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東北地方整備局インフラＤＸ推進本部会議

令和３年１１月１８日



東北地方整備局

インフラ分野のＤＸ推進について
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国土交通省
東北地方整備局情報通信技術（ＩＣＴ）の発展と社会の変化

○情報通信技術（ＩＣＴ：Information and Communication Technology）の技術進歩はめざましく、
今日の我々の生活において､必要不可欠なものとなっている。

○社会インフラの整備やメンテナンスを担う土木分野でもそれは例外ではなく、さまざまな場面でＩＣＴ
の利活用が進んでいる。

〇日本は、急速な少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少問題に直面しており、土木分野でも「生産
性向上」、「担い手確保」が喫緊の課題となっている。

〇国土交通省では、ＩＣＴの全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化などによる現場の生産
性向上を図る「i-Construction」を平成２８年度から推進している。

移動通信システムの進化（第１世代～第５世代） 世界のスパコン性能推移（TOP500ランキングの各国１位）
出所：総務省 出所：内閣府

コンピュータの処理速度
は約10年間で約300倍

※日本の場合
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国土交通省
東北地方整備局基幹テクノロジーの動向

43



国土交通省
東北地方整備局ｉ-Construction ～建設現場の生産性向上～
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○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。



国土交通省
東北地方整備局

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）

i-Constructionに関する工種拡大

○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）

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
（小型ICT建機の活用）
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国土交通省
東北地方整備局除雪作業の自動化技術開発（ICT）

○ 持続性確保にあたって担い手確保が必須（約９割）

○ 災害時の緊急体制は、５年後の人員不足（約４割）

○ 除雪体制は、５年後の人員不足が深刻化（約５割）

○ 自然災害の頻発・激甚化（50㎜/hを上回る大雨の回数が、30年間で約1.4倍に増加）

○ 人口構造の変化により生産年齢人口が大幅に減少（30年後は約3割減少 注1)）

○ 建設業の就業者は60歳以上が約25%を占め、今後その大半が離職（29歳以下の就業者は約１割）

社会情勢等の変化

注2）令和3年度品確法に基づく「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」
の運用状況等に関するアンケート（一般社団法人全国建設業協会）より

地域建設業の課題（全国）
図－１
持続性確保の課題

図－２
除雪体制の人員状況

○ 除雪アンケート調査では、オペレータ不足が一段と深刻化している。

・除雪オペレータは６０歳以上が約２割を占め、今後その大半が離職する。
・20～50歳代のオペレータでは、経験年数10年未満が約半数を占める。

○ 除雪グレーダによる除雪作業は総稼働時間が多く、操縦が複雑で難易度が高い。

○ 新型除雪グレーダ（ワンマン）への更新で同乗による操縦技能継承ができない。

※東北地方の冬期交通確保には
除雪作業が不可欠

注3）除雪に関するアンケート調査（国土交通省）より
除雪作業の課題（東北）

除雪グレーダの運行支援技術を検討取組方針

担い手確保が課題

除雪作業の担い手不足が深刻化

注1)総務省資料より(2015から2045の30年)

東北独自
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国土交通省
東北地方整備局官民連携による建設業の担い手確保の推進

 少子高齢化が進む東北地方で、災害時の迅速な対応そしてインフラの維持管理や除排雪など、「地域の守り
手」である建設業の担い手確保対策を、東北全体へと拡げることが必要。

 東北地整、県・仙台市、建設業団体が連携して取り組む「東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト」を、東北
管内の全市町村(226市町村)へ拡大 ➢ 取組をオール東北で浸透・定着化

東北復興「働き方・人づくり改革プロジェクト」

「強い東北」の実現に向け、取組を浸透・定着化

①「週休２日工事」の普及拡大

（証明書の取組を10万人以上の都市へ拡大）

②｢統一土曜一斉現場閉所」の取

組みを各県単位で「月１」定着

③「ウィークリースタンス」を業務・
工事ともに全市町村へも拡大

④「施工時期の平準化」を全発注

者にて指標化・目標設定し推進
⑤「デジタル化・リモート化」の推進

（東北地整の全業務を対象にWEB会議・

WEB検査を標準化）

⑥「ICT活用工事」の普及拡大

（証明書の取組を10万人以上の都市へ拡大）

⑦｢簡易チャレンジ型ＩＣＴ｣の推進に

よるＩＣＴ未経験企業の拡大（国）

⑧「ウェアラブルカメラ等を活用した
遠隔臨場」の推進。調査業務及

び工事で標準化（国）

⑨「i-constructionモデル事業」及び
「BIM/CIM」活用による調査～管

理までの３次元データ化を加速

（国）

⑩東北土木技術人材育成協議会

によるICT･UAV講習会の市町村
受講者の拡大

⑪「学生向け新技術体験学習会」

を i-construction連絡調整会議
により開催

⑫優良工事表彰で「地域の守り手

枠（維持工事）」を表彰（国）

働き方改革の推進 生産性向上の推進 担い手の育成・確保
（地域の守り手確保）

※1

※2

※２ 東北地域の建設現場における生産性を向上させ、魅力ある建設現場を
目指す新しい取組みを推進するため、産官民で平成２９年８月に設置。
i-Construction に関する情報共有､利用可能技術の導入･拡大等を推進。

※１ 若手技術者の育成を目的に官民連携のもと平成２９年３月に設立。東北
地方の官民の１７団体が参画し、土木施工やi-Constructionに関する基礎
技術講習会を実施。
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国土交通省
東北地方整備局インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の方向性

