香川県 ICT 活用工事（舗装工）試行要領
（趣旨）
第１条 この要領は、香川県土木部の所管する工事における ICT 活用工事の試行に関し、必要な
事項を定めるものとする。
（ICT 活用工事）
第２条 ICT 活用工事とは、施工プロセスの全ての段階もしくは一部の段階において、次の１〜
５に示す ICT 施工技術を全面的に活用する工事である。
１

３次元起工測量
起工測量において、３次元測量データを取得するため、次の１）〜５）から選択（複数
可）して測量を行うものとする。
１）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
２）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
５）その他の３次元計測技術を用いた起工測量

２

３次元設計データ作成
１で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元出来形
管理を行うための３次元設計データを作成する。

３ ICT 建設機械による施工
２で作成した３次元設計データを用いて、次に示す技術（ICT 建設機械）を作業に応
じて選択して施工を実施する。
１）３次元マシンコントロール技術（モーターグレーダー）
２）３次元マシンコントロール技術（ブルドーザ）
４

３次元出来形管理等の施工管理
３による工事の施工管理において、次に示す技術により出来形管理を実施する。

・出来形管理
次の１）〜５）から選択（複数可）して、出来形管理を行うものとする。
１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術
２）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理技術
３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理技術
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術
５）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理技術
なお、表層（表層表面・基層表面）については、面管理を実施するものとし、表層（表
層表面・基層表面）以外については、面管理の他、トータルステーション等光波方式を
用いた、従来手法（出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目）での管理を実施し
てもよい。

出来形計測種別毎の計測箇所、管理方法、計測密度
計測種別

計測箇所

管理方法

計測密度
（起工測量時）
※面管理の場合

計測密度
（出来形計測時）
※面管理の場合

備考

TLS

全層

面管理

0.25 ㎡/1 点

0.01 ㎡/1 点

表層・起工
測量では必須

TS
（ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）

上層路盤面・
下層路盤面

面管理

0.25 ㎡/1 点

1 ㎡/1 点

５

３次元データの納品
４による３次元施工管理データを工事完成図書として電子納品する。

（対象工事及び対象工種）
第３条 ICT 活用工事（舗装工）は、原則として、下記の工種において、施工面積が概ね 2,000m2
以上の新設路盤工事を対象とし、工事内容や施工条件等を勘案し、発注者が選定するもの
とする。
（１）対象工種
１）舗装工、付帯道路工
・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
（２）適用対象外
従来施工において、国土交通省が定める土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規
格値（案）
）を適用しない工事は適用対象外とする。
（発注方式）
第４条 発注は、次の（１）
（２）のいずれかで実施し、入札公告に ICT 活用工事の対象であるこ
とを明示するとともに、特記仕様書（別紙１又は別紙２）を添付することとする。
（１）
「発注者指定型」ICT の活用を義務付ける工事（別紙１）
（２）
「施工者希望型」受注者の希望により ICT の活用が可能である工事（別紙２）
「その他の工事」
（１）
（２）により発注された工事以外においても、受注者が、契約後に ICT 施工技術の
活用を希望する場合、発注者は実施内容について検討し、その適否を判断する。
その結果、適用された場合は、ICT 活用工事として設定し、積算等については、施工者
希望型と同様の取扱いとする。
（工事費の積算）
第５条 発注者は、次により ICT 活用工事の工事費を積算するものとする。
（１）発注者指定型の工事を発注する場合は、別表１の「ICT 活用工事（舗装工）積算要
領」に基づき、工事発注時に必要な経費を計上する。

