利根川下流河川事務所におけるＩＣＴ活用工事
の現状と課題
岡安
1関東地方整備局

龍一1・今 勝章2

利根川下流河川事務所

工務課 （〒287-8510 千葉県香取市佐原イ 4149）

現）関東地方整備局 京浜河川事務所 調査課
2関東地方整備
関東地方整備局
局

利根川下流河川事務所 銚子出張所 （〒288-0056 千葉県銚子市新生町 1-9-13）
現）関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 工務課

Construction」が本格的にスタートしてから約2年が経過し、その具
国土交通省が提唱する「i-Construction」が本格的にスタートしてから約
体的な取り組みの一つであるICT活用工事の実績も着実に増え、平成30年度から
年度からは対象工種が
は対象工種が
拡大され、今後更なる活用が期待されている ．
利根川下流河川事務所においても、平成 29年度より築堤工事においてICT活用工事 を導入 し
ICT活用工事の更なる普及促進を図るため、受注者にアンケートを実施し、
ている．今後ICT活用工事の更なる普及促進を図るため、受注者に
活用工事の更なる普及促進を図るため、受注者に アンケートを実施し、ICT活
用工事のメリットや現時点での課題を抽出し、課題解決に向けての検討を行った．
キーワード i-Construction ，ICT活用工事，アンケート

1. はじめに

利根川下流河川事務所では、
利根川下流河川事務所では、平成29年度に5件の築堤
工事（樋管新設工事を含む）を実施したが、そのうち
工事（樋管新設工事を含む）を実施したが、そのうち表
表
-1に示す4件においてICT活用工事を実施した．いずれも
施工者希望型による実施である．ICT活用工事は取り組
みが始まって間もないということもあり
間もないということもあり、4件のうち過
去にICT活用工事の経験がある受注者は1社のみで、他3
社は今回初めてICT
社は今回初めてICT活用工事を実施する受注者であった．
活用工事を実施する受注者であった．

利根川下流河川事務所では現在、利根川下流部の無堤
防区間の築堤事業を鋭意実施している．図-1に事業実施
箇所を示す．この区間は無堤防のため、河道の流下能力
が低く、過去に
過去に浸水被害も
浸水被害も発生しており
発生しており、堤防整備が急
がれる区間である．現在実施している築堤
実施している築堤事業の標準的
な築堤横断図を図-2に示す．

表-1 利根川下流河川事務所におけるICT活用工事の実績

図-1 利根川下流部の築堤事業実施箇所

工事No.

工 事 名

工 事 量

これまでの
ICT活用実績

1

H28利根川右岸A築堤工事

盛土 21,100m3
掘削 7,000m3

初

2

H29利根川右岸N築堤工事

盛土 10,600m3

初

3

H28利根川右岸AK築堤工事

4

H28利根川左岸T排水樋管新設工事

盛土
掘削

8,600m3
8,700m3

盛土 11,100m3

4回目
初

2. ICT活用工事の施工内容
ICT活用工事の施工内容
ICT活用工事は
ICT活用工事は、平成28年度から
年度からスタートした
スタートした「iConstruction」の具体的な施策の 一つである、「ICT技術
の全面的な活用」として実施しているもので、図-3に示
すように、従来「情報化施工」として施工の一部で取り
すように、従来「情報化施工」として施工の一部で取り

図-2 築堤標準横断図
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入れられていた3次元データの活用を、建設工事のプロ
セス（測量、設計、施工、検査）全てに広げることで、
更なる生産性の向上を目指した新しい手法である．

