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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．日本を取り巻く状況

2



我が国の将来人口推計

年次 2015 2040 2065
人口（百万人） 127 111 88
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人口ピラミッドの変化

2015年

2040年

2065年

2040年頃までの人口高齢化は第１次ベビー
ブーム世代に引き続き第２次ベビーブーム世
代が高年齢層に入ることによるもの

その後、2065年までの高齢化の進展は、低
い出生率の下で世代ごとに人口規模が縮小
していく
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急速に減少する生産年齢人口

年次 2015 2040 2065
人口（万人） 7,728 5,978 4,529

4割減少

5
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6

ICTとデジタル化の進展



８年で世界を変えたスマートフォン

7
出所:http://t.co/CaDpqFtxaw

バチカン観衆（2005 & 2013）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．建設産業の現状
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政府投資額（兆円）

民間投資額（兆円）

就業者数（万人）

許可業者数（千業者）

（年度）
出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については2016年度まで実績、2017年度・2018年度は見込み、2019年度は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。2011年は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について2010年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値注
注４ 平成27年（2015年）産業連関表の公表に伴い、2015年以降建築物リフォーム・リニューアルが追加されたとともに、2011年以降の投資額を遡及改定している

○ 建設投資額はピーク時の1992年度：約84兆円から2010年度：約43兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、
2019年度は約56兆円となる見通し（ピーク時から約33％減）。

○ 建設業者数（2017年度末）は約46万業者で、ピーク時（1999年度末）から約23％減。
○ 建設業就業者数（2017年平均）は498万人で、ピーク時（1997年平均）から約27％減。

建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

（兆円） （千業者、万人）

就業者数のピーク
685万人（1997年平均）

就業者数
ピーク時比
▲26.5%

503万人
（2018年平均）

468千業者
（2018年度末）

許可業者数
ピーク時比
▲22.1%

56兆円
（2019年度見通し）

建設投資
ピーク時比
▲33.3％

許可業者数のピーク
601千業者（1999年度末）

建設投資のピーク
84兆円（1992年度）
就業者数：619万人
業者数：531千業者
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○建設業就業者： 685万人（H9） → 498万人（H22） → 503万人（H30）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 33万人（H30）

○技能者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  328万人（H30）

○ 建設業就業者は、55歳以上が約35％、29歳以下が約11%と高

齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち平成29年と比較して

55歳以上が約5万人増加、29歳以下は約1万人増加。

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）を基に国土交通省で算出

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値）

建設業就業者の現状
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建設業：約３割が５５歳以上

建設業：２９歳以下は約１割

全産業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）
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2.6 
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24.8 

30.6 

42.4 

44.3 

35.2 

31.3 

32.0 

50.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65歳以上

年齢階層別の建設技能者数

出所：総務省「労働力調査」（H30年平均）をもとに国土交通省で推計

（万人）

（年齢階層）

82.9万人
25.2％

36.5万人
11.1％

○60歳以上の技能者は全体の約４分の１を占めており、10年後にはその大半が引退することが見込まれる。
○これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約10％程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。
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管理延長 事務所職員数 管理延長／人

(km) (人) (km/人)
■管理延長、事務所の職員数、一人当たりの管理延長の推移

定員減少による業務への影響 公物管理

事務所職員数：約20%の減

管理延長：7%の増

河川・道路の管理延長は増加する一方で、事務所の職員は減少
⇒事務所の１人当たりの管理延長は約４割増加し、職員の負担が大幅に増え、

公物管理への影響が懸念

〔管理延長〕

〔事務所※の職員数（出張所職員を含む）〕

〔現場職員1人当たりの管理延長〕

現場職員1人当たりの管理延長：約40%の増

事務所※：河川国道事務所、砂防国道事務所、復興事務所、河川事務所、砂防事務所、ダム砂防事務所、ダム工事事務所、総合開発工事事務所、導水工事事務所、国道事務所、
公園事務所、営繕事務所、技術事務所、ダム統合管理事務所、広域ダム管理事務所及び管理所 12



産業別就業者の平均年齢の推移
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全産業 建設業 製造業

建設業

（歳）

（年）
総務省「労働力調査」をもとに国土交通省で推計

製造業

全産業

• １６年間で建設業の平均年齢は、３．４歳上昇（製造業は１．６歳）
• 製造業と比べて１０年以上早く、２倍以上のスピードで高齢化が進展
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※ 厚生労働省「毎月勤労統計調査」年度報より国土交通省作成

（時間）

建設業

製造業

調査産業計

2007年度：2065時間

2017年度：2054時間

▲11時間

2007年度：1993時間

2017年度：1962時間

▲31時間

2007年度：1807時間

2017年度：1715時間

▲92時間

（日）

建設業

製造業

調査産業計

2007年度：256日

2017年度：252日

▲4日

2007年度：238日

2017年度：234日

▲4日

2007年度：233日

2017年度：222日

▲11日

実労働時間及び出勤日数の推移 （建設業と他産業の比較）

○ 年間の総実労働時間については、他産業と比べて300時間以上（約２割）長い。また、10年前と比べると、全産
業では約92時間減少しているものの、建設業はほぼ横ばい（約11時間の減少）であり、大幅な改善は見られない。

92時間

339時間

18日

30日
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約99％地域を地盤
とする企業

○ 建設業者は、災害時には、最前線で地域社会の安全・安心の確保を支える「地域の守り手」

全国大手ゼネコン 約30社

地域ブロックを地盤とする
準大手ゼネコン

約100社

地域（都道府県）を地盤
とする中堅ゼネコン

約5,900社

地域（複数の市町村）を
地盤とする中小ゼネコン

約1.１万社

その他工事元請企業＊3 約2.4万社

その他経審受審企業 約10万社

その他建設業
※民間工事プロパー企業、電気設備等の専門工
事業等

約33万社

完工高9000億円超 4社＊２

我が国の産業構造 企業数の分布

（Aランク）

（Bランク）

（Cランク）

（Dランク）

約2.4万社

約33万社

約10万社

約1.１万社

＊１ ブロック間の重複登録を除く。重複を含めると約2.8万社 ＊３ 特定建設業許可業者数 ＊５ H27発注工事を対象
＊２ 大成、鹿島、清水、大林の4社 ＊４ 各等級企業数は残留措置申請後の数値

【災害時の地域建設業の対応】

堆積物撤去（長野県長野市）

仮堤防の補強（茨城県内）

令和元年台風第19号による
被害への対応

一般土木 約5,900社

約100社

約30社

建設業者は「地域の守り手」
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建設産業は､地域のインフラの整備やメンテナンス等の担い手であると同時に､地域経済・雇

用を支え､災害時には最前線で地域社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手として、国民

生活や社会経済を支える大きな役割を担う。

平成３０年７月豪雨災害では、岡山県、広島県の広範囲
に渡り、土砂災害・河川氾濫に対する啓開作業・応急復旧
作業に地元建設企業が尽力。

【ミシシッピ川に係る高速道路橋の落橋
事故（2007年米ミネソタ州）】（出典：
MN/DOT)

香川・徳島県境無名橋（鋼２径間単純トラ
ス橋）の落橋（２００７年）

【インフラメンテナンスの必要性】【災害の応急対応】
▼社会資本の老朽化による被害

建設産業の役割

現下の建設産業を取り巻く環境

中長期的なインフラの品質確保等のため、国土・地域づくりの担い手として、持続可能な建設産業の構築が課題

近年の建設投資の急激な減少や競争の激化等により、建設企業の経営を取り巻く環境の悪化と、現場の

技能労働者の減少、若手入職者の減少といった構造的な課題に直面。

建設産業の役割と課題

16



品確法と建設業法・入契法（担い手３法）Ｒ１改正時の概要

※担い手３法の改正（公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）

相次ぐ災害を受け地域の「守り手」としての建設業への期待
働き方改革促進による建設業の⾧時間労働の是正
i-Constructionの推進等による生産性の向上

予定価格の適正な設定、歩切りの根絶
価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に歯止め

新たな課題・引き続き取り組むべき課題 担い手３法施行(H26)後５年間の成果

平成26年に、公共工事品確法と建設業法･入契法を一体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を
徹底することなど、建設業の担い手の中⾧期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。

新たな課題に対応し、
５年間の成果をさらに充実する

新・担い手３法改正を実施

建設業法・入契法の改正 ～建設工事や建設業に関する具体的なルール～

品確法の改正 ～公共工事の発注者･受注者の基本的な責務～

cv

○発注者の責務
・適正な工期設定 （休日、準備期間等を考慮）
・施工時期の平準化 （債務負担行為や繰越明許費の活用等）
・適切な設計変更
（工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用）

働き方改革の推進

○受注者（下請含む）の責務
・適正な請負代金･工期での下請契約締結

○発注者の責務
・緊急性に応じた随意契約･指名競
争入札等の適切な選択

・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費用の予定価格
への反映や、見積り徴収の活用

○発注者･受注者の責務
・情報通信技術の活用等による
生産性向上

生産性向上
への取組

災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保

○調査･設計の品質確保
・「公共工事に関する測
量、地質調査その他の調
査及び設計」を、基本理
念及び発注者･受注者の責
務の各規定の対象に追加

○現場の処遇改善
・社会保険の加入を許可要件化
・下請代金のうち、労務費相当については現金払い

○工期の適正化
・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
（違反者には国土交通大臣等から勧告・公表）
・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化
のための措置を講ずることを努力義務化＜入契法＞

○技術者に関する規制の合理化
・監理技術者:補佐する者(技士補)
を配置する場合、兼任を容認

・主任技術者(下請):一定の要件を
満たす場合は配置不要

○災害時における建設業者団体
の責務の追加

・建設業者と地方公共団体等との
連携の努力義務化

○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を
合理化

・建設業の許可に係る承継に関す
る規定を整備
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３．i-Constructionと新技術活用
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i-Construction ～建設業の生産性向上～

○平成28年9月12日の未来投資会議において、安倍総理から第4次産業革命による『建設現場の生産性革命』に向け、
建設現場の生産性を2025年度までに2割向上を目指す方針が示された。

○この目標に向け、３年以内に、橋やトンネル、ダムなどの公共工事の現場で、測量にドローン等を投入し、施工、検査
に至る建設プロセス全体を３次元データでつなぐなど、新たな建設手法を導入。

○これらの取組によって従来の３Ｋのイメージを払拭して、多様な人材を呼び込むことで人手不足も解消し、
全国の建設現場を新３Ｋ（給与が良い、休暇がとれる、希望がもてる）の魅力ある現場に劇的に改善。

【生産性向上イメージ】

平成28年9月12日未来投資会議の様子

ICTの土工への活用イメージ（ICT土工） 19



i-Construction トップランナー施策 （Ｈ２８～）
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Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

ICTの全面的な活用（ICT施工） 施工時期の平準化等

○ 公共工事は第1四半期(4～6月)に
工事量が少なく、偏りが激しい。

○ 適正な工期を確保するための２
か年国債を設定。Ｈ２９当初予算
においてゼロ国債を初めて設定。

平準化

○設計、発注、材料の調達、加工、組立等
の一連の生産工程や、維持管理を含めた
プロセス全体の最適化が図られるよう、全
体最適の考え方を導入し、サプライチェー
ンの効率化、生産性向上を目指す。

○Ｈ２８は機械式鉄筋定着および流動性を
高めたコンクリートの活用についてガイド
ラインを策定。

○部材の規格（サイズ等）の標準化により、
プレキャスト製品やプレハブ鉄筋などの工
場製作化を進め、コスト削減、生産性の向
上を目指す。

プレキャストの進

化

©大林組

©三井住友建設

（例）定型部材を組み合わせた施工

（例）鉄筋のプレハブ化、埋設型枠の活用現場打ちの効率化

全体最適の導入
（コンクリート工の規格の標準化等）

クレーンで設置 中詰めコン打設

クレーンで設置

○調査・測量、設計、施工、検査等のあ
らゆる建設生産プロセスにおいてICTを
全面的に活用。

○３次元データを活用するための１５の
新基準や積算基準を整備。

○国の大規模土工は、発注者の指定で
ICTを活用。中小規模土工についても、
受注者の希望でICT土工を実施可能。

○全てのICT土工で、必要な費用の計
上、工事成績評点で加点評価。

ドローン等を活用
し、調査日数を削
減

３次元設計データ
等により、ICT建
設機械を自動制御
し、建設現場の
ICT化を実現。

３次元測量点群デー
タと設計図面との差
分から、施工量を自
動算出

【建設現場におけるICT活用事例】
規格の標準化 全体最適設計 工程改善

コンクリート工の生産性向上のための３要素

《3次元測量》

《ICT建機による施工》

《3次元データ設計図》

出典：建設総合統計より算出
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準天頂衛星
（みちびき）

主 桁

横 桁

検査路

横 構

建設プロセス全体を3次元データでつなぐi-Construction

○Society5.0の実現に向け、i-Constructionの取組を推進し、建設現場の生産性を2025年度までに2割向上を目指す
○ICT施工の工種拡大、現場作業の効率化、施工時期の平準化に加えて、測量から設計、施工、維持管理に至る建設プロセス全体

を3次元データで繋ぎ、新技術、新工法、新材料の導入、利活用を加速化するとともに、国際標準化の動きと連携

機器活用による測量 2次元図面による設計

ドローン(レーザースキャナ)や
準天頂衛星システム(みちびき)を
活用し、効率化、高密度化した
面的な3次元測量

人手が必須な点検作業 労働力を主体とした施工

測量 設計

施工維持管理

3次元モデルによる可視化と
手戻り防止、4D(時間)、5D(コスト)
による施工計画の効率化

ICT施工の工種拡大、
3次元データに基づく施工、
デジタルデータ活用による
新技術の導入拡大等

ロボットやセンサーによる
管理状況のデジタルデータ化、
3次元点検データによる可視化

測量 設計

施工維持管理

建設生産プロセス全体を3次元データで繋ぐ

社会への実装
バーチャルシティによる

空間利活用
ロボット、AI技術の開発 自動運転に活用できる

デジタル基盤地図の作成

ドローン
GPS

3Dデータ
VR

自動化
ビックデータ

ロボット
AI

河川・堤防

トンネル

鉄道
空港

道路法面緑化

自動車専用道路

保存樹木

街路・街路樹

宅地

公園・緑地

タンク

駅・駅前広場

農業用水路

圃場整備

国際標準化の動きと連携

３次元設計データ等を通信

21



ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）

測量

発注者

OK

設計・
施工計画

施工 検査i-Construction

設計図に合わ
せ丁張り設置

検測と施工を繰
り返して整形

丁張りに合わせ
て施工

③ICT建設機械による
施工

④検査の省力化①ドローン等による３次元測量 ②３次元測量データによる
設計・施工計画

ドローン等による写真測量等によ
り、短時間で面的（高密度）な３次
元測量を実施。

３次元測量データ
（現況地形）と設計図
面との差分から、施
工量（切り土、盛り土
量）を自動算出。

３次元設計データ等により、
ICT建設機械を自動制御し、
建設現場のIoT（※）を実施。

ドローン等による３次元測
量を活用した検査等によ
り、出来形の書類が不要と
なり、検査項目が半減。

測量
設計・

施工計画
検査従来方法

測量の実施

平面図 縦断図

横断図

設計図から施工
土量を算出

施工

① ② ③ ④

※IoT（Internet of Things）とは、様々なモノにセ

ンサーなどが付され、ネットワークにつながる
状態のこと。

３次元設計データ等
を通信

書類による検査 22



i-Construction ICT施工と通常施工の比較
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ＩＣＴ施工における基準類の整備（工種拡大）

〇平成２８年度の土工を皮切りに、主要工種から順次、ＩＣＴ活用に向けた基準類を整備

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３以降

18基準
（新規11・改定７）

39基準
（新規21・改定18）

39基準
（新規13・改定26）

35基準
（新規10・改定25）

49基準
（新規9・改定40）

ICT構造物工

ICT土工

ICT舗装工（平成29年度：アスファルト舗装、平成30年度コンクリート舗装）

ICT浚渫工（港湾）

ICT浚渫工（河川）

ICT地盤改良工（浅層・中層混合処理）

ICT付帯構造物設置工

ICT法面工（吹付工）

ICT地盤改良工（深層）

ICT法面工（吹付法枠工）

ICT舗装工（修繕工）

ICT基礎工・ブロック据付工
（港湾）

民間等の要望も踏まえ
更なる工種拡大

ICT路盤工

※測量分野については、平成３０年度からＩＣＴ活用拡大（１基準を新規策定、１基準を改定）
※維持管理分野（点検）については、平成３０年度からＩＣＴ活用拡大（２基準を新規策定）
※建築分野（官庁営繕）については、平成３０年度からＩＣＴ活用拡大（１基準を新規策定、１基準を改定） 24



〇施工や管理に3次元データ等を活用するICT活用工事では、直轄工事の実施件数は年々増加、
土工における延べ作業時間が約3割縮減するなどの効果が表れている。

○一方、地域を地盤とするC、D等級※の企業は、 ICT施工の経験割合が低く、普及拡大が必要。

建設現場におけるICT活用の現状と課題

＜ICT施工実施状況＞

延べ作業時間縮減効果（ＩＣＴ土工） N=２９６

人日

約３割 縮減

○ 活用効果は施工者へのアンケート調査結果の平均値として算出。
○ 従来の労務は施工者の想定値
○ 各作業が平行で行われる場合があるため、工事期間の削減率とは異なる。

＜ICT土工の効果＞

＜ICT施工の経験企業の割合＞

※直轄工事においては、企業の経営規模等や、工事受注や総合評価の参加実績を勘案し、企業の格付け（等級）を規定

工種

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

公告
件数

うちＩＣＴ
実施

公告
件数

うちＩＣＴ
実施

公告
件数

うちＩＣＴ
実施

公告
件数

うちＩＣＴ
実施

土 工 １，６２５ ５８４ １，９５２ ８１５ １，６７５ ９６０ ２，２４６ １，７９９

舗装工 － － ２０１ ７９ ２０３ ８０ ３４０ ２３３

浚渫工 － － ２８ ２４ ６２ ５７ ６３ ５７

浚渫工（河川） － － － － ８ ８ ３９ ３４

地盤改良工 － － － － － － ２２ ９

合計 １，６２５ ５８４ ２，１７５ ９１２ １，９４７ １，１０４ ２，３９７ １，８９０

実施率 ３６％ ４２％ ５７％ ７９％

・各地方整備局のICT活用工事実績リストより集計
・単体企業での元請け受注工事のみを集計
・北海道、沖縄は除く
・対象期間はH28～R2.3

■一般土木工事の等級別ICT施工経験割合
（平成28年度以降の直轄工事受注実績に対する割合

＜ICT施工の経験企業の割合＞

数値は等級毎の平成28年度以降の
直轄工事を受注した業者数

（ ）内は一般土木の全登録業者数

93.5%

89.8%

50.9%

21.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

A

B

C

D

実績あり

29社

97社

1,144社

130社

31社

(32社)

108社

(112社)

2,246社

(5,920社)

610社

(10,848社)

全国
企業

地域
企業

50.9％＝
1,144社（ICT施工経験企業）

2,246社（直轄工事受注企業）

Cランク経験企業割合

25



中小企業・地方公共団体への裾野拡大に向けた取り組み

○ＩＣＴ施工における小規模施工の積算基準の対応

 5,000m3の積算基準を設定（平成31年4月）など、小規模工事へ対応
 現場条件により、標準のICT施工機械よりも規格の小さい施工機械を用いる場

合は、標準積算によらず見積りを活用

○トップランナーの取組に関する情報共有

 先進的にＩＣＴを活用しているトップランナー企業の、
ノウハウを共有する機会を設置

※ 中部地整「ICT導入研究会」においてｉ-Construction大賞受賞者による取組発表 （令和元年５月）

○地域企業への普及拡大に向けた簡易型ＩＣＴ活用工事の導入

 工事の全ての段階で3次元データ活用が必須であったところを、一部段階で選
択可能とした「簡易型ICT活用工事」を2020年度より導入

3次元設計
データ作成

ICT建設機械に
よる施工

選択可能な項目

3次元起工測量
3次元データ

の納品

3次元出来形管
理等の施工管理

必須項目 26



令和2年度 i-Construction大賞の表彰について

○建設現場の生産性向上（i-Construction）の優れた取組を表彰し、ベストプラクティスとして広く紹介することによ
り、i-Constructionを推進することを目的に、平成29年度に「i-Construction大賞」を創設。