（２）施工者希望型の工事を発注する場合は、当初発注時は従来施工の積算基準を用いる
こととし、ICT に関する経費は計上しない。契約後に受発注者の協議により ICT を活
用した工事を行う場合は、別表１の「ICT 活用工事（舗装工）積算要領」に基づき、
変更契約時に必要な経費を計上する。
（３）第２条１の３次元起工測量経費及び２の３次元設計データ作成に要する経費につい
ては、受注者に見積りの提出を求め、その内容を精査のうえ、設計変更（共通仮設費
に積上げ計上）するものとする。
（４）第２条４の３次元出来形管理等の施工管理及び５の３次元データの納品について、
経費の補正を行う。ただし、港湾請負工事積算基準を適用する工事は、経費の補正を
行わないものとする。
（ICT 活用工事の実施手続）
第６条 受注者は ICT 活用工事を実施する場合、次の（１）
（２）により発注者と協議を行うもの
とする。
（１）
「発注者指定型」の場合
受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、別添「ICT 活用工事計画書」
（様式１）
を作成後、ICT 活用工事計画書に記載した内容について工事監督員と協議を行い、発
注者は ICT 活用工事との適合を確認するものとする。
（２）
「施工者希望型」の場合
受注者は、ICT の活用を希望する場合、契約後、施工計画書の提出までに、別添「ICT
活用工事計画書」
（様式１）を作成後、ICT 活用工事計画書に記載した内容について工
事監督員と協議を行い、発注者が認めた場合に ICT 活用工事を行うことが出来るもの
とする。
ただし、一部の段階において ICT 施工技術を活用する場合は、ICT 建設機械による
施工、３次元出来形管理等の施工管理のいずれかは、実施することとする。
（監督・検査）
第７条 ICT 活用工事を実施する場合の施工管理、監督及び検査については、別表１に示す基準
等を準用するものとする。
なお、工事監督員及び工事検査員は、第３条に示す工種について、原則、受注者に従来
手法による施工管理（二重管理）を求めないものとする。
（工事成績評定）
第８条 ICT 活用工事を実施した場合は、ICT 施工技術の活用状況に応じて、工事成績評定の創
意工夫の項目で評価する。
（その他）
第９条 この要領に定めのない事項については、必要に応じてその都度定める。
附

則 この要領は、平成３１年４月 1 日から施行する。

附

則（令和２年４月１日改訂）
この要領は、令和２年４月１日から施行する。

附

則（令和２年６月１日改訂）
この要領は、令和２年６月１日から施行する。

附

則（令和３年７月１日改訂）
この要領は、令和３年７月１日から施行する。

別表１ 準用する基準等
番号

基準名称

1

３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）

2

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）

3

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）−国土地理院

4

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）
（案）

5

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（舗装工事編）
（案）

6

地上移動体搭載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）

7

ICT 活用工事（舗装工）積算要領

（様式１）
ICT 活用工事計画書
工

事

名

受 注 者 名
ICT 技術を活用
する工事数量
当該工事において活用する技術について、
「採用番号」欄に該当プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を
記載する。また、プロセスの各段階において、現場条件により ICT による施工が適当でない箇所を除く施工範囲
の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
施工プロセスの段階

□

１ ３次元起工
測量

□

２ ３次元設計
データ作成

□

３ ICT 建設機
械による施工

種別・項目

□

□

空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
RTK−GNSS を用いた起工測量
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
その他の３次元計測技術を用いた起工測量
（
）
※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い

―
□

掘削工

□

盛土工

□

路体盛土工

□

路床盛土工

□

法面整形工

□

作業土工
（床掘）

□

路盤工

※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければなら
ない

１ ３次元マシンコントロール技術（ブルドーザ）
２ ３次元マシンコントロール技術（バックホウ）
３ ３次元マシンガイダンス技術（ブルドーザ）
４ ３次元マシンガイダンス技術（バックホウ）
５ ３次元マシンコントロール（モータグレーダ）技術
※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注者の協議によ
り決定する
※当該工事に含まれる、左記工種のいずれかで ICT 建設機械を活用すれば良
い

出来形

空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理技術
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術
トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理技術
トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理技術
ＲＴＫ−ＧＮＳＳを用いた出来形管理技術
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術
施工履歴データを用いた出来形管理技術（河床掘削）
その他の３次元計測技術を用いた出来形管理技術
（
）
※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い
※「１ ３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い

品質

１ TS・GNSS を用いた締固め回数管理技術
※土の締固作業が工事内容に含まれない場合は、本技術は本表の対象外とする
※現場条件等から、TS・GNSS による締固め回数管理技術の実施が適さない
と判断される場合は、従来手法（砂置換法､ＲＩ等）で管理することを認める

４ ３次元出来
形管理等の施工
管理

□

番号・技術名
１
２
３
４
５
６
７
８

―

□

採用
番号

１
２
３
４
５
６
７
８
９

５ ３次元デー
タの納品

―

注１）ICT 活用工事の詳細については、特記仕様書によるものとする。
注２）ICT 施工技術の活用に応じて加点評価の対象とする。

特記仕様書（別紙１）
ICT 活用工事（舗装工）
「発注者指定型」特記仕様書
１．ICT 活用工事（舗装工）
本工事は、
国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、
ICT の全面的活用を図るため、
起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び
関係書類について３次元データを活用する工事である。
２．定義
（１）i-Construction とは、ICT の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策
を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みで
ある。
（２）ICT 活用工事とは、施工プロセスの全ての段階において、次の①〜⑤に示す ICT 施工技
術を全面的に活用する工事である。
①

