
ICT活用で先頭を走る山口土木──
測量の省力化に堅牢・高性能タブレット
デル「Rugged」をフル活用
愛知県岡崎市の建設事業者、山口土木は、施工の ICT化に先駆的に取り組
む企業だ。同社では、測量に用いる端末として、堅牢、かつ高性能な「Latitude 
12 Ruggedタブレット」を採用、作業効率の一層の向上を実現している。

　山口土木では、土木施工における測量の省力化・効率化を目的に、かね
てから耐衝撃性・耐粉塵性などに優れたタブレットを用いてきた。だが、
その処理性能と信頼性、バッテリ駆動時間が満足のゆくレベルに達してお
らず、作業効率向上の妨げになっていた。

現場業務の効率性が
20％～ 30％アップ

タブレットの
バッテリ駆動時間が
従来の 2倍強に

真夏の炎天下など、過酷な環境下でも安定稼働を続け、かつ用途の
広いタブレットを手に入れたことで、現場作業の効率性が従来の 20

～ 30％向上した。

容量の大きなデータを扱った際に、タブレットの表示や動作が遅くな
ることがなくなり、大規模な現場での作業効率が増した。

従来のタブレットに比べて、バッテリ駆動時間が 2倍強にアップ。
予備のバッテリを常時携帯する必要がなくなった。

現場監督が日々こなさなければならないすべての業務を現場のタブ
レットでこなし、オフィスと現場を行き来する時間と手間を大きく低
減できるようになった。
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i-Constructionを実際に回していくために必要とされる仕組み一式を導入。
翌 2016年には i-Constructionの先進事例として国土交通省に取り上げら
れるまでに ICT活用が進んだ。さらに 2017年 9月には、これまでの実績
と高い技術力が評価され、松尾氏は、土木・建設事業者や自治体に技術修
得や能力向上のアドバイスを行う i-Constructionの「ICTアドバイザー」
として国土交通省中部地方整備局から認定されている。
※ 2　CIM（Construction Information Modeling）：土木業務の効率化を目的に、2012年に国土交
通省が打ち出したコンセプト。建築施工領域の「BIM（Building Information Modeling）」と同じく、
3Dモデルによって、施工にかかわるすべての関係者間の意思疎通・合意形成を効率化し、施工の効率化・
合理化を図るというもの。

現場でのタブレット活用を巡る課題
　山口土木では、単に ICTシステムを導入するだけではなく、それによっ
て施工の生産性を着実に向上させてきた。例えば、従来は 2人で行う必要
があった現場の測量にしても、現場端末システムとタブレットの活用によ

　株式会社山口土木は、愛知県岡崎市に本拠を構え、県内を中心に建設工事
を手掛ける企業だ。国土交通省が推進するコンセプト「i-Construction」※ 1

を先駆けるように、建設にかかわる業務の ICT化に早くから取り組み、2015

年には 3次元CAD図面と施工現場の 3次元座標データとを連携させ、出来
形管理や丁張り設置を効率化する現場端末システムを導入、同システムの端
末としてタブレットを現場に持ち込み、測量の省力化に役立ててきた。
　言うまでもなく、現場端末システムのタブレットは、過酷な環境下でも
動作を続けられる頑丈さが求められ、衝撃、粉塵、風雨、熱などへの強い
耐性を備えていなければならない。そうした耐性を持ったタブレットとし
て、山口土木ではデルのタブレット「Dell Latitude 12 Rugged タブレット」
を新たに導入した。これにより、現場での作業効率が大幅にアップしたと
いう。
※ 1　i-Construction：測量から設計・施工計画、施工、検査に至るまで、施工プロセスのすべてを
ICTによって効率化・自動化し、建設現場の生産性や魅力を引き上げるという国土交通省の取り組み。
日本における建設作業員の減少・高齢化などへの対策として打ち出された。

より少ない人数で、
より多くの仕事をこなす
　「より少ない人数で、より多くの仕事をこなすためには何が必要か──。
ICTの活用は、この自問のすえに自然にたどりついた結論です」
　こう語るのは、山口土木の ICT化を牽引する取締役統括技術部長の松尾 