○令和２年度の受賞者として、計26団体（国土交通大臣賞 5団体、優秀賞 21団体）を決定し、授与式を開催。

■令和２年度表彰式（R３.3.5）

■令和２年度 大臣賞受賞団体の取組（例）○工事・業務部門
表彰の種類 団体名 発注

地整等
国土交通大臣賞 有限会社 高橋建設 高知県

優秀賞 濱谷・山田・真壁経常建設共同企業体 開発局
優秀賞 株式会社鴻池組東北支店 東北
優秀賞 河本工業株式会社 関東
優秀賞 株式会社 興和 北陸
優秀賞 丸運建設株式会社 新潟市
優秀賞 みらい建設工業株式会社中部支店 中部
優秀賞 東亜・大本特定建設工事共同企業体 中部
優秀賞 木下建設株式会社 近畿
優秀賞 宮川興業株式会社 中国
優秀賞 株式会社西海建設 九州
優秀賞 大同建設株式会社 沖縄

優秀賞 特許庁総合庁舎改修（１６）機械設備工事ダイダン・新日空・三
晃特定建設工事共同企業体 営繕

○地方公共団体等の取組部門
表彰の種類 団体名 地域

国土交通大臣賞 富山市 北陸
優秀賞 山口県 中国
優秀賞 兵庫県 近畿

○ i-Construction推進コンソーシアム会員の取組部門
表彰の種類 団体名 本社

所在地
国土交通大臣賞 三井住友建設株式会社 東京都
国土交通大臣賞 北海道岩見沢農業高等学校 北海道
国土交通大臣賞 株式会社助太刀 東京都

優秀賞 カナツ技建工業株式会社 島根県
優秀賞 株式会社Liberaware 千葉県
優秀賞 株式会社セトウチ 広島県
優秀賞 株式会社悳PCM 岩手県
優秀賞 前田道路株式会社、三菱電機エンジニアリング株式会社、法政大学 東京都
優秀賞 中央復建コンサルタンツ株式会社 大阪府
優秀賞 清水建設株式会社 東京都 27

建設現場で働くすべての人を支えるアプリ「助太刀」
【株式会社 助太刀】

鉄筋組立自動化システム『ロボタラス』の開発
【三井住友建設株式会社】

3次元データによる掘削幅、高さ確認【有限会社 高橋建設】

i-Construction推進シンポジウム
の開催状況（令和元年10月）

【富山市】



生産性革命のエンジン、ＢＩＭ/ＣＩＭ

○BIM/CIM（Building/Construction Information Modeling Management）とは、
計画・調査・設計段階から３次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階にお
いても、情報を充実させながらこれを活用し、あわせて事業全体にわたる関係者間で情報
を共有することにより、一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高
度化を図るもの

３Ｄモデル

属性情報

（発注者）

（発注者）

３次元モデル
（設計レベル）

３次元モデル
（施工レベル）

３次元モデル
（管理レベル）

３次元モデル
（施工完了レベル）

・発注業務の効率化
（自動積算）

・違算の防止

・工事数量算出（ロット割）
の効率化

・起工測量結果
・細部の設計

（配筋の詳細図、現地取り
付け等）・干渉チェック、設計ミスの削減

・構造計算、解析
・概算コスト比較
・構造物イメージの明確化
・数量の自動算出

・点検・補修履歴
・現地センサー（ICタグ等）

との連動

・施工情報（位置、規格、出
来形・品質、数量）

・維持管理用機器の設定・施設管理の効率化・高度化
・リアルタイム変状監視

・干渉チェック、手戻りの削減
・情報化施工の推進

・地形データ（３次元）
・詳細設計（属性含む）

（施工段階で作成する方が
効率的なデータは概略とす
る）

・設計変更の効率化
・監督・検査の効率化

施工（完成時）

・現場管理の効率化
・施工計画の最適化
・安全の向上
・設計変更の効率化

・完成データの精緻化・高度化

維持・管理

調査・測量・設計

（発注者）

・適正な施設更新
・３Ｄ管理モデルの活用

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【得られる効果】

【得られる効果】
【得られる効果】

・時間軸（４Ｄ）

【追加するデータ】

施工中

３次元モデルの連携・段階的構築

施工（着手前）

28



原則適用拡大の進め方（案）（一般土木、鋼橋上部）

BIM/CIMの詳細設計・工事への適用のロードマップ（案）

令和５年度までの小規模を除く全ての公共工事におけるBIM/CIM原則適用に

向けて、段階的に適用拡大。

従前から検討してきた「一般土木」「鋼橋上部」の進め方については、下表を予定。

他工種の進め方、詳細設計より前工程からの３次元データの利活用については、

業界団体等とも協議の上、追って整理。

R2 R3 R4 R5

大規模構造物
（全ての詳細設計・
工事で活用）

全ての詳細設計
で原則適用（※）

全ての詳細設
計・工事で原則
適用

全ての詳細設
計・工事で原則
適用（R2「全ての詳細設計」

に係る工事で活用）

上記以外
（小規模を除
く）

―

一部の詳細設計
で適用（※）

全ての詳細設計
で原則適用（※）

全ての詳細設
計・工事で原則
適用―

R3「一部の詳細設計」
に係る工事で適用

（※）令和２年度に３次元モデルの納品要領を制定予定。本要領に基づく詳細設計を「適用」としている。
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H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

ＢＩＭ/ＣＩＭ活用業務・工事件数の推移

○H24年度から橋梁、ダム等を対象に3次元設計（BIM/CIM）を導入し、着実に増加。
○令和２年度は適用範囲を拡大し、今後更なる増加が見込まれる
【令和２年度の実施方針】

•大規模構造物予備・詳細設計においてBIM/CIMを原則適用
•前工程で作成した３次元データの成果品がある業務・工事において原則適用
•大規模構造物の概略設計、大規模構造物以外の予備・詳細設計においても積極的な導入を図る

76
384011

累計事業数(令和元年度末時点） 設計業務:５４５件 工事:４４６件 合計:９９１件

132121

工事
設計業務

212

361
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モデル事務所におけるＢＩＭ／ＣＩＭ活用事例（国道２号大樋橋西高架橋（岡山市））

全体統合モデルの作成 運転者視点

排水管モデル

検査路モデル 地中視点

交通量（約１０万台/日）の多い場所でかつ、限られた施工ヤードの中、交通事故や交通渋滞等が発生しない
ように施工計画は十分に検討して計画する必要がある。

【ＢＩＭ／ＣＩＭ活用効果】
 重機や仮設材の配置などを3次元で表現することで、従来では分かりにくい施工内容も理解しやすくな

り、施工手順や安全対策などの施工計画の検討に有効。
 3次元によって作成した施工手順を工事関係者と共有することにより、スムーズな施工が行えることで、

規制期間の短縮や渋滞等を抑制。
 地下埋設物や地質データを視覚的に確認できることにより設計の手戻りを防止。

7時台の交通状況
（H29.4撮影）

国道２号渋滞状況

至

兵
庫

至

広
島

2
180

国道２号立体の将来完成イメージ（大樋橋西
交差点）
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橋脚基礎杭施工時 橋台基礎杭施工時 橋脚躯体施工時

上部工架設時

ＢＩＭ／ＣＩＭの活用事例（国道２号大樋橋西高架橋（岡山市））

施工ステップ

32



NETIS登録 ～公共工事等における新技術活用システム～

（件数：R2.7時点）

民間事業者等により開発された有用な新技術を公共工事等において積極的に活用・評価
し、技術開発を促進していくためのシステム（2001年度より運用）。

活用 事後評価
技術の成立性や活
用効果等を5件以上
の活用結果に基づ
き評価

公共工事等において、施
工条件等に適した新技術
を活用

登録
公共工事等に関す
る、実用化された技
術を申請、登録

テ
ー
マ
設
定

現
場
実
証

技
術
比
較
表
作
成・
公
表

現場活用を迅速化する取組の強化（2016年から）

公
募

・年間約6,100件（43%)の
直轄工事で活用

・活用延べ新技術数は、年
間約22,000技術

各地方整備局技術事
務所等にて受付

更
な
る
技
術
の
開
発・
改
良

技
術
開
発
成
果（
有
用
な
技
術）
の
普
及

技
術
の
開
発・
実
用
化

NETIS
（申請情報）
約3,000件

ＮＥＴＩＳ
（評価情報）

約900件

有
用
な
技
術
の
積
極
的
な
活
用迅速化

技術のスパイラルアップ

公共工事等における新技術活用システム
新技術データベース
『ＮＥＴＩＳ』
Web上で情報提供
http://www.netis.mlit.go.jp

リ
ク
ワ
イ
ヤ
メ
ン
ト
設
定
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新技術活用の原則義務化

【目的】
直轄工事において、ICT活用を推進するとともに、新技術の活用促進と新たな技術開発の活性化の好循環を起こ

し、生産性向上や激甚化・頻発化する災害への対応、最新技術を活用する産業として担い手確保等に資すること。

【対象とする新技術】
１）ICT活用工事、BIM/CIM活用工事に適用する技術
２）NETIS登録技術
３）NETISテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術
４）新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術
５）新技術ニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

【活用方法】
①ICT活用型

・ICT活用工事やBIM/CIM活用工事として発注。
②発注者指定型

・工事公告時に発注者が新技術を個別指定して活用する。
③発注者指定型（選択肢提示型）・・・新設

・工事公告時に、特定のテーマに関する複数の新技術を提示。契約後、施工者が新技術を選択して活用する。
④施工者選定型・・・新設

・①～③のいずれでもない場合は、受注者は、対象とする新技術からいずれかを選定して活用する。

新技術名称 NETIS番号 備考

○○工法 KK-○○○○-VE

③:新技術リスト（例）
【テーマ】工事写真管理の生産性向上に資する技術

令和２年度から直轄工事において新技術の活用を原則義務化した。
※対象工事:一部を除く直轄土木工事。ただし、適用が困難と判断される工事は対象外。
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５Ｇ通信システムを活用した無人化施工技術

• 国土交通省では、IoT等の新技術を活用し、建設現場の生産性を向上するプロジェクトを公募。５
G通信を活用した遠隔操技術の試行事業を３現場で実施予定。

No コンソーシアム 試行場所 工種 発注者 実施内容

1 西松建設、カナモト、
浅草ギ研、ジオマシンエンジニアリング 国道5号新稲穂トンネル トンネル 国土交通省

北海道開発局
トンネル坑内でのホイールローダの
遠隔操作

2 大林組、日本電気
酒井重工業

静岡県御殿場市
境沢川調整池工事 土工 静岡県 バックホウ等の遠隔操作

振動ローラは自動運転を実施

3 加藤組、日立建機日本
西尾レントオール 国道2号安芸バイパス 土工 国土交通省

中国地方整備局
爪先位置情報などをAR技術で
提示してバックホウ等を遠隔操作

試行現場

5G基地局

5G基地局

自動運転

移動操縦室

現場管理システム
（クラウド）

No.1 No.2国道5号新稲穂トンネル 境沢川調整池工事
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生産性向上 （安芸バイパス寺分地区第3改良工事）

※コンソーシアム構成員 … 加藤組、日立建機日本、西尾レントオール

●第５世代移動通信システム等を活用して異なる3種類の建設機械の遠隔操縦をおこない
施工の労働生産性の向上を図る。
①複数の建設機械を操縦できる遠隔操縦装置の開発・導入する。
②遠隔操縦オペレータに対して高品質な映像提示と拡張現実感（AR技術）を利用した操作支援する。
③働き方改革を実現するために重機の⾧距離遠隔操縦を実現する。

＜試行内容＞

＜試行結果＞

①マルチコックピットシステムの導入により、汎用的な建設
機械に後付の遠隔操縦装置による異なる複数の建設機械の
遠隔操縦を実現。

② 拡張現実感（AR技術）の利用により遠隔操縦の操作支援。
③ 5G公衆通信回線網、4G公衆通信回線網、ローカルWi-Fi
などさまざまな通信環境において遠隔操縦を実現すること
による新たな働き方の創出。

④ 作業時間（作業人員）の約6割縮減。
⑤ 遠隔操縦におけるICT建機の使用による施工品質の確保。

現場

自宅オフィス

1.8m3あたり
待機
乗換

(sec) (sec) (sec) (sec) (%) (sec) (sec) (sec) (%)
施工 145 77 235 ―
待機 310 380 222 912
乗換 0 0 0 0
施工 145 77 235 ―
待機 0 0 0 0
乗換 120 120 120 360
施工 181 86 247 ―
待機 0 0 0 0
切替 7 7 7 21

縮減率縮減時間総合計振動ローラブルドーザバックホウ

遠隔施工
（1名）

535

0

-552

-834

作業区分施工形態
施工 施工効率

0.00%

-40.32%

-60.92%

1,369
搭乗施工

（3名）

搭乗施工
（1名）

817

457

457

514

100.00%

100.00%

88.91%

第5世代
移動通信
システム

等

複数の建設機械を操縦可能とするマルチコックピットシステム 拡張現実感（AR技術）を利用した遠隔操縦の操作支援

作業時間（作業人員）の縮減

新たな働き方の創出（マルチコックピットシステムの設置例）

遠隔操縦ICT建機

マルチコックピット
（遠隔操縦席）

現場
（コンテナハウス）

オフィス
（店舗ショールーム）

自宅
（マンション）

傾斜、凹凸部、
機械の姿勢を表示

3次元設計モデルと
現地状況の融合
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品質管理の高度化 （湖陵多伎道路 （久村第１高架橋ＰＣ上部工事）

【現状の課題】:配筋検査は品質を確保する上で重要な管理項目。従来の検査はメジャーやノギスなどを用いた複数人による手計測、
検査の準備から配筋検査、記録から現場での検査までに多大な労力と時間を費やしている。
【新技術】 :画像解析技術を用いて、デジタルカメラで撮影取得した鉄筋画像データをパソコンに取り込み画面上で配筋を検査。設計図
書から配筋検査箇所の特定と設計値の抽出をAI技術で実施。MR技術を用いて、配筋や型枠・出来形BIM/CIM(3D)モデルをMRデバ
イスから遠隔のパソコン画面上で、施工場所の配筋や型枠・出来形を重畳しながら工事事務所との品質遠隔臨場検査を実施。その検査
記録を属性情報として付与。これらにより、鉄筋工における品質管理の高度化を図る技術を試行。

新技術:鉄筋工 品質管理システム

①画像解析技術:デジタルカメラで、床版の配筋状況を撮影し鉄筋の径・間隔・本数・かぶり・有
効高さを計測。従来計測（手計測）と同様の精度で、作業工数:約40％の削減が実現できた。
②MR技術 遠隔臨場検査:遠隔の事務所側のパソコン画面には、計測値のほか、MRデバイスの映像・音声
と、平面図上に計測者の位置情報や検査した項目がリアルタイムに表示されるため、検査箇所の特定が容易とな
り、現場臨場と同様な双方向のコミュニケーションが可能となった。鉄筋間隔の計測は、MRと連携したデジタルメ
ジャーを用いた。従来計測（手計測）と同様の精度で作業工数:約33%の削減が実現できた。

新技術の導入効果

〇コンソーシアム構成員：ＩＨＩインフラ建設・オフィスケイワン・アイティーティー・インフォマティクス・フオトラクション

Ultra Wi-fi

遠隔通信環境整備

配筋・型枠出来形BIMＣＩＭ（3D）モデル

パソコン

一眼レフデジタルカメラ

工事事務所側パソコン

MRデバイス

MR検査写真

①画像解析技術を用いた配筋検査の高度化・効率化

②MR技術を用いた遠隔臨場による配筋,型枠出来形検査の高度化・効率化

撮影画像

試行内容試行内容

属性情報連携

かぶり，有効高さ計測

配筋の計測状況（鉄筋の径・間隔・本数）

検査帳票へ自動連動

位置情報と検査項目表示
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建設現場の生産性を向上する革新的技術（安芸バイパス上瀬野ICオンランプ橋鋼上部工事）

※コンソーシアム構成員 … 駒井ハルテック、イクシス

＜今後の活用効果＞

・下部工施工段階での活用
・桁の出来形精度管理

＜使用計測機器構成＞
UAV（Matrice 200 シリーズV2）

統合ソフトウェア

支承位置

オルソ画像

TS，LS測量

UAV測量

支承位置

従来の事前測量例

• 上部工着工前の支承位置、支承間距離をUAV、３Dレーザースキャナ及びトータルステーショ
ンを用いたハイブリッド測量で安全かつ効率的に測量を行う。

• 下部工への昇降設備・高所作業車が不要となり、下部工天端への昇降及び作業が省略され安全
性、経済性が向上

• 各計測機器で取得した計測データは開発する統合ソフトにより結合し、従来の測量精度を確保
しつつ、安全で省力化された測量を可能にする。

上部工着工前下部工測量において、
・UAVにて橋台・橋脚天端の高解像度画像計測
・３Dレーザースキャナにて橋脚及び橋台前面の高解像度画像計測
・トータルステーションにて橋脚間の計測
これらの計測データを組み合わせて測量を行う。
各種高解像度画像データおよび測量データを専用に開発した変換ソフ
トにて結合させて自動処理させる。

ハイブリッド測量システム

トータルステーション
（Viva TS16 Total Station）

３Dレーザースキャナ（ScanStation P40）

①生産性向上（作業効率化）
安全設備等の設置や作業員の橋脚昇降が不要となる。
（本工事比較:作業日数 5日減、作業人工 18人工減）

②安全性の向上
高所での安全設備の設置作業や橋脚及び橋台天端での計測作業が不要と
なり安全性が向上する。

③品質の確保
作業効率および安全性が向上したハイブリッド測量での計測結果は、従

来測量と同程度の精度であり、品質を確保することができる。

導入効果

＜従来と技術活用の人工数の比較＞

＜オルソ画像例
UAVとLSによるハイブリッド測量＞

橋脚上面はUAVによるデータ
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【システム構成】

山岳トンネル工事における点検・検査業務の生産性向上を図る技術
（玉島笠岡道路 六条院トンネル工事）

トンネル全線の可視化システム
トンネル全線にわたる任意の位置で360度方向の坑内状況を簡易
に可視化するシステムを試行しました。 360度カメラを設置した車両で坑内を走行
しながら撮影します。車速から走行距離を算出することでGNSS等を使用できないトンネル坑内でも撮影
位置情報を付与することが可能です。
⇒取得データをクラウド共有し、工事進捗やトンネル坑内の詳細な状況を受発注者がどこからでも把握
できるようにすることで、点検・検査業務の生産性向上、負担軽減を図りました。

＜開発コンソーシアム>代表者:安藤ハザマ 構成員:エム・ソフト、山口大学中川浩二名誉教授、日本システムウエア、筑波大学松島亘志教授

【閲覧画面】

①概略管理（日常の管理）:現場状況を8割程度把握でき、施工管理の省力化が可能。
②詳細管理（品質出来形の確認）:路盤状況などを直接現場に行くことなく確認でき、
接触機会を低減しつつ品質確保が可能。
③監督管理（発注者による管理）:クラウド共有により、発注者がトンネルの坑内状況
を定常的に把握でき、現場巡視の省力化が可能。
④教育・広報・パトロール:若手職員の教育、広報資料、遠隔でのパトロールへの活用

【適用効果】

【360度カメラ】

距離程の表示
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山岳トンネルでは施工中に切羽を直接観察して地質の評価を行いますが、目視観察を中心とした定性的な評価が行われ
ています。そこで、切羽のセンシングデータを用いたAI判定技術等により、①岩盤の圧縮強度、②風化度、③割れ目間
隔を定量的に評価する切羽地質情報取得システムの試行を行いました。
⇒評価結果をクラウド共有し、受発注者が定常的に切羽の地質性状を把握することで、岩確認の省略や遠隔臨場を可能
とし、業務の省力化や接触機会の低減を図ります。

山岳トンネル工事における点検・検査業務の生産性向上を図る技術②
（玉島笠岡道路 六条院トンネル工事）

切羽地質情報取得システム

【切羽地質情報取得システムの評価手法】

・経験の少ない職員でも目視と遜色ない地質評価が可能。

【計測車両】

＜開発コンソーシアム>代表者:安藤ハザマ 構成員:エム・ソフト、山口大学中川浩二名誉教授、日本システムウエア、筑波大学松島亘志教授

【切羽での計測状況】

・切羽から離れた安全な位置
から計測が可能。

【目視観察結果との一致率】

【試行現場における切羽評価
に要する時間の比較】

・定常的な評価結果の共有により、現場臨場頻度を53％低減。

30分

10分
15分

5分

切羽での作業時間 切羽観察記録の作成時間

約50％
短縮

従来手法（目視観察） 自動評価（本システム）

【現場臨場が省略できたと考えられる箇所（赤線）】

（机上検証）

圧縮強度 風化度 割れ目間隔 支保パターン
98% 90% 60% 100%
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〇3次元の設計CIMデータの活用により、遠隔地にいても立体映像（仮想現実）を見ることが可能となる。
〇受発注者による設計協議に伴う移動時間を大幅に短縮。マルチデバイス化によって、複数の人が参加できるようになることで働き
方は加速的に改善。