３次元起工測量

②

３次元設計データ作成

③ ICT 建設機械による施工
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

３．ICT 活用工事の実施手続
（１）受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、別添「ICT 活用工事計画書」
（様式１）を
作成後、ICT 活用工事計画書に記載した内容について工事監督員と協議を行い、発注者は
ICT 活用工事との適合を確認するものとする。
（２）原則、本工事の施工範囲の全てで適用することとし、具体的な工事内容及び対象範囲を
工事監督員と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載するも
のとする。
（３）ICT を用い、以下の施工を実施する。
①

３次元起工測量
起工測量において、３次元測量データを取得するため、次の１）〜５）から選択（複数

可）して測量を行うものとする。
１）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
２）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
５）その他の３次元計測技術を用いた起工測量
②

３次元設計データ作成
①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元出来形

管理を行うための３次元設計データを作成する。
③ ICT 建設機械による施工
②で作成した３次元設計データを用いて、下記に示す技術（ICT 建設機械）を作業に
応じて選択して施工を実施する。

１）３次元マシンコントロール技術（モーターグレーダー）
２）３次元マシンコントロール技術（ブルドーザ）
④

３次元出来形管理等の施工管理
③による工事の施工管理において、次の１）〜５）から選択（複数可）して出来形管

理を行うものとする。
１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術
２）トータルステーション等光波公式を用いた出来形管理技術
３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理技術
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術
５）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理技術
なお表層については、面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複
数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合は、
監督員との協議の上、１）〜５）を適用することなく、従来手法（出来形管理基準上で
当該基準に基づく管理項目）での出来形管理を行ってもよい。ただし、竣工検査直前の
工事竣工段階の地形について面管理に準じて出来形計測を行い、⑤によって納品するも
のとする。表層以外については、従来手法（出来形管理基準上で当該基準に基づく管理
項目）での管理を実施してもよい。
⑤

３次元データの納品
④による３次元施工管理データを工事完成図書として電子納品する。

（４）上記（３）①〜⑤の施工を実施するために使用する ICT 機器類は、受注者が調達するこ
と。また、施工に必要な ICT 活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用す
るアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に工事監督員と協議するも
のとする。
発注者は、３次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成した CAD デー
タを受注者に貸与する。また、ICT 活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等
において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。
（５）上記（３）①〜⑤で使用する ICT 機器に入力した３次元設計データを工事監督員に提出
すること。
（６）ICT 活用工事を実施する場合の施工管理、監督及び検査については、香川県 ICT 活用工
事（舗装工）試行要領の「別表１」に示す基準等を準用するものとする。
また、検査の実施にあたって必要となる機器類は、受注者がこれを準備するものとする。
（７）香川県 ICT 活用工事（舗装工）試行要領の「別表１ 準用する基準等」にある土木工事施
工管理基準及び規格値（案）に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量に
より形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
（８）受注者は、必要に応じて ICT 活用効果等に関する各種調査（施工合理化調査、アンケー
ト調査等）に協力するものとし、調査の実施及び調査票については別途指示するものとす
る。
（９）受注者は、発注者が本工事の工事現場で ICT 活用工事見学会等を実施する場合は、協力
するものとする。
（10）
（３）⑤の電子納品に当たり、国土交通省発行「工事完成図書の電子納品等要領」を準用
し作成した「ICON」フォルダのデータは、工事監督員の承諾を得て「OTHRS」フォルダ

に格納するものとする。
（11）本特記仕様書に疑義が生じた場合、または記載のない事項については、工事監督員と協
議するものとする。
４．ICT 活用工事の費用について
ICT に関する経費については、
「香川県 ICT 活用工事（舗装工）試行要領」に基づくもの
とする。
５．ICT 活用工事に関する相談窓口の設置について
受注者は、ICT 活用工事の実施にあたり香川県土木部技術企画課の相談窓口を活用する
ことができる。
（相談窓口：香川県土木部技術企画課積算・市町支援グループ 電話 087-832-3511）

