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■ i-Construction概論 (第1節)
• Society5.0実現の概要
• 建設現場における生産性向上の取組の背景
• 国土交通省の取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備における取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備におけるi-Construction及びＤＸのロードマップ
• 主な情報通信用語

■ 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術 (第2節)
• はじめに
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（陸上）
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（水中）
• 施工箇所の可視化・出来形把握
• 施設の維持管理へのＩＣＴ活用

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)
• ICT活用工事に関する各種要領の整備状況一覧

【ＩＣＴ浚渫工】
• マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
• ICT活用工事積算要領（浚渫工編）

【ＩＣＴ基礎工】
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(基礎工編)

【ＩＣＴブロック据付工】
• ３次元データを用いた測量マニュアル（ブロック据付工編）
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■ UAV（ドローン）による３次元データ取得 (第4節)
• UAV（ドローン）による作業区分および順序
• グリーンレーザドローンの特徴と計測例

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)
【ＩＣＴ海上地盤改良工】
• ３次元マルチビームを用いた深浅測量マニュアル(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３次元データを用いた出来形管理要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３データを用いた出来形管理の監督・検査要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)

【ＩＣＴ本体工】
• ICT機器を用いた出来形管理要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）（令和４年４月版)(案）

• ICT機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）（令和４年４月版）(案)

■ マルチビームを用いた深浅測量 (第5節)
• 海底地形を面的・詳細に計測するスワス測深
• 深浅測量の工程別作業区分および順序
• マルチビーム測深機器等の操作
• 各機器の設定及び各種補正データの確認

■ ＩＣＴ測量（水路測量）の事例 (第6節)
• ３次元設計データと出来形評価用点群データ
• 出来形測量鳥瞰図
• 水路測量_拡大航跡図
• 水路測量_拡大水深図
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■ ＩＣＴ活用工事の実例 (第7節)
• 令和元年度 UAVグリーンレーザ測量とマルチビーム測深を併用した測量の取組み（株式会社セトウチ）
• 平成28年度 徳山下松港新南陽地区航路（-12m）浚渫工事（五洋・井森特定建設工事共同企業体）
• 平成29年度 庄内川下之一色しゅんせつ工事（中日建設株式会社）
• 平成29年度 名古屋港庄内川泊地外浚渫工事（株式会社おかむら）
• 平成29年度 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)上部及び消波工事（株式会社 不動テトラ）
• 平成30年度 八戸港外港地区防波堤（第二中央）築造工事（東亜・不動テトラ特定建設工事共同企業体）

■ ＩＣＴ活用工事の監督、検査のポイント (第8節)
◆ＩＣＴ活用工事の流れ
• 概要
• 機器・ソフトウェア等の選定・調達
• 施工計画
• 工事の基準点および基準面等
• 起工測量
• ３次元設計データの作成時の実務内容
• 設計図書の照査
• 出来形管理
• 電子成果品等の作成
• 検査

■ 測量・調査方法の新たな動き (第9節)
• マルチビーム測量のＣＵＢＥ処理への移行
• マルチビーム測量データの効率的ノイズ処理
• 測量等への衛星画像活用のイメージ
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主な情報通信用語

ＢＩＭ/ＣＩＭ

ＢＩＭ「Building Information Modeling」は、建物のＬＣにおいて
そのデータを構築管理するための工程である。典型的には、
３次元のリアルタイムでダイナミックなモデリングソフトウェ

アを使用して建物設計および建設の生産性を向上させる。この工程でBIM
データを作成し、そこには建物形状、空間関係、地理情報、建物部材の数
量や特性が含まれる。

i-Construction
国交省が掲げる20個の生産性革命プロジェクトのうちの一つで、

測量から設計、施工、検査、維持管理に至る全ての事業プロセス
でＩＣＴを導入することにより建設生産システム全体の生産性向上
を目指す取組み。「トップランナー施策」として ① ＩＣＴの全面的
な活用（ＩＣＴ土木）② 規格の標準化（コンクリート工）③ 施工時期
の標準化･･･････｡2015年12月 国土交通省

ＣＩＭ CIMとは、調査・設計段階から三次元モデルを導入し、
施工、維持管理の各段階での三次元モデルに連携・発
展させることにより、設計段階での様々な検討を可能と

するとともに、一連の建設生産システムの効率化を図るものである。三
次元モデルは、各段階で追加、充実化され維持管理段階での効率的な
活用を図る。(国土交通省2012) ＩＣＴ 「Information and 

Communication Technology（情報通信技
術）」の略で通信技術を活用したコミュニケーションを指
し、情報処理だけではなく、インターネットのような通信
技術を利用した産業やサービスなどの総称。ネットワー
ク通信を利用した情報や知識の共有を重要視している。

ＩｏＴ 「Internet of Things」の略
で「モノのインターネット」と
訳され、PCやスマートフォ

ンなどの従来型の通信機器を除い
た、ありとあらゆる「モノ」がインター
ネットとつながる仕組みや技術のこ
とを指す。

ＣＡＤ

ＡＩ

- 7 -

５Ｇ

Society5.0

ＰＲＩＳＭ
「Public/Private R&D Investment Strategic 
Expansion PrograM」 高い民間研究開発投
資誘発効果が見込まれる領域に各府省庁
の研究開発施策を誘導し、官民の研究開
発投資の拡大、財政支出の効率化等を目
指す。

ＳＩＰ
「Cross-ministerial 
Strategic Innovation 
Promotion Program」
総合科学技術・イノベーション会議が府
省・分野の枠を超えて自ら予算配分して、
基礎研究から出口（実用化・事業化）ま
でを見据えた取組を推進。

ＲＰＡ
「Robotic Process Automation」
ホワイトカラーの間接業務を自動
化するテクノロジー（Excelデータ
入力、ネットデータ収集等)デジタルツイン

ビッグデータ

ＤＸ
「Digital Transformation」

これまでになかった製品・サービスや
ビジネスモデルを作る
コスト削減・時間短縮、生産性の向上

7



8



9



10



Society 5.0 で実現する社会

- 11
-

［内閣府ＨＰより］ 11

情報があふれ、必要な情報を見つけ、分
析する作業に困難や負担が生じる

これまでの社会

少子高齢化や地方の過疎化などの
課題に十分に対応することが困難

これまでの社会

必要な知識や情報が共有されず、新た
な価値の創出が困難

これまでの社会

IoTで全ての人とモノがつなが

り、様々な知識や情報が共有さ
れ、新たな価値がうまれる社会

少子高齢化、地方の過疎化な
どの課題をイノベーションによ
り克服する社会

人が行う作業が多く、その能力に限界があり、
高齢者や障害者には行動に制約がある

これまでの社会

ロボットや自動運転車などの
支援により、人の可能性がひ
ろがる社会

AIにより、多くの情報を分析

するなどの面倒な作業から
解放される社会

Society 5.0

［内閣府ＨＰより］



これまでの情報社会(4.0)

環境情報、機器の作動情報
、人の情報などを収集

高付加価値な情報
、提案、機器への指示など

サイバー空間

センサー情報

クラウド

自動走行車
で自動走行

AIが人に提案 工場で自動的に
ロボットが生産

人がナビで検索
して運転

人が情報を分析・提案 人の操作により
ロボットが生産

ビッグデータ

人がアクセスして情報を入手・分析

サイバー空間

人工知能解析

フィジカル空間フィジカル空間

Society 5.0
サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合

- 12
-［内閣府ＨＰより引用・抜粋・編集 http://www8. cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html］

災害対応現場が情報を活用する 情報が災害対応現場を牽引する

※CPS4D: Cyber－
Physical Synthesis for
Disaster Resilience

災害時
情報共有

※SIP4D: Shared Infor-
mationPlatform for
Disaster Management 12
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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 投資額については平成29年度（2017年度）まで実績、平成30年度（2018年度）・令和元年度（2019年度）は見込み、令和２年度（2020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。平成23年（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平成22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４ 平成27年（2015年）産業連関表の公表に伴い、平成27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、平成23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平成４年度：約84兆円から平成23年度：約42兆円まで落ち込んだが、
その後、増加に転じ、令和２年度は約55兆円となる見通し（ピーク時から約34％減）。

○ 建設業者数（令和２年度末）は約47万業者で、ピーク時（平成11年度末）から約21％減。
○ 建設業就業者数（令和２年平均）は492万人で、ピーク時（平成９年平均）から約28％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（H9年平均）

就業者数
ピーク時比
▲28.1%

492万人
（令和２年平均）

474千業者
（令和２年度末）

許可業者数
ピーク時比
▲21.1%

55兆円
（令和２年度見通し）

建設投資
ピーク時比
▲34.3％

許可業者数のピーク
601千業者（H11年度末）

建設投資のピーク
84兆円（H4年度）

就業者数：619万人
業者数：531千業者
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労働力過剰を背景とした生産性の低迷
○バブル(※)崩壊後の投資の減少局面では､労働者数も減少傾向に入るものの､
ほぼ一貫して労働力過剰となり､省力化に繋がる建設現場の生産性向上が
見送られてきた。
※バブル時代:昭和61年12月から平成3年2月までのバブル景気の時期

建設業就業者

建設投資額

建設投資額および建設業就業者の増減

建
設

投
資

額
が

ピ
ー

ク
で
あ

る
平

成
４

年
を

１
０

０
と
し
た

場
合
の
値

建設就業者数
500万人(27年平均)

建設就業者数のピーク
685万人(9年平均)

建設投資のピーク
84.0兆円(4年度)

建設投資
48.5兆円

(27年度(見込み))

27%減

42%減

15【出典】 「第４回i-Construction委員会（H28.3.28）」資料抜粋



年齢階層別の建設技能者数
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60～64歳

65歳以上

○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10％程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。

担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進めることが必要

（万人）

（年齢階層）

出所：総務省「労働力調査」（令和２年平均）をもとに国土交通省で推計

84.0万人
26.4％

37.5万人
11.8％
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○建設業就業者： 685万人（H9） → 498万人（H22） → 492万人（R2）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 37万人（R2）

○技能者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  318万人（R2）

○ 建設業就業者は、55歳以上が約36％、29歳以下が約12%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令和元年と比較して

55歳以上が約1万人増加（29歳以下は増減なし）。

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

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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その他
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管理的職業、事務従事者

技術者

技能者
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※ 技能者：建設工事の直接的な作業を行う、技能を有する労働者のこと
※ 技術者：施工管理を行う者であり、主任技術者や監理技術者が該当する



2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000

製造業生産労働者（男

性）

建設業生産労働者（男

性）

2012年
（単位：千円）

2019年
（単位：千円）

上昇率

建設業男性生産労働者 3,915.7 4,623.9 18.1%

建設業男性全労働者 4,831.7 5,729.9 18.6%

製造業男性生産労働者 4,478.6 4,786.9 6.9%

製造業男性全労働者 5,391.1 5,587.8 3.6%

全産業男性労働者 5,296.8 5,609.7 5.9%

建設業を取り巻く現状と課題
60歳以上の高齢者（84.0万人、26.4％）は、10
年後には大量離職が見込まれる。一方、それ
を補うべき若手入職者の数は不十分。

社会保険の加入は一定程度進んでいるが、
下位の下請になるほど加入率は低く、さらに
踏み込んだ対策が必要。

企業別・３保険別加入割合の推移（事業者単位） 現在4週8休は
1割以下

出典：日建協「2018時短アンケート」を基に作成

※日建協の組合員の技術者等を対象にアンケート調査。
※建設工事全体には、建築工事、土木工事の他にリニューアル工事等が含まれる。

給与は建設業全体で上昇傾向にあるが、生産
労働者（技能者）については、製造業と比べ低
い水準。

建設業男性全労働者等の年間賃金総支給額

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（10人以上の常用労働者を雇用する事業所）
※ 年間賃金総支給額＝きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額

○製造業の賃金のピークは50～54歳であることに対し、建設業の賃金
ピークは45～49歳。
○賃金カーブのピーク時期が製造業よりも早く到来する傾向があり、
現場の管理、後進の指導等のスキルが評価されていない可能性。

出典：公共事業労務費調査

建設業における休日の状況（技術者）

建設業は全産業平均と比較して年間300時間
以上長時間労働の状況。

出典： 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
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工事

4週8休

(完2)
4週7休 4週6休 4週5休 4週4休 4週3休以下

（4週当たり）

休暇日数

5.07日

（4週当たり）

休暇日数

5.21日

（4週当たり）

休暇日数

4.86日

出典：令和元年賃金構造基本統計調査

（単位：千円） 年齢階層別の賃金水準

他産業では当たり前となっている週休２日もとれ
ていない。

約3％
の差

元請：99.7%
1次下請：99.1%
2次下請：97.1%
3次下請：94.1%

（時間）

雇用保険 健康保険 厚生年金 ３保険

H23.10 94％ 86％ 86％ 84％

H24.10 95％ 89％ 89％ 87％

H25.10 96％ 92％ 91％ 90％

H26.10 96％ 94％ 94％ 93％

H27.10 98％ 97％ 96％ 96％

H28.10 98％ 97％ 97％ 96％

H29.10 98％ 98％ 97％ 97％

H30.10 98％ 98％ 97％ 97％

R01.10 99％ 99％ 99％ 98％

R02.10 99％ 99％ 99％ 99％

年齢階層別の建設技能労働者数

出典：総務省「労働力調査」（R1年平均）を元に国土交通省にて推計

（年齢階層）

37.5万人
11.8％

（万人)

84.0万人
26.4％
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年間実労働時間の推移

建設業

製造業

調査産業計

2007年度：1993時間

2019年度：1914時間

▲79時間

2007年度：1807時間

2019年度：1666時間

▲141時間

104時間

352時間
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※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～ ＜政府提出法案＞

品確法の改正 ～公共工事の発注者･受注者の基本的な責務～ ＜議員立法※＞

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

※平成17年の制定時及び平成26年の改正時も議員立法
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新･担い手３法（品確法と建設業法･入契法の一体的改正）について

