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i-Construction ～建設現場の生産性向上～
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• 建設業は社会資本の整備の担い手であると同時に、社会の安全・安心の確保を担う、我が国の国土
保全上必要不可欠な「地域の守り手」

• 人口減少や高齢化が進む中にあっても、これらの役割を果たすため、建設業の賃金水準の向上や休日
の拡大等による働き方改革とともに、生産性向上が必要不可欠

• 国土交通省では、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等を活用する「i-Construction」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

測量

施工

検査
従来施工 ICT建機による施工

従来測量 UAV（ドローン等）による３次元測量

３次元測量(UAVを用いた測量マニュアルの導入)

ICT建機による施工(ICT土工用積算基準の導入)

検査日数・書類の削減

３次元データを
パソコンで確認

計測結果を
書類で確認

200m

人力で200m毎
に計測

【生産性向上イメージ】



ＩＣＴ活用工事の実施状況と活用効果
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工種
平成２８年度 平成２９年度

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

舗装工 － － ２０１ ７９

浚渫工 － － ２８ ２４

ICT施工実施状況 単位：件

※測量計算：従来施工は横断図作成と丁張り計算、ICT施工は3Dデータ作成し起工測量結果と統合
※施工：従来施工は通常機械稼動日と丁張り作業、ICT施工はICT機械稼働日と機器設定作業

省力化により
31.2％ 縮減

ICT土工の活用効果 （作業時間の削減）

ICT土工の導入によるコスト試算

（将来）

（i-Construction
導入時）

（従来施工）

路体（築堤）盛土（15,000m3）の場合の試算

機械経費労務費・その他経費

省力化による減 ICT建機の導入による増

ICT建機の普及による減

ICT建機の投資に見合う
積算基準を導入

従来施工の
1.1倍程度

※比較用の試算のため、盛土工のみで試算。実際の工事では、ＩＣＴ建機
で行わない土砂の運搬工等の工種を追加して工事発注がなされる。

• 平成２８年度から土工においてＩＣＴを導入、平成２９年度は舗装工、浚渫工に拡大
• 平成２９年度に実施したＩＣＴ土工において、起工測量から工事完成まで土工にかかる一連の延べ作業
時間について、平均31.2％の削減効果

• 一方、ＩＣＴ建機の導入により、機械経費等が一時的に増大
• 現場で得られるデータを活用し、ロボット技術の開発や自動運転など、民生への波及効果が見込まれる



Society5.0におけるi-Constructionの「深化」
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準天頂衛星
（みちびき）

主 桁

横 桁

検査路

横 構

○Society5.0においてi-Constructionを「深化」させ、建設現場の生産性を2025年度までに2割向上を目指す
○平成30年度は、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、建設生産プロセス全体の生産性向上を図る

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

ドローン
GPS

3Dデータ
VR

自動化
ビックデータ

ロボット
AI

３次元設計データ等を通信



建設現場における3次元データ等の取得・利活用の推進
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○建設プロセス全体を3次元データで繋ぐ「i-Construction」では、IoT・AI等の新技術を試行する「革新的技術の導
入・活用に関するプロジェクト」を始動し、建設現場からデジタルデータをリアルタイムな取得を推進

○更に「3次元設計（BIM/CIM）活用モデル事務所」を設置し、 3次元データによる事業全体の一括管理を試行す
るなど、3次元データの更なる利活用を推進

○「革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」を始動し、
建設現場の3次元データ等の取得を推進（全国で33件）

○3次元データで事業全体を一括管理する「BIM/CIM活用
モデル事務所」を設置し、3次元データの利活用を推進



Society5.0を実現するデータ連携の推進

• 人口減少社会における働き手の減少と、
担い手の確保等に向けた働き方改革

• 気候変動の影響により災害の更なる頻発・
激甚化等が懸念

民間等と
データ
連携

データ利活用

オンライン
化と連結

データ連携
基盤の構築

国土や都市、交通、気象等の多くのデータ
を保有しているが、連携できていない

関係省庁や民間との連携も十分でない

 AI等の新技術開発のためのデータ連携基盤がない

データを活用した新技術の実装等により、
生産性を向上

データに基づく適切な災害対応等により、
安全・安心を確保

⇒データを価値ある「情報」に変え、
データに基づく行政の推進を図る

⇒民間や他機関の持つデータとも連携すること
によって、イノベーションの促進等のシナジー
効果を生み出す

⇒AI等を活用した技術開発を実施
（例）施工の効率化、防災・減災対策、都市マネジメントの高度化、自動運転、物流の効率化

各データを関連付け、同時に、
ユーザのアクセスコントロールする機能

それぞれ保有する
データをオンライン化

民間等とのデータ連携

各部局で収集
管理しているデータ

基盤地図
データ

構造物
データ 地盤データ

交通・物流
データ

気象データ

災害データ

基盤地図
データ

構造物
データ 地盤データ

気象データ

災害データ 交通・物流
データ

民間災害
データ

建築物
データ

地盤データ
（民間保有）
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交通・物流
民間データ

・防災情報共有ｼｽﾃﾑ
・DiMAPS

・港湾関連ﾃﾞｰﾀ
連携基盤
・物流・商流ﾃﾞｰﾀ
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

・ｲﾝﾌﾗ・ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ



データ連携・利活用イメージ
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【インフラデータ】×【インフラデータ】

