
番号 現場対応集名 現場対応集大分類名 現場対応集小分類名 該当ページ 受発注者区分 質問内容 回答内容

1 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け機器・ソフトウェアの選定必要な機器について 2 施工者
利用できるトータルステーション（TS）に要求される性能があ
りますか？
また、性能を担保する書類などは必要ですか？

TSを用いた出来形管理で利用できるTSは、国土
地理院の定める２級又は３級相当以上で、適正
な精度管理を実施しているTS です。

2 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け機器・ソフトウェアの選定必要な機器について 3 施工者
TS を用いた出来形管理で利用するTS と一般のTS は、何
が違うのか教えてください。

TS を用いた出来形管理では、測距・測角を行う
TS 本体に出来形管理を行うためのソフトウェア
を組込んだトータルステーションを利用します。
TS 本体は同一の機器が利用できます。
ＴＳとデータコレクタが別体となっている場合は、
出来形管理を行うためのソフトウェアを搭載した
データコレクタ（あるいはPC）と利用可能なTS本
体（接続ケーブルなど）のシステムの一式を指し
ます。

3 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け機器・ソフトウェアの選定必要な機器について 4 施工者
TS で得られる座標データからCAD で出来形値を算出した場
合、TS を用いた出来形管理に該当しますか？

TS で得られる３次元座標から手動で幅や法長を
算出した場合は、TS を用いた出来形管理に該
当しません。
TS を用いた出来形管理では、①計測と同時に
設計値と出来形値を確認できること、②計測結
果から自動的に帳票を作成し帳票作成作業の効
率化とデータ改ざんを防止すること、③受発注者
間でデータを共有するためにソフトウェアの必要

低限の機能を有し、ソフトウェアの違いによる
算出結果の相違を防ぐことが必要です。

4 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け機器・ソフトウェアの選定必要な機器について 4 施工者
利用するソフトウェアの機能について証明書などが必要です
か？

ソフトウェアに関する機能を補償あるいは証明す
る資料の提出（メーカの印付き証明書など）は不
要です。ただし、利用する機能の不備による、出
来形不足などは施工者の責となります。

5 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け機器・ソフトウェアの選定必要な機能について 5 施工者
利用するＴＳにワンマン測量や自動追尾機能は必要です
か？

ＴＳを用いた出来形管理の実施にあたって、ワン
マン測量の機能や自動追尾機能は、必須の機
能ではありません。

6 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け機器・ソフトウェアの選定必要な機能について 5 施工者 ノンプリズムによる出来形管理は可能ですか？
TS を用いた出来形管理は、プリズムを用いた計
測を前提としています。

7 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の基礎 6 施工者

作成した基本設計データと設計図面の形状に相違がありま
す。なぜですか？
基本設計データと設計図面の形状は完全に一致させる必要
がありますか？

基本設計データは、設計図書の横断図を基本に
作成しています。ただし、基本設計データの形状
表現では、線形に沿って横断形状を拡幅、減少
する仕組みとなっています。

8 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の基礎 7 施工者

設計図書の寸法に記載のない箇所のデータはどのように作
成しますか？また、横断図に記載されている寸法とCAD 等
での算出値が合致しない場合はどのようにすればよいです
か？

当該工事完了時の出来形寸法が横断図に明示
されていない場合や図面に不整合がある場合
は、発注者と早期に協議し、TS 出来形管理の
データ作成に必要となる形状や寸法等を明確に
しておくことが必要です。

9 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の基礎 7 施工者
出来形管理箇所の設定に決まりはありますか？
出来形管理基準に変更はありますか？

出来形管理箇所については、従来の出来形管
理と変更はありません。ただし、出来形管理の頻
度については、40m 毎から測点毎に変更されて
います。

10 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の基礎 8 施工者 基本設計データはいつ提出しますか？

設計照査、起工測量結果の反映が終了し、当該
工事の完成形状が確定した時点で提出します。
施工途中での設計変更などが発生した場合は、
出来形管理の実施前までに変更箇所を修正して
提出する必要があります。
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11 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の工夫例 9 施工者
法面等が線形の直交方向で定義されていない場合、データ
作成はどうしたら良いですか？

TS 出来形管理は、中心線形とこれに直交する
横断形状で定義されています。しかし、発注図
で、道路線形や堤防法線の直交方向に沿わない
法面などがある場合、施工や施工管理で法面に
直交する基準となる線を設定（あるいは作成）し、
その線を中心線形として定義することで、法面に
沿った法長などの管理を行うことができます。

12 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の工夫例 10 施工者
ラウンディング部の管理は可能ですか？また、法尻部はどの
ように管理すればよいですか？

TS を用いた出来形管理の横断形状は直線で構
成されています。ラウンディング曲線に沿った法
長の管理はできません。直線で置き換えるなど
の対応が必要です。
法尻部については、現場擦りつけの場合は、設
計寸法が目安として記載されていることもあり、
データ作成時は、仮の法尻点（法長）として出来
形管理を実施することも可能です。

13 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の工夫例 11 施工者
複数の線形に対する施工管理を同時に行いたい場合の方
法を教えてください。

TS を用いた出来形管理では、複数の基本設計
データを準備し、現場で切り替えて利用すること
が可能です。

14 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の工夫例 12 施工者
法面が参照する線形に直交していない場合のデータ作成方
法を教えてください。

設計図書の断面方向と施工管理（丁張り）の方
向が異なる場合の対応について、丁張設置等施
工指示用のデータを勘案したデータ作成も考慮
する必要があります。
TS 出来形管理のデータを施工指示用に活用す
る場合は、法肩に対して、法面が直交している必
要がありますので、以下のような本線部と側道部
を有する工事では、本線部と側道部の２つの線
形に分けてデータ作成することもできます。

15 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の工夫例 13 施工者

急曲線部や折れ線部分での設計値はどのように計算される
のでしょうか？
基本設計データのビュー表示では曲線が表示されないので
すが、出来形管理上問題は無いのでしょうか？

TS を用いた出来形管理では、線形の延長に
沿って横断形状が算出されます。システム内部
では３次元の面的なデータではなく、線形を微少
な単位に分割し、それぞれに横断形状を持って
いるイメージです。

16 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の工夫例 14 施工者
横断形状が大きく変化する場合のデータ作成方法はありま
すか？

断面と断面の間を連続的に定義するには、同一
の「横断構成」を適用し、各断面の寸法値を編集
します。
連続する断面形状を作成した場合は、拡幅や勾
配の変化がある場合でも前後断面の形状に合
わせて中間部分が連続した形状となります。これ
により、丁張りを行う際に、設定した断面以外の
中間部分でも正確な設計形状を参照して丁張り
を行うことができます。

17 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の工夫例 15 施工者
線形の定義位置（FH 位置）が横断形状の中心位置と異なる
場合の設定方法を教えてください。

道路の縦断線形（計画高(FH)）が、平面線形が
定義された道路中心線からオフセットされた位置
に設定されている場合があります。
このような場合、横断形状を設定する開始位置と
なる「幅員中心」を道路中心線位置からオフセッ
トさせて定義します。
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18 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の工夫例 16 施工者
データ作成時に横断図に記載されているすべての変化点を
抽出して横断形状を作成する必要がありますか？

TS 出来形管理に必要な横断形状は、横断図に
記載されている変化点の全てが必要なわけでは
ありません。出来形管理の対象となっている測定
項目（幅員、基準高、法長）に対応した変化点を
抽出することで、出来形管理に 低限必要な情
報は抽出できます。

19 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 データ作成の工夫例 16 施工者
設計変更が多く、 終形状が未確定な状態で基本設計デー
タが作成できないのですが、どのように対応すべきでしょう
か？

設計変更が多く、 終形状が決定しない場合
は、横断面の変化点や形状が大きく変更される
可能性がある場合は、変更を待ってデータ作成
する方が２度手間になりません。

20 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 基本設計データの応用 17 施工者
丁張りの設置に利用したいのですが、やり方を教えてくださ
い。

丁張りの設置に利用するには「地形交点」を設定
します。

21 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 基本設計データの応用 18 施工者
TS を用いた出来形管理で作成したデータをその他の情報化
施工技術（マシンコントロールやマシンガイダンス）で利用で
きますか？

TS を用いた出来形管理では、土工の完成形状
の横断形状を作成しています。土工の完成形状
とその他の情報化施工機器の設計形状が同じ
場合は利用が可能です。

22 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け基本設計データの作成 基本設計データの応用 19 施工者
道路土工や河川土工以外の設計データも作成可能です
か？

基本設計データは線形中心と横断形状で構成さ
れているので、同様の形式で入力することで
様々な構造物の形状を構築し、施工管理や出来
形管理（自主管理）に利用することが可能です。

23 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け工事基準点の設置 設置計画 20 施工者
TS を用いた出来形管理のために工事基準点を増設する必
要がありますか？

TS を用いた出来形管理では精度確保と、作業
性の両立のために以下の制限と、機能を有して
います。これを満足していれば良いので、必ずし
も工事基準点を増設する必要はありません。

24 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け工事基準点の設置 設置計画 20 施工者
出来形管理時に計測距離制限により計測ができません。ど
のような対応が必要ですか？

TS を用いた出来形管理では、計測距離制限を
任意に解除できません。また、精度確保の観点
から精度管理が適切でない基準点の利用ができ
ない仕組みになっています。
公共測量作業規程の３級あるいは４級相当の基
準点および水準点測量の手法に準じた測量に
よって工事基準点を設置し、基本設計ﾃﾞｰﾀに登
録した上で再計測する必要があります。

25 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け工事基準点の設置 利用する工事基準点の 21 施工者
出来形計測時に前回の計測結果との差が発生します。どの
ような理由が考えられますか？

TS を用いた出来形管理で利用するTS 本体の
計測精度は±1cm 程度とされています。それ以
上の誤差が発生する場合は、「TS の設置段階で
利用する工事基準点の誤差が計測結果に反映
されている」、「被計測側のプリズムの向きが正
対していない場合」等が考えられます。

26 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け出来形管理 出来形計測 22 施工者
任意断面における出来形管理で得られる設計値との差分算
出方法を教えてください。

TS を用いた出来形管理では、従来の横断図に
記載されている断面以外の任意の断面を出来形
管理ソフトウェアが自動的に演算し、設計値との
差を確認することが可能です。この時、断面間で
拡幅などの形状に変化がある場合は、断面間の
距離に応じて比例配分された横断形状が線形に
沿って算出されます。
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27 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け出来形管理 出来形計測 23 施工者
管理断面の計測時にどこまで断面に誘導する必要がありま
すか？

ＴＳを用いた出来形管理では、計測と同時に管理
断面上からどの程度離れているか（基点側か終
点側）が算出・表示される機能を有しています。
ただし、管理断面上にmm単位で誘導して計測を
行うことは作業の非効率化に繋がることから、線
形に沿った方向で±10cm を許容範囲として設定
されています。

28 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け出来形管理 帳票作成 24 施工者
基本設計データで作成した測点と現場での管理測点が一致
しない場合の対処法を教えてください。

