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情報化施工技術とは、情報通信技術（ICT）を工事の施工管理等に活用することにより、従来に比べ

て高い生産性と施工品質の実現が期待される施工技術である。農水省では「情報化施工技術の活用ガ

イドライン」（平成29年3月）に基づき、国営土地改良事業等の工事における情報化施工技術の積極

的な活用を図ることとしている。本報では、国営緊急農地再編整備事業「今金北地区」での活用事例

を基にその効果と課題について報告する。 
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1.  はじめに 
わが国の人口は、2010年の1億2806万人をピークに

減少しており、加えて極めて速いスピードで高齢化

が進みつつある。2030年までの20年間で、貴重な労働

力である生産年齢人口は毎年1%近く減少していくと

見込まれている。 

このような状況において建設産業では、生産性の

向上が喫緊の課題となっており、国をあげて取り組

むべき問題となっている。こうした中、生産性の向

上等を目的とした、情報化施工技術（以下ICT）を活

用した工事が注目されている。 

本報告では、ICTを農業部門の区画整理工事に活用

した事例を踏まえて、その効果と課題について報告

する。 

 

2. 情報化施工技術（ICT）とは 
情報化施工技術は、情報通信技術（ICT）を工事の

測量、施工、出来形管理等に活用することにより、

従来の施工技術と比べ高い生産性と施工品質の実現

が期待される施工システムである。(図-1)  
ICTが目指すべき目標として以下のようなものがあ

る。 

・一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を

改善。 

・建設現場に携わる人の賃金水準の向上を図るなど、

魅力ある建設現場へ。 

・建設現場での死亡災害ゼロ。 

・「きつい、危険、きたない」のいわゆる3Kから「給

与、休暇、希望」を目指すこと。 

図-1 情報化施工技術の概要 

 

3.  情報化施工による効果の具体例 

 情報化施工による施工上の具体的効果としては、

法面整形などの作業では、従来は丁張り＋検測補助

員（法勾配確認）が必要であったが、情報化施工に

よるガイダンス（3次元設計データとの比較）、自動
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停止・最短距離制御（設計面で刃先が自動停止）、

自動整地アシスト（設計面を深堀しないよう自動制

御 図-2）、ブルドーザのブレードにかかる負担を最

小限に抑える（シュースリップを最小限に留める機

能 図-3）等により、丁張り及び検測補助員の省略・

削減が可能となり、GNSS（全球測位衛星システム）

などの位置測定装置の位置情報を基にした施工にな

ることで、 

① 施工精度向上による品質の確保、② 丁張り等準備

作業に係る時間の短縮、作業に要する人員の削減、

③ オペレーターの熟練度に左右されない品質の確保、

施工時間の短縮などの効果が期待される。 
自動整地アシスト 

（アームを操作した際、バケットが設計面を沿って

動くように自動でブームが上昇。） 

図-2 自動整地アシスト 

図-3 シュースリップ 

 

 

4. 情報化施工技術の取り組み状況 

・i-Conの実施状況 
国土交通省では、平成28年度約1620件においてICT

土木対象工事として発注し、584件において実施され

ている。（図-4）加えてi-Conの普及のため全国468箇

所で講習などが行われ、36,000人以上が参加している。 

ICT土工
実施件数

66 220 298 584

発注者
指定型

施工者

希望I型注1

施工者

希望Ⅱ型注2 合計

 

図-4 i-Conの実施状況 

注1 3億円未満で土工量20,000㎥以上の工事は入札時に総合評

価で加点。 

注2 規模に関わらず、受注者の提案・協議によりICT土工を

実施可能。 

 

5. 今金北地区における取り組み状況 

 平成29年度の今金北地区 区画整理工事において、

情報化施工技術の取り組みが受注者により行われて

いる。施工の流れとしては図-5,6参照。 

 

図-5 施工フローチャート（バックホウ） 

 

図-6 施工フローチャート（ブルドーザ） 

 

・ICTの取り組み手順 

a) UAVによる3次元測量 

 現場管理で使用している座標系と GNSSで取得さ

れる位置情報（緯度・経度・楕円体高）は異なる為、

GNSS座標系を現場座標系に変換。 

施工エリアを囲む現場基準点(X,Y,H)を GNSS 測

量機で観測、変換データを作成。(写真-1) 
 

図-4 自動整地アシスト 
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写真-1 基準局に設置 

 

b) 空中写真測量 

起工測量において空中写真測量により 3次元計測

を行い現況の 3次元データを取得する。 

UAV 撮影時は毎秒 1 枚撮影し、ラップ率は 90％
で測量を行う。（写真-2） 

写真-2 UAVを活用した空中写真測量 

 

c) 施工 

設計データを重機搭載のコントロールボックスに

読み込ませ、建機搭載GNSS機器及び補正情報、加え

て重機に搭載されている各センサーから得られる各

機器の傾斜等を演算しバケット刃先の位置の座標値

を3次元で算出する。(写真-3) 