特記仕様書（別紙２）
ICT 活用工事（舗装工）
「施工者希望型」特記仕様書
１．ICT 活用工事（舗装工）
本工事は、
国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、
ICT の全面的活用を図るため、
受注者からの協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完
成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用する ICT 活用工事の対象工
事である。なお、本工事は施工者希望型であり、罰則無く従来の施工方法によることができ
る。
２．定義
（１）i-Construction とは、ICT の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策
を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みで
ある。
（２）ICT 活用工事とは、施工プロセスの全ての段階もしくは一部の段階において、次の①〜
⑤に示す ICT 施工技術を全面的に活用する工事である。ただし、一部の段階において、ICT
施工技術を活用する場合は、③、④のいずれかは、実施することとする。
①

３次元起工測量

②

３次元設計データ作成

③ ICT 建設機械による施工
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

３．ICT 活用工事の実施手続
（１）受注者は、ICT の活用を希望する場合、契約後、施工計画書の提出までに、別添「ICT 活
用工事計画書」
（様式１）を作成後、ICT 活用工事計画書に記載した内容について工事監督
員と協議を行い、発注者が認めた場合に ICT 活用工事を行うことが出来るものとする。
（２）原則、本工事の施工範囲の全てで適用することとし、具体的な工事内容及び対象範囲を
工事監督員と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載するも
のとする。
（３）ICT を用い、以下の施工を実施する。
①

３次元起工測量
起工測量において、３次元測量データを取得するため、次の１）〜５）から選択（複数

可）して測量を行うものとする。
１）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
２）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
５）その他の３次元計測技術を用いた起工測量
②

３次元設計データ作成
①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元出来形

管理を行うための３次元設計データを作成する。

③ ICT 建設機械による施工
②で作成した３次元設計データを用いて、下記に示す技術（ICT 建設機械）を作業に
応じて選択して施工を実施する。
１）３次元マシンコントロール技術（モーターグレーダー）
２）３次元マシンコントロール技術（ブルドーザ）
④

３次元出来形管理等の施工管理
③による工事の施工管理において、次の１）〜５）から選択（複数可）して出来形管理

を行うものとする。
・出来形管理
１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術
２）トータルステーション等光波公式を用いた出来形管理技術
３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理技術
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術
５）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理技術
なお表層については、面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが
複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場
合は、監督員との協議の上、１）〜５）を適用することなく、従来手法（出来形管理基
準上で当該基準に基づく管理項目）での出来形管理を行ってもよい。ただし、竣工検
査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じて出来形計測を行い、⑤によって
納品するものとする。表層以外については、従来手法（出来形管理基準上で当該基準
に基づく管理項目）での管理を実施してもよい。
⑤

３次元データの納品
④による３次元施工管理データを工事完成図書として電子納品する。

（４）上記（３）①〜⑤の施工を実施するために使用する ICT 機器類は、受注者が調達するこ
と。また、施工に必要な ICT 活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用す
るアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に工事監督員と協議するも
のとする。
発注者は、３次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成した CAD デー
タを受注者に貸与する。また、ICT 活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等
において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。
（５）上記（３）①〜⑤で使用する ICT 機器に入力した３次元設計データを工事監督員に提出
すること。
（６）ICT 活用工事を実施する場合の施工管理、監督及び検査については、香川県 ICT 活用工
事（舗装工）試行要領の「別表１」に示す基準等を準用するものとする。
また、検査の実施にあたって必要となる機器類は、受注者がこれを準備するものとする。
（７）香川県 ICT 活用工事（舗装工）試行要領の「別表１」にある土木工事施工管理基準及び
規格値（案）に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測
できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
（８）受注者は、ICT 活用工事の実施の有無に関わらず、各種調査（施工合理化調査、アンケ
ート調査等）に協力するものとし、調査の実施及び調査票については別途指示するものと
する。

（９）受注者は、発注者が本工事の工事現場で ICT 活用工事見学会等を実施する場合は、協力
するものとする。
（10）
（３）⑤の電子納品に当たり、国土交通省発行「工事完成図書の電子納品等要領」を準用
し作成した「ICON」フォルダのデータは、工事監督員の承諾を得て「OTHRS」フォルダ
に格納するものとする。
（11）本特記仕様書に疑義が生じた場合、または記載のない事項については、工事監督員と協
議するものとする。
４．ICT 活用工事の費用について
ICT に関する経費については、
「香川県 ICT 活用工事（舗装工）試行要領」に基づき計上
することとする。
５．ICT 活用工事に関する相談窓口の設置について
受注者は、ICT 活用工事の実施にあたり香川県土木部技術企画課の相談窓口を活用する
ことができる。
（相談窓口：香川県土木部技術企画課積算・市町支援グループ 電話 087-832-3511）