表-3 UAV測量及びLS測量の特徴及び今回工事の適用結果

UAV測量は計測に要する時間が短時間で済む反面、
UAV測量は計測に要する時間が短時間で済む反面、
天候（特に風）に左右されるリスクが大きいことから、
今回4工事で実施した活用技術を施工プロセス毎に表
工期を優先する現場では敬遠される傾向にある．
工期を優先する現場では敬遠される傾向にある．今回の
今回の
2に示す．また、以下にそれぞれの技術の特徴について、 現場は、地理的条件として強風のリスクが高い地域であ
実際の施工に沿って比較する．
ったため、LS測量を選択した受注者が多かった．
また計測したデータは
また計測したデータは、3次元の位置情報が付与され
表-2 各ICT活用工事の実施内容
た点群データとして処理されるが、 LS測量が計測した
設計
データをそのまま点群データとして扱えるのに対し、
工事No. 起工測量
使用施工機械
出来形計測
（3次元データ作成）
UAV測量は合成写真を作成した後、点群データに変換
UAV測量は合成写真を作成した後、点群データに変換
MCバックホウ×1台
1
UAV
K社に外注
UAV
MCブルドーザ×1台
する工程を経るため、データ処理に時間がかかる傾向に
MCバックホウ×1台
ある．LS測量により作成した点群データの処理例を図-4
2
LS
自社作成
LS
MGブルドーザ×1台
に示す．今回の4工事で比較した場合においても、点群
MCバックホウ×2台
3
LS
K社に外注
LS
MCブルドーザ×1台
データの処理に要する期間は
要する期間はLS測量の方が短い結果と
MCバックホウ×2台
4
LS
K社に外注
LS
なった．
MCブルドーザ×1台
ICT技術の全面的な活用
図-3 ICT
技術の全面的な活用（国土交通省
（国土交通省HPより）

※UAV：無人航空機を用いた空中写真測量
LS：レーザースキャナ-を用いた測量
MC：マシンコントロール
MG：マシンガイダンス

(1) 起工測量
起工測量は、工事着手前の地形を3次元測量し、設計
データと対比することにより、施工する数量を確認する
ために実施するものである．現在、起工測量で用いられ
る技術は主にUAV測量、LS測量である．UAV測量は
UAV（無人航空機）を用いた空中写真
用いた空中写真測量であり、デ
ジタルカメラを
カメラを搭載した
搭載した回転翼型UAVを用いて計測を
行うことが一般的である．UAVはソフトウェアに
ソフトウェアに飛行
経路や高度、撮影間隔等を事前にプログラミングするこ
とで、自動飛行により計測することが可能である。一方、
LS測量は地上型
地上型レーザースキャナー
レーザースキャナーを
を用いて高密度な3
次元計測データを取得する方法である．UAV測量及び
LS測量には一般的に表-3に示すような特徴がある．
図-4 LS測量により取得された点群データの処理例（工事No.2）
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(2) 3次元設計データの作成
今回4工事はいずれも従来通りの2次元図面での発注で
あり、受注者は契約図書を基に3次元設計データを作成
する作業が必要となる．この作業は現状では受発注者間
の協議により受注者が行うこととなっている．3次元デ
ータの作成には専用のソフトウェアが必要となるため、
外注するケースが一般的であるが、今回はソフトウェア
を自社で導入し3次元設計データを内製した受注者もい
た．3次元設計データ
次元設計データ作成例を
作成例を図-5に示す．

(4) 出来形管理
従来の築堤工事における出来形管理では、代表管理断
面を設定し、各管理断面における高さ、幅、長さを計測
し評価を行っていたが、ICT活用工事では、3次元計測の
結果から点群の標高データを用いて面的に管理にする手
法へと変更された．そのため、工事盛土工完了後に再度、
UAV、LS等による3次元測量を実施する必要がある．結
果は設計値と実測値の差を着色により表現したヒートマ
ップにより評価する．図-6に出来形
出来形管理図表
管理図表の例を示す．
これにより、出来形に係る帳票が大幅に削減し、省力化
を図ることが可能となる．

図-5 33次元設計データ作成例
次元設計データ作成例（工事
（工事No.2）
No.2）
図-6 出来形管理図表の例（工事
出来形管理図表の例（工事No.2

(3) ICT建機による施工
ICT活用工事で主に使用するICT建機はバックホウ、
ブルドーザ共にマシンコントロール（以下、MC）、マ
シンガイダンス（以下、MG）の2種類があるが、いず
れの場合も33次元データを建機に取り込み、設計データ
次元データを建機に取り込み、設計データ
と現在の位置情報を比較し、排土板（バケット）の自動
制御（MC）または作業ガイド（MG）を行うものであ
る．そのため写真-1に示すように、従来の施工では必須
であった丁張り
であった丁張りの設置といった補助作業が不要となり、
の設置といった補助作業が不要となり、
効率的に作業を行うことができる．また、これまでオペ
レーターの技量に依存していた仕上がりも、経験の少な
いオペレーターでも一定の施工が可能である．今回、ブ
MGを使用したのは
ルドーザでMG
を使用したのは1社のみで、バックホウ
MCを使用した．
は全社がMC
を使用した．