TS 出来形管理システムでは、法線の累加距離
で測点計算を行っています。曲線部などでは計
算精度によって数mm の誤差が発生し、発注図
書で記載されている測点座標との差が生じる場
合があります。

29 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け出来形管理 帳票作成 25 施工者 帳票に記載する工種名の変更は可能ですか？

データ交換標準（案）Ver4.0 対応したソフトウェア
では、基本設計データに帳票で記載する工種を
定義（入力）します。帳票作成ソフトウェアはこの
工種を自動的に表示します。

30 ＴＳを用いた出来形管理の現場対応集［施工者向け出来形管理 帳票作成 25 施工者 複数の計測結果を一つにまとめることは可能ですか？

帳票作成ソフトウェアでは、基本設計データで作
成されている工事目的物の形状が同一の場合
に限って計測点の追加が可能です。基本設計
データが異なっていると一つの計測データにまと
めることはできません。

31 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 施工計画書の受理段 2 発注者
TS 出来形管理で利用できるトータルステーション（TS）とし
て、２級あるいは３級相当とありますが、２級あるいは３級と
はどのような機器ですか？

２級あるいは３級ＴＳとは、国土地理院が公共測
量（基準点や水準点測量等）を行う際に、所定の
性能以上を有している測量機器の使用を義務付
けており、この性能区分を指しています。

32 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 施工計画書の受理段 3 発注者
トータルステーションを用いた出来形管理で利用するトータ
ルステーションと一般のトータルステーションとの違いを教え
てください。

トータルステーションを用いた出来形管理では、
測距・測角を行うトータルステーション（データコレ
クタを含む）に出来形管理を行うためのソフトウェ
アを組込んだトータルステーションを利用します。
ＴＳとデータコレクタが別体となっている場合は、
出来形管理を行うためのソフトウェアを搭載した
データコレクタ（あるいはPC）と利用可能なTS 本
体（接続ケーブルなど）のシステムの一式を指し
ます。

33 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 施工計画書の受理段 5 発注者
ワンマン測量を導入するメリットはなにか？出来形管理の測
量精度は変わるのか？

ワンマン測量は、ＴＳのオプション機能（利用者の
自由選択）です。これを利用することで、通常は２
人での作業を１人で実施できます。ただし、計測
精度に変化はありません。
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34 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 施工計画書の受理段 6 発注者

施工計画書にノンプリズム計測により計測時間の短縮と安
全性向上と記載されているが、TS 出来形管理に該当するの
か？また、ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式での計測とプリズム計測は何が違
うのか？

TS 出来形の管理要領では、出来形管理はプリ
ズム計測で実施します。
ノンプリズム方式では、被計測点とＴＳの距離や
角度によって計測結果に大きな違いが発生する
場合もあります。このため、TS 出来形管理として
の利用できません。

35 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 施工計画書の受理段 7 発注者
ラウンディング部の管理は可能ですか？また、法尻部はどの
ように管理すればよいですか？

TS を用いた出来形管理では、法長は、法肩と法
尻の座標間距離を算出する仕組みです。ですの
で、曲線を沿ったラウンディング長さの管理はで
きません。
法尻については、現場擦りつけの場合の設計寸
法は目安の場合もあり、データ作成時は、仮の
法尻点（法長）を設定して出来形管理する場合も
あります。

36 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 工事基準点 8 発注者

工事着手前に設置している工事基準点では足りないので、
出来形測量前に工事基準点を追加したとの報告ありました。
工事基準点の増設に伴い、基本設計データの変更・再提出
は必要ですか？

工事基準点の設置ルールに従って、工事基準点
を増設することが可能です。TS 出来形管理で利
用する工事基準点は、計測前に基本設計データ
として登録しておく必要があります。このため、工
事基準点の追加は、基本設計データの変更に該
当するため、基本設計データの変更・再提出が
必要です。

37 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 基本設計データの確認 10 発注者

IC 部分の法面のように線形（本線線形）の直交方向で定義
されていない現場で、ＴＳを用いた出来形管理は可能です
か？
また、効率的に施工管理を行うためのデータ作成方法はあり
ますか？

TS 出来形管理では、中心線形と、中心線に直
交する横断形状で定義されています。
そこで、道路中心線に直交する横断図から基本
設計データを作成することでＴＳを用いた出来形
管理が実施できます。

38 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 基本設計データの確認 12 発注者

堤防工事の段階的な完成形状の場合や、道路の暫定断面
などの場合、設計図書で示される中心線と横断図の中心位
置が異なる場合があります。この様な場合、基本設計データ
に入力する横断形状を効率的に作成する方法はあります
か？

設計図書で示されている法線に沿った構造物の
場合は、横断図上に中心線の位置を作成して左
右の横断形状を入力する方法と、横断形状は形
状の変化点を中心に左右の横断形状を作成し、
中心線と横断形
状の中心位置の差分（オフセット）を利用して基
本設計データを入力する方法があります。どちら
の方法でも、横断形状は同じです。

39 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 基本設計データの確認 13 発注者
設計図書のデータから入力した結果、基本設計データで作
成した測点座標と設計図書に記載されている測点座標が僅
かにずれている部分があります。対処法を教えてください。

mm 単位で施工に問題が生じない場合は、無視
できます。測点座標の差がある場合、測点を座
標で設定すると累加距離が数mm ずれることに
なります。その
結果が帳票に自動的に記述される場合も、数
mm 程度で施工や施工管理上問題が生じない場
合は無視できます。ただし、帳票で数mm の差が
表示されてい
る場合は、その理由について、施工者に確認す
る必要があります。

40 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 基本設計データの確認 15 発注者
ＩＣ部分などでは複数の線形に対する出来形管理を行う必要
がある。この様な場合の対応方法を教えてください。

TS を用いた出来形管理では、複数の基本設計
データを準備し、現場で切り替えて利用すること
が可能です。



番号 現場対応集名 現場対応集大分類名 現場対応集小分類名 該当ページ 受発注者区分 質問内容 回答内容

41 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 基本設計データの確認 17 発注者
法面が参照する線形に直交していない場合のデータ作成方
法を教えてください。

TS 出来形管理のデータを施工指示用に活用す
る場合は、法肩に対して、法面が直交である必
要がありますので、以下のような本線部と側道部
を有する工事では、本線部と側道部の２つの線
形に分けてデータ作成することができます。

42 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 基本設計データの確認 18 発注者

設計図書の寸法に記載のない箇所のデータをどのように作
成しますか？また、横断図に記載されている寸法とCAD 等
での算出値が合致しない場合はどのようにすればよいです
か？

当該工事完了時の出来形寸法が横断図に明示
されていない場合や図面に不整合がある場合
は、受・発注者と早期に協議し、TS 出来形管理
のデータ作成に必要となる形状や寸法等を明確
にしておくことが必要です。

43 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 出来形管理状況確認 19 発注者
任意断面における出来形管理時の設計値の算出方法を教
えてください。

TS を用いた出来形管理では、作成した線形に
沿って横断形状が当てはめられており、任意の
断面においても同様に設計値が算出されます。
断面間で拡幅などの形状に変化がある場合は、
断面間の距離に応じて比例配分された横断形状
が線形に沿って算出されます。

44 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 出来形管理状況確認 21 発注者
任意断面における出来形管理機能とはどのような機能です
か？

TS を用いた出来形管理では、従来の横断図に
記載されている断面以外の任意の断面を出来形
管理ソフトウェアが自動的に演算し、設計値との
差を確認することが可能です。

45 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 出来形管理状況確認 23 発注者

TS 出来形管理システムから出力した帳票が測点毎に分か
れており、全体としてのバラツキ管理や計測漏れの有無を確
認し難かった。帳票がばらばらにならないデータ作成はあり
ますか？

基本設計データ作成時に、連続する測点で同一
帳票に記載したい断面では横断形状の種別を同
一にすると、帳票がバラバラになりません。

46 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント 出来形管理状況確認 24 発注者

現場で複数台のＴＳを用いて出来形管理を実施している場合
に、別々の帳票で提出されると、全体としてのバラツキ管理
や計測漏れの有無を確認し難かった。帳票がばらばらになら
ないデータ作成はありますか？

帳票作成ソフトウェアでは、同一の基本設計デー
タで計測されている場合に限って計測点の追加
が可能です。一方の基本設計データに編集が加
えられている場合は追加できません。

47 TS を用いた出来形管理の現場対応集［発注者向け履行確認ポイント その他 25 発注者
TS を用いた出来形管理で作成したデータをその他の情報化
施工技術（マシンコントロールやマシンガイダンス）で利用で
きますか？

TS を用いた出来形管理では、土工の完成形状
の横断形状を作成しています。土工の完成形状
とその他の情報化施工機器の設計形状が同じ
場合は利用が可能です。

48 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 MC（ブルドーザ）の選 2 施工者
「MC（ブルドーザ）技術」のシステムを選定する際のポイント
はどこ？

 「MC（ブルドーザ）技術」は、主に盛土等の敷均
し工に利用されます。仕上がりに要求される施工
精度や当該現場の条件、機器の稼働台数に合
わせて以下の計測装置を選択します。
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49 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 MC（ブルドーザ）の選 3 施工者
RTK-GNSS や自動追尾式TS が適用できない現場条件はあ
りますか？

RTK-GNSS は、測位衛星からの電波と地上の基
準局からの電波を受信することで高精度な測位
を行います。したがって、測位衛星からの電波お
よび地上の基準局からの電波が受信できない場
合には高精度な測位ができなくなります。
自動追尾式TS では、TS 本体から発信するレー
ザがMCブルドーザに設置したプリズムによって
反射する光を検知して追尾しています。したがっ
て、レーザが遮断される状況が発生すると自動
追尾による計測ができなくなります。

50 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 MC（ブルドーザ）の選 4 施工者
「MC（ブルドーザ）技術」が上手く稼働しない条件はあります
か？

「MC（ブルドーザ）技術」ではRTK-GNSS 基地局
からブルドーザの間、もしくは自動追尾TS から
MC（ブルドーザ）の間で測位位置に関する情報
を無線通信しています。無線通信が混信や通信
障害をおこす場合は、測位ができないためシステ
ムが適切に稼働できません。

51 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 MG（ブルドーザ）の選 5 施工者
「MG（ブルドーザ）技術」のシステムを選定する際のポイント
はどこ？

 「MG（ブルドーザ）技術」は、主に盛土等の敷均
し工に利用されます。仕上がりに要求される施工
精度や当該現場の条件、機器の稼働台数に合
わせて以下の計測装置を選択します。

52 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 MG（ブルドーザ）の選 6 施工者
RTK-GNSS や自動追尾式TS が適用できない現場条件はあ
りますか？

RTK-GNSS は、測位衛星からの電波と地上の基
準局からの電波を受信することで高精度な測位
を行います。したがって、測位衛星からの電波お
よび地上の基準局からの電波が受信できない場
合には高精度な測位ができなくなります。
自動追尾式TS では、TS 本体から発信するレー
ザがMCブルドーザに設置したプリズムによって
反射する光を検知して追尾しています。したがっ
て、レーザが遮断される状況が発生すると自動
追尾による計測ができなくなります。

