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協同意識協同意識

計画計画 設計設計 施工施工
維持維持
管理管理

建設生産システム改革建設生産システム改革
（計画～維持管理までの（計画～維持管理までの

ﾄｰﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）ﾄｰﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

・情報の有効活用
・設計の最適化
・施工の効率化、高度化
・維持管理の効率化、高度化

ＩＣＴ（情報通信技術）
《情報共有・設計支援・自動施工・測量等》

国民

発注者

受注者

受注者 発注者

国民

ねらい ①



コ ス ト

プ ロ ジ ェ ク ト の 進 捗

変 更 の 容 易 性
変 更 コ ス ト

現状の労力現状の労力

概略設計 予備設計 詳細設計

ねらい（設計の例） ②



工場

ICICﾀｸﾞﾀｸﾞ

（入退出管理）（入退出管理）
情報化施工情報化施工

((ﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ))

情報化施工情報化施工
((ﾏｼﾝｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾏｼﾝｶﾞｲﾀﾞﾝｽ))

事故防止事故防止
ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ

整備局
事務所

ICICﾀｸﾞﾀｸﾞ

３３DCADDCAD
施工管理施工管理

ﾘｱﾙﾀｲﾑ映像ﾘｱﾙﾀｲﾑ映像
３３DD図、図、VRVR
工程管理工程管理

３３DD
施工検討施工検討

情報化施工情報化施工
((施工ﾃﾞｰﾀ活用施工ﾃﾞｰﾀ活用))

ライブ映像ライブ映像

建設生産システム建設生産システム

設計会社

建設会社

調査・計画 設計・発注

施工維持管理

情報共有情報共有
ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ

３３DCADDCAD

視覚化視覚化
((VR,etcVR,etc))

３３DD測量測量

関係機関との協議

自動積算自動積算
ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ

専門家との技術検討

３３DCADDCAD

シミュレーションシミュレーション

維持管理維持管理
システムシステム

ＩＣタグＩＣタグ

管理所

国民

発注者

受注者

情報共有情報共有
ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ

３３DCADDCAD

VRVR

シミュレーションシミュレーション

○自動マシン制御
→ 施工性の向上
→ 事業スピードUP
→ 品質の向上
→ CO2の削減

○丁張りレス
→ 事業効率化
→ 安全性向上

●建設生産管理・資産管理

現場状況をリアルに把握
（映像・画像・３D図・VR)
迅速な課題解決
予算管理
雇用創出状況の把握
資材の供給コントロール
資産運用・管理

○視覚化によるイメージ共有
→ 同一イメージが共有される
→ 設計協議が迅速且つ正確

○修繕の効率化・高度化
→ 設計・施工データの

把握
→ 戦略的維持管理

TM

出張所・現場詰所

○工事書類の
ペーパレス化

情報共有情報共有
ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ

３３DCADDCAD
統合管理統合管理

住民説明会

ＩＣＴＩＣＴ
目安箱目安箱

良いモノを 妥当なコストで
タイムリーに、国民に提供

① リアルタイムに現場管理

（工程・施工状況・書類等）

○設計図面のペーパレス化
→ 全て３DCADデータ

○維持管理の効率化・高度化
→ 管理台帳ＤＢ
→ 経年変化の把握
→ 戦略的維持管理

○リアルに施工計画
→ ４次元的で施工計画を検討

修繕修繕

○災害復旧
→ 即時の状況把握
→ 設計・施工データを活用し迅速且つ適切な対応

○利用状況把握
→ 整備効果
→ 改良箇所の把握

② トレーサビリティの確保

（ＩＣタグ等による
資機材、人の管理）

③ 人・機械の動きを

リアルタイムに把握

④ 情報化施工データ

を活用した品質管理

⑥ ＴＳ等によるリアル

タイムに出来形管理

⑤ 検査機器の活用とデー

タ共有による品質管理

⑦ 設計図、施工図、出来形

管理と設計変更の自動化
（３DーCAD等活用)

⑧ 機械・人の位置判断によ

る安全管理
（建設機械と作業人の位

置確認、危険予報発信）

⑨ 施工による周辺環境へ

の影響を管理・低減
（騒音・振動・CO2・排水等）

ICTICTﾂｰﾙﾂｰﾙ

施設台帳管理施設台帳管理
システムシステム

ねらい（建設現場の姿） ③



目的

○ 建設生産性の向上

○ 行政サービスの向上

○ 現場技術力の強化

建設ＩＣＴモデル事業建設ＩＣＴモデル事業 建設ＩＣＴ導入研究会建設ＩＣＴ導入研究会

現場での実践・業務改善

ノウハウの蓄積・普及

英知の結集・ノウハウの共有

技術普及・現場支援・課題研究

行動 ④



現場詰所

計画・調査計画・調査 設計設計 施工施工 －完成－－完成－ 維持管理維持管理 更新（計画）更新（計画）

設計基礎情報設計基礎情報 （３次元設計情報、地形・地質等の地理情報）（３次元設計情報、地形・地質等の地理情報） 段階的に詳細情報の付与、変更がなされる段階的に詳細情報の付与、変更がなされる

