
切削機マシンコントロールシステム
RD-MCシステムのご紹介

ICT舗装工（修繕工）の生産性向上への取組み



舗装業界の今

切削オーバーレイ工LPSシステムが既に活用されているが
その効果とともに課題も指摘されている

 3次元設計データ作成後現場でマニュア
ル操作のための計算をする必要がない

 切削深さのマーキング不要

現場担当者の負担軽減
 切削精度向上
 切削面の平たん性向上

品質の向上
 安全性の向上

 小規模現場では省力化が難しい
 街灯・街路樹・橋梁などの障害物、カー
ブで視準できない場合も考えTSの設置
場所を事前に確認必要
・TS据替作業多い
・大型三脚設置の必要

 追尾ロストの可能性あり
 他反射素材を誤追尾する可能性あり

効 果 課 題

困難な
状況発生

TSのお守りが必要

路面切削の課題



現況路面データを基準に用いた3D切削システム RD-MC

現況面データと設計面データ
2枚の面データを使ったMC

インプット

 GNSSは設計データの水平位置確認のみ（GNSSの高さデータは使わない）
 水平位置がわかればその点の現況面と設計面データの厚みから機械制御可能

ポテーションメータ
（ヨーヨーセンサ）

トータルステーションがいらない3D-MCシステム

RD-MCシステムの概要



・現場GPSローカライゼーション
・GPSアンテナからXY座標のみを計測
・アンテナから重機ドラムの寸法情報を計測しドラム
のXY座標を取得

・現地3Dデータと設計3Dデータを重ね比較することで、
場所ごとに変わる厚みを算出可能となる

・XY情報

・設計厚

・ドラム深度 ・車体本体とサイドプレートにポテンションメーター
（ヨーヨーセンサー）を設置し、切削前に現地盤にて
0セットをかけることによって、切削時のドラム深さを
ポテンションメータの伸縮から取得できる

MC制御が可能となる

RD-MCシステムの概要



ワイヤー伸縮

現況地盤からの掘削厚(設計厚)をもとに高さを制御

横断面
右左

RD-MCシステムの概要



②ドラムが道路面に降下するとワイヤー長が変化

前進

TOPCON ヨーヨーセンサー 本体

TOPCON ヨーヨーセンサー ワイヤー側
ドラム側に固定されたセンサー筐体

サイドプレート側に設置されたセンサーのワイ
ヤー側、ワイヤーの伸縮からドラム深さを計測

①掘削前ワイヤー長をゼロとする

③ワイヤーの伸縮差(①-②)がドラム深さ
ポテンションメータ
（ヨーヨーセンサ）

RD-MCシステムの概要



②ドラムが道路面に降下するとワイヤー長が変化

前進

TOPCON ヨーヨーセンサー 本体

TOPCON ヨーヨーセンサー ワイヤー側
ドラム側に固定されたセンサー筐体

サイドプレート側に設置されたセンサーのワイ
ヤー側、ワイヤーの伸縮からドラム深さを計測

①掘削前ワイヤー長をゼロとする

③ワイヤーの伸縮差(①-②)がドラム深さ

RD-MCシステムの概要

ポテンションメータ
（ヨーヨーセンサ）

言い換えると
RD-MCは、入力した現況3Dから、サイドプレートの軌跡を
現況として認識し、設計3Dデータを比較して切削厚を制御
するシステムです。
精度を確保する一番のポイントは、現況測量データ取得時
“サイドプレートが通過するであろう“場所をいかにうまく計測
し、3D化するかが運用のカギとなります。



切削機マシンコントロール
RD-MCの機材・配線



RD-MC 機材取り付け状況

RD-MCシステムの機器構成
路面切削機マシンコントロールの構成 RD-MCシステム



切削機マシンコントロールシステムがもたらす効果

現況面データを基準に用いた3D切削システムを使うと何がいいのか？
（RD-MCシステム）

 作業時間の短縮
 のべ人工作業時間の短縮
 現場でマニュアル作業のための計算不要
 切削深さマーキング不要
 省人化による安全性の向上*

 TSを設置する必要がない
・TS設置計画をたてる必要なし
・TSを設置する場所の確保不要
・TSを大型三脚に設置不要
・ロストや誤追尾の心配がない
・TSのお守りの必要なし