53 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 MG（ブルドーザ）の選 7 施工者
「MC（ブルドーザ）技術」が上手く稼働しない条件はあります
か？

「MC（ブルドーザ）技術」ではRTK-GNSS 基地局
からブルドーザの間、もしくは自動追尾TS から
MC（ブルドーザ）の間で測位位置に関する情報
を無線通信しています。無線通信が混信や通信
障害をおこす場合は、測位ができないためシステ
ムが適切に稼働できません。
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54 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 「MC・MG（ブルドーザ） 8 施工者
MC（ブルドーザ）とMＧ（ブルドーザ）の違いは何ですか？ま
た、両技術を選択するためのポイントはありますか？

 ＭＣ（ブルドーザ）では、排土板が3次元設計
データに基づき自動制御されます。
 ＭＧ（ブルドーザ）では、３次元設計データに基
づく設計との標高差等の情報をオペレータに提
供し、これを踏まえオペレータが排土板を操作し
ます。
重機操作に不慣れなオペレータで、高精度な施
工を行いたい場合は、ＭＣ（ブルドーザ）をお薦め
します。

55 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 調達 9 施工者
「MＧ（ブルドーザ）技術」に必要な機器構成を教えてくださ
い。

自動追尾式TS を利用する場合とRTK-GNSS を
使う場合で、基準局側の構成はやや異なります
が、移動局（ブルドーザ）側の構成は、ＧＮＳＳア
ンテナとプリズムの違い以外に大きな違いはあり
ません。

56 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 調達 10 施工者
「MＧ（ブルドーザ）技術」に必要な機器構成を教えてくださ
い。

自動追尾式TS を利用する場合とRTK-GNSS を
使う場合で、基準局側の構成はやや異なります
が、移動局（ブルドーザ）側の構成は、ＧＮＳＳア
ンテナとプリズムの違い以外に大きな違いはあり
ません。

57 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 調達 11 施工者 システムと重機を別々に調達しても問題ありませんか？

MC を構成する各種機器・センサは、ブルドーザ
に後付けすることが可能です。このため、重機と
システムを別々に調達することも可能です（保有
重機を含む）。

58 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 調達 11 施工者 他社システムとの組み合わせは可能ですか？

自動追尾式TS の応答性、制御のなめらかさなど
開発各社の技術開発競争が進められており、現
状では、他社システムとの組み合わせは補償さ
れていません。

59 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 調達 12 施工者 システムの導入までの準備期間はどの程度ですか？

システムに必要なセンサ類を装着する治具が設
置されていない場合は、工場での溶接作業等が
必要です。
上記の準備が済み、MC システムの手配が完了
すれば、MC システムの搭載可能なブルドーザ
にセンサ類を装着に要する時間は、0.5～１日程
度で設置可能です（トラブルや不具合の発生が
無い場合）。

60 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 計測精度確保 性能 13 施工者
利用する測位システムで、どの程度の施工精度が確保でき
ますか？

RTK-GNSS を用いる場合の精度は、垂直方向
精度は±30～50mm 程度と言われています。
RTK-GNSS では、衛星数が増えることで測位の
安定性向上が期待できますが、精度が向上する
訳ではありません。

61 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 計測精度確保 性能 14 施工者
利用する測位システムで、どの程度の施工精度が確保でき
ますか？

RTK-GNSS を用いる場合の精度は、垂直方向
精度は±30～50mm 程度と言われています。
RTK-GNSS では、衛星数が増えることで測位の
安定性向上が期待できますが、精度が向上する
訳ではありません。
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62 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 計測精度確保 性能の証明 14 施工者
MC の利用にあたって、システムの精度を証明する資料等の
提出は必要ですか？

MC の活用においては、計測機器に関する公的
な校正証明書や検定証を添付する必要はありま
せん。

63 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 計測精度確保 施工精度 15 施工者 MC の精度を確認する簡単な方法はありませんか？
MC の活用においては、始業前などに既存の丁
張りや検測用の基準点を設けて確認します。

64 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 計測精度確保 施工精度 15 施工者
MC の利用にあたって、自動追尾TS からの計測距離に制限
はありますか？

MC の活用において、計測距離の制限はありま
せん。ただし、施工結果の精度については、MC
の導入とは関係なく施工管理を実施して精度を
確認してください。

65 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ データの作成 データの構成 16 施工者
３次元設計データには、路線ファイル、TIN ファイルなどがあ
ります。これらの違いを教えてください。

道路土工、河川土工では「路線ファイル」を作成
します。
駐車場、広場、飛行場の舗装工事では「TIN ファ
イル」を作成します。左記の様な面的な形に対す
る施工管理が求められる舗装工事では、線形情
報ではなく、高さや水勾配のコントロールポイント
を抽出して作成するTIN ファイルを利用すること
が有利な場合があります。

66 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ データの作成 データの構成 17 施工者
路線データからTIN ファイルへ変換する手順を教えてくださ
い。

路線データと横断図データからTIN データの頂
点となる３次元座標を算出し、これをソフトウェア
に読み込むことで作成します。
具体的な作成方法は、設計図書等の状況（紙媒
体、２次元CAD データ、３次元CAD データ）や各
メーカのソフトウェアにより異なります。

67 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ データの作成 データの構成 18 施工者
３次元設計データ作成に必要なソフトウェアを教えてくださ
い。専用のソフトウェアが必要ですか？

現状では、各社のシステムで 終的に読み込む
データフォーマットが異なっており、MC システム
に付属するソフトウェア上で専用のデータに変換
して利用しています。

68 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ データの作成 データの構成 19 施工者 TS出来形の３次元設計データ作成を活用できませんか？

３次元設計データには、出来形の検査を対象とし
た形状と施工途中の丁張りを代替する形状があ
ります。ＴＳ出来形は前者の形状を対象としてい
るのに対し、ＭＣ・ＭＧでは多くの場合後者の
データが用いられています。
MC・MGの３次元設計データは、施工手順や作業
の段取りに合わせて用いられるため、 終的な
検査対象の３次元形状がそのまま利用できる場
面は多くありません。



番号 現場対応集名 現場対応集大分類名 現場対応集小分類名 該当ページ 受発注者区分 質問内容 回答内容

69 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ データの作成 データの構成 20 施工者 横断図だけでは設計図の形状が再現できない。

敷き均し作業では、構造物の3D形状を精緻に再
現する必要は無い場合が多いです。目的に応じ
てできるだけシンプルな形でデータを作成する方
法を検討しましょう。
該当ページにて具体例を確認願います。

70 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ データの作成 データの構成 21 施工者 現場合わせのデータ作成方法はありませんか？

MC・MGは３次元の設計データを事前に作
成することで複雑な形状でも丁張り無しで
施工を行うことが可能です。
測量データが全く無い場合、現場の測量
データがある場合の例を該当ページで確認
願います。

71 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ データの作成 データの作成例 22 施工者
「MC・ＭＧ（ブルドーザ）技術」で複数層の施工を行う場合、
各層の設計ﾃﾞｰﾀを作成する必要がありますか？

設計データの作成方法は、施工者の任意です
が、各層のデータを作成する場合と、基準面の
設計データだけを作成する場合もあります。
実際の施工では、設計幅より外側から材料を寄
せる作業なども発生するため、３次元設計ﾃﾞｰﾀ
は施工幅よりも数ｍ程度大きめに作成することを
お奨めします。

72 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ データの作成 データの作成例 22 施工者
既に周辺に構造物が設置されており、これに合わせた施工
が必要な場合の設計ﾃﾞｰﾀを作成する方法を教えてください。

擦りつけが必要な構造物の位置をTS 等により３
次元計測し、これを元に設計データを作成するこ
とができます。

73 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ データの作成 機器取り付け 23 施工者 建設機械への機器の取付け方を教えてください。

初にMC（ブルドーザ）システムの構成機器を
建設機械に取付けます。その後、重機の機種や
センサ類の設置位置（マストの高さや機械幅等）
を入力し、 後にセンサのキャリブレーションと油
圧制御の調整を行います。

74 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ データの作成 機器取り付け 24 施工者 建設機械への機器の取付け方を教えてください。

初にMＧ（ブルドーザ）の構成機器を建設機械
に取付けます。
 その後、重機の機種やセンサ類の設置位置（マ
ストの高さや機械幅等）を入力し、 後にセンサ
のキャリブレーションと油圧制御の調整を行いま
す。

75 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ データの作成 機器取り付け 25 施工者
施工中にセンサが緩んでいたので締め直したため、再度
キャリブレーションを行いたいのですが、キャリブレーション
の流れを教えてください。

機器取付後、排土板幅等の測定、各センサの設
定を実施し、必要情報を車載PC へ入力します。
実施手順の詳細は、各開発メーカのマニュアル
で確認してください。

76 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工および施工管理 26 施工者
「MC・ＭＧ（ブルドーザ）技術」を用いた施工を技術提案に盛
り込んでおり、MC・ＭＧ（ブルドーザ）施工を施工計画書に記
載したいと考えています。どの程度の記載が必要ですか？

施工計画書に使用するシステムのメーカ、型番、
構成機器等を記載し、使用するシステムの機能
および精度が確認できる資料（メーカパンフレット
等）を添付することをお奨めします。
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77 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工および施工管理 26 施工者
MC・ＭＧ（ブルドーザ）を用いた施工を行う際に準拠する要領
等はあるのですか？

MC を対象とした施工管理要領、監督・検査要領
等は策定されていません。
従来の施工のとおり、「河川土工マニュアル
（（財）国土技術研究センター）」、「道路土工指針
（（社）日本道路協会）」、「土木工事施工管理基
準及び規格値（国土交通省）」等の土工の要領
等に準じて実施してください。

78 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工および施工管理 26 施工者
MC・ＭＧ（ブルドーザ）の能力を 大限に発揮するための留
意点はありますか？

MC（ブルドーザ）施工では、従来の検測作業の
繰り返しを低減し、作業のスピードを向上させる
ことが可能です。「MC（ブルドーザ）技術」の稼働
率を上げるためには、盛土材料供給待ち等が生
じないよう、充分な盛土材量を手配しておくといっ
た周辺作業の準備が大切です。

79 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工中のトラブル 27 施工者
制御がうまくいかない場合の対応でどのような要因が考えら
れますか？

測位技術との通信、センサーの作動、計測機器
の電池切れ、ケーブルの接続部のゆるみや断
絶、油圧バルブとのマッチング等を確認してくだ
さい。

80 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工中のトラブル 27 施工者
ある位置にくると制御がうまくいかない場合の対応でどのよう
な要因が考えられますか？

設計データ、設計データの範囲外での作業、設
計データの変化する位置とブルドーザ側のマスト
位置の不適合等を確認してください。

81 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工中のトラブル 28 施工者
「MC・ＭＧ（ブルドーザ）技術」で利用する測位技術が正確に
計測できていません。どのような原因が考えられますか？

