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 情報化施工技術の一般化・実用化の推進   

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 



情報化施工技術推進の対応方針 

■ 実用化の優先順位の高い「トータルステーションによる出来形管理技術」及び「マシンコントロール（モータグ 実用化の優先順位の高 ト タル テ ション よる出来形管理技術」及び シン ント ル（ タグ
  レーダ）技術」については、平成２５年度一般化に向けて普及の推進を図る。 
 

１．一般化・実用化に向けた情報化施工技術 
 
■ 工事目的物の品質確保、施工の省力化によるコスト縮減等の効果の期待が高く、すでに技術的に確立した二つの情報化施工技術については、 
  平成２４年度までの具体的な戦略を立案し、平成２５年度一般化に向けて推進を図る。 
    また、実用化に向けて検討している技術については、実用化への対応、検討を進める。   【実用化に向けて検討している技術】  
 

（施工管理において活用される技術）
  【平成２５年度一般化の推進を図る技術】                                        

（施工において活用される技術） 

・マシンコントロール（モータグレーダ）技術 

（施工管理において活用される技術） 
 ・TSによる出来形管理技術 

（施工管理において活用される技術）

 ・TS/GNSSによる締固め管理技術 

（施工において活用される技術） 

 ・マシンコントロール/マシンガイダンス（ブルドーザ）技術 

・ マシンガイダンス（バックホウ）技術

２．一般化・実用化の推進にあたっての具体的な措置 
 

マシンガイダンス（バックホウ）技術

   
 ① 技術を導入するための初期投資及び施工するために必要な初期設定費用の計上 
   → 普及段階におけるレンタル費用及び初期設定費用の計上や発注者対応の実施。 
 ② 入札契約時及び工事成績評定での措置 
   → 情報化施工技術活用に対する総合評価落札方式における加点措置、及び請負工事成績評定における加点措置の実施。 

③ 技術を円滑に導入するための環境整備 ③ 技術を円滑に導入するための環境整備
   → 初期設定の効率化、施工管理する上での管理基準や要領の策定、及び税制・融資制度の要求と活用の周知 。    

■情報化施工技術毎のポイントに留意し 平成２５年度一般化及び早期実用化を図る施策を立案し実施する■情報化施工技術毎のポイントに留意し、平成２５年度 般化及び早期実用化を図る施策を立案し実施する。 



普及推進を図る情報化施工技術 

■ 施工管理において活用する技術                       （赤字は一般化を図る技術） 
  【TSによる出来形管理技術】／【TS/GNSSによる締固め管理技術】 

