
平成30年度のＩＣＴ施工技術の工種拡大に伴い必要とされる
技術について

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

１．i-Construction概要
２．ICT活用工事基準と導入状況
３．深化に向けた今後の展開
４．普及支援について

（補足）「ICT 」とは Information and Communication Technologyの略
「i-Construction」は国土技術政策総合研究所にて登録商標
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１．i-Constructionの概要
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建設現場の生産性向上

○平成28年9月12日の未来投資会議において、安倍総理から第4次産業革命による『建設現場の生産性革命』に向け、
建設現場の生産性を2025年度までに2割向上を目指す方針が示された。
○この目標に向け、３年以内に、橋やトンネル、ダムなどの公共工事の現場で、測量にドローン等を投入し、施工、検査に
至る建設プロセス全体を３次元データでつなぐなど、新たな建設手法を導入。
○これらの取組によって従来の３Ｋ（キツイ、危険、汚い）のイメージを払拭して、多様な人材を呼び込むことで人手不足
も解消し、全国の建設現場を新３Ｋ（給与が良い、休暇がとれる、希望がもてる）の魅力ある現場に劇的に改善。

【生産性向上イメージ】

平成28年9月12日未来投資会議の様子

ICTの土工への活用イメージ（ICT土工） 3



【機密性２】
i-Constructionの概要（H27.11.24大臣会見資料より）

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の水準の向上を図るなど魅力ある建設現場に
死亡事故ゼロを目指し、安全性が飛躍的に向上

□規格の標準化
• 寸法等の規格の標準化された部材の拡大

□施工時期の平準化
•２ヶ年国債の適正な設定等により、年間を
通じた工事件数の平準化

プロセス全体の最適化へ

プロセス全体の最適化

依然として多い建設現場の労働災害
• 全産業と比べて、２倍の死傷事故率（年間労働者の約0.5%（全産業約0.25%））

予想される労働力不足
• 技能労働者約340万人のうち、約110万人の高齢者が10年間で離職の予想

• 労働力過剰時代から労働力不足時代への変化が起こると予想されている。
• 建設業界の世間からの評価が回復および安定的な経営環境が実現し始めている今こそ、抜本的な生産性向上に取り組む大きなチャンス

□ＩＣＴ技術の全面的な活用
• 調査・設計から施工・検査、さらには維持管理・更新までの全てのプロセ
スにおいてICT技術を導入

従来 ： 施工段階の一部
今後 ： 調査・設計から施工・検査、さらには維持管理・更新まで

i-Constructionの目指すもの

労働力過剰を背景とした生産性の低迷
• バブル崩壊後、建設投資が労働者の減少を上回って、ほぼ一貫して労働力過剰とな
り、省力化につながる建設現場の生産性向上が見送られてきた。

生産性向上が遅れている土工等の建設現場
• ダムやトンネルなどは、約３０年間で生産性を最大１０倍に向上。一方、土工やコンク
リート工などは、改善の余地が残っている。（土工とコンクリート工で直轄工事の全技
能労働者の約４割が占める）（生産性は、対米比で約８割）

今こそ生産性向上のチャンス
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Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

i-Construction トップランナー施策 （Ｈ２８～）

ICTの全面的な活用
（ICT土工他） 施工時期の平準化等

○ 公共工事は第1四半期(4～6月)に
工事量が少なく、偏りが激しい。

○ 適正な工期を確保するための２
か年国債を設定。Ｈ２９当初予算
においてゼロ国債を初めて設定。

平準化

○調査・測量、設計、施工、検査等のあ
らゆる建設生産プロセスにおいてICTを
全面的に活用。

○３次元データを活用するための１５の
新基準や積算基準を整備。

○国の大規模土工は、発注者の指定で
ICTを活用。中小規模土工についても、
受注者の希望でICT土工を実施可能。
○全てのICT土工で、必要な費用の計上
、工事成績評点で加点評価。

ドローン等を活用
し、調査日数を削
減

３次元設計データ
等により、ICT建
設機械を自動制御
し、建設現場の
ICT化を実現。

３次元測量点群デー
タと設計図面との差
分から、施工量を自
動算出

【建設現場におけるICT活用事例】
《3次元測量》

《ICT建機による施工》

《3次元データ設計図》

出典：建設総合統計より算出
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建設産業で技術導入を阻んできた要因

○ 1990年代以降、大きく生産性向上を果たした製造業との違い

建設産業では、高度化技術の
導入が低い水準

1980年代～
自動車産業などを中心に
製造工場でのロボット技術
の発展と導入が加速

ロボットが固定され、

対象が単一形状のため、
位置把握等が容易

【要因】
・施工環境の多様性
・地質等の不確定要素の存在
・対象物が固定でロボット自体が移動
・建設産業は単品生産
・位置情報技術が低精度
・自動化にかかる処理情報が膨大
・工程毎の分業生産

2010年以降
各要素技術の目覚ましい
発展と進化が実現

技術革新の環境が整ってきた

建設業は労働力過剰時代
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２．ICT活用工事基準類と導入技術
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新技術

基準・制度

検証・改善現場施工

●基準・制度
への反映

●新基準・制度
への制定

●工種追加

ＩＣＴ施工の基準・制度の改善サイクル

（ICT活用工事等）
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ICTの全面的な活用（ICT土工）

