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ICT活用工事事例集

令和２年1月

岩手県県土整備部



●所定の転圧回数を管理する為、自動追尾型ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝと無線接続された転

圧ｼｽﾃﾑを活用することにより、ﾘｱﾙﾀｲﾑに転圧回数を把握でき、且つ、転圧不足

箇所の解消に役立てることができた。また、転圧回数をｵﾍﾟﾚｰﾀｰがｼｽﾃﾑ画面で

常に確認できる為、職員が不要になり人員削減にもなる。

締固め後の施工基面

特筆すべき点

自動追尾型の転圧ｼｽﾃﾑ
を搭載した締固め機械

ＩＣＴ施工と従来工法との比較

計 ６４日短縮 （２０５日⇒１４１日） 計 １４７人・日短縮 （２９５人・日⇒１４８人・日）

転圧ｼｽﾃﾑ画面
（転圧回数分布図）

工期 H30.4.28～R1.6.28 取組概要

工事内容
（主要工種）

砂防土工 2,190m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 8,117m3
地盤改良工 1,200m3

・岩手山の噴火対策や土石流を防止するために火山砂防えん
堤を整備しており、主堰堤内部材施工時に転圧システムを活用
した転圧管理を実施した。
・転圧システムに活用することにより、リアルタイム管理の実現、
転圧不足解消、工期短縮、人員削減につながった。
・重要構造物であり品質管理が重点となるが、従来の点管理で
はなく、ICTによる面管理であればムラ無く全面管理ができ有効
である。

発注者
盛岡広域振興局土木部
岩手土木センター

受注者
（株）中村建設
岩手県岩手郡雫石町
下曽根田69

岩手県

八幡平市平笠地内

平の沢地区火山砂防えん堤(その４)工事



●本工事でのICT施工を契機に以後の別工事においてもICT技術を活用。（その7工事、その8工事、

その9工事で活用中、その10工事も活用予定）

●本工事ではICT施工は掘削工のみであったが、別工事においては、法面整形、盛土工においても

ICT施工を実施している。

●本工事では、3D測量、3D設計を外注（設計コンサルタント）していたが、現在は、自社で3D測量機

器（レーザースキャナー）及び3D設計ソフトを購入し、測量から設計施工までのICT施工プロセスを内

製化するため、若手中心のチームを立ち上げ活動しており、ICT施工への取組みが非常に積極的で

あり、普及促進に大きく貢献している。

会社としてのICT施工への取組み

岩手県㈱水清建設
一級河川岩崎川筋北矢幅地区河川改修（その6）工事

ICT現場見学会の様子（全景） ICT現場見学会の様子（重機体験）

ICT現場見学会の様子（3D設計説明） 自社機器による3D測量
実施状況（他工事）

ICT現場見学会の開催
管内の発注機関（県、市町村）及び建設業界を対象とした見学会を開催。約70名の

参加者があり、ICT施工の取組み紹介や建設工事へのICT技術の有効性等をアピー
ルし、普及促進に大きく貢献。



・正確な掘削位置・深度の確認がリアルタイムで分かり記録が残る

・施工日数の短縮

・施工中の出来形管理（掘削位置・深度確認）の人員が不要

出来形図
（掘削位置・深度マッピング）

特筆すべき点

河道掘削 ３次元データ化

ＩＣＴ土工と従来工法との比較

施工日数 （１００日⇒６９日） ３１日短縮 施工管理人員（２００人⇒０人）

河道掘削状況

（単位：日） （単位：人・日）

工期 H29.7.8～H30.9.1 取組概要

工事内容
（主要工種）

ＲＣ橋脚工：２基
ﾆｭﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工：２基
河道掘削工：8300m3 他

本工事に伴い発生する河川の河積阻害による施工時
水位の堰上げを補うための河道掘削について、設計図
書の2次元の横断図を３Ｄ化し、ICT技術を活用した
GNSSマシンガイダンス3Dバックホウを使用して施工を
行ったものである。

