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ICICタグによるタグによる
建設労務管理システム建設労務管理システム

西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

木村　哲（西松建設）木村　哲（西松建設）

香月泰樹（戸田建設）香月泰樹（戸田建設）

22 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

■■ 9999年年1010月～月～
　　研究開発等の分野で業務提携　　研究開発等の分野で業務提携

　　これまで　　これまで700700回に上る会議回に上る会議

■開発成果の公表■開発成果の公表

　・特許出願　　　・特許出願　　2626件件

　・新聞発表　　　・新聞発表　　2525件　件　
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33 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

■■これまでの共同研究の成果これまでの共同研究の成果

・産業廃棄物の低減・活用技術　（廃棄物回収システム）・産業廃棄物の低減・活用技術　（廃棄物回収システム）

・土壌地下水の汚染浄化技術（石油汚染土壌浄化技術）・土壌地下水の汚染浄化技術（石油汚染土壌浄化技術）

・複合免・制震（振）構造技術　（複合免震技術）・複合免・制震（振）構造技術　（複合免震技術）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （複合制震技術）（複合制震技術）

（複合基礎の耐震設計技術）（複合基礎の耐震設計技術）

地球環境保全

良質な社会資本創造

44 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

■■これまでの共同研究の成果これまでの共同研究の成果

・高耐久性コンクリート技術（コンクリートひび割れ防止）　・高耐久性コンクリート技術（コンクリートひび割れ防止）　
　　
　　　　　　　（コンクリート構造物の健全度評価システム）　　　　　　　（コンクリート構造物の健全度評価システム）

・快適住環境計画技術　　　（固体音予測技術）・快適住環境計画技術　　　（固体音予測技術）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （室内空気質の改善技術）（室内空気質の改善技術）

・山岳トンネル技術　　　　　・山岳トンネル技術　　　　　 （探査技術）（探査技術）

良質な社会資本創造
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55 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

ＩＣタグ共同研究ＩＣタグ共同研究PJPJの概略の概略

■ 社会ニーズ

・建設現場における安全管理の向上

・労務管理の合理化

・現場の情報化

・新技術の活用

66 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

ＩＣタグ共同研究ＩＣタグ共同研究PJPJの概略の概略

■ 技術開発の目的

・安全管理

・労務管理

・機械管理

現場入退場管理の合理化

管理区域安全管理

就労情報管理

バッテリーロコの位置管理
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77 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

シールド現場での入退場管理シールド現場での入退場管理

88 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

シールド現場での入退場管理シールド現場での入退場管理
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99 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

インフォメーシ
ョン

管理室
立坑

入場

入坑

国道４５号線

①入場／退場

JV事務所

①新規入場
②入場標示

①入坑／出坑

市　道

発進基地

入場表示画面

システム配置図システム配置図

1010 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

使用した使用したICICタグタグ

パッシブ型 ＩＣタグ
ISO1569（13.56MHz）
85.6mm×54mm×0.4mm

1.9g

ヘルメットに装着
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1111 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

ICタグをヘルメットに装着し、
　　　　　　　　ハンドフリーで入退場

1212 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

フリーハンドゲートのポイントフリーハンドゲートのポイント
１.　アンテナ（全長200cmのアクリル版）の設置箇所に求められる対応

２.　ゲート通過時にヘルメットの中のカード型ICタグを検知できる限界の確認

３.　各種工事での適用検討

①シールド工事の立坑の降り口用

②建築工事の現場内特定エリアゲート用

③トンネル工事の坑口のゲート用

①身長の差異

②歩くスピード

③ヘルメットの方向／角度

①多少の物の接触に耐えるように

②無線の障害にならないように
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1313 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

4.音声とランプのガイド

ピー ピー ピッピッピ

入場 退場 不審者

今日も一日ご安全に お疲れさまでした
登録者以外の方は入場
をお断りしています

1414 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

フリーハンドゲート

HUB

パソコン

プリンタ

R/W

管理室

パソコン

R/WHUB

現場監視盤

シリアルケーブル

車載ターミナル 車載ターミナル 車載ターミナル

100ｍ LANケーブル

3ｍ
LANケーブル

スピーカ

シシ スス テテ ムム 構構 成成
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1515 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

○○号バイパス

元請事務所

No.3ゲート(出)

No.2ゲート(出)

No.1ゲート
シネマゾーンモールゾーン○○○ゾーン

運 用 期 間
2004/09
   ～2005/03

一 次 会 社 数 200社

延 べ 会 社 数 500社

延 べ 作 業 員 数 20,000名

一 日 最 大 作 業 員 数 3,000名

一日最大入場車両数 2,000台

運 用 期 間
2004/09
   ～2005/03

一 次 会 社 数 200社

延 べ 会 社 数 500社

延 べ 作 業 員 数 20,000名

一 日 最 大 作 業 員 数 3,000名

一日最大入場車両数 2,000台

大型建築現場における入退場管理

① 詰所

③ 朝礼広場

④ 朝礼広場

② 朝礼広場

1616 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

① 詰所

② ○○○○ゾーン

朝礼広場

③ モールゾーン

朝礼広場

④ シネマゾーン

朝礼広場

① 本日の入退確認
② 会社登録
③ 就労者名簿登録
④ 現在入場者表示
⑤ 集計

① 入場
② 退場

4.入退場管理ゲート配置
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1717 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

