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茨城県は，地方自治体工事をフィールドに ICT 施工の好事例を創出すること等を目的として
国土交通省が実施している「i-Construction 普及加速事業」の対象として，本県つくば市内で施
行中の土地区画整理事業において ICT 活用モデル工事を２件発注した．また，国や県，建設産
業関係団体，建機メーカー等が参画する「いばらき ICT モデル工事支援協議会」を静岡県に次
いで全国２番目として設立し，モデル工事の施工支援等を実施した．本稿は，地方自治体発注の
中小規模工事において，ICT 技術を導入した際の活用効果や課題等を報告するものである．
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1. はじめに

地方自治体発注

中小規模工事

②生産性の高い施工方法を実施するための受発
注者間の協議方法

国土交通省では，2016 年を「生産性革命元年」と
位置付け「i-Construction（建設産業の生産性の向上
に向けた取組）
」を進めている．建設産業全体の生産
性の向上のためには，地方自治体や，その工事を受
注する中小建設業者に対しても ICT 技術を普及・拡
大していくことが必要とされている．
茨城県では，国土交通省が実施している
「i-Construction 普及加速事業」の支援対象として，
茨城県土浦土木事務所つくば支所が所管する土地区
画整理事業地内の宅地造成工事において，中小建設
業者が施行する ICT 活用モデル工事（以下「モデル
工事」という．
）を２件実施した．

3. ICT 技術の活用について
(1)ICT 施工プロセス
ICT 活用工事は，次に示す a)～e)の施工プロセス
において ICT 技術を活用する工事である．
a)3 次元起工測量
設計照査のために伐採後の現況地形を，無人航空
機やレーザースキャナー等により計測し，3 次元座
標値を取得するもの．
b)3 次元施工用データ作成
a)の起工測量データを基に ICT 施工用の設計デー
タを作成するもの．
c)ICT 建機による施工
b)の設計データを ICT 建機に搭載し，バケットや
排土板の自動制御（MC：3 次元マシンコントロール），
操作支援（MG：3 次元マシンガイダンス）により施
工を行うもの．
d)3 次元出来形管理等の施工管理
施工後の出来形を 3 次元データで取得し，b)のデ
ータと比較し出来高確認や検査を行うもの．
e)3 次元データの納品
完成後の出来形を 3 次元データで納品するもの．

2. 目的
中小規模工事においては，ICT 建機を漫然と使う
だけでは，生産性は向上しない．ICT 技術による生
産性向上を中小規模工事においても実現するために
は，受注者である地元の中小建設業者が，ICT 技術
の活用により生産性の高い工事を実施していく必要
があることから，次の事柄について検討した．
①中小規模工事における ICT 建機の効果的な活用
方法
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(2)実施体制
モデル工事を実施していくにあたり，国や県，建
設産業に関係する各団体，建機メーカー等からなる
「いばらき ICT モデル工事支援協議会」
（以下「協
議会」という．）を設置し，モデル工事に導入する
ICT 技術の検討や，効果検証を実施した（図-1）.
また，地方自治体の発注担当者や地元建設業者を
対象に，モデル工事を通じて，中小規模工事への ICT
技術の更なる拡大に向けた普及・広報活動も実施し
た．協議会での支援体制については，図-2 に示す．

表-1 現場概要
モデル

モデル工事①

モデル工事②

工事名

宅地造成工事（Ｄ街区）

宅地造成工事（Ｆ街区）

受注者

施工数量

佐々木建設（株）

（株）新みらい

＜ICT施工経験あり（直轄工事）＞

＜ICT施工経験なし＞

敷地造成工
掘削工
盛土工
法面整形工

A=7.32ha
V=18,900m3
V=33,500m3
A=6,620m2

敷地造成工
掘削工
盛土工
法面整形工

A=2.05ha
V=17,280m3
V=22,900m3
A=3,990m2

a)モデル工事①
本工事の特徴は，施工範囲が 7.32ha と広範囲に及
び，数多くある計画高の異なる宅地地盤を切盛土に
より仕上げることである（図-3）．
課題は，大小様々な宅地地盤が数多く計画される
なか，法長が短く，施工延長が長いといった特徴を
持つ法面の整形作業が生じることである（図-4）．施
工が広範囲に及ぶため，法面整形の単純作業を ICT
建機で全て施工することは，各宅地地盤を順番で仕
上げていくことを考慮すると，時間的制約が生じる
ため非効率であると判断した．
b)モデル工事②
本工事の特徴は，当該現場上空に送電線が存在す
ることである．また，施工エリア内に大小様々な仮
置き土が 11 箇所点在している（図-5）．
課題は，この仮置き土を取り除きながら，再度，
盛土材として利用するという条件のもと，限られた
施工範囲の中で効率的な運土計画を立案することで
ある．なお，法面整形工においては，施工量が少な
く，法長も 1m 程度であるため，ICT 建機によって
施工しても生産性は向上しないと判断した．

