ICT建設機械による
舗装工事の事例について
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国道357号台場地区舗装工事では，施工面積が3,000m2程度の現場であるが，受注者の技術提
案によりICT建設機械を活用した施工を行った．ICTを活用した範囲は舗装工のうちの路盤工で
あり，ICT建設機械である3D-MCモーターグレーダ及びブルドーザを活用した．今回3,000m2程
度の施工規模の現場でICT建設機械を活用した結果として，従来工法と比較して工期短縮の効
果はあまり見られなかったが，現場からはオペレーターの作業負担軽減につながったとの声が
あった．今後施工面積が少ない現場にも積極的にICT建設機械を活用する必要があると考える．
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1. はじめに
近年，生産性の向上や労働力不足のため，建設分野に
おいてICT建設機械を活用した工事が推進されている．
ICT施工のさらなる活用のため，平成29年度より舗装工
でも取組が始まったICT舗装工の施策として，事業フェ
ーズや目的に応じて段階的に取組が進められている．１）
現在は3段階ある中の第1段階であり，路盤工と出来形管
理にICT施工技術の導入が進められている．
これまでの情報化施工の部分的試行では，設計図書か
ら3次元データを作成し，施工はICT建設機械にて施工を
行うものであった．ICT活用工事は，測量，設計・施工
計画，施工．検査全てのプロセスにおいてICT施工技術
を活用する工事である．具体的には，測量では3次元レ
ーザースキャナによる事前測量，設計・施工計画では3
次元設計データの作成，施工では，ICT建設機械による
施工，検査では3次元測量及び3次元設計データによる面
的な出来形管理である．
国道357号台場地区舗装工事（以下，本工事）はICT活
用工事の対象外ではあるが，施工面積が3,000m2程度の
舗装工事にて，受注者の技術提案によりICT施工を舗装
工のうち路盤工にて活用したことから，その実施内容及
び考察を報告するものである．

が3,000m2以上を含む舗装工が対象となり，ICT舗装工の
実施方針では，路盤工面積が10,000m2以上かつ予定価格
が3億円以上の場合は「発注者指定型」，3億円未満の場
合は「施工者希望型Ⅰ型」，路盤工面積が10,000m2未満
の場合は「施工者希望型Ⅱ型」となっている．また，路
盤工の面積が3,000m2未満の場合でも，施工者の希望に
よりICT施工が可能である．

3. 実施内容
(1)工事概要
今回の施工箇所は千葉市と横須賀市を結ぶ国道357号
東京湾岸道路の東京都品川区で，台場と大井を結ぶ東京
港トンネルの台場側である（図-1）．

2. ICT活用工事について
ICT活用工事の取組は，土工，浚渫工，舗装工で行わ
れている．舗装工での取組は平成29年度から始められて
おり，ICT活用工事の対象となる舗装工は，路盤工面積

図- 1 東京港トンネル 位置図
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本工事は国道 357 号台場側の西行きトンネル（大井方
面行き）へ接続する道路の整備を行ったアスファルト舗
装工事である．施工箇所は図-2 に示す工事中及び延伸箇
所と示す場所で，平成 30 年 3 月 30 日に供用開始した．
工事延長は約 900m，舗装面積は排水性舗装で約 7,000m2，
そのうち路盤から施工した面積は 3,320m2 である．
ICTを活用した舗装工の範囲として，路盤工の他に表
層，基層があるが本工事では下記の理由から路盤工のみ
にICTを採用した．
理由としては，本工事は道路進行方向に向かって左端
部に街渠縦断管を施工しており，既成構造物である街渠
縦断管の面と表層の舗装面を摺り合せなければならない
が（路肩のすりつけ），街渠縦断管を設置する際に基準
高に対し許容誤差が生じてしまう，しかし，ICT建設機
械ではその許容誤差内の施工誤差を考慮しながら段差を
すりつけする事が出来ないため，表層・基層部分にICT
を採用していない．従来工法で使用するアスファルトフ
ィニッシャでは，路肩のすりつけを行う際にセンサーが
存在しており，そのセンサーで施工誤差を検知しながら
施工することが可能であるが，ICT施工に対応したアス
ファルトフィニッシャには路肩すりつけのためのセンサ
ーを取付けた機械は現状ではまだ市場に流通していない
状況である．
本工事の舗装構成は図-3 のとおりである．当該箇所は
排水性舗装である．ICT 建設機械を活用したのは，再生
粒度調整砕石 240mmの下層路盤である．