測量

発注者

OK

設計・
施工計画

施工 検査i-Construction

設計図に合わ
せ丁張り設置

検測と施工を繰
り返して整形

丁張りに合わせ
て施工

④検査の省力化①ドローン等による３次元測量

ドローン等による写真測量等によ り
、短時間で面的（高密度）な３次 元
測量を実施。

②３次元測量データによる
設計・施工計画

３次元測量データ
（現況地形）と設計図
面との差分から、施 工
量（切り土、盛り土 量）
を自動算出。

③ICT建設機械による
施工

３次元設計データ等により、
ICT建設機械を自動制御し、
建設現場のIoT（※）を実施。

ドローン等による３次元測 量
を活用した検査等によ り、出
来形の書類が不要と なり、
検査項目が半減。

測量
設計・
施工計画

検査従来方法

測量の実施

平面図 縦断図

横断図

設計図から施工
土量を算出

施工

① ②

③

④

※IoT（Internet of Things）とは、様々なモノにセン
サーなどが付され、ネットワークにつながる状態
のこと。

３次元設計データ等
を通信

これまでの情報化施工
の部分的試行

・重機の日当たり
施工量約1.5倍
・作業員 約1/3

３次元 デ
ータ作成

２次元 デ
ータ作成

書類による検査 9



繰返す

設計図から丁張り設置 丁張りを目安に検測

バケットの刃先が設計面
に達すると作業機が自動
停止し、アシスト機能で
刃先が設計面に沿って動
くため、オペレーターは
掘り過ぎを気にせずに掘
削作業を実行可能。

作業中に基準値内か判る施工用丁張りが減少

仕上がりは、オペレータの
技量に依存

丁張りを目安に施工

施工後の出来形を断面毎
計測し基準値内でなければ、

オペレータに指示

設計図を現場に再現

従来施工

ICT建機による施工（MCバックホウ例） （ＩＣＴ土工）

ICT活用施工
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【施工者希望Ⅱ型】
《①～⑤を全面活用する場合》
（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

「一般土木工事」のうち、土工（対象工種）を含む工事

入札公告時に
「ICT活用工事」に設定
※土工量1,000m3以上

予定価格が
３億円以上

土工量
10,000m3以上

Yes
Yes

No

【発注者指定型】
（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は当初設計で計上

※【施工者希望Ⅰ型】
《①～⑤を全面活用する場合》
（１）総合評価で加点評価する
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

No
（１）工事成績の

加点対象としない
（２）機械施工経費のみ

変更計上する

「ICT活用工事」
建設生産プロセスの全ての段階において

ICT施工技術を全面的に活用する工事
① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建機による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