4. モデル工事について
(1)発注方式
「施工者内容協議型」という，ICT 活用モデル工
事を実施することのみを発注者が指定し，契約後に
その内容について協議を行う，茨城県オリジナルの
発注方式である．
(2)工事概要
モデル工事 2 件（モデル工事①，②）は，いずれ
も切土や盛土といった土工事がメインだが，両現場
は次節に示すように特徴や条件が異なるフィールド
である．詳細な現場概要は，表-1 に示すとおりであ
る．
(3)各現場の特徴・課題
協議会では，ただ ICT 技術を導入するだけではな
く，各現場の特徴や課題を明確に把握し，どの作業
を ICT 施工とすると生産性が向上するかの検討から
始まった．私は監督員として，まず従来建機で施工
する場合の工程表を見ることから始まり，現場代理
人と協議しながら効果的に ICT を活用できる工種を
検討した．

5.各モデル工事における ICT 技術の選定と特徴
各モデル工事において，活用した ICT 施工プロセ
ス一覧を表-2 に示す．各施工プロセスの選定と特徴
については，(1)～(4)に後述する．
(1)3 次元起工測量
準備工（除草）完了後，重機や人が入らない状態
で現況の地形を 3 次元で測量した．
a)モデル工事①：UAV（無人航空機）による測量
当該現場は測量範囲が大きく且つ，障害物がなく，
UAV 飛行禁止エリア等の該当区域でも無かったた
め，デジタルカメラを搭載した UAV により，空中
（対地高度 51m）から撮影し，
写真測量を実施した．
測量面積 7.45ha を，従来のメッシュ測量では約 6 日
間想定されるところ，UAV 写真測量により 2.5 日間
で計測した（図-6）．

図-1 協議会の開催状況

図-2 協議会の支援体制イメージ
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b)モデル工事②：3D レーザースキャナーによる測量
当該現場は上空に送電線があるため，地上からの
3D レーザースキャナー（以下「LS」という.）によ
り，レーザーを連続的に照射し，その反射波より対
象物の位置を取得する方法で測量を実施した．測量
面積 2.05ha を，従来の横断測量では約 6 日間想定さ
れるところ，LS 測量により 1.5 日間で計測した（図
-7）
．今回は施工エリア内に点在する仮置き土により，
死角が発生したため，LS 本体を 12 回盛替ながら実
施した．

図-3 平面図（現況重ね図）
測量状況

測量機器

図-6

図-4

UAV 測量

A－A´断面図
測量機器

測量状況

図-7

(2)3 次元施工用データ作成
3 次元起工測量にて取得した現況地形（点群デー
タ）のデータは膨大であり，その中から不要なデー
タ（草木等の障害物，不必要な点群）の除去を行っ
た．これを「点群処理」と呼ぶ．点群処理された「3
次元現況地盤データ」に「3 次元設計データ（二次
元の発注図を 3 次元化したもの）」を重ね，地形の差
分から施工土量を自動算出した（図-8）．
受注者は，まず 2 次元の発注図の照査から始まり，
3 次元化するために必要な 3 次元座標の算出，図面
の修正など，受発注者間で幾度の協議を重ねながら
の作業に対し，多大な労力と時間を要した．

図-5 平面図（現況重ね図）

表-2

(3)ICT 建機による施工
4.(3)で示した各現場における特徴，課題を踏まえ，
ICT 建機の機能・特性を活かせる施工計画（工程・
施工体制）への見直しを行い，今回は，ICT 建機と
従来建機の組合せによる施工を実施した．
a)モデル工事①：
MC バックホウ＋従来建機による法面整形工
この工事には，法長が短く，施工延長が長いとい
った特徴をもつ法面整形工が含まれるため，ICT 建
機の能力をフルに活用し効率的に施工するため，従
来建機との分業作業により実施した．まず，3 次元
設計データを搭載した MC バックホウで１バケット
分法面を整形し，それを丁張代わりとし，隣接する

ICT 技術の活用

ICT施工プロセス

モデル工事①

モデル工事②

3次元起工測量

ICT活用
（UAV測量）

ICT活用
（LS測量）

3次元施工用データ作成

I CT活用

ICT活用

掘削工

ICT活用
（MC/MGバックホウ）

従来

盛土工

I CT活用
（MC/MGブルドーザ）

ICT活用＋従来
（MC/MGブルドーザ＋従来建機）

法面整形工

I CT活用＋従来
（MC/MGバックホウ＋従来建機）

従来

3次元出来形管理等の施工管理

I CT活用
（TS・GNSS締固め管理，UAV出来形測量）

従来

3次元データの納品

I CT活用

従来
※起工測量・3次元施工用データは納品

ICT建機による施工

LS 測量
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箇所の整形作業を従来建機で行うことで効率的に施
工した．丁張や手元作業員が全く不要になったこと
で，安全性が向上するとともに，作業時間に関して
は従来施工の半分程度に短縮できた（図-9）
．
なお，今回は，ICT 建機での法面整形には，MC
バックホウを用いたが，操作するオペレータによっ