(2)ICT施工機械
ICT建設機械にはトータルステーション（以下TS）を
用いたTS方式，GPSやGLONASS等の衛星を利用した
GNSS方式の２つがある．TS方式とGNSS方式のそれぞれ
の比較については，表-1のとおりである．本工事では施
工規模が3,000m2程度であることに加え，施工箇所は掘
割となっており，上部を横断する橋梁があること等から，
周囲に衛星からの信号が遮蔽されてしまう可能性が高い
ため，TS方式を採用することとした．また，本工事で
活用したICT建設機械は3D-MCモーターグレーダ，ブル
ドーザである（図-4及び図-5）．
TS方式では，TSからモーターグレーダ及びブルドー
ザに設置したプリズムに向けて設計値の座標データを送
信することにより，モーターグレーダ及びブルドーザが
自動的に設計高と建設機械の排土板の高さを調整しなが
ら施工する．このため，TSとモーターグレーダ及びブ
ルドーザとの間に遮蔽物があると座標データを送信する
ことができず，施工することが出来なくなるため，TS
の設置にあたっては，建設機械等で遮蔽されにくい場所
に設置する必要がある．
表-1 TS方式とGNSS方式の比較表
TS方式
制御範囲

○ TSから半径250m

複数制御
鉛直方向

× Ⅰ対Ⅰでの制御
◎ 影響なし

水平方向

× TS〜プリズム間が

システム
情報

遮られると×
遮蔽物が無くなっ
た後，周辺をサー
チ
○ TSと重機

高精度GNSS方式
○ 基地局から半径2000m
ゾーンレーザから半径
250m
◎ 制御範囲内無制限
× 衛星情報が途切れると
×
（トンネル無等では使
用不可）
△ ゾーンレーザ〜受信機
間が遮られると×
遮蔽物が無くなったあ
と，自動復帰
△ 基地局，ゾーンレー
ザ，重機（現場内ロー
カライゼーション）
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図- 2 国道 357 号東京港トンネル 工事箇所
表層：ポーラスアスファルト混合物 t=5cm
基層：粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型 t=7cm
基層：再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t=8cm
上層路盤：再生瀝青安定処理材 t=15cm
下層路盤：再生粒度調整砕石 t=24cm

表層
基層
基層
上層路盤
モーターグレーダ
下層路盤

図- 4 3D-MC モーターグレーダ

下層路盤にて ICT 施工を活用
路床

図- 3 舗装構成図
2

う事が出来なかった．
これらのことから，短縮の効果があまりみられなかっ
たと考えられる．

プリズム

表-2 従来工法とICT施工との施工日数の比較
工種

ブルドーザ

数量

施工日数

下層路盤
ICT施工

3,320m2

5日

下層路盤
従来施工
日当たり1,110m2，一層当たりの仕上り
厚さt=200mmまで

3,320m2

6日

図- 5 3D-MC ブルドーザ
TS（トータルステーション）

出入口

図- 7 搬出入の出入口 位置図
(2)施工上の注意点
TS方式は，あらかじめTSを設置する場所を3次元設計
データに既知点としてプロットする．TSがモーターグ
レーダやブルドーザへ向けて無線通信を行うが，TSと
施工機械との間に遮蔽物があると施工機械の座標位置が
分からなくなるため，配置をする際には，建設機械の移
動導線を考慮し遮蔽されない場所にTSを設置した．

図- 6 TS（トータルステーション）
また，従来の工法では路盤材の仕上がり高さの計測最
低を3人必要であったが，3D-MCモーターグレーダを用
いる事で，出来高は排土板が自動制御される事で計測が
不要となった．

(3)オペレーターの声
本工事では比較のため熟練工と非熟練工の両方の方が
施工を行った．
熟練工からは，従来施工においては路盤を水平になら
すため，排土板の高さと排土板の左右方向の傾きの両方
を考えながら施工しなければならなかったが，今回の
ICT施工機械では排土板の高さ調整まで気を使わずにす
むことから，ICT施工機械の導入により施工が楽になっ
たとの声があった，
一方非熟練工の声としては一般のモーターグレーダを
使用した場合，操作に不慣れなため，施工に多くの時間
を要し迷惑をかけてしまうのではないかとの認識を持っ
ていたが，ICT施工機械を使ったら排土板の高さ調整に
気を使わずにすみ熟練工とあまり変わらない時間で施工
することが出来た．今後はICT施工機械に積極的に取り
組んで行きたい．