調査・設計データ
×

施工データ

３次元データを関係者間で
共有することで、手戻りを防
止し、円滑な工事実施を実
現

施工現場の地形データ
×

建機の挙動データ

現場における最適な建機の
動きを導出し、自動施工を
実現

ＡＩ

【インフラデータ】×【気象・防災データ】

構造物データ
×

地盤情報

構造物データと地盤情報を
集約することにより、地震時
の液状化等への迅速な復旧
を実現

【ｲﾝﾌﾗﾃﾞｰﾀ】×【交通ﾃﾞｰﾀ】

都市の形状データ
×

気象データ

都市の３次元モデルと日照
や風等の気象データを用い
て、最適なヒートアイランド対
策を実現

公共交通路線データ
×

リアルタイム運行データ

移動ニーズに対して最適な
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

構造物データ
×

自動運転技術

道路の３次元データを自動
走行用地図データへ活用す
ることで、高度な自動運転を
実現

【物流データ】×【物流データ】

トラックリアルタイム運行データ
×

積載データ 等

物流・商流データプラット
フォームを構築することにより、
輸送の効率化などのサプライ
チェーン全体の最適化を実
現

物流(貨物)情報
×

手続・取引データ 等

港湾関連データ連携基盤を
構築することにより、国際海
上物流の効率化やターミナ
ルオペレーションの高度化を
実現

ＡＩ ＡＩ

発注者
設計者 施工者

施設管理者測量・調査者

ｲﾒｰｼﾞｲﾗｽﾄ：鹿島建設（株）A4CSEL

【交通ﾃﾞｰﾀ】×【交通ﾃﾞｰﾀ】

ＡＩ



インフラ・データプラットフォームの将来像
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○ 民間建築物や地下構造物等を含むあらゆる構造物の形状や属性情報を集約し、空間利活用計画
や維持管理、防災計画、民間サービス等に活用できるプラットフォームを目指す。

（参考）バーチャル・シンガポール

資料：シンガポール国立研究財団（NRF）

（解析例）
建物表面における騒音シミュレーション

• バーチャル・シンガポールは、都市の課題を効率的に検討するため、各公共機関が作成した３次元
データを１箇所に集約し「都市のビックデータ・プラットフォーム」として整備するもの。

• シンガポール土地管理庁が持っていた３次元地図データを基礎として、各機関が保有している建築物
や土木インフラ等の３次元データで構築。
データは、単なる形状だけではなく、ビルの各部位の材質や容積、賃借料といった各種情報を内包。



都市・地域の課題解決
（防災・減災、都市マネジメントなど）

インフラ・データプラットフォームの構築

（参考） インフラ・データプラットフォームの構築

ドローン等を活用した
3次元測量

BIM/CIMによる
３次元設計

3次元データに基づく
施工、品質管理

測量・調査 設 計 施 工
i-Construction：建設生産プロセス全体を３次元データで繋ぐ

基盤地図位置情報で
ひもづけ

STEP1（省内のデータ連携） データ連携 交通・物流データ
（民間保有）

×村△町□市

維持管理情報システムの構築

○県

維持管理の効率化

• 測量・調査から設計、施工、維持管理に至る建設生産プロセス全体を３次元データで繋ぎ、得られたデータを
位置情報で紐付け、一元的に管理するデータ基盤（インフラ・データプラットフォーム）を構築

• 気象・防災データや交通・物流データと連携し、AI等を活用することで施工や維持管理を高度化するとともに、
民間や自治体のデータとも連携することで、都市や地域の課題解決にも活用可能

民間建築物データ

STEP２（民間等とのデータ連携）

データ連携

情報共有システム
（測量・調査者、設計者、施工者、発注者、施設管理者間での情報共有）

交通・物流データ
（センサスデータ等）

データ連携

地盤データ（民間保有）

構造物データ（設計データ、施工履歴データ、
工事完成図、点検記録データ 等）

地盤データ（地盤情報検索システム:Kunijiban）

STEP1（インフラ関係のデータ連携）

オンライン
電子納品

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

施工の効率化

研究機関や民間企業等と連携したオープンイノベーションによる新技術の開発

8

データ連携

災害データ気象データ

データ連携

(一財)国土地盤情報センター
が一括して管理運営
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