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ICTを活用した河道掘削について
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測量から施工・検査・維持管理までを3次元データを活用することで効率化や安全性の向上な
どを図るというICTの取り組みが推進されている。本稿では、当事務所が実施した2つの河道掘
削工事においてのICT活用の概要や現場で採用したUAV（空中写真測量）とLS（レーザースキャ
ナ）によるICT技術を比較検討するとともに、河道掘削工事におけるICT活用の課題について報
告するものである。
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1. はじめに
国土交通省は、3 次元データを活用するための基準類
を整備し、平成 28 年度から 584 件の ICT 土工を実施す
るなどの本格的な活用に取り組んでいる。その結果、多
くの建設現場で ICT が実施され、起工測量や出来形成果
品作成日数の減少、丁張り設置が不要になったことで工
程短縮や作業員の削減及び工事現場の安全性の向上を図
ることができたとされている。本稿では、当事務所で実
施した 2 つの河道掘削工事で活用した空中写真測量(以
下 UAV)技術とレーザースキャナー(以下 LS)を用いた 3
次元データの取得方法等を比較検討するとともに河道掘
削工事における ICT 活用工事の課題について述べていく。

-工事②石狩川改修工事の内 雨竜川幌加内右岸河道掘削工事
目的：雨竜川整備計画に基づき、河道断面が狭く流下能
力が不足している幌加内地区の治水安全度向上
を目的に河道掘削を実施。
工事数量：掘削土量 22,300m3〔ICT 対象土量〕
概要：受注者提案型による実施
UAV による起工測量及び出来形管理
3D-マシンコントロール技術による河道掘削施工

2. 工事の概要
当事務所で実施した 2 つの ICT 活用工事の実施箇所
(図-1)及び工事の概要を次に示す。
-工事①石狩川深川市納内町納内地区災害対策推進工事
目的：平成 28 年 8 月 20 日からの停滞前線及び台風 9 号
により、石狩川の水位が上昇して溢水が発生し、
家屋及び水田等の浸水被害が発生したので、今
後の豪雨に対し再度災害防止を図るため、災害
対策推進費を活用して緊急的に河道掘削を実施
することで、地域住民の安全・安心を確保する。
工事数量：掘削土量 28,200m3〔ICT 対象土量〕
総土量ΣV=105,200m3
概要:発注者指定型による実施
LS による起工測量及び出来形管理
3D-マシンガイダンス技術による河道掘削施工
図-1 工事箇所図 1)
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3. ICT 技術活用の概要
ICT 活用工事の概要を図-2 に示す。ICT 活用工事とは、
ICT 活用における施工プロセスの各段階において、ICT
を全面的に活用する工事である 2)。

図-4 データ作成イメージ図 5)

図-2 ICT 活用工事の概要 3)
(1) 3 次元起工測量・設計データ作成の概要
3 次元起工測量においては、工事①では LS を、工事
②では UAV を活用して 3 次元データ収集を行った。
工事①で用いた LS では、レーザー光を対象物に照射
して対象物の 3 次元観測データを取得し(図-3)、観測し
た計測点群データから編集により、草や木などの成果に
不要な部分を除去して基準に適合したデータに整理して
工事用データとする(図-4)。
工事②の UAV を用いた写真測量では、施工範囲を撮影
した写真を計測点群データにする。橙点は区域の折れ点、
黄線は UAV の飛行経路、緑点は飛行経路の折り返し点を
表している(写真-1)。これも、LS と同様に成果に不要
な部分を除去して基準に適合するデータに整理して工事
用データとする。

写真-1 UAV 飛行経路(黄線) 6)
(2) ICT 建設機械による施工の概要
工事①では、「3D-マシンガイダンス技術」(オペレー
ターに機械の位置及び工事情報を車載モニターに表示)
を用いて掘削・法面整形を実施した。オペレーターは、
モニター画面に示された施工図に合わせて掘削・法面整
形を実施した(写真-2)。

図-3 LS データ取得イメージ図 4)
写真-2 3D-マシンガイダンス技術による掘削
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設計面(赤線)より深くバケットが進まない。