4. 成果
(1)作業実績について
従来工法では出来高管理のために敷均し後に出来高計
測を行っていたが，ICT施工では出来高計測の手間が無
くなるため計測人員の削減され，現場での建設機械と出
来高計測のための人の接触が無くなり，安全性向上にも
寄与した．
また，施工日数については従来工法の6日（標準積算
による施工日数）と比較して，実績は5日となり，1日減
少した（表-2）．短縮した日数が1日となったのは，施
工規模が3,000m2程度と小さいことと，現場条件による
ものと考えられる．現場条件については，路盤材の搬入
路が図-7のとおり1箇所であり，砕石を搬入したダンプ
が現場から出る際に現場内で切り返しを行わなくてはな
らない．しかし，本施工箇所は擁壁と首都高湾岸線に挟
まれた狭い現場であったため，搬出入のダンプがすれ違
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(4)受注者からの声
受注者からは，ICT施工を活用した際に技術点等で加
点をすれば，ICT施工を活用する業者が増えるのではな
いかという声があった．

載せ替えることで対応することが出来れば，ICT建設機
械の台数を確保出来るのではないかと考える．
②熟練工においてもさらに作業効率がアップする
熟練工からは負担が減ったという声があったため，
ICT施工はオペレーターの負担軽減につながるというこ
とが考えられる．このことから，熟練工に対してICT施
5. 考察・課題等
工を導入するメリットがあるということ伝える必要があ
本工事を通してICT施工機械については次のとおりの
る．
成果があった．
これは，熟練工の中には，ICT施工に頼らなくても施
①熟練工からは，敷均し作業が楽になるという声
工出来るという意見を持っている方もいることが考えら
熟練工からは，従来施工では，仕上り高さに大きく影
れるためである．
響する排土板の高さに気を遣わなければならず，さらに
③非熟練工のICT施工に対する理解不足
モーターグレーダでは排土板の土山を左右に振る必要が
熟練工からは，技術の継承という点で非熟練工にも積
あったが，排土板の高さを調整する手間が無くなったた
極的に操作をして欲しいという願いがある中で，非熟練
め，楽になった．
工は消極的であることが分かった．自分が操作をすると
②非熟練工のICT施工に対する理解不足
工程に影響を出してしまうという意識を取り除くために
非熟練工からは，操作に慣れていないため，何度も敷
は，ICT建設機械に触れてもらうのが良いと考える．頭
均しすることになり他の工程に影響があり迷惑をかけて
の中では理解していても，実際に体験したことがないと
ICT施工の良さが分からないのではないかと考えられる
しまう，という認識があったが，実施工日数が1日短く
なっていることから，非熟練工による施工でも施工日数
ため，ICT建設機械を体験してもらう場へ積極的に参加
が伸びることが無く熟練工とあまり変わらない施工が出
してもらうように働きかける必要があると考える．
来た．
その他に，ICT施工が普及した場合について懸念され
③計測手間の削除
ることは，ICT施工で使用するコントローラが故障した
３次元データによる出来形管理により，計測人員の削
場合，ICTに頼らず施工できるオペレーターが現場にい
除と，施工機械との接触が無くなることによる安全性向
なければ，作業が止まってしまうことである．
ICT建設機械は，ICTのコントローラが故障しても，
上が図られた．出来高計測のために施工現場内に立ち入
ると，建設機械と錯綜することになり，事故の原因につ
電源をオフにすることで，従来の建設機械と同様に施工
ながる事が考えられる．計測する手間が無くなることで， することが可能である．万が一ICTのコントローラが故
建設機械のオペレータにとっては計測作業員の安全に配
障しても，従来施工が可能なオペレーターがいれば，施
慮する必要がなくなるため，負担軽減につながる．
工が可能である．そのため，非熟練工にはICT施工の操
④ICT施工機械の導入費が高い
作で建設機械の扱い方に慣れてもらい，同時にICTに頼
本工事では，3D-MCモーターグレーダ及びブルドーザ
らない従来施工による技術習得の必要があると考える．
ー等ICT建設機械一式をリースにて対応した．現状，
ただし，ICT施工の現場で従来施工を行う場合，丁張
ICT建設機械の普及台数が少ないため，建設機械のリー
作業が必要となるため，従来施工で引き続き行うか，
ICTのコントローラを交換するかを考えなくてはならな
ス費用が従来施工と比べて高くなった．
い．しかし，ICTを使わない従来施工も可能であれば，
万が一の時に役立つのではないかと考える．

6. 今後の課題について

ICT活用工事を普及させていくためには，本工事を通
して明らかとなったことについて対応していく必要があ
ると考える．
①ICT施工機械の導入費が高い
舗装工でのICT活用工事が平成29年度より開始された
が，開始されたばかりであるため，ICT施工に対応した
建設機械が普及していないと考えられる．モーターグレ
ーダやブルドーザなどICT施工に対応した建設機械を新
規で導入することは，費用面で負担が大きいため，既存
の建設機械にアタッチメントや自動制御が可能な装置へ
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