RTK-GNSS とレーザなどにより高計測技術を組
合せる場合の不具合例およ自動追尾式TS を用
いる場合の不具合例を紹介していますので該当
ページを確認願います。

82 MC･MG ブルドーザの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工中のトラブル 29 施工者
RTK-GNSS 仕様を用いる場合、RTK-GNSS 基準局の設置
時の留意点を教えてください。

RTK-GNSS 基準局は、「衛星捕捉状態」・「衛星
電波の多重反射（マルチパス）」に留意して設置
する必要があります。

83 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 提案事項や指定事項の履施工計画書 2 発注者
施工者から、ＭＣ・MG（ブルドーザ）を使用する技術提案があ
りましたが、ＭＣ・MG（ブルドーザ）とはどのようなシステムで
すか？

MC とはマシンコントロールシステムであり、設計
データと計測データの差分から制御信号を作成
し、重機の油圧バルブを自動制御して、作業装
置（土工板の上下）を自動制御します。
MG とはマシンガイダンスシステムであり、設計
データと計測データの差分をモニタなどに表示す
るだけで、操作は全てオペレータが行うシステム
です。
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84 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 提案事項や指定事項の履施工計画書 3 発注者 MC システムに、性能や機能で大きな違いがありますか？

平成 25 年度現在、MC・MG（ブルドーザ）システ
ムで、メーカの違いや機種の違いによって施工
精度に影響を与える大きな差はありません。施
工精度に大きく影響するのは、利用する測位技
術です。

85 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 提案事項や指定事項の履施工計画書 4 発注者
提案されている測位技術で、施工の要求精度が確保できる
のか不安です。測位技術単体の計測精度を知りたい。

MC・MG（ブルドーザ）を用いた施工では、建設機
械の位置を測る技術（測位技術）の適切な選定
が重要です。
測位技術には、自動追尾式トータルステーション
（TS）とRTK-GNSS があり、下記の特徴を踏まえ
て、施工者が選定します。

86 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 提案事項や指定事項の履施工計画書 5 発注者
MC・MG（ブルドーザ）で利用する自動追尾式TS が適用でき
ない現場条件はありますか？

自動追尾式 TS では、TS 本体から発信するレー
ザが「MC（ブルドーザ）技術」に設置したプリズム
によって反射する光を検知して追尾しています。
したがって、レーザが遮断される状況が発生する
と自動追尾による計測ができなくなります。

87 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 提案事項や指定事項の履施工計画書 5 発注者
MC・ＭＧ（ブルドーザ）で利用するRTK-GNSS が適用できな
い現場条件はありますか？

RTK-GNSS では、利用可能な衛星が５個以上、
かつRTK-GNSS の基準局からの補正データを
受信できる範囲に重機がある必要があります。

88 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 提案事項や指定事項の履施工計画書 6 発注者
MC・ＭＧ（ブルドーザ）が、無線通信状況で適用し難い条件
はありますか？

MC（ブルドーザ）では、RTK-GNSS からブルドー
ザの間、自動追尾TS からブルドーザの間で測
位位置に関する情報を無線通信しています。無
線通信が混信や通信障害をおこす場合は、測位
ができないためシステムが適切に稼働できませ
ん。

89 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 提案事項や指定事項の履現場での活用段階 7 発注者
技術提案されたMC・MG（ブルドーザ）技術が利用されている
か現地で確かめる方法はありますか？？

ＭＣ（ブルドーザ）システムでは稼働中にオペ
レータ席のモニタに測位システムの稼働状況、
設計データとの高さの差が表示されています。こ
の表示内容とブレードの上下の動きを確認する
ことでMCシステムが稼働していることを確かめる
ことができます。

90 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 施工状況の把握 施工計画書の受理段 8 発注者
MC・MG（ブルドーザ）システムに搭載されている設計データ
はどのようなデータですか？

線形と横断要素で構成される設計データの場合
と３次元の面形状で構成される設計データの場
合があり、該当ページを確認願います。

91 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 施工状況の把握 施工計画書の受理段 9 発注者

３次元設計データについて、TS を用いた出来形管理で利用
する基本設計データとの違いはありますか？また、MC･ＭＧ
（ブルドーザ）用の設計データの作成上の規則はあります
か？

2012 年度時点においては、TS を用いた出来形
管理技術で用いる基本設計データを直接
MC･ＭＧ（ブルドーザ）システムが読込む機能は
実装されていません。したがって、基本的には、
別途作成が必要です。
MC･ＭＧ（ブルドーザ）について、設計データの作
成ルールはありません。
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92 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 施工状況の把握 現場での活用段階 10 発注者
現場でMC･ＭＧ（ブルドーザ）による施工結果を確かめる方
法はありますか？

従来と同様の施工管理を行う方法と簡易的に現
場での仕上がりを把握する方があり、該当ペー
ジを確認願います。

93 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 施工状況の把握 現場での活用段階 11 発注者
MC･ＭＧ（ブルドーザ）システムの精度管理状況を確認する
方法はありますか？

MC･ＭＧ（ブルドーザ）で得られる座標と現場基
準点とのクロスチェックを行うことで、システムの
計測精度を確認できます。

94 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 現場でのトラブル事例 12 発注者
現場の機械を改造してMC（ブルドーザ）施工ができるのです
か？

所有の重機が MC 対応型（油圧制御に電磁バ
ルブが搭載されており、電磁バルブの仕様につ
いて情報化施工機器開発メーカと情報共有され
ている）であれば、MC 機器のセンサ類を装着す
るだけで対応でき、重機の改造は不要となりま
す。

95 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 現場でのトラブル事例 12 発注者
TS 出来形管理の基本設計データをMC 用の設計データに
利用すれば効率的ではないか？

TS出来形管理の基本設計データが工事の完成
形状を対象にしているのに対し、MC用の設計
データ（３次元設計データ）は、施工途中あるい
は完成形状に仕上がる為の施工余裕代を含ん
だ形状となります。
当該工事の出来形の完成形状と、MC 施工の目
標値が一致する場合は利用できます。ただし、こ
の場合でも、基本設計データを３次元設計データ
に変換できるソフトウェアは多くありません。（平
成25 年度末時点）。

96 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問（例） 13 発注者
MC・ＭＧ（ブルドーザ）が利用できないとの報告を受けまし
た。どのような理由が考えられますか？

MC・ＭＧ（ブルドーザ）の不具合としては、測位技
術の不具合、 無線通信の不具合、システム本体
の不具合（センサの破損、ケーブルの断絶、演算
部の故障等）等が考えられます。

97 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問（例） 13 発注者
MC・ＭＧ（ブルドーザ）には、どのような効果があるのかを知
りたい。

MC・ＭＧ（ブルドーザ）ともに、丁張り設置や検測
作業が削減されるため、MC・ＭＧ（ブルドーザ）の
導入効果としては、建設機械と作業員との接触
事故等が減少する観点での、安全性の向上が期
待できます。

98 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問（例） 13 発注者
MC・ＭＧ（ブルドーザ）を導入することによる施工者のメリット
は何ですか？

施工者は、MC・ＭＧ（ブルドーザ）の導入により、
現場作業の効率化（工期短縮・省人化）、オペ
レータの熟練度に左右されない品質の確保、オ
ペレータの作業負担の軽減が実現されます。

99 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問（例） 13 発注者
MC・ＭＧ（ブルドーザ）を導入することによる発注者のメリット
は何ですか？

MC・ＭＧ（ブルドーザ）では、３次元設計データを
利用し、従来の管理断面以外でも高精度な施工
を容易に実現できます。

100 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問（例） 14 発注者
情報化施工全般を勉強したいのですが、何か良いテキスト
はないですか？

情報化施工技術は日々進歩しています。 新情
報は国土交通省のホームページ等をご確認くだ
さい。
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101 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問（例） 14 発注者
MC・ＭＧ（ブルドーザ）施工を行う際に、準拠する要領等はあ
るのですか？

MC・ＭＧ（ブルドーザ）に関わる施工管理要領等
は策定されていません。（平成25 年度末現在）
従来の施工のとおり「河川土工マニュアル（（財）
国土技術研究センター）」、「道路土工指針（（社）
日本道路協会）」、「土木工事施工管理基準及び
規格値（国土交通省）」等の土工の要領等に準じ
て実施してください。

102 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問（例） 14 発注者
MC/MG の監督はどのようにするのですか？通常の施工と
の違いはありますか？

MC・ＭＧ（ブルドーザ）に関わる監督・検査要領
等は策定されていません。（平成25 年度末現
在）
従来の施工のとおり、 「河川土工マニュアル
（（財）国土技術研究センター）」、「道路土工指針
（（社）日本道路協会）」、「土木工事施工管理基
準及び規格値（国土交通省）」等の土工の要領
等に準じて施工されますので、監督行為も従来と
同じです。

103 MC･MG ブルドーザの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問（例） 14 発注者

技術提案でMC・ＭＧ（ブルドーザ）施工を行うことにより施工
精度が向上するとのことでした。どのようなシステムで、どれ
くらい施工精度が向上するのでしょうか？また、施工精度の
確認方法はどのようにするのでしょうか？

MC（ブルドーザ）では、３次元設計データどおり
の土工板高さ、勾配での施工を行います。ただ
し、盛土材が不足した場合など、手動操作による
操作も並行して行えますので、MC（ブルドーザ）
を導入するだけでは精度向上は実現するとは言
い切れません。

104 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの選定 2 施工者 MC（グレーダ）のシステムを選定する際のポイントはどこ？

MC（グレーダ）は、主に不陸整形や路盤整形工
に利用されるため、仕上がりに要求される精度
が高いため、「自動追尾式TS」、「レーザによる高
さ計測装置付きのRTK-GNSS」の高精度な計測
装置が用いられています。

105 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの選定 3 施工者
自動追尾式TS やRTK-GNSS が適用できない現場条件はあ
りますか？

自動追尾式TS では、TS 本体から発信するレー
ザがMC グレーダに設置したプリズムによって反
射する光を検知して追尾しています。したがっ
て、レーザが遮断される状況が発生すると自動
追尾による計測ができなくなります。
RTK-GNSS は、測位衛星からの電波と地上の基
準局からの電波を受信することで高精度な測位
を行います。したがって、測位衛星からの電波お
よび地上の基準局からの電波が受信できない場
合には高精度な測位ができなくなります。

106 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの選定 4 施工者
MC（グレーダ）システムが上手く稼働しない条件はあります
か？

MC（グレーダ）では、RTK-GNSS からグレーダの
間、自動追尾TS からグレーダの間で測位位置
に関する情報を無線通信しています。無線通信
が混信や通信障害をおこす場合は、測位ができ
ないためシステムが適切に稼働できません。
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107 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの調達 5 施工者 MC（グレーダ）システムに必要な機器構成を教えてください。

自動追尾式TS を利用する場合とRTK-GNSS を
使う場合で、基準局側の構成はやや異なります
が、移動局側の構成はＧＮＳＳアンテナとプリズ
ムの違い以外に大きな違いはありません。

108 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの調達 6 施工者 システムと重機を別々に調達しても問題ありませんか？
MC システムは、グレーダに後付けすることが可
能なシステムですので、重機とシステムを別々に
調達することも可能です。