3. アンケートの実施
工事施工後、受注者にICT活用工事に関するアンケー
トを実施した．これは、今回受発注者双方がICT活用工
事を実施することが初めてということもあり、比較的フ
ラットな視点でメリットや課題を知ることができると考
え、事務所独自で実施したものである．アンケートは下
記の項目に自由記述で回答する形とした．
ICT活用工事を通して感じたメリット
・ICT活用工事を通して感じたメリット
・課題（改善点）
・発注者に対する要望
以下に、アンケート結果から主な回答をとりまとめて
紹介する．なお、アンケートの回答によっては追加して
ヒアリングを実施しており、その要旨も併せてとりまと
めた．また、今回の工事を通して発注者、監督員それぞ
れの立場で感じた点についても紹介する．
ICT活用工事を通して感じたメリット
(1) ICT活用工事を通して感じたメリット
ICT活用工事を
ICT活用工事を通して感じたメリットのアンケート結
アンケート結
果を表-4に示す．各社とも施工性の向上に効果があると
．各社とも施工性の向上に効果があると
いった好意的な回答が寄せられた．中には5割程度の施
工性向上を感じた受注者もあり、いずれも主観的な感想
ではあるが、建機の種別（MG
ではあるが、建機の種別（MG、MC）問わず施工上の
メリットがあると
メリットがあると回答されている
されている．また、
．また、工事No.2では、
MGブルドーザのオペレーターに
ブルドーザのオペレーターに経験の少ない
経験の少ない若手技能
若手技能

写真-1 MCバックホウによる法面整形の状況

3

者を起用したが、
者を起用したが、ガイダンス機能により滞りなく施工を
ガイダンス機能により滞りなく施工を
完 了 す る こ と が 出 来 た ． こ の よ う な 事 例 は 、 iConstructionの
の導入趣旨に叶う
導入趣旨に叶う取り組み
取り組みと思われ、今後
ICT活用工事の普及と共にこのような事例が増えること
が期待される．
表-4 アンケート結果（ICT活用工事のメリット）
【MCブルドーザ】
・ 排土板が設定した高さで自動制御されるため、撒き出し厚を管理する
敷き均し作業が非常に楽に行うことが出来た。
【MGブルドーザ】
・ モニターに排土板の刃先高さが表示されるため、それを頼りにすること
で 経験の少ないオペレーターでも最後まで施工を行うことが出来た。
（ただし、ある程度の経験は必要）
【MCバックホウ】
・ 丁張りが不要なため、盛土から法面整形へと作業を止めずにスムー
丁張りが不要なため、盛土から法面整形へと作業を止めずにスムー
ズに施工ができた。

No.2）
図-7 横断図作成箇所の例（工事
横断図作成箇所の例（工事No.2

・ まだ盛土の途中段階でも、仕上がった面から整形することが出来た
為、効率的に作業を行うことが出来た。

またICT建機の誤差については、
建機の誤差については、特定の建機メーカー
特定の建機メーカー
のバックホウ使用時に
バックホウ使用時に発生する現象とのことで
発生する現象とのことであった．
発生する現象とのことであった．
この現象はメーカーも既に把握
この現象はメーカーも既に把握おり、今後は改善される
は改善される
見込みである．

・ 丁張りの設置が不要となり、
丁張りの設置が不要となり、1日の施工量が格段にアップした。（従来
1日の施工量が格段にアップした。（従来
の5割増し程度）
・ 従来施工では法長が１０ｍを超える場合、途中段階で法丁張を設置し
ていたが、ICT施工では設置の必要が無く測量に多大な時間を必要と
しないため施工性が向上した。
・ 掘削と同時に法面の仕上げができるので、掘削作業には
掘削と同時に法面の仕上げができるので、掘削作業には非常にメリッ
非常にメリッ
トが大きいと感じた。
【施工全般】
・ 手元作業員が不要なので、重機との接触等の可能性が減り安全に作
手元作業員が不要なので、重機との接触等の可能性が減り安全に作
業を行うことが出来た。