※i-Con関係部分



改正労働基準法における建設業の時間外労働規制

従来の規制 改正労働基準法（平成30年6月29日成立）

原則
≪労働基準法で法定≫

（１）１日８時間・１週間４０時間

（２）３６協定を結んだ場合、
協定で定めた時間まで時間外労働可能

（３）災害その他、避けることができない事由により臨時の
必要がある場合には、労働時間の延長が可能（労基法３３

条）

≪同左≫

３６協定の
限度

≪厚生労働大臣告示：強制力なし≫

（１）・原則、月４５時間かつ 年３６０時間

・ただし、臨時的で特別な事情がある場合、延長に上
限なし（年６か月まで）（特別条項）

（２）・建設の事業は、（１）の適用を除外

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫

（１）・原則、月４５時間 かつ 年３６０時間 ・・・第36条第4項

・特別条項でも上回ることの出来ない時間外労働時間を設定
① 年７２０時間（月平均６０時間） ・・・第36条第5項
② 年７２０時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する場合にも

上回ることの出来ない上限を設定
a.２～６ヶ月の平均でいずれも８０時間以内（休日出勤を含む）

・・・第36条第6項第3号
b.単月１００時間未満（休日労働を含む） ・・・第36条第6項第2号
c.原則（月４５時間）を上回る月は年６回を上限 ・・・第36条第5項

（２）建設業の取り扱い
・施行後５年間 現行制度を適用 ・・・第139条第2項（第36条第3項、第4項、

第5項、第6項第2号、第3号は適用しない）
・施行後５年以降 一般則を適用。ただし、災害からの復旧・復興については、上記（１）②

a.b.は適用しない（※）が、将来的には一般則の適用を目指す。

・・・第139条第1項
※労基法３３条は事前に予測できない災害などに限定されているため、復旧・復興の場合でも臨時の必要性がない場合は対象とな

らない

改正労働基準法（平成31年4月1日施行）

○ 平成31年4月1日より改正労働基準法が施行

○ 建設業においても、改正労働基準法の施行から５年後に罰則付きの時間外労働規制の適用
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i-Constructionの概要と港湾における取組

21

■ i-Construction概論 (第1節)
• Society5.0実現の概要
• 建設現場における生産性向上の取組の背景
• 国土交通省の取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備における取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備におけるi-Construction及びＤＸのロードマップ
• 主な情報通信用語

■ 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術 (第2節)
• はじめに
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（陸上）
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（水中）
• 施工箇所の可視化・出来形把握
• 施設の維持管理へのＩＣＴ活用

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)
• ICT活用工事に関する各種要領の整備状況一覧

【ＩＣＴ浚渫工】
• マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
• ICT活用工事積算要領（浚渫工編）

【ＩＣＴ基礎工】
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(基礎工編)

【ＩＣＴブロック据付工】
• ３次元データを用いた測量マニュアル（ブロック据付工編）



準天頂衛星
（みちびき）

主 桁

横 桁

検査路

横 構

i-Constructionの概要
○国土交通省では、ICTの全面的な活用等の施策を建設現場に導入することによって、建設生産システム全体の生産性向上を図り、

もって魅力ある建設現場を目指す取組であるi-Construction（アイ・コンストラクション）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
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3次元データの活用 ―― BIM/CIMとは

23

建設業で生産性を低下させている要因として、２次元の紙の図面で各種作業を進めている
ことがあります（２次元図面から完成形状を想像するためには経験が必要、紙で情報共有す
るには回覧や複写する必要がある等）。
自動車産業を始めとした製造業では３次元の電子データ（3次元モデル）を利活用して生産

性を向上させています。同様に建設生産・管理システムでも３次元モデルを利活用すれば生
産性の向上が期待できます。さらに３次元モデルに部材（部品）等の情報を結びつければ生
産性の向上のみならず品質の向上も可能となります。 この３次元モデルに各種の情報を結
びつけ利活用していくことをBIM/CIMと呼んでいます。

出典：初めてのBIM/CIM（大臣官房技術調査課）



BIM/CIM活用の効果

24

初期の工程（フロント）において負荷をか
けて事前に集中的に検討する手法。

後工程で生じそうな仕様変更や手戻りを
未然に防ぎ、品質向上や工期の短縮化に
効果。建設生産・管理システムにおける効
果のイメージは下のとおり。

製造業等での開発プロセスを構成する複数の
工程を同時並行で進め、各部門間での情報
共有や共同作業を行う手法。

開発期間の短縮やコストの削減に効果。コン
カレントエンジニアリングの効果のイメージは
下のとおり。

●フロントローディング ●コンカレントエンジニアリング

出典：初めてのBIM/CIM（大臣官房技術調査課）



i-Construction トップランナー施策

○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｡

全体最適の導入
(コンクリート工の規格の標準化等)

©三井住友建設

（例）鉄筋のプレハブ化、埋設型枠の活用現場打ちの効率化

クレーンで設置 中詰めコン打設

プレキャストの進

化

（例）定型部材を組み合わせた施工

クレーンで設置

©大林組

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

ICTの全面的な活用
(ICT土工)

○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】
《3次元測量》

《ICT建機による施工》

《3次元データ設計図》
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Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

施工時期の平準化

○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｡

○限られた人材を効率的に活用する
ため､施工時期を平準化し､年間を
通して工事量を安定化する｡

平準化

出典：建設総合統計より算出
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i-Construction大賞の創設

26

〇建設現場の生産性向上を図る｢i-Construction｣に係る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し､横展開することにより､i-Constructionに係る取組を
推進することを目的に平成29年度に創設

〇第4回目の令和2年度は､令和元年度に完成した国や地方公共団体等が発注した工事･
業務での企業の取組､地方公共団体等の取組､i-Construction推進コンソーシアム会員
の取組を対象とし､有効性･先進性･波及性の観点から､26団体を表彰

【港湾工事における令和2年度受賞者】

工 事 名：釧路港新西防波堤建設工事
請 負 者：濱谷・山田・真壁経常建設共同企業体
工 期：2019.03.27～2020.02.25
工事概要：防波堤整備における床掘浚渫、基礎捨石投入、ケ

ーソン据付

工事名：令和元年度名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)地盤改良工事

請負者：東亜・大本特定建設工事共同企業体
工 期：2019.09.13～2020.03.27
工事概要：耐震強化岸壁整備に伴う海上地盤改良工

外海と航路に面しており、潮流・航跡波の影響、霧の発生等、
非常に厳しい施工条件であったが、GNSSによる作業船位置管
理や基礎捨石の機械式均し等のICT導入により工期の短縮、
高精度の施工管理や安全性の確保を実現した。

施工の自動化、ネットワーク化されたリアルタイム3D施工管
理システムの導入、帳票およびBIM/CIMモデルの自動作成
機能の導入により、省人化、品質安定化、受発注者間の情報
共有、業務の効率化等が達成された。



○ 国交省では、ＩＣＴの活用のための基準類を拡充してきており、構造物工へのICT活用を推進。
○ 今後、中小建設業がＩＣＴを活用しやすくなるように小規模工事への適用拡大を検討（小型ＩＣＴ建機の活用）

27

i-Construction に関する工種拡大

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
令和４年度

（予定）

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（河川）

ICT地盤改良工（令和元年度：浅層・中層混合処理、令和２年度：深層混合処理）

ICT浚渫工（港湾）

ICT法面工（令和元年度：吹付工、令和２年度：吹付法枠工）

ICT付帯構造物設置工

ICT舗装工（修繕工）

ICT基礎工・ブロック据付工 （港湾）

ICT構造物工
（橋梁上部）（基礎工）

ICT構造物工 （橋脚・橋台）

ICT路盤工

ICT海上地盤改良工（床掘工・置換工）

民間等の要望も踏まえ更なる工種拡大

小規模工事へ拡大
（床堀工、小規模土工）

【出典】 「ＩＣＴ導入協議会（第13回）（R3.7.14）」資料抜粋



直轄土木工事におけるICT施工の実施状況

28

○ 直轄土木工事のICT施工の公告件数、実施件数とも増加しており、2020年度は公告件数の約８割で実施。
○ 都道府県・政令市におけるICT土工の公告件数は倍増しており、実施件数も増加している。

単位：件

※「実施件数」は、契約済工事におけるICTの取組予定（協議中）を含む件数を集計。
※複数工種を含む工事が存在するため、合計欄には重複を除いた工事件数を記載。
※営繕工事を除く。

＜ICT施工の実施状況＞

＜都道府県・政令市の実施状況＞

工種

2016年度
［平成28年度］

2017年度
［平成29年度］

2018年度
［平成30年度］

2019年度
［令和元年度］

2020年度
［令和2年度］

公告件数
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 ８４ ８７０ ２９１ ２，４２８ ５２３ ３，９７０ １，１３６ ７，８１１ １，６２４

実施率 ３３％ ２２％ ２９％ ２１％

単位：件

【出典】 「ＩＣＴ導入協議会（第13回）（R3.7.14）」資料抜粋



令和３年度のBIM/CIM実施方針、件数の推移

29【出典】 「BIM/CIM 推進委員会 基準・国際検討WG（第１回）（R3.6.25）」資料抜粋



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）とは

※DX （ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）とは
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変革すること

これまでi-Constructionを推進し、建設現場の生産性向
上を図る取り組みを実施

ICT施工の拡大や、各現場において生産性向上を図る取組が進展

コロナを契機として、感染症リスクに対しても強靭な非接
触・リモート型働き方への転換

個々の取組を全国へ拡大するための基準づくりを実施

受発注者ともに安全で魅力的な新しい働き方へ変換を推進

デジタルテクノロジーの活用で「生産性の向上」と「新しい働き方」
を実現し、人手不足や防災・減災、老朽化などの社会課題を解決

＋

30



○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（概要）

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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i-Constructionの概要と港湾における取組

32

■ i-Construction概論 (第1節)
• Society5.0実現の概要
• 建設現場における生産性向上の取組の背景
• 国土交通省の取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備における取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備におけるi-Construction及びＤＸのロードマップ
• 主な情報通信用語

■ 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術 (第2節)
• はじめに
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（陸上）
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（水中）
• 施工箇所の可視化・出来形把握
• 施設の維持管理へのＩＣＴ活用

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)
• ICT活用工事に関する各種要領の整備状況一覧

【ＩＣＴ浚渫工】
• マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
• ICT活用工事積算要領（浚渫工編）

【ＩＣＴ基礎工】
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(基礎工編)

【ＩＣＴブロック据付工】
• ３次元データを用いた測量マニュアル（ブロック据付工編）



③ 生産性の向上

港湾事業における生産性向上の取組（直轄事業）

33

○港湾事業(直轄)の実施方針
｢担い手の育成･確保｣｢働き方改革｣｢生産性の向上｣の３本柱を中心に実施

② 働き方改革① 担い手育成・確保
○ i-Constructionの推進

○ ICTの導入

・ ICT浚渫工事の推進

・ ICT対象工事の拡大（基礎工・
ブロック据付工・ケーソン本体工）

・ ICTを活用した出来形・品質管理
等業務の効率化の検討

・ BIM/CIMの活用

・ i-Construction大賞の表彰

○ 港湾事業情報プラットホームの
構築

○ プレキャスト部材・NETIS技術の
積極的活用

○ 工事および業務の平準化
（平準化国債、ゼロ国債の活用）

○ 工程提示型の一般化

○ 荒天リスク精算型の拡大

○ 休日確保評価型における海上工

事の加点条件の変更

○ 「休日確保評価型試行工事(工期

指定)」の創設

○ 品質確保調整会議の設置(工事・

業務)の設置

○ 配置予定監理技術者の契約後

の変更

○ 過年度関連業務資料のデジタル

情報での提示

○ 電子入札申請手続きの簡素化

○ 業務におけるスケジュール進捗

表による情報共有

○ 書類削減（工事・業務）

○ 帳票管理システムの開発(業務)

○ 若手技術者の登用促進

○ 働きやすい現場環境整備の促進

○ 担い手育成活動の促進

○ 民間資格の大臣認定

○ 中小企業の受注機会の確保

○ 積算基準の改定・取り組み

○ 工事の安全対策

○ 工事の総合評価における作業船
等の評価（作業船・海洋・港湾構
造物設計士等)

○ 業務の総合評価における港湾海
洋調査士等の評価

○ 三者連絡会・三者会議の開催

○ 業務三者会議の試行

○ 契約変更事務ガイドラインの見直
し(工事・業務)と適切な契約変更

○「労務費見積り尊重宣言」促進モ
デル工事の試行



港湾事業におけるＩＣＴ活用の取組方針

＜課題・取組み＞
〇陸上工事とは異なる港湾工事の特徴
をふまえたi-Constructionへの対応
・ICT導入に向けた基準類の整備
・ICT活用推進のための環境整備(関

連機器､人材育成等)
・ICTの標準化(データ管理を含む)

／等

港湾における
ICT導入検討委員会

令和2年度より名称変更
｢港湾におけるi-Construction推進検討委員会」

＜港湾工事の特徴＞
〇海上や海中での工事が多く､工事の
出来高の確認や作業の進捗状況の把握
が困難な場合が多い｡

〇波浪や潮流､風による影響が大きい
ため､一般の陸上工事に比べ作業日数
が限定される｡

〇特殊かつ大型の船舶･機械を使用する｡
※建設会社自ら調達･保有(標準機械存在せず)

〇風､塩の影響で構造物や部材が劣化
しやすい。

／等
＜基準＞

･港湾工事共通
仕様書
･港湾設計･測量･
調査等業務共通
仕様書
･港湾の施設の技術
上の基準・同解説
港湾土木請負工事
積算基準

／等

＜作業員＞

･船員

･潜水士

／等

＜工事区分＞

･浚渫揚土工事

･捨石基礎工事

･防波堤工事

･護岸工事

･岸壁工事

／等

＜作業船＞

･浚渫船

･土運船

･杭打船

／等

■課題と取組方針
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開催状況 検討内容

第1回委員会
（平成28年6月16日）

・「港湾におけるICT導入検討委員会」での取り組み方針の決定
・ 浚渫工事を最優先課題に設定

第2回委員会
（平成28年12月1日）

・「ICT浚渫工」導入に必要な基準類(案)の提示

第3回委員会
（平成29年3月6日）

・「ICT浚渫工」の実施方針の決定
・ 今後の展開方針の決定

第7回委員会
(平成31年2月15日)