109 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの調達 6 施工者 他社システムとの組み合わせは可能ですか？

自動追尾式TS の応答性、制御のなめらかさなど
開発各社の技術開発競争が進められており、現
状では、他社システムとの組み合わせは補償さ
れていません。

110 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの調達 6 施工者 システムの導入までの準備期間はどの程度ですか

システムに必要なセンサ類などを装着する治具
が設置されていない場合は、工場での溶接作業
等が必要です。
さらに、データの搭載や試運転調整、操作の慣
れを考慮すると、準備期間として２～３日程度の
余裕を見込んでおくことをお奨めします。

111 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 計測精度の確保 システムの精度 7 施工者
利用する測位システムで、どの程度の施工精度が確保でき
ますか？

MC（グレーダ）は測位技術の計測結果に基づい
て制御を実施しており、測位技術の精度以上の
施工精度は実現しません。要求精度に応じた測
位技術の選定が重要です。

112 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 計測精度の確保 システムの精度 7 施工者
MC の利用にあたって、システムの精度を証明する資料等の
提出は必要ですか？

MC の活用においては、計測機器に関する公的
な校正証明書や検定証を添付する必要はありま
せん。

113 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 計測精度の確保 施工の精度 8 施工者 MC の精度を確認する簡単な方法はありませんか？

MC の活用においては、始業前などに既存の丁
張りや検測用の基準点を設けて確認します。
・ オペレータモニタ上に表示される刃先の座標
データと同位置で取得したTS での計測結果を比
較する方法などがあります。

114 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 計測精度の確保 施工の精度 8 施工者
MC の利用にあたって、TS の計測距離に制限はあります
か？

MC の活用において、計測距離の制限はありま
せん。ただし、施工結果の精度については、MC
の導入とは関係なく施工管理を実施して精度を
確認してください。

115 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ ３次元設計データの作成データの構成 9 施工者
３次元設計データのについて、路線ファイル、TIN ファイルが
ありますが、違いについて教えてください。

道路土工、河川土工では「路線ファイル」を作成
します。
駐車場、広場、飛行場の舗装工事では「TIN ファ
イル」を作成します。左記の様な面的な形に対す
る施工管理が求められる舗装工事では、線形情
報ではなく、高さや水勾配のコントロールポイント
を抽出して作成するTIN ファイルを利用すること
が有利な場合があります。
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116 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ ３次元設計データの作成データの構成 10 施工者
路線データからTIN ファイルへ変換する手順を教えてくださ
い。

路線データと横断図データからTIN データの頂
点となる３次元座標を算出し、これをソフトウェア
に読み込むことで作成します。
具体的な作成方法は、設計図書等の状況（紙媒
体、２次元CAD データ、３次元CAD データ）や各
メーカのソフトウェアにより異なります。

117 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ ３次元設計データの作成データの構成 11 施工者
MC（グレーダ）のデータ作成に必要なソフトウェアを教えてく
ださい。専用のソフトウェアが必要ですか？

現状では、各社のシステムで 終的に読み込む
データフォーマットが異なっており、MC システム
に付属するソフトウェア上で専用のデータに変換
して利用しています。
また、３次元座標データ、3D 面データにおいて
も、出力・入力可能なフォーマットが個別にある
ので、専用のソフトウェア以外を利用する場合で
も互いの互換性を確認しておく必要があります。

118 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ ３次元設計データの作成データの作成例 12 施工者
MC（グレーダ）で複数層の施工を行う場合に、各層で設計
ﾃﾞｰﾀを作成する必要がありますか？

設計データの作成方法は、施工者の任意です
が、下図の様に各層のデータを作成する場合
と、基準面の設計データだけを作成する場合も
あります。

119 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ ３次元設計データの作成データの作成例 12 施工者
既に周辺に構造物が設置されており、これに合わせた施工
が必要な場合の設計ﾃﾞｰﾀを作成する方法を教えてください。

擦りつけが必要な構造物の位置をTS などを用
いて３次元で計測し、これを元に設計データを作
成することができます。

120 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 機器取り付け・システム設機器設置 13 施工者 建設機械への機器の取付け方を教えてください。

MC/MG システムの構成機器を建設機械に取付
ける。その後、建設機械の機種やセンサ類の設
置位置（マストの高さや機械幅等）を入力し、
後にセンサのキャリブレーションと油圧制御の調
整を行います。

121 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 機器取り付け・システム設キャリブレーション 14 施工者
施工中にセンサが緩んでいたので締め直した。キャリブレー
ションを行いたい。キャリブレーションの流れを教えてくださ
い。

機器取付後、排土板幅等の測定、各センサの設
定を実施し、必要情報を車載PC へ入力します。

122 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工および施工管理 15 施工者
MC（グレーダ）を用いて施工することを技術提案に盛り込ん
でおり、MC 施工を施工計画書に記載したいと考えていま
す。どの程度の記載が必要ですか？

施工計画書に使用するシステムのメーカ、型番、
構成機器等を記載し、使用するシステムの機能
および精度が確認できる資料（メーカパンフレット
等）を添付することをお奨めします。

123 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工および施工管理 15 施工者 MC（グレーダ）を行う際に準拠する要領等はあるのですか？

MC を対象とした施工管理要領、監督・検査要領
等は策定されていません。
従来の施工のとおり、 「河川土工マニュアル
（（財）国土技術研究センター）」、「道路土工指針
（（社）日本道路協会）」、「土木工事施工管理基
準及び規格値（国土交通省）」等の土工の要領
等に準じて実施してください。
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124 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工および施工管理 15 施工者
MC の能力を 大限に発揮するための留意点はあります
か？

MC 施工では、従来の検測作業の繰り返しを低
減し、作業のスピードを向上させることが可能で
す。このためには、材料の供給の手配など周辺
作業の準備が大切です。

125 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工中のトラブル 16 施工者
制御がうまくいかない場合の対応でどのような要因が考えら
れますか？

「測位技術との通信障害」、「センサーの不作
動」、「計測機器の電池切れ」等が考えられま
す。

126 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工中のトラブル 16 施工者
ある位置にくると制御がうまくいかない場合の対応でどのよう
な要因が考えられますか？

「設計データの間違い」、「設計データの範囲外で
の作業」、「設計データの変化する位置とグレー
ダのマスト位置の不適合」等が考えられます。

127 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工中のトラブル 17 施工者
MC（グレーダ）システムで利用する測位技術が正確に計測
できていない。どのような原因が考えられますか？

「自動追尾式TS を用いる場合の主な制約条件と
発生する不具合例」、「RTK-GNSS とレーザなど
により高計測技術を組合せる場合の主な制約条
件と発生する不具合例」を示しています。該当
ページにて具体例を確認願います。

128 MC グレーダの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工中のトラブル 18 施工者
RTK-GNSS を用いる場合、基準局の設置時に留意する点が
あれば教えてください。

基準局（GNSS）は「衛星捕捉状態」・「衛星電波
の多重反射（マルチパス）」に留意して設置しま
す。

129 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 2 発注者
技術提案でＭＣ（グレーダ）を利用することとなっています
が、MC（グレーダ）システムとはどのようなシステムですか？

MC とはマシンコントロールシステムであり、設計
データと計測データの差分から制御信号を作成
し、重機の油圧バルブを自動制御して、作業装
置（ブレードの上下）を自動的に操作するシステ
ムです。
MG とはマシンガイダンスシステムであり、設計
データと計測データの差分をモニタなどに表示す
るだけで、操作は全てオペレータが行うシステム
です。

130 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 3 発注者 MC システムに、性能や機能で大きな違いがありますか？
平成25 年現在、MC（グレーダ）システムで、メー
カの違いや機種の違いによって施工精度に影響
を与える大きな差はありません。

131 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 4 発注者
提案されている測位システムで、要求している施工精度が確
保できるのか不安です。測位技術単体の計測精度を教えて
ください。

MC 技術を用いた施工では、建設機械の位置を
測る技術（測位技術）の適切な選定が重要であ
る。
測位技術には、自動追尾式トータルステーション
（TS）とRTK-GNSS があり、機器の特徴を踏まえ
て施工者が選定します。

132 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 5 発注者
MC グレーダの自動追尾式TS が適用できない現場条件は
ありますか？

自動追尾式TS では、TS 本体から発信するレー
ザがMC グレーダに設置したプリズムによって反
射する光を検知して追尾しています。したがっ
て、レーザが遮断される状況が発生すると自動
追尾による計測ができなくなります。

133 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 5 発注者
MC グレーダのRTK-GNSS が適用できない現場条件はあり
ますか？

RTK-GNSS では、利用可能な衛星が５個以上
RTK-GNSS の基準局からの補正データを受信で
きる範囲である必要があります。
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134 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 6 発注者
無線の通信状況でMC（グレーダ）システムが適用しにくい条
件はありますか？

MC（グレーダ）では、RTK-GNSS からグレーダの
間、自動追尾TS からグレーダの間で測位位置
に関する情報を無線通信しています。無線通信
が混信や通信障害をおこす場合は、測位ができ
ないためシステムが適切に稼働できません。

135 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 現場での活用段階 7 発注者
技術提案されたMC（グレーダ）システムが現地で利用されて
いるか確かめる方法はありますか？

ＭＣ（グレーダ）システムでは稼働中にオペレータ
席のモニタに測位システムの稼働状況、設計
データとの高さの差が表示されています。この表
示内容とブレードの上下の動きを確認することで
MCシステムが稼働していることを確かめることが
できます。

136 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 施工状況の把握 施工計画書の受理段 8 発注者
MC（グレーダ）システムに搭載されている設計データはどの
ようなデータですか

MC（グレーダ）に関して、データ提出の義務はあ
りません。
データの作成範囲、方法については、施工の段
取りや施工者のノウハウにより異なります。

137 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 施工状況の把握 施工計画書の受理段 9 発注者
３次元設計データのについて、TS を用いた出来形管理で利
用する基本設計データとの違いはありますか？また、MC（グ
レーダ）用の設計データの作成上の規則はありますか？

2012 年度時点においては、TS を用いた基本設
計データをMC システムで読込む機能は実装さ
れていません。したがって、基本的には、別途作
成が必要です。
TS を用いた出来形管理は、目的構造物の 終
形状を表現していますが、MC（グレーダ）は施工
途中の敷均し形状を設計データとして利用してい
ます。

138 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 施工状況の把握 現場での活用段階 10 発注者
現場でMC（グレーダ）システムの施工結果を確かめる方法
はありますか？

「従来と同様の施工管理を行う方法」、「簡易的
に現場での仕上がりを把握する方法」がありま
す。該当ページにて具体例を確認願います。

139 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 施工状況の把握 現場での活用段階 11 発注者
MC（グレーダ）システムの精度管理状況を確認する方法は
ありますか

MC（グレーダ）の導入は施工者の任意であり、監
督職員は施工結果を把握するだけで良い。ただ
し、施工途中で、計測精度に疑義や施工者が行
う精度管理に疑義が生じた場合は、精度管理状
況を確認することができます。

