
CTI Engineering Co., Ltd.  
         

一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善し、建設現場に係わる人の賃金の水準の向上を

図り、魅力のある建設現場へ変革するため、「 ICT技術の全面的な活用」や「規格の標準化」、「施

工時期の平準化」を柱とした i-Constructionの推進が国土交通省を中心に進められています。 

当社は情報化施工の普及・促進や現場実態調査等の支援を実施しており、これら業務経験を生かし、

ICT技術の導入計画の提案や現場実態調査、監督・検査の効率化等を支援します。 

i-Constructionとは？ 

IICCTT技技術術をを活活用用ししたた ii--CCoonnssttrruuccttiioonnのの推推進進  
～～   生生産産性性のの向向上上とと魅魅力力ああるる建建設設現現場場へへのの変変革革   ～～   

i-Construction 
の推進 

 

 

 

 

① ＩＣＴ技術の全面的な活用 （土工の例） 

 

 

 

 

② 規格の標準化 （コンクリート工の例） 

従来の方法  

これまでの情報化施工
の部分的試行  

i-Construct ion 

測  量  
設計・  

施工計画  
施  工  検  査  

３次元  
データ作成  

測  量  
設計・  

施工計画  
検  査  

書類  
作成  

    

測量の実施  
設計図から  

施工土量を算出  
設計図に合わせ
て丁張り設置  

丁張りに合わせ
て施工  

検束と施工を繰
り返して整形  書類による検査  

MC/MG施工  

・重機の日当たり

施工量約1.5倍  
・作業員  約1/3 

施  工  

３次元データ
の契約図書化  

３次元計測・  
データ修正  

３次元  
出来形管理  

数量算出
（３次元）  

３次元モデ
ルでの検査  

3次元データの契約図書化  ドローン等による計測（基準化）  ３次元出来形管理基準  ３次元モデルによる検査基準  

i-Construct ionの  
内容（イメージ）  

③ 施工時期の平準化 

現場打ちの効率化  

プレキャストの進化  

■平準化による効果  
＜労働者の処遇改善＞  
・年間を通じた安定収入、休暇の取得のし易さ  
＜企業の経営環境改善＞  
・ピーク時の機械保有が不要となり維持コストが軽減  

注）国土交通省の i-Construct ion 検討委員会

（ ICT 導入協議会）の資料を参考に作成  

「 i-Construction」は、国土交通省が平成28年度に打ち出した取り組みであり、 
 ① ICT技術の全面的な活用（平成29年度からＩＣＴ舗装工・浚渫工にも対象を拡大）、 
 ②規格の標準化、③施工時期の標準化 を柱としています。 
 



  

業務 

実績 

お 問 い 合 わ せ 先 及 び 技 術 担 当  

技 術 提 案  

■ お問い合わせ先： 東京本社 営業部 

 〒103-8430 東京都中央区日本橋浜町3-21-1（日本橋浜町Fタワー)  

 TEL：03（5695）0240  FAX：03（5695）1881  

 

■ 技術担当： 東京本社 マネジメント技術部 

  

http://www.ctie.co.jp/ 

2020.05 

 

 

当社は、組織全体に亘っ

てＩＣＴ技術を導入する

ための基本方針の策定等

の支援を行います。 

例えば、導入可能なＩＣ

Ｔ技術の市場調査と適用

可能性検討（技術の信頼

性や導入コストの比較

等）、ＩＣＴ技術の現場

検証・効果の確認、課題

解決に向けた改善提案等

を行います。 

ＩＣＴ技術を導入するための基本方針の策定 
 

 

当社は、ＩＣＴ技術を用いた試行業務等を通じ

て、特定課題に応じた技術支援を行います。 
 
＜試行業務等における技術支援の実績例＞ 
⚫ 河川改修事業における法面安定処理検討や他

工事との整合を踏まえた施工計画の検討 
⚫ ダム長寿命計画検討業務におけるＵＡＶによ

る写真撮影・クラックマップの作成 
⚫ 跨線橋の補修設計における橋梁との交差物件

に関してレーザースキャナを用いた位置把握
と設計・施工計画検討 

⚫ 将来の渋滞対策検討業務におけるボトルネッ
ク箇所の予備検討における3次元モデルの活用
（Civil3D、 InfraWorksを活用） 等 

試行業務等を通じた技術支援の実施 

 
 