➢ 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換すること。

○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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国土交通省
東北地方整備局インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の方向性

国 民

業 界

職 員
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国土交通省
東北地方整備局インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の方向性
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国土交通省
東北地方整備局インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進
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国土交通省
東北地方整備局

●
東北地方整備局

インフラＤＸネットワークの整備

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

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。

〇令和３年度末(第二期)に東北地方整備局が接続する。
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東北地方整備局

インフラＤＸの推進体制（案）
および基本方針（案）等について
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国土交通省
東北地方整備局

インフラＤＸルーム

国土交通本省

ＤＸデータセンター等

国土技術政策総合研究所

各地整ＤＸ推進センター

他地方整備局

東北地方整備局インフラＤＸ推進本部

《 非接触・リモート型の転換 》 《 BIM/CIMﾃﾞｰﾀの活用 》 《 ＶＲ・ＡＲ・MRの活用 》

東北復興 DX・
i-Consturction
連絡調整会議

若手技術
学生・生徒等

地域住民等

業務・工事の
受注者

自治体
関連業団体・
建設業者

大学等の学術機関

i-Conｻﾎﾟｰﾄ事務所等

各職場・業務
・工事でDXを実践

i-Conモデル事務所

鳴瀬川総合開発工事事務所

連携

連携

活用
促進

技術
支援

人材
育成

情報
発信

提供 利活用 連携

指導・
助言

連携

技術
支援

人材
育成

連携

先進的な工事現場

連携

非接触・リモート型の
働き方への転換

新技術の活用促進

３次元データの
利活用促進

デジタル人材の
育成・環境整備

東北地方整備局におけるインフラＤＸの推進体制（案）
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国土交通省
東北地方整備局東北地方整備局におけるインフラＤＸの推進体制（案）

東北地整備局インフラDX推進本部

幹事会

本部長：局長、 副本部長：副局長、 本部員：各部長等

幹事長：企画部長、 副幹事長：技術調整管理官、 幹事：各部の官クラス

DX推進部会

検討テーマに
応じた各部会

部会名 検討テーマ（案）

DX企画部会
ＤＸ推進に係る企画立案・総合調整

ＤＸに係るデジタル人材の育成・環境整備・業務効率
化

デジタル情報活用推進
部会

設計施工分野における非接触・リモート型の働き方
への転換、３次元データの利活用促進

施工技術開発部会 施工分野におけるＡＩや５Ｇ等新技術の活用促進

河川部会 河川分野における新技術や３次元データの活用促進

道路部会 道路分野における新技術や３次元データの活用促進

港湾部会 港湾分野における新技術や３次元データの活用促進

営繕部会 営繕分野における新技術や３次元データの活用促進
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国土交通省
東北地方整備局東北地方整備局のデジタル・トランスフォーメーション（DX）

国土交通省東北地方整備局の

Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 変 革

～新たな働き方・新たな建設生産プロセスへの挑戦～

Ministry of Land, InfrastruCture, Transport and Tourism , TouHoku Regional Development Bureau

T r a n s f o r m w i t h I C T

Challenge for New Ways O f WorK ing and New ConstrUct ion Ｐrocesses

Ｍ
I

C

H

I

N

O
み ち の く

業務のあらゆる分野において、既成概念にとらわれることなく、
従来の仕組みや仕事の進め方を、地域ニーズの最適化に向けた
目線で見直しを行う。
また、デジタル技術やデータを効果的に活用した新たな働き方を
創出することで、東北の復興・創生、地域活性化や安全・安心を
切れ目なく進め、職員一人一人が豊かさや幸せを実感できる職場
づくりを実現する。

【基本理念（案）】
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国土交通省
東北地方整備局東北地方整備局のデジタル・トランスフォーメーション（DX）

変革（Transformation）のための４つの挑戦（challenge)

３次元データ
の利活用促進

デジタル人材
の育成・環境整備

非接触・リモート型
の働き方への転換

新技術の活用促進

ＤＸ推進に向けた３つの着目点

脱！既成概念 脱！場所 脱！ペーパー

現状の働き方における３つの課題に着目し、課題解決に向けデジタル
技術等の活用を検討する。

これまでの単なる電子化から脱却し、デジタル技術や３次元データ、ＩｏＴ
等の徹底活用により、業務プロセスや働き方の抜本的な変革を図る。

変革のための挑戦は４つの視点から取り組む。

【基本方針（案）】
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国土交通省
東北地方整備局～Challenge１～ 非接触･リモート型の働き方への転換

行動
理念

『離れた空間をデジタルで共有』
～対面主義にとらわれない建設現場やオフィスの働き方を推進～
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Challenge１ 非接触・リモート型の働き方への転換

行動
理念

『離れた空間をデジタルで共有』
～対面主義にとらわれない建設現場やオフィスの働き方を推進～

国土交通省

東北地方整備局

Ⅴ
ＶＲ・ＡＲ・ＭＲを用いた現場・
施工状況等の可視化

■ＶＲ等で現場全体（構造物・地形・足場・重機等）や施工プロセスを
３次元モデル化し、工程管理・安全確保・人材育成等に活用

基本方針（目標）（案） 基本施策（案）

Ⅰ ＡＳＰの積極的な利活用促進
■業務におけるＡＳＰの積極的な導入促進
■テレビ会議機能等、ＡＳＰを活用したさまざまな非接触・リモート型
による新たな働き方の促進