140 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 現場でのトラブル事例 12 発注者 現場の機械を改造してMC 情報化施工ができるのですか？

既存の機械がMC 対応型（油圧制御に電磁バル
ブが搭載されており、電磁バルブの仕様につい
て情報化施工機器メーカと情報共有されている）
の建設機械であれば、MC 機器のセンサ類を装
着することで対応できます。

141 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 現場でのトラブル事例 12 発注者
TS 出来形管理の基本設計データを使ってMC 用のデータに
利用すれば効率的ではないか？

TS 出来形管理の基本設計データが工事の完成
形状を対称にしているのに対して、MC用の設計
データは、施工途中あるいは完成形状に仕上が
る為の施工余裕などを含んだ形状となっていま
す。当該工事の出来形の完成形状と、MC 施工
の目標値が一致する場合は利用できることがあ
ります。

142 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 13 発注者
ＭＣ（グレーダ）が上手く利用できないとのことですが、どのよ
うな理由が考えられますか？

ＭＣシステムの不具合としては、「測位技術の不
具合」、「無線通信の不具合」、「システム本体の
不具合（センサの破損、ケーブルの断絶、演算部
の故障等）」等があります。
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143 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 13 発注者
情報化施工を導入することによる施工者のメリットは何です
か？

施工者側では、情報化施工の導入により、現場
作業の効率化（工期短縮・省人化）、オペレータ
の熟練度に左右されない品質の確保、オペレー
タの作業負担の軽減が実現されます。

144 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 13 発注者
MC グレーダを導入することによる発注者のメリットは何です
か？

MC グレーダでは、３次元の設計データを利用
し、従来の管理断面以外でも高精度な施工を容
易に実現できます。

145 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 14 発注者
情報化施工を勉強したいのですが何か良いテキストはない
ですか？

情報化施工技術は日々進歩しています。 新情
報は国土交通省のホームページ等をご確認くだ
さい。

146 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 14 発注者 MC/MG を行う際に準拠する要領等はあるのですか？

MC/MG 独自の施工管理要領、監督・検査要領
等は策定されていません。従来の施工のとおり、
「河川土工マニュアル（（財）国土技術研究セン
ター）」、「道路土工指針（（社）日本道路協会）」、
「土木工事施工管理基準及び規格値（国土交通
省）」等の土工の要領等に準じて実施してくださ
い。

147 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 14 発注者
MC/MG の監督はどのようにするのですか？通常の施工と
の違いはありますか？

MC/MG では、従来の施工のとおり、 「河川土工
マニュアル（（財）国土技術研究センター）」、「道
路土工指針（（社）日本道路協会）」、「土木工事
施工管理基準及び規格値（国土交通省）」等の
土工の要領等に準じて施工されますので、監督
事項は従来と同様です。

148 MC グレーダの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 14 発注者

技術提案でＭＣグレーダを行うことにより施工精度が向上す
るとのことでした。どのようなシステムで、どれくらい施工精度
が向上するのでしょうか？また、施工精度の確認方法はどの
ようにするのでしょうか

MC は、指示どおりのブレード高さ、勾配での施
工を自動化していますが、手動操作による操作
も行えます（自動制御中でも介入できます）。した
がって、MC を導入するだけでは精度向上は実
現しません。また、施工品質は締固めとセットで
管理すべき事項です。

149 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの選定 2 施工者
MG（バックホウ）のシステム（測位部）を選定する際のポイン
トはどこですか？

３ＤMG（バックホウ）は、主に土工の掘削や法面
整形に利用されるため、仕上がり法長さ（勾配）
に要求される精度を満足させるため、高精度な
計測装置が用いられています。
RTK-GNSS の場合は、RTK-GNSS の基準局１
台とレーザ基準局１台につき、複数台のMG（バッ
クホウ）の計測が可能です。
自動追尾式TS は、TS１台につき、１台の「MG
（バックホウ）技術」の追尾・計測が可能です。

150 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの選定 3 施工者
MG（バックホウ）のシステムで２Ｄと3D の違いはどこです
か？

MG（バックホウ）のシステムで２Ｄと3D の違いと
活用例を整理しました。該当ページにて具体例を
確認願います。
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151 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの選定 4 施工者
自動追尾式TS やRTK-GNSS が適用できない現場条件はあ
りますか？

自動追尾式 TS では、TS 本体から発信するレー
ザがMG バックホウに設置したプリズムによって
反射する光を検知して追尾しています。したがっ
て、レーザが遮断される状況が発生すると自動
追尾による計測ができなくなります。
RTK-GNSS は、測位衛星からの電波と地上の基
準局からの電波を受信することで高精度な測位
を行います。したがって、測位衛星からの電波お
よび地上の基準局からの電波が受信できない場
合には高精度な測位ができなくなります。

152 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの選定 5 施工者
３ＤMG（バックホウ）システムが上手く稼働しない条件はあり
ますか？

3DMG（バックホウ）では、RTK-GNSS からバック
ホウの間、自動追尾TS からバックホウの間で無
線通信しています。無線通信が混信や通信障害
をおこす場合は、測位ができないためシステムが
適切に稼働できません。

153 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの調達 6 施工者
「MG（バックホウ）技術」システムに必要な機器構成を教えて
ください。

自動追尾式 TS を利用する場合とRTK-GNSS を
使う場合で、基準局側の構成はやや異なります
が、移動局側の構成はＧＮＳＳアンテナとプリズ
ムの違い以外に大きな違いはありません。

154 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの調達 7 施工者 システムと重機を別々に調達しても問題ありませんか？

MG（バックホウ）は、センサを重機に後付けする
ことが可能なシステムですので、重機とシステム
を別々に調達することも可能です。ただし、以下
の留意点があります。

155 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの調達 7 施工者 他社システムとの組み合わせは可能ですか？

センサの性能，モニタ表示のわかりやすさなど開
発各社の技術開発競争が進められており、現状
では、他社システムとの組み合わせは補償され
ていません。

156 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 事前調査 システムの調達 7 施工者 システムの導入までの準備期間はどの程度ですか

システムに必要なセンサ類などを装着する治具
が設置されていない場合は、溶接作業等が必要
です。
さらに、データの搭載や試運転調整、操作の慣
れを考慮すると、準備期間として3～4 日程度の
余裕を見込んでおくことをお奨めします。

157 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 計測精度の確保 システムの精度 8 施工者
利用する測位システムで、どの程度の施工精度が確保でき
ますか？

3DMG（バックホウ）は、測位技術の計測結果に
基づいて制御を実施しており、測位技術の精度
以上の施工精度は実現しません。要求精度に応
じた測位技術の選定が重要です。

158 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 計測精度の確保 システムの精度 8 施工者
MG の利用にあたって、システムの精度を証明する資料等の
提出は必要ですか？

MG（バックホウ）の活用においては、計測機器に
関する公的な校正証明書や検定証を添付する
必要はありません。

159 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 計測精度の確保 施工の精度 9 施工者
3DMG（バックホウ）の精度を確認する簡単な方法はありませ
んか？

3DMG（バックホウ）の活用においては、始業前な
どに既存の丁張りや検測用の基準点を設けて確
認します。
オペレータモニタ上に表示される刃先の座標
データと同位置で取得した TS での計測結果を
比較する方法などがあります。
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160 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 計測精度の確保 施工の精度 9 施工者
3DMG（バックホウ）の利用にあたって、TS の計測距離に制
限はありますか？

3DMG（バックホウ）の活用において、計測距離の
制限はありません。ただし、施工結果の精度につ
いては、MG の導入とは関係なく施工管理を実施
して精度を確認してください。

161 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ ３次元設計データの作成データの構成 10 施工者
３次元設計データには、路線ファイル、TIN ファイルがありま
すが、これらの違いを教えてください。

道路土工、河川土工では「路線ファイル」を作成
します。
駐車場、広場、飛行場の土工では「TIN ファイ
ル」を作成します。この様な工事では、線形情報
ではなく、高さや水勾配のコントロールポイントを
抽出して作成するTIN ファイルを利用することが
有利な場合があります。

162 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ ３次元設計データの作成データの構成 11 施工者
3DMG（バックホウ）用のデータ作成に必要なソフトウェアを教
えてください。専用のソフトウェアが必要ですか？

現状では、各社のシステムで 終的に読み込む
データフォーマットが異なっており、MG システム
に付属するソフトウェア上で専用のデータに変換
して利用しています。
また、３次元座標データ、3D 面データにおいて
も、出力・入力可能なフォーマットが個別にある
ので、専用のソフトウェア以外を利用する場合で
も互いの互換性を確認しておく必要があります。

163 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ ３次元設計データの作成データの作成例 12 施工者
３ＤMG（バックホウ）で施工を行う場合に、3 次元設計ﾃﾞｰﾀ作
成上の留意点はありますか？

設計データの作成方法は、施工者の任意です
が、実際の施工では、施工箇所によって地山と
のすり付け位置が変わることが発生するため、３
次元設計データは設計法長よりも数ｍ程度大き
めに作成することをお奨めします。

164 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ ３次元設計データの作成データの作成例 13 施工者
TS 出来形で作成した３次元設計データも活用が可能です
か？

３次元設計データには、出来形の検査を対象とし
た形状と施工途中の丁張りを代替する形状があ
ります。ＴＳ出来形は前者の形状を対象としてい
るのに対し、ＭＣ・ＭＧでは多くの場合後者の
データが用いられています。
MC・MG の３次元設計データとTS 出来形で作成
する形状が同じ場合はそのまま利用できる場合
もあります。

165 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ ３次元設計データの作成データの作成例 14 施工者
現場あわせの作業で３次元設計データ無しに利用できませ
んか？

MG は、単純な形状（基準線と片勾配）程度であ
れば、現場でのデータ作成も可能です。

166 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ ３次元設計データの作成データの作成例 15 施工者
データ作成に関して、３次元設計データ作成前に発注者と協
議しておく項目はありますか？

ＭＧバックホウで掘削・整形する形状のうち、横
断図として明記されていない変化点については、
発注者と積極的に協議を行い明確な位置を確定
させておくことが円滑な施工、施工管理、監督・
検査には不可欠です。

167 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 機器取り付け・システム設機器設置 16 施工者 建設機械への機器の取付け方を教えてください。

まず、MG（バックホウ）の構成機器を建設機械に
取付けます。その後、建設機械の機種やセンサ
類の設置位置（マストの高さや機械幅等）を入力
し、 後にセンサのキャリブレーションと油圧制
御の調整を行います。
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168 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 機器取り付け・システム設キャリブレーション 17 施工者
施工中にセンサが緩んでいたので締め直したため、再度
キャリブレーションを行いたいのですが、キャリブレーション
の流れを教えてください。

まず建設機械の寸法、センサの取り付け位置等
を測定します。その後、各センサの設定を実施
し、測定した寸法などの必要な情報を車載PC へ
入力し、 後にモニタ上の表示値が、別途計測し
た値と一致するかを確認します。