【従前】 【DX導入後】

立体映像により「未来型の協議を実現」（北陸地整・大河津分水路事業）

ホロストラクションにて資料を表示
（資料の削減）

会議時に資料を用意
受発注者が集まって会議

出典：日経xTECH
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ncr/18/00087/031700004/?ST=print
※著作権・要確認

ホロストラクションを用いた会議
（受発注者が集まらず会議可能）
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ＡＩによるコンクリートをリアルタイムに性状判定（鹿島建設）

〇従来であれば生コン車5台～35台に1台の割合で抜き取り検査を行っていた。
〇コンクリート全量の品質を作業を止めずにチェックできるシステム。

【従前】

【DX導入後】

コンクリート打設作業を一旦止めて、
試験者（人）による品質試験を実施。

打設量が大きいと、試験時間による
施工・品質ロス（硬化促進、作業遅延、

配管詰まり、コールドジョイント等）
不具合の原因となる。

動画で連続撮影・分析し、施工性の悪い
コンクリートを自動的に検知・排除する。

まるで経験豊富なベテラン技術者が
生コン荷下ろし現場に張り付いているようなイメージ

出典：kenkey
https://kenkey.jp/news/article/1030
※著作権・要確認

43



高度な防災情報

国土交通データプラットフォームで実現をめざすデータ連携社会

新たなﾓﾋﾞﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ 新しいインフラ社会
３次元化された都市データと洪水予測を

連携した防災情報の提供により、住民が直
感的にとるべき行動を理解することにより、
住民主体の避難行動等を支援。

出典：荒川下流河川事務所

地図・地形データ

気象データ

交通（人流）データ 防災データ

新技術 官民データ

エネルギーデータ

施設・構造物データ

出典:qzss.go.jp

出典:日立HP

出典:松阪市HP

国土交通データプラットフォーム

インフラと交通データの連携で移動ニーズ
に対し最適な移動手段をシームレスに提
供する等、新たなモビリティサービスの実現。

出典：東急建設株式会社

インフラ自体が情報を持つことで通行者
への影響を最小限にする施工や、維持管
理が高度化されるインフラ社会の実現。

〇「i-Construction」の取組で得られる3次元データを活用し、さらに官民が保有する様々な技
術やデジタルデータとの連携を可能にするプラットフォームの構築により、新たな価値を創造。

出典：トヨタ自動車 e-palette 44



〇官民の保有する多様なデータをAPI ※により連携し、同一地図上で表示・検索・ダウンロー
ドを可能とする国土交通データプラットフォームを構築。

国土交通データプラットフォームの構成

国土交通データプラットフォーム
API連携により、連携先のデータベース等より必要な
データを取得し、同一地図上で表示・検索・ダウンロード
することが可能に。

自然現象に関するデータ経済活動に関するデータ国土に関するデータ

API

〇港湾データ
・港湾情報
・貿易手続き情報

〇公共交通データ
・駅の位置情報
・運行情報

〇インフラデータプラットフォーム
・電子成果品
・維持管理情報
・国土地盤情報
・基盤地図情報

・
・
・

〇気象データ
・観測データ
・予測データ

・
・
・

〇物流・商流データ
・生産データ
・購買データ

・
・
・

API API

API

※APIとは：あるサービスの機能や管理するデータ等を他のサービスやアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様等
45



○インフラ（施設）の諸元や点検結果に関するデータ、全国のボーリング結果等の地盤データの合計約22万件の国土に関
するデータを地図上に表示し、検索、ダウンロードを可能とした「国土交通データプラットフォーム1.0」を令和2年4月24日
に一般公開。同年9月8日、10月29日、令和3年2月12日に連携データを拡充.。情報発信機能を追加（国土交通データプ
ラットフォーム1.3）

○今後も有識者や利用者からの意見・要望を聞きながら、データ連携の拡大やシステムの改良を推進。

3次元データ（点群データ）の表示機能

地図上に3次元データ

（点群データ）と工事
の概要情報を表示

アイコンをクリック
するとダウンロード

PF1.1、1.2、1.3で追加したデータ

インフラ維持管理データ
○ FF-Data（訪日外国人流動データ）
○全国幹線旅客純流動調査
○地理院タイル（災害情報の写真等）
○東京都ICT活用工事データ（点群データ）
○国土数値情報（洪水浸水想定区域データ）
○気象観測データ（気温、降水量）

○Ｇ空間情報センター（指定緊急避難場所データ）
○インフラ維持管理データ ※
※試行的なAPI接続のため、データの公開は、
令和3年3月31日まで

地図上での表示・検索・ダウンロード機能

国土交通データプラットフォームの一般公開

46

情報発信機能の追加（PF1.2）

地下設備の3次元モデルの構築例
（横浜関内・みなとみらい地区）

国土交通データプラットフォーム
情報発信機能

国土交通省
関東地方整備局

株式会社NTTデータ ダイナミックマップ基盤
株式会社

クリック



国土交通データプラットフォーム整備に係る全体ロードマップ

2018 2019 2020 2021

整備計画公表 国土交通データ
プラットフォーム1.0

一般公開

2019.5.30 2020.4.24

2022

国土に関するデータを連携
したプラットフォームの構築

2020年度末
国土、経済、自然現象等に関

するデータを連携した統合的な
プラットフォームの構築

2022年度末

 i-Constructionによるスマートインフラ管理を加速するため、地形・地盤情報、インフラ台帳（2次元・紙）等を使って、インフラ全体の3次元モデルを作成するためのデータ連携の技術を開発
 共通中間データ(Common-Modeling-Data)を介して様々なデータを統合的に活用し、ニーズに合致したモデルを構築
 次世代スパコンによる解析やAIの活用により、自動施工、地震倒壊解析、老朽化予測アセットマネジメント等に活用（オープンイノベーション）

• プラットフォームの利活用場
面の整理、分析

• 必要なデータの収集と分析
• インフラデータPFの要件確認

・システム要件の検討整理
・地方自治体や大学ベンチャー等と連携した試行結

果の整理

・システム要件の改善
・他分野との連携に向けたシステムの連携検討や好事例の検討整理
・地方自治体や大学ベンチャー等と連携した試行結果の整理

○連携データの
拡大

○データ利活用
ルール等

○全体設計

• オンライン電子納品手法及
びシステム仕様書の作成

• データ利活用ルール、認証方法等の
検討

・社会資本情報プラットフォー
ムの地図上に、地盤情報
（Kunijiban）、電子納品
を表示

・地図表示含め、プラットフォームの国
土交通データプラットフォームver.0を
構築

・各種検索機能の設計、試行
・国交省保有の各種データベースとの
WebAPIによるデータ連携の試行

• インフラ・データプラットフォーム上での
データ表示機能の検討、試行

• 国交省内外のデータベースとのデー
タ連携の試行

• シミュレーション結果等のアップロード
機能の試行、実装

○3次元データ視
覚化機能

○データハブ機能
〇情報発信機能

• シミュレーション結果や⾧物の表示・検索方法の検討、試行、実装
• 交通量・人流等の時系列データの表示・検索方法の検討、試行、実

装
• 気象・交通等の大容量データの表示及びダウンロード技術の検討、

試行、実装

• 社会資本情報プラットフォーム、国土
地盤情報データベースとのAPI連携

• オンライン電子納品システムの開発

• 共通中間データ（ＣＭ
Ｄ）を介した３次元モデル
の試作○要素技術の

開発

出口戦略

• 産学官連携した運用体制の検討、課題整理

• ユーザ認証システムの選定・導入・
試行並びに利活用ルールの課題分
析

• 民間や自治体所有データ等との連携対象データの利活用ルー
ルの整備

• 移動・物流、インフラ、防災・気象、エネルギー・環境、観光等の様々
な分野のデータを連携させ、モデル事業を深化（内閣府・総務省等
と連携）

• 他省庁等との連携拡大（SIP4Dを
通じた連携含む）

• オンライン電子納品システムの運用、
検証

• 自治体のオンライン電子納品システムとのデータ連携の検討、試行的実施 • 本格連携に向けた利活用ルール整備、自治体との調整

• データ連携拡大に向けた研究開発
（２次元図面の３次元化技術の開発）

• データ連携拡大に向けた研究開発
（メタデータの自動作成技術の開発、 ３次元解析モデル構築に向けたデータ
生成技術の開発）

• 画像・動画(映像)とのデータ連携技術の開発

• 連携データに対応したセキュリティ機能の要件整理、実装

• オープンデータチャレンジの実施

• メタデータ自動作成技術を利用した、AI技術等を用いたフリーワード
による検索エンジンの開発
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

４．新型コロナウイルスが及ぼした影響
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新型コロナウイルスを受けた住まいへの意識の変化

出所：未来投資会議（第４２回） 配布資料 資料２ 基礎資料

〇地方移住への関心は、特に20代（22.1%）、30代（20.0%）やテレワーク経験者（24.6%）で高まっている。
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新型コロナウイルスを受けた働き方の変化

出所：未来投資会議（第４２回） 配布資料 資料２ 基礎資料 に加筆

〇職種別のテレワーク実施率は、コンサルタント等の専門職で高く、福祉系専門職等のサービス職で低い。
〇建築・土木関係では、施設管理系は３２％、職人・現場系は４％に留まるなど、テレワーク実施率は低い状況。
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新型コロナウイルスを受けた労働生産性の変化

〇今回の感染症の影響下において、建設業の仕事の効率性や生産性については、減少傾向が約４割・概ね変化な
いが約４割を占めており、悪化・横ばい傾向。

出所：内閣府政策統括官（経済社会システム担当）、新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査、令和２年６月21日 に加筆 51



【新型コロナウイルス対策】 直轄工事・業務における対応

政府の基本的対処方針（抄）
新型コロナウイルス感染症対策本部決定（令和２年４月 16 日変更）

○河川や道路などの公物管理は、社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、企業の活動を
維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請されている。

○ 政府の基本的対処方針において、公共工事及び河川や道路などの公物管理は、継続が求められ
る事業に位置づけ

○ 国土交通省直轄工事では、
・緊急事態宣言対象地域内においては、受発注者間で一時中止措置等について協議を実施
・緊急事態宣言対象地域外においては、受注者から一時中止等の申し出があった場合、
その申し出を尊重し、一時中止等の措置を実施

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について
（令和２年４月７日）

（緊急事態宣言対象地域内）

○受発注者による協議の結果、受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長（以下「一時中止
等」という。）の希望がある場合には、受注者の責めに帰すことできないものとして、契約書に基づき工事等の
一時中止や設計図書等の変更（以下「一時中止措置等」という。）を行う。

（緊急事態宣言対象地域外）

○対象地域外における工事等について、受注者から一時中止等の希望の申出がある場合には、緊急事態宣言
発令地域内に準じた措置を行う。 52



直轄工事/業務の円滑な発注及び施工体制の確保（緊急事態宣言解除後）

<入札契約>

入札契約手続き全般の柔軟な対応
・競争参加資格確認申請書及び資料等の提出期限の延⾧ ・ヒアリングの原則省略
・技術提案のテーマ数や提案数は必要最小限 ・総合評価委員会等のテレビ会議等活用した効率化 等

発注ロットの拡大
・難易度が比較的低い工事は上位等級工事への参入、比較的高い工事は下位等級工事への参入を可能

直轄事務所発注工事における指名競争入札の活用
・競争参加者が少数と見込まれる比較的難易度が低い工事について、入札参加意欲を確認し、施工能力を評価する方式
（指名競争・総合評価落札方式、フレームワーク方式）等

概算数量発注の活用
・適切な概算数量の設定や条件明示の徹底により、適切に設計変更

<設計積算>
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に係る費用の適切な設計変更
・労働者宿舎における 密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費
・現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料
・現場従事者のマスク 、インカム 、シールドヘルメット等の購入・リース費用
・現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用 ・遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費

<施工段階>
検査、打合せ等の実施に当たっては、可能な限り電話、インターネット等を活用

工事書類や中間技術検査の簡素化、遠隔臨場の積極的活用

<成績評定> 感染拡大防止を図るために柔軟な対応を行った場合でも成績評定で適切に評価
・感染拡大防止を図るために災害防止協議会や訓練等の時期を調整する 等

○新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言は解除されたが、これまで政府として最低７割、極力８割程
度の接触機会の低減を求めてきたことから、例年に比べて、入札契約事務作業が遅れる可能性もある。

○そのため、入札契約手続き全般の柔軟な対応等の特例的な対応を行い、受発注者双方の負担を軽減し、でき
るだけ早く入札契約手続きが進められるよう努力。

○併せて、「三つの密」の回避等の感染拡大防止対策を徹底。

「国土交通省所管事業の執行における円滑な発注及び施工体制の確保に向けた具体的対策について」（令和２年５月７日付け国地契第６号、国官技第29号等）
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現場で実施された様々な取組への支援

「３密」の中での打合せ
⇒現場事務所の拡張

シールドヘルメットインカム

労働者宿舎（↑外観、

→共用スペース）

⇒近隣宿泊施設の確保

サーモグラフィー体温計

Webカメラを活用した
遠隔による現場確認

○ 直轄工事・業務では、感染拡大防止のため、「3密」の回避や沿革での現場確認など、必要と認めら
れる対策について、精算時に契約変更を実施。

※以下の例に限らず、受発注者の協議により設計変更の対象となることもあるため、様々な工夫を期待（契約額に大きく関わる対策は前広な協議を）

（設計変更の対象とする対策の例）

作業時のマスク着用

消毒液の設置
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

５．インフラ分野のDXの推進
（デジタル・トランスフォーメーション）
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ＩＣＴ
（建設現場における）

i-Construction

BIM/CIM

Information and Communication 
Technology
（情報通信技術）

Construction Information 
Modeling/Management
（建設情報の３次元化・マネジメント）

ＩＣＴ活用工事

・設計照査
・協議用資料（パース等）

・施工計画
・MC/MG
・施工管理 等

建設現場の生産性革命
働き方改革

得られる効果
・省力化
・品質向上
・安全性向上

・コンクリート工の規格標準化
・週休2日
・工事、業務の平準化

相関図（イメージ）

調査・測量 設 計

維持管理
・空間管理（占用物件）
・施設等変状把握
・DB 等

・ロボット点検
※中国地方整備局 DX推進室 作成 56

インフラ分野のＤＸインフラ分野のＤＸとは、新型コロナウィルスを契

機とした非接触・リモート型の働き方改革への転

換や、安全性向上等を図るため、データとデジタ

ル技術を活用した取組であり、これまでのi-

Constructionの取り組みを包括し、建設現場の

枠を超えた変革を促すもの

・行政手続き等サービスの変革
・ロボット・AI等の活用
・デジタルデータの活用
・DXを支えるデータ活用環境整備



新型コロナウイルスをきっかけとした社会変容

出典 6月17日 第26回 産業構造審議会総会資料より
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新型コロナウイルスをきっかけとして社会のデジタル化が進展し、オンライン会議や地方居住が進む
など仕事も働き方も大きく変わることが予測されている
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基幹テクノロジーの動向

５G

AI

クラウド

データの高速通信

データの認識・判断

データの保存処理

出典：株式会社MM総研

【クラウドサービスの国内市場規模は年々拡大】

【2020年第５世代移動通信システム(５Ｇ)サービス開始】

■企業の既存システムをパブリックク
ラウドに移行する動きが加速

■AWS（Amazon)、Azure（Microsoft)、
GCP（Google）の寡占化が進展

■超高速（20倍）、超低遅延（1/10）、
多数同時接続（10倍）環境の実現

■IoTデバイスの普及拡大とデータ
送受信の拡大

【ディープラーニングの進化による画像認識市場の拡大】

出典：ITR Market View：AI市場2019

監視カメラ・ドローン
産業機械・自動車・交通
家電・ウェアラブル
医療機械
ATM・POS
その他・メタデータ

出典： IDC Japan

AI主要6市場規模推移および予測（2017～2023年度）

■画像解析分野はカメラ等周辺機器
の充実により、様々な産業に拡大

■今後、言語解析の拡大が見込ま
れ文書管理などへの適用が進む



インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション

59

●在宅勤務や遠隔による
災害支援など新たな
働き方を実現

●危険・苦渋作業からの
解放により、安全で快適
な労働環境を実現

【インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーションで実現するもの】

国民

業界

職員

●行政手続きの迅速化や
暮らしにおけるサービス
向上の実現

●インフラのデジタル化で
検査や点検、管理の高度
化を実現

Before（Now） After（Future）

出典：総務省統計局「国勢調査2020総合サイト」
（https://www.kokusei2020.go.jp/index.html）を加工して作成

画像：NEXCO東日本
「最先端映像技術ＭＲを活用した技術者育成」

出典：総務省統計局「国勢調査2020総合サイト」
（https://www.kokusei2020.go.jp/index.html）を加工して作成

出典：https://careecon.jp/blog/3970040302

〈４つの柱〉



インフラ分野のDX（デジタル・トランスフォーメーション）

○社会経済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野においてもデータと

デジタル技術を活用して、国民のニーズを基に社会資本や公共サービ

スを変革すると共に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土

交通省の文化・風土や働き方を変革し、インフラへの国民理解を促進

すると共に、安全・安心で豊かな生活を実現

【インフラ分野のDX】
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 DXの概念
進化したデジタル技術を浸透させることで人々の生活をより良いものへと変革すること

「行動」のDX 「知識・経験」のDX 「モノ」のDX

インフラへの国民理解の促進と安全・安心で豊かな生活を実現

社会資本や公共サービス、組織、プロセス、文化・風土、働き方の変革

どこでも可能な現場確認 誰でもすぐに現場で活躍 誰もが簡単に図面を理解



行動のDX：対面主義にとらわれない働き方の推進

○新型コロナウイルスが蔓延する状況下でも、いわゆる3密を避け現場の機能を確保するため、映
像データを活用した監督検査等、対面主義にとらわれない建設現場の新たな働き方を推進。
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現場の状況を映像データ等に
より事務所に報告

現場より送信された映像データ
等により事務所で確認

施工現場発注事務所

クラウドサーバー

発注者：

事務所でリアルタイムに確認

受注者：
ウェアラブルカメラ等で撮影

施工現場
発注事務所

・車で時間をかけ
て移動

発注者：臨場確認
受注者：臨場確認

従来 遠隔臨場



知識・経験のDX：インフラ分野におけるAI活用で熟練技能を継承

○施工の段取りやインフラ点検における熟練技術者の判断結果を教師データとし、民間に提供す
ることで、民間のAI開発を促進し、建設施工やインフラメンテナンスの現場を変革

62

従来 建設現場でのAI活用

AI開発者

社会実装

AI搭載建設機械による自動施工

AIによる人の「判断」の効率化

変状の自動検出により点検員の「判断」を支援

現状

ICT建設機械による施工

ロボットによる人の「作業」の効率化

インフラの点検画像をロボットにより取得

研究開発

インフラデータプラットフォーム

ICT建設機械の補助機能を活用し、オペレータ
が建設機械を運転 AI学習用データ

（公開）

評価データ
（非公開）

データベース
！

技術者のノウハウを「AI学習用データ」として整備
AI開発者へ提供し、AI研究開発を促進

AI

工事や点検の成果品データを授受

API

API

【施工】 【施工】

【点検】 【点検】

熟練オペレータの操縦技術や
作業の段取りを、映像等に関
連付け

点検写真とひび割れ等の判
読結果を関連付け
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モノのDX：BIM/CIMの導入による建設生産プロセスの変革

〇複数の図面から推察していた内部構造や組立形状が一目で分かるようになる
○更に、数量や工事費の自動化が可能となり、受発注者双方の働き方が変革

３Dモデルからの
自動数量等算出

※BIM/CIM:Building/Construction Information Modeling, Manegement

2D設計では設計者が想像するしかなく
干渉部位を見つけることが困難

可視化による
干渉チェック作業の効率化

数量や工事費を手作業で作成・確認
周辺環境を含めた
施工計画の作成

従来 BIM/CIMにより実現できること

図面
工程表



○新型コロナウイルス感染症対策を契機とした非接触・リモート型の働き方への転換と抜本的な生産
性や安全性向上を図るため、５G等基幹テクノロジーを活用したインフラ分野のDXを強力に推進。

○インフラのデジタル化を進め、2023年度までに小規模なものを除く全ての公共工事について、
BIM/CIM※活用への転換を実現。

○現場、研究所と連携した推進体制を構築し、DX推進のための環境整備や実験フィールド整備等を
行い、3次元データ等を活用した新技術の開発や導入促進、これらを活用する人材育成を実施。