発注者
県土整備部道路建設課
（盛岡広域振興局土木部）

受注者
ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石㈱・㈱平野組
特定共同企業体

一般県道大ケ生徳田線

（仮称）徳田橋下部工（その１）工事
岩手県



ICT現場見学会の実施

特筆すべき点

工期 H30.3.2～H31.3.7 取組概要

工事内容
（主要工種）

施工延長 520ｍ
掘削工 44,560m3
舗装工 4,580m2 一般国道396号上宮守地区における線形・縦断改良

であり、現道交通を一時時切替え、現道を4m掘下げ舗
装工事を行い、再度、交通切替を行う道路改築舗装工
事である。

発注者
県南広域振興局土木部
遠野土木センター

受注者
（株）かばら
岩手県遠野市宮守町
上宮守14-93-11

岩手県
一般国道396号

上宮守地区道路改築舗装（その1）工事

現道切替箇所

現道切替箇所でのICT掘削

3次元設計データ

・社内ＰＣ環境の整備とＩＣＴ建機を増設し、会社全体でＩＣＴに取り組んでいる。
・ＩＣＴ活用により大幅な工期短縮を図り、積雪期前に舗装を完了させ供用開始を行った。
（契約工期：Ｈ30.3.2～Ｈ31.3.7 ⇒ 積雪期前（Ｈ30.12月）に現場完了した。

・ＩＣＴ機械作業時は補助作業員の近接作業が少なく、労務災害０で工事が完了できた。

・丁張設置が不要なため、現道切替箇所で障害物が少なく、通行の安全確保に有利であっ
た。

3DMGバックホウによる掘削状況

狭小箇所での重機・作業員の作業分離



〇 重機メーカーやUAV測量会社などと協力して現場見学会を開催し、ICT施工の有効性をPRし、普及促進

に貢献。測量、施工計画、施工、検査の一連の工程において、情報化施工に関する技術・知識を現場スタッ

フで共有出来た。

ICT現場見学会の実施

特筆すべき点

UAVによる起工測量

ＩＣＴ土工と従来工法との比較

計 45日短縮 （115日⇒70日） 計 190人・日短縮 （290人・日⇒190人・日）

3DMGバックホウによる堤防法面整形

工期 Ｈ30.5.12～Ｈ31.3.15 取組概要

工事内容
（主要工種）

築堤盛土ＩＣＴ 14,500ｍ3
法面整形ＩＣＴ 4,780m2

施工前：UAVを使用した起工測量を行い、3次元設
計データを作成。
施工時：3次元設計データを搭載したGNNSを用いた
マシンガイダンスで築堤
盛土工及び法面整形工のICT施工を実施。

施工後：UAVによる出来形計測にて出来形管理を実
施。

発注者
県南広域振興局土木部
一関土木センター

受注者
（株）スガノ建設
岩手県一関市萩荘字袋田136-1

岩手県

一級河川上油田川

大曲地区 築堤工事

MGﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる堤防の敷均し



●路盤整正の手元作業員が不要となり、人員削減、安全性向上が図られた。

●面管理とすることにより、作業量軽減、正確性の向上が図られた。

ICT現場見学会の実施

特筆すべき点

TLSによる起工測量

ＩＣＴ路盤工と従来工法との比較

計 ５３人・日短縮 （７７人・日⇒２４人・日）

3DMCグレーダによる路盤工

（単位：人・日）

工期 H30.4.26～H31.3.29 取組概要

工事内容
（主要工種）

土工 6,700m3
路盤工 12,700m2

・岩手県で初となるICT舗装工に取り組んだ。
（同時期に隣接工区でもICT舗装工を実施）

・建設業界へi-Constructionを浸透させるため、同業者
向けの見学会を開催した。隣県（宮城県）からの現場見
学会も受け入れた。
・建設工事における新3Kへの取り組みを広報するため、
インターンシップの学生にもICTの見学会を開催した。