169 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工および施工管理 18 施工者
「MG（バックホウ）技術」を用いて施工することを技術提案に
盛り込んでおり、MG 施工を施工計画書に記載したいと考え
ています。どの程度の記載が必要ですか？

施工計画書に使用するシステムのメーカ、型番、
構成機器等を記載し、使用するシステムの機能
および精度が確認できる資料（メーカパンフレット
等）を添付することをお奨めします。

170 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工および施工管理 18 施工者
MG（バックホウ）施工を行う際に準拠する要領等はあるので
すか？

MG を対象とした施工管理要領、監督・検査要領
等は策定されていません。
従来の施工のとおり、 「河川土工マニュアル
（（財）国土技術研究センター）」、「道路土工指針
（（社）日本道路協会）」、「土木工事施工管理基
準及び規格値（国土交通省）」等の土工の要領
等に準じて実施してください。

171 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工中のトラブル 19 施工者
ある位置にくると制御がうまくいかない場合の対応でどのよう
な要因が考えられますか？

「設計データに間違いがある。」、「設計データの
範囲外で作業を行っている。」、「設計データの変
化する位置とバックホウのマスト位置の不適合」
等が考えられます。

172 MG バックホウの現場対応集［施工者向け］ 施工 施工中のトラブル 20 施工者
３ＤMG（バックホウ）システムで利用する測位技術が正確に
計測できません。どのような原因が考えられますか？

「RTK-GNSS とレーザなどにより高計測技術を組
合せる場合の主な制約条件と発生する不具合
例」、「自動追尾式TS を用いる場合の主な制約
条件と発生する不具合例」を示しています。該当
ページにて具体例を確認願います。

173 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 2 発注者

技術提案で「MG（バックホウ）技術」を利用することとなってい
ますが、「MG（バックホウ）技術」システムとはどのようなシス
テムですか？また、利用するシステムの概略構成、利用され
る測位技術について知りたい。

MC とはマシンコントロールシステムであり、設計
データと計測データの差分から制御信号を作成
し、重機の油圧バルブを自動制御して、作業装
置（バケットの上下）を自動的に操作するシステ
ムです。
MG とはマシンガイダンスシステムであり、設計
データと計測データの差分をモニタなどに表示す
るだけで、操作は全てオペレータが行うシステム
です。

174 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 3 発注者 MG システムに、性能や機能で大きな違いがありますか？
2012 年現在、「MG（バックホウ）技術」システム
で、メーカの違いや機種の違いによって施工精
度に影響を与える大きな差はありません。

175 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 4 発注者
提案されている測位システムで、要求している施工精度が確
保できるのか不安です。測位技術単体の計測精度を教えて
ください。

MG 技術を用いた施工では、建設機械の位置を
測る技術（測位技術）の適切な選定が重要です。
測位技術には、自動追尾式トータルステーション
（TS）とRTK-GNSS があり、施工者が選定しま
す。
該当ページにて確認願います。

176 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 5 発注者
MG バックホウの自動追尾式TS が適用できない現場条件は
ありますか？

自動追尾式 TS では、TS 本体から発信するレー
ザがMG バックホウに設置したプリズムによって
反射する光を検知して追尾しています。したがっ
て、レーザが遮断される状況が発生すると自動
追尾による計測ができなくなります。
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177 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 5 発注者
MG バックホウのRTK-GNSS が適用できない現場条件はあ
りますか？

RTK-GNSS では、利用可能な衛星が５個以上、
RTK-GNSS の基準局からの補正データを受信で
きる範囲である必要があります。

178 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 6 発注者
無線の通信状況で「MG（バックホウ）技術」が適用しにくい条
件はありますか？

MG（バックホウ）では、RTK-GNSS からバックホ
ウの間、自動追尾TS からバックホウの間で測位
位置に関する情報を無線通信しています。無線
通信が混信や通信障害をおこす場合は、測位が
できないためシステムが適切に稼働できません。

179 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 履行確認ポイント 現場での活用段階 7 発注者
技術提案された「MG（バックホウ）技術」が現地で利用されて
いるか確かめる方法はありますか？

「MG（バックホウ）技術」では稼働中にオペレータ
席のモニタに測位システムの稼働状況、設計
データとの高さの差が表示されています。この表
示内容とバケットの上下の動きを確認することで
MGシステムが稼働していることを確かめることが
できます。

180 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 施工状況の把握 施工計画書の受理段 8 発注者
「MG（バックホウ）技術」に搭載されている設計データはどの
ようなデータですか

MG（バックホウ）に関して、データ提出の義務は
ありません。
データの作成範囲、方法については、施工の段
取りや施工者のノウハウにより異なります。
 「MG（バックホウ）技術」に搭載する設計データと
しては、大きく２つのパターンがあります。

181 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 施工状況の把握 施工計画書の受理段 9 発注者

３次元設計データのについて、TS を用いた出来形管理で利
用する基本設計データとの違いはありますか？また、MG
（バックホウ）用の設計データの作成上の規則はあります
か？

2012 年度時点においては、TS を用いた基本設
計データをMG システムで読込む機能は実装さ
れていません。したがって、基本的には、別途作
成が必要です。
「MG（バックホウ）技術」について、設計データの
作成ルールはありません。

182 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 施工状況の把握 現場での活用段階 10 発注者
現場で「MG（バックホウ）技術」の施工結果を確かめる方法
はありますか？

従来と同様の施工管理を行う方法と簡易的に現
場での仕上がりを把握する方があり、該当ペー
ジを確認願います。

183 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 施工状況の把握 現場での活用段階 11 発注者
「MG（バックホウ）技術」の精度管理状況を確認する方法は
ありますか

「MG（バックホウ）技術」の導入は施工者の任意
ですので、監督職員は施工結果（所定の撒きだ
し厚さであること）を把握することが重要です。施
工途中で、計測精度や施工者が行う精度管理に
疑義が生じた場合は、「利用している工事基準点
の確認」、「計測精度の確認」等により精度管理
状況を確認することができます。

184 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 現場でのトラブル事例 12 発注者 現場の機械を改造してMG 情報化施工ができるのですか？

既存の機械が MG 対応型（油圧制御に電磁バ
ルブが搭載されており、電磁バルブの仕様につ
いて情報化施工機器メーカと情報共有されてい
る）の建設機械であれば、MG 機器のセンサ類を
装着することで対応できます。
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185 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 12 発注者
TS 出来形管理の基本設計データを使ってMG 用のデータに
利用すれば効率的ではないか？

TS 出来形管理の基本設計データが工事の完成
形状を対称にしているのに対して、MG用の設計
データは、施工途中あるいは完成形状に仕上が
る為の施工余裕などを含んだ形状となっていま
す。
当該工事の出来形の完成形状と、MG 施工の目
標値が一致する場合は利用できることがありま
す。

186 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 13 発注者
MG（バックホウ）が上手く利用できないとの報告を受けまし
た。どのような理由が考えられますか？

MG システムの不具合としては、「測位技術の不
具合」、「無線通信の不具合」、「システム本体の
不具合」等が考えられます。

187 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 13 発注者
情報化施工を導入することによる施工者のメリットは何です
か？

施工者側では、情報化施工の導入により、現場
作業の効率化（工期短縮・省人化）、オペレータ
の熟練度に左右されない品質の確保、オペレー
タの作業負担の軽減が実現されます。

188 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 13 発注者
MG バックホウを導入することによる発注者のメリットは何で
すか？

MG バックホウでは、３次元の設計データを利用
し、従来の管理断面以外でも高精度な施工を容
易に実現できます。路盤工の精度向上が舗装の
品質向上にどの程度寄与するのかは今後の研
究課題ですが、熟練オペレータが減少する昨今
の状況において、従来と同等以上の施工品質を
容易に確保できる技術と考えることができます。

189 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 14 発注者
情報化施工を勉強したいのですが何か良いテキストはない
ですか？

情報化施工技術は日々進歩しています。 新情
報は国土交通省のホームページ等をご確認くだ
さい。

190 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 14 発注者
MG（バックホウ）を行う際に準拠する要領等はあるのです
か？

MG（バックホウ）による施工管理要領、監督・検
査要領等は策定されていません。従来の施工の
とおり、 「河川土工マニュアル（（財）国土技術研
究セター）」、「道路土工指針（（社）日本道路協
会）」、「土木工事施工管理基準及び規格値（国
土交通省）」等の土工の要領等に準じて実施して
ください。

191 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 14 発注者
MG（バックホウ）の監督はどのようにするのですか？通常の
施工との違いはありますか？

MG（バックホウ）では、従来の施工のとおり、 「河
川土工マニュアル（（財）国土技術研究セン
ター）」、「道路土工指針（（社）日本道路協会）」、
「土木工事施工管理基準及び規格値（国土交通
省）」等の土工の要領等に準じて施工されますの
で、監督事項は従来と同様です。

192 MG バックホウの現場対応集［発注者向け］ 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 14 発注者

技術提案でMG バックホウを行うことにより施工精度が向上
するとのことでした。どのようなシステムで、どれくらい施工精
度が向上するのでしょうか？また、施工精度の確認方法はど
のようにするのでし
ょうか

MG は、指示どおりのバケット高さ、勾配での施
工を支援していますが、作業中に材料が不足し
たり、手動操作による操作も並行して行えます。
したがって、MG を導入するだけでは精度向上は
実現しません。また、施工品質は締固めとセット
で管理すべき事項です。

193 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施事前調査 システムの選定 2 施工者
「TS・GNSS による締固め管理技術」のシステムを選定する
際のポイントはどこ？

「TS・GNSS による締固め管理技術」は、盛土の
締固め作業時の転圧回数の管理に用いられま
す。平面的な走行軌跡を得るために「自動追尾
式TS」、「RTK-GNSS」の高精度な計測装置が用
いられています。
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194 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施事前調査 システムの選定 3 施工者
自動追尾式TS やRTK-GNSS が適用できない現場条件はあ
りますか？

自動追尾式 TS では、TS 本体から発信するレー
ザが「TS・GNSS による締固め管理技術」に設置
したプリズムによって反射する光を検知して追尾
しています。したがって、レーザが遮断される状
況が発生すると自動追尾による計測ができなくな
ります。
RTK-GNSS は、測位衛星からの電波と地上の基
準局からの電波を受信することで高精度な測位
を行います。したがって、測位衛星からの電波お
よび地上の基準局からの電波が受信できない場
合には高精度な測位ができなくなります。

195 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施事前調査 システムの選定 4 施工者
「TS・GNSS による締固め管理技術」システムが上手く稼働し
ない条件はありますか？

「TS・GNSS による締固め管理技術」では、RTK-
GNSS から転圧建機（ローラ類，ブルドーザ）の
間、自動追尾TS から転圧建機（ローラ類，ブル
ドーザ）の間で測位位置に関する情報を無線通
信しています。無線通信が混信や通信障害をお
こす場合は、測位ができないためシステムが適
切に稼働できません。

196 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施事前調査 システムの調達 5 施工者
「TS・GNSS による締固め管理技術」システムに必要な機器
構成を教えてください。