(3) 発注者への要望
ICT 活用工事の発注者への要望
要望に関するアンケート結
に関するアンケート結
果を表-6 に示す．堤防のように施工延長が長い現場にお
に示す．堤防のように施工延長が長い現場にお
(2) 課題及び改善点
ける従来の出来形計測は、計測範囲を小分けにして行い、
ICT活用工事の課題及び改善点に関するアンケート
関するアンケート結
計測が完了した範囲から張芝等の次の施工を行うことで、
ICT活用工事では前述したとお
果を表-5に示す．現在のICT活用工事では前述したとお
切れ目なく施工を行うことができた．現在の ICT 活用工
り、受注者が3次元設計データを作成する必要があるが、
事では、盛土・法面整形の施工が全て完了後に一括して
この工程に想定以上の時間を要したと
この工程に想定以上の時間を要したと回答した
回答した受注者が
受注者が
出来形計測を行うことを想定しているため、出来形計測
多かった．33次元データの作成には全ての変化点におい
次元データの作成には全ての変化点におい
に掛かる費用は率計上に含まれるとの考え方となってい
て横断図が必要となるため、発注図に表れない変化点の
る．そのため、高額な UAV 測量や LS 測量を従来のよ
横断図の作成が新たに必要となる．そのため、図-7に示
うに複数回実施することは、請負者にとって大きな負担
す例のように
うに坂路が多いような複雑な形状の場合、デー
坂路が多いような複雑な形状の場合、デー
となっている実態があり、現状の積算の考え方は実際の
タ作成に時間を要する傾向にあることがわかった．
現場施工に即していないものと思われる．
表-5 アンケート結果（課題及び改善点）

表-6 アンケート結果（発注者への要望）

【起工測量】
・ UAV測量は2週間前から予約を取る必要があったが、天候に左右され
UAV測量は2週間前から予約を取る必要があったが、天候に左右され
るため、日程の調整が難しかった。

【出来型管理】
・ 施工エリアが広いと出来形計測を行う前に法面が雨で崩れてしまう可
能性がある。そのため、雨による補修や養生が課題となり、出来形計
測を複数回実施しなければならなかった。

・ UAV測量では、衛星の受信状況が不安定で
UAV測量では、衛星の受信状況が不安定で1時間以上待機すること
1時間以上待機すること
があった。
【3次元設計データの作成】
・ データ作成を自社で行ったが、構造が複雑だったため、作成する横断
データ作成を自社で行ったが、構造が複雑だったため、作成する横断
図の枚数が多くなり非常に大変であった。

・ 計測に係る費用が高価なため、従来のように出来形測量を小分けに
して行うことが出来ず、法面整形を全て完了した後に計測を行った。従
来は出来形計測を小分けにすることで、張り芝と法面整形を平行して
作業を行えたが、LS計測では並行作業が出来ないため、作業効率が
作業を行えたが、LS計測では並行作業が出来ないため、作業効率が
低下した。

・ データ作成を外注したが、発注図にはない細かな変化点は結局自分
で横断図を作成し提供しなければならなかった。単純な築堤にも関わ
らず、3Dデータ作成には約2週間を要した。

・ 現場の条件によりＬＳの使用回数が異なるので、
現場の条件によりＬＳの使用回数が異なるので、率分の計上では現
率分の計上では現
場状況に則していないので、積み上げ計上が適切ではと思う。
場状況に則していないので、積み上げ計上が適切ではと思う。
【建機のリース費用】