Ⅱ Ｗｅｂ会議・Ｗｅｂ検査の推進
■全業務を対象にＷｅｂ会議・Ｗｅｂ検査を標準化し、業務時間の
有効活用と受注者の移動時間・コスト削減

Ⅲ 遠隔臨場の導入促進
■土木工事や調査業務において遠隔臨場を標準化
■中間技術検査等における電子検査の試行、実装化

Ⅳ
非接触・リモート技術の利活
用促進

■デジタル技術を導入し、接触・対面・臨場の作業形態を変革
■画像解析を使用した配筋検査等、非接触・リモートによる検査技術
の積極的な活用を推進
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国土交通省
東北地方整備局～Challenge２～ 新技術の活用促進

行動
理念

『誰でもすぐに現場で活躍』
～新技術の活用を促進し、建設施工やインフラメンテナンスの現場を変革～

20
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国土交通省

東北地方整備局

基本方針（目標）（案） 基本施策（案）

行動
理念

『誰でもすぐに現場で活躍』
～新技術の活用を促進し、建設施工やインフラメンテナンスの現場を変革～

Ⅰ
ロボットによる業務の自動化
（ＲＰＡ）

■ＲＰＡの積極的導入により各種業務における定型作業を自動化し、
業務時間を有効活用

Ⅱ
デジタルツールを活用した
ＤＸ推進

■IoＴやＡＩ、クラウド等のデジタルツールの活用促進
■現場で扱う各種データの情報共有や管理の効率化を推進するため
建設現場用タブレット等の導入を促進

Ⅲ
知識・ノウハウを含めたインフ
ラ情報のデジタル化による可
視化

■デジタルデータの活用基盤を構築し、業務を効率化・高度化
■各個人が持つ知識や経験、ノウハウ、スキルのデジタル化を図り、
組織で共有・活用する方法を検討

Ⅳ
建設施工や建設機械等に係
る自動化・無人化・遠隔化技
術の活用促進

■建設機械や機械設備等の自動化、高度化技術を活用したモデル
工事等の企画・試行を実施

■ＩＣＴ活用工事等による生産性向上

Ⅴ
ロボット技術・ＵＡＶ等を活用
した業務支援、作業の効率
化・高度化

■建設ロボット、パワーアシストスーツ、ＵＡＶ等を活用したモデル工
事等の企画・試行を実施

～Challenge２～ 新技術の活用促進
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国土交通省
東北地方整備局～Challenge３～ ３次元データの利活用促進

行動
理念

『オフィスに現場を再現』
～３次元データ活用（可視化や自動化）により、受発注者双方の働き方を変革～
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国土交通省

東北地方整備局～Challenge３～ ３次元データの利活用促進

行動
理念

『オフィスに現場を再現』
～３次元データ活用（可視化や自動化）により、受発注者双方の働き方を変革～

Ⅴ
ＤＸデータセンター等を活用し
た建設プロセスの効率化

■全国からＤＸデータセンター（国総研）に蓄積されたＢＩＭ／ＣＩＭ
モデルの積極的な活用

■建設ＤＸ実験フィールド（国総研・土研）を活用した技術開発等の検討

Ⅰ ＢＩＭ／ＣＩＭ活用の加速化
■令和５年度までのＢＩＭ／ＣＩＭ導入原則化を見据えた３次元モデル
活用業務・工事の実施の加速化

Ⅱ
３次元情報活用モデル事業
の拡大

■事業プロセス全てで３次元データを集中的かつ継続的に活用し
事業実施の効率化を図るモデル事業を拡大

Ⅲ
３次元データの利活用を
先導するデジタルに対応
したオフィス空間の整備

■新しい働き方を先導し、３次元データの利活用やイノベーションの
創出を推進するオフィス空間のＤＸ化

Ⅳ
３次元点群データの利活用
促進

■建設生産・管理ﾌﾟﾛｾｽ全般における３次元点群ﾃﾞｰﾀの効率的な
取得、効果的な利活用を推進

■維持管理での活用に向け重要構造物を中心に３Ｄ化を推進

基本方針（目標）（案） 基本施策（案）
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国土交通省
東北地方整備局～Challenge４～ デジタル人材の育成・環境整備

行動
理念

『ワンチームでＤＸを推進』
～組織・個人が発想を大転換（一致団結しデジタル変革実現）～

24



国土交通省

東北地方整備局～Challenge４～ デジタル人材の育成・環境整備

Ⅴ
ＤＸ人材育成のための教材
づくり

■効率的かつ効果的な人材育成に向けた育成計画・教育法・教材
等の検討

Ⅰ
新たな働き方に向けた仕掛
けづくり

■「デジタルへ意識を変える」変革意識の向上啓発及び職員全体
への拡大

Ⅱ ＤＸ人材育成の拠点づくり ■新しい働き方、デジタルに対応できる人材育成の拠点整備

Ⅲ ＤＸ推進に向けた環境づくり
■高性能ＰＣやＤＸツールの段階的配備
■５Ｇ、高速通信網、データ共有クラウド等の整備

Ⅳ
ＤＸ推進のための制度・ルー
ルづくり

■ＢＩＭ／ＣＩＭやデジタルを前提とした入札契約制度・工事検査
制度等の改定

行動
理念

『ワンチームでＤＸを推進』
～組織・個人が発想を大転換（一致団結しデジタル変革実現）～

基本方針（目標）（案） 基本施策（案）
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東北地方整備局

令和３年度の取組事例について
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国土交通省
東北地方整備局ＢＩＭ／ＣＩＭ操作技術講習会