・試行工事の実施結果を反映した｢ICT浚渫工｣実施要領のカイゼン
・CIM導入ガイドライン(案)(港湾編)の決定

第9回委員会
(令和2年年2月14日)

・試行工事の実施結果を反映した各種実施要領のカイゼン
・基礎工､ブロック据付工の要領整備､本体工のモデル工事要領整備

「港湾におけるＩＣＴ導入検討委員会」の概要
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■目的
・建設現場における生産性向上と魅力ある建設現場の創出を目指すi-Construction推進
の取組みとして､測量から設計､施工､検査に至る一連のプロセスにおいて､ICTを活用
した情報の3次元化を進めるための検討と､ICT導入に必要な基準類の検討を行う｡

■体制
・委員会は､学識経験者､行政機関､研究機関等のメンバーで構成｡
（委員長：岩波 光保 東京工業大学 環境･社会理工学院 土木･環境工学系教授）

■検討経緯

～

※令和２年度は港湾工事現場のICT導入の他に､技術生産性向上推進などをテーマに議論



港湾における i-Construction の取組方針
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⇒ 令和２年度～

○ ICT浚渫工の
さらなる推進

港湾における i-Construction WG

港湾における
i-Construction 推進委員会

港湾における
ICT導入検討委員会

平成28年度～令和元年度

○ 港湾においては、平成28年度から「港湾におけるICT導入検討委員会」を設置し、浚渫工事を対象に
ICT活用の検討を始め、他工種へのICT活用の拡大や業務・工事へのBIM/CIMの導入等の取組を実施。

○ 令和２年度からは、港湾におけるi-Construction を次なるステージへ進めるため、委員会を「港湾にお
けるi-Construction 推進委員会」に改称し、現場で必要とする技術課題を現場で実証しながら、港湾の
建設生産の全プロセスで ICT・BIM/CIMの活用等を推進し、効率化に取組む｡

・ICT浚渫工の実施（本格運用）
（測量、施工管理のICT活用、各種要領の検証・改定 等）

・ICT浚渫工の試行工事の実施
・ICT浚渫工の本格運用
（測量、施工管理へのICT導入・活用、各種要領の策定・検証・改定等）

・ICT基礎工、ICTﾌﾞﾛｯｸ据付工の試行工事の実施
・ICT本体工のモデル工事の実施
・ICT海上地盤改良工の検討、試行工事の実施
（測量、施工管理へのICT導入・活用、各種要領の策定・検証・改定等）

・BIM/CIM活用業務・工事の推進
（令和５年度までの業務・工事へのBIM/CIM原則適用に向けた取組）

・ICT・BIM/CIMを活用した監督･検査方法の検討
（クラウド等による情報プラットフォーム構築による施工情報の共有化、

ウェアラブルカメラ等を活用した遠隔検査 等）

・ICT基礎工、ICTﾌﾞﾛｯｸ据付工の
モデル工事の実施
（測量、施工管理へのICT導入・活用、各種要領の策定 等）

・ICT本体工の検討（ｹｰｿﾝ据付ｼｽﾃﾑの標準仕様の検討）

○ ICT活用工事の
拡大

・BIM/CIM活用業務・工事の導入・推進
（設計業務の実施、工事の実施（設計業務からの展開） 等）

○ BIM/ＣＩＭの
活用

・ICT・BIM/CIMを活用した監督･検査方法の検討

(施工管理ｼｽﾃﾑの導入・連携による効率化 等）

○ 監督・検査の
省力化

○ i-Constructionの推進による効率化
・大規模プロジェクト等で実証しながら技術の適用性を評価



港湾における i-Construction を推進する上での視点
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測量・調査

設計・施工計画

施工

検査

維持管理

◆基準の整備
３次元データを用いた

・数量算出要領
・出来形管理要領
・監督・検査要領

◆ICT活用工事積算要領

建設生産システム 点群データ取得による思想の変化
・点や線の測量データ取得から、ド
ローンや音響測深による点群データ
（疑似的な全数測量）の取得へ
分散データ→連続する３次元データ

・建設生産システム全体の３次元化
・海中の可視化→施工や検査にも

新技術の導入に関する行政の視点
・標準化するべき技術

→基準の作成
→行政も積極的に開発に関与

・企業努力で行うべき技術開発
→行政は柔軟に採用

検査事項・基準の変更
・取得データの変化による管理基準の考え方
の変更
・施工時データの監督検査への活用

新たな検査手法の導入（検査のICT化）
・遠隔での監督検査（遠隔臨場）
・施工者とのデータ共有による検査

港湾におけるICT工事
ICT浚渫工
ICT基礎工
ICTブロック据付工
ICT本体工
ICT地盤改良工

マルチビーム測深

面で海底を未測なく計測線で海底を計測

シングルビーム測深

後行程も含めたデータの共有化
・作成データを何度でも美味しく利用



監督・検査の省力化

マルチビームソナーによる
3次元測深データの取得
AIによる分析
3次元データを用いた
数量計算・出来形検査

BIM/CIMの活用による
設計・施工の検討

GNSS, ソナー等を
用いた施工状況の可視化

施工の自動化

港湾におけるi-Constructionの取組（概要図）

3次元測量データの取得・活用 可視化・自動化

BIM/CIMの活用

ICT浚渫工（2016～）

ICT基礎工
ICTブロック据付工(2018～)

ICT本体工(2019～)

BIM/CIM活用業務・工事（2018～）

遠隔臨場の試行（2020～）

港湾整備BIM/CIMクラウド（2020～）

ICT海上地盤改良工(2020～)

工事書類の削減

港湾事業情報プラットフォーム
（工事・業務帳票管理システム）

マルチビームデータクラウド処理システム（2020～）
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ICT活用工事の検討概要

・ ICT本体工（ケーソン据付工）のモデル工事を実施

・ ICT測量に加え、施工のICT化についても本格運用

施工箇所の可視化

１．ＩＣＴ浚渫工のさらなる推進 ２．その他の工事への拡大

○各種要領の整備

等

・ ICT基礎工、ICTブロック据付工の試行工事を実施
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全面導入 試行工事

○ 令和２年度より、ICT浚渫工については本格運用。ICT基礎工・ICTブロック据付工について
は試行工事の実施。ICT本体工ついてはケーソン据付工のモデル工事を開始。

○ 各工事の実績等を踏まえ、ICT活用工事の実施に係る各種要領を整備。

基礎工・・・・・・・事前測量、捨石数量計算、施工可視化

ﾌﾞﾛｯｸ据付工・・完成断面の測量、施工可視化

ケーソンの半自動据付

モデル工事

測量
マニュアル

数量算出

出来形管理

監督・検査

積算

策定・改定



○港湾整備において、ＩＣＴ施工や３次元データ活用の推進による抜本的な生産性の向上を図るとともに、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止につながるリモート化、省人化への転換を進める、DXを加速する。

ＩＣＴ施工

試行工事の実施等により、基準要領類の整備等を進める

ＩＣＴ基礎工 ＩＣＴ本体工

港湾整備におけるDX（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）の推進

ＩＣＴ浚渫工

3次元データ活用

マルチビーム等を
活用した3次元

測量
CIMによる

３次元設計

維持管理

ロボットやセンサーに
よる3次元点検デー

タの取得

建設生産プロセス全
体をBIM/CIM活用
により3次元データ

で繋ぐ

3次元データ
に基づく施
工、品質管

理

施工

設計測量

BIM/CIM活用を推進するとともに、データの共有を強化する

BIM/CIM活用

ナローマルチビーム測量

マルチビーム
データクラウド
処理システム

クラウド
サーバ

事務所等

港湾整備BIM/CIMクラウド
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【ＩＣＴ浚渫工】 本格運用

【起工測量】 【本工事】
(従前)シングルビーム測深
(ICT) マルチビーム測深

(標準化)

【出来形測量】
(従前)旗入れによる掘削箇所

確認
(ICT) GPS施工管理装置による

掘削箇所可視化

(従前)シングルビーム測深
(ICT) マルチビーム測深

【水路測量(※)】

【各種実施要領等の策定(浚渫工編･令和3年4月改訂版)】
① マルチビームを用いた深浅測量マニュアル ※水路測量に対応

② ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領 ※積算､出来形管理に対応

③ ３次元データを用いた出来形管理要領 ※受注者向け

④ ３次元データを用いた出来形管理の監督･検査要領 ※発注者監督職員向け

⑤ ICT活用工事積算要領

請 負 工 事

(従前)工事終了後別途実施
(ICT) 請負工事

出来形測量成果を活用

水 路 測 量

※海上保安庁が海図や水路通報を
発行するために必要な測量

〇時間・コストの削減
※ICT施工は､ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ測深
を標準化することで､
従来工事終了後に別途
行っていた水路測量を､
工事出来形測量成果を
もって対応可能とした。

〇工事の流れと各種要領等の整備 ICT施工により一本化

グラブ浚渫

3次元測量図 施工状況の可視化

〇３次元データを活用した
電子検査の実施

〇完成状況の可視化
〇出来形数量計算の自動化〇可視化により施工期間短縮

×
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線で海底を計測

シングルビーム測深

面で海底を未測なく計測

マルチビーム測深

｢海洋調査技術マニュアル －深浅測量－((社)海洋調査協会)｣より転載

0m

50m

60m

100m

120m

102m

66m

12
0m

6°
120°

6m

ナローマルチビーム シングルビーム(1素子)

0.5°のビーム240本

(参考)マルチビーム測深とシングルビーム測深の違い

シングルビームマルチビーム※

※マルチビーム(SEABAT8125の場合）

マルチビームよる防波堤(函館港)の
被災状況の可視化
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【ＩＣＴ基礎工】 【ICTﾌﾞﾛｯｸ据付工】 試行工事の実施

【起工測量】 【本工事】

(従前)シングルビーム測深
(ICT) マルチビーム測深

【出来形測量】

(従前)レッド測深や潜水士による
捨石投入･均し状況､ブロッ
ク据付状況の確認

(ICT) GPS施工管理装置､音響式ｿﾅｰ
等による捨石投入･均し状況､
ブロック据付状況の可視化

(従前) シングルビーム､レッド測
深､レベル､スチールテープ
測定

(ICT) マルチビーム測深､
UAV測量(写真､ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅ)等

施工状況の可視化

捨石
（数量算出）

設計
（投入後形状）

マルチビーム測深
（施工前の海底面）

〇マルチビーム測深による面的な
３次元測量

〇３次元測量図による施工数量の
確認

〇可視化による施工期間の短縮､
施工精度の向上､安全性の向上

〇完成状況の可視化
〇３次元ﾃﾞｰﾀを活用した電子検査

の実施
〇出来形数量計算の自動化

〇試行工事の実施(請負工事)
【ICT基礎工】 :(工種) 基礎捨石工 (種別) 捨石投入､捨石均し
【ICTブロック据付工】:(工種) 被覆・根固工､消波工 (種別) ブロック据付



ICT本体工（ケーソン据付工）の標準仕様

仕

様

据付中ケーソンの位置と目標据付位置をリアルタ

イムで可視化する技術を用いて、施工を行う。

導
入
技
術
の
内
容

GNSSまたはトータルステーション、傾斜計、水位
計等により据付中ケーソンの位置・姿勢・注排水
状況を計測し、目標据付位置と据付用の現在位
置（XYZ)を同時に表示して姿勢等を監視しながら、
注排水ポンプ操作の自動制御を含む技術で据付
を行う。

・位置、傾斜計測

・隔室内水位計測

・注排水ポンプ操作

【ICT本体工】 モデル工事の実施
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ケーソン据付システム

• GNSSまたは自動追尾式トータルス
テーション、傾斜計、水位計等により
ケーソンの位置・姿勢・注排水状況を
計測し、目標据付位置と据付中のケー
ソン位置を同時に表示して姿勢等を監
視しながら、注排水ポンプ操作の自動
制御を含む技術で据付を行うシステム

• 据付中のケーソン位置をリアルタイム
に座標値で管理できることで据付精度
や作業効率が向上

• 注排水制御技術により据付中のケー
ソン上で各隔室内水位を人が計測す
ることがなくなることで省人化と安全性
の向上を図ることが可能

• （一社）日本埋立浚渫協会が、H30d完
成工事を対象として協会各社に行った
アンケートでは、約半数が「位置誘導
技術」「注排水制御技術」において機
械化（半自動化）を導入しており、ICT
活用工事の適用技術として標準化を
検討できるレベル 自動据付システムのイメージ

ICT本体工は、ケーソン据付を対象として、昨年度（令和元年度）にモデル工事の実
施を目的とした標準仕様と積算要領を策定し、令和２年度よりモデル工事を実施中。



検討内容現 状

主な取組 【ICT浚渫工】
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○ マルチビームソナーによる海底の地形測量において、①船上で取得した測量データをクラウドサー
バに送信し、クラウド上で自動ノイズ処理することにより、リアルタイムかつ遠隔での水中可視化、
②収録済データを、半自動かつ高速にクラウド上で後処理することにより、内業を省力化して出来
形確認を可能とする技術を開発する。

○ 5G通信やクラウド上でのAIによる自動ノイズ処理を導入し、更なる迅速化・精緻化を図る。

■ 「マルチビームデータクラウド処理システム」の構築

事務所等

船上処理
〇3次元測深データの処

理・送信
〇3次元測深データ

の取得

事務所等

手動処理

○データの読み込み、
選別

○点群データ作成
○ノイズ除去
○図面作成

帰港後

約1週間
半自動・高速

測量結果の確認に約１週間
手動によるノイズ除去、図面
作成に多大な時間と労力
出来形不足・手戻りの発生に
備え作業員や機材を拘束

測量結果の確認がリアルタイム
クラウド・AIによる自動ノイズ処理、
自動図化
出来形のリアルタイム確認により
作業員や機材の拘束が解消

マルチビームソナー

クラウド
サーバ

クラウド処理
①測深データのリア

ルタイム表示
②・AIによるリアルタ

イムノイズ除去
・自動図化

マルチビームソナー②

約1秒の遅延
で可視化

約370m2分の測量データ
を1時間で図化



○ 従来、水中部における捨石均しの出来形確認は、水中水準装置などにより点的なデータでしか評価できな
かったが、音響測深機の導入により面的な情報を得ることができることとなった。