写真-3 3D-マシンコントロール技術による法面整形
図-5 工事①のヒートマップ
工事②は、「3D-マシンコントロール技術」(3D-マシ
ンガイダンス技術に設計面より堀り進めようとすると自
動制御がかかり、掘り進めなくなる掘り過ぎを防止する
システム搭載)を用いて掘削・法面整形を実施した(写真
-3)。
河道掘削工の施工手順は、通常のバックホウでおおよ
その掘削(一次掘削)を終えてから、ICT 活用バックホウ
で掘削面及び法面整形等の仕上げ作業(二次掘削)を行う。
ICT 施工では、GNSS 衛星からの位置情報をアンテナで
受信して施工位置を把握するが、情報の発信源である
GNSS 衛星は、14:00～15:00 頃に施工箇所上空から減少し
てしまう。そのため、工事①には精度管理のために現場
内に GNSS 基地局を設けて補完した。
(3) 3 次元出来形計測・管理の概要
起工測量と同様に LS、UAV を用いて、掘削完了箇所の
データを収集したのちデータ処理により掘削土量を算出
する。土量算出は、起工測量時の計測データと掘削完了
後の計測データの差分を計算して掘削土量を算出する。
出来形計測・管理は、工事範囲全体を面的に確認する
ことができるヒートマップで工事範囲全体の精度を一目
で判断することができる(図-5)。
従来は掘削完了後、出来形として縦横断測量を実施し
て出来形管理を行っていたが、3次元データにより行う
ことで、作業時間の短縮が図れたのと出来形精度が向上
した。特に、測点間の縦断の出来形測定を行わなくても
ヒートマップで確認できるようになった。それにより、
書類が簡素化され、完成検査時の書面検査や実地検査の
作業量も大幅に少なくなった。

4. 2つのICT測量技術の比較
今回当事務所で実施した 2 つの ICT 活用工事で利用し
た LS による起工測量及び出来形管理と UAV を用いた写
真測量による長所・短所及び共通する課題等を述べる。
① 現況地形等の条件による比較と課題
工事①では、河岸勾配が緩やかで見通しが良いことか
ら地上からの測定が出来る LS を選択したが、工事②で
は河岸勾配が急な箇所があり、現地作業時に滑落の恐れ
があること、また対岸からの計測を検討したが中州の立
木が邪魔になり、見通しがきかないため上空から測定で
きる UAV を選択した(図-6)。
また、施工範囲が広かったり凹凸が多い場合、LS を
用いると点群データが取得できない恐れがあり、測定位
置・回数を増やして、データ取得に努める必要がある。
そのため、LS のリース期間が延びて計測時間とコスト
が掛かる。

LS

中 洲

LS

データ取得不可のため再計測箇所
図-6 LS 計測イメージ図
一方、UAV の場合は、上空から垂直写真を撮るため施
工範囲が広かったり、凹凸が多くても支障なく点群デー
タを取得できる。しかし、計測面に転石が多く、濃淡が
少ないような地形では、写真から点群データを形成する
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という UAV 測量の特性が原因と思われるデータ誤差が生
じやすい。
いずれにしても、測定面が樹木や草、水たまりや雪な
どで覆われている場合、それらを感知することによる測
定誤差が生じるため、極力除去しなければならないが河
川環境上、測定箇所であっても支障物の除去は極力最小
限にするべきであるためその対応が課題である。
② 水面高の測定の比較と課題
工事箇所の冠水予測を水位観測所水位と現場水位の相
関で水位予測することから、工事箇所における水面高の
測定が必要であった。しかし、今回 UAV、LS ともに水面
高の計測は不能であったため、トータルステーションを
用いて、施工区域の水位高を測定しデータを補足した。
この結果から、水面等の乱反射する物に対して、正確な
データ収集ができないため河道掘削工事では、水面高を
トータルステーションによりデータ補完をすることが必
要となる。
③ 気象条件による比較と課題
LS の場合は、雨や霧、雪や水面等や強風で土埃など
が大量に舞う場合では、レーザーが乱反射してしまうこ
とから計測が不能となる。
UAV の場合は、計測機器を空中に飛翔させることから、
上記に加えて強風や突風(具体的には 5m/s 以上)の影響
を受ける恐れがある。さらに、日差しが強い場合には写
真で影になる部分のデータ取得がうまくいかないことが
あることから、日差しの弱い朝に測定を行うのが有効で
あった。なお、前述のように降雨後に計測対象範囲に水
たまりがあるとデータ取得ができなくなるため、計測予
定日までの降雨について気象予報等で確認する必要があ
る。
④ 人員・労力の比較と課題
LS は、1 箇所(工事①では、半径 50m)の範囲を計測す
るのに 15 分程度かかり、レーザー波が届かない場合は
中間地点を設けるなど測定回数が多くなる。さらに、現
場内に凹凸があったり、LS 機器から遠いところほど低
密度の点群データになるため十分な点群データを測定で
きなかった箇所については再計測が必要になる。対して
UAV は、箇所数にかかわらず 1 フライト 20 分程度で計
測が可能であることから、作業時間については UAV を用
いた方が優位ではある。ただし、UAV の場合は対空標識
の設置・測量や飛行経路の設定に事前準備が必要になる
ことや、LS による測量は、一人で行うことができるこ
とに対して、UAV による測量は、3 人程度必要となるこ
とから、作業員の数及び熟練度など現場条件により優劣
は異なると思われる。
⑤ コスト比較と課題
LS は、UAV と比較してコストが 1.2 倍ほど高い(今回
の比較)。その理由として、LS 測量機器が UAV に比べ高
価であること、LS の能力にもよるが UAV に比べ測定作
業に時間を要することでリース期間が長くなり料金が高