行政情報 （土地利用、環境、地権者、占用物件、文化財、関係自治体、協議内容等）

設計情報 （設計条件、構造計算、数

量、積算、施工検討、検討過程等）
施工情報 （施工者、施工計画、施工体制、工程、進捗、出来形、

出来高、資機材、事故状況、環境への負荷、映像、竣工図等）

維持管理情報
（点検履歴、経年変化等）

－建設事業のプロセスー

情報の一元化による有効利用情報の一元化による有効利用
（必要な情報を・必要な人が・必要なときに・必要な場所で）（必要な情報を・必要な人が・必要なときに・必要な場所で）

書類作成の簡素化書類作成の簡素化
・一元情報から、検査書・一元情報から、検査書
類や完成図書を摘出し、類や完成図書を摘出し、
書類作成を簡素化書類作成を簡素化
・施工データを自動的・施工データを自動的
に蓄積し確認し、出来に蓄積し確認し、出来
形調書等を簡素化形調書等を簡素化

設計の最適化設計の最適化
・設計の視覚化により、・設計の視覚化により、
設計改善の促進、関係設計改善の促進、関係
者間の協同意識向上者間の協同意識向上
・施工や維持管理のｼ・施工や維持管理のｼ
ﾐｭﾚｰｼｮﾝ等、建設事業ﾐｭﾚｰｼｮﾝ等、建設事業
全体での最適な設計全体での最適な設計

現場の効率化現場の効率化
・・MCMCややTSTS等の活用に等の活用に

よる施工管理、監督検よる施工管理、監督検
査の効率化査の効率化
・検査機器や・検査機器やICICタグ等タグ等

の活用による品質管理、の活用による品質管理、
安全管理の効率化安全管理の効率化

設計の効率化設計の効率化
・基礎情報からの自動・基礎情報からの自動
的な構造計算、数量算的な構造計算、数量算
出、積算による効率化出、積算による効率化
・設計支援技術による・設計支援技術による
柔軟且つ迅速な設計変柔軟且つ迅速な設計変
更を実現更を実現

意志決定の迅速化意志決定の迅速化
・現場の進捗状況、映・現場の進捗状況、映
像、問題点等について、像、問題点等について、
受発注者共に、瞬時に受発注者共に、瞬時に
把握し、諸々の意志決把握し、諸々の意志決
定の迅速化を図る定の迅速化を図る

維持管理の適正化維持管理の適正化
・設計情報や施工情報・設計情報や施工情報
を活用した戦略的な維を活用した戦略的な維
持管理・災害復旧持管理・災害復旧
・維持管理を考慮した・維持管理を考慮した
設計（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ管設計（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ管
理）理）

視覚化技術
VR,ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

設計支援技術
自動積算・構造計算

情報化施工技術
MC,MG, TS,統合管理ｼｽﾃﾑ等

情報共有ｼｽﾃﾑ
ASP,共有ｻｲﾄ等

現場管理技術
検査機器、ICﾀｸﾞ、映像技術

維持管理ｼｽﾃﾑ
測量技術

3D測量、航空測量等

改
善
・効
果

ＩＣタグ
1974-0008-0002
ＩＣタグ

1974-0008-0002

ＩＣタグ
1974-0008-0002
ＩＣタグ

1974-0008-0002

事務所（局）・支社（本社）

ＩＣタグ
1974-0008-0002
ＩＣタグ

1974-0008-0002

視覚化による説明

施工シミュレーション

＊ ICT（ツール）の活用 ＋ 技術力向上（ICTの駆使） ＋ 仕事改善（基準・制度、意識） → 生産性向上・行政サービス向上を達成（改善・効果）

情報の
流れ

ICT(ﾂｰﾙ)

行動（目標設定） ⑤



一元化情報一元化情報

●導入技術

《基礎技術》 概ね実証済みの技術

① MC（ﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ） ショベル、グレーダー 、アスファルトフィニッシャー

② MG（ﾏｼﾝｶﾞｲﾀﾞﾝｽ） バックホウ

③ 転圧回数管理（締め固め） ローラー

④ TS（ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ）による出来形管理

《検証技術》 新たに実証が求められる技術

⑤ 加速度応答管理 （締め固め） 振動ローラー

⑥ 転圧後の高さ管理 （締め固め） ローラー

⑦ GNSS測量機による出来形管理

⑧ ICタグ 材料品質管理（製造～据付～維持管理）、材料組立管理、

安全管理（人と機械）、労務管理（人）、稼働管理（機械）

⑨ 検査機器 コンクリート温度、

⑩ 映像技術 安全（温度、動き）、出来形管理

⑪ 情報一元化技術 〔調査・設計・施工等の必要な情報を、必要な人が、必要
な時に、必要な場所で入手可能）

［共有サイト（直営）、情報共有システム（ASP）、3D-CAD統合管理 等］

・機械やTS、GNSS測量機からの施工データの自動取得による出来形管
理

・3D-CADによる施工管理 工程管理、出来形管理、出来高管理

工場

ICICﾀｸﾞﾀｸﾞ

（入退出管理）（入退出管理）
情報化施工情報化施工

((ﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ))