⚫ ＩＣＴ技術を導入する場面の抽出と生産性向上効果の試算  

⚫ 地元建設会社への ICT技術の普及促進方策の検討 

⚫ ＩＣＴ活用工種の標準歩掛、監督・検査等の技術基準・運用マニュアル（案）の作成 

⚫ 事業の平準化状況の分析（シミュレーション）による目標設定支援    等 

ＩＣＴ技術を用いた調査・検討ではこのような検討も実施しています 

№  年度  業務名  発注機関  備考  

1  R1 
平成 31年度  設楽ダム高度情報

施工技術化検討業務  

国土交通省中部地方整備局  

設楽ダム工事事務所  

・ i-Const ruct ion の活用検討  

・CIMの活用検討  

2  H30-R1 
Ｉ Ｃ Ｔの全面的な活用に向けての

調査検討業務  

国土交通省九州地方整備局  

九州技術事務所  

・ ICT施工の効果、課題の抽出  

・産官学連携会議の企画・運営補助、周知資料作成  

3  H29-R1 
3次元データ活用による建設生産

性向上に関する調査業務  

国土交通省  

国土技術政策総合研究所  

・建設事業のプロセス整理と生産性向上場面の抽出  

・効果計測方法の検討と生産性向上効果の試算  

4  H29-30 
鳥取県建設分野 ICT活用効果  

検証業務委託  

鳥取県県土整備部  

技術企画課  

・ ICT土工の効果検証  

・情報課システム基本構想の検討  

5  H27-28 
情報化施工の活用効果把握に  

関する検討業務  

国土交通省関東地方整備局  

関東技術事務所  

・NETIS登録技術の効果整理  

・情報化施工技術の普及・促進手段の検討  

6  Ｈ25-26 無人化施工実態調査  独立行政法人土木研究所  
・無人化施工の実態調査  

・無人化施工マニュアル案の作成  

7  Ｈ24 
道路工事における  

情報化施工技術の活用検討業務  

国土交通省東北地方整備局  

東北技術事務所  

・道路工事における情報化施工の効果の現場検証  

・道路工事における情報化施工の活用手引き作成  

8  Ｈ23 
ＩＣＴ技術を活用した公共工事の  

監督・検査の効率化検討業務  

国土交通省中部地方整備局  

施工企画課  

・ＩＣＴ技術を活用した工事の現場手引きの作成  

・ＭＣ・ＭＧの精度検証  

9  Ｈ23 
ＴＳ出来形管理技術を活用した  

埋設物等の管理手法構築業務  

国土交通省  

国土技術政策総合研究所  

・埋設情報の整理  

・ＴＳ埋設管理システム（プロトタイプ）の作成  

10 Ｈ22 
建設ＩＣＴの現場適応性に関する  

調査試験業務  

国土交通省中部地方整備局  

中部技術事務所  

・現場講習会の運営・支援  

・建設ＩＣＴハンドブックの作成  

11 Ｈ22 建設ＩＣＴ導入検討業務  
国土交通省中部地方整備局  

施工企画課  

・情報化施工現場の実態調査  

・モデル業務、モデル工事の検討  

12 Ｈ22 
情報化施工に対応した工事成績  

の評定方法に関する検討業務  

国土交通省  

国土技術政策総合研究所  

・考査項目の選択状況分析  

・情報化施工に対応した評価対象項目の検討  

13 Ｈ22 
ＩＣＴ活用技術普及促進のための  

試験施工支援業務  

国土交通省  

総合政策局  

・情報化施工試験施工結果の分析  

・情報化施工推進戦略のフォローアップ  

14 H21 
情報化施工に対応した監督・検査  

等に関する検討業務  

国土交通省  

国土技術政策総合研究所  

・情報化施工の監督・検査基準の収集・整理と  

基準化が必要な事項の整理・検討  

 

ＩＣＴ技術の市場調査  

適用可能性検討  

（信頼性・ｺｽﾄ比較等）  

ＩＣＴ技術の現場検証  

（効果・課題の確認）  

課題解決に向けた  

改善提案  