泰晴氏だ。
　山口土木は 1990年に土木事業者として愛知県岡崎市に創設された。以
来、公共事業から民間の土木・建築に至るまで、規模の大小を問わず、さ
まざまな工事を請け負い、着実な成長を遂げてきた。近年では、土木・建
築の事業を柱としながら、飲食事業や外国人技能実習生の受け入れを行う
海外事業など、事業の多角化も進めている。
　1990年創業というのは、歴史の古い会社が多い建設業界では新興の部
類に入る。また、役員を含めた社員の年齢も若く、その点でも、高齢化が
進む建設業界では異色の存在と言える。そんな同社ではこれまで、下請け
を使わずに管理から施工までのすべてを社内で対応するという方針を取っ
てきた。
　「我々のような建設事業者は、社員は監督の役回りだけを演じ、他の作
業は下請けに任せるといったスタイルを取るところが多いのですが、当社
は違います。当社の土木事業部は、監督・作業員を合わせて 30名程度で、
社員の平均年齢も若いのですが、下請けを使わずに施工のすべてを社内で
こなせるよう、監督・作業員の区別なく、誰もが現場でひととおりの作業
ができるスキルを身につけています。例えば、監督が測量を終えたのちに、
油圧ショベルを操縦したり、ダンプカーを運転したりする。この辺りは当
社ならでの特色であり、強みの一つとも言えます」（松尾氏）。
　一人で何役もこなすため、当然、監督の役回りを演じる社員の業務負担
は大きくなる。その負担を可能な限り低減し、より少ない人数で、多くの
工事を無理なく回すための手段として同社が選んだのが ICTの活用だっ
た。
　2012年には、土木工事の施工管理に ICTを取り入れた。松尾氏によれ
ば、最初はスマートフォンを利用した施工管理と情報共有から始めたと
いう。のちの 2015年以降は、国土交通省が推進する i-Constructionの
取り組みにも積極的に関与し、ドローン空撮や 3Dスキャナによる 3D測
量はもとより、3Dスキャナなどで計測した膨大な点群データを処理す
るシステムや「CIM（Construction Information Modeling）」※ 2 システ
ム、土木施工管理システム、現場端末システム、検査調査システムなど、

「業務の生産性を上げて、

より少ない人数で、より多く売り上げる。

そのためには ICTの活用が当然必要です。

だからこそ、ICT製品には、業務の効率化に

本当に役立つ機能と性能が求められます。

その点で、Ruggedタブレットは、

処理性能と堅牢性の両面で

真に満足のゆくレベルにあり、

現場業務の効率化に貢献してくれています」

株式会社山口土木
取締役 統括技術部長
松尾 泰晴氏



り、測量から点群データの作成までを一人で短時間のうちにこなせるよう
になっている。
　「測量という作業は、専門知識と長い実務経験を要する難度の高い仕事
で、当社でも、測量を含む施工のすべてを回せるのは長く 3人だけでした。
この 3人であらゆる現場を回していく中で、どうにか測量を省力化して、
並行して手掛けられる現場の数を増やしたいと考えたのが、現場端末シス
テム／タブレット導入のきっかけです。実際、タブレットを使った測量の
ICT化で作業効率が 70～ 80％もアップしたのです」（松尾氏）。
　もっとも、タブレット活用を進める過程では、いくつかの課題も浮上し
たという。特に現場の担当者を悩ませたのは、タブレットにしばしばトラ
ブルが発生したことだ。このタブレットは、2015年に現場端末システム
を導入した際に一緒に購入した製品であり、過酷な環境でも使用できる頑
丈さを特徴としている。
　「我々が測量用に導入したタブレットは 2種類あり、1つは測量専
用の Androidタブレットで、もう一つは現場端末システムと連動する
Windowsタブレットです。このうち、Windowsタブレットについては、
会社に持ち帰った仕事も含めて、さまざまな業務に用いようと目論んでい
ました。ところが、タブレットのスペックが古かったせいか、クレードル
に接続してデスクトップ PCとして使おうとすると、排熱ファンが回りっ
ぱなしになるなどの問題を発生させ、PCに相応の負荷がかかる業務には
使えませんでした」（松尾氏）。
　そんなタブレットの問題点について、監督として現場を回すことも多い
山口土木 取締役工務部長の山本 修嗣氏は、こう付け加える。
　「例えば、施工規模の大きい現場では、複数の図面を同時に開きながら
作業を進める必要がありますが、従来のタブレットでそうした作業を行お
うとすると、表示や処理が遅くなり、業務効率に負の影響を与えていまし
た。また、直射日光が当たる炎天下などで使用を続けていると原因不明の
フリーズが間々発生したほか、バッテリ駆動時間も 4時間程度と短く、現
場で長時間タブレットを使用しなければならない場合には予備のバッテリ
を持ち歩かなければなりませんでした」

展示会でデルの
Ruggedタブレットと巡り合う
　こうした問題を解決すべく、山口土木は新しいタブレットを探し始めた。
そんな中で巡り合ったのが、デルの Latitude 12 Ruggedタブレット（以下、
Ruggedタブレット）だ。松尾氏が 2016年 11月に東京で開催されたCIM

のイベントに赴き、そこで現場端末システムの開発ベンダーから『このタ
ブレットは良さそうですよ』と紹介されたのが Ruggedタブレットだった
という。
　Ruggedタブレットは、米国国防省のMIL規格（MIL-STD-810G）に
適合する高い信頼性・耐久性を有する製品だ。落下、衝突、振動、熱に強
い特別素材を採用しつつ、重量は 1.28kg。本体には、インテル ® Core™