28

 i-Constructionサポート事務所単位で、高性能ＰＣを使ったＢＩＭ／ＣＩＭ対応能力向上のためのオン
ラインによる職員向けハンズオン講習会を実施。

令和２年度は６つのサポート事務所で延べ１３回、計９３名の職員が参加。
令和３年度以降もサポート事務所主体で順次開催。

青森河川国道（１回）７名 岩手河川国道（２回）１２名

秋田河川国道（２回）９名 山形河川国道（２回）１７名 福島河川国道（４回）２９名

仙台河川国道（２回）１９名

ＤＸ企画部会
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国土交通省
東北地方整備局インフラＤＸ推進に向けたデジタルツール研修

インフラ分野のＤＸ推進に向けた人材育成を目的として、データやデジタル技術の知識習熟を目的
として研修・セミナーを令和３年度から実施。

若手職員を対象にＭＲや３Ｄ点群データの作成・活用方法等をハンズオン形式で体験・習得。

MR（複合現実）体験実習 ３Ｄ点群データ作成体験実習 遠隔臨場体験実習

遠隔地の撮影状況をパソコンで確認（事務所等）

ウェアラブルカメラに撮影（施工現場）

７０％以上のラップ率で複数枚撮影

点群データ化したい対象物を写真撮影

作成された３次元点群データ

ＭＲ用デバイス（ゴーグル）

ＭＲ実習の状況

３Ｄモデルを実物に重ね合わせ

ＤＸ企画部会
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国土交通省
東北地方整備局インフラＤＸ推進に向けたＤＸ勉強会（職員）

30

講演１

講演２

『最新の無人化施工技術による新たな建設現場への挑戦
～阿蘇大橋地区斜面防災対策工事～』

講 師：株式会社熊谷組 土木事業本部ICT推進室
北原 成郎 室長

『施工現場のデジタル化による生産性向上への取り組み
～一関遊水地舞川水門新設工事～』

講 師：株式会社鴻池組 名古屋支店 土木工事事務所
牛嶋 浩一朗 所長

「一関遊水地舞川水門新設工事」では、先進のＩＣＴ／ＩｏＴの活用、ＣＩＭ活用など生産性向上に取
り組み、現場週休２日の実現など、次世代に繋ぐ最先端そして魅力ある建設現場の最適モデルの
構築を目指しました。今回、当該工事における取組を紹介する。

2016年熊本地震で崩壊した南阿蘇村の斜面対策工事。二次被害を防ぎながら緊急の防災対策を

講じることが求められ、無人化施工を現場に全面展開。調査・設計・施工プロセスをデジタル化に
より一体化し、全工程においてi-Constructionと連動した緊急時の新たな事業マネジメントを実現し
た。

『BIM/CIMの導入がもたらす建設生産プロセスの変革
とインフラ分野のDX』

講 師：公立大学法人宮城大学 創造･開発学系/事業構想学群
蒔苗 耕司 教授

『地場コンサルからの全体最適化を目指した取組み
／昭和土木設計モデル～測量・設計側からのアクション～』

講 師：株式会社昭和土木設計ＩＣＴ推進室
佐々木 高志 室長

３次元設計が当たり前となっている他業界設計者の目線を取り入れ、建設業界の既成概念にとら
われないＢＩＭ／ＣＩＭの取組みを実施。また、自社だけではなく業界全体の推進を目指し、地方公
共団体・測量設計業協会・同業他社向けの講習会やＣＡＤハンズオン講習、担い手育成を目指し
た業界ＰＲ活動など独自の取組みを積極的に実施。

極めて長期に及ぶ土木構造物のライフサイクルで生成・蓄積される情報管理にあたっては、事業
全体わたる情報をどのように管理し、それを有効に活用していくかが重要な課題である。課題に
対して、BIM/CIM活用の有効性、3D活用によるイノベーション、さらにはインフラDXやインフラ情報
マネジメントへの展開についてご講演いただく。

講演１

情報
モデル

計画

設計維持
管理

施工

コンピュータ
function

講演２

第１回勉強会（R3.8.3） 第２回勉強会（R3.10.11）

参加者：235名（web参加含む） 参加者：228名（web参加含む）

ＤＸ企画部会
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国土交通省
東北地方整備局ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）活用研修（職員）ＤＸ企画部会

 ＲＰＡを活用した業務の効率化を目指し、令和２年度から操作研修を実施。
 ＲＰＡツール導入により、業務スピードの向上と作業負担の軽減、人為的ミスの削減による
業務品質が向上。

 令和２年度までに３０業務において、ＲＰＡツールを導入（検討中含む）、令和３年度以降も継続。

１．ＲＰＡツールが業務を代行することによる業務スピードの向上と作業負担の軽減。
２．人為的ミスの削減による業務品質が向上。

ＲＰＡは、Ｅｘｃｅｌ等のデータ入力・編集・加工の作業や、業務システムからのデータ取得
作業、メールや印刷などの付帯作業への適合性が高い。また、以下の条件に該当する場
合はＲＰＡに向いている業務であり、複数の条件に当てはまるほど導入効果は高くなる。

ＲＰＡツール導入による効果

①操作手順が確立されている
（定型化されている）

②反復・繰り返し
③作業頻度が高い
④作業負担が大きい
・属人化している

⑤電子データ化されている

ＲＰＡ操作研修

・ 令和２年度 操作研修（9/23、2/19） 参加者 73名

・ 令和３年度 操作研修（11/4、11/9） 参加者 30名
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国土交通省
東北地方整備局３次元情報活用モデル事業

 i-Constructionの一層の推進のため、３次元データ等の活用をリードする拠点をH30年度に設定。
 鳴瀬川総合開発工事事務所（モデル事務所）では、設計、施工、維持管理までの一連で３次元データを活用し
て効率化を図る取り組みを令和元年度より着手。