○対象工種は河川土工、砂防土工、海岸土工、道路土工（掘削工、盛土工、法面整形工）
○対象工種を出来形管理基準及び規格値（従来管理）により出来形管理する工事。

（変更） 【H30】ＩＣＴ土工実施方針
関東地方整備局

（契約後）

《③だけを希望した場合》

「アスファルト舗装工事」、「セメント・コンクリート舗装
工事」、 「法面処理工事」、「維持修繕工事」のうち、
土工（対象工種）を含む工事 ※１

※１土工1,000m3未満等、ICT活用工事設定されていなくても施工可（施工者希望Ⅱ型に準じる）。 11



ＩＣＴ土工の関連基準の改定、追加 Ｈ30.3.30公表
関東地方整備局

12改定 新規

改／新 参照アドレス

改定 https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/uavls/

改定 https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/tls/

http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/

改定 http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/

http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/guide00000101b.html

改定 http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html

http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/guide00000101b.html

〃

〃

改定 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html

改定 〃

改定 〃

〃

改定 〃

改定 〃

改定 〃

新規 〃

http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/guide00000101b.html

〃

〃

改定 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html

改定 〃

改定 〃

〃

改定 〃

改定 〃

改定 〃

新規 〃

http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html

積算 改定 http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei.html

出来
形管
理

ICT土工の関係基準
名称

土木工事共通仕様書　施工管理関係書類（帳票：出来形合否判定総括表）

空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）

無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来管理要領（土工編）

調
査
・
測
量
・
設
計

ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）

地上レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル（案）

電子納品に関する規定（i-Constructionに関する電子納品　参考資料）

電子納品に関する規定（写真管理基準（案））

3次元設計データ交換標準（同運用ガイドラインを含む）

検査

地方整備局土木工事検査技術基準（案）

既済部分検査技術基準（案）及び同解説

部分払における出来高取扱方法（案）

空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）

土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値）

土木工事数量算出要領（案）（施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案）を含む）

ステレオ写真測量（地上移動体）を用いた土工の出来高算出要領（案）

ＩＣＴ活用工事積算要領（施工パッケージ型積算方式）

地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領（土工編）（案）

地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領の監督検査要領（土工編）（案）

無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来管理の監督検査要領（土工編）

TS・GNSSを用いた盛土の締固め監督検査要領

TS等光波方式を用いた出来形管理の監督検査要領（土工編）

TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督検査要領（土工編）

RTK-GNSSを用いた出来形管理の監督検査要領（土工編）

工事成績評定要領の運用について

TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領

TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）

TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）

RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）



ICT舗装工の導入（H29.4～）

測量
設計・
施工計画 施工i-Construction

丁張り設置
検測と施工を繰
り返して整形

丁張りに
合わせ施工

③ICTグレーダ等による ④検査の省力化

施工
②ICT土工の３次元測量
ﾃﾞｰﾀによる設計・施工計画

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ等により、短
時間で面的（高密度）な３
次元測量を実施

3次元設計データと事前測量結
果の差分から、施工量を自動
算出。

３次元設計データ等により、
ICT建設機械を自動制御

測量
設計・
施工計画

検査従来方法 施工

① ②

③ ④
これまでの情報化施工
の部分的試行

・作業効率向上
・丁張削減により作
業員数減少

３次元

データ作成
２次元

データ作成

人手による測量 ｺｱ抜きによる検査

①ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ等で
事前測量

検査

平面図、縦断図等

紙図面から
施工量算出

発注者

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ等のﾃﾞｰﾀによる
検査等で書類が半減

OK

自動算出

○更なる生産性向上を目指して、舗装工にICTを全面的に導入する「ICT舗装」を平成29年度より
取組開始

○必要となる技術基準や積算基準を平成28年度に整備、平成29年4月以降の工事に適用
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【施工者希望Ⅱ型】
《①～⑤を全面活用する場合》
（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

「アスファルト舗装工事」、「セメント・コンクリート舗装工事」、「一般土木工事」のうち、
舗装（路盤工）を含む工事

入札公告時に
「ICT活用工事」に設定

※路盤工面積3,000m2以上を含
む舗装工

予定価格が
３億円以上

Yes

Yes

No

【発注者指定型】
（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は当初設計で計上

【施工者希望Ⅰ型】
《①～⑤を全面活用する場合》
（１）総合評価で加点評価する
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

（１）工事成績の
加点対象としない

（２）ＩＣＴ活用部分のみ
変更計上する

《③だけを希望した場合》

「ICT活用工事」
建設生産プロセスの全ての段階において

ICT施工技術を全面的に活用する工事
① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建機による施工
④ ３次元出来形管理
⑤ ３次元データの電子納品

※前工事がＩＣＴ土工等で、３次元測量データ
を貸与した場合、①は省略可能。

○対象工種（工事区分）は、舗装工（舗装、水門）、付帯道路工（築堤・護岸、堤防・護岸、砂防堰堤）
○対象種別は、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工
○対象種別において、従来より出来形管理基準及び規格値（従来基準）により出来形管理する工事

（変更） 【H30】ＩＣＴ舗装工の実施方針

路盤工
10,000m2
以上

No

（契約後）

関東地方整備局

※路盤工面積3,000m2未満等、 ICT活用工事設定されていなくても施工可（施工者希望Ⅱ型に準じる）。 14



ＩＣＴ舗装工の関係基準類の整備 Ｈ30.3.30公表
関東地方整備局

15

改／新 参照アドレス

http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/

改定 http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/

http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/guide00000101b.html

改定 http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html

改定 〃

改定 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html

改定 〃

新規 〃

新規 〃

http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html

〃

改定 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html

改定 〃

新規 〃

新規 〃

積算 改定 http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei.htmlＩＣＴ活用工事積算要領（施工パッケージ型積算方式）

電子納品に関する規定（i-Constructionに関する電子納品　参考資料）

電子納品に関する規定（写真管理基準（案））

出来
形管
理

土木工事数量算出要領（案）

土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値）

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）

TS等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）

写真管理基準（案）

地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形の監督検査要領（舗装工事編）

検査

地方整備局土木工事検査技術基準（案）

既済部分検査技術基準（案）及び同解説

TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）

TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形の監督検査要領（舗装工事編）

地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領（舗装工事編）

ICT舗装工の関係基準
名称

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）

TS等光波方式を用いた出来形管理の監督検査要領（舗装工事編）

改定 新規
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基準類の改訂 ＩＣＴ土工・舗装工 （新技術への対応）

□：地上移動体搭載型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理要領（案）
• 地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰの盛替えは課題だった（舗装工において顕著）
→自己位置を高精度に定位でき、移動しながら計測できる計測技術への対応

計測イメージ
自動追尾TSで自己位置を定位しながら

レーザースキャナーで計測

□ 無人航空機搭載型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理要領（案）
• 調整用基準点の設置精度緩和による生産性向上
→精度確認における要求精度の一部を、各計測に合わせて緩和した。

各調整用基準点に
おける較差

【緩和規定を追加】

改訂後（H30）
出来形計測 ±50mm以内
起工測量 ±100mm以内
出来高計測±200mm以内

改訂前（H29）
出来形計測 ±30mm以内
（起工測量） ↑ 準用
（出来高計測 ） ↑ 準用

各計測状態に合わせて緩和した調整用基準点の較差

【改定】

【新規】

地上移動体搭載型ＬＳとTLSの比較
（時間短縮効果）



新技術への対応：利用技術の拡大

②Ｈ３０年度の改訂のポイント（土工・舗装）

17

ＴＳ等の点的に計測する技術
（望遠鏡の無いＴＳも利用できる）

◆計測目的と対象工種により要求精度が異なる。
それぞれの利用用途に合わせた精度確認試験を行う

面的に計測する技術
（望遠鏡の無いＴＳも利用できる）

精度検証点⇒

要求精度を満足できる計測可能距離

図はＪＣＭＡテキストより
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Ｈ３０年度の改訂のポイント（ＩＣＴ土工・舗装）