情報化施工情報化施工
((ﾏｼﾝｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾏｼﾝｶﾞｲﾀﾞﾝｽ))

事故防止事故防止
ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ

整備局
事務所

ICICﾀｸﾞﾀｸﾞ

３３DCADDCAD
施工管理施工管理

ﾘｱﾙﾀｲﾑ映像ﾘｱﾙﾀｲﾑ映像
３３DD図、図、VRVR
工程管理工程管理

情報化施工情報化施工
((施工ﾃﾞｰﾀ活用施工ﾃﾞｰﾀ活用))

映像解析技術映像解析技術

建設会社

TM

出張所・現場詰所

情報共有情報共有
ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ

３３DCADDCAD
統合管理統合管理

①① リアルリアルタイムタイムにに現場現場管理管理

（工程・施工状況・書類等）（工程・施工状況・書類等）

②② トレーサビリティトレーサビリティの確保の確保

（ＩＣタグ（ＩＣタグ等等によるによる
資機材、人の管理）資機材、人の管理）

③③ 人・機械の動きを人・機械の動きを

リアルタイムに把握リアルタイムに把握

④④ 情報化施工情報化施工データデータ

を活用したを活用した品質品質管理管理

⑥⑥ ＴＳ等によるＴＳ等によるリアルリアル

タイムにタイムに出来形管理出来形管理

⑤⑤ 検査機器の活用検査機器の活用とデーとデー

タ共有による品質管理タ共有による品質管理

⑧⑧ 機械・人の位置判断によ機械・人の位置判断によ

る安全管理る安全管理
（建設機械と作業人の位（建設機械と作業人の位

置確認、危険予報発信）置確認、危険予報発信）

無線無線LANLAN

検査機器検査機器

●建設生産管理・資産管理

現場状況をリアルに把握
（映像・画像・３D図・VR)
迅速な課題解決
予算管理
雇用創出状況の把握
資材の供給コントロール
資産運用・管理

⑦⑦ 設計図、施工図、出来形設計図、施工図、出来形

管理と設計変更の自動化管理と設計変更の自動化
（３（３DDーーCADCAD等活用等活用))

行動（モデル事業・施工編） ⑥



概略設計A
1/5,000

予備設計A
1/1,000

詳細設計
設計図面・数量

予備設計B
用地幅決定

概略設計B
1/2,500

積算

工事
・現況測量
・地質調査

含む

交通量調査
道路網調査
経済調査

土地利用調査

環境調査 路線測量 幅杭設置測量

用地測量

文化財調査

計画 路線の概略検討 予備設計 詳細設計 施工 維持管理

路線の
基本方針決定 路線決定

PI導入検討 意見聴取
（他官庁、自治体）

都市計画決定
（自治体）

計画協議
（地元、自治体等）

設計協議等
（地元、自治体等）

整備方針 維持管理

発注

監督・検査

発注

監督・検査

施工協議等
（地元、自治体等）

地形地質調査

用地交渉構造検討設計検討

発注 発注 発注 発注 発注 発注

事業化

（委
託
業
務
等
）

（調
査
）

（発
注
者
の
業
務
）

（関
係
者
と
の
調
整
）

関連情報の一元化による有効活用関連情報の一元化による有効活用
共有ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ共有ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ〔〔地理情報ﾍﾞｰｽ地理情報ﾍﾞｰｽ〕〕視覚化視覚化

設計支援（編集、自動数量、自動構造計算）設計支援（編集、自動数量、自動構造計算）
情報化施工技術情報化施工技術
（（MC,MG,TSMC,MG,TS等）等）

施工管理システム施工管理システム

維持管理維持管理
システムシステム

＋直営実施（路線検討、視覚化、編集）、VE、基準見直し、検討

（ICT

研
究
会
） 情報共有情報共有

構想（モデル事業・設計編） ⑦



ＩＣＴ（ツール）の活用ＩＣＴ（ツール）の活用 仕事の仕方の改善

・設計支援ツール：3D-CAD

・測量支援ツール：TS,VRS,電子基準点

・施工支援ツール：自動施工、TS

施工管理

・維持管理支援ツール：維持管理システム

・情報共有ツール：ASPによるサービス各種

建設生産システムの改善

・施工管理の効率化、高度化

・監督検査の効率化、適正化

・維持管理手法の改善

・設計の進め方の改善

→建設マネジメント手法導入

改心（建設マネジメント） ⑧



おわり（これから）

現場での実践を通じて

○施工に活用する設計成果とは？

○維持管理を考慮した設計方法

○リアルタイムデータによる現場管理

○仕事改善を踏まえ、情報共有システムに求める機能

○直営技術力の強化（特に設計）

○組織体制のあり方（チーム制導入、発注者評価）