 令和２年度からは、i-Constructionサポート事務所を中心に３次元データやＩＣＴ等の新技術の導入を加速化さ
せる「３次元情報活用モデル事業」を順次拡大。 ※東北地方整備局の取り組み

各段階における３次元データの活用

調査・設計段階 （鳴瀬川総合開発事業の事例）

堤体

地すべり

付替国道347号

原石山

工事用道路

鳴瀬川総合開発工事事務所では、事業着手
段階（設計段階）から３次元データを活用

原石山等の地質データの３次元化

３次元化による概略設計（構造物の位置・形状等の把握）

原石山の骨
材採取にお
ける材料賦
存量把握を
効率化

効果
３次元データをタ
ブレット端末に取
り込み、日常点
検に活用するこ
とで維持管理を
効率化・迅速化

３次元データを活用した点検作業

効果

３次元データを活用したＩＣＴ施工

施工段階 （成瀬ダムの施工例）

維持管理段階 （胆沢ダムCIMの例）

作業装置の
自動制御や
丁張り不要
による施工
効率の向上

効果

◆新たに拡大した事業を加え６事
業で「３次元情報 活用モデル事

業」を実施し、事業の効率化並び

に管内における３次元データ利

活用促進の加速化を図る。

Ｒ３年度の取組

青森河川国道
【道路】R3拡大

秋田河川国道
【河川】R3拡大

山形河川国道
【道路】R3拡大

三陸国道
【道路】R3拡大

鳴瀬総合開発
工事【ダム】

モデル事業数

R2年度１件⇒R3年度６件

仙台河川国道
【道路】R3拡大

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報活用推進部会
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国土交通省
東北地方整備局３次元情報活用モデル事業

 「国道4号仙台拡幅箱堤交差点立体化事業」を３次元情報活用モデル事業に設定し、ＩＣＴ
技術の活用による事業の効率化・省力化に着手（R3～）。

 立体化事業では片側３車線、約８万台/日の交通量を確保しながら、限られた施工ヤード
内で切り回しするため、設計、施工、関係機関協議等においてBIM/CIM等を活用し、施工
ステップ毎のイメージを共有し作業の迅速化・円滑化を図る。

段 階 設計段階（橋梁詳細設計）

内 容
・配筋が密でかつ支承アンカーが入る橋座
面において鉄筋干渉を確認。

項 目 ・過密配筋箇所の干渉チェック。

効 果
・３次元モデルによる設計照査の効率化、
施工時における設計修正防止、現場施工
の効率化。

段 階 協議段階

内 容
・３次元モデルを活用した各種協議等の実
施。

項 目 ・地元協議、関係機関協議への活用。

効 果
・走行シミュレーションにより円滑な地元
協議が実現。

・信号機配置等、関係機関協議の円滑化。

①走行シミュレーションにより分か
りやすい協議を実現。

②信号機設置位置について、桁
添加、張出し式等の比較検討
を行い、完成イメージを共有す
ることで協議が円滑化。

①走行シミュレーション（イメージ）

②信号機の設置位置（イメージ）

・配筋干渉チェックにより、事前
に施工上の問題箇所を把握で
き、手戻り防止となる。

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報活用推進部会
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国土交通省
東北地方整備局ＢＩＭ／ＣＩＭ活用の促進

 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５年度から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｡

＜BIM/CIMの原則適用＞
・大規模構造物の予備・詳細設計（実施設計）､工事
・前工程で作成した３次元データの成果品がある設計､工事

⇒R3年度からは、
・『大規模構造物』の中に“堰・排水機場”、“地下構造物”、
“その他のＲＣ構造物”を追加

＜その他＞
・大規模構造物の概略設計においても積極的な導入を推進。

・大規模構造物以外の予備、詳細設計についても、BIM/CIM
原則適用に向けて積極的な導入を図る。
※BIM/CIM導入に際して入札時及び成績評定で加点(H30～)
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業務 工事

◆取り組み事例

橋梁設計にあたり、鉄筋の干渉や部材の取り合いについてBIM/CIMを活用して事前にチェック

排
水
管 排水管

検査路 検査路

橋脚梁部
橋脚梁部

排水管と検査路歩廊部
支持材の干渉が確認

確認の結果､排水管と支持材の位置
を移動することで､干渉を回避。

修正前 修正後

橋梁排水管と検査路の干渉確認

河川土工 ：延長が２km以上
道路土工 ：延長が３km以上
堰･排水機場･水門：すべて(河川・ダム等事業ＶＥ検討会案件)
樋門・樋管：内空断面が１０m2以上

（河川・ダム等事業ＶＥ検討会案件）
ダ ム ：すべて(河川・ダム等事業ＶＥ検討会案件)
地下構造物：共同溝(道路事業VE幹事会検討案件)
橋 梁 ：橋長が２００ｍ以上もしくは支間長６０ｍ以上

(道路事業VE幹事会検討案件)
トンネル ：すべて(道路事業VE幹事会検討案件)
地すべり ：排水トンネル延長が１５０ｍ以上の地すべり対策
砂 防 ：高さ１５ｍ以上の砂防堰堤
その他のＲＣ構造物