地上移動体搭載型レーザースキャナー
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Ｈ３０年度の改訂のポイント（ＩＣＴ土工・舗装）

地上移動体搭載型レーザースキャナー



その他のＩＣＴ技術

ハンディ―型のレーザースキャナー

20



Ｈ３０年度の改訂のポイント（ＩＣＴ土工・舗装）

望遠鏡がない等の国土地理院未認定機器

21



工種拡大 ICT浚渫工（河川） H30新規

測量

検査官

OK

設計・
施工計画

施工 検査
i-Construction
ＩＣＴ施工（浚渫工）

施工と検測を繰り返して整形

③ＩＣＴ建設機械による
施工

④検査の省力化①音響測深による起工測量 ②ＩＣＴ浚渫工の３次元測量ﾃﾞｰﾀに
よる設計・施工計画

船舶等に搭載した音響測深機器（ナ
ローマルチビーム等）により、短時間
で面的（高密度）な３次元測量を実施。

起工測量による３次元
測量データ（現況地
形）を活用し、設計図
面との差分から、施工
量を自動算出。

３次元設計データ等により、ICT
建設機械を自動制御し、建設現
場のIoT（※）を実施。

ＩＣＴ建設機械の施工履歴デー
タを活用した検査等により、出
来形の書類が半減、品質管理
に必要な物理検査の項目が激
減。

測量
設計・
施工計画

検査従来方法

平面図 縦断図

横断図

設計図から施工量を算出

施工

① ②

③

④
これまでの
情報化施工

・重機の日当たり
施工量約1.1倍
・作業員 約3/4

３次元
データ作成

２次元
データ作成

レッド測深による起工測量 レッド測深による出来形確認

22

 バックホウ浚渫船による浚渫工に測量から検査まで3次元ﾃﾞｰﾀを活用した施工を導入

22



【施工者希望Ⅱ型】
《①～⑤を全面活用する場合》
（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

「一般土木工事」、「維持修繕工事」または「河川しゅんせつ工事」のうち
浚渫工（対象工種）を含む工事

入札公告時に
「ICT活用工事」に設定
※浚渫数量1,000m3以上

予定価格が
３億円以上

浚渫数量
20,000m3以上

Yes
Yes

No

【発注者指定型】
（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は当初設計で計上

【施工者希望Ⅰ型】
《①～⑤を全面活用する場合》
（１）総合評価で加点評価する
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

No （１）工事成績の
加点対象としない

（２）機械施工経費のみ
変更計上する

「ICT活用工事」
建設生産プロセスの全ての段階において

ICT施工技術を全面的に活用する工事
① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建機による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

※浚渫数量1,000m3未満等、ICT活用工事に設定されていなくても施工可（施工者希望Ⅱ型に準じる）。

◆ （新規） 【H30】ＩＣＴ浚渫工（河川）実施方針
関東地方整備局

（契約後）

《③だけを希望した場合》

○対象工種は浚渫工（バックホウ浚渫船）
○対象工種を出来形管理基準及び規格値（従来管理）により出来形管理する工事。

23



◆ＩＣＴ浚渫工（河川）の関連基準の改定、追加 Ｈ30.3.30公表

24

改／新 参照アドレス

http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/

改定 http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/

http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/guide00000101b.html

改定 http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html

改定 〃

新規 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html

新規 〃

改定 http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html

改定 〃

新規 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html

新規 〃

積算 新規 http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei.htmlＩＣＴ活用工事積算要領（施工パッケージ型積算方式）

施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（河川浚渫工事編）（案）

検査

地方整備局土木工事検査技術基準（案）

既済部分検査技術基準（案）及び同解説

音響測深機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（河川浚渫工事編）（案）

土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値）

音響測深機器を用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）（案）

施工履歴データを用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）（案）

写真管理基準（案）

電子納品に関する規定（写真管理基準（案））

名称

ICT浚渫工の関係基準　

土木工事数量算出要領（案）

電子納品に関する規定（i-Constructionに関する電子納品　参考資料）

改定 新規



Ｈ３０年度の改訂のポイント（ＩＣＴ河川浚渫）

施工履歴データによる出来形管理

ＩＣＴ建機の施工履歴データ 25



施工履歴データとは、ＩＣＴ建設機械（3次元マシンコントロール（ＭＣ）や3次元マシンガイダンス
（ＭＧ））に搭載しているRTK-GNSSや自動追尾式TSを用い、作業装置あるいは機械本体の軌
跡（時系列で連続な3次元座標）から求められる作業後の地形面を表現する3次元座標点群
データのことである。

施工履歴データICT建機

車載ＰＣ

出来形管理資料 26

Ｈ３０年度の改訂のポイント（ＩＣＴ河川浚渫）



Ｈ３０年度の改訂のポイント（ＩＣＴ河川浚渫）

音響測深機器による出来形管理（マルチビーム測深機）

27



Ｈ３０年度の改訂のポイント（ＩＣＴ河川浚渫）

音響測深機器による出来形管理（シングルビーム測深機）

28



３．深化に向けた今後の展開

29



【機密性２】
社会資本整備・管理の生産性革命 （i-Construction）

 施工時期の平準化

 ｢機械式鉄筋定着工法｣等の要素技術のガイドラインを策定
 全体最適の導入（ｺﾝｸﾘｰﾄ工の規格の標準化等）

 H29は２カ年国債1,500億円、ゼロ国債1,400億円を設定
 H30は２カ年国債1,740億円、ゼロ国債1,345億円を設定(案)