・ データ作成は2週間程度で済むと考えていたが、自分で横断図を作成
する作業もあり、結局1ヶ月程度かかってしまった。
する作業もあり、結局1ヶ月程度かかってしまった。
・ データ作成を外注したが、新たな横断図作成までは引き受けてもらえ
ず、別に外注をして横断図を作成してもらった。想定外の出費と期間
ず、別に外注をして横断図を作成してもらった。想定外の出費と期間
がかかった。
【ICT建機】
・ ICT建機の精度に日によって数cm誤差があるため、法面整形時に法
ICT建機の精度に日によって数cm誤差があるため、法面整形時に法
肩が通らず手直しすることがあった。

・ ICT建機のリース料が高価であった。設計単価は変更で追加していた
だいたものの、悪天候等の理由により期間が長くなったため、差額が
大きくなっていたので、単価にリース期間を含ませるなど検討をしてい
大きくなっていたので、単価にリース期間を含ませるなど検討をしてい
ただけるとICT建機の使用が推進されるのではないでしょうか。
・ 重機の賃料が高く経済的ではないので設計単価を見直して欲しい。
重機の賃料が高く経済的ではないので 設計単価を見直して欲しい。
【ICT施工に伴う協議】
・ 協議に時間が掛かる（書類が多い）ので改善して欲しい。
協議に時間が掛かる（書類が多い）ので改善して欲しい。

・ 衛星の受信状況が不安定で、
衛星の受信状況が不安定で、施工開始するのに数時間待機すること
施工開始するのに数時間待機すること
があった。
ICT建機の精度が日によってバラツキがあることがある。（5cm～10cm
（5cm～10cm
・ ICT建機の精度が日によってバラツキがあることがある。
程度）

また、建機のリース費用の課題については、今回の4
ICT
工事全ての現場において、対象工種の施工期間中は
工事全ての現場において、対象工種の施工期間中は
全ての現場において、対象工種の施工期間中はICT

・ MCによる法面整形の際、バケットがスムーズに動かず
MCによる法面整形の際、バケットがスムーズに動かず途中で過堀り
途中で過堀り
してしまうことがあった。
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建機を現場に常駐させ、全てICT建機で施工していたの
4. 今後のICT施工の推進に向けて
に対し、工事施工時点の積算基準では、建機のリース費
用をICT建機25%＋通常建機75％として積算していたた
め、現場の実態と積算基準の間に乖離が生じていたもの
アンケート結果から、今後 ICT 施工を推進するために
と考えられる．
は、下記の 3 つの課題を解決する必要があることがわか
一方で、現状のICT活用工事の標準的な流れでは、工
った．
事着手から完成までに必要な受発注者間の協議やそれに
・課題①「3 次元設計データの作成に係る作業」
伴う提出書類が多く存在する実態がある．これについて
伴う提出書類が多く存在する実態がある．これについて
・課題②「出来形計測のタイミングと頻度」
は、監督員としても同様に感じるところもあり、今後活
・課題③「ICT 建機のリース費用」
用工事が増えるにつれ簡素化されることを期待している．
以下に、それぞれの解決策について考察する．

(4) 発注者の立場として感じた課題点
ICT活用工事では起工測量や3次元設計データ作成につ
いては全て受注者側の見積もりによって金額を選定する
場合がほとんどであり、見積もり額の妥当性の判断がで
場合がほとんどであり、見積もり額の妥当性の判断がで
きない．そのため、受注者の見積りに頼らない方法（積
算基準の整備）が望まれる．
そして、受注者側は工事の施工能力
そして、受注者側は工事の施工能力の面で
の面で効率が
効率が上が
った部分があるのに対し、
部分があるのに対し、積算担当者としては
積算担当者としては作成する
作成する
資料が増えたことにより、以前より業務
、以前より業務量が増加した
量が増加したと
感じた．

(1) 課題①「3次元設計データ作成に係る作業」
速やかに3次元設計データを
次元設計データを作成するためには、測点
作成するためには、測点
毎の横断図は元より、設計上必要な
より、設計上必要な変化点を設計段階で
変化点を設計段階で
作成しておく必要がある．その上で、3次元データ作成
次元データ作成
期間を十分に確保する必要があると考える．また、現状
期間を十分に確保する必要があると考える．また、現状
の契約形態では受注者が3次元設計データを作成してい
る状況にあるが、将来的には3
る状況にあるが、将来的には3次元設計データでの発注
を視野に入れて検討を行う必要があると考える．