発注者
県南広域振興局土木部
花巻土木センター

受注者
（株）照甲組
岩手県花巻市桜木町
１丁目417

岩手県
主要地方道花巻北上線

島地区道路改良舗装（その１）工事

9

56

12
2

20

2
0

20

40

60

80

起工測量 施工 出来形管理

作業人員の比較

従来工法 ICT施工



296

185

0

50

100

150

200

250

300

350

施工

作業人員の比較

従来工

法

ICT施工

●MCブルドーザを自社所有しており、工程調整や経費面でも効率的だった。

●出来形管理資料（結果表、写真）の作成労力がかなり軽減された。

●施工精度の向上、安全性の向上が図られた。

ICT現場見学会の実施

特筆すべき点

TLSによる出来形測量

ＩＣＴ施工と従来工法との比較

計 １１１人・日短縮 （２９６人・日⇒１８５人・日）

3DMCブルドーザによる路盤敷均し

（単位：人・日）

工期 H30.4.25～H31.3.29 取組概要

工事内容
（主要工種）

土工 3,300m3
路盤工 11,600m2 岩手県で初となるICT舗装工に取り組んだ。

（同時期に隣接工区でもICT舗装工を実施）
公共工事発注者へのi-Constructionを浸透させるため、
県・市町村職員向けの見学会を開催した。
自社所有の建機、測器を活用し効率的に施工ができた。

発注者
県南広域振興局土木部
花巻土木センター

受注者
（株）伊藤組
岩手県花巻市山の神
797番地1

岩手県
主要地方道花巻北上線

島地区道路改良舗装（その２）工事
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●点群データを用いることにより、当初予定していた起工測量、MGMC、転圧管

理、出来形だけではなく、現況確認、進捗率の確認、硬岩掘削に伴う掘削位置

の確認等実施段階において多種にわたる活用が可能なため、総合的に見て施

工性、安全性、コスト削減の向上へと繋がった。

GNSS方式による締固め管理

特筆すべき点

UAVによる施工前の
空中写真測量

ＩＣＴ土工と従来工法との比較

計 131人・日短縮 （145人・日⇒14人・日） 計 55日短縮 （275日⇒220日）

3DMGバックホウによる法面整形

（単位：人） （単位：日）

工期 H29.3.22～H30.9.6 取組概要

工事内容
（主要工種）

土工 86,000m3
植生工 5,170m2
管渠工 55m

・測量から施工、出来形管理までを一貫しICT施工で行
うことにより施工性の向上に取り組んだ。
・また、法面整形における目視での確認作業は随時切
肩部にて行うため、転落災害が懸念されていたが、ICT
施工することにより、目視確認は 終確認だけとなり、
リスクの低減、安全性の向上につながった。

発注者
沿岸広域振興局土木部
大船渡土木センター

受注者

EC南部コーポレーション
（株）
岩手県奥州市水沢区佐倉
河字慶徳71

主要地方道大船渡広田陸前高田線
船河原地区道路改良その1工事

岩手県



● 離発着や飛行ルート設定を自動化し、ドローンを自動運行させることで、日々

の進捗管理を行い、今まで出来高払いの際に必要となっていた元請けと下請け

での実績数量の確認が不要となり、効率化された。

高校生インターンシップ

特筆すべき点

UAVによる施工前の
空中写真測量

ＩＣＴ土工と従来工法との比較

計 ３２日短縮 （４６日⇒１４日） 計 １０１人・日短縮 （１２７人・日⇒２６人・日）

ICTバックホウによる法面整形

（単位：日） （単位：人・日）

工期 H29.9.12～H31.3.29 取組概要

工事内容
（主要工種）

掘削工 96,900m3
盛土工 57,210m3
地盤改良工 2,780m3
補強土壁工 1,549m2 ・ UAVによる起工測量

・ ３DMCバックホウによる施工
・ ３Dスキャナによる出来形管理
・ 地元高校生インターンシップ

発注者
沿岸広域振興局土木部
宮古土木センター

受注者
株式会社 タカヤ
岩手県盛岡市本宮5-5-5

岩手県

一般国道106号

宮古西道路松山地区道路改良その２工事