くなることも挙げられる。しかし、当該工事は河道掘削
工事であり、河川の増水により洗掘や堆砂があると出来
形不足となるため段階的に掘削箇所の出来形を確認する
必要があり結局のところ費用はどちらの場合も従来施工
より多く掛かっている。
⑥ データ処理における比較と課題
LS は、レーザー光による計測のため、データ精度は
「mm」単位まで測定可能である。データ作成のため高性
能なパソコンが必要であるが、処理時間は短い。一方、
UAV は写真を合成するので LS 同様に高性能なパソコン
が必要となる上、処理時間に半日～1 日程度もかかる。
またカメラ性能により処理時間に誤差が生じること、精
度も LS と比較すると低く「cm」単位までしか測定がで
きない。

5. 河道掘削工事におけるICT活用の課題
① マシンガイダンスとマシンコントロールの操作設定
掘削の際に転石などにあたると、それを除去するため
にはバックホウの刃先を掘削面より深く貫入させる必要
があるが、工事②で用いたマシンコントロールの場合は
バックホウを掘削面より深く貫入させないように制御さ
れているため、転石に当たるたびに操作設定を解除し、
除去したのちに再び制御を戻す手間が生じた。
工事①で用いたマシンガイダンスによる施工であれば、
自動制御システムは無く、モニターによる誘導のみなの
で、操作設定を解除する必要は無い。
② 現場での作業イメージの確認上の課題
従来の現場では、丁張等により施工イメージを共有で
きていたが、ICT の活用により丁張が現場にないことか
らオペレーターは現場で完成形をイメージ、確認するこ
とができないことから今回の工事では最低限の丁張りを
設置した。これは、現場作業員がまだ慣れていないこと
と出来形に不安があったからである。
③ 初期設定の課題
ICT 活用工事では、従来以上に基準点・標定点等の設
置について慎重に行う必要がある。もし、当初設定でミ
スをすると設計通りの出来形が確保できず、違った場所
や形のものが出来てしまう。従来は、途中で確認しなが
ら施工していたが、丁張等が無いと最後までミスに気が
付かない場合も考えられる。また、ICT 重機の設定、整
備及び故障時の対応などをマニュアルや規準等に整備す
ることが必要と考える。
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6. おわりに
今回のICT活用工事(河道掘削工事)では、異なる3次元
データ取得方法により施工した結果、いくつかの課題が
明らかになった。工事箇所の地形条件等によりLSとUAV
を使い分ける必要があること、水面や土ほこり等による
影響でデータ計測ができないこと、気象条件の課題、
ICT活用に必要な莫大な設備費用、丁張りがないことで
完成形イメージができない課題など多岐にわたってあっ
た。
これまでの検討の結果、ICTの活用により建設現場で
働く一人一人の生産性が向上することが分かった。また、
現場からも「ICT活用により経験の浅いオペレーターで
も高精度な施工が可能になる。」、「作業が短縮化・省
力化された。」との声が上がっている。i-Construction
の取り組みは、将来予想されている労働力不足や依然と
して多い労働災害の問題の解決の糸口になると考えられ
ることから、今後さらなる ICT 技術の進化や普及が進む
ことと思う。
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