技 術 TSによる出来形管理 TS/GNSSによる締固め管理 

出来形管理は情報化出来形管理は情報化
施工の基幹技術 

TS出来形管理は「監督
検査要領」を策定済 
 
TS出来形管理を優先し
て普及促進

試験施工実施件数※ 64件 65件 

ﾚﾝﾀﾙ可能台数※※ 250台程度 200台程度 

■ 施工において活用する技術 
  【マシンコントロール(MC）/マシンガイダンス(MG)技術】 

機 種 モータグレーダ ブルドーザ バックホウ機 種 モータグレーダ ブルドーザ バックホウ

MCグレーダは施工者

自らが採用し、導入現場
数が増加している 

自社保有化も進みつつ
ある 
MCグレーダを優先して
普及促進 

試験施工実施件数※ 29件 18件 11件試験施工実施件数 29件 18件 11件

ﾚﾝﾀﾙ可能台数※※ 50台程度 100台程度 200台程度 

※試験施工実施件数は、直轄工事におけるH21年度の件数 ※※レンタル可能台数は、レンタル・リース業者数社へのヒアリング結果 



トータルステーションによる出来形管理技術の普及推進 
１．一般化の目標 

 ■ ＴＳによる出来形管理技術については、平成２５年度より全ての土工工事（河川・道路）において一般化。 

２．一般化に向けた普及推進 
実用化（普及段階） 一般化

（目標としている件数は、実績及びH19～H21の工事件数からの目標であり、工事の発注件数等により増減する。） 

普及推進に向けた取り組み 
実用化（普及段階） 般化 

H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ 

１．発注者指定型による普及の推進 
① 目標件数の指定と実施 

 
64件（実績） 

 
150～200件 

 
300～400件 

 
700～800件 

 
土工工事全て 
（河川 道路）

② 技術導入などのための費用の計上 
③ 成績評定における加点の実施 

（河川・道路） 

２．施工者提案型拡大のための措置 
① 総合評価における優遇措置

Ｈ２１．４より加点措置（情報化施工技術の活用に対して加点） 

新しい機能実施のための費用・調査費などの計上 

情報化施工技術活用を評価項目に設定して加点① 総合評価における優遇措置 
② 成績評定における加点の実施 

３．普及推進のための環境づくり 
① 監督・検査要領の活用 

H２１．４より加点措置（情報化施工技術の活用に対して加点） 

情報化施工技術活用を評価項目に設定して加点

TSの要領を策定しH２２．４より運用 

土工工事（河川・道路） 
ランク別シェア

Ｄ 一般化に向けた 
普 ジ

② 発注者による情報化施工データ作成 

③ 税制・融資の活用 

三次元データの作成など 

税制・融資の要求と活用の周知 

1,500 
ランク別シェア

（平成19年度実績） 

Ｃ 

普及イメージ

139件 

Ｃランク 
0.6～3.0億円未満 

1156件 203件 

Ｄランク 
0.6億円未満 

Ｂランク 
3.0～7.2億円未満 

1,000 

500

Ｂ 
Ａ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５～ 

Ａランク(7.2億円以上）   ４７件 

64件 
250台 

一般化のために、シェアの高いＣランクの
工事を中心に普及させる各施策を展開。 

500



マシンコントロール（モータグレーダ）技術の普及推進 
１．一般化の目標 

■ マシンコントロール（モータグレーダ）技術については、平成25年度より舗装工事（Ａランク工事は全て、 Bランク 
 工事については5,000m2以上の路盤工を含む工事）において一般化。 

２．一般化に向けた普及推進 （目標としている件数は、実績及びH19～H21の工事件数からの目標であり、工事の発注件数等により増減する。） 

普及推進に向けた取り組み 
実用化（普及段階） 一般化 

H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ 

１．発注者指定型による普及の推進 
  ① 目標件数の指定と実施 
② 技術導入などのための費用の計上

 
    

情報化施工技術活用のため導入費用などの計上

29件(実績) 約100件 60～80件 30～40件 Aランクの舗装 
工事全てで実施  ② 技術導入などのための費用の計上 

  ③ 成績評定における加点の実施 

２．施工者提案型拡大のための措置 
  ① 総合評価における優遇措置 
② 成績評定における加点の実施

Ｈ２１．４より加点措置（情報化施工技術の活用に対して加点） 
情報化施工技術活用のため導入費用などの計上

H２１．４より加点措置（情報化施工技術の活用に対して加点）

情報化施工技術活用を評価項目に設定して加点 

工事全てで実施 
（＋路盤工の規 
模の大きいBラ 
ンク） 

舗装 事 別
一般化に向けた普及イメージ

  ② 成績評定における加点の実施 

３．普及推進のための環境づくり 
  ① 発注者による情報化施工データの作成 
  ② 税制・融資の活用 

措 情報 技

三次元データの作成など 
税制・融資の要求と活用の周知 

舗装工事のランク別シェア 
（19年度実績） 

 （）書きは5000m2以上の工事 

般化に向けた普及イメ ジ

160

200 

240

一般化のために、Aランクの舗装 

212件 155件 
（31件） 43件 120 

80 

160

工事を中心にＭＣ技術を普及 
させる各施策を展開 

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５～ 

約50台 

29件 

40 

0 



技 術 総合評価落札方式における評価 請負工事成績評定における評価 

情報化施工技術活用のインセンティブの付与について 

類似の評価として
新技術（NETIS） 

活用の場合 

・評価項目における｢企業の施工能力｣において、有用な新技術の 

 活用を設定した場合、有用な新技術を当該工事に適用することと 

 した場合に加点。 

  （但し、有用な新技術の活用は、選択項目のため設定が必要。） 

【主任技術評価官により考査項目・創意工夫において評価】 

・創意工夫における｢新技術活用｣において下記に該当した場合に加点(最大４点) 