※規模が大きいとは工事単位ではなく構造物単位で大規模なものを指す

＜大規模構造物の考え方＞

◆Ｒ３ 東北地整のＢＩＭ／ＣＩＭの取組方針

◆管内のBIM/CIM活用工事・業務件数

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報活用推進部会
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国土交通省
東北地方整備局ＩＣＴ活用工事の普及拡大

 東北地整ではH28年度からICT活用工事を推進し、生産性向上に寄与。
 ICT活用工事推進のため、ICT土工活用証明書をH30年から発行し、令和２年1月までに東北６県
仙台市でも証明書を発行。令和２年から、東北地方の10万人以上の都市へも拡大。

 ICT活用工事の更なる普及・促進を図るためR2.10から証明書の有効期間を2年間に延長。
 R3年度は、ICT土工に加え、ICT舗装工、ICT浚渫工、ICT地盤改良工、ICT舗装修繕工も対象拡大。

東北地方整備局 ICT活用工事（土工）実施工事件数 「ＩＣＴ土工実施証明書」の取り組み拡大

ＩＣＴ活用工事による生産性の向上（従来工事とICT活用工事の比較）

令和３年度の取組

◆ＩＣＴ活用証明書発行対象工種の拡大 （R3.3.16通知）

⇒証明書の発行対象工種を１工種から５工種に拡大

▲ＩＣＴ土工活用証明書
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ＩＣＴ

『工事日数の短縮』 と 『省力化』により 生産性向上に寄与！
▼河道掘削工事における工事日数短縮の事例 ▼道路改良工事における作業人員の省力化の事例

従来

ＩＣＴ

従来

（日） （人）

起工測量 施工 出来型管理 起工測量 施工 出来型管理

16日短縮 150人縮小

▲東北地方整備局におけるＩＣＴ活用工事（土工）実施件数
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凡例 ICT土工の実施件数 ICT土工の実施割合

〇ＩＣＴ土工の実施率は増加傾向
〇Ｒ２年度は202件で実施

（Ｒ３年３月末時点）
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▲「ＩＣＴ土工活用証明書」累計発行件数（Ｒ３．３月末まで）

〇これまでに700件以上を発行（Ｒ３年３月末時点）
〇Ｒ２年より東北６県仙台市でも発行

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報活用推進部会
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国土交通省
東北地方整備局

実施済

5519

45

7１
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件
数

年度

ウェアラブルカメラ等試行工事件数の推移

土木工事等における遠隔臨場の標準化

東北地方整備局（港湾空港の除く）で発注する全ての土木工事及び地質・土質調査業務（ボーリング調査を含むもの）において、
当初発注時から遠隔臨場を標準的に実施する。ただし､画像での判断が難しい場合は、従来の臨場による立ち会いも可能とする。

遠隔臨場を実施する項目

○『web会議システムやASPを活用した遠隔臨場』を標準とする。
○共有する画像は、リアルタイムによる動画配信を基本とし、映像の記録は必要としない。

例）web会議システムを活用した遠隔臨場のイメージ
▼発注者側(事務所・出張所）▼受注者側（施工現場）

〇スマートフォンやタブレットを活用し映像を撮影
〇web会議システムやASPを使い映像を共有

〇事務所・出張所で日常使用するパソコンで映像を閲覧
〇web会議システムやASPを使い映像を共有

➢全ての段階確認、材料確認、立ち会いの各項目について従来の臨場
に替えて画像共有による遠隔臨場を標準とする。ただし、支持地盤の
確認、土（岩）質変化位置の確認、プルフローリング等の画像での
判断が難しい場合は、従来の臨場による立ち会いも可能とする。

実 施 方 法

➢現地におけるボーリング調査の検尺について画像共有による遠隔
臨場を標準とする。ただし、通信環境の確保が難しい場合は、従来
の臨場による立ち会いも可能とする。

基 本 方 針

工 事

地質・土質調査

120

40
20

200

50

100

150

200

従来の検尺 webカメラ検尺

従来検尺とwebカメラ検尺による

作業時間の比較

車移動

現場内移動

（分）

導 入 効 果 の 例

・山岳急傾斜地の地質調査（ボーリング）の検尺
立会いにおいて、「Ｗｅｂカメラ検尺（遠隔臨場）」
を行い、移動や待機時間の大幅削減を実現。

▲Webカメラ検尺の状況

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報活用推進部会

35



国土交通省
東北地方整備局デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測の試行

Ｒ２年度の取組 Ｒ３年度の取組

国道45号新思惟大橋上部工工事【三陸国道】

東北中央自動車道東根川橋上部工工事【福島河川国道】

• 「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に
関するプロジェクト」により２現場で試行を実施。

• Ｒ３年度に制定された「デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測の試行要領
（案）」に基づき全国で試行工事を実施。東北管内では６工事で試行予定。

Ｎｏ. 試行予定工種 試行工事件数

１ 一般土木 ３件

２ プレストレスト・コンクリート ２件

３ 維持修繕 １件

Before

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

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

After

発注者監督員

ウェアラブルディバ
イス等（映像・音声）

ステレオカメラ等
エリア
マーカー

受注者１名 執務室

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

受注者
管理職員

東北管内での試行予定工事

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報活用推進部会
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国土交通省
東北地方整備局除雪グレーダ作業装置の自動化施工技術開発部会

○東北地方整備局管内の除雪作業では、除雪グレーダの稼働時間が卓越している。
○除雪グレーダによる除雪作業は、操縦が複雑で難易度が高く、熟練したオペレータの技術が求められる。
しかし近年、熟練オペレータの減少や高齢化により担い手の確保が急務となっている。