プロセッサーが選択できるのはもちろん、メモリも通常のノート PCと遜
色ない容量が搭載でき、SSDについても大容量のものが選択できる。ま
たホットスワップ対応のデュアルバッテリによって、10時間以上の長時間
バッテリ駆動も可能としている。
　また、直射日光下でもはっきりと見える 11.6インチのマルチタッチディ
スプレイを装備し、画面には高い透明度と強度を誇るゴリラガラスを採用。
手が濡れていても厚手の手袋を着用していても操作できるなど、工事現場
での使用に適した特徴を数多く備えている。
　「デルのブースでは、Ruggedタブレットを踏みつけたり、高所から落
としたりと、製品の頑丈さをアピールするデモンストレーションが展開さ

「Ruggedタブレットは非常に頑丈で、

真夏の炎天下でも安定した動作を続け、

雨にも強い。処理性能も汎用性も高いので、

現場業務の端末、あるいは

CIMシステムの端末として活用の幅が広く、

仕事の効率化が図りやすい。

この製品を選んだのは正解だったと

強く感じています」

株式会社山口土木
取締役 工務部長
山本 修嗣氏



というのも、Ruggedタブレットなら 3次元データもストレスなく扱えま
すし、Windowsベースなので、通常のオフィスアプリケーションも使え
るからです。これにより、監督が現場とオフィスを行き来する時間・労力
が大幅に低減されつつあります」（松尾氏）。
　また、公共事業では工事に対する検査が発注元である県や市によって行
われる。そのため、工事を請け負った事業者は、県・市に PCを持ち込み、
データを確認してもらう必要がある。
　「このようなときにも、Ruggedタブレットは有効です。というのも、当
社では、このタブレットに 3D CADをはじめ、工事に必要な ICTシステ
ムをすべて導入していて、このタブレットさえあれば、県や市の検査時に
必要とされるデータがすぐに提示できるからです。また、Ruggedタブレッ
トでは、リモートアクセスでオフィス内のシステムに接続し、データの加工・
修正も簡単に行えます。そうした点をすべて加味すると、従来のタブレッ
トを使っていたときに比べて、業務効率は間違いなく 20～ 30％向上して
いると思います」（山本氏）。
　さらに松尾氏は、Ruggedの頑丈さや優れたメンテナンス性にも驚かさ
れたという。
　「工事現場でタブレットを利用していると、どうしても粉塵が付着したり、
測量の目印に使う塗料が付着したりします。そうした汚れを落とす際、従
来のタブレットでは防水処理を行ったうえで慎重に洗浄する必要がありま
したが、Ruggedタブレットは、防水処理を行わずに、いきなり水でじゃ
ぶじゃぶ洗ってもまったく問題がありません。これはすごいなと、改めて
感心させられました」

これからもデルのタブレットで
　Ruggedタブレットの導入以降、山口土木では、会社の中ではハイスペッ
クデスクトップ PCを使い、外では Ruggedタブレットですべてをこなす
というスタイルが定着し始めているとう。
　現在、現場監督には一人 1台のタブレットを配布し、Ruggedタブレッ
ト以外の製品を用いている監督もいる。ただし今後は、ハードウェアの更
改時期に合わせてRugged タブレットに順次切り替えていく方針だ。
　ちなみに同社では、建築の領域でも、いわゆる「BIM（Building 

Information Modeling）」のコンセプトに基づくかたちで、VR（仮想現実）
/AR（拡張現実）技術による設計者・工務店・施主との合意形成の効率化
に取り組んでいる。施工の ICT化で時代の先頭を走る山口土木──。そん
な同社の取り組みを、Ruggedタブレットはこれからも支えていく。

れていたのですが、それに興味を抱き、すぐに試用機の貸出をデルに依頼
しました」（松尾氏）。
　こうして実機を借り受けた山口土木は、工事現場での検証テストを繰り
返した。
　「そのテスト中、Ruggedタブレットは一切のフリーズを引き起こさず、
大容量データを扱ったときでも高い性能を発揮し続けました。それが導入
を決めた理由です」（山本氏）。

従来に比べて業務を
20～ 30％効率化
　Ruggedタブレットの導入によって、山口土木では仕事のスタイルが変
わりつつあるという。
　「以前は、監督が現場にノート PCを持ち込み、諸般の作業をその場で
済ませていたのですが、3Dデータを扱うケースが増えるに従って、ノー
ト PCの性能では作業を進めるのが難しくなり、結果として、オフィスに
仕事を持ち帰り、デスクトップPCで日々の業務を完結せざるをえなくなっ
ていました。そのスタイルが、Ruggedタブレットで変わりつつあります。

株式会社山口土木
取締役 統括技術部長
兼総務部長
松尾 泰晴氏

株式会社山口土木
取締役 工務部長
山本 修嗣氏
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