9.入場イメージ

① 乗車したままNo.1ゲートを通過

② 入場ゲートを通過し、作業現場へ

駐車場に駐車し、降車

入場イメージ

・最大入場者3000名の入退場記録

・車の渋滞を招かないこと

・新規入場者の運用がスムーズなこと

・別途発注工事も対象

・協力会社への情報還元

1818 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

入退場ゲート設置状況入退場ゲート設置状況
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1919 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

集　計　表集　計　表

作業日報

入退時刻集計表

月次集計表

2020 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

管理区域安全管理システム管理区域安全管理システム
システム開発の目的と背景システム開発の目的と背景

清掃工場の解体工事ではダイ清掃工場の解体工事ではダイ
オキシン濃度の高い区域（管オキシン濃度の高い区域（管
理区域）を区画して解体理区域）を区画して解体

管理区域では、より高度な安管理区域では、より高度な安
全管理が要求される全管理が要求される

作業員は保護具着用作業員は保護具着用

背　景背　景

ICICタグ（非接触式の電波送受信装置）による作業員の入退管理タグ（非接触式の電波送受信装置）による作業員の入退管理

入退に連動した管理区域の施錠管理入退に連動した管理区域の施錠管理

管理区域内の作業環境管理把握管理区域内の作業環境管理把握

システム開発システム開発

非管理区域非管理区域 第１管理第１管理

区域区域

保存部分保存部分

第第33管理区域管理区域
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2121 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

管理区域安全管理システム管理区域安全管理システム
システムの全体像と特徴システムの全体像と特徴

１．入退情報のチェック・記録１．入退情報のチェック・記録

２．登録された作業員のみ入場可能（自動２．登録された作業員のみ入場可能（自動
施錠）施錠）

３．ダイオキシン濃度（粉塵量）をリアル３．ダイオキシン濃度（粉塵量）をリアル
タイム管理タイム管理

４．より厳密な作業管理（作業内容と保護４．より厳密な作業管理（作業内容と保護
具レベル）具レベル）

システムPC ゲート部分

2222 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

管理区域安全管理システム管理区域安全管理システム

利用する利用するICICタグと設置箇所タグと設置箇所

通門ゲート（フリーゲート）

ICタグ検出
アンテナ

ヘルメット
（ICタグ貼付）

ICタグ
（ISO15693
13.56Mhz）
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2323 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

管理区域安全管理システム管理区域安全管理システム
①入出退管理機能（入出退管理）①入出退管理機能（入出退管理）

•作業員毎の入退場時

刻表示

•管理区域内作業員人

数の表示

•入退場時、作業員名

の表示

•作業員毎の入退場時

刻表示

•管理区域内作業員人

数の表示

•入退場時、作業員名

の表示

現在入場者数

入退場時刻表示
入退場
表示

粉塵計測結果

2424 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

管理区域安全管理システム管理区域安全管理システム

②自動施錠機能②自動施錠機能
•電気錠による未登録者の入場制限

•パトライトによる確認機能

•保護具をつけたまま通門チェックが可能

•電気錠による未登録者の入場制限

•パトライトによる確認機能

•保護具をつけたまま通門チェックが可能

電気錠

パトライト

電気錠
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2525 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

管理区域安全管理システム管理区域安全管理システム

③作業管理機能③作業管理機能

•作業員毎の管理区域

滞留時間の把握

•作業内容・保護具レ

ベルの把握

•作業員毎の管理区域

滞留時間の把握

•作業内容・保護具レ

ベルの把握

作業内容
保護具レベル

滞留時間

2626 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

2004/6/30

cpm
平均粉塵濃度 ○○.○○
最高濃度 ○○.○○
最低濃度 ○○.○○

○○管理区域　粉塵濃度計測月報
平成16年6月

戸田建設株式会社
○○清掃工場解体工事

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

1 6 11 16 21 26 計測（日）

(cpm)

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00
(mg/m3)

管理2

管理1

日平均

管理区域安全管理システム管理区域安全管理システム
④粉塵量管理機能④粉塵量管理機能

•管理区域内のダイオキシ

ン（粉塵）濃度の計測・管理

•パトライトによる警告表示

•入場時に管理区域内ダイ

オキシン濃度を確認可能

•管理区域内のダイオキシ

ン（粉塵）濃度の計測・管理

•パトライトによる警告表示

•入場時に管理区域内ダイ

オキシン濃度を確認可能
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2727 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

管理区域安全管理システム管理区域安全管理システム

適用現場適用現場

清掃工場解体工事（北海道）
施設規模
　ごみ焼却施設　600ｔ／１日
　　　　（300ｔ／24h×2炉）
　工場棟　RC･S造地上4階地下1階
　計量棟　S造　　地上1階
　煙突　　RC造　 地上100ｍ
建設年
　竣工：昭和47年
　停止：平成14年８月
　稼働期間：30年５ヶ月