 ICTの活用拡大 ※H28トップランナー施策
 H28より土工、H29より舗装工・浚渫工へ導入、
i‐Bridge(橋梁)試行

 自治体をフィールドとしたモデル事業の実施

Ｈ２９までの取り組み

 産学官民の連携強化
 H29. 1 i‐Construction推進コンソーシアム設立、ニーズ・シーズの
マッチングを実施(2回)

 普及・促進施策の充実
 H28は468箇所にて講習会を開催、36,000人以上が参加
H29も同規模の講習会 を実施

 各整備局等に地方公共団体に対する相談窓口を設置
 i‐Construction大賞（大臣表彰制度）を創設
 i‐Constructionロゴマークを作成

H30から下記分野へのICT導入を検討
・ 維持管理分野
・ 建築分野 （官庁営繕）
・ その他、河川浚渫や港湾基礎工など

中小企業への支援策の検討

コンソーシアムのWG活動を通じた現場
ニーズと技術シーズのマッチングなど、 建設
現場への新技術の実装を推進
公共事業のイノベーション転換を図るため
の新技術導入促進調査経費について、
平成30年度予算案へ編成（12億円）

「深化」の年に向けて

３次元設計の拡大
・ 大規模構造物設計への適用拡大

 3次元データの収集・利活用
 橋梁の他にトンネル等での３次元データによる設計の実施（試行）
 3次元データ利活用方針の策定（H29.11.15）

30



今後のＩＣＴ活用拡大について

ＩＣＴの全面的な活用を推進する取組み

１．ＩＣＴ施工の工種拡大

○新たに取り組む工種

ＩＣＴ地盤改良工、ＩＣＴ舗装工（修繕工）

２．ＩＣＴを活用した施工管理、出来高、出来形管理の

効率化

○活用を拡大する項目

施工履歴データをICT地盤改良工、ICT舗装工（修繕工）で活用

点群データを付帯構造物や法面工に活用

○新たに取組む項目

通信を介した遠隔地での施工管理による効率化

31



ＩＣＴの全面的活用を実現する工種拡大イメージ（道路工事）

対応済み工種

検討中の工種

○ 工事現場で施工されるすべての工種にＩＣＴ
を活用し、生産性向上を図る取組を推進 施工管理基準策定に取組む

法面工

ICT舗装工

ICT土工

ＩＣＴ土工
（軟岩掘削）

地盤改良工

付帯構造物設置
側溝・縁石・擁壁等
コンクリート2次製品

施工管理基準策定済み

施工管理基準策定済み

策定済み基準

取組予定基準類

施工管理基準策定に取組む

舗装工（修繕工）

施工管理基準策定に取組む施工管理基準策定に取組む

施工管理基準策定に取組む

32



ICT浚渫工（河川）

ICT土工

対応済み工種

検討中の工種

ICT舗装工

○ 工事現場で施工されるすべての工種にＩＣＴ
を活用し、生産性向上を図る取組を推進

H30策定
施工履歴データを用いた出来形管理

護岸工、護岸ブロック等
コンクリート2次製品

H30策定
音響測深機器を用いた 出来形管理

施工管理基準策定済み

策定済み基準

取組予定基準類

施工管理基準策定に取組む

ＩＣＴの全面的活用を実現する工種拡大イメージ（河川工事）

33



４．普及支援

34



【機密性２】
ＩＣＴ施工の更なる普及にあたっての課題

○i-Constructionの実施に当たり、ICTの導入や人材育成等に要する負担等に課題があり、
中小企業での普及を促進するにあたっては、これらへの対応が急務

■更なる普及にあたっての主な課題

・ ICT導入コスト（ソフト、ICT建機、外注経費）が必要となる 支援策(案)①
【現状】ICT建機や解析ソフト等への補助金の拡大が必要との要望あり

・ 規模の小さい工事では採算が取れない 支援策(案)②
【現状】施工規模によらず、一律の積算基準

・ 施工者における３次元設計データの作成が負担 支援策(案)③
【現状】多くのプロジェクトで設計成果が２次元

・ 出来形測量を外注して実施する場合に、高額となる傾向 支援策(案)③、④
【現状】外注により出来形測量を実施している事例が多い

・ ３D設計データ作成、測量データの処理が行える人材育成が必要。 支援策(案)④
【現状】受発注者向けの研修を実施

（一社）全国建設業協会アンケート調査より
35



④ICTに関する研修の充実等
・３次元データの作成実習等の充実
・“専任”の明確化の再周知による、監理技術者等
のICTに関する研修への参加しやすい環境づくり

③ニーズに沿った3次元設計データの提供等
地方整備局技術事務所等によるサポート体制の
充実と3次元データの提供等の支援等

（支援イメージ例）

②小規模土工等の実態を踏まえた積算へ見直し
施工規模など工事毎の特徴を踏まえた積算へ見直し

ー

3次元測量・設計データ作
成

3次
デ

ICT施工

元
タ

従来 施工業者（外注含む） 施工業者

今回 地方整備局等 デー 提供 未経験企業等タ

現場検証・試行的導入実演

②ICT土工技術導入に
必要な機材の貸与

① ICTを活用した施工計画
立案支援・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ指導

③実演を通じた効果検
証（歩掛調査等）

④効果・メリット等に関
する普及活動の実施

自治体工事を受注した中小建設業者

支援

事務局

支援

好事例
創出

モデル工事を実施

■支援策（案）
①モデル事業における補助金等の活用も含めた
マネジメント構築の支援

モデル工事を通じた中小建設業へのICT施工の支援

モデル工事 案件指定

・ICT機器
・測量機器