(2) 課題②「出来形計測の
課題②「出来形計測のタイミングと
タイミングと頻度
頻度」
出来形計測の手法
出来形計測の手法は、UAV 測量やLS測量に加え、平
測量に加え、平
GNSSローバー）やノンプリ
(5) 監督員の立場として感じた課題点
成29年度よりRTK-GNSS（GNSS
ローバー）やノンプリ
監督員としてICT活用工事を担当する際、一番戸惑う
活用工事を担当する際、一番戸惑う
ズムTSといった、より簡便な方法による計測が認めら
、より簡便な方法による計測が認めら
UAV測量やLS
ことは、各種3次元データの取り扱いであると思われる． れたところではあるが、これらの技術は
れたところではあるが、これらの技術はUAV
3次元設計データは、図-8に示すチェックリストを用い
測量を補完する役割を想定しており、根本的に課題を解
てソフトウェアに入力する寸法や高さ等を事前にチェッ
決するには実績変更を検討する必要があると考える．た
クするが、それ以外の起工測量による点群データや3次
だし、計測回数は気象条件や現場の施工方法に依存して
元設計データにより算出された土量、出来形計測のヒー
いるため、計測回数の妥当性について慎重に検討する必
トマップ等、これらの3次元データには確認できる余地
要がある．また、現状ではUAV
要がある．また、現状ではUAV測量やLS測量を実施し
がほとんどなく、受注者から提出されるデータを“信用”
ている会社もまだ限られており、繁忙期には希望の日時
するより他ない状況にある．特に3次元設計データは施
に対応できない事態も発生するため、協力会社の体制確
工が始まると後戻りができないため、その取り扱いは慎
保も今後の重要な
保も今後の重要な課題であると考える．
課題であると考える．
重に行う必要があると感じた．そのため、発注時の設計
(3) 課題③「ICT建機のリース費用」
図書を3次元設計データとする取り組みも、今後必要と
考える．
ICT 建機のリース費用については、平成 30 年 2 月発注
工事より、建機のリース費用を実績により計上する方式
に変更となったところである．これにより、従来は ICT
建機 25%＋従来建機 75%として計上されていた建機のリ
ース費用を稼働日ベースで 100
100％計上することが出来る
％計上することが出来る
ようになり、積算と現場との乖離が縮小することが期待
される．
前述の出来形計測技術の追加やICT建機のリース費用
の「改善」は、現場の声が集まって形となった例であり、
このような「改善」を積み重ねて更なる生産性向上を図
っていく必要がある．

図-8 3次元設計データチェックリストの例
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あると考える．
また、今回ICT活用工事の監督を通じて印象に残った
ことは、新しい技術を取り入れたいという、受注者の意
欲が非常に高いことであった．当然、費用的な制約もあ
るが、いずれの受注者も極力新しい技術を活用して現場
の生産性を上げたいという意欲が旺盛であった．しかし、
それはいずれの受注者も人材不足という問題と表裏一体
という実態がある．ICT活用工事を今後更に広く普及さ
せて行くためには、このように意欲の高い受注者の協力
が必要不可欠なのは言うまでもなく、更に協力会社を含
めた業界全体で取り組む必要があると実感した．そのた
めには、現場の声を可能な限り集約し、現場の課題に柔
軟に対応することが必要であり、そのための仕組み作り
が重要であると考える．

5. おわりに
i-ConstructionにおけるICTの全面的な活用は、国土交通
省が施工性向上のためのトップランナー施策として位置
づけられ、平成28年度から準備期間なくスタートした．
導入開始当初は、従来施工と比較してあまりの変更点の
多さに受注者はもとより、現場の職員にも多少の戸惑い
が生じていたのも事実である．2年が経過した現在、ICT
活用工事の実績が着実に増える中で、現場の声に応える
形で徐々に基準類が改訂されてきている．
今回抽出された課題は、当事務所に限ったものではな
く、他事務所のあらゆる現場で顕在化している共通の課
題であると思われ、課題解決に向け今後検討する必要が
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