○ この面的データを活用することにより、施工や出来形確認の効率化が期待できるほか、高精度な施工管理
が可能となる。

○ このため、基礎捨石工において音響測深機を用いた測量方法や出来形管理に関する基準類の整備を行う
とともに、施工や検査において、計測精度や作業時間短縮効果の検証を行う。

３次元測量による出来形管理の基準整備
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Before After

測量

音響測深機による面的測量や出
来形管理

施工

施工精度の向上及び潜水作業や
検査の省力化が期待出来る。

施工時の計測データを検査データ
とすることにより検査時の潜水作業
が不要となり、２～３日の工程短縮と
なる。また、安全性の向上にも寄与。

点による数値データによる出来形管理
水中水準装置による点的な測量

熟練の技が求められる施工

音響測深機による面的な測量

面的な測量データを活用した施工

面による可視化データによる出来形管理

測量
水中水準装置等による10m

メッシュの測量や出来形管理

施工：

捨石均し作業は潜水作業のた
め危険を伴う。また、捨石投入
にも熟練の技が要求され、投入
に偏りがあると均し作業の手間
に影響する。

ケーソン

捨石

海底地盤

捨石



ICT機器を用いた出来形測量等に関する検討
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基礎工の出来形管理基準値（一部）

種別 天端高 天端幅

捨石本均し ±5cm -10cm

捨石荒均し ±50cm -10cm 従来方式（潜水士）による出来形測量

＜基礎工の概要＞

ケーソン

基礎工

地盤

基礎工の位置（防波堤）

GNSS
（衛星測位システム）

マルチビームソナー

マルチビームによる出来形測量

⇒課題の明確化、具体的な対応策の検討の方向性 等＜現地試験＞

比
較
・
検
証

〇 ICT基礎工における出来形計測（本均し・荒均し）へのマルチビーム測深機の適用においては、現行
の管理基準値に対する機器の計測性能や、取得データの解析時間等が課題となっている。

〇 このため、生産性向上の観点から、ICT基礎工の出来形測量に係る課題を明確にし、具体的な対応
策の検討の方向性等を見出すことを目的として、マルチビームによるICT基礎工の出来形測量等
（現地試験）を実施し、従来測量方法と比較等による検証を行う。

■ ICT基礎工の出来形計測方法（本均し・荒均し）の検討

令和２年度
国土技術政策総合研究所等において、

• 現行の本均しの出来形管理基準±5㎝を、音響測深機器による面的測量に適用する
ことの妥当性（現行の管理基準の適用性 等）

• マルチビームに適した新たな出来形管理手法(面的データによる出来形基準 等)

• 新たな計測機器・手法（水中据付型音響測深機の活用 等）

などを、現地試験や検討会などで比較・検証を実施

令和３年度
検討結果を踏まえた、
具体的な対応策と実現に向け
た検討を予定



衛星測位を活用した高精度の遠隔操作・自動化水中施工システムの開発
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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

港湾・海岸工事における潜水士の負担軽減、安全性向上
目指す姿

概要

〇準天頂衛星を含む衛星測位（RTK-GNSS測位システム）と音波による水中測位技術と水中施工機械の遠隔操作技
術を組み合わせることにより、海象条件によらず利用可能な高精度の遠隔操作・自動化水中施工システムを開発する。
〇高精度の遠隔操作・自動化水中システムの活用により、水中施工の遠隔化・無人化を実現する。

水中施工機械等の位置を高精度かつリアルタイムに測定する技術の開発 社会実装への移行

Before
潜水士による水中施工 水中施工の遠隔化・無人化

▶ 海象条件が悪い日は、潜水士による水中施工は不可
▶ 水中での測位精度が低いため、水中施工機械の操作には潜水士が必要

衛星と水中音波による測位技
術を組み合わせることで、水中
施工機械の位置を高精度かつ
リアルタイムに測定

衛星測位

技術開発成果のイメージ

水中施工機械等を表示したモニターにより、
船上で遠隔操作が可能に

After

潜水士：施工精度の確認

丁張り（水糸）

現状の水中施工機械導入
（沖縄等濁りの無い海域のみ可能）
※潜水士が必要

▶ 水中施工機械の遠隔化・無人化により海象条件に左右されない水中施工を実現
▶ 遠隔化・ 無人化による潜水士の負担軽減、安全性の向上

潜水士：
施工機械の操作

潜水士の目視により、
施工精度を確保

水中音波に
よる測位

水中施工機械の遠隔操作技術の開発



主な取組 【潜水作業の向上】
■ ICTを活用した潜水作業の検討 （水中ソナー等を用いた潜水作業)

実施時期 ： 令和３年度～
目的・効果 ： 潜水作業の効率化、安全性向上、担い手育成
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工 種 作 業 名 称 潜水装備品 

構造物撤去工 消波ブロック撤去作業 
ダイブコンピュータ 

船上モニタ 

CCD カメラ 

緊急浮上用ボンベ 

基礎工 捨石荒均し作業 

被覆工 被覆石均し作業、袋詰め雑石据付作業 

裏込工 防砂シート敷設作業 

消波工 消波ブロック据付作業 

・ 新門司Ⅱ期事業における潜水作業におい
て、施工の効率化や安全性向上を目的に
ICT潜水を実施。

具体的には以下の作業において、潜水士
がダイブコンピュータ、船上モニタ、CCDカ
メラ、緊急浮上用ボンベを装備して作業を
行い、船上より潜水作業の可視化や潜水
士の健康状態を把握することで施工の効
率化や安全性の向上に寄与。

■ ICT潜水による工事の実施

実施時期：令和２年度～
目的・効果：潜水作業の効率化、安全性向上、担い手育成



主な取組 【ICT活用工事の普及・拡大】
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○ ICT活用工事の港湾空港関係工事のほとんどは大規模な工事に活用されており､中小規模の
工事での活用は稀な状況である。

○ ICT活用工事の受注機会の少ない中小規模の工事に､ICT施工の中でも比較的導入しやすく他
工事への適用に関しても汎用性の高い遠隔臨場とデジタル工事写真の小黒板情報電子化およ
び電子検査を完全実施することで中小クラスのICT施工スキル向上の一助を目指す。

■ 「港湾空港関係中小企業向けICT活用施工管理モデル工事」の実施

【対象工事】

• 分任官の港湾､海岸工事の中から各地方整備局等が当該モデル工事の対象とした工事

• 原則１件/局以上実施

【試行内容】

① 当該工事の共通仕様書にもとづくすべての材料検査､施工状況検査および立会を原則すべて遠隔臨場で実施す
る

② 工事内の写真管理をデジタル工事･業務写真の小黒板情報電子化を用いて管理する

③ 電子検査をオンライン検査、またはオフライン検査にて実施する

→ 上記､①～③の実施を確認出来た工事に対して､工事成績評定の｢創意工夫のその他にて『デジタル施工管理モ
デル工事を適切に実施した』としてチェックをする｣

①遠隔臨場①遠隔臨場 ②小黒板情報電子化②小黒板情報電子化

①～③のすべてを実施→工事成績点で加点

③電子検査③電子検査



主な取組 【ICT活用工事の普及・拡大】
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○ ICT活用工事の中小企業への拡大に向け、ICT建設機械・船舶を用いない簡易型
ICT活用工事の導入を検討する （令和4年度中での導入を目指す）。

3次元設計
データ作成

3次元
起工測量

ICT建設機械・船舶
による施工

3次元出来形管理等
の施工管理

3次元データ
の納品

【簡易型ICT活用工事（３次元データの部分的活用）】

〇 起工測量から電子納品の各段階で３次元データの部分的な活用を認める簡易型ICT活用工事を導入。

※面管理、断面管理のいずれも選択可
※ただし、経費に計上するのは面管理を行った場合のみ
※活用部分を基準に則り納品

ICT活用必須実施項目 選択項目

【ICT活用工事】

○ 起工測量から電子納品までの全ての
段階で 3次元データ活用が必須

〇 工事成績で加点・経費を変更計上

【簡易型ICT活用工事】

○ 起工測量から電子納品の一部の段階で3次元
データ活用を選択することが可能

※ ただし、3次元設計データ作成、3次元出来形管理等の施工管理お
よび3次元データの納品での活用は必須

〇 工事成績で加点・各段階で変更計上

■ 中小企業向けICT活用工事（簡易型ICT活用工事）の実施(案) （1/2）



ICT浚渫工 ICT基礎工

ICTブロック据付工 ICT海上地盤改良工

主な取組 【ICT活用工事の普及・拡大】
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＜ 「簡易型ICT活用工事」 適用(案)＞ □ ICT必須実施項目（白抜枠は、現時点で未運用）

※「ICT本体工」については、適用外

■ 中小企業向けICT活用工事（簡易型ICT活用工事）の実施(案) （2/2）



BIM/CIM活用業務・工事の検討概要

〇 業務では、令和元年度より、岸壁(桟橋構造)の設計業務をBIM/CIMの原則対象とし､土質調査
業務､岸壁(桟橋構造)以外の構造物の細部設計､実施設計にも積極的に活用｡

〇 工事では、平成30年度に実施されたBIM/CIM活用試行業務等を対象として、BIM/CIMを活用し
た試行工事を実施（施工計画・安全性確認等）。

○ 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）を推進し、令和5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する。
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BIM/CIMモデルによる作業船配置計画

◆ リクワイヤメントの設定

◆ 各種要領の整備 等

◆ BIM/CIM活用業務・工事
の実施

BIM/CIMモデルによる数量算出（上部工)

【令和３年度 要求事項(リクワイヤメント)】

a）契約図書化に向けたBIM/CIMモデルの構築

b）属性情報の付与

c）BIM/CIMモデルによる数量、工事費、工期の
算出

d）BIM/CIMモデルによる効率的な照査の実施

e）施工段階でのBIM/CIMモデルの効果的な
活用

f) その他【業務特性に応じた項目を設定】

BIM/CIMモデルによる照査(取合部の確認）

【BIM/CIMの活用例】

BIM/CIM原則適用
（～令和5年度）



港湾における「令和4年度 BIM/CIM活用業務・工事のﾘｸﾜｲﾔﾒﾝﾄ(案)」

項 目

① 可視化による設計選択肢の調査（配置計画案の比較等）

② リスクに関するシミュレーション（地質、近接物への影響等）

③ 対外説明（関係者協議、住民説明、広報等）

④ 概算工事費の算出（工区割りによる分割を考慮）

⑤ ４Dモデルによる施工計画等の検討

⑥ 複数業務・工事を統合した工程管理および情報共有

⑦ 既存地形及び地物の3次元データ作成 （※測量業務に適用）

項 目

① 契約図書化に向けたBIM/CIMモデルの構築

② 属性情報の付与

③ BIM/CIMモデルによる数量、工事費、工期の算出

④ BIM/CIMモデルによる効率的な照査の実施

⑤ 施工段階でのBIM/CIMモデルの効果的な活用

⑥ その他【業務特性に応じた項目を設定】

R3d 要求事項（リクワイヤメント） 【業務・工事共通】

R4d 要求事項（リクワイヤメント） 【業務】

項 目

① BIM/CIMを活用した施工計画の検討

② BIM/CIMを活用した監督・検査の効率化

③ BIM/CIMを活用した変更協議等の省力化

④ リスクに関するシミュレーション（地質、近接物への影響等）

⑤ 対外説明（関係者協議、住民説明、広報等）

R4d 要求事項（リクワイヤメント） 【工事】

〇 リクワイヤメントとは、発注者から受注者に対する「要求事項」。
〇 令和３年度までは、「①円滑な事業執行」「②基準要領等の改定に向けた課題抽出」の目的で設定。
〇 令和４年度からは、①に限定することとし、発注時には実施内容に合わせて「実施目的」を示す運用とする。
〇 ②のために必要な検討については別途実施。

※ ６項目のうち原則３項目以上を設定し実施（必須項目）｡
ただし､現場条件等により３項目設定での実施が難しい場合は
２項目でも可｡
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※業務・工事ともに、リクワイヤメントはいずれも選択式｡



＜業務＞
〇 リクワイヤメントはいずれも選択式（※任意適用）。
〇 細部・実施設計のBIM/CIM適用では「3次元モデル成果物作成要領（港湾編）」の適用を必須とし、以下は追加分。