・ ｿﾌﾄｳｪｱ 等

・業団体
・ICT専門家を擁する団体
他

・ICT専門家を派遣

・中小現場特有の課題に対
するﾉｳﾊｳの形式知化

・現場見学会等の開催支援

す補
る助
情制
報度
をや
的申
確請
に等
提に
供関

事務局

中小企業への支援策の検討

○ i‐Constructionの中小企業への浸透を更に進めていくためには、中小企業において負担が
大きい、ICTの導入や人材育成等への支援が必要

○中小企業がICT施工を実施しやすい環境を構築するため、企業のICT実施状況を踏まえつつ、
支援策を順次展開

（支援イメージ例）

意欲のある自治体が設置するｺﾝｿｰｼｱﾑ

H30
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i-Construction（ICT施工）の導入に関する補助金

ICTシステム機器導入

ICT建設機械導入

ICT活用
ソフトウェア
導入

ICT施工
人材育成

サービス等
生産性向上
IT導入支援
事業（IT導
入補助金）

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援
事業(ものづくり補助金）

人材開発
支援助成金

③

②

①

④ソフト ハード

ハード

人材

補助率２/３以内、上限額1,000～500万

補助率 購入価格と基準価格の差額の9/10又は6/10、上限額300万

補助率1/２以内
上限額５0万

補助率6/10以内
及び賃金助成

省エネルギー型建設機械導入補助事業

○ICT施工の中小企業への普及加速のための補助金の活用を周知

※詳細な内容は、各制度の問合せ先に御確
認下さい。 37
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ICTシステム機器導入

i-Construction（ICT施工）の導入に関する税制・融資制度

ICT建設機械導入

ICT活用
ソフトウェア
導入

ソフト ハード

ハード

○ICT施工の中小企業への普及加速のための税制優遇・低利融資の活用を支援

※1 中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に
基づく税制措置

⑩環境・エネルギー対策資金
（低利融資）

⑨IT活用促進資金
（低利融資）

⑤【地方税】固定資産税の特例※1
3年間 2分の１に軽減

⑦【国税】中小企業経営強化税制※1
即時償却又は取得価格の１０％税額控除

※詳細な内容は、各制度の問合せ先に御確認下さい。

⑧ 【国税】中小企業投資促進税制
特別償却３０%又は取得価格の７％税額控除

3年間 ０～2分の１に軽減
⑥【地方税】固定資産税の特例※2

※2 生産性向上特別措置法に基づく税制措置
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 中小企業が生産性向上を行う設備投資に対しする補助を行う。

物づくり・商業・サービス経営力向上支援事業

1.企業間データ活用型

補助上限額

：１,０００万/者 ※１

補助率

：２/３

①

平成30年9月時点

複数の中小企業が事業者間で
データ共有し、生産性の向上を
図るプロジェクトを支援
※1連携体は10者まで、さらに

200万×連携参加数を上限に
配分可能

【３社連携の場合】

2.一般型

補助上限額

：１,０００万/者
補助率

：１/２ ※2

3.小規模型

補助上限額

：５００万/者
補助率

：２/３（小規模事業者）
：１/２（その他）

中小企業が行う、生産性プロ
セスの改善に必要な設備投資
を支援
※2先端設備等導入計画又は
経営革新計画の認定を取得
して要件を満たす者は ２/３

小規模な額で中小企業が行う
生産性プロセスの改善を支援

対象となる条件(共通)
「中小ものづくり高度化法」に基づく基盤技術を活用した生産プロセスの改善であり、３～５年で「付加価値額」年率
３％及び「計上利益」１％の向上を達成できる計画であること。

●専門家を活用する場合補助額上限30％アップ（１～３共通）

最新の情報、詳細につきましては、
問合せ窓口に必ず確認して下さ
い。！
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 中小企業の生産性向上を実現するため、業務の効率化に資するITツール(ソフトウエア、サービス
等）の導入経費の補助を行う。

サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業

補助上限額：１５～５０万 補助率：１/２

②

平成30年9月時点

当該事業で承認されたITツール（ソフトウェア、教材用DVD等）の購入費が対象

※「交付申請」「事業実績報告」「事業実施効果報告」は、中小企業・小規模事業者等の作成（入力）された内
容を元に、ITベンダー・サービス事業者より代理申請する形で行われます。

ITベンダー・サービス事業者により作成された申請・報告情報は、中小企業・小規模事業者等の確認・承認手続き
を経て、事務局への提出が完了します。

交付決定の連絡が届く前に発注・契約・支払い等を行った場合は、
補助金の交付を受けることができません。

最新の情報、詳細につきましては、
問合せ窓口に必ず確認して下さ
い。！！
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 ICTを搭載した「建設機械」の購入を補助