 作業時間の短縮
 のべ人工作業時間の短縮
 橋梁部でも活用可能

従来工法
↓

３D-MCTS工法
に対しての効果

3D-MCTS工法
↓

RD-MC
システム

に対しての効果

*建設業は全産業の33%の死亡災害が発生

RD-MCシステムの効果



路面計測

設計データ作成

路面計測

設計データ作成

出来形管理

路面計測

設計データ作成

路面マーキング用計算
TS設置

路面マーキング

マニュアル切削作業

出来形管理

従来方式 LPSシステム RD-MCシステム

3D-MC 切削作業

出来形管理

RD-MC 切削作業

作業フォローの簡素化

切削機マシンコントロールシステムがもたらす効果

RD-MCシステムの効果



切削機マシンガイダンス
「ロードキリマル」



81mm 92mm 100mm

-100mm

-92mm

-92mm
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-83mm



GNSS受信
アンテナ



GNSS受信
アンテナ

ポール

ブラケット ディスプレイ



GNSS切削システムを用いたICT舗装
（修繕工）の全面活用事例

株式会社NIPPO四国支店 高畑 浩二



≪ はじめに ≫
国土交通省

建設現場の生産性向上・魅力ある建設現場
⇒i-Construction（平成28年～）

i-Constructionの工種拡大
⇒ICT舗装（修繕工）の全面活用の運用開始

（令和2年度～）



令和2年度徳島出張所管内舗装修繕工事
⇒ICT舗装（修繕工）の全面活用（一部区間）

汎地球測位航法衛星システム（GNSS）を用い
たICT対応型路面切削システム（RD-MC）に

よる施工を実施

≪ はじめに ≫



≪対象箇所の概要≫
箇所：徳島県鳴門市北灘町折野地先

国道11号30kp付近上下線
修繕工法：切削オーバーレイ工法

（t=50mm）
施工延長：324m

施工箇所(L=324m)

香川県 徳島県

←高松市 徳島市→

29
k9

39

30
k2

63
施工延長 L=324m既設路面：As舗装



既設路面：直近の補修から19年経過
⇒経年劣化が進行（パッチング補修跡 多数）

パッチング補修跡

≪対象箇所の概要≫

パッチング補修跡（わだち発生）

⇒車両走行性：著しく低下



≪工事概要≫

① 3次元起工測量
（計測：地上型レーザースキャナー）

ICT舗装（修繕工）の全面活用の取り組み

② 3次元設計データ作成

①3次元起工測量 ②3次元設計データ



≪工事概要≫
③ ②のデータを用いた

3次元マシーンコントロール路面切削機 (RD-MC)による施工
④ 3次元出来形管理の施工管理

（計測：地上型レーザースキャナー）
⑤ 3次元データの納品

+100(%)

③RD－MCによる施工

④３次元出来形管理
(ヒートマップ)



≪工事概要≫ RD-MCシステムの仕組み
STEP1： GNSSで切削機の水平位置（施工位置）を特定

※GNSSの使用の注意点
⇒事前に受信状況を確認（今回の対象個所：受信可能）



≪工事概要≫ RD-MCシステムの仕組み

①GNSS水平位置（切削ドラム位置）
の現況面と設計面の厚み（距離）
をリアルタイムで計算

②機械制御ポイントと現況面までの
距離をグレードセンサで計測

③機械制御ポイントから設計面の厚
み（距離）までを合計して制御

②③
①設計面

機械制御
ポイント

現況面

縦断面

STEP2



≪ 適用事例 ≫
施工前：GNSSアンテナ、コントロールボックス等の取付作業

GNSSアンテナ

コントロールボックス
（設計・現況データ搭載）

施工

切削マーキング：不要



施工開始時：実測による切削厚確認

切削面：切削レーン毎の段差なし
⇒平滑な仕上がり面を確保

設計：51mm 実測：52mm

切削面

≪ 適用事例 ≫ 施工



出来形管理：切削後、地上型レーザースキャナーで測定
≪ 適用事例 ≫

⇒測定時間：2.5時間
今回：As舗装施工の待機なし

(日施工量：約1,200m2)

日施工量：増加
⇒修繕工事：施工時間の余裕なし
⇒測定時間の短縮を図る必要あり

地上型レーザースキャナー

施工



≪ 適用事例 ≫
◎平たん性

現 況：3.29mm
切削面：1.69mm

表層工：0.99mm

◎厚さ（標高較差）

工種 規格値
50%以内

規格値
80%以内

切削工 98.1% 99.6%
表層工 99.6% 99.8%

1.57mm改善

0.7mm改善

切削面出来形：良好

表層出来形：良好
（施工方法：従来とおり）

施工結果

切削面測定状況

⇒ 向上



≪ 適用事例 ≫
◎切削厚さのマーキング：不要

⇒事前準備に要する時間：短縮

施工性

◎切削厚さ：自動制御 ⇒ オペレータの技量の差：少
◎オペレータへの聞取り調査

（RD-MC とトータルステーション(TS)の比較）

◎切削機の施工能力：従来施工と同じ

TS：スイーパー、一般通行車両等の障害物
⇒通信の遮断：有⇒作業が中断
RD-MC：GNSSを使用
⇒通信の遮断：無⇒円滑に操作可能

⇒マーキング要員：削減、危険性：低減



≪ 適用事例 ≫
施工端部：現況路面との誤差が少

⇒舗装の擦りつけ：良好

出来ばえ

完 成

出来ばえ：良好



≪ まとめ ≫
RD-MCを用いたICT舗装（修繕工）の

全面的な活用の取組み

RD-MCの切削精度、施工性が良好であることを確認

事前準備を省略⇒生産性・安全性の向上



≪ おわりに ≫

舗装修繕工事：設計高さを起工測量後に計画
⇒作成した3次元設計データが現地に反映
⇒線形が複雑になる箇所（取付道路や民家出入り口等）
⇒当該箇所を考慮した設計データの作成が重要



ご清聴
ありがとうございました。
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