港湾における「令和4年度 BIM/CIM活用業務・工事のﾘｸﾜｲﾔﾒﾝﾄ(案)」

項目 実施目的（例） 適用が見込まれる場合

① 可視化による設計選択肢の調査
（配置計画案の比較等）

配置計画等の事業計画をBIM/CIMモデルにより可視化し、経
済性、構造性、施工性、環境景観性、維持管理の観点から合
理的に評価・分析することを目的とする。

・地形の起伏が大きい等、地形が複雑で2次元図面のみでは
合理的な評価等が難しい場合

・取り合いが複雑で2次元図面のみでは施工性、景観性等の
評価が難しい場合

② リスクに関するシミュレーション
（地質、近接物への影響等）

地質・土質モデルにより地質・土質上の課題等を容易に把握

することや、統合モデルにより既存施設等の近接物の状況を
立体的に把握することにより、後工程におけるリスクを軽減す
るための対策につなげることを目的とする。

後工程における手戻り（現地不整合等に伴う再検討、クレーム
等による工事中止等）による影響が大きいと考えられる場合

③ 対外説明
（関係者協議、住民説明、広報等）

対外説明において、BIM/CIMモデルにより分かりやすく事業
計画を説明することにより、円滑かつ確実に合意形成を図る
ことを目的とする。

・地形や工事目的物の形状が複雑であり、2次元図面だけでは
完成形状の説明が難しい場合

④ 概算工事費の算出
（工区割りによる分割を考慮）

簡易的なBIM/CIMモデルに概算単価等のコスト情報を紐
付けることで、工区割り範囲の概算工事費を速やかに把握
できることを目的とする。

煩雑な工区割り作業が見込まれる場合

⑤ ４Dモデルによる施工計画等の検討
工事発注時における合理的な工期設定、施工段階におけ
る円滑な受発注者協議等を目的とする。

施工条件が複雑であり、２次元図面のみによる協議等が難し
い場合（バースシフトを順次実施する必要がある等）

⑥ 複数業務・工事を統合した工程管
理および情報共有

複数業務・工事間で共有すべき情報又は引き継ぐべき情報を

関係者間で適切に共有し、迅速かつ確実な合意形成を図るこ
とにより、手戻りなく円滑に事業を実施することを目的とする。

複数業務・工事間の調整事項が多いまたは合意形成を図る
必要性が高い場合

⑦ 既存地形及び地物の3次元データ
作成
（※測量業務に適用）

現況地形の点群データを取得し、3次元データを作成すること
で、後工程の詳細設計に円滑なデータ受け渡しを行うことを
目的とする。

地形が複雑な場合など、3次元的に地形を把握する必要性が
高い場合

R4d 要求事項（リクワイヤメント） 【業務】
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港湾における「令和4年度 BIM/CIM活用業務・工事のﾘｸﾜｲﾔﾒﾝﾄ（案）」

項目 実施目的（例） 適用が見込まれる場合

① BIM/CIMを活用した施工計画の
検討

BIM/CIMを活用した合理的な施工方法や施工手順の検討
や、工期設定等を行うことを目的とする。

必要性が高い場合

② BIM/CIMを活用した監督・検査の
効率化

「ICTの全面的活用」を実施する上での技術基準類を含め

て、BIM/CIMモデルを活用した効率的な監督・検査を行うこ
とを目的とする。

必要性が高い場合

③ BIM/CIMを活用した変更協議等の
省力化

BIM/CIMモデルに変更協議に係る日時、箇所内容等の情
報を検索しやすいように関連付けることによる変更協議の
省力化を目的とする。

変更箇所が多い等により、変更協議に多くの時間を要するこ
とが見込まれる場合

④ リスクに関するシミュレーション
（地質、近接物への影響等）

（※業務と同様） （※業務と同様）

⑤ 対外説明
（関係者協議、住民説明、広報等）

（※業務と同様） （※業務と同様）

＜工事＞
〇 リクワイヤメントはいずれも選択式（※任意適用）。
〇 工事におけるBIM/CIM適用では、「３次元モデル成果物作成要領（港湾編）」にもとづく成果品がある場合、これを用

いた「設計図書の照査」、「属性情報の付与」を必須とする。

R4d 要求事項（リクワイヤメント） 【工事】
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BIM/CIM各種要領の検討（改定・新規策定）

57

BIM/CIM活用試行業務・工事の結果整理・分析（アンケート、取得データ等）

各種要領案等の作成（令和4年度 改定版、策定版）

◆ 現行改定： ・ BIM/CIM活用ガイドライン(案) 第8編 港湾編※

・ BIM/CIMモデル等電子納品要領（案）および同解説 港湾編

・ 令和4年度 BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施報告書(例) 港湾編

◆ 新規策定： ・ ３次元モデル成果物作成要領（案） 港湾編

・ BIM/CIM事例集 ver.1 港湾編

○ 国土交通省の方針を踏まえながら、試行事業結果の整理・分析（アンケート結果、取得データ）
を反映した 現行の各種要領の改定および新規策定を実施。

令和5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 活用への転換の実現

港湾における「令和4年度 BIM/CIM活用業務・工事のリクワイヤメント（案）」

他分野（道路・河川等）におけるBIM/CIMへの取組内容（各種要領等）

※「BIM/CIM活用ガイドライン(案)」全９編中における第８編



検討内容

主な取組 【BIM/CIMを活用した監督・検査の効率化】

クラウド上で3次元データを共有、統合
データ形式の標準化により3次元データの統合が容易。
クラウド上で3次元データをシームレスに引継ぎ。
遠隔での3次元モデルを活用した監督・検査。

調査

測量結果
地盤調査結果

設計

設計モデル

施工

施工記録
出来形情報

維持管理

×

×
×

×

補修履歴
点検履歴

港湾整備BIM/CIMクラウド調査

測量結果
地盤調査結果

設計

設計モデル

施工

施工記録
出来形情報

維持管理

補修履歴
点検履歴

形式の異なるデータを個々に受け渡し
共有すべき3次元データの形式が標準化されていない。
プロセス間、受発注者間、事業者間でのデータ共有に手間と
時間を要する。
書類や現場での接触型の監督・検査

58

○ 港湾整備における3次元データをベースとした受発注者間の情報共有の実現を目的として、クラウ
ドを利用した情報の共有、総合システム「港湾整備BIM/CIMクラウド」を構築する。

○ 調査、設計、施工、維持管理までの3次元データを、各事業者や受発注者間においてクラウド上で
共有するとともに、データ形式を標準化することで、データの統合を容易にする。

○ 統合モデルから、工程管理や品質・出来形管理に必要なデータを抽出し、監督・検査の遠隔化や効
率化を実現する。

■ 港湾整備ＢＩＭ/ＣＩＭクラウドの構築 （1/2）

現 状



主な取組 【BIM/CIMを活用した監督・検査の効率化】
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○ 「横浜港新本牧ふ頭整備事業」では、昨年度（令和２年度）は、地盤改良工（SCP、CDM）を対
象として、出来形・品質管理に係る情報を登録（プロトタイプを構築）。

〇 本年度（令和３年度）は、基礎工、本体工（護岸・岸壁）への工種拡張、監督・検査の試行を行う
とともに、測量調査・設計・施工・維持管理におけるデータ連携を検討。

〇 令和５年度中に、埋立管理ができるようにシステムの拡張を図る。

■ 港湾整備ＢＩＭ/ＣＩＭクラウドの構築 （2/2）

本運用タイプ構築
（基礎工、本体工等への拡張、監督・検査の試行）

測量調査・設計・施工・維持管理におけるデータ連携の検討

令和３年度

プロトタイプ構築
（地盤改良工の出来形・品質管理への対応）

令和２年度



◆ＩＣＴを活用した品質管理業務の効率化の検討

作成データ打替･
加工作業不要

スマートフォンやタブレット
を活用して現場でデータ入力

出来形管理ソフト等

野帳からデータ
転記作業不要

作成データを
（工事書類等）
アップロード

工事帳票管理
システム

○既存のソフトやシステムを組み合わせることで､手作業で行っていたデータ入力､書類

提出等の作業を大幅に効率化｡併せて｢工事書類削減｣等の取組を促進する｡

現場でデータを
アップロード

＜受注者＞ ＜発注者＞

(一社)日本埋立浚渫協会の調査によると､協会理事
各社毎に､情報通信端末(タブレット､スマホ等)を
活用し､施工管理業務の効率化に取り組んでいる｡

※調査対象工事
R01年6月末の同協会理事会社手持工事で､情報直信
端末を使用し電子小黒板などのソフトを導入した
111件

■情報通信端末の導入工事数

｢監督・検査の省力化｣の取組

工事書類の
｢集約等｣による
削減

工事書類の
｢提出抑制｣による

削減

工事書類の
｢二重提出防止｣
の徹底

労働時間の抑制

【具体例】
・工事書類の集約

履行報告書､休日作業願､立会願等､各種提出書類を｢週間工程表｣の１様式に集約。
・工事書類の提出抑制

出来形管理､品質管理の写真撮影頻度の削減｡建退共､安全教育訓練の実施等報告書類
の最小限化｡

・工事書類の二重提出防止
電子納品する工事書類の紙提出の禁止。電子検査の推進｡

◆「工事書類削減｣の取り組み
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「電子小黒板ソフト」を利用した写真・出来形管理の連携による省力化、効率化
【発注者】 国土交通省 北陸地方整備局
【請負者】 五洋・みらい特定建設工事共同企業体
【工事名】 金沢港（南地区）岸壁（-7.5m）（改良）築造工事（その３）

■ 監督・検査の省力化への取組事例【金沢港工事】

②「電子小黒板ソフト」による撮影
（「施工管理ソフト」と同期後、「写真管理ソフト」にて測定値入直→黒板反映）

①出来形管理表を事前に作成
（工種・測点・項目・設計値）

①工種・細別

②測点
③測定項目・設計値

測定値を入力

測定値を入力すれば
黒板に反映される

黒板は「電子小黒板エディタ」
で作成

※情報や図形等を自由にﾚｲｱｳﾄ可能

・ 「施工管理ソフト」と
「写真管理ソフト」
を同期

電子小黒板のメリット

・ 黒板の位置・サイズは自由
に 変更可能

・ 黒板の文字が鮮明
（薄暗い場所・夜間でも有効）

・ 黒板を持つ補助員が不要
・ 黒板を置く場所を選ばない
・ 撮影時の安全性が向上
・ 黒板の雨濡れ、風で倒れる

心配が無用

・ データをドラック＆ドロップすること
で黒板情報を元に自動振分け

⇒通常の約1/2の時間で整理

工種・細別等フォルダ分け

③「施工管理ソフトの機能」による
撮影写真の自動振分

④「施工管理ソフト」と「写真管理ソフト」を同期させ、自動的に出来形管理表の帳票作成
（施工管理ソフトの機能でオリジナルの管理表に貼り付け）

：金沢港(南地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事(その3)

：五洋・みらい特定建設工事共同企業体

：小林　信博

：CMC-5号
単位：cm

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1

+2 +2 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +1 +1 +4 +4 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +1 +1

No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2

Q-132 R-132 S-132 T-132 U-132K-132 L-132 M-132 N-132 O-132 P-132E-132 F-132 G-132 H-132 I-132 J-132A-132 B-132 C-132 D-132

設計値との差 
実測

軸Ｎｏ

U-132O-132 P-132 Q-132 R-132 S-132 T-132I-132 J-132 K-132 L-132 M-132 N-132C-132 D-132 E-132 F-132 G-132 H-132杭番号 A-132 B-132

受　注　者

船　　名

工　事　名

海上地盤改良工　深層混合処理杭打設位置(平面変位量)　出来形管理図表

現場代理人
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許容範囲の50％（+5cm）

許容範囲の50％（-5cm）

許容範囲の80%（+8cm）

許容範囲（+10cm）

設
計

値
と

の
差

(c
m

)

凡例

許容範囲（-10cm）

許容範囲の80%（-8cm）

-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12

許容範囲
( ±10cm )

許容範囲の80%
(±8cm )

許容範囲の50%

(± 5cm )

設計値との差

・ 同期すれば自動的に数値が反映
・ PC入力の手間を削減
・ 手入力によるミスの防止
・ 設計値との差も自動計算

データの割り当ては施工管理ソフトの機能を使用

・ 施工管理ソフトで入力した管
理項目（測点、測定項目、設
計・実測等）をオリジナルの
管理表に割り当て

「監督・検査の省力化」の取組
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主な取組 【遠隔臨場の試行】

62

概要

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

車移動：片道１時間

発注者：臨場確認
受注者：臨場確認効果のイメージ

従来

遠隔臨場

発注者：移動時間を約４０時間削減（立会が２０回の工事の場合）
受注者：立会調整にかかる時間を大幅に削減

（発注者） ・支度時間＋移動時間を削減できるのは大きい
・生産性向上だけでなく、突発事象の対応にも利用できる
・施工現場をリアルタイムで確認できる

（受注者） ・臨場時間等の調整がしやすくなった
・映像記録として残るため、後で再確認できる

受発注者の声

受発注者ともに、前向きな意見が聞かれた

※東北地方整備局、中部地方整備局が実施した試行工事(旧建)より

受注者は、音声
と映像データを
リアルタイムに
配信

※確認実施者が、
現場技術員の場
合は、映像と音声
を記録・保存し、
監督職員に提出

○ 昨年度、他分野にて試行中の「建設現場の遠隔臨場」に準じる形で港湾版の要領を整備し、各地
方整備局等において試行工事を実施し、本年度も継続して実施中。

○ 施工業者へのアンケートにおいて、過半数以上が本試行は有効と回答。

■ 港湾の建設現場における遠隔臨場の試行



〇維持管理段階では､図に示すようなGIS等を情報基盤として､調査､設計､施工の各段階
で作成された､3次元モデル､属性情報等データを一括管理し､関係者間のデータ共有･
活用を図る。

維持管理段階でのBIM/CIMの活用イメージ

【維持管理での活用例】
●維持管理段階で活用する②の各構造物

のCIMモデルは､調査･設計･施工段階で
作成した各構造物のCIMモデル(図の①)
に設計･施工段階で作成された報告書､
図面､工事記録等の維持管理段階に必要
な属性情報を付与して構築する｡

●更に､各構造物のCIMモデル(図の③)に
維持管理段階で作成･更新する点検記録
とともに既存維持管理DB(図の④)の記
録を3次元モデルに紐付け､日常的に情
報の集約･統合を図ることで､維持管理
情報の一元管理とともに資料検索等の
業務効率化が期待できる。

●今後は､点検･診断に関する新たなICTに
よるデータ蓄積､また3次元モデルを活
用したFEM解析､劣化予測等に応用して
いくことで､高度な活用が期待できる｡

管内図をプラットフォームとした維持管理のイメージ
（トンネルCIMモデルの場合）
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ロボットが、短時間に大量
で精細な点検画像を取得

①ﾛﾎﾞｯﾄによる点検記録 ③専門家による診断

専門家による目視・打
音、周辺環境等を踏ま
えた総合的診断

④点検・診断結果の蓄積

3Dﾓﾃﾞﾙ上の正確な位置に、
写真と診断結果を蓄積

②人手での調書作成

ロボットの点検記録か
ら人手で損傷写真を抽
出人手で調書作成

・ロボットの点検等による維持管理の高度化を見据え､3次元的に正確な位置情報を付し
た変状等の記録を3次元モデルを介して蓄積することを目的に､維持管理における点検
結果等に関する3次元データの納品を可能とする｡