省エネ建機補助金及び人材開発助成金

【省エネルギー型建設機械導入補助金】③

最新の情報、詳細につきましては、問合せ窓口に必ず確認して下さい。！

平成30年9月時点

④ 【人材開発支援助成金】

 職務に関連した専門知識及び技能取得費用
を助成

補助上限額

：３００万又は２００万
補助率

：９/１０又は６/１０※１

国土交通省策定の燃費基準値を超える
（3つ星以上）燃費性能を有する、排出
ガス四次規制 (2011年、2014年) に適合
し,対象機種に認定された油圧ショベル、ブル
ドーザ等の購入に適用
※1補助対象車両の購入価格と基準価格の
差額が対象
●手続きは通常は販売業者が代行する。

※研修事例（ICT土工）
１ 安全衛生（4時間）
①研修ガイダンス
②災害事例
③まとめレポート作成
２ ＩＣＴ概論（3時間）
①ＩＣＴ土工概要
②ＩＣＴ施工管理法
３ 起工測量（16時間）
①ＵＡＶの概要
②ＵＡＶ等による
起工測量実習
③写真点群データ
作成実習
４ ＩＣＴ施工（16時間）
①ＩＣＴ施工実習
②３次元出来形管理実習
５ 関係法令（2時間）
①公共測量における
ＵＡＶ安全基準

• 6日間
• 受講費用：約35万円

【助成額計算例】
41h×960円=39,360円
350,000×0.6=210,000円
計 249,360円

支給対象となるコース
特定訓練コース
・職業能力開発促進センター等が実
施する在職者訓練（高度職業訓練）、
事業分野別指針に定められた事項に
関する訓練 、
専門実践教育訓練、生産性向上人材
育成支援センターが実施する訓練等

・採用５年以内で、 35 歳未満の若年
労働者への訓練

・熟練技能者の指導力強化、技能承
継のための訓練、認定職業訓練
・海外関連業務に従事する人材育成
のための訓練

・厚生労働大臣の認定を受けた OJT 
付き訓練

・直近２年間に継続して正規雇用の
経験のない中高年齢新規雇用者等
（ 45 歳以上）を対象とした OJT 付
き訓練

約25万円
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「導入促進基本計画」は各市町
村により異なります、各市区町村
固定資産担当窓口で必ず確認し
て下さい。

必要とされる書類
・工業会の証明書 ※1
・「経営力向上計画」の申請書・認定書

必要とされる書類
・工業会の証明書 ※1
・「先端設備等導入計画」の申請書・認定書

対象となる要件(⑤・⑥）
・最新モデルであること（新車・新品）
・発売から10年以内（機械設備/建設機械） 6年以内（器機/測量機器)
・１６０万以上(建設機械） ３０万以上（測量機器等）
・前モデル比で生産性平均１％以上向上 ※1

 中小企業等経営強化法による
固定資産税減免を受けられる。

固定資産税優遇措置

【地方税】 固定資産税の特例
3年間 2分の１に軽減⑤

最新の情報、詳細につ
きましては、問合せ窓
口に必ず確認して下さ
い。

！

平成30年9月時点

⑥ 3年間 ０～2分の１に軽減
【地方税】 固定資産税の特例

 生産性向上特別措置法による
固定資産税減免を受けられる。

「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に所在する
中小企業で、「経営革新等支援機関」による「先端設備等
導入計画」の事前認定を取得すること。

「経営力向上計画」を作成し担当省庁の計画認定を事前
取得すること。

！
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 中小企業等経営強化法による、法人税
減免の減免を受けられる。

法人税減免措置

【国税】 中小企業経営強化税制
即時償却又は取得価額の税額控除

即時償却 税額控除

購入初年度に
取得価額の

１００％償却
取得価額の７％

取得価額の１０％

又は

資本金3,000万円超～1億円以下

資本金3,000万円以下

⑦ ⑧

平成30年9月時点

特別償却３０%又は取得価格の７％税額控除
【国税】 中小企業投資促進税制

最新の情報、詳細につきましては、問合せ窓口に必ず確認して下さい。！

必要とされる書類
・工業会の証明書 ※1
・「経営力向上計画」の申請書・認定書 ※2

対象となる要件(⑦）
・一定期間内に販売されたモデル（中古品は対象外）
・前モデル比で生産性平均１％以上向上 ※１
・担当省庁より発行される「経営力向上計画」の事前認定 ※2
・１６０万以上(建設機械） ７０万円以上（ソフトウェア等）
３０万以上（測量機器等）

特別償却 税額控除又は
資本金3,000万円以下

資本金3,000万円超～1億円以下

取得価額の７％購入初年度に
取得価額の

３０％償却

購入初年度に

取得価額の３０％償却

特別償却

 中小企業投資促進税制では、法人税
減免の減免を受けられる。

対象外の業種があります。！

対象となる要件(⑧）
・１６０万以上(建設機械）
７０万以上（一定のソフトウェア 事業年度内の取得価額の合計７０万以上）
１２０万以上（測量機器等事業年度内の取得価額の合計120万以上）
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 IT活用促進資金