インフラ分野のDX（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）の推進

インフラDXを推進する体制の整備

・対象とする構造物等の形状を3 次元で表
現した「3 次元モデル」と「属性情報」等を組
み合わせたBIM/CIMモデルの活用拡大

地方整備局
技術事務所等
人材育成センター

・BIM/CIM研修の実施
・BIM/CIM効果実感プログラムの実施
・公共工事の非接触・リモート化の推進

・新技術の現場実証 等

国土交通本省
推進本部

・データ利活用施策の推進
・BIM/CIM推進の実施方針の策定
・オープンイノベーションの司令塔

機能 等

国総研、土研、建研
データセンター、

ロボティクス実験フィールド
・直轄BIM/CIMデータの一元管理・分析
・３次元データや５G等を活用した新技術

の研究開発
・海外動向の研究 等

連携

企業 大学

※BIM/CIM（Building/ Construction Information Modeling, Management）

公共事業を「現場・実地」から「非接触・
リモート」に転換
・発注者・受注者間のやりとりを「非接触・リモー
ト」方式に転換するためのICT環境を整備

仮設計画 干渉確認

受注者 発注者

3D共有環境での検証

リアルデータを活用した技術開発の推進
・ 熟練技能労働者の動きのリアルデータ等を

取得し、民間と連携し、省人化・高度化
技術を開発

5G等を活用した無人化施工技術開発
の加速化

・実験フィールド、現場との連携のもと、無人化
施工技術の高度化のための技術開発・研究
を加速化

インフラのデジタル化推進とBIM/CIM
活用への転換
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 国管理の洪水予報河川全てで、現在より3
時間長い6時間先の水位予測情報の一般
提供を令和3年出水期から開始し、災害対
応や避難行動等を支援

 令和2年12月にETC専用化を打ち出すと共
に、民間サービス等にETCを活用したタッ
チレス・キャッシュレス決済などを推進し、
暮らしの利便性を向上

 経験が浅いオペレータでも吹雪時に 除雪

機械の安全運転を可能とする運転支援技
術を令和3年度より導入

 建設現場における作業員の身体負荷軽減
等を図るため、令和3年度よりパワーアシス
トスーツの試行を20程度の現場で開始

 ローカル５Gの活用による一般工事への無
人化施工の適用拡大に向け、令和3年度よ
り建設DX実証フィールドにて世界最先端
の研究開発を開始

 作業員の夜間作業の軽減と点検精度向上
に向け、３次元点群データを用いた鉄道施
設点検システムについて、令和2年度より
実証試験を行うとともに、令和3年度には点
検対象とする鉄道施設を拡大

 三次元データ等を一元管理し、受発注者間
等で共有を図るDXデータセンターを令和3
年度より運用開始

 防災ヘリの映像をAI解析し、浸水範囲等を
リアルタイムで地図化する技術を令和3年
度中に実用化し、被害全容把握を迅速化

 災害時の技術支援の遠隔化に向けた実証
を令和３年度に本格化

• 無人化・自律施工による安全性・生
産性の向上

• パワーアシストスーツ等による苦渋
作業減少

• 地域建設業のICT活用
• 鉄道自動運転の導入

• AI等による点検員の「判断」支援
• CCTVカメラ画像を用いた交通障害

自動検知等

• 人材育成にモーションセンサー等を
活用

• CCUSとマイナポータルの連携

• 監督検査の省人化・非接触化
• 公共通信不感地帯における遠

隔監督・施工管理の実現
• 映像解析を活用した出来形確

認

• 点検の効率化・自動化
• 日々の管理の効率化
• 利水ダムのネットワーク化や水

害リスク情報の充実
• 危機管理型水門管理
• 行政事務データの管理効率化

• まちづくりのデジタル基盤の構築
• データ活用の基盤整備（国家座標）
• 人流データの利活用拡大のための流通環境整備
• 公共工事執行情報の管理・活用のためのプラット

フォーム構築

• 3次元データ等を保管・活用環境の整備
• インフラ・建築物の3次元データ化
• 国土交通データプラットフォームの構築

• 特車通行手続き等の迅速化
• 河川の利用等に関する手続の

オンライン化
• 港湾関連データ連携基盤の構

築

• ＩＴやセンシング技術等を活用した
ホーム転落防止技術等の活用促進

• ETCによるタッチレス決済の普及

インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）

〇建設現場の課題
・将来の人手不足
・ 災害対策
・ インフラ老朽化の進展 等

生産性向上を目指し、i-Constructionを推進

〇社会経済情勢の変化
・技術革新の進展（Society5.0）
・新型コロナウイルス感染症に対応する

「非接触・リモート化」の働き方

・行政のデジタル化を強力に推進

等

インフラ分野においてもデジタル化・スマート化を強力に推進する必要

○社会経済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野においてもデータとデジタル技術を活用して、国民のニーズを基に社会資本
や公共サービスを変革すると共に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交通省の文化・風土や働き方を変革し、
インフラへの国民理解を促進すると共に、安全・安心で豊かな生活を実現

【インフラ分野のDX】

代表事例

• 迅速な災害対応のための情報集
約の高度化

• 衛星等を活用した被災状況把握
• 遠隔操作・自動化水中施工等
• 道路分野におけるデータプラット

フォームの構築と多方面への活
用

国
民

職
員

業
界

行
動

知
識
・
経
験

モ
ノ

どこでも可能な現場確認

誰でもすぐに現場で活躍

誰もが簡単に図面を理解

• 水位予測情報の長時間化
• 遠隔による災害時の技術支援
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【行政手続きや暮らしにおけるサービスの変革】

 手続きのデジタル化やオンライン化を進め、行政手続き等の迅速化を推進
 デジタルデータの利活用を進め、暮らしの利便性や安全性を高めるサービスを提供

令和２年７月よりケンタッキーフライドチキン
（相模原中央店）での試行運用を実施中

▲自動重量計測装置 ▲ETC2.0

重量を遠隔
で確認

推奨経路を
表示可能に

連
携

経路を遠隔
で確認

連
携

• 電子申請システムの導入等に
よる、特殊車両通行手続きの即
時処理や、道路占用許可、特定
車両停留施設の停留許可手続
きの効率化を実現

• ETC2.0等を活用し違反車両の
取り締まりを高度化

• 駐車場やドライブスルーなど、高速道
路以外の多様な分野へのETCを活用
したタッチレス決済の普及・拡大

港湾全体の電子化により、
• 物流手続・行政手続の効率

化、遠隔・非接触化を実現
• 施設の効率的なアセットマ

ネジメントを実現

港湾物流手続

港湾
管理者

港湾工事施設情報

施設
利用者

施設利用等の行政手続

申請

許可

S/I

船腹予約

海貨
船社

陸運
荷主

税関

港湾全体の電子化

• ＩＴやセンシング技術等を活用した視覚障
害者の転落事故の未然防止、安全な誘導
等により、駅ホームでの更なる安全性を
向上

• 国管理の洪水予報河川すべてで、洪
水予報の発表の際に６時間先までの
水位予測情報を一般に提供し、河川
の増水・氾濫の際の自治体の災害対
応や住民避難を促進

直進3m
です

実績 予測

６時間先までの水位予測情報の提供（イメージ）

氾濫危険水位超過をより早期に察知

氾濫危険水位
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【ロボット・AI等活用で人を支援し、現場の安全性や効率性を向上】
 ロボットやAI等により施工の自動化・自律化や人の作業の支援・代替を行い、危険作業や苦渋作業を減少
 AI等を活用し経験が浅くても現場で活躍できる環境の構築や、熟練技能の効率的な伝承を実現

• AIにより点検画像
から変状を自動検
出し、点検員の
「判断」を支援

• センサーにより熟練技能を見
える化し、効率的な人材育成
手法を構築

出典:芝浦工業大学 蟹澤研究室研究より

• カメラ画像を活用した
ＡＩによる交通障害の
自動検知

シミュレータを活用した自律運転の研究開発

VR遠隔操作

AI搭載建設機械による自動施工

＜研究開発＞
• 産学官共同の建設基盤を整備し、無人化施工、

自律施工に向けた研究開発を推進

• 身体負荷の軽減や視覚・判断の補助を行
うパワーアシストスーツ等を導入し、苦渋
作業を減少

パワーアシストスーツを活用したガレキ撤去の例

＜鉄道分野＞
• 運転免許を持たない乗務員による列車

運行や乗務員なしでの列車運行を実現

乗務員の添乗による自動運転

＜空港分野＞
• 自車位置測定装置等による空港

除雪作業の省力化を実現

67



 調査・監督検査業務における非接触・リモートの働き方を推進し、仕事のプロセスを変革
 デジタルデータ活用や機械の自動化で日常管理や点検の効率化・高度化を実現

• 画像解析や
３次元測量
等を活用し、
出来形管理
の効率化を
実現

＜河川分野＞

• 点群データから、樹木繁茂量
や樹高の変化、土砂堆積・侵
食量等を定量的に把握

＜空港分野＞

• 滑走路等の舗装点
検において、画像解
析によりひび割れの
自動検出等を実現

＜河川分野、空港分野＞

• 堤防除草作業並びに出
来高計測を自動化する
技術を開発

• 予め登録したルートに従
い、着陸帯の草刈りを自
動化

＜道路分野、空港分野＞

• 衛星による走行位置の
確認やガイダンスシス
テムによる投雪装置の
自動化等により除雪作
業の効率化・省力化を
実現

＜下水道分野＞

• 遠隔監視制御によ
る複数施設の共同
管理

【 デジタルデータを活用し仕事のプロセスや働き方を変革】

＜道路分野＞

• パトロール車両に搭載した
カメラからリアルタイム映像
をAI技術により処理し、舗
装の損傷判断を効率化

• ドローン等によ
る港湾施設の被
災状況の把握

• 衛星画像等を用
いた変位推定・
計測

ドローン

人工衛星

＜港湾分野＞
• ドローンや水中

音響測深機によ
る３次元測量を
行い、監督・検査
をリモート化

ドローン

音響測深

＜鉄道分野＞

• レーザーを活用した、トンネル等の変
状検出や異常箇所の早期発見等を可
能とするシステムの開発による、鉄道
施設の保守点検の効率化・省力化

※道路用のデータ計測車両を
鉄道台車に搭載し、けん引

レーザースキャナー

変状の検出例

＜遠隔臨場＞

• 映像解析等により遠隔
で出来高を確認
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【 ＤＸを支えるデータ活用環境の実現】
 スマートシティ等と連携し、デジタルデータを活用し社会課題の解決策を具体化
 ＤＸの取組の基盤となる３次元データ活用環境を整備

＜土木施設＞

• 小規模を除く全ての
公共工事における
BIM/CIM※原則適用
に向け段階的に適用
拡大

＜公共建築＞

• 官庁営繕事業における3
次元モデル活用や、設
計・施工間のデータ引渡
しルールの整備

まちづくりのデジタル基盤
（都市部局が保有するデー

タの連携・オープン化）

×
健康福祉

環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ

公衆衛生

交通

行政 住民 企業エリマネ団体
多様な主体による利活用

多
種
多
様
な
デ
ー
タ

全体最適・市民参画・機動的なまちづくり

• 全国約50都市に
て3D都市モデル
を構築し、シミュ
レーション等
ユースケースを
開発

＜国家座標＞

• 調査・測量、設
計、施工、維持管
理の各施策の位
置情報の共通
ルール「国家座
標」基盤の構築座標が一致することにより

ICT施工等に貢献

＜3次元データの保管・活用＞

• 工事・業務で得られる3次元
データや点群データ等を保
管し、自由に閲覧が出来、
データの加工が出来るデー
タセンターを開発

※BIM/CIM：Building/Construction Information Modeling, Management

＜通信環境構築＞

• 本省・国総研、各
地整間の高速
（100Gbps）ネット
ワーク環境を構築

可視化による
干渉チェック作業の効率化

周辺環境を含めた施工計画の作成

現在:100Mbps

今後:100Gbps 

＜港湾分野＞

• データの標準化やク
ラウドの活用により、
BIM/CIM活用を推進

岸壁 係船柱

＜人流データ＞

• 人流データを計測・活用
し、客観的な情報にもと
づく施策等を展開

＜データ連携基盤＞

• 国土、経済、自然現象等に関
するデータを連携した統合的
なプラットフォームの構築
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

６．インフラ分野のDXに向けた取組紹介
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行政手続きや暮らしにおける
サービスの変革
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【行動のデジタル化】行政手続きのデジタル化・スマート化による社会経済活動の生産性向上

行政手続きのデジタル化・スマート化による社会経済活動の生産性の飛躍的向上による暮らしの
サービス向上

〇道路利用者等の生産性向上のため、道路空間に関わる行政手続きの効率化・即時処理を実現。
〇特殊車両の新たな通行制度（即時処理）を令和４年から実用化します。道路占用許可や特定車両停

留施設の停留許可手続きについても、デジタル化・スマート化を推進。

目指す姿

概要

Before After
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（回） （件/回）

▲取締回数と取締１回当たりの違反件数（4月～5月）▲取締基地における取締り（現地および人手で実施）

▲許可件数推移（4月～5月）

▲自動重量計測装置 ▲ETC2.0

重量を遠隔
で確認

推奨経路を
表示可能に

連
携 経路を遠隔で確認

連
携

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

新たな通行制度の実用化システム開発

▲審査日数の推移（現在も1か月程度必要）

特殊車両の通行許可手続きには約１か月程度必要 新システムの構築により、即時処理を実現
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【行動のデジタル化】 行政手続きのデジタル化による国民のニーズに合った行政サービスの実現

行政手続きのデジタル化を促進し、国民一人一人のニーズに合った行政サービスの実現

Before

○河川利用者のニーズに合った行政サービスを実現するため、河川の使用や工作物の新設
等、河川空間の利用等に関わる行政手続きをオンライン上で一元化。

目指す姿

概要

After

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

申請システムの検討・開発・実用化

書面による申請手続き
（流水・土地の占用、土石等の採取、工作物の新設、
土地の掘削 等）

• 河川事務所、出張所まで出向く必要
• 申請可能時間は勤務時間内に限定

申請手続きのオンライン化により、河川の利
用等に関する手続きを一元化
• 河川事務所、出張所へ申請に出向く手間を削減
• 24時間365日申請可能

• 河川の利用等に関する複数の手続きを一元的に
処理

0
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30000

H26 H27 H28 H29 H30

（件）
●許可件数（河川法第23～27条）

申
請
書

年間約25,000件の手続きを処理

メールによる

申請手続きの実施
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【行動のデジタル化】長時間先の水位予測情報の提供

Before

目指す姿

概要
○令和３年出水期から、国管理の洪水予報河川すべて、洪水予報の発表の際に６時間先までの水位予測情報

の提供に向け改良中。また、首都圏を流れる荒川では、概ね１日半先までの予測情報を試験的に活用。

○大河川では、更なる長時間化や予測精度向上に取り組むとともに、これまで水位予測情報が提供されていな
かった中小河川への適用拡大を進め、河川の増水・氾濫の際の災害対応や住民避難を促進。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

長時間先の水位予測技術の開発による災害対応や避難行動等の支援

洪水予報の発表の際に、3時間先までの
水位予測情報を提供

国管理の洪水予報河川では、洪水予報の発表の際
に、発表の基準としている水位観測所毎の水位予測
情報を３時間先まで提供しているところ。

今年の出水期から、すべての国管理の
洪水予報河川で、水位予測に観測水位を
同化させ精度の向上を図った予測モデル
に基づき、６時間先までの水位予測情報
を提供。

１日半先のイメージ

洪水予報で6時間先までの
水位予測情報を提供

⾧時間先の水位予測の技術開発
により主要な大河川に実装

After

気象庁提供の１日半先までのアンサ
ンブル降雨予測等を活用した長時間先
水位予測により、災害対応に活用する
とともに、地方公共団体による大規模
な広域避難を支援。

長時間先水位予測情報の対象拡大及び更なる長時間化の技術開発・実装１日半先の試験運用開始

水位予測情報の提供可能河川の拡大中小河川の水位予測技術の開発６時間先水位予測情報

３時間先までの水位予測情報の提供（イメージ）

３時間後までの予測
では、氾濫危険水位
の超過が見通せない
ケース。

実績 予測

６時間先までの水位予測情報の提供（イメージ）

氾濫警戒情報【警戒レベル３相当】の発表を早めることで、
高齢者等の避難のリードタイムをさらに確保！

氾濫危険水位超過をより早期に察知

氾濫危険水位

実績 予測
氾濫危険水位
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【行動のデジタル化】遠隔による災害時の技術支援

ＤＸルーム（遠隔対応拠点）Before

概要

○遠隔対応拠点となるＤＸルームを整備し、被災現場の高精細な画像、３次元データ等をリアルタイムで把握
し、遠隔による技術支援を本格的に実施することにより、災害復旧の効率化・迅速化を実現。

被災現場の高精細画像

被災現場の３次元地形モデル

• 被災現場の実地確認のための移動時間が、交通途絶
等の影響により増大

• 同時多発的に災害が発生した場合、技術者を要請され
た全ての被災現場に派遣できない可能性大

• ２次災害の危険性

遠隔による技術支援（試行）の様子

災害現場に直接出向くことなく現地の状況等をDXルームにて把握することにより
広域的災害においても迅速で的確な技術支援が実現

・現地状況をリアルタイムで把握
・CIMモデルを活用した災害復旧工法

の検討

・施設等管理者に対し、効率的かつ迅
速な技術支援を実施

・２次災害防止

目指す姿

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

遠隔による技術支援の本格的実施

・遠隔による技術支援の

試行

・ＤＸルームの整備

現場への出動による技術支援 非接触・リモート方式の
技術支援

After
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ロボット・AI等活用で人を支援し、
現場の安全性や効率性を向上
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【行動のデジタル化】５Ｇを活用した無人化施工

建設現場を遠隔・非接触の働き方へ転換する自動化・自律化技術導入を促進し、飛躍的生産性向上を図る。

Before

目指す姿

概要

○ 「労働環境の改善」や「建設作業の省人化」により、働き手の減少を上回る生産性の向上を図る必要。
○ 砂防事業においては、無人化施工の高度化により生産性・安全性の向上を推進。
○ R３年度は現場実証試験開始。

After

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

大容量・低遅延・多数同時接続の特性をもつ5Gを活用し、無人化施工の生産性を
向上。ポストコロナによる、非接触型・リモート型の働き方への転換。

現在のWi-Fi（４G）を使用する無人化施工では、通信容量の不足、通信の遅
延、同時接続機器数の制限等により、視認性、操作性等が悪く、生産性に課
題がある。

現場実証試験（現場実証計画検討、３次元データやCIM等の活用の検証）

要領・手引き(案)の策定

現場実装

４Gを使用する無人化施工 ５Gを使用する無人化施工

実証等を踏まえた、要領・手引き(案)の見直し、人材育成メニューの開発、実施 77



・ 作業の省人化・効率化と安全性の向上
・ 操作者の熟練度によらない作業結果

（出来形）
・ 熟練者の技術の伝承

Before After

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

導入機器等の維持更新・新たな技術の導入検討新たな技術の現場実証

維持管理に係る業務は、手作業中心 デジタル化による、作業の省人化・効率化を実現

従来型のメンテナンスオペレーション体制

C H E C K
巡視・監視・点検

P L A N
維持・修繕計画

A C T I O N
維持・補修作業【現状】

・ 巡回結果を紙で保存し、
書面作成

・ 事務所で職員等がカメラ
映像等データで監視し、
異状を確認

・ 住民意見等は電話・メール等で
受け付け処理

【課題】
・ 作業手間（書面作成）
・ パトロール時の見落とし
・ 緊急事態の映像等の共有と、

異常発生時の伝達の遅れ
・ 場所の確定、台帳確認等に

時間を要する

【現状】
・ 現地測量を実施し、台帳関係を管理して補修計画を立案
・ 各種維持管理ﾃﾞｰﾀ等が別個に存在

【課題】
・ 補修計画を立案するための資料作成に期間を要する
・ 多角的な根拠に基づいた意思決定がしづらい

【現状】

・維持管理に従事する建設業者
の高齢化・担い手の減少

【課題】
・技術者・技能者不足
・操作に熟練度が必要

（操作者の熟練度に依存） ・ 情報の共有による
緊急時対応の迅速化

・ 損傷箇所見落とし等の
ヒューマンエラーの防止

・ 住民要望データの
収集・分析・蓄積による
計画的な維持管理の実現

・維持管理データ（点検等）を共有できる
環境の実現

・そのデータを活用し、施設補修計画を
効率的に作成し、意思決定を円滑に
行う環境の実現

プラット
フォーム

基盤地図
＋各種データ
（維持管理、交通、地

形・気象 等）

C H E C K
巡視・監視・点検

P L A N
維持・修繕計画

A C T I O N
維持・補修作業

目指すメンテナンスオペレーション体制

【行動のデジタル化】IT・新技術の総動員による高レベルの道路インフラサービスの提供

IT・新技術の総動員による高レベルの道路インフラサービスの提供により、国民の安全安心を実現

〇ICT施工を推進するとともに、構造物点検や日常の維持管理の高度化・効率化を実現。
〇デジタル化を通じて、日常の維持管理に係る業務プロセスを抜本的に見直し、異常処理のリードタイムや規