・今後､AI等による変状検知機能を組み合わせ､｢人手｣で行っている点検記録写真の整理
等について実現し､格段に効率的な公物管理の実現を目指す｡

ﾎﾟﾘﾗｲﾝ

損傷範囲

策定する主な基準類

3次元成果品納品ﾏﾆｭｱﾙ

写真の位置情報の付与ﾙｰ
ﾙや、視認性確保のための
3次元ﾓﾃﾞﾙ上での表現方法

写真に対する損傷の種類・
位置の表現方法

業務の実施方針

従来手法の点検を
実施したうえで、既
に点検記録としての
性能の確立している
点検ロボットを利用
した点検記録作成を
実施し、3次元データ
で成果品を納品

教師データ
の整備

技術開発

土木技術者による
正しい判断の蓄積

■漏水
■鉄筋露出

将来

AIによる損傷抽出と区分の自動判別

維持管理におけるＩＣＴの活用（橋梁・トンネルの例）
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○港湾構造物のライフサイクルマネジメントの高度化のための点検診断および性能評価
に関する技術開発

海上・海中部の点検診断の効率化に向けた技術開発

×潮汐等による作業時間の制約 ×海中や狭隘箇所などの劣悪環境
×点検診断コストの増加 ×作業による事故の発生 ×作業による岸壁閉鎖

解決すべき課題
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i-Constructionの概要と港湾における取組

66

■ i-Construction概論 (第1節)
• Society5.0実現の概要
• 建設現場における生産性向上の取組の背景
• 国土交通省の取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備における取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備におけるi-Construction及びＤＸのロードマップ
• 主な情報通信用語

■ 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術 (第2節)
• はじめに
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（陸上）
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（水中）
• 施工箇所の可視化・出来形把握
• 施設の維持管理へのＩＣＴ活用

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)
• ICT活用工事に関する各種要領の整備状況一覧

【ＩＣＴ浚渫工】
• マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
• ICT活用工事積算要領（浚渫工編）

【ＩＣＴ基礎工】
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(基礎工編)

【ＩＣＴブロック据付工】
• ３次元データを用いた測量マニュアル（ブロック据付工編）



方針 工種 項目 ～H29d H30d R1d R2d R3d R4d R5d～

Ｉ
Ｃ
Ｔ
浚
渫
工
の
推
進

浚渫工

測量
設計

施工

要領
基準

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
事
業
の
拡
大

測量・設計

基礎工
（捨石投入）

ﾌﾞﾛｯｸ据付工
（被覆・根固・消波）

施工

要領
基準

本体工
（ｹｰｿﾝ式）

施工

要領
基準

海上地盤改良工
（床掘工・置換工）

施工

要領
基準

その他工種 ｰ
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○試行工事
（測量のみ）の実施

○試行工事
（測量のみ）の実施

○モデル工事
（施工ICT化）の実施

・3次元ﾃﾞー ﾀ活用、
施工状況の可視化

○モデル工事
（施工ICT化）の実施

・3次元ﾃﾞー ﾀ活用、
施工状況の可視化

○モデル工事の実施
に向けた検討

・ｹｰｿﾝ据付ｼｽﾃﾑの
標準仕様

○モデル工事の実施
に向けた検討

・ｹｰｿﾝ据付ｼｽﾃﾑの
標準仕様

○各種要領の
整備・検証・改定

・測量ﾏﾆｭｱﾙ
・数量算出
・出来形管理
・監督・検査
・積算（測量のみ）

○各種要領の
整備・検証・改定

・測量ﾏﾆｭｱﾙ
・数量算出
・出来形管理
・監督・検査
・積算（測量のみ）

（黒字：計画と同じ、 赤字：新規実施）

○ i-Constructionの推進による効率化
・現場が求める技術課題を､現場で実証しながら適用性を評価し、港湾事業への適用技術として標準化

○モデル工事の実施
・適用技術（可視化等）の検討、効果の検証
○モデル工事の実施
・適用技術（可視化等）の検討、効果の検証

○各種要領の検討・整備
・数量算出(基礎工)
・完成形状確認(ﾌﾞﾛｯｸ据付工)
・積算要領 ・実施要領

○各種要領の検討・整備
・数量算出(基礎工)
・完成形状確認(ﾌﾞﾛｯｸ据付工)
・積算要領 ・実施要領

○各種要領の整備
・積算要領
○各種要領の整備
・積算要領

○先行工事の実施
・九州地整(新門司）
○先行工事の実施
・九州地整(新門司）

○各種要領の整備
・素案（九州地整版）
○各種要領の整備
・素案（九州地整版）

○マルチビームを活用した深浅測量の本格運用 ・取得データ解析の迅速化等○マルチビームを活用した深浅測量の本格運用 ・取得データ解析の迅速化等○マルチビームを活用した深浅測量の本格運用○マルチビームを活用した深浅測量の本格運用

○ICT浚渫工（測量のみ）の本格運用
・WTO・A等級は、「発注者指定型」
・B・C等級は、「施工者希望型」

○ICT浚渫工（測量のみ）の本格運用
・WTO・A等級は、「発注者指定型」
・B・C等級は、「施工者希望型」

○ICT浚渫工の各種要領の検証・改定

・測量マニュアル、数量算出要領、出来形管理要領、出来形管理の監督検査要領
・積算要領
・実施要領

○ICT浚渫工の各種要領の検証・改定

・測量マニュアル、数量算出要領、出来形管理要領、出来形管理の監督検査要領
・積算要領
・実施要領

○各種要領の整備・検証・改定
・測量ﾏﾆｭｱﾙ
・数量算出
・出来形管理
・監督・検査
・積算（測量のみ、施工部分）

○各種要領の整備・検証・改定
・測量ﾏﾆｭｱﾙ
・数量算出
・出来形管理
・監督・検査
・積算（測量のみ、施工部分）

○試行工事の実施
・施工中や出来形計測における適用技術の検討、施工履歴の活用 等
○試行工事の実施
・施工中や出来形計測における適用技術の検討、施工履歴の活用 等

○マルチビームを活用した深浅測量の本格運用（取得データ解析の迅速化 等）○マルチビームを活用した深浅測量の本格運用（取得データ解析の迅速化 等）

○各種要領の検証・改定、検討・整備
・数量算出（基礎工） ・完成形状確認（ﾌﾞﾛｯｸ据付工） ・積算 ・実施
・測量ﾏﾆｭｱﾙ ・数量算出（ﾌﾞﾛｯｸ据付工） ・出来形管理 ・監督・検査

○各種要領の検証・改定、検討・整備
・数量算出（基礎工） ・完成形状確認（ﾌﾞﾛｯｸ据付工） ・積算 ・実施
・測量ﾏﾆｭｱﾙ ・数量算出（ﾌﾞﾛｯｸ据付工） ・出来形管理 ・監督・検査

○モデル工事の実施
・ｹｰｿﾝ据付ｼｽﾃﾑ（技術的課題の検証） 等
○モデル工事の実施
・ｹｰｿﾝ据付ｼｽﾃﾑ（技術的課題の検証） 等

○各種要領の検証・改
定

○各種要領の検証・改
定

○試行工事の実施
・ｹｰｿﾝ据付ｼｽﾃﾑ：技術
的課題の検証等

○試行工事の実施
・ｹｰｿﾝ据付ｼｽﾃﾑ：技術
的課題の検証等

○ICT浚渫工（施工ICT化）の本格運用

・取得データ解析の迅速化 ・測量成果資料の統合・簡素化
・施工中における適用技術の検討 ・施工履歴の活用 ・施工の自動化等

○ICT浚渫工（施工ICT化）の本格運用

・取得データ解析の迅速化 ・測量成果資料の統合・簡素化
・施工中における適用技術の検討 ・施工履歴の活用 ・施工の自動化等○試行工事

（施工ICT化）の実施
○試行工事

（施工ICT化）の実施

○ICT基礎工・ﾌﾞﾛｯｸ据
付工の本格運用

○ICT基礎工・ﾌﾞﾛｯｸ据
付工の本格運用

○各種要領
の検証・改定

○各種要領
の検証・改定

○各種要領の整備
・全国版への展開
○各種要領の整備
・全国版への展開 ○各種要領の検証・改定、検討・整備○各種要領の検証・改定、検討・整備

○先行工事の結果の
検証

○先行工事の結果の
検証

○モデル工事の実施
・施工中や出来形計測の適用技術の検討、
施工履歴の活用 等

○モデル工事の実施
・施工中や出来形計測の適用技術の検討、
施工履歴の活用 等

○ICT海上地盤改良工
（床掘・置換工）の
本格運用

○ICT海上地盤改良工
（床掘・置換工）の
本格運用

○各種要領
の検証・改定

○各種要領
の検証・改定

○工種等に限定せず､現場で実証しながら、標準化を検討○工種等に限定せず､現場で実証しながら、標準化を検討

○各種要領の検証・改定、検討・整備
・積算、実施要領（改定）
・出来形管理、監督・検査要領（整備）

○各種要領の検証・改定、検討・整備
・積算、実施要領（改定）
・出来形管理、監督・検査要領（整備）

港湾におけるi-Construction推進に向けたロードマップ(案)(1/2)



方 針 項目 ～H29d H30d R1d R2d R3d R4d R5d～

BIM/CIMの活用

設計

施工

維持
管理

要領
基準

監督・検査の省力化

その他
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○先行業務の実施
・近畿地整(杭式桟橋)
○先行業務の実施
・近畿地整(杭式桟橋)

（黒字：計画と同じ、 赤字：新規実施）

○各種要領
の検討・整備

・素案（近畿地整版）

○各種要領
の検討・整備

・素案（近畿地整版）

○各種要領(港湾編)
の検討・整備

・CIM導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ案

・CIM事業における
成果品作成の
手引き案

・CIM実施計画書(例) 
・実施要領

○各種要領(港湾編)
の検討・整備

・CIM導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ案

・CIM事業における
成果品作成の
手引き案

・CIM実施計画書(例) 
・実施要領

○BIM/CIMの本格運用
・小規模を除く全ての
公共工事で原則適用

○BIM/CIMの本格運用
・小規模を除く全ての
公共工事で原則適用

○BIM/CIM活用業務・工事の拡大○BIM/CIM活用業務・工事の拡大○試行業務の実施
・桟橋構造岸壁の
原則対象

○試行業務の実施
・桟橋構造岸壁の
原則対象

○試行業務の実施○試行業務の実施

○先行工事の実施
・近畿地整(杭式桟橋)
○先行工事の実施
・近畿地整(杭式桟橋)

○試行工事の実施○試行工事の実施

○各種要領(港湾編)
の検証・改定、

検討・整備

・導入ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ(改定版)
・BIM/CIMモデル等
電子納品要領案

および同解説
・3次元モデル表記
標準案(構造物)

・実施要領（改定版）
・積算要領

○各種要領(港湾編)
の検証・改定、

検討・整備

・導入ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ(改定版)
・BIM/CIMモデル等
電子納品要領案

および同解説
・3次元モデル表記
標準案(構造物)

・実施要領（改定版）
・積算要領

○各種要領(港湾編)の
検証・改定、検討・整備

○各種要領(港湾編)の
検証・改定、検討・整備

○研修会・説明会の実施
・「ICT浚渫工説明会」の実施
（各種要領の整備局向け

の説明会）

○研修会・説明会の実施
・「i-Construction担当者実務コース」の実施

（基礎知識習得等を目的とした整備局や自治体等

の実務担当者向けの研修会）

○i-Construction 大賞の創設
・建設現場の生産性向上に係る優れた取組を表彰（人材育成意欲の促進： 年々対象を拡大）

○港湾におけるi-Construction の推進を図るための取組を実施

○工事書類の簡素化・削減

・試行工事（共通仕様書の
見直し等)の実施

・削減効果の分析・検証

○工事書類作成の効率化

・施工管理システム（写真管理、出来形・
品質管理システム）の導入・連携の促進

○施工管理・監督検査へのICT･BIM/CIMの活用
・クラウド等を活用した情報プラットフォーム構築
による施工情報の共有化・一元化

○監督・検査の省力化
・ウェアラブルカメラ等を活用した遠隔検査
（要領の作成、試行工事の実施・効果の検証 等）

○規格化・標準化された部材の活用
・「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の改定
(「ICT活用や規格化・標準化された部材の活用等

による生産性の向上にも配慮することが望ましい」
と新たに規定）

○平準化や働き方改革に
向けた取組み

・平準化国債､ゼロ国債の活用

・工程提示型、荒天ﾘｽｸ精算型、
休日確保評価型の試行

○ i-Constructionの推進による効率化
・現場が求める技術課題を､現場で実証しながら適用性を評価し、港湾事業への適用技術として標準化

人材の育成、
全体最適の導入、

施工時期の平準化 等

○監督・検査の省力化のための取組を実施

・リクワイヤメントの見直し

「①円滑な事業執行」
に限定し、実施内容に合わせて「実施目的」を示す運用に
見直し

・ リクワイヤメントの設定

「①円滑な事業執行」
「②基準要領等の改定に向けた
課題抽出」
の目的で、６,項目設定し
原則３項目以上を選定

○各種要領(港湾編)
の検証・改定、

検討・整備
・BIM/CIM活用ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ案
・BIM/CIMモデル等
電子納品要領案および
同解説（改定版）

・3次元モデル成果物
作成要領案

・BIM/CIM事例集
・積算要領（改定版）

・実施要領（改定版)

○各種要領(港湾編)
の検証・改定、

検討・整備
・BIM/CIM活用ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ案
・BIM/CIMモデル等
電子納品要領案および
同解説（改定版）

・3次元モデル成果物
作成要領案

・BIM/CIM事例集
・積算要領（改定版）

・実施要領（改定版)

○各種要領(港湾編)
の検証・改定、

検討・整備

・BIM/CIM活用ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ案
・BIM/CIMモデル等
電子納品要領案