2828 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

バッテリロコの運行管理システムバッテリロコの運行管理システム
システム開発の目的と背景システム開発の目的と背景

地下管路構造物の大深度化、長距離化地下管路構造物の大深度化、長距離化

シールド工事の掘削とバッテリーロコによる資シールド工事の掘削とバッテリーロコによる資

材運搬とのサイクルの連携材運搬とのサイクルの連携

長距離、小断面の工事ではバッテリーロコの通長距離、小断面の工事ではバッテリーロコの通
過に伴う人身事故の防止過に伴う人身事故の防止

背　景背　景

ICICタグ（非接触式の電波送受信装置）を用いてバッテリーロコの位置を検知タグ（非接触式の電波送受信装置）を用いてバッテリーロコの位置を検知

情報を無線情報を無線LANLANを通じて切羽、立坑、坑内に設置した監視モニタに表示を通じて切羽、立坑、坑内に設置した監視モニタに表示

PHSPHSを所持した工事関係者（入坑者）にバッテリーロコの接近情報を通知を所持した工事関係者（入坑者）にバッテリーロコの接近情報を通知

システム開発システム開発

シールド工事？シールド工事？

地下鉄や上下水道を地中に地下鉄や上下水道を地中に
構築するためにシールド機で構築するためにシールド機で
地中を掘削する工事地中を掘削する工事

！　この坑内で使われるのがバッテリーロコ！　この坑内で使われるのがバッテリーロコ！　この坑内で使われるのがバッテリーロコ
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2929 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

バッテリロコの運行管理システムバッテリロコの運行管理システム
システム全体像と特徴システム全体像と特徴

バッテリーロコ 位置表示
装置

アンテナ

ＬＡＮ

ＩＣタグ

ＩＣタグ検出器

PHS

ＬＡＮ

工事関係者

パトライト

１．位置検知（バッテリーロコ位置）１．位置検知（バッテリーロコ位置）

２．無線によるデータ伝送（バッテリーロコ位置）２．無線によるデータ伝送（バッテリーロコ位置）

３．位置表示装置（事故防止）３．位置表示装置（事故防止）

４．工事関係者への通信（事故防止）４．工事関係者への通信（事故防止）

５．バッテリーロコへの通信（事故防止）５．バッテリーロコへの通信（事故防止）

地　上

ＩＣタグ検出
アンテナ

管理サー
バー

（入坑者）

3030 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

バッテリロコの運行管理システムバッテリロコの運行管理システム
利用する利用するICICタグと設置箇所タグと設置箇所

無線ＬＡＮア
ンテナ

バッテリー
ロコ

退避所

パソコン 位置表示
装置

シールド坑内断面図
レール

離隔15cm

ＩＣタグ
（134.2khz）

ＩＣタグ検出
アンテナ
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3131 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

バッテリロコの運行管理システムバッテリロコの運行管理システム
バッテリーロコの位置表示バッテリーロコの位置表示

バッテリー
ロコ

移　動

・バッテリーロコの現

　在位置の把握

・到着時間の予測

・トラブルの監視（停止）

・バッテリーロコの現

　在位置の把握

・到着時間の予測

・トラブルの監視（停止）

3232 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

バッテリロコの運行管理システムバッテリロコの運行管理システム
入坑者の氏名と位置表示入坑者の氏名と位置表示

・入坑者（作業員）の現

　在位置の把握

・バッテリーロコ接近情

　報の送／受信

・入坑者（作業員）の現

　在位置の把握

・バッテリーロコ接近情

　報の送／受信

バッテリーロコ

入坑者
接近情報メッセージ

受信
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3333 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

バッテリロコの運行管理システムバッテリロコの運行管理システム

適用現場（適用現場（22現場）現場）

シールド工事（千葉県）
シールド一次覆工（泥水式シールド工法）
シールド機外径　φ2,146mm　L=3,684.9ｍ
スチールセグメント　外径2,006mm
内径1,850mm　桁高75mm　幅1,000mm～300mm

ＴＢＭ工事（宮崎県）
ＴＢＭ外径　φ2,800mm　L=5,316ｍ
土質　砂岩、頁岩　これらの互層

現在掘進中

２月発進予定

3434 西松建設・戸田建設共同研究西松建設・戸田建設共同研究

まとめまとめ

非接触非接触ICICタグの有用性タグの有用性
労務管理、位置管理ともに非接触のタグは有用性労務管理、位置管理ともに非接触のタグは有用性
が高いが高い

認識範囲など不確実な要素も残る認識範囲など不確実な要素も残る

システムの改良と水平展開システムの改良と水平展開
労務管理システムのアンテナ部分の標準化労務管理システムのアンテナ部分の標準化

他用途へのシステム検討他用途へのシステム検討
作業所内搬送等への適用検討作業所内搬送等への適用検討

UHFUHF帯タグの適用検討帯タグの適用検討