制時間などのデータに基づくオペレーションの最適化を図り、損傷箇所・落下物の早期発見・早期処理を実現。

目指す姿

概要
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【知識・経験のデジタル化】建設施工における自動化、自律化の促進

機械が自ら考え施工する建設現場を実現し、飛躍的生産性向上を目指す

Before

目指す姿

概要

○従来は人の判断・操作により機械施工を行ってきたところ、5G・AI等革新技術を用いた機械の自動化・自律
化の導入による飛躍的な省力化、生産性向上を図るべく、必要な技術基準や実施要領等を整備する。

After
従来型建設機械による施工

丁張りを目安に掘削位置をオペレータが判断し建設機械を操作

AI搭載建設機械による自動施工

！

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

産学官協議会による建設施工における自動化、自律化技術導入のあり方、ロードマップ等を検討・フォローアップ

技術進展等を踏まえた官民一体となった制度整備

自動化、自律化施工により建設現場を省人化する

産学官協議会を設置、
ロードマップの素案を作成 79



【知識・経験のデジタル化】建設施工における人間拡張に係る技術開発・導入の促進

人間拡張技術により作業員の身体負荷の軽減や視覚・判断の補助を実現し、生産性向上を図る

目指す姿

概要

○人力施工には身体負荷の大きい作業もあり、苦渋・危険作業を伴う場合もあるため、パワーアシストスーツ等
人間拡張技術の導入による負荷軽減等作業の効率化を図るため、現場実証を行い実施要領等を整備する。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

産学官協議会により人間拡張技術導入のあり方、ロードマップ等を検討・フォローアップ

技術進展等を踏まえた官民一体となった制度整備

Before After

熟練技能者による身体負荷の大きい施工

現在の工事品質を確保するためには、経験と技能継承のため、人材
定着が必要。そのためには苦渋・危険作業の低減が求められる。

パワーアシストスーツ等人間拡張技術を活用した施工

パワーアシストスーツを活用したガレキ撤去のイメージ

ﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄｽｰﾂについて検討

パワーアシストスーツに
よる作業負荷の軽減
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【知識・経験のデジタル化】AI・ロボット等革新的技術のインフラ分野への導入

点検技術者の判断を支援するAI・ロボット等革新的技術の導入を促進し、インフラ点検の効率化を目指す

目指す姿

概要

○インフラ点検の効率化を目指し、ドローン等ロボットの導入を図ってきたところ、更なる活用を推進するため、
人の判断を支援するAIの開発を促進する「AI開発支援プラットフォーム」を設置。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

AI開発支援プラットフォームの自立的な運営、民間によるAI開発、活用を促進

Before After

ロボットによる人の「作業」の効率化

インフラの点検画像をロボットにより取得し、作業を効率化
→一方、損傷・変状の抽出作業は人力で行っている

AIによる人の「判断」の効率化

AIによる損傷・変状の自動抽出により点検員の判断を支援

プラットフォームオープン
化に向けた検討

・画像取得
・損傷抽出
・調書作成
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【モノのデジタル化】地域建設産業の生産性向上及び持続性の確保

地域建設産業のＩＣＴ活用を通じた生産性向上

Before

目指す姿

概要 ○生産性向上など経営上の課題を抱える地域の中小・中堅建設企業等に、重点支援や好事例の水平展開
によるデジタル化に向けた普及啓発を通じて、生産性向上のボトムアップと建設業におけるDXを促進。

After 地域建設企業のあらゆる場面でＩＣＴ化

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

地域建設産業の生産性向上に向けた取組の促進

○モデル事例や優良事例を通じて、手引き
や事例集を作成
○業界内への効果的な水平展開

水平展開

＜事業概要＞
経営力向上に向け、支援を通じて取組の後押しやノウハウの水平展開を実施
→その一環として、ＩＣＴ設備の投資を促進

○問題意識をもつ企業
の相談に対して、専門
家がアドバイスを実施

相談支援
○ICT活用などの生産性
向上に係るモデル性の高
い取組を重点的に支援

重点支援

○設計・施工環境の高度化

３次元での確認・シミュ
レーション等が可能

地域建設企業が抱える主な課題
①ＩＣＴ導入率が低い

③ノウハウがない

○ＩＣＴツールの導入

現場情報の一元管理
ソフトの導入 など

BIM/CIM

②投資に消極的

取引先などとの取引ツール
が、依然としてＦＡＸなどの
アナログ機器を使用するなど、
ＩＣＴ導入率が低い

個社レベルでは人材の確保・育成や大がか
りな建機等への投資が消極的となる傾向

個社レベルではどのように取り組みをすれば
よいか、ノウハウの蓄積がない

バックヤード

現場管理・施工管理

ＩＣＴ機械

正確でスピーディー
な測量が可能
など

ＥＤＩを通じた契約や請求
などの事務面の効率化など

相談支援実施

重点支援（モデル事業支援）

優良事例の蓄積・ノウハウ横展開

相談支援実施

重点支援（モデル事業支援）

※年度毎に事業実施。令和４年度以降は予定優良事例の蓄積・ノウハウ横展開 82



【モノのデジタル化】
建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージの推進

建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）等の普及・活用を通じ、「地域の守り手」として国民生活や社会
経済を支える役割を担う建設業の将来の担い手の確保を図る

Before

目指す姿

概要

登録申請手続きが煩雑
・CCUSへの登録時、多数の証明書類（本
人確認書類等）を準備し、添付が必要。

現場に携帯する資格証明書が多い
・現場入場時に多くの資格証明書を所持しな
ければならない。

優良企業が評価されづらい
・専門工事企業の施工能力などを可視化する
仕組みが存在せず、優良業者が元請企業
や発注者から評価されづらい。

○令和５年度からの建退共のＣＣＵＳ完全移行及びそれと連動したあらゆる工事におけるCCUS完全実施を
目指し、令和2年3月に取りまとめた「建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージ
」に基づく取組を推進。

After

【CCUSとマイナンバーカード・マイナポータルの連携】

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージの推進

建設キャリアアップシステムの更なる活用の促進マイナンバーカードの利用環境整備 マイナポータルとの連携

ＣＣＵＳとマイナポータルとの連携
・登録申請手続きの利便性向上・効率化を図るため、マイナポータルと連携している仕組みと
の情報連携において追加的に必要となるシステム構築に向けた取組を実施。

・安全衛生資格等の資格証明書をCCUSカードに一体化

専門工事企業の施工能力等の見
える化評価制度の普及・定着
・同制度の普及・定着に向けて、説
明会・講習会等を実施。

業種毎の評価基準作成（先行団体） 制度の普及促進・業種毎の評価基準作成（その他団体） 83



デジタルデータを活用し仕事の
プロセスや働き方を変革
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【行動のデジタル化】情報集約の高度化による災害対応の迅速化

情報集約の迅速化による、被害のより深刻な地域への迅速な支援
目指す姿

概要

○防災ヘリの映像等から、浸水範囲・土砂崩壊部をリアルタイムで解析し、被害全容を迅速に把握
○被害・対応状況の最新情報をリアルタイムで集約し、人的・物的資源の最適配置の検討を支援

阿武隈川→

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
運用開始・精度向上ヘリ映像自動解析技術の開発

事
務
所
・
出
張
所

整
備
局

本

省

官
邸
・
関
係
省
庁

・
国
民
等

Excel
様式

１
日
数
回

（
早
朝
と
日
中
等
）

１
日
複
数
回（
都
度
）

１
日
数
回

（
早
朝
と
日
中
等
）

Excel
様式
Word 
等

TEC-FORCE

１日１回（夜）

手作業

日報等

職員による手作業で情報集約ヘリ映像から浸水範囲
等を職員が読み取り

Before After

ヘリ映像

・被害全容を迅速に把握
することができない

浸水範囲や土砂崩壊部
の位置を推定するには、
土地勘やランドマーク等
の知識が必要

・情報集約に時間を要し、時々刻々と変化
する状況には対応できない

情報集約のリアルタイム化浸水範囲等の自動解析

浸水エリア

土砂災害発生箇所

被災施設

AIによる
自動解析で、
リアルタイム
に推定

・被害全容を迅速に把握可能

広範な
災害情報
（被災・対
応状況）

事務所・出張所

整備局

官
邸
・
関
係
省
庁

・
国
民
等

本

省

T
E

C
-F

O
R

C
E

即
時

活用

追加 活用

追加

活
用

追
加

活
用

追
加
追
加

活
用

最適配置を指示
（全国）

最適配置
を指示

随時随時

随
時

随
時

・被害・対応状況を迅速に把握し、TEC-
FORCEなど国交省の人的・物的資源を
最適配置することが可能

情報集約のリアルタイム化技術の開発
運用
開始

Excel
様式

手作業手作業

※イメージ図
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【行動のデジタル化】堤防除草の自動化 ~ＳＭＡＲＴ-Ｇrａｓｓ~

自動運転の実現による河川堤防除草作業の省力化・効率化

Before

概要 ○勾配の緩やかな堤防が多い北海道特有の環境を活かし、大型自動機械による堤防除草の自動化を推進。
○これまで、自動走行農機の試験走行と、除草自動化に向けた要素技術調査・概略検討を実施。

今後、試験機の改造と基準類の検討等を行い、堤防除草作業及び建設現場における生産性向上を図る。

After

トラクターモア

ハンドガイド

現在行われてる堤防除草

遠隔式大型除草機

・出水期前の限られた時期に広
範囲の堤防法面を除草するため
の人員の確保が必要

・除草の出来高資料作成（刈り
高の確認と面積計測）に労力と
時間がかかる

ICTを活用した堤防除草の自動化のイメージ

目指す姿

・自動運転の実現による除草作業の省力化
・自動出来高計測による作業の効率化

・除草作業の自動化により人員を最小限化
・自動計測（走行軌跡からの作業面積を自動で計測）により
出来高資料作成にかかる労力を削減

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

民間企業等との連携による技術開発

一部運用開始（試行） 運用拡大

技術評価・改良

1台につき1人以上を要する運用、出来高を別途計測 自動運転により1人で複数台を運用、出来高を自動計測
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【行動のデジタル化】河川、砂防、海岸分野における施設維持管理・操作の高度化

排水機場等の遠隔化や三次元データ等のデジタル技術を活用した維持管理の効率化・省力化

Before

目指す姿

概要
○排水機場、水門、樋門・樋管の遠隔監視・操作化の実施により、緊急時においても排水作業が可能な体制を

確保
○三次元データを活用した河川維持管理の実施による面的な地形状況の把握、砂防関係施設の点検手法の

開発

After

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

・現地で操作する必要があり、大規模出水時には操作ができない可能性
・従来の縦横段測量は２００ｍピッチで人が踏査していたため、現地作業
に時間を要するとともに、取得したデータは地点ごとの線データ。
・砂防関係施設は狭隘な山間部にあり、点検に時間を要し危険も伴う。

人が現地で目視点検・操作、計測

遠隔監視・操作化により、
緊急時においても排水
作業が可能

河川管理施設の遠隔化（監視・操作）

三次元点群データの活用による河川管理・砂防施設管理

現地で施設の点検、操作 ２００ｍピッチで人が踏査、計測

・三次元点群
データを可視化
し、現状把握や
状況分析、対策
検討。

＜三次元河川管内図イメージ＞・航空機等を用
いた点群測量に
より、現地作業
の効率化、調査・
分析の高度化

・３次元データ活用による砂防関係施設の状態変化の評価方法の開発

（排水機場の遠隔化イメージ）

航空機等を用いた河川の点群データ取得（1回目：R2～R6）

遠 隔監 視 ・ 操 作 化 に関 する
ガ イ ド ラ イ ン 等 の 検 討

排水機場等の遠隔監視・操作化を推進（うち、排水機場は完了）

引き続き点群データ取得

令和７年度末までの完了を目標に、全水系において三次元河川管内図を整備 87



【行動のデジタル化】除雪現場の生産性・安全性向上「i-Snow」

Before

除雪現場の生産性・安全性向上

熟練オペレータ
による

• 車両運転
• 走行位置の把握
• 作業装置操作

オペレータ
による

• 車両運転

道路構造や沿道状況を熟知した
熟練オペレータと助手の
２名体制が必要

助手 による
• 作業装置操作
• 安全確認

衛星による走行位置の把握や
作業装置操作の自動化等により、
ワンマン化

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

After

実証実験・道路状況に応じた機能検討を踏まえ

実働配備を開始

新技術の活用により除雪現場の生産性・安全性の向上を図り、
冬期道路交通の確保に不可欠な除雪サービスを維持するとともに、吹雪による通行止め時間を短縮

概要 ○除雪機械の熟練オペレータの減少や異常気象による冬期通行止めの発生に対応し、機械操作の自動化
や吹雪時の車両運転支援による除雪現場の生産性・安全性向上を目指した実証実験を実施。

○機械操作の自動化は令和４年度以降、吹雪時の車両運転支援は令和３年度以降に実働配備を開始予定。

目指す姿

熟練オペレータを含めた2名体制で除雪しているが
人手不足や技術継承が課題

機械操作の自動化により作業員1名で安全に除雪作業が可能となり
人口減少下でも必要な除雪サービスを維持

実証実験
（走行位置の把握、作業操作装置の
自動化、安全確認 等）

吹雪時の映像鮮明化技術の

実働配備を開始
吹雪時の
車両運転支援

機械操作の
自動化

Ｒ２年度までの
実証実験とりまとめ

吹雪による通行止め時は除雪作業が困難であり

天候回復後に除雪作業を行うため
通行止めが⾧期化

吹雪時は除雪作業が困難

吹雪時の車両運転支援により除雪作業の継続が可能となり
天候回復後速やかに通行を再開 処理後

映像鮮明化技術により
車載モニターで周辺状況を確認

Ｒ３年度までの
実証実験とりまとめ

処理前
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【行動のデジタル化】河川、砂防、海岸分野における防災情報等の高度化

阿武隈川水系阿武隈川洪水浸水想定区域図

Before

目指す姿

概要

○水系におけるより効果的な事前放流を可能とするため、１級水系および２級水系の利水ダムについて、河川
管理者とダム管理者との間の情報網整備を推進。

○小規模河川における水害リスク情報を明らかにすることで、住民の適切な避難行動を確保。

After

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

利水ダムの情報網整備や水害リスク情報の充実等による住民の的確な避難行動の確保等

利水ダムのネットワーク化

小規模河川における水害リスク情報の充実

より効果的な事前放流の
実施を可能とする。

これまで把握されていな
かった小規模河川の水害
リスク情報空白域を解消し、
住民の適切な避難行動が
確保される

利水ダムの情報共有体制

小規模河川における水害リスク情報

利水ダム

利水ダム

利水ダム

×
×

×

洪水予報河川や水
位周知河川以外の
河川の氾濫により浸
水被害が発生してい
るエリア

凡例
×：人的被害箇所

令和７年度末までの完了を目標に、河川管理者とダム管理者との間の情報網整備を推進

令和７年度末までの完了を目標に、防護対象を有する小規模河川における水害リスク情報を把握・公表

河川管理者が利水ダムの貯水位
や放流量等をリアルタイムで把握
できていないため、ダム管理者に
対して、事前放流に係る適切な助
言等ができていない。

令和元年東日本台風では、浸水
想定区域図の作成が義務付けら
れていない小規模河川の氾濫に
より浸水被害が発生。
水害リスク情報の空白域がある
ことで住民が正しくリスクを認識
できない恐れがある。

89



【行動のデジタル化】危機管理型水門管理システムの開発

施設管理者を跨いだ水門等の操作状況等を一元監視する事で、職員の防災対応能力の強化を図る

目指す姿

概要

○現地操作が基本である水門操作において、異なる施設管理者間での通信の共有など、水門等の操作状況
等を一元監視する機器管理型水門管理システムの開発、普及を目指す。

Before

・出水時における水門操作は、昼夜問わず操作員が現地で対応。
・事務所等において、施設管理者が異なると水門の開閉状況が

一元的に把握できない。
・操作電源が断となると、施設操作ができない。

After

計画高水位に迫る状況での施設操作
も求められ、安全面でも課題

施設毎の操作となり、広域的な状
態監視が出来ていない

・電源喪失時はLPWA等※の技術を活用し、必要最低限の閉操作を
行うとともに、水門開閉状況を確実に入手。

・複数の施設管理者を跨いだ広域的な施設監視。
・将来の自動化を目指し、遠隔からの施設操作も試行。

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

機械設備における水系一体となった治水対策の検討

システム設計、ガイドライン等の検討・とりまとめ

危機管理型水門管理システムの開発

水門操作は、現地が基本、開閉状況の把握が困難 広域的な防災対応能力の強化[施設管理の高度化]

一元監視のシステム(イメージ) 一元監視の実施状況(イメージ)
※LPWA （Low Power Wide Area－低省電力での長距離の通信）
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【知識・経験のデジタル化】道路分野におけるデータプラットフォームの構築と多方面への活用

道路データプラットフォームの構築と多方面への活用による国民生活や経済活動の生産性の向上
目指す姿

概要

Before After

〇最新技術を活用し、関係機関と連携を図りつつ簡易かつ効率的にデータ収集蓄積を実施すると
ともに、全国統一の開かれたデータプラットフォームを構築し、維持管理のほか様々な分野で
活用。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

導入機器等の維持更新・新たな技術の導入検討交通量の人手観測の
原則廃止

▲交通量の人手観測

＜交通量観測におけるデータ収集の例＞
＜交通量観測におけるデータ収集の例＞

手作業によるデータ収集・統合 AI技術等を活用したデータ収集・データ統合
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【モノのデジタル化】デジタルデータを活用した配筋確認の省力化

業界や職員の安全性や作業環境の改善

Before

目指す姿

概要

After

発注者監督員

準備補助職員
検尺ロッド

受注者管理職員

受注者３名
監督員１名

発注者監督員

ウェアラブルディバイス等
（映像・音声）

受注者管理職員

ステレオカメラ

エリアマーカー

受注者１名

執務室

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

試行（２０現場程度） 制度実装

試行

要領

改定

試行

対象の

拡大

要領

策定

○配筋の出来形確認は、これまで、現地で直接計測し、確認を行っていたが、映像解析等による計測を遠隔で
確認できるよう、 ICT技術を活用した測定方法の実施要領を策定し、効率化を図る。

現地で直接計測

現地で実測した結果を
発注者監督員が確認

映像解析と遠隔臨場

映像解析等による計測を
遠隔で確認する
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【モノのデジタル化】工事書類のデジタル化に向けた検討

建設生産プロセスの変革による職員や業界の安全性や作業環境の改善

Before

目指す姿

概要

After

・人がロッドやリボンテープにより測定
・測定には足場等が必要になる

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

試行（３０件） 制度実装

データ取得（１０件）

要領策定

試行要領策定 試行 試行要領改定 試行対象拡大 制度実装要領策定

試行 試行要領改定 試行 制度実装要領策定

下部工

上部工

その他のコンクリート構造物

スケール等を使用した測定

・構造物をTLSやUAVで測定
・３次元点群データを活用し、ヒートマップで出来形管理

○構造物の出来形確認は、これまで、現地で直接計測し、確認を行っていたが、令和４年度及び令和６年度ま
でにICT技術を活用した測定方法の実施要領を策定し、効率化を図る。

ICT技術を活用した測定
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【モノのデジタル化】施設の維持管理及び行政事務データの管理効率化に関する調査

公共施設の維持管理にＩＣＴ技術を導入することによる受発注者双方の業務効率化・高度化

Before

目指す姿

概要

○施設の機械設備を点検する民間技術者が、手作業で行っていた点検データの収集を自動化する仕組みを整
備するとともに、行政側の職員が行う設備の健全度評価や予算要求資料の作成を支援するシステムを構築。