ては，MC による自動制御が逆に作業効率低下を招
くといった意見もあるため，オペレータのスキルに
合わせた機能の選定も有効であると考える．
b)モデル工事②：
MC ブルドーザ＋従来建機による盛土工
この工事には，対象範囲内に大小様々な仮置き土
が点在しており，その仮置き土を順次移動させなが
ら施工する必要があった．受注者の当初施工計画で
は，図-10（当初施工計画）のような順序で仮置き土
を切り崩しながらの施工を考えていたが，今回は 3
次元起工測量により可視化された地形データを活用
し，点在する仮置き土の効率的な現場内運搬につい
ても検討することで，図-10（見直し計画）のように
見直しを行った．
その結果，広い施工エリアを確保することができ
たため，複数の従来建機を用途別に併用しながら，
MC ブルドーザで丁張レスの施工を行うことが可能
となり，作業時間の大幅な短縮に繋がった（図-11）．
今回は，当初工程では 60 日間を想定していたが，変
更工程により 40 日間で施工を完了することができ
た．

図-8 3 次元設計データ（例：モデル工事①）

(4)3 次元出来形管理等の施工管理
a)モデル工事①
盛土工の品質管理として，従来の現場密度試験に
代わり，
「TS・GNSS を用いた締固め管理」を実施し
た．
出来形管理については，UAV による出来形測量を
行い，出来形評価用データ（3 次元座標値）を取得
し，3 次元設計データの各点と離れ（標高較差ある
いは水平較差）を示すヒートマップと呼ばれる出来
形管理図表により出来形の良否判定を実施した．
図-9

ICT＋従来の組合せによる法面整形工

図-10 施工計画の見直しイメージ
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b)モデル工事②
受発注者間での協議の結果，3 次元での出来形管
理は実施しないこととした．これは，LS による出来
形測量では，生産性が向上しないと判断したためで
ある．

ったため，協議調整に時間を要した．また，3 次元
施工用データの作成にあたっては，2 次元の発注図
の照査・修正など多大な時間を要することが分かっ
たことから，中小規模工事において，ICT 技術を効
果的に導入するにあたっては，今回の様な協議会等
の支援体制が，継続的に必要であると感じた．また，
今後の地方版 ICT 活用工事の発注に向けて，受発注
者毎の対応を示した「ICT 工事フロー図」を作成し，
業務を効率的に運用できるようにした（図-12）
．

図-11 ICT＋従来の組合せによる盛土工

6. モデル工事を通じて得られた ICT 施工の
ポイント
(1)「必要な ICT 技術」の選定
地方自治体発注の中小規模工事においては，ICT
技術をうまく活用しなければ，十分な生産性向上を
図れない恐れがある．ICT を使うことを目的とせず，
生産性向上に資する使い方を考えることが重要であ
る．今回の工事を通じ，
「ICT 建機と従来建機の組合
せによる施工」が有効な施工方法であることが分か
った．これは，今回のような宅地造成工事に限らず，
道路や河川等の他中小規模工事にも応用可能な施工
方法であり，十分に ICT による効果を発揮できると
考える．
(2)ICT 建機の機能特性を活かす「施工計画」の立案
各現場の特徴や，施工規模，条件等を考慮し，ICT
技術の機能・特性が最大限活かせる施工計画を立案
することが重要である．併せて，ICT 建機を活用す
ることは，掘削や盛土といったその作業速度自体が
向上するわけではなく，作業途中での丁張の確認や，
施工の進捗に合わせた丁張のかけ直し等による施工
中断がないといった利点を理解しなくてはならない．
その為，i-Construction そもそもの目的である生産性
の向上のためには，ICT 建機を有効に活用する施工
計画を考える必要がある．その結果，今回の様な中
小規模工事においても，作業時間の短縮や，手元作
業員が不要になるといった，生産性の向上に繋がる．
(3)「ICT 現場施工開始」までに時間を要する
ICT 施工経験の浅い中小建設業者による施工であ
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図-12 ICT 工事フロー図

7. おわりに
今回のモデル工事の実施にあたり，協議会とは別
に土浦土木事務所つくば支所内の若手土木技術者を
中心にワーキンググループを設立し，事務所全体の
取組みとして，複数の勉強会・現場見学会等も重ね
ることで技術力の向上も図ることができた．
今後は，本モデル工事により判明した課題である
「3 次元施工用データ作成」に時間を要する点に着
目し，測量や設計といった準備段階から 3 次元で実
施する取組みが進むことで，更なる現場の生産性向
上に期待したい．