および同解説（改定版）
・積算要領（改定版）
・実施要領（改定版)

○各種要領(港湾編)
の検証・改定、

検討・整備

・BIM/CIM活用ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ案
・BIM/CIMモデル等
電子納品要領案

および同解説（改定版）
・積算要領（改定版）
・実施要領（改定版)

○教材・研修資料の整備
・ ICT施工やBIM/CIMに関

する受発注者双方の技術

力向上を目的とした資料
を作成

◯維持管理への活用検討◯維持管理への活用検討

港湾におけるi-Construction推進に向けたロードマップ(案)(1/2)



受発注者への教育・研修資料の整備
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○ 本年度、港湾分野におけるICT施工やBIM/CIMに関する受発注者双方の技術力向
上を目的とした資料（教材、研修資料）を作成。

〇 来年度より、作成した資料を使用して、ICT施工やBIM/CIMの普及拡大・知見を深め
るため、各地方整備局を中心として、定期的に研修や現場見学会等の実施を予定。

◆ 「ICT施工 （港湾分野）」 教材・研修資料(案)

• 現在運用されている港湾でのICT活用工事の各種要領に準じて取りまとめ。
（ICT浚渫工、ICT基礎工、ICTブロック据付工、ICT海上地盤改良工）

• 本年度は、ICT活用工事の基礎的な知識習得のため、測量・設計・監督検査までの各プロセ
スの全般的な学習内容を「基礎編」として取りまとめ。

• 来年度以降、より実践化した知識習得のため、基礎編の個別事項をより重点化した「実践
編」の作成に取組む予定。

◆ 「BIM/CIM （港湾分野）」 教材・研修資料(案)

• 国土交通省がBIM/CIMポータルサイトで公開している「BIM/CIM研修テキスト」を基本として、
取りまとめ。

• 本年度は、「BIM/CIM研修テキスト」のうち、他分野の事例等で構成されている「３．BIM/CIM
の利活用体系（初級編）」について、港湾でのBIM/CIM活用業務・工事の事例を用いて取りま
とめ（入門編については、「BIM/CIM研修テキスト」を準用）。

- 69
-



受発注者への教育・研修資料の整備
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■ICT施工（港湾分野）教材・研修資料(案)

＜基礎編＞

第１節 i-Construction概論

• Society5.0実現の概要

• 建設現場における生産性向上の取組の背景

• 国土交通省の取組（i-ConstructionおよびDX他）

• 港湾整備における取組（i-ConstructionおよびDX他）

• 港湾整備におけるi-ConstructionおよびＤＸのロードマップ

• 主な情報通信用語

• その他

第２節 港湾分野に適用可能なICT活用技術

• はじめに

• 港湾分野に適用可能なICT活用技術（陸上）

• 港湾分野に適用可能なICT活用技術（水中）

• 施工箇所の可視化・出来形把握

• 施設の維持管理へのICT活用

• その他

第３節 ICT活用工事に関する各種要領

【ICT浚渫工】

• マルチビームを用いた深浅測量マニュアル(浚渫工編)

• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(浚渫工編)

• ３次元データを用いた出来形管理要領(浚渫工編)

• ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領(浚渫工編)

【ICT基礎工】

• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(基礎工編)

【ICTブロック据付工】

• ICT機器を用いた測量マニュアル（ブロック据付工編）

【ICT海上地盤改良工】

• マルチビームを用いた深浅測量マニュアル(海上地盤改良工：床掘置換工編)

• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)

• ３次元データを用いた出来形管理要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)

• ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)

第４節 UAV（ドローン）による３次元データ取得

• UAV（ドローン）による作業区分および順序

• グリーンレーザドローンの特徴と計測例

• その他

第５節 マルチビームを用いた深浅測量

• 海底地形を面的・詳細に計測するスワス測深

• 深浅測量の工程別作業区分および順序

• マルチビーム測深機器等の操作

• 各機器の設定および各種補正データの確認

• その他

第６節 ICT測量（水路測量）の事例

• ３次元設計データと出来形評価用点群データ

• 出来形測量鳥瞰図

• 水路測量_拡大航跡図

• 水路測量_拡大水深図

• その他

第７節 ICT活用工事の実例

• ICT浚渫工

• ICT基礎工

• ICTブロック据付工

• ICT本体工

第８節 ICT活用工事の監督、検査のポイント

• ICT活用工事の流れ

• 概要

• 機器・ソフトウェア等の選定・調達

• 施工計画

• 工事の基準点および基準面等

• 起工測量

• ３次元設計データの作成時の実務内容

• 設計図書の照査

• 出来形管理

• 電子成果品等の作成

• .検査

第９節 測量・調査方法の新たな動き

• マルチビーム測量CUBE処理の海上保安庁の対応

• マルチビーム測量データの効率的ノイズ処理

• 測量等への衛星画像活用のイメージ

• その他

＜実践編＞ 来年度以降作成予定

※基礎編を参考に重点化

第３節 各種要領

第７節 ICT活用事例

第８節 監査、検査 など

【ＩＣＴ本体工】
ICT機器を用いた出来形管理要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）
（令和４年４月版)(案）

ICT機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（本体工：ケーソン据付工編）
（モデル工事用） （令和４年４月版） (案)

- 70
-



第５節 マルチビームを用いた深浅測量 (抜粋）

受発注者への教育・研修資料の整備
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■ICT施工（港湾分野）教材・研修資料(案) （2/3）



第８節 ICT活用工事の監督、検査のポイント（抜粋）

受発注者への教育・研修資料の整備
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■ICT施工（港湾分野）教材・研修資料(案) （3/3）



「BIM/CIM」研修資料例 （道路・河川分野）

【資料名】 BIM/CIM研修テキスト

【概 要】 令和２年度において、「BIM/CIM教育要領（案）」に準じて作成された入門編、初級編
の受発注者共通項目に関する研修テキスト

受発注者への教育・研修資料の整備
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■「BIM/CIM （港湾分野）」 教材・研修資料(案) （1/2）

○BIM/CIMポータルサイト（研修コンテンツ http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimtraining.html

３．BIM/CIMの利活用の体系（ 港湾分野）

（1）公共調達

a）発注準備（BIM/CIM活用項目の検討）

b）業務・工事の公示

c）選定と評評価

（2）プロセス監理

a）BIM/CIM活用に関する事前協議

b）BIM/CIM実施計画書

c）段階確認

d）BIM/CIM実施報告書

e）BIM/CIM成果品の受領と検査

（3）測量および地質・土質調査

a）測量、地質・土質調査におけるBIM/CIM活用目的

b）測量成果（3次元データ）作成

c）地質・土質モデル作成

（4）設計

a）設計におけるBIM/CIM活用目的

b）関係者間での情報連携

c）CIMモデルによる数量・工事費・工期の算出

d）CIMモデルによる効果的な照査の実施

（5）施工

a）施工におけるBIM/CIM活用目的

b）CIMモデルによる効果的な照査の実施

（6）維持管理

a）維持管理におけるBIM/CIM活用目的

b）維持管理におけるBIM/CIM活用方法

港湾分野にも適用
（資料を活用）



３．BIM/CIMの利活用の体系（港湾分野） (抜粋）

受発注者への教育・研修資料の整備
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■BIM/CIM （港湾分野）」 教材・研修資料(案) （2/2）



本日のポイント

〇 ICT施工、DXを推進。BIM/CIMは2023年度までに原則適用

〇 ３次元測量により、水中の出来形確認は「点」から「面」へ
〇 技術革新に従って基準・要領も改定。監督・検査のあり方も変わる。
〇 ３次元データの共有、統合を円滑に（調査→設計→施工→維持管理）

⇒ 一見かっこよさそうだが、手間なだけでは？ 何がメリットか？
〇 ３次元データの一元化（属性情報を含む）、将来における維持管理業

務での活用、日々の工事記録を施工者がBIM/CIM（３次元モデル）に

登録することで、監督・検査が遠隔でも実施可能となるなど、受発注
者ともに業務の効率化・軽減が図れなければ、導入する意味はない。

〇 一連の建設生産システムの効率化・高度化を図ることが目的。

一般的に設計・施工は長くても10年、維持管理は50年。将来に亘り
関係者にとって何が必要なのかを明確にする必要がある。

○ 港湾分野におけるICT施工やBIM/CIMに関する受発注者双方の技術力向上

を目的とした資料（教材、研修資料）を作成。
〇 作成した資料を使用し、ICT施工やBIM/CIMの普及拡大・知見を深めるため、

各地方整備局を中心として、定期的に研修や現場見学会等の実施を予定。
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i-Constructionが目指すもの

単なる
コスト縮減

少ない技術者でも
良いものを作れる仕組みづくり

コンピュータや機械が出来ることはコンピュータに任
せ､人がやらなければならない事に時間を割けるように
すること｡
例えば
現場での問題点の解決や改善､交渉毎や技術開発

i-Constructionにより港湾工事の現場での生産性向上を通じて働き方を変える｡
・書類の作成に追われる日々から決別する
・現場に出て､人の判断や想像力が必要な仕事に時間を割く
・残業を無くし人間らしい生活がおくれる職場にする

魅力ある港湾工事現場を作ることで、若者が興味を持つ職場に変える！

最後に
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i-Constructionの概要と港湾における取組

77

■ i-Construction概論 (第1節)
• Society5.0実現の概要
• 建設現場における生産性向上の取組の背景
• 国土交通省の取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備における取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備におけるi-Construction及びＤＸのロードマップ
• 主な情報通信用語

■ 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術 (第2節)
• はじめに
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（陸上）
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（水中）
• 施工箇所の可視化・出来形把握
• 施設の維持管理へのＩＣＴ活用

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)
• ICT活用工事に関する各種要領の整備状況一覧

【ＩＣＴ浚渫工】
• マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
• ICT活用工事積算要領（浚渫工編）

【ＩＣＴ基礎工】
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(基礎工編)

【ＩＣＴブロック据付工】
• ３次元データを用いた測量マニュアル（ブロック据付工編）



i-Construction概論（主な情報通信用語）
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用　　語 用　　語　　解　　説

アクセシビリティ
情報通信分野においては、高齢者や障害者等、ハンディを持つ人にとって、情報やウェブサービス、ソフトウェア等が円滑に利用で
きることを意味する。

アクセラレーター 既にある企業の成長を加速することを目的として、資金投資やノウハウなどのサポートをする組織。

中央銀行や政府機関によって発行された通貨でないが、取引、貯金、送金等に使用可能な、通貨価値をデジタルで表現したもの。

資金決済に関する法律（平成21年法律第59号）第２条第５項においては、以下のように定義されている。

① 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用す
ることができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法
により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。）であって、電子情報処理
組織を用いて移転することができるもの

② 不特定の者を相手方として①と相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転すること
ができるもの

ウェアラブル端末
腕や頭部などの身体に装着して利用する情報端末のこと。デバイスに搭載されたセンサーを通じて装着している人の生体情報を
取得・送信し、クラウド上で解析しフィードバックすることで、フィットネスやヘルスケア分野などでの活用が期待されている。また、ス
マートフォンと連携してのハンズフリーでのアプリ操作や、産業分野での作業支援などにも使われ始めている。

エッジ・コンピューティング
従来のクラウド・コンピューティングを、ネットワークのエッジ（通信ネットワークの末端に当たる、外部のネットワークとの境界や、端
末などが接続された領域）にまで拡張し、物理的にエンドユーザーの近くに分散配置するという概念である。

オープンイノベーション
企業、大学、研究機関、行政機関など様々な主体が、自前主義でなく、外部との連携により、研究開発能力、技術的知見、人的資
源、資金等を組み合わせ、効率的・効果的にイノベーションを創出する取組。

オープンデータ

国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配
布等）できるよう、①営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの、②機械判読に適したもの、③無償
で利用できるもの、といういずれの項目にも該当する形で公開されたデータのこと。（「オープンデータ基本指針」（平成29年５月30
日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定））

オープンデータ官民ラウンド
テーブル

民間ニーズに即したオープンデータの取組や民間データとの組合せを含めた活用を促進することで、データの価値向上と多様な
サービスの出現に貢献することを目的として、データ活用を希望する国民や民間企業等と、データを保有する府省庁等が直接対話
する場のこと。平成30年１月から開催されている。

オープンデータ・バイ・デザイ
ン

行政が保有するデータについて、オープンデータを前提として情報システムや業務プロセス全体の企画、整備及び運用を行うこと。

海事生産性革命

(i-Shipping)

政府CIOポータル（Government Chief  Informati on Off icers ' Porta l , Japan）標準ガイドライン群から引用修正

ITを利活用して船舶の設計から建造、運航に至るまでの全てのフェーズにおいてイノベーションの創出・生産性向上を目指す政府
の取組の総称。

暗号資産（仮想通貨）



i-Construction概論（主な情報通信用語）
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用　　語 用　　語　　解　　説

共通語彙基盤
分野や組織を横断してデータ交換するため、データ項目やデータ構造等を整理した枠組み。拡張性が行政機関におけるAPIや
データ設計の基本となる情報が整理されている。

業務改革（BPR）
BPRはBusiness Process Reengineeringの略である。既存の組織やビジネスルールを抜本的に見直し、利用者の視点に立って、業
務プロセス全体について職務、業務フロー、管理機構、情報システムを再設計すること。

クラウドサービス

インターネット等のブロードバンド回線を経由して、データセンタに蓄積されたコンピュータ資源を役務（サービス）として、第三者（利
用者）に対して遠隔地から提供するもの。事業者等によって定義されたインタフェースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ共用可能な
物理的又は仮想的なリソースにネットワーク経由でアクセスするモデルを通じて提供され、利用者によって自由にリソースの設定・
管理が可能なサービスであって、情報セキュリティに関する十分な条件設定の余地があるもの。

クラウド・バイ・デフォルト システム導入に際し、クラウドサービスの活用を前提とする考え方のこと。

公的個人認証サービスとは、厳格な本人確認を経て発行されるマイナンバーカードに搭載される電子証明書を活用することで、オ
ンラインでの（＝インターネットを通じた）申請や届出といった行政手続やインターネットサイトへのログイン等を行う際に、他人によ
る「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐことが可能となる本人確認の手段。