 □ NETIS登録技術のうち、試行技術を活用し、活用効果調査票を提出している。（2点） 

 □ NETIS登録技術のうち、活用した試行技術が｢少実績優良技術｣である場合又は発 

注者による活用効果調査結果の総合評価点が120点以上であった場合。（2点）   注者による活用効果調査結果の総合評価点が120点以上であった場合。（2点）  

 □ NETIS登録技術のうち、｢少実績優良技術｣を除く｢有用とされる技術｣を活用し、活用 

    効果調査表を提出している。（4点）  

 □ NETIS登録技術のうち、試行技術及び｢有用とされる技術｣以外の新技術を活用した 

    結果、発注者による活用効果調査結果の総合評価点が120点以上の場合。（4点） 

【参考】 ｢新技術活用｣で加点された点数の評定点における点数（１００点満点）     【参考】 ｢新技術活用｣で加点された点数の評定点における点数（１００点満点） 

           ・4点加点された場合：4点×0.4＝1.6点 

           ・2点加点された場合：2点×0.4＝0.8点 

情報化施工技術 
(発注者指定型)

・発注者指定型工事においては、情報化施工技術の
活用を技術提案の指定テ マとして積極的に設定

 【主任技術評価官により考査項目・創意工夫において評価】 

ケース１：情報化施工技術が新技術（NETIS）に登録されている場合(最大６点)(発注者指定型) 活用を技術提案の指定テーマとして積極的に設定
する。 

 ケ ス１：情報化施工技術が新技術（NETIS）に登録されている場合(最大６点)  

  ・創意工夫における｢新技術活用｣による加点(最大4点) ：評価は新技術と同じ 

  ・創意工夫における｢施工｣による加点(2点)：評価は下記に該当した場合に加点 

    □ ICT（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事。（2点）  

  

ケ 情報化施 技術が新技術（ ） 登録され な 場合(最大 点)

情報化施工技術 
(施工者希望型)

・平成２５年度に一般化する情報化施工技術が活用される工事につ 
いては 情報化施工技術の活用を評価する このため 発注者指定  ケース２：情報化施工技術が新技術（NETIS）に登録されていない場合(最大２点)   

  ・創意工夫における｢施工｣による加点(2点)：評価は登録されている場合と同じ  

     

      【参考】 情報化施工技術の活用で加点された点数の評定点における点数  

        ・6点加点された場合：6点×0.4＝2.4点                   （１００点満点） 

(施工者希望型)  いては、情報化施工技術の活用を評価する。このため、発注者指定

型工事を除く情報化施工技術の活用が想定される全ての工事におい
て、情報化施工技術の活用を評価項目として必ず設定する。 
 
・平成２５年度に一般化する情報化施工技術以外の技術が活用され 

る工事については、現状において技術そのものの普及率が極端に

         ・4点加点された場合：4点×0.4＝1.6点 

         ・2点加点された場合：2点×0.4＝0.8点 

  

事 、現 技術そ 普 率 極端
低いことや、機器・システムの調達などの導入環境が整っていないこ
とから、標準的な施工と比較して割高となるオーバースペックの恐れ
があるため、情報化施工技術の活用を評価項目として設定しない。 
ただし、技術の普及状況、機器・システム調達などの導入環境が整い、
評価項目として設定することに問題がなくなった場合は、本省より別
途連絡する途連絡する。 



情報化施工用設計データの流通環境整備ロードマップ（案） 

■ 従来の設計データの扱い 
詳細設計（コンサルタント）成果 

（発注者より貸与） 施工業者による作業 情報化施工の実施 

図面から読み取り、データ手入力 

情報化施工
実施工事 

ＴＳ出来形管理 

シン ント ル

データ形式 2次元ＣＡＤ図面 （印刷した紙の情報からデータ入力） 

マシンコントロール
マシンガイダンス 

■ 22年度から実施するデータ流通環境・・・設計から施工へのデータ流通を実現

詳細設計（コンサルタント）成果（発注者より貸与） 情報化施工の実施 

情報化施工 
実施工事 

データ形式 2次元ＣＡＤ図面 発注者で情報化施工用データ（３次元
データ）に変換し、施工業者に貸与 

ＴＳ出来形管理 
マシンコントロール 
マシンガイダンス 

【発注者による情報化施工用データの作成について】
① 情報化施工技術の活用が見込まれる工事の詳細設計等の業務においては、２次元ＣＡＤ図面を変換した情報化施工用データ（３次元データ）を成果品とする。 
  実施中の業務で情報化施工用データ（３次元データ） が必要な場合、変更で対応し成果品とする。 
② 既に業務が完了し情報化施工用データ（３次元データ） が必要な場合、発注者の負担により２次元ＣＡＤ図面を変換し情報化施工用データ（３次元データ）を作 
  成する。 