低利融資制度

ICT施工機器の購入・賃借
基準金利

⑨ ⑩

平成30年9月時点

基準金利、特別金利
各種環境対策型建設機械の購入

貸付対象はMC/MG機器やＴＳ／GNSS、TLS等の
ICT機器と取付改造費

 環境・エネルギー対策資金

・建設機械は含みません。
・賃貸業は対象外。！

新車で販売中のICT建機はオフロード法基準適合車で
す。低炭素型建設機械、燃費基準達成建設機械の認定
の有無はﾒｰｶ等に確認して下さい。！

貸付対象は各種環境対策型建設機械の購入費

中小企業事業(限度額7億2千万） 国民生活事業(限度額7千2百万）

基準金利 1.16%
特別利率① 0.76%
（5年超6年以内、平成30年 7月）

基準金利 2.06～2.55%
特別利率Ａ 1.66～2.15%
（担保不用の貸付、平成30年 7月）

標準的な利率のため詳
細は最新情報を制度紹
介HPや窓口に確認して
下さい。

！

○排出ガス対策型建設機械：基準金利

○オフロード法基準適合車：特別利率 ①※／Ａ
※基準適合表示が付されていない同等の諸元を有する
建設機械等からの買い替えに係る資金のみ特利①

○低炭素型及び燃費基準達成建設機械：特別利率
①／Ａ

貸付金額が４億円を超える場合は基準金利

44



区分 制度 対象 実施機関 問い合わせ先 ＨＰ

補助
金

①
ものづくり・商業・サービ
ス経営力向上支援事業

生産性向上に資する
投資計画

購入費
全国中小企業団
体中央会

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/18
0803mono.htm

https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_2koubo20
180803.html

②
省エネルギー型建設機
械導入補助事業（地球
温暖化対策）

低燃費型（３つ星以
上）のICT・ハイブリッ
ド・電気駆動の建機

購入費
（一財）製造科学
技術センター

http://www.eco-kenki.jp/

③
サービス等生産性向上
ＩＴ導入支援事業

ＩＴツールのソフト本体、
クラウドサービス、導
入教育費用他

購入費
サービスデザイン
推進協議会

https://www.it-hojo.jp/

https://www.it-
hojo.jp/h29/doc/pdf/h29_application_manual.pdf

人材
育成 ④

人材育成開発助成金
ICT土工をはじめとす
る特定訓練の経費や
賃金補填

研修費
賃金補
填

職業能力開発促
進センター等

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201704.pdf

補助金・税制・融資等支援一覧

45

平成30年9月時点



区分 制度 対象 実施機関 問い合わせ先 ＨＰ

税制
優遇

⑥ 生産性特別措置法

生産性が年平均３％
以上向上する建設機
械、情報化施工機器
等

固定資
産税

市町村

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/in
dex.html

⑤
中小企業等経営強化
法 生産性が年平均１％

以上向上する建設機
械、情報化施工機器
等

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/
180601zeiseikinyu.pdf

⑦
中小企業経営強化税
制 法人税、

所得税、
法人住
民税、事
業税

国（法人税、所得
税）、都道府県（法
人住民税、事業
税）、市町村（法人
住民税）⑧

中小企業投資促進税
制

建設機械、情報化施
工機器 等

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/ty
uusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm

低利
融資

⑨ IT活用促進基金
情報化施工機器の購
入・賃借

購入・賃
借

(株)日本政策金融
公庫

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m
_t.html

⑩
環境・エネルギー対策
資金

建設機械 購入
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kankyout
aisaku_t.html

補助金・税制・融資等支援一覧
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準天頂衛星
（みちびき）

主 桁

横 桁

検査路

横 構

【情報提供】 Society5.0におけるi‐Constructionの「深化」
○Society5.0においてi‐Constructionを「深化」させ、建設現場の生産性を2025年度までに2割向上を目指す
○平成30年度は、ICT施工の工種拡大、現場作業の効率化、施工時期の平準化に加えて、測量から設計、施工、維持管理に至る
建設プロセス全体を3次元データで繋ぎ、新技術、新工法、新材料の導入、利活用を加速化するとともに、国際標準化の動きと連携

機器活用による測量 2次元図面による設計

ドローン(レーザースキャナ)や
準天頂衛星システム(みちびき)を
活用し、効率化、高密度化した
面的な3次元測量

人手が必須な点検作業 労働力を主体とした施工

測量 設計

施工維持管理

3次元モデルによる可視化と
手戻り防止、4D(時間)、5D(コスト)
による施工計画の効率化

ICT施工の工種拡大、
3次元データに基づく施工、
デジタルデータ活用による
新技術の導入拡大等

ロボットやセンサーによる
管理状況のデジタルデータ化、
3次元点検データによる可視化

測量 設計

施工維持管理

建設生産プロセス全体を3次元データで繋ぐ

社会への実装
バーチャルシティによる
空間利活用

ロボット、AI技術の開発 自動運転に活用できる
デジタル基盤地図の作成

ドローン
GPS

3Dデータ
VR

自動化
ビックデータ

ロボット
AI

河川・堤防

トンネル

鉄道
空港

道路法面緑化

自動車専用道路

保存樹木

街路・街路樹

宅地

公園・緑地

タンク

駅・駅前広場

農業用水路

圃場整備

国際標準化の動きと連携

３次元設計データ等を通信
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基本タイプ 横タイプ

横長タイプ

http://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/i-con_consortium/rogo_document.html使用方法等：