電子証明書には、以下の２種類がある。

・ 署名用電子証明書…インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用（例：e-Tax等の電子申請）。「作成・送信した電子
文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明する。

・ 利用者証明用電子証明書…インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用（例：マイナポータルへ
のログイン、コンビニでの公的な証明書の交付）。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明する。

コネクテッドカー
情報端末としての機能を有する自動車のことであり、車両の状態や周囲の道路状況などの様々なデータをセンサーにより取得し、
ネットワークを介して集積・分析することで、新たな価値を生み出すことが期待されている。

コネクテッド・ワンストップ 民間サービスを含め、複数の手続・サービスがどこからでも一か所で実現することを原則とする考え方のこと。

サービスデザイン思考
サービスを利用する際の利用者の一連の行動に着目し、利用者がその手続を利用しようとした背景や、手続を利用するに至るま
での過程、利用後の行動までを一連の流れとして捉え、利用者の心理や行動等を含めた体験（UX：ユーザーエクスペリエンス）全
体を最良とすることを目標にしてサービス全体を設計する考え方のこと。

シェアリングエコノミー
個人等が保有する活用可能な資産等（スキルや時間等の無形のものを含む。）を、インターネット上のマッチングプラットフォームを
介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動のこと。

準天頂衛星
日本で常に天頂付近に１機以上の測位衛星が位置し、複数の軌道面にそれぞれ配置された測位衛星を組み合わせて位置を測定
する衛星及びそのシステムのこと。全国をほぼ100%カバーする高精度の衛星測位サービスの提供が可能である。

情報銀行

個人とのデータ活用に関する契約等に基づき、PDS等のシステムを活用して個人のデータを管理するとともに、個人の指示又は予
め指定した条件に基づき個人に代わり妥当性を判断の上（または、提供の可否について個別に個人の確認を得る場合もある。）、
データを第三者（他の事業者）に提供する事業のこと。データの提供・活用に関する便益は、データ受領事業者から直接的又は間
接的に本人に還元される。

公的個人認証サービス

政府CIOポータル（Government Chief Information Officers' Portal, Japan）標準ガイドライン群から引用修正



i-Construction概論（主な情報通信用語）
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用　　語 用　　語　　解　　説

推奨データセット
内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室において、オープンデータの公開とその利活用の促進を目的とし、政府として公開を推奨
するデータと、そのデータの策定に当たり準拠すべきルールやフォーマット等を取りまとめたもの。

スマートホーム
IoT技術等によって家庭内の機器をネットワークでつなぎ、制御することで、生活者のニーズに応じた効率的かつ快適なサービスの
提供を可能とした住まいのこと。

政府共通プラットフォーム

「新たな情報通信技術戦略」(平成22年５月11日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)に基づき、国の行政情報シス
テム全体の運用コストの削減、セキュリティ強化等を図ることを目的とする情報システム基盤。仮想化技術を活用した本基盤（平成
25年３月から稼働）の活用により、各府省が別々に整備・運用している行政情報システムを可能なものから統合・集約化している。
現在、政府共通プラットフォーム第二期整備計画（平成31年２月25日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づき、ク
ラウドサービスを活用した政府のプライベートクラウドとして、第二期政府共通プラットフォームの設計・開発を進めている。

セキュリティインシデント
情報及び制御システムの運用におけるセキュリティ上の問題として捉えられる事象。例として、情報流出、フィッシングサイト、不正
侵入、マルウエア感染、Webサイト改ざん、DoS(DDos)攻撃など様々な事象がある。

ダイナミックプライシング
需給状況に応じて価格を変動させること。需要が高い季節・時間帯は価格を割高にし、収益の最大化・需要の抑制を図る。需要が
減少する季節・時間帯は価格を割安にし、需要の増加を図る。

ダイナミックマップ 時間とともに変化する動的データ（動的情報、準動的情報、準静的情報）を高精度３次元地図（自動走行用地図）に紐付けしたもの

地理空間情報

（Ｇ空間情報）

デジタルデバイド インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差のこと。

デジタルトランスフォーメー
ション（DX）

将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネス・モデルを創出・柔軟に改変すること。企業が
外部エコシステム（顧客、市場）の劇的な変化に対応しつつ、内部エコシステム（組織、文化、従業員）の変革を牽引しながら、第３
のプラットフォーム（クラウド、モビリティ、ビッグデータ／アナリティクス、ソーシャル技術）を利用して、新しい製品やサービス、新し
いビジネス・モデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を
確立すること。

デジタルファースト デジタル技術を徹底的に活用し、デジタル処理を前提としたサービス設計を行うこと。

データ取引市場
データ保有者と当該データの活用を希望する者を仲介し、売買等による取引を可能とする仕組み（市場）のこと。価格形成・提示、
需給マッチング、取引条件の詳細化、取引対象の標準化、取引の信用保証等の機能を担うことが想定される。

テレワーク

テレワークとは、ICTを活用し、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方のことであり、雇用型と自営型に大別される。雇用型
テレワークとは、ICTを活用して、労働者が所属する事業場と異なる場所で、所属事業場で行うことが可能な業務を行うこと（例：在
宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務）をいい、自営型テレワークとは、ICTを活用して、請負契約等に基づき、遠隔で、個
人事業者・小規模事業者等が業務を行うこと（例：SOHO、在宅ワーク、クラウドソーシング）をいう。

電子委任状
法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録のこと。（電子委任状の普及の促進に関する法律（平成
29年法律第64号）第２条第１項）

地理空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報（位置情報）と、これに関連付けられた様々な情報のこと。
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特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元するこ
とができないようにしたもののこと。（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第９項）

匿名加工情報は、個人情報に関するルールは適用されず、加工基準に従った加工その他の一定のルールの下、本人の同意を得
ることなく自由に利活用することができる。これにより、新事業や新サービスの創出や、国民生活の利便性の向上に寄与すること
が期待される。

トラストサービス ネット利用者の本人確認やデータの改ざん等防止の仕組みであり、電子署名やタイムスタンプ等が含まれる。

農地情報公開システム
農地の集積・集約化を進めるため、各市町村の農業委員会が整備している農地台帳に基づく農地情報を電子化・地図化して公開
する全国一元的なクラウドシステム（平成27年４月稼働）のこと。

バックオフィス連携
地方公共団体を含む各行政機関が保有する情報を行政機関間でやり取りすること。行政手続の際に必要な添付書類の省略をは
じめとした利便性の向上等が期待される。

ビッグデータ
ボリュームが膨大でかつ構造が複雑であるが、そのデータ間の関係性などを分析することで新たな価値を生み出す可能性のある
データ群のこと。例えば、利用者が急激に拡大しているソーシャルメディア内のテキストデータ、携帯電話・スマートフォンに組み込
まれたGPS（全地球測位システム）から発生する位置情報、時々刻々と生成されるセンサデータ等がある。

フィンテック
金融（Finance）と技術（Technology）を掛け合わせた造語であり、ブロックチェーンやビッグデータ、AIといった新たな技術を活用し、
多くが急速に普及したスマートフォンやタブレット等を通じて行われる革新的な金融サービス。

ブロックチェーン
複数のデータを塊り（ブロック）にし、暗号化してチェーンのようにつなぎ合わせて情報を分散管理する仕組みのこと。複数の端末で
運用するため、耐障害性が高く、またデータの改ざんもほぼ不可能と言われている。

法人インフォメーション 政府の許認可、委託契約受注、補助金交付、表彰受賞等の法人の情報等を一括で検索、閲覧できるWebシステムのこと。

法人番号
設立登記法人、国の機関、地方公共団体、その他の法人や人格のない社団等に対し、国税庁長官から１法人につき１つ指定され
る13桁の番号のこと。マイナンバーとは異なり、自由な利活用が可能。なお、法人の支店や事業所、個人事業主等には法人番号
は指定されない。

マイナポータル

マイナンバー制度の導入に併せて新たに構築した、国民一人ひとりがアクセスできるポータルサイトのこと。具体的には、自己情報
表示機能、情報提供等記録表示機能、お知らせ機能、各種ワンストップサービス等を提供する基盤であり、国民一人ひとりが様々
な官民のオンラインサービスを利用できる。また、API連携により、国、地方公共団体及び民間のオンラインサービス間のシームレ
スな連携を可能にする基盤である。

マイナンバー（個人番号）
日本国内に住民票を有する全ての方が一人につき１つ持つ12桁の番号のこと。外国籍でも住民票を有する方には住所地の市町
村長から通知される。マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平、公正な社会を実現するための社会基盤。そ
の利用範囲は法令等で限定されており、平成28年１月から順次、社会保障、税、災害対策分野の行政手続で利用されている。

ユニコーン企業 企業価値又は時価総額が10億ドル以上となる、未上場ベンチャー企業。

リカレント教育
近年の技術革新の著しい進展や産業構造の変化などに対応して学校教育の終了後、技術系人材を含む職業人を中心とした社会
人に対して行われる教育のこと。

匿名加工情報
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レガシーシステム
技術面の老朽化、システムの肥大化・複雑化、ブラックボックス化等の問題があり、その結果として経営・事業戦略上の足かせ、高
コスト構造の原因となっているシステム。

レセプトデータ
レセプト（保険医療機関又は保険薬局が保険者に医療費を請求する際に提出する診療報酬明細書や調剤報酬明細書）に記載さ
れているデータのこと。

ワンスオンリー 一度行政機関が提出を受けた情報は、原則再度の提出を求めない仕組みのこと。

4K
現行のハイビジョンを超える解像度の映像のこと。水平方向の画素数が約４千であることから、4Kと呼ばれる。超高精細度テレビ
ジョン放送に対応する規格として、平成24年にITU（国際電気通信連合）で勧告化されるなど、国際標準化がなされている。4Kは現
行ハイビジョンの４倍の解像度となる。

5G
「超高速」だけでなく、「多数接続」「超低遅延」といった特徴を持つ次世代の移動通信システムのこと。我が国においては、平成31
年４月に周波数割当を実施し、令和２年からの商用化が予定されている。現行LTEと比べて100倍の接続機器数（100万台/km2）、
100倍の通信速度（10Gbps）などが要求条件とされており、ITUをはじめ、世界各国でも実現に向けた取組が本格化している。

8K
現行のハイビジョンを超える解像度の映像のこと。水平方向の画素数が約８千であることから、8Kと呼ばれる。超高精細度テレビ
ジョン放送に対応する規格として、平成24年にITU（国際電気通信連合）で勧告化されるなど、国際標準化がなされている。8Kは現
行ハイビジョンの16倍の解像度となる。

AI（人工知能）
Artificial Intelligenceの略である。人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した
当該機能の活用に関する技術のこと。（官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）第２条第２項）

API
Application Programming Interfaceの略。複数のアプリケーション等を接続（連携）するために必要なプログラムを定めた規約のこ
と。

CIO
Chief Information Officerの略である。日本語では「最高情報責任者」「情報システム担当役員」「情報戦略統括役員」などと訳され
る。企業や行政機関等といった組織において情報化戦略を立案、実行する責任者のこと。

e-ラーニング パソコンやタブレット、スマートフォンを使ってオンラインで学ぶなど情報通信技術を用いた学習形態のこと。

EBPM Evidence　Based　Policy　Makingの略で、統計や業務データなどの客観的な証拠に基づく政策立案のこと。

i-Construction
調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの全ての建設生産プロセスでICT等を活用して、建設現場の生産性の向上
を目指す。

IoT
Internet of Things（モノのインターネット）の略である。自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、
情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出すというコンセプトを表し
た語である。

ITS
Intelligent Transport Systems（高度道路交通システム）の略である。道路交通の安全性、輸送効率、快適性の向上等を目的に、
最先端の情報通信技術等を用いて、人と道路と車両とを一体のシステムとして構築する新しい道路交通システムの総称。

KPI Key Performance Indicatorsの略で、目標の達成度を評価するための主要な評価指標のこと。
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Ｌアラート（災害情報共有シス
テム）

避難勧告・指示等といった、安心・安全に関わる公的情報など、住民が必要とする情報が迅速かつ正確に住民に伝えられることを
目的とした情報基盤のこと。全国の情報発信者（地方公共団体等）が発信した情報を、地域を越えて全国の情報伝達者（メディア
等）に一斉に配信できるので、住民はテレビ、ラジオ、携帯電話、ポータルサイト等の様々なメディアを通じて情報を入手することが
可能となる。

MaaS
Mobility as a Serviceの略で、出発地から目的地まで、利用者にとっての最適経路を提示するとともに、複数の交通手段やその他
のサービスを含め、一括して提供するサービス。

PDS

Personal Data Storeの略で、他者保有データの集約を含め、個人が自らの意思で自らのデータを蓄積・管理するための仕組み（シ
ステム）のこと。第三者への提供に係る制御機能（移管を含む）を有する。運用形態としては、個人が自ら保有する端末等でデータ
を蓄積・管理する（事業者は本人の同意によりデータを活用できる）分散型と、事業者が提供するサーバ等でデータを蓄積・管理す
る（個人は当該事業者にデータの蓄積・管理を委託する）集中型がある。実際にデータをやり取りする形態と、データをやり取りせ
ず必要な時にアクセス権（閲覧のみ可、コピー不可など）を提供・管理する形態もある。

RPA Robotic Process Automationの略である。AI等の技術を用いて、業務効率化・自動処理を行うことである。

SNS
Social Networking Service(Site)の略である。個人間の交流を支援するサービス（サイト）で、参加者は共通の興味、知人などをもと
に様々な交流を図ることができる。例えば、友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手段や場を提供したり、趣味や嗜好、
居住地域、出身校、「友人の友人」といったつながりを通じて新たな人間関係を構築したりする場を提供する。

Society 5.0

「第５期科学技術基本計画」（平成28年１月22日閣議決定）において我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱された、狩猟社
会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、サイバー空間（仮想空間）とフィ
ジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を 両立する、人間中心の社会
（Society）を指す。
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