機械・機器調達に関する支援制度（税制） 

税 制 中小建設業者に対する建設機械等の取得の際の税制優遇措置税 制 中小建設業者に対する建設機械等の取得の際の税制優遇措置

中小企業投資促進税制 中小企業等基盤強化税制 
対象者 青色申告書を提出する中小企業者 青色申告書を提出する中小企業者対象者 青色申告書を提出する中小企業者

（ほぼ、全業種対象） 
（ただし、物品賃貸業（リース・レンタル業は対象外） 

青色申告書を提出する中小企業者
（卸・小売・サービス業が対象） 
※建設業者は、「中小企業新事業活動促進法」に基づく
「経営革新計画」の承認を受けた場合のみ対象 

内 容 機械及び装置（取得価格160万円以上）を取得し 当該「経営革新計画」に従って機械及び装置（取内 容 機械及び装置（取得価格160万円以上）を取得し
た場合 

当該「経営革新計画」に従って機械及び装置（取
得価格280万円以上）を取得した場合 

措 置 初年度所得価格の30%の特別償却または7%の
税額控除 
（7%の税額控除は資本金3千万円以下の法人のみ）

初年度所得価格の30%の特別償却または7%の
税額控除 

（7%の税額控除は資本金3千万円以下の法人のみ）

期 間 平成24年3月31日まで 平成23年3月31日まで 

《試算例》 特別償却前の課税所得金額：800万円、機械取得価格：1000万円の場合《試算例》 特 償 前 課税所得 額 、機械 得価格 場

項 目 特別償却有り 特別償却無し 効  果 

①特別償却前 
  課税所得 800万円 800万円 － 

項 目 特別償却有り 特別償却無し 効  果 

①課税所得 800万円 800万円 － 

②法人税額 144万円 144万円

【特別償却制度】 【税額控除制度】 

②特別償却額 300万円 0 300万円 

③課税所得 
   （①－②） 500万円 800万円 ▲300万円 

④法人税額 
（③×18%）

90万円 144万円 ▲54万円 

②法人税額
 （①×18%） 144万円 144万円 － 

③税額控除額 29万円 － 29万円 

④納付税額 
  （②－③） 115万円 144万円 ▲29万円 

 （③×18%） 

当該年度の法人税が 54万円少なくなる 当該年度の法人税が 29万円少なくなる 
※将来の減価償却費の先取りであり、設備の耐用年数期間中の償却費 
の合計は同じとなる。このため、翌期以降の償却費は少なくなる。 



１．トータルステーションによる出来形管理技術

情報化施工技術導入における積算の考え方 

段階
 

項目

情報化施工技術を 
導入しない場合 

情報化施工技術を導入する場合 

実用化普及段階 
（Ｈ２２ Ｈ２４）

一般化項目 （Ｈ２２～Ｈ２４）

出来形管理費用 通常の技術管理費 通常の技術管理費 情報化施工による効果が 
反映された積算 

情報化施工技術を
活用するための経費 － 調査費 － 

２ マシンコントロ ル（モ タグレ ダ）技術

段階 
 

項目

情報化施工技術を 
導入しない場合

情報化施工技術を導入する場合 

実用化普及段階
般化

２．マシンコントロール（モータグレーダ）技術

項目 導入しない場合 実用化普及段階
（Ｈ２２～Ｈ２４） 

一般化

施工費 従来工法による 
標準積算 

施工効率化による施工費低減 
（ｸﾞﾚｰﾀﾞの効率向上） 

施工効率化による施工費低減 
（ｸﾞﾚｰﾀﾞの効率向上） 

情報化施工技術を 
活用するための経費 － 

情報化施工機器 
ﾚﾝﾀﾙ費用計上 

＋ 
調査費

情報化施工機器 
損料計上 

調査費

工事費比較※ 1.0 1.0 0.9 
※工事費比較は、舗装工10,000㎡の路盤工の直接工事費（材料費除く）の情報化施工技術を導入しない場合を1.0とした場合の工事費比率 