自動追尾式 TS を利用する場合とRTK-GNSS を
使う場合で、基準局側の構成はやや異なります
が、移動局側の構成はＧＮＳＳアンテナとプリズ
ムの違い以外に大きな違いはありません。

197 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施事前調査 システムの調達 6 施工者 システムと重機を別々に調達しても問題ありませんか？

締固め管理システムは、転圧建機（ローラ類，ブ
ルドーザ）に後付けすることが可能なシステムで
すので、重機とシステムを別々に調達することも
可能です。ただし、以下の留意点があります。

198 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施事前調査 システムの調達 6 施工者 他社システムとの組み合わせは可能ですか？

自動追尾式TS の応答性、オプションとして応答
加速度計による地盤強度評価や締固め厚さ評
価の機能を持たせるなど開発各社の技術開発
競争が進められており、現状では、他社システム
との組み合わせは補償されていません。

199 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施事前調査 システムの調達 6 施工者 システムの導入までの準備期間はどの程度ですか

システムに必要な測量機器などを装着する治具
が設置されていない場合は、工場での溶接作業
等が必要です。
さらに、データの搭載や試運転調整、操作の慣
れを考慮すると、準備期間として２～３日程度の
余裕を見込んでおくことをお奨めします。

200 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施システム精度の確保 システムの精度 7 施工者
利用する測位システムで、どの程度の施工精度が確保でき
ますか？

「TS・GNSS による締固め管理技術」では施工管
理要領により、所定の精度以上の測量機器を利
用することが定められています。

201 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施システム精度の確保 システムの精度 8 施工者 利用するソフトウェアに制限はありますか？
「TS・GNSS による締固め管理技術」では施工管
理要領に定められています。

202 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施システム精度の確保 システムの精度 9 施工者
利用する締め固め機械で設定方法を変更する必要がありま
すか？

締固め回数管理では、転圧機械によって締め固
めの判定を定義しています。
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203 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施システム精度の確保 試験施工 10 施工者
「TS・GNSS による締固め管理技術」システムが不向きな盛
土はありますか？

「①盛土品質を締固め回数によって管理すること
が困難な土質」や「盛土材料の土質が日々大きく
変化し、各種試験で確認した土質から逸脱する
場合」等は、好ましくありません。

204 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施システム精度の確保 試験施工 10 施工者
試験施工で締め固め回数の目標を決定しますが、試験施工
の結果で報告する項目の一覧はありますか？

締固め回数管理では「事前確認チェックシートト
（TSの場合）」を利用して報告することとなってい
ます。

205 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施システム精度の確保 試験施工 11 施工者
試験施工で締め固め回数の目標を決定しますが、試験施工
の結果で報告する項目の一覧はありますか？

締固め回数管理では「事前確認チェックシート
（GNSSの場合）」を利用して報告することとなって
います。

206 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施システム精度の確保 試験施工 12 施工者
試験施工で締め固め回数の目標を決定しますが、根拠とし
てどのようなデータを利用しますか？

本要領による締固め回数管理では、使用予定材
料毎に試験施工を実施し、締固め回数（回）と締
固め度（%）との相関関係から本施工時の締固め
回数を決定します。
砂置換法およびRI 計法による密度試験が実施
不可能な岩塊材料の場合、締固め回数（回）と表
面沈下量（cm）との相関関係から本施工時の締
固め回数を決定します。

207 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施盛土施工 データの作成 13 施工者 施工範囲データとは、どのようなデータかを教えてください。

施工範囲データの作成手法に制限や決まりはあ
りません。
施工範囲データは、盛土のエリアを囲む平面座
標です。システムによっては、作業前にエリアを
実際に移動して設定する仕組みや、CAD などの
平面図から抽出して入力する物などがあります。
各メーカで手法が異なるので、マニュアルを参照
してください。

208 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施盛土施工 日々の施工管理 13 施工者
締固め管理回数管理を導入していますが、システムの出力
結果以外に日々の管理項目は不要ですか？

締め固め回数管理は、あくまで回数のみの管理
です。撒きだし厚さ管理や材料管理の結果は従
来と変わりません。
また、日々の材料確認として、含水比の管理を
行うことが規程されています。

209 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施盛土施工 日々の施工管理 14 施工者
締固め管理回数管理を導入していますが、回数管理ができ
ようできない場所やその場合の対応はありますか？

回数管理による管理ができない場合は従来手法
による管理を併用します。

210 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施盛土施工 日々の施工管理 14 施工者
締固め管理回数管理を導入していますが、衛星状況の不備
によりFIX 解が得られない場合はどのように対応すべきです
か？

締固め回数管理要領では、走行軌跡はFIX 解が
得られている場合のみ記録されることとなってい
ます。FIX 解が得られない場合は作業を中断し、
測位精度が回復後再開します。
締固め回数管理が実施できない箇所においては
従来手法による密度管理を行います。

211 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施盛土施工 帳票の出力 14 施工者
締固め管理回数管理を導入していますが、システムの出力
帳票で記載する項目にルールはありますか？

締め固め回数管理では、帳票に記載すべき項目
を規定しています。

212 TS・GNSS による締固め管理技術の現場対応集［施盛土施工 帳票の出力 15 施工者
締固め管理回数管理を導入していますが、システムのログ
データを提出する必要がありますか？

締め固め回数管理では、ログファイルの提出が
規定されています。
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213 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 2 発注者
技術提案で「締固め回数管理技術」を利用することとなって
います。「締固め回数管理技術」とはどのようなシステムです
か？

締固め回数管理システムとは,締固め機械の走
行軌跡をTSやRTK-GNSSを用いて追跡し、締固
め施工範囲で正方形に分割されたメッシュの通
過回数をカウントするシステムです。

214 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 3 発注者
「締固め回数管理技術」のシステムに、性能や機能で大きな
違いがありますか？

「締固め管理技術」のシステムに特別な認証や
登録制度はありません。「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛
土の締固め回数管理要領」に測位に利用できる
技術と必要な精度、締固め回数管理を行う上で
必要なシステムの機能について確認方法が記載
されています。

215 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 4 発注者
高精度な施工で品質が向上と提案されていますが、測位シ
ステムにより求める品質に差が出るのでしょうか？

測位技術としては、自動追尾ＴＳとRTK-GNSS
（VRS を含む）が利用可能です。締固め回数管
理では、平面的に締固め回数をカウントしていま
すが、施工機械の揺れや傾きもあることから±
20mm程度の水平精度で十分対応可能です。精
度の違いによる締固め品質への影響は無いと考
えて良いでしょう。選択のポイントは、現場条件
や利用機器の台数設定によります。

216 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 履行確認ポイント 施工計画書の受理段 4 発注者
締固め回数管理ができない箇所の対応について問い合わせ
がありましたが、どのように対応しますか？

締固め回数管理が適用できる部分は、試験施工
と同等の条件での施工が前提です。構造物周辺
や法肩端部などの試験施工と異なる締固め機械
や手法を用いる部分では、従来手法による管理
が必要です。

217 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 履行確認ポイント システムの確認段階 5 発注者
自動追尾式TS やRTK-GNSS の測位ができない箇所があり
ますが対処方法はありますか？

自動追尾式ＴＳの場合は、位置測定が中断した
場合は一時停止し、システムの復旧後に再開し
てください。復旧が困難な場合は従来手法による
密度管理に変更してください。
RTK-GNSS の場合は、FIX 解（高精度な測位が
実施されている）のみを利用することとなってい
ます。

218 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 履行確認ポイント システムの確認段階 5 発注者
無線の通信状況で「締固め回数管理技術」システムが適用し
にくい条件はありますか？

「締固め管理技術」では、RTK-GNSS から転圧
建機（ローラ類，ブルドーザ）の間、自動追尾TS
から転圧建機（ローラ類，ブルドーザ）の間で測
位位置に関する情報を無線通信しています。無
線通信が混信や通信障害をおこす場合は、測位
ができないためシステムが適切に稼働できませ
ん。

219 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 盛土施工・品質管理 試験施工段階. 6 発注者
試験施工の実施場所は実現場の盛土とは別に設定する必
要がありますか？

試験施工を行う場所に規程はありません。実際
に盛土を行う箇所でも構いません。また、現場内
の別の場所でも構いません。

220 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 盛土施工・品質管理 試験施工段階. 6 発注者
試験施工の前に回数管理による品質管理に適した材料と適
さない材料の判断方法はありますか？

「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め回数管理要
領」に、「適用可能な材料」と「適用に当たっては
十分な検討が必要な材料」が示されています。

221 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 盛土施工・品質管理 試験施工段階. 6 発注者
回数管理の利用により撒きだし厚さの変更を行いたいとの協
議が上がっているが、どのように対応すべきか？

「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め回数管理要
領」は、撒きだし厚さの変更に係わる項目は対象
外です。あくまで試験施工の条件を再現し、それ
を確認する仕組みです。
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222 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 盛土施工・品質管理 試験施工段階. 7 発注者
試験施工の実施結果が提出されましたが、必要な確認項目
はなんですか？

該当ページにて具体的な確認項目を確認願いま
す。

223 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 盛土施工・品質管理 試験施工段階. 7 発注者
本施工の実施前に確認しておくべき項目のリストはありませ
んか？

本施工までに確認すべき資料は、「事前確認
チェックシートの内容確認」、「材料の室内試験結
果」、「試験施工結果」です。

224 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 盛土施工・品質管理 材料管理 8 発注者
試験施工で用いられている材料と同等であることをどのよう
に判断しますか？

材料については同一の土取場から搬入している
かが一つの目安です。現場では、目視による色
の確認や手触りなどで確認してください。

225 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 盛土施工・品質管理 施工時の品質管理 8 発注者 現場での撒きだし厚さの把握方法はありますか？

撒き出し厚の管理は従来と同様の200m に１箇
所の写真管理を用います。
「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め回数管理要
領」では、トレーサビリティ確保の観点から締固
め機械の走行履歴にはＺ座標も含めて記録する
こととなっています。利用するソフトウェアによっ
ては、走行軌跡から締固め後の高さや、下層と
の標高差から締固め厚さなどの分布図が作成で
きる場合もあります。これらの作成結果について
は、参考値として扱います。

226 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 盛土施工・品質管理 施工時の品質管理 9 発注者 品質管理として確認する資料について教えてください。

「盛土材料の品質記録（搬出した土取場、含水
比）」、「撒きだし厚さの記録（200ｍに１箇所の写
真）」、「締固め回数の記録（締固め回数分布図、
走行軌跡図、走行軌跡のログファイル）」を確認
します。

227 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 10 発注者
「締固め管理技術」の適用効果を解りやすく示した資料があ
りますか？

「締固め管理技術の一般的な効果」、「定量的な
効果」の確認方法を示していますので、該当ペー
ジにて確認願います。

228 TS・GNSSによる締固め管理技術の現場対応集［発 円滑な現場導入の支援 良くある質問例 10 発注者
情報化施工を勉強したいのですが何か良いテキストはない
ですか？

情報化施工技術は日々進歩しています。 新情
報は国土交通省のホームページ等をご確認くだ
さい。