After

人力による点検データ収集及び行政事務の実施 点検データの収集及び行政事務を自動化したシステム

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

データ収集及び行政事務

管理の自動化環境整備

点検技術者

各事務所

・データチェック
・データ入力
・健全度評価
・長寿命化計画策定
・予算要求

・点検報告書作成
・入力様式作成
・事務所への報告（提出）

・点検データ記録

・報告
・協議
・指示等

現場代理人

排水機場ポンプ設備
又は水門設備

排水機場ポンプ設備
又は水門設備

各施設無線通信と
インターネット網

稼働及び点検時計測データ
の自動収集機能

国土技術政策総合研究所
機械設備維持管理システムサーバ

国土交通省
イントラネット網

地方整備局各事務所における
行政事務支援機能

稼働及び点検時計測データを自動的
に取得し、既存のデータベースに取り
込む

点検技術者

○ICT技術による維持管理データ収集効率化・信頼性向上、行政事務の効率化

現場実装の推進（事業費）

・老朽化施設が増大しており点検作業及び計画的な整備

や更新を行うための行政事務も増大している
・点検データ収集と行政事務は人力に頼っているが、

技術者と職員数は減少している
・点検時のデータ収集や記録、行政事務の省力化が急務
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ＤＸを支えるデータ活用環境の実現

95



【行動/モノのデジタル化】 インフラＤＸネットワークの整備

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

建設生産プロセスやストック活用、非接触・リモート型に転換した業務効率化・高度化

Before

目指す姿

概要

○インフラ分野のＤＸ環境整備促進のため、河川道路管理用光ファイバを活用して、日本全国を100Gbpsの高
速・大容量回線で接続する。令和２年度末(第一期)に本省・国総研・関東・中部・近畿・九州の一部が概成。

After

既存・公衆ネットワークによる通信
回線容量等から大容量通信が困難。
公衆回線利用はコスト高となる。

BIM/CIM 3D等の大容量データ、
遠隔、ロボティクス、5G通信
の実現化

北陸・中国・四国

高速・大容量ネットワークによる通信

データセンター

L５G３D

ロボティクス

会議・研修

東北とセキュリティ対策 BIM/CIM本番運用・管理００
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【モノのデジタル化】デジタル化・リモート化のための位置情報の共通ルール（国家座標）の推進

位置情報を安心して利用できる社会の実現

○民間等電子基準点活用の充実、地殻変動補正システムの運用、国家座標認証に係る指針の策定等により、
調査・測量、設計、施工、維持管理の各段階の位置情報が確実に整合し、データ流通が促進される。

目指す姿

概要

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

国家座標を利活用するための共通基盤を順次構築・拡充し社会実装

航空重力測量

国家座標に基づくインフラデータの流通促進

国家座標の認証に係る指針の策定

民間等観測点を活用した電子基準点網の拡充

地殻変動補正システムの構築・強化

新しい標高決定の仕組みの構築

統一座標での管理によりICT施工等に貢献衛星のみによる測位では位置のズレが発生

Before After

不十分な精度
地殻変動の影響
位置の基準の不統一

位置合わせに人手とコス
トを要し、データの流通が
進まない

他者の作ったデータの位
置が自らのデータと整合

人手やコストを要さずに
自動処理が可能

データ流通が促進
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【モノのデジタル化】公共工事執行情報の管理・活用のためのプラットフォーム構築に係る調査研究

公共工事執行プロセスに関するデータの一元管理により、職員の作業効率化・生産性向上が実現

Before

目指す姿

概要

○公共工事執行プロセス間の情報伝達・共有及び情報一元化による効果実現のための要求事項を整理する。
○公共工事執行情報の管理・活用のためのプラットフォームに関する機能要件書等に基づき、「仮称：公共工

事執行状況把握システム」（各システムで付与している認識番号を一元管理等するシステム）を構築。

After

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

電子入札シ
ステム

新土木工事積
算システム

電子契約シ
ステム

契約管理シ
ステム

工事完成図書保管管
理システム

工事実績情報
システム

• 一元化されたデータ（積算条件、工事費、応札率等）を迅速に分
析でき、有効な不調・不落対策が可能となる

公共工事執行において、作業効率化・生産性向上！！

電子入札シ
ステム

新土木工事積
算システム

電子契約シ
ステム

契約管理シ
ステム

工事完成図書保管管
理システム

工事実績情報
システム

各システムで付与している認識番号を一元管理

効率化のための要求事項整理等

生産性向上に向けたシステムの構築等

各種データが、別々のシステムにより運用・管理

• 公共工事の執行に関する各種データを一元的に把握・活
用することが難しいため、職員が不調･不落対策の検討等
に時間を要し、住民への社会資本整備に関するきめ細や
かな説明等に十分な時間が取れていない
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【モノのデジタル化】建設事業各段階のDXによる抜本的な労働生産性向上に
関する技術開発

建設事業各段階でのDX化による、職員及び施工業者の作業時間の縮減・施工時の労働生産性
向上

Before

目指す姿

概要
〇建設事業各段階の抜本的な労働生産性向上に向けて、直轄事業で作成される３Dモデルや点群デー

タ及び施工時の労働生産性データ等のデジタルデータに基づく労働生産性向上を推進する技術開発
を実施。

After

建設事業各段階の抜本的な生産性向上
施工段階での安全性向上

計画、設計、施工、維持管理等の各事業段階でBIM/ CIM
を活用・共有
新技術の活用・生産量や労働投入量等デジタルデータの
取得・分析

CIMモデル

施工段階

CIMモデル

維持管理段階

事業段階で求められる要件が異なる
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物的労働生産性比較

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

形状データの修正・属性情報の付与機
能の開発

コンクリート工、土工の施工現場データ取得

調査・計画段階や災害対応の際に求められるニーズを分析対応するソフトウェア・システムを開発

コンクリート工、土工の施工シミュレーション開発

事業段階間でのBIM／CIMの活用に課題

建設現場のデジタルデータが分析できていない

施工範囲に応じて
プログラムが分割

コンクリート工、土工の施工現場データ
収集項目の検討

BIM/CIMモデルの引継ぎ

点群データなどから地形モデルや
BIMCIMモデルを作成する技術の開発、
情報共有するシステムの開発
DXデータセンターへの実装

建設現場における生産量（日当たり施工量）や労働投
入量（作業内容、作業時間）のデジタルデータがなく、
建設現場の実態分析に基づく新技術の活用が進まず、
技能労働者の労働条件等の改善が遅れている。
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

大規模構造物

【モノのデジタル化】 BIM/CIM活用による建設生産システムの効率化・高度化

建設生産プロセスの変革による受発注者双方の業務効率化・高度化
目指す姿

概要

○これまで紙図面による意思決定、手作業による工事費算出等を行っていたが、実物に近いデジタル情報を用
いた確実な合意形成や数量算出の自動化等により業務効率化を図る。

After
デジタル情報の自動化等を併用した事業実施

（左記以外※小規模を除く）工事でBIM/CIM原則適用

大規模構造物 （左記以外※小規模を除く）詳細設計でBIM/CIM原則適用

Before
紙図面、手作業による事業実施

2D設計では設計者が想像するしかなく
干渉部位を見つけることが困難

数量や工事費は
手作業で作成・確認

→不整合等のミスにより、後工程における手戻りが生じるおそれ
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

【モノのデジタル化】 国土交通データプラットフォームの構築

○フィジカル（現実）空間の事象をサイバー空間に再現するデジタルツインによる、業務の効率化や
スマートシティ等の国土交通省の施策の高度化、産学官連携によるイノベーションの創出。

Before

目指す姿

概要

○「i-Construction」の取組で得られる3次元データを活用し、さらに官民が保有する様々な技術やデジタル
データとの連携を可能にするプラットフォームの構築により、新たな価値を創造。

After

各データが個別に管理されており、必要な
データを取得することが困難

同一プラットフォーム上で表示・検索等が可能

国土、経済、自然現象等に関するデータを連携した統合的な
プラットフォームの構築

国土交通データプラットフォーム地図・地形
データ

気象データ

交通（人流）
データ 防災データ

エネルギー
データ

施設・構造
物データ

取得するまで、データの内容が不明

連携データを機能を拡充しつつ運用

地図データと想定浸水深データ等の重ね合わ
せにより、垂直避難に資する情報提供等への
活用が期待

【AR※技術を活用した効果的な情報提供】

※AR:Augmented Reality、拡張現実
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【例】浸水しない建物がどこにあるか確認できる 【例】浸水がどれくらいの高さまで迫るのか確認できる

ハザードマップ等の災害リスク情報について、誰もが直観的・空間的・具体的なイメージを得られるよう
なわかりやすい情報として提供することが必要。

３Ｄ表示の例と利活用イメージ

浸水のリスク等をより視覚的にわかりやすく発信するため、洪水浸水想定区域等の災害リスク情報
を地図に重ねて表示できるデータとして整備（ＧＩＳデータ化）し、建物の高さ等の土地利用情報を
かけあわせ、地図上に３Ｄ表示。

課題

対応

洪水浸水想定区域等の
災害リスク情報のＧＩＳデータ化

建物の高さ等の
土地利用情報

今年度、国直轄管理河川流域等の30～40都市において、モデル的に先行実施

• 安全な場所への避難計画の策定
• 避難路・避難施設等の整備・検討

国・自治体による利活用

• 災害リスクを踏まえた地盤かさ上げ等の宅地開発
• 不動産取引の相手方への災害リスク情報の提供

民間事業者による利活用

• 居住地に関する災害リスクの認知
• 自宅から逃げ込める場所（高い建物など）

までの避難経路の把握

住民による利活用

【例】避難すべき建物へのルートや外観が確認できる

【ユースケース例】 災害リスク情報の3D表示
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○ダムの洪水吐や堤体等の点検は、細部の変状状況の把握のため、総合点検時は双眼鏡等によ
る目視点検の補足調査としてUAVを活用しており、今後も日常の巡視、点検を補助するツールとし
てドローンを活用。

○少子高齢化等による労働力不足が懸念されるなか、老朽化に伴い増加が予想されるダムの施設
点検を、より安全かつ効果的・効率的に実施するため、水中維持管理用ロボットの導入を促進。

ドローンや水中カメラによる予防保全の高度化

ドローンの活用
オルソ画像

変状箇所の抽出

ドローンの例

劣化マップ・
劣化台帳の作成

管理施設の状態監視として、
定期点検及び総合点検等
にドローンを活用

適切な維持管理を行うことが可能洪水吐施設

ダムの堤体等のコンクリート構造物の「損傷等」やゲート設備の「腐
食、損傷、変形」等について水中維持管理用ロボットを活用した概
査を実施。

コンクリート構造物 取水ゲート設備

・丸山ダム・横山ダムで水中点検ロボットを導入
・放流設備の調査を試験的に実施

水中ロボットロボット操作状況

水中カメラの活用

実施例
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○ 近年、「労働人口の減少と高齢化」、「若年労働者の不足」により、今後、建設現場の生産性の低下が想定される。
○ そのため、「労働環境の改善」や「建設作業の省人化」などにより、働き手の減少を上回る生産性の向上を図る必要

がある。
○ 砂防事業においては、無人化施工の高度化により生産性・安全性の向上を推進。
○ 今年度から雲仙普賢岳において５Gを活用した次世代無人化施工の検討および現場実証について開始。

5Gの活用した次世代無人化施工の特徴
〇 同時に多数の建設機械の投入
〇 高解像度映像による現実に近い操作感覚を提供
〇 超遠隔から建設機械の操作

施工現場
（危険区域テスト

フィールド）

中継
局

遠隔操作室

第４世代無人化施工
（Wi-Fi無線）100Mbps

10台程度の制御で限界
遅延0.2秒、無線干渉

次世代無人化施工
（５G無線）20,000Mbps～1,000Mbps

2000台（100台/1Gbps）程度の制御
極低遅延(0.1秒以下）・干渉なし

既設光ケーブ
ル

（国交省）

⾧距離無線
LAN等

（施工者持
込）

既設光ケーブル
（国交省）

Local５G
（国交省提

供）

ヤード広さ:50㏊（1km×0.5km）
５G可搬式中継局×2基、５G 移動基地局×１台
重機搭載局（民間企業側で用意）

国交省
砂防事務所

大規模災害に備え、短時間
で無人化施工システムを立
ちあげる能力が必要である５G可搬式

移動基地局
中継
局

５G可搬式中継
局

（国交省）

５G可搬式中継
局

（国交省）

【次世代無人化施工による災害復旧の迅速化】

無人化施工操作室

現在の無人化施工イメージ

同時に多数の
建設機械投入

遠隔地からの操作

高解像度化

５Gを活用した
無人化施工イメージ

○ 実現場において５Ｇ無線機器の設置・運用条件や作業性向上効
果等について検証し、全国展開に向けてガイドラインを作成。

○ これにより、大容量・低遅延・多数同時接続の特性をもつ5Gを活用
した、無人化施工の生産性の向上を図る。

○ 阿蘇大橋地区の大規模斜面崩落現場等では、施工者の人命に危
険を及ぼす恐れがあり、無人化施工による安全な施工を実施。

○ 一方で、現状のWi-Fiを使った無人化施工では通信容量の不足、
通信の遅延、同時接続機器数の制限等により視認性・操作性等が
悪く、生産性の低下が課題となっている。

施策イメージと成果

現状と課題

1000km離れた遠隔操作
室からの制御が可能
（全国をカバー）

無人化施工５Gテストフィールド（素案）

※将来的な高速ネットワーク整備が必要

５Gを活用した次世代無人化施工について （砂防部）
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道路分野におけるデジタルデータを活用した点検の効率化

近接目視 画像技術

健全性の診断

打音・触診

その他詳細技術

健全性の診断

又は

＋ ＋

＋

健全性
の診断

画像診断

AI技術に
よる自動診断

計測・
モニタリング

打音
触診

その他
詳細技術

健全性
の診断

非破壊
検査

＜引張力計測の例＞

＋

＋

＋

現在

今後

近接目視

■技術を適材適所で活用、点検のデジタル化

ネットワーク

データ
伝送

データ
伝送

データ
伝送

データ
伝送

センサー等で
応答・作用荷重等を計測

センサー等で
挙動・変形等を計測

センサー

センサー

データを確認

＜モニタリングのイメージ＞

＜打音による点検＞

○ 平成31年2月に、定期点検要領を改訂し、近接目視と同等の健全性の診断が可能な情報を得ることが
できる、点検支援技術（ドローン等）の活用を可能としたところ

○ さらに、点検の質を確保しつつ効率化を進めるため、点検支援技術の性能カタログ（案）を整備・拡充し、
センサー等によるモニタリングデータやＡＩ技術等を活用した点検のデジタル化を推進

＜非破壊検査技術の活用＞

スクリーニング スクリーニング
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道路デジタルメンテナンス戦略

道路の情報収集・状況把握の分野 道路の維持作業の分野

○道路の安全・安心を確保するとともに、道路のサービスレベルを維持・向上を図るために、ICT・AI等の新技術の
積極的な活用を進め、効率的なメンテナンスオペレーション体制の構築を図る。

[２次元GIS情報 （道路基盤地図）]＋〔重ね合わせデータ（3次元データ、個別施設データ、地形・気象データ）〕

（メンテナンスオペレーション）

プラットフォーム

⇒ 情報収集・状況把握の効率化、高度化で
緊急時の情報共有、対応の迅速化等を図る

⇒ 情報の統合化・可視化で、業務プロセスの改
善等を図る

⇒ 作業の自動化等で、作業の効率化と安全性の
向上等を図る

道路の情報統合化、維持管理計画立案の分野

出典：ICTを活用した道路巡回の効率化 （例：InfraPatrol （首都高速道路(株)））

AIによる舗装損傷の自動検知

道路損傷検出サービス My City Report for road managers

出典：東京大学 生産技術研究所 関本准教授

道路基盤地図をベースとしたGISプラットフォームの構築 除雪機械による除雪作業の自動化

作業装置の自動化に必要な
道路施設情報を含めた地図作成

地図の施設情報をもとに作業装置の可動を
熟練オペレーターに代わり自動制御

巡視・監視・点検 維持・修繕計画 維持作業、修繕作業

車載ｶﾒﾗ映像の共有化、ﾘｱﾙﾀｲﾑ化

維持管理データを共有、解析、可視化し
施設補修計画を効率的に作成できる環境の構築

出典：ＮＥＸＣＯ東日本グループにおけるＳＭＨの取組み（例：SMH （東日本高速道路(株)））

除雪作業の安全確認支援

インフラの維持管理に関わるデータを一元的
に処理、蓄積解析するマネジメント技術

映像鮮明化処理により
地吹雪時の視界を確保
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■インフラＤＸによる自治体支援 ～橋梁点検ＶＲ実習～

○橋梁の点検診断実習において、今年度よりＶＲ技術を活用した効率的かつ安全な講習会を開催

○各県毎（代表事務所を想定）にキャラバン形式で実施（上半期～）

○地方自治体や直轄事務所の若手職員等を対象

中国新聞R3.4.6（朝刊）25面

中国地方整備局
（企画部長会議資料）
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地方公共団体の現状と課題

 研修・講習会の充実、強化
（カリキュラムの点検・診断から修繕へ、ＶＲ技術の活用等）

 進まない修繕着手の課題分析・対応策検討
（新技術・新工法の活用促進 等）

１巡目点検を完了し今後は補修設計や対策工法に対する助言を求める
声が５割以上
１巡目点検を完了し今後は補修設計や対策工法に対する助言を求める

声が５割以上

■地公体の課題認識■地公体の課題認識

■地公体のニーズ■地公体のニーズ

■課題に対する地公体の工夫■課題に対する地公体の工夫

橋梁メンテナンスに携わる職員不足や技術不足について課題と考える
地公体が約７割
橋梁メンテナンスに携わる職員不足や技術不足について課題と考える

地公体が約７割

【課題・ニーズ】
・職員１名で橋梁メンテと改築事業を担当（手が回らない）
・国の点検要領等を全て理解することは難しく、点検成果を

コンサルから受け取る際も分からないことが多い
・診断の妥当性の判断に苦慮している
・新規職員にも理解しやすい研修や修繕に関する研修を希望

【好事例】
・点検、補修設計、工事は町で発注、設計の積算資料作成や

補修工事の現場指導などは、県が支援してくれている
・県主催の判定委員会により県内の橋梁はバラツキない判定
・溝橋Ⅰ判定については、２巡目から直営で点検を実施

【課題・ニーズ】
・職員１名で橋梁メンテと改築事業を担当（手が回らない）
・国の点検要領等を全て理解することは難しく、点検成果を

コンサルから受け取る際も分からないことが多い
・診断の妥当性の判断に苦慮している
・新規職員にも理解しやすい研修や修繕に関する研修を希望

【好事例】
・点検、補修設計、工事は町で発注、設計の積算資料作成や

補修工事の現場指導などは、県が支援してくれている
・県主催の判定委員会により県内の橋梁はバラツキない判定
・溝橋Ⅰ判定については、２巡目から直営で点検を実施

■聞き取り調査（地公体の声）■聞き取り調査（地公体の声）

１巡目点検を完了し今後は補修設計や対策工法に対する助言を求める
声が５割以上

■地公体の課題認識

■地公体のニーズ

■課題に対する地公体の工夫

橋梁メンテナンスに携わる職員不足や技術不足について課題と考える
地公体が約７割

【課題・ニーズ】
・職員１名で橋梁メンテと改築事業を担当（手が回らない）
・国の点検要領等を全て理解することは難しく、点検成果を

コンサルから受け取る際も分からないことが多い
・診断の妥当性の判断に苦慮している
・新規職員にも理解しやすい研修や修繕に関する研修を希望

【好事例】
・点検、補修設計、工事は町で発注、設計の積算資料作成や

補修工事の現場指導などは、県が支援してくれている
・県主催の判定委員会により県内の橋梁はバラツキない判定
・溝橋Ⅰ判定については、２巡目から直営で点検を実施

■聞き取り調査（地公体の声）

今後の技術支援のあり方（案）

 蓄積したメンテナンスデータの具体活用策検討
 インフラ分野のＤＸ活用

（ＲＰＡﾛﾎﾞｯﾄによるメンテデータ登録作業軽減）

 センター職員の資格取得（道路橋点検士等）

中国道路メンテナンスセンター

（令和２年６月アンケート調査より）
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過去講習会におけるアンケート結果集計
 過去講習会に対する受講者の印象は、全体的には概ね良好
 「基本的なことから始めたい／判定のポイントや事例が欲しい／実習時間を増やしてほしい」といった要望
主な集計項目 主な集計結果（把握された傾向等）

①受講者の属性  過去講習会の受講者（地方公共団体職員）は、８割が橋梁点検従事年数が０～３年未満
 橋梁の一部の直営点検を実施している／実施する予定がある職員は、参加者全体の約半数