○除雪アンケート調査注1)では、オペレータ不足が一段と深刻化している。
○排ガス規制に伴う新型除雪グレーダ（世界標準機種）は、操縦席が１人乗り仕様（ワンマン）となり、
これまで助手が担っていた安全対策などもオペレータが自ら行うため、作業効率が低下している。

⇒ 新型除雪グレーダの作業支援としてガイダンス装置を活用したブレード操作の自動化に着手。

除雪作業の課題 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

オペレータの将来充足

新型除雪グレーダの導入 約３割 ５割超

除雪作業装置の自動化

オペレータ不足が深刻化

機械更新 機械更新

自動操作システムの開発 検証 ・ 展 開

１.ブレード推進角の操作

作業装置（ブレード）の自動化図1.年間総稼働時間の５ヶ年平均（H28~R2）

２.自動運転システムの開発
■除雪に関するアンケート調査（回答）
[除雪グレーダ]
・ブレード操作は難易度が高いと
感じているオペレータが最も多い。

・ブレード推進角、新雪・圧雪時の
切削角の調整が難しい。

・操作レバーが多いので習得までに
時間を要する。

図2.運転操作時の難易度（回答数）注1）

注1）除雪に関するアンケート調査（国土交通省）より

Σn=2,638
図3.除雪グレーダの難易度

（回答数）注1）

実証・実験

除雪
グレーダ
３８％

除雪負荷大→雪を逃がす（負荷低減）
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国土交通省
東北地方整備局担い手オペレータの操縦シミュレータ開発施工技術開発部会

○除雪グレーダによる除雪作業は、操縦が複雑で難易度が高く、熟練したオペレータの技術が求められる。
○除雪オペレータは60歳以上が約２割を占め、今後その大半が離職する。
更に、20～50歳代のオペレータは、除雪作業経験の比較的少ない（10年未満）割合が半数以上を占める注1）

○排ガス規制に伴う新型除雪グレーダ（世界標準機種）は、平成27年度以降に操縦席が１人乗り仕様（ワンマ
ン）となり、熟練オペレータが同乗しての操縦技能継承が行えない。

○これまで助手が担っていた安全対策などもオペレータが自ら行うため、作業効率の低下や担い手確保の上で
支障となっている。
⇒ 除雪作業の担い手オペレータの操縦シミュレータ開発に着手。

除雪作業の課題 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

オペレータの将来充足

新型除雪グレーダの導入 約３割 ５割超

オペレータへの操縦技能継承 実証・改良

オペレータ不足が深刻化

機械更新 機械更新

操縦ｼﾐｭﾚｰﾀの開発 展開

操縦シミュレータを活用した技能継承

1.オペレータの年代別、経験年数別の内訳 注1）

・60歳以上が約2割。
・20～50歳代のオペレータが約８割。
その内、経験年数10年未満が約半数を占め

る。

2.将来の充足見込み 注1）

・現状でも不足しているが約４割。
・数年後の不足も含めると8割強で
オペレータ不足が懸念される。

注1） 除雪に関するアンケート調査(国土交通省)より

図-１ 年代別内訳
Σn=1,480

図-２ 経験年数別内訳
Σn=1,137

除雪に関するアンケート調査

60歳未満

７７％
１０年未満

５５％
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国土交通省
東北地方整備局３次元河川管内図システムの推進河川部会

39

実施内容 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

３次元河川管内図
システム

３次元点群データ

３次元河川管内図システム

３次元河川管内図システム構築スケジュール

【令和３年度】
• 河川維持管理への具体的な活用方法や３次元河川管内図システム設計に必要な機能の検討・構築及び地整版３次元河川管内図作
成・活用・運用マニュアル（案）の検討に着手

３次元河川管内図システム作成 ※令和７年度全河川運用開始

地整版プラットフォーム検討・構築地整版マニュアル（案）の作成

航空写真

洪水防御図

重要水防
箇所調書附図

樋門樋管台帳

許可工作物台帳

水位観測所台帳

雨量観測所台帳

浸水想定区域図 現況管理図

【河川情報の一元管理】 【３次元河川管内図の活用イメージ】

河川構造物
CIM

測量データ

河川環境情報図

３次元河川管内図システム

変状量

UAVも活用

◆２時期偏差抽出による堤防の変状把握

◆点群データ（レーザ計測）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

レーザ計測により樹木
群の繁茂体積を算出

２時期偏差から樹木群
の伸長状況を把握

最新の点群データと過
去の横断測量データ
の重ね合せにより、経
年的な土砂の堆積・侵
食状況を把握

概ね５年に１回で河川を１巡 ※必要に応じてUAVを活用

○従来紙ベースで作成されている河川情報をデジタル化し一元的に管理するとともに、３次元点群データの活用により河道の変化や動植物
環境等の河川基礎情報を容易に把握。

○これらを活用することにより、維持管理分野における河川巡視や堤防・構造物点検の作業の効率化、災害発生時における被害状況の早
期把握など、従来に比べより効率的な業務が可能。



国土交通省
東北地方整備局ＵＡＶを活用した砂防施設の自動点検河川部会

40

・砂防施設点検については、これまで、地上からの巡視やＵＡＶ（有視界飛行）を活用した点検を実施。
・現場は急峻且つ狭隘な箇所が多く、点検時には土砂災害等のリスクが高く、点検に時間を要しているのが現状。