写真-3 重機搭載のコントロールボックス 

パソコン画面に表示した3次元図面データにより、

受益者との現地立会にも活用。（写真-4） 

なお、今年度は、従来施工どおりの施工管理（写

真管理、出来形管理等）も併せて実施している。 

写真-4 3次元データを用いた丁張り確認の様子 

 

6.   情報化施工の評価 
 受注者によるICT採用の評価について聞き取りを行

った。 

・受注者側の評価 

今回の現場では、ほ場整備工事に適した角断面履

板を用いた特注のICTブルドーザを使用している。 

 ICT建機の操作に関しては、社内研修により技術を

習得をしているが、ICT建機を使用した場合熟練オペ

と経験の浅いオペを比較しても出来高にそれほど差

は見られない。極論を言えば重機の基本的な操作さ

え出来れば誰でもICT重機のオペになれるため、人不

足の解消につながることが考えられる。 

 施工スピードは、従来の工法に比べ1～2割ほど早い。

これは細かな測量等を減らせるためである。 

一方で課題として、3次元地形データの作成に非常

に手間がかかるため、設計が3Dデータで作成されて

いれば手間が減ることなどがあげられた。 

 

・受益者の評価 

工事が進む中で受益者と話した感触としては、あ

まりICTに興味を示した様子は無かった。ただ、一部

の受益者からは、「3Dモデルによって、どういった

ほ場になるのかイメージが湧いた」といった意見も

あり、現場で活用することで互いの考えの相違を減

らすことが出来ると思われる。 

 

7.  情報化施工の課題 

① 現地確認 

 情報化施工によるメリットとして、丁張り及び検

測補助員の省略・削減があげられるが、圃場整備で

は受益者による現地確認が必要なため、ある程度の
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丁張りを減らすことは可能だが、全ての丁張りを省

略することは難しい。 

② 施工経費の増による費用負担増 

情報化施工による経費の増加があり、導入にあた

っては費用負担者である、道、市町村、改良区、受

益者の理解が重要となる。 

③ 監督・検査基準などの整備の遅れ 

現状の監督・検査や施工管理は、紙の図面を前提

とした基準に従い実施しており、ICT土工に対応した

監督・検査基準等への理解が不十分。 

また、従来の測量、設計成果が2次元で作成されて

おり、i-Conに必要な3次元測量、設計データを作成す

る基準等の整備も遅れている。 

④ ICT建機の普及が不十分 

通常建機と比較し割高などのことから、ICT建機が

十分普及していない。（図-7） 

図-7 従来施工とICTを活用した施工の経済比較 

 

⑤ 測量・設計費業務 

 測量・設計業務段階で3次元データを用いた設計が

なされていないことから、起工測量段階における3次
元地形データの作成に多大な労力・時間を要してい

る。 

8.  まとめ 今後の展望など 

 農業部門でのICTの活用は、他部門に比べまだまだ

クリアしなければならないハードルがあるのが現状

である。理由としては課題のなかでもあげたが、基

準等の整備の遅れやICT建機が高価であることが考え

られる。 

また、農業部門においてはi-Conを活用するメリッ

トがある一方で、工事費の増加しいては受益者に掛

かる負担の増加につながるため、関係者の理解を得

ながらi-Conを活用する必要がある。 

現在は発注者側の受け入れ態勢が整い始めており、

平成29年3月、農林水産省より「情報化施工技術の活

用ガイドライン」が公表され、出来形管理用TS技術

などについての指針が示された。 

今後生産人口が減少していく中において生産性の

向上は必要不可欠であり、避けては通れない課題と

なる。これからの未来を見据えていくうえで、農業

部門においてもi-Conを積極的に活用していく必要が

ある。農業部門においては、例えば測量・設計段階

で3次元データの図面を用いて受益者説明を行うこと

で、施工後のイメージが湧きやすく、工事発注後の

手戻りの減少も期待される。 

今後は測量・設計段階からの取り組みや受益者負

担の増加に関する課題等の解決を図りつつ、積極的

にi-Conを活用し、生産性の向上に努めていく必要が

あると考える。 
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単位：円

金額 金額
1,490,376 1,365,857

639,344
36,606

261,692 239,577
152,343

8,722
198,125 148,478

127,329
3,152

28,420 22,330
189,420 146,300

2,168,032 2,890,037

整地工1haあたり費用 対比表（ほ場区画 5ha）
ICT

20t級湿地ブルドーザ運転経費
ICT建設機械経費

保守点検費
10t級超超湿地ブルドーザ運転経費

従来

ICT建設機械経費
保守点検費

山積0.8m3級バックホウ運転経費
ICT建設機械経費

保守点検費
土木一般世話役

普通作業員

合計
合計比率 1.00 1.33

※表土剥ぎ、基盤切盛、表土戻し、表土整地を含む