②受講者の講習
会に対する印象

 概ね経験年数が浅い受講生ほど、講習会の内容には全体的に満足している傾向
 経験年数０、１、５年未満の層では、必要な知識・スキルが身に付かなかったとする回答あり
 記載されている理由としては、「時間が足りない」「資料の文字等が小さい」といった意見あり
 直営点検を実施（または予定がある ）受講生において、満足度や自身に必要な知識・スキルを身に付けられなかった とする回答

あり
③受講者の講習
会時間配分に対
する意見

 講習会の時間配分は、８割は「適当である」との回答である一方で、一部、もっと長くしてほしい科目があるとの回答あり
 概ね点検従事年数によらず、もっと長くしてほしい科目は現地講習
 講習会の時間配分についての自由意見のうち、複数名からの意見としては、「現地講習の場所が遠い／現地講習を複数橋やり

たい」といった要望
 いずれも現地実習の物理的な課題（前出）に起因する面もあり、ＶＲ等を活用した講習会による改善は期待できる （例：移動時間

の省略⇒実習時間の拡大／複数ケースの実習等）

④受講者の講習
会科目に対する
意見

 講習会の科目は、９割は「このままでよい」との回答である一方で、一部、他に取り入れた方がよい科目についての意見も見られ
る

 次のレベルの講習を行いたい等、当該講習会を受けてのステップアップの意見が見られるが、「その他特定橋梁の実務講習」等
は、ＶＲ実習であれば再現モデルの選択肢により対応可能になっていくものと考えられる

 講習会の科目についての自由意見は、複数名からの意見の偏り等は見受けられない
 点検従事年数０～３年未満からの意見に着目した場合、受講者からの意見を踏まえた、ＶＲ等を活用した講習会における留意点

は次のとおり考えられる

受講者からの意見 ＶＲ等を活用した講習会における留意点

①基本的なことからやってほしい 講習会内容（ツール）の構成や分かりやすさ

②損傷判定時に参考になる資料が欲しい 判定の考え方のポイントや事例集

③現地実習の人数を減らし、実習を増やしてほしい
現地実習をＶＲ実習に代える ことで時間・人数の制約を緩和し、
実習（ＶＲ）の時間を拡大

④点検要領の改定について詳しく聞きたい
（時事ネ タ（最新動向の情報発信）枠として 、必要に応じて カリ
キュラムを調整）

⑤事例の解説を してもらいたい 手引き・ＶＲコンテンツ等で、診断実績に基づく内容・説明
0

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7 25 -

人

橋梁点検業務従事年数（年未満）

説明の整合を取ってもらいたい

事例の解説をしてもらいたい

点検要領の改定について詳しく聞きたい

現地講習の人数を減らし、実習を増やしてほしい

技術者に合わせた内容にしてほしい

損傷の判定時に参考になる資料が欲しい

基本的なことからやってほしい

【Ｑ．講習会の科目についての自由意見】

【Ｑ．講習会の時間配分についての自由意見】

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 25 -

人

橋梁点検業務従事年数（年未満）

参加者も点検できるようにしてほしい

時間管理をお願いしたい

複数橋を一度で見ることができると効率的では

グループで点検をしたい

意見交換は現場で行うのが良い

受講者のレベルが違う

展開が早い

点検記録の記入の時間が欲しい

現地講習を複数橋やりたい

現地講習の場所が遠い

0年

28%

1年

28%
2年

14%

3年

10%

4

4%

5

8%

6

2%

7

1%

25

1%
-

4%

【受講者の橋梁点検従事年数】

受講者属性別
（橋梁点検従事
年数）の集計

中国道路メンテナンスセンター
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マスター タイトルの書式設定インフラＤＸルームの目的

1. 3次元データの活用や建設機械による自律施工など
の先端技術を体感し学ぶ場

2. Web会議やサテライトオフィスとしての活用など、
国交省職員の働き方改革実践の場
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マスター タイトルの書式設定インフラＤＸルームの利活用シーン①

AR・VR機材を活用し３Dデータの確認や民間先端技術を体感

ＡＲやＶＲの再生環境により、民間先端技術の体験等を
本省内で体験可能。

最先端技術の体験

ＤＸ 112



マスター タイトルの書式設定インフラＤＸルームの利活用シーン②

ＤＸ

公物管理・危機管理への活用

インフラのデジタル化のためのデータ取得

ＤＸルーム（遠隔対応拠点）

遠隔による技術支援（試行）の様子

・現地状況をリアルタイムで把握
・CIMモデルを活用した災害復旧工法

の検討

・施設等管理者に対し、効率的かつ迅
速な技術支援を実施

・２次災害防止

デジタルツールを活用した非接触・リモート方式の技術支援

崩落前の３次元点群データ

崩落後の３次元点群データ
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マスター タイトルの書式設定

ＤＸ

○ 国総研や地整等が行う遠隔施工等について、運転席から見える風景を体験可能
○ 将来的には現場や国総研実験フィールドの実機を、本省からリモコン等で操作
することも可能

現場

本省インフラDXルーム

建設DX実験フィールド

インフラＤＸルームの利活用シーン③
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マスター タイトルの書式設定

インフラ
ＤＸルー
ムの完成

通常利用
の開始

一部地整・
研究機関と
超高速回線
接続

超高速回線と
全地整行政
ネットワークが
接続

新しい技
術の導入
など更な
るＤＸ推

進

インフラDXルーム プロジェクト

2021.03.31

３年４月～ ～令和３年度中

～３年６月 令和４年度～

ＤＸ推進に向けた環境整備のスタート

（Ｗｅｂ会議や大型
モニタを活用した

会議）

（データセンター
との接続）

ＤＸ 115



マスター タイトルの書式設定インフラＤＸルームの利活用シーン④

WEB会議やサテライトオフィスとしての活用

ルームに常設する大型モニタ等により、事前準備が不要。
多数の参加者の顔を見ながら、講演･研修が可能。国交大研修でも活用できます。
２部屋個室を設け、騒音を低減した会議が可能。

Ｗｅｂ会議システムの利用

ＤＸ 116



国総研DXセンターの概要

（各地整がクラウド的に利用）

大規模ストレージ

国土交通省職員
民間事業者

（集約管理）

ストレージ
（一次領域）

サーバ

データ
バック
アップ

・簡易３Dモデルビューワ
・点群モデル→TINモデル生成
・道路中心線生成
・２D→CAD→CIMモデル変換
・CIMモデルへ点検票・写真紐づけ

インターネット

国交省
内部LAN

データプ
ラット
フォーム

起点

終点

中間点

切土区間

盛土区間
切土区間

LOD 200程度

トンネル区間

橋梁区間

計画路線モデル作成
納品モデルの作成

点検結果の
一元管理

クラウド対応のソフトウェアを用いて、
DXセンター内でCIMモデルを作成・修正

被災箇所の確認

概要
①BIM/CIMモデル等の3次元データを一
元的に集約し活用するセンターを設置
②ソフトを持たない民間企業でもCIM
活用を可能とするため、DXセンターが
最低限のCIMソフトを搭載
③外部の有償ソフトでも利用可能
④国土交通データPF、電子納品システ
ムと連携
注）活用用途（ユースケース）については各局と
今後調整

R2年度の成果
〇３次元ビューワ、３次元形状データ
編集ソフト
〇データストレージ（1PB)
〇データバックアップシステム

DXデータセンター

CIMソフトウェア（無償）

CIMモデル

DXデータセンターのユースケース（想定）
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搬入路
（ゲート含む）

土工フィールド

地下埋設物模型施設

橋梁模型施設

観測塔

観測塔

観測塔
（５G基地局）

配筋検査
模型施設

実験フィールド

出
来
型
検
査

模
型
施
設

建設機械格納庫

（目的）
① 先進的な通信環境を導

入した遠隔操作・無人施工
等の性能検証
② 出来型検査・配筋計測及

び遠隔検査技術の研究開
発

③定置式水平ジブクレーン・
システム型枠等を用いたコ
ンクリート工の全体最適化
に関する研究

④構造物の三次元データの
自動取得・自動生成技術の
研究開発

（令和2年度の成果）
・建設機械購入
・土工フィールド整備
・配筋・出来型検査模型
・橋梁・地下埋設物模型
・５G基地局

先端建設機械
実験府フィールド

先端建設機械実験フィールド

地下埋設物模型施設

橋梁模型施設

観測塔

配筋検査模型施設

実験フィールド整備場所：国土技術政策総合研究所（国総研） 試験走路北ループ内
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地方整備局における人材育成体制（関東地整の整備イメージ）

令和5年度までに小規模なものを除く全ての公共事業についてBIM/CIM活用への転換を図るため発注者及び受注者の育成及び
BIM/CIMを活用した新技術の現場実証を推進するため、関東地方整備局関東技術事務所に「関東i-construction人材育成セ
ンター（仮称）」を設置



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

７．2021年度
中国地方のi-Constructionの進め方
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■ 2021年度の中国地方整備局i-Construction推進計画策定
○ 中国地方整備局では、ＩＣＴ施工、BIM/CIM活用などの『生産性向上』、週休二日制、ウィークリースタンスなど

の『働き方改革』の２つの柱を設け、2019年より重点的に取り組んでいる。
・過去の取り組み状況を踏まえ、建設生産プロセス全般にわたる不断の見直しを進める。

➣生産性向上として、建設生産プロセス全体の更なる効率化に係る６つの項目
➣働き方改革として、工事・業務の効率的な実施に係る５つの項目

『２つの柱と１１の取り組み』を重点的に取り組み、魅力ある建設産業へ

i-Constructionを推進し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
携わる人の賃金の水準の向上を図るなど魅力ある建設現場(新３K）を目指す。

■ 中国地方整備局としてi-Constructionを推進する目的
背 景 ○建設産業は､地域のインフラの整備やメンテナンス等の『担い手』であると同時に､地域経済・雇用を支

え､災害時には最前線で地域社会の安全・安心の確保を担う『地域の守り手』として、国民生活や社
会経済を支える大きな役割を担う。

○建設業界は様々な課題を直面している。

2021年度 中国地方整備局のi-Construction推進計画について

【災害の応急対応】

【ｲﾝﾌﾗﾒﾝﾃﾅﾝｽの必要性】

魅力ある建設現場創出

出典:株式会社建設シｼｽﾃﾑWEBｻｲﾄ

課題への対処

構造的な課題建設現場特性による課題

■建設投資の減少や競争の激化等により、建設
企業の経営を取り巻く環境の悪化

■現場の技能労働者、若手入職者の減少

■一品受注生産、現場屋外生産、労働集約型
生産」であり、生産性が低い。

■生産性の低さから労働時間、給与面へ影響

働き方改革の推進情報通信技術を活用し、生産性、効率性を向上

■時間の創出（WEB会議、遠隔臨場）
■平準化
■ウィークリスタンスの徹底

■ICT活用工事の裾野拡大
■人材育成推進（i-Con研修導入など）
■３次元データの有効的な利活用検討
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柱 取 組 項 目 2020年度 2021年度

生
産
性
向
上

①ＩＣＴ活用工事の拡大

□ICT対象工事の拡大
□中国 Light ICTの活用拡大
□小型ICT建機の活用促進
□適正な予定価格の設定

■ICT活用工事の拡大（発注方式の改訂）
■中国 Light ICT新施策導入・活用拡大
■整備局i-Con育成プログラム研修導入
■ICT複数工種活用モデル工事の拡充
■R３年度新規追加工種の拡充

②未経験企業へのICT活用工事の普及
□ICT実施企業へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ等の拡充
□ｻﾎﾟｰﾄ事務所等によるＩＣＴの活用啓発

■ICT実施企業へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ等の継続
■ｻﾎﾟｰﾄ事務所等によるＩＣＴの活用啓発

③地方公共団体でのICT活用工事の拡大
□5県2市における取り組みの明確化と共有
□各県での3次元CAD基礎講習会等の開催
□ｻﾎﾟｰﾄ事務所等による積極的な支援

■5県2市における取り組みの実行と共有
■各県での3次元CAD基礎講習会等の開催
■ｻﾎﾟｰﾄ事務所等による積極的な支援

④BIM/CIM業務・工事とﾌﾛﾝﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞの活用
拡大

□BIM/CIMを導入するモデル事業の追加
□BIM/CIM活用業務・工事の拡充
□フロントローディングの活用拡大

■BIM/CIMを導入するモデル事業の追加
■BIM/CIM活用業務・工事の拡充
■フロントローディングの活用拡大

⑤３次元データの全面的な利活用 － ■利活用検討会の設置

⑥ICTを活用した事業執行の効率化
□UAV等を活用した事業管理･予防保全の効率化

□3次元CAD等の活用環境の計画的整備

■UAV等を活用した事業管理･予防保全の効率化

■プレキャスト製品の活用促進

働
き
方
改
革

⑦平準化の更なる促進
□直轄業務・工事の平準化の推進
□地方公共団体の平準化推進への支援

■直轄業務・工事の平準化の推進
■地方公共団体の平準化推進への支援

⑧週休2日の普及
□直轄工事の実施率向上
□地方公共団体の取り組み拡大への支援

■直轄工事の実施率向上
■地方公共団体の取り組み拡大への支援

⑨工事書類の簡素化

□直轄と地方公共団体の工事関係書類の
標準化推進

□検査書類限定型工事検査の推進
□直轄工事の書類の簡素化の推進

■直轄工事の書類の簡素化の推進
■検査書類限定型工事検査の継続
■共通仕様書地整版の拡充検討
■書類作成提出要領の作成・周知

⑩ウィークリースタンスの徹底

□直轄業務おける更なる徹底
□直轄工事への導入
□相談窓口の開設
□地方公共団体への普及支援

■直轄業務における取り組みの継続
■直轄工事における取り組みの継続
■地方公共団体への普及支援

⑪ICTの活用による移動時間等の削減
□WEB会議の推進
□工事監督における遠隔現場臨場の実施

■WEB会議の全面実施
■工事監督における遠隔現場臨場全面試行

～生産性革命～ 2021年度 中国地方整備局のi-Construction進め方

拡大

継続

継続

拡大

新規

継続

拡大

拡大

拡大

継続

拡大 122



【ICT活用工事の拡大】
■ICT土工

○ 2億円以上または5千m3以上で発注者指定
Ⅱ型（中国LightICT必須）の適用範囲拡大

・従来の施工者希望Ⅰ型もしくは中国LightICT※

の実施を必須とする指定方式導入

※中国ＬｉｇｈｔＩＣＴ活用工事とは、５要件の内、出来形等施工

管理を必須とし、その他を任意で実施する工事

■ICT舗装 ○1.2億円以上は発注者指定Ⅱ型の導入
■ICT地盤改良・法面工 ○3億円以上は施工者希望Ⅰ型の導入
■技術者及び企業の総合評価での加算点付与の継続

【中国 Light ICT新施策導入・活用拡大】
■中国LightICT〔作業土工（床堀）〕の導入

（施工者希望Ⅱ型、 ②設計データ作成、③ICT建機による施工、⑤納品を必須とする）
・ 成績、活用証明書、総合評価加点は中国LightICT準用。
・ 中国地方整備局におけるICT活用工事未経験企業に限定。ICT土工と併用する場合は、土

工の手続きを優先。
・ 積算要領に示すICT建設機械の規格より小さい建機を用いる場合は、見積活用。システム

処理費計上。

■路盤を含まない舗装工事を施工実績とする試行導入
・要領、基準が未導入のAs，コンクリート舗装について③ICT建機による施工を除く要件を実施

した場合は中国LightICT（舗装） の実績とする

【ICT複数工種活用モデル工事の拡充】
■対象事業（工事）の追加

・３次元データの工事受注者への手交

〔 新規設定事業（工区・モデル工事） 〕
・山陰道 益田・田万川道路
・山陰道 大井・萩道路

発注者指定Ⅱ型

（土工量）

（全体工事費）
3億円2億円1億円0円

0m3
５千m3

3万m3

施工者希望Ⅱ型

発注者指定Ⅰ型

①ＩＣＴ活用工事の拡大

2021年度の取組

建設現場において2025年度までに生産性２割向上を目指し、
ICT活用工事の実施拡大を図る。

方針 ➣ICT活用工事の拡大（発注方式の改訂）
➣中国 Light ICT新施策導入・活用拡大
➣ICT複数工種活用モデル工事の拡充

ICT土工の発注方式

目的

・山陰道 一般国道9号 北条道路 弓原工区

・一般国道2号 福山道路 瀬戸工区

・山陰道 俵山・豊田道路 金道地区

・山陰道 一般国道9号 静間・仁摩道路 五十猛工区

・高梁川水系 小田川合流点付替え事業 柳井原工区

・浜田港 福井地区防波堤(新北)整備事業 福井地区

参考 ： 過年度設定事業・モデル工事

②未経験企業へのICT活用工事
の普及

2021年度の取組

目的 平成27年度のICT活用工事試行以来、延べ427件のICT活
用工事を実施している。建設現場の生産性への取り組みの
裾野を広げるため、実施企業へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞの付与、ICTサ
ポート制度の継続及びICT活用の啓発を行い普及を図る。

方針 ➣ICT活用証明書発行・中国ICTｻﾎﾟｰﾄ企業の拡充・中国版
i-Con表彰制度の継続実施

➣中国ICTトップランナーの選任及びセミナー等への派遣
➣ｻﾎﾟｰﾄ事務所等によるICTの活用啓発

【ICT実施企業へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ等の拡充】
■ ICT活用証明書の継続

○総合評価において企業・技術者へのインセンティブ付与を継続
（R2.10迄に：９１社、２３２名への証明書発行）

■中国ICTｻﾎﾟｰﾄの拡充
○受注者へのサポート活用に係る周知徹底

○広域的且つ機動的なｻﾎﾟｰﾄ体制確保のため公募による企業等の

拡充 （R２：サポート登録企業４２社（R元：16企業等増））

■中国版i-Con表彰制度の継続
○平成30年度に完成した１８企業、令和元年度

に完成した２２企業を表彰。表彰企業への加点

【サポート事務所・各県推進連絡会によるＩＣＴの活用啓発】
■中国ＩＣＴトップランナーの選任と活用

○ＩＣＴにおける先進的な取り組みがなされている企業、ＩＣＴ表彰企業､

サポート企業等から「トップランナー」を各県数社程度選定・講師とし

て派遣

■経営者等を対象とした体験会の開催
○ＩＣＴ活用効果が体験できる会を開催

■人材育成の強化
○研修・セミナー・講演会の継続的な開催と講師派遣。

○サポート事務所・各県推進連絡会による現場見学会の開催 123



2021年度の取組

目的 生産性向上を進めるため、地方公共団体発注工事におい
てもＩＣＴ活用工事の普及を加速させ、建設産業全体への浸
透を図る。

方針 ➣５県２市による取り組み・目標の策定
➣各県での技術講習会の開催
➣各県推進連絡会の体験会開催など活発的な活動促進

【５県２市における取り組みの実行と共有】
■５県２市課長会議において各機関における発注者指定方式、中

国LightICTの適用を含む設定目標のフォローアップと実施状況を
踏まえた目標のブラッシュアップ
○年間４回開催し、取り組み状況のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟと設定目標の拡大を議

論
○市町村への普及に係る取り組みを議論

■５県２市によるＩＣＴ活用工事の統一発注予定工事の公表

【各県での３次元CAD基礎講習会等の開催】
■各県において発注事務担当者を対象と

したBIM/CIMセミナー（３ＤCAD演習含）
を継続

【サポート事務所（各県推進連絡会）等による積極的な支援】
■地方公共団体職員、受注企業等を対象に現場見学会、講習会

等の開催を継続
○ＩＣＴ活用工事の効果が体験できる体験会を各県にて開催

■推進連絡会の活性化をﾘｰﾄﾞすべく整備局担当
者会議を開催
○サポート事務所の取り組み計画立案

■ICTに係る業界との意見交換を継続

R２年度 セミナー開催状況

③地方公共団体でのICT活用工事の拡大 ④BIM/CIM業務・工事と
ﾌﾛﾝﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞの活用拡大