➞ 砂防施設点検では、ＵＡＶによる自動点検（目視外自律飛行(レベル３飛行)）を導入することで、
より一層の安全性の向上及び作業の効率化を図る。

◆実証試験の概要 （R3年度）

・阿武隈川水系荒川流域塩ノ川をフィールドとし、携帯
電話回線を利用したＵＡＶによる砂防施設の自動点検
に向けた、自律飛行の実証試験を実施。

・Ｒ３年度の実証試験で得られた知見を踏まえ、Ｒ４年
度からＵＡＶによる目視外自律飛行（レベル３飛
行））での砂防施設点検の実証試験を予定。

◆今後の展開

◆小型無人機（ドローン）による飛行レベル

◆実施目的

（砂防施設の状況や堆砂状況
を確認）

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５～Ｒ７

砂防施設の自動点検に向けた
目視外自律飛行の実証実験

砂防施設点検の実証実験

（砂防施設の状況や堆砂状況
を確認）

離発着地点

R3実証試験ルート図

飛
行
ル
ー
ト

砂防堰堤付近の点検イメージ

塩
ノ
川



国土交通省
東北地方整備局ＣＣＴＶを活用したＡＩ検知システムの導入道路部会

○東北地方整備局の管内では，大雪等による大規模な車両滞留し、被害が発生している。
また、自動車専用道路では、車両の逆走、停止、低速、避走など大規模な事故に発展する事象も発生している。

⇒ 大雪時の車両滞留及びスタック車両または、自動車専用道路における逆走、停止、低速、避走などの
早期発見により、大規模な車両滞留、事故、災害等を未然に防ぐ支援としてＡＩ検知システムの導入に
着手。

検討内容 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４～

ＡＩ検知システムの高度化
ＡＩ検知システムの導入

精度向上データの蓄積・検証

道路監視カメラ 道路事象検知設備

CCTVカメラA

CCTVカメラB

検知イメージ（悪天候時）
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国土交通省
東北地方整備局一般交通量調査業務の高度化・効率化

〇センサス※は、道路の計画・建設・維持修繕等の基礎資料を得ることを目的に昭和3年から概ね5年に一度、
調査を実施。（※全国道路・街路交通情勢調査）

〇H27センサスの一般交通量調査（国調査区間）では、約16％で人手観測を行っているのが現状。

⇒ R3センサスでは「CCTVカメラ（AI解析）」を活用することで、人手観測を廃止し、
業務の高度化・効率化を図る。

検討内容 Ｒ３ Ｒ４ ～

自動解析システムの開発

R3.9.7 第5回 ICTを活用した新道路交通調査体系検討会 【資料2】

ＣＣＴＶ活用
（R3センサス）

CCTVカメラ（AI解析）の画面一例

展開

R3.9.7 第5回 ICTを活用した新道路交通調査体系検討会 【資料6】

道路部会

精度向上の技術開発
（モデル改良、教師データ改善等） 42



国土交通省
東北地方整備局港湾整備におけるBIM/CIMの活用推進

◆港湾整備における生産性向上に資するため、ＩＣＴ施工の更なる活用や３次元データによる
設計・施工・維持管理への転換を図り、港湾版ＤＸを加速する。

３次元データの活用事例【能代港大森地区岸壁(-10m)】

設計段階(R2)

鋼管杭配列モデル

完成形モデル

施工段階(R3～R5) 維持管理段階(R6～)

鋼管杭打ち込み状況

施工管理

維持管理(施設点検)

◆ＣＩＭデータ活用計画工程【能代港大森地区岸壁(-10m)】

区　分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度以降

設計
CIMモデル作成

施工
鋼管杭 地盤改良工 上部工

維持管理

◆ＣＩＭデータ活用拡大計画

※表中の数値は、発注件数ベースでの目標値
※小規模工事とは、9,000万円未満、撤去・運搬・ブロック製作工事を想定

維持管理(施設点検：鋼材腐食)

区　分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

BIM/CIM

活用推進
10% 40% 70%

Ｒ５年度以降

100%

BIM/CIM活用拡大 原則化（小規模除く）完成

港湾部会
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国土交通省
東北地方整備局営繕部会におけるインフラＤＸ推進の取組営繕部会

受発注者共に設計・施工の効率化・生産性向上を実現目指す姿

取組内容

① ＢＩＭ活用による設計・施工の効率化
② ＩＣＴ建築土工等、新技術の取組

① BIM活用による設計・施工の効率化

設計段階のBIMモデル

• ＢＩＭモデルを用いて鉄筋納まりの確
認、関連工事の納まり調整及び課題検
討を実施

⇒施工品質の向上、関係者間での合意形
成の効率化に寄与

【 設計段階 】（設計ＢＩＭ） 【 施工段階 】（施工ＢＩＭ）

• 設計内容をＢＩＭモデルで作成・可視化すること
で、ユニバーサルデザイン検討会等での合意形成
や干渉チェック等の実施

⇒３次元形状で建物をわかりやすく「見える化」する
ことで関係者間の合意形成の効率化に寄与

施工段階のBIMモデル

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

東北地整官庁営繕事業による試行※

② ＩＣＴ建築土工等、新技術の取組

インテリジェントマシンコントロールを搭載したバックホウ

• ICT土工を建築の土工事に活用・効果の検証
• 他の新技術についても導入可否の検討を推進
⇒施工段階の生産性向上に寄与

【 施工段階 】（ＩＣＴ建築土工等）

東北営繕

官庁営繕BIMガイドライン改定の検討本省

※試行結果を適時本省と共有するなど、ガイドライン（本省）の拡充を図る

官庁営繕BIMガイドライン改定
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