2021年度の取組

目的 設計段階（業務受注者）から施工段階（工事受注者）、維持
管理段階へ活用できるBIM/CIMモデルの構築を推進する。

➣モデル事業の拡充
➣BIM/CIM活用の拡大に向けた発注者指定方式の拡大
➣フロントローディングの発注者指定方式導入

【早期段階から一貫したBIM/CIMを導入するモデル事業を追加】
■新規モデル事業

○山陰道
益田・田万川道路

○山陰道
大井・萩道路

【BIM/CIM活用の拡大】
■業務

・全ての大規模構造物※1の予備設計段階においても発注者指定方式
を継続 ※1:大規模構造物 ： ダム、橋梁、トンネル、港湾施設（桟橋）等

・大規模構造物に加え、河川構造物、砂防構造物、道路設計※2の詳細
設計において発注者指定方式を拡大

※2：樋門，樋管，河川排水機場，砂防堰堤，道路設計，交差点設計

・その他の業務は希望方式を継続
■工事

・大規模構造物工事で３次元設計成果の手交が可能なものは発注者
指定方式を継続

・３次元設計がない大規模構造物工事は受注者希望方式

■R３年度試行結果の検証
■R２年度試行結果による課題の対応方針立案

【フロントローディングの活用拡大】
■土工を取り扱う全ての業務で３次元

データ（ｽｹﾙﾄﾝﾓﾃﾞﾙ、ｻｰﾌｪｽﾓﾃﾞﾙを
作成し、工事受注者へ手交

方針

【R元年度】
○岡国：大樋橋西高架橋
○倉吉：北条道路
○浜田：福光・浅利道路
○岡河：小田川合流点付替え
○福山：福山道路
○山口：木与防災、俵山・豊田道路

【R2年度】
○浜田：益田西道路
○岡河：旭川中上流ダム再生事業
○岡国：岡山西バイパス

（西長瀬～楢津）
○山口：柳井・平生バイパス

ICT意見交換会(広島県技士会) 124



⑤３次元データの全面的な利活用

【UAV等を活用した予防保全等の効率化】
■UAVの習熟

○6月、11月の2期（約40名）の研修を開催し、新規

パイロットを育成

○ 研修後には練習会等により習熟

■河川関係
○河川施設の点検，出水時巡視において，接近・

目視確認困難な箇所の状況を確認

○築堤護岸整備などの防災・減災、国土強靱化の

ための５か年加速化対策進捗の見える化へ活用

■道路関係
○山陰道改築事業における定期的な進捗状況把握

○全事務所において法面小段等の目視困難な箇所

における状況把握

○橋梁点検において近接目視困難な箇所における

支援技術として活用

■港湾空港関係
○令和２年度から国有港湾施設（水域施設を除く）の

状況確認

引き続き令和２年度は岸壁、臨港道路、防波堤等

の一部施設の変状や老朽化を把握

【プレキャスト製品の活用促進】
○業務特記仕様書にプレキャスト工法・製品の比較検討の義務化

○「発注者指定型新技術活用プロジェクト」によるプレキャスト製品比較
検討着手

⑥ICTを活用した事業執行の
効率化

2021年度の取組

目的

方針

ＵＡＶ等の所有機器の有効活用による事業及び施設の効率的管

理の実施を図る。

プレキャスト工法（製品）の活用促進

➣所有するＵＡＶ等の情報通信機器を河川、道路、港湾の管理
等へ 積極的に活用

➣現場の省力化を図るためプレキャスト工法・製品の活用促進

2021年度の取組

調査、設計段階から３次元モデルを導入し、その後の施工、
維持管理の各段階においても情報を拡充させながらこれを
活用し、受発注者双方の業務効率化・高度化を図る目的を
達成させるため、整備局内に利活用検討会を設置

方針 ➣地整版利活用PDCAサイクルを構築
➣３次元データを有用的に活用するテーマを設け、維持管

理上の調査に活用

【３次元データの各段階における有効活用】

■３次元データ利活用検討会の設置
○整備局内に各部横断的な検討会・WGを設置

・2/15 準備会開催

・検討会 ２ 回/年

・WG １回/年

○維持管理上必要な属性情報の集約
・設計、施工等により得られた点群データ等

の３データを公物管理、公共事業への利活

用について検討

・河川、道路の維持管理上有用な属性情報

を整理し、設計、施工時の追加データとし

て設定し、利活用PDCAサイクルを構築

○３次元データを活用した維持管理計画の立案

・得られた３次元データを活用した維持管理

計画の立案

〔河川：河道変化、樹木繁茂管理〕
〔道路：舗装変状管理〕

目的

【樹木繁茂管理:初期状況】

【準備会状況】

【3次元点群データ活用】
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【直轄工事の平準化】
■ロードマップ施策の徹底 （R3年度設定目標値：87.5%）

○適切な工期設定を考慮した早期発注手続の積極活用

【R3年度施策：早期発注件数率３０％以上】

○その他施策の継続

【直轄業務の平準化】
■ロードマップ施策の徹底

（R3年度設定目標値：第4四半期： 45%以下(3月期： 30%以下)

○適切な工期設定を考慮した早期発注手続の積極活用

【R3年度施策：早期発注件数率３０%以上】

○第２四半期以降の発注業務は、翌債活用

○支援業務の国債設定

【地方公共団体の平準化推進への支援】
■発注者協議会によるフォローアップ
■５県２市課長会議での設定目標の拡大及びフォローアップ

⑦平準化の更なる促進

2021年度の取組

目的

➣直轄工事・業務の平準化に係る取り組みの確実な実施

➣地方公共団体への取り組みへの支援
方針

令和元年品確法が改正され、令和２年５月の全国統一指標
に平準化が発注者の責務のうち重点的に取り組む事項に
位置づけられたことを踏まえ、平準化を確実に進め、働き方
改革の推進を図る。

⑧週休２日の普及

2021年度の取組

目的

方針

【直轄工事の実施率向上】
■Ｒ４年度迄に原則、全ての工事について発注者指定による週休

２日制工事を目指す。

■Ｒ３年度は、実施率の目標を９０％に設定
○発注者指定方式の適用範囲拡大

・原則、全ての本官工事を発注者指定方式を継続

・原則、全てのPC、鋼橋工事を発注者指定方式を継続
・原則、全てのAs，Co舗装工事について発注者指定方式を導入
・１億円以上の改築、改修における一般土木工事について発注者指

定方式導入

○適切な工期設定、工期延期の場合も週休２日を考慮した工期設定

○全ての希望方式の分任官工事において受注者への｢閉所」、「交

代制」の希望の確認徹底

○余裕期間制度、三者会議設計変更審査会、工事
工程共有、ワンデーレスポンスの適切な実施

○週休２日工事履行証明書の発行、総合評価
での加点継続

○週休２日実施宣言企業の総合評価での加点継続

【地方公共団体の取り組み拡大への支援】
■発注者協議会にて全ての機関での対象工事の設定要請
■５県２市課長会議での設定目標の拡大及びフォローアップ

全国統一指標に位置づけられおり、更なる週休2日工事の
拡大に取り組むことにより、魅力ある建設現場を創出する。

➣直轄工事の実施率向上に係る取り組みの確実な実施

（適切な工期設定）

➣地方公共団体の取り組みへの支援

令和3年度 令和4年度 令和5年度

【目標】第４四半期４５％以下
  　  内３月期３０％以下

【目標】第４四半期４２％以下
      内３月期３０％以下

【目標】第４四半期４０％程度
      内３月期３０％以下

目　標
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2021年度の取組

目的

方針

⑨工事書類の簡素化

【直轄工事の書類簡素化の推進】
■土木工事書類作成マニュアル（H30.3）の作成不要書類等を具

体的に解説をした「土木工事書類作成マニュアルにおける工事

書類適正化の手引き（案）（R元.10）」の徹底

○書類作成マニュアル詳細化した書類作成提出要領を作成し、更なる

周知徹底を図る

○実行に向けて監督職員向けの研修やキャラバン実施

○受注者，支援業務意見交換会設置 (主任監督員単位)

■協議書類の縮減に向けた検討

○共通仕様書地整版の拡充検討
・共通仕様書に管理基準が設定されていない事項について整備局に

て設定することにより、協議書類の低減を図る
（未設定出来形、写真管理基準：トンネル、鋼橋、PC、舗装（電共）

等について各団体と調整）

【検査書類限定型工事検査の継続】
○H31年度よりモデル工事として着手し、R2年度より全ての工事で実

施している書類限定検査を継続し、検査時の不必要書類の作成を

一掃

工事書類の簡素化に資する施策を推進することにより、工
事着手から完了検査までの手続きの効率化を図る。

➣直轄工事の書類簡素化を継続的に徹底
➣協議書類の縮減に向けた検討着手
➣検査書類限定型工事検査の継続

⑩ウィークリースタンスの徹底

目的

方針

平成31年4月に施行された改正労働基準法に沿い、適切に
取り組み業務、工事受注者の労働環境の改善を図る。

➣直轄工事・業務における取り組みの継続
➣地方公共団体への普及支援

【直轄工事・業務における取り組みの継続】
■ウィークリスタンスの徹底の取り組み

（業務）

○全ての業務において受注者によりウィークリスタンス状況を本局へ

報告

⇒報告内容不適な事務所へは「改善」指示

（工事）

○特記仕様書への記載を継続し、

徹底を図る。

○ご相談、ご意見窓口を整備局

WEBサイトに設置

⇒事務所「指導」

【地方公共団体への普及支援】
○整備局の取り組みを地方公共団体へ継続周知し、協働を要請

2021年度の取組

http://www1.cgr.mlit.go.jp/chisei/icon/consult/index.htm

調整工種 例)
切削オーバーレイ工 橋面防水工

（シート防水）

排水構造物工 管渠工

（各種管渠）

地盤改良工

（ジオテキスタイル敷

設工）

トンネル

ロックボルト工

トンネル
掘削補助工法
（⾧尺鋼管先受け工） ※ 記載外工種も調整検討
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目的

方針

⑪ICTの活用による移動時間等の削減

2021年度の取組

通常業務における移動時間、待機時間を削減するため、情
報通信技術の適用範囲を拡大し、業務の効率化を推進す
る。

➣整備局管内、外部機関との会議をWEB会議へ移行
➣工事監督及び現場立会について、WEBカメラを活用した

遠隔現場臨場を全面展開
➣地質調査業務における立会についてもWEBカメラを活用

した遠隔現場臨場を導入

【ＷＥＢ会議の全面実施】
■受・発注者間会議のWLB推進

○全ての業務、工事で実施。
（受注者が対面を希望するものを除く）

○整備局管内会議において継続活用

(整備局、事務所、出張所間)

【工事監督における遠隔現場臨場の実施】
■工事監督における遠隔現場臨場

全面試行

○全ての工事で実施
（電波不感、解像度等の物理的

確認困難項目は除く）
○電波不感地域の事業における通

信設備整備検討

【業務立会における遠隔現場臨場の導入】
■業務立会（地質調査）における遠隔現場臨場全面試行

○全ての地質調査で実施
（電波不感、解像度等の物理的確認困難項目は除く） 128



○ ICTの新規工種として、「構造物工（橋台・橋脚）（ICT）」、「路盤工（ICT） 」の２工種を策定し、
Ｒ３年度の現場試行を実施する。

【ＩＣＴ施工の概要】

本施工は、橋脚・橋台の出来形管理
を３次元計測技術を用いることで、計測
作業の省力化及び足場上での計測作
業の削減や、検査を電子データを利用
しパソコン上で行い、現地での立会い
計測が不要となり検査の効率化を図る
ものである。また、構造物の初期形状
（状態）を３次元データで管理し、維持
管理の効率化への利活用を図る。

【ＩＣＴ施工の概要】

本施工は、ICT建設機械（振動
ローラ）に取り付けた加速度計及
び走行軌跡により、路盤の密度
管理（加速度応答法）を行うことで、
作業効率の向上や面管理を行う
ことによる施工品質の向上を図る
ものである。

○構造物工（橋脚・橋台）（ICT）

○路盤工（ICT）

～生産性向上～ ①ICT活用工事の拡大

ICT活用の新工種（試行） （ 橋脚・橋台 、 路盤 ）
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目的：中国地方の公共工事発注機関（国・特殊法人・地方公共団体）が発注した建設工事・業務において、
建設現場の生産性向上に係る優れた取り組みを行った企業を表彰し、建設業者等相互の啓発を図
ることにより、i-Constructionに係る取組を推進することを目的とする。

小平局長挨拶 代表者挨拶

受賞者との記念撮影

令和２年度受賞者一覧

受賞者 工事名・業務名

天野産業株式会社 笠岡バイパスカブト南地区第６改良工事

株式会社荒木組 小田川災害復旧(河道整備外)工事

株式会社井木組 国道９号北条高架橋下部第２工事

今井産業株式会社 三隅・益田道路岡見地区改良第３工事

株式会社ウエスコ 福山道路外設計業務

株式会社エイト日本技術開発 福山港細部設計等業務（その2）

応用地質株式会社 福山管内トンネル点検その１業務

大津建設株式会社 尾道・松江自動車道竹地谷第５改良工事

大畑建設株式会社 浜田港福井地区防波堤（新北）築造工事（その２）

株式会社加藤組 尾道松江線高野ＩＣ災害復旧工事

カナツ技建工業株式会社 大橋川朝酌矢田地区護岸整備工事

株式会社川畑建設 島田川広域河川改修（推進費）工事第３工区

五洋・大本特定建設工事共同
企業体

水島港玉島地区岸壁（-12m)築造工事（その４）

シマダ株式会社 富海拡幅富海第５改良工事

株式会社セトウチ 徳山下松港土砂処分場測量業務

大豊建設株式会社 三隅・益田道路新沖田川橋下部工事

株式会社長大 岩国大竹道路大竹西ＩＣオンランプ橋詳細設計業務

株式会社都間土建
出雲三刀屋線 (伊萱工区) 総合交付金（改築）工事 第6
期 (法面工事)

株式会社パスコ 太田川中流部定期縦横断測量効率化検討業務

ヒロシ株式会社
（主）出雲三刀屋線上塩冶工区総合交付金（改築）工事第
６期

株式会社フクダ 大田静間道路鳥井地区改良第３工事

宮川興業株式会社 広島西部山系３０６渓流上流砂防堰堤工事 130
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～生産性向上～ ②未経験企業へのICT活用工事の普及



R2年度 i-Constructionの技術力向上・育成・展開の取組

＜鳥取県＞ ・「ICT活用工事」研修（8/25～26 鳥取県土木施工管理技士会） :１５３名
＜島根県＞ ・i-Construction研修（7/9 島根県建設技術センター）:１３８名

・i-Construction研修（9/14 島根県生コンクリート工業組合）:２０名
・i-Construction研修（10/19 島根建設技術センター）:１７名
・建設産業育成支援セミナー（12/2 日本建設情報技術センター）:２０名

＜岡山県＞ ・i-Construction概要（初級）講座（9/2 岡山県建設技術センター） :３１名
＜広島県＞ ・中国コンクリと製品協会講演 (10/30 広島が-デンプレス) :１３名

・i-Construction 技術講習会（11/12 日本道路建設業協会） :１５名
・建設産業育成支援セミナー（11/19 日本建設情報技術センター） :３８名

○県及び市町村への取組拡大を図ることを目的として推進連絡会【鳥取県（未開催）、島根県（未開催）、岡山県（未開催）、広島県

（10/28: 15名:コマツloTセンタ中国）、山口県（未開催）】を活用し、整備局担当者が参加し、ICT現場見学及び整備局における

取組状況と今後の計画について説明、ICTの更なる展開を図る。

■ R２年度 中国５県の研修や講演会等で４３２名に講話（１２／２現在）

■ 推進連絡会を活用し、市町村への普及拡大のため講演

■ 業界との意見交換（課題ディスカッション）
■ 職員の意識・技術力向上○i-Construction研究会（日本建設機械施工協会）(10/15)

○広島県技士会 監理技術者との意見交換（10/29） ○7/30新任主任監督員、8/19監督員等、9/1総合技術初級研修にて「i-
Construction」の動向、活用機器体験

○10/26-27BIM/CIMセミナー（Ⅰ期）開催
12/3-4         〃 （Ⅱ期）開催

○12/23 ICT講習会 (ICTCAD)開催
○2/17 管内（5県市、事務所）BIM/CIM講習会

～生産性向上～ ②未経験企業へのICT活用工事の普及、③地方公共団体でのＩＣＴ活用工事の拡大

・生産性向上のため、ＩＣＴに関する研修や技術講習会、業界との意見交換を継続して実施。
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フロントローディングの取り組み

測量

発注者

OK

設計・
施工計画

施工 検査i-Construction

設計図に合わ
せ丁張り設置

検測と施工を繰
り返して整形

丁張りに合わせ
て施工

③ICT建設機械による施工 ④検査の省力化①ドローン等による３次元測量 ②３次元測量データによる
設計・施工計画

ドローン等による写真測量等によ
り、短時間で面的（高密度）な３次
元測量を実施。

３次元測量データ
（現況地形）と設計図
面との差分から、施
工量（切り土、盛り土
量）を自動算出。

３次元設計データ等により、
ICT建設機械を自動制御し、
建設現場のIoT（※）を実施。

ドローン等による３次元測
量を活用した検査等により、
出来形の書類が不要とな
り、検査項目が半減。

測量
設計・

施工計画
検査従来方法

測量の実施

平面図 縦断図

横断図

設計図から施工
土量を算出

施工

① ②

③

④

※IoT（Internet of Things）とは、様々なモノにセ

ンサーなどが付され、ネットワークにつながる
状態のこと。

３次元設計デー
タ等を通信

これまでの情報化施工
の部分的試行

・重機の日当たり
施工量約1.5倍

・作業員 約1/3

３次元
データ作成

２次元
データ作成

書類による検査

フロントローディングの実施

～生産性向上～ ④BIM/CIM業務・工事とﾌﾛﾝﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞの活用拡大

• 測量、設計・施工計画段階から3次元データの活用を推進し、合理的な仮設工法の選定や施工手順のチェック等による施工段階での手
戻り防止等により生産性を向上させる。

• 令和３年度から、土工を取り扱う全ての業務で3次元データを作成する。
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書類簡素化の推進、検査書類限定型工事検査の継続
～働き方改革～ ⑨工事書類の簡素化

目的

方針

2021年度の取組

【直轄工事の書類簡素化の推進】
■土木工事書類作成マニュアル（H30.3）の作成不要書類等を具

体的に解説をした「土木工事書類作成マニュアルにおける工事

書類適正化の手引き（案）（R元.10）」の徹底

○書類作成マニュアル詳細化した書類作成提出要領を作成し、更なる

周知徹底を図る

○実行に向けて監督職員向けの研修やキャラバン実施

○受注者，支援業務意見交換会設置 (主任監督員単位)

■協議書類の縮減に向けた検討

○共通仕様書地整版の拡充検討
・共通仕様書に管理基準が設定されていない事項について整備局に

て設定することにより、協議書類の低減を図る
（未設定出来形、写真管理基準：トンネル、鋼橋、PC、舗装（電共）

等について各団体と調整）

【検査書類限定型工事検査の継続】
○H31年度よりモデル工事として着手し、R2年度より全ての工事で実

施している書類限定検査を継続し、検査時の不必要書類の作成を一掃

工事書類の簡素化に資する施策を推進することにより、工事着手から完了検査までの手続きの効率化を図る。

➣直轄工事の書類簡素化を継続的に徹底
➣協議書類の縮減に向けた検討着手
➣検査書類限定型工事検査の継続

調整工種 例)
切削オーバーレイ工 橋面防水工

（シート防水）

排水構造物工 管渠工

（各種管渠）

地盤改良工

（ジオテキスタイル敷

設工）

トンネル

ロックボルト工

トンネル
掘削補助工法
（⾧尺鋼管先受け工） ※ 記載外工種も調整検討
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■工事書類適正化の手引き（案）

■検査書類限定型工事



施工現場

発注事務所

クラウドサーバー

（発注者）
事務所で確認

（受注者）
ウェアラブルカメラ等で撮影

発注者確認状況 確認用モニター 受注者撮影状況
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目的

方針

2021年度の取組

通常業務における移動時間、待機時間を削減するため、情報通信技術の適用範囲を拡大し、業務の効率化を推進する。

➣整備局管内、外部機関との会議をWEB会議へ移行
➣工事監督及び現場立会について、WEBカメラを活用した遠隔現場臨場を全面展開
➣地質調査業務における立会についてもWEBカメラを活用した遠隔現場臨場を導入

【ＷＥＢ会議の全面実施】
■受・発注者間会議のWLB推進

○全ての業務、工事で実施。
（受注者が対面を希望するものを除く）

○整備局管内会議において継続活用
(整備局、事務所、出張所間)

【工事監督における遠隔現場臨場の実施】
■工事監督における遠隔現場臨場

全面試行

○全ての工事で実施
（電波不感、解像度等の物理的確認困難項目は除く）

○電波不感地域の事業における通信設備整備検討

【業務立会における遠隔現場臨場の導入】
■業務立会（地質調査）における遠隔現場臨場全面試行

○全ての地質調査で実施
（電波不感、解像度等の物理的確認困難項目は除く）

情報通信技術を活用した有効時間創出
～働き方改革～ ⑪ICTの活用による移動時間等の削減
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ご静聴ありがとう
ございました。
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