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1．はじめに
社会基盤情報標準化委員会（委員長：柴崎亮介 東京

大学教授、事務局：JACIC）では、特別委員会（委員長：
皆川勝　東京都市大学名誉教授）を設置して特定の重要
なテーマについて検討しています。

特別委員会では、令和2年2月よりICTを活用した画像・
映像情報の利活用のあり方について検討を開始し、令和
3年7月に「ICTを活用した画像・映像情報の利活用のあ
り方に関する提言〜中間とりまとめ〜」を公表しました。
本稿では、その概要について報告します。

2．画像・映像情報の利活用の現状
Digital Twinの時代を迎え、モノを3次元形状で構築

して活用するBIM/CIMとともに、実物空間及び仮想空
間を可視化した画像・映像情報は、現場のDXの中核を
担うコンテンツです。

また、ICTの急速な普及に伴い、VRやAR等のデータ
の可視化が進むとともに、可視化された画像・映像等の
分析・認証技術が著しく進歩しています。5Gなどを背
景に情報通信環境の進歩やドローン等の撮影技術の複合
利用により、より一層現場での画像・映像情報の利活用
が期待されます。

ところが、土木分野の画像・映像情報は、これまでは
記録や「目視と同等」レベルでの活用が主であり、施工
時の現地状況の撮影や、点検時の損傷個所の撮影等、「確
認・記録」としての使い方が中心でした。近年、画像・
映像情報は、「判別・診断」等に一部利用されつつあり
ますが、未だ、画像・映像情報の利活用に関す
る体系的な検討が十分なされておらず、利活用
の普及に向けて環境が整っていません。

3．画像・映像情報の利活用の基本的な考え方
「中間とりまとめ」では、画像・映像に係る

技術やシステム開発等が進む中、記録や「目視
と同等」の枠を超えた活用を現場へ早期に普及
させ、より効率的かつ効果的な仕事の仕方へと
変革させることを目的に、画像・映像情報の利

活用状況について調査・整理し、画像・映像情報の利活
用の基本的な考え方についてとりまとめました。

画像・映像情報の適切な利活用のあり方を考える上で
重要な観点として、以下の2点を示しています。
1）画像・映像情報の基本的な構造の明確化

画像・映像情報の先進的な活用事例では、画像・映像
情報が持つ多様な性質・特徴を活かした利用へと変化し
ていることから、基本に立ち戻り、画像・映像情報その
ものの構造を明らかにしました。

画像・映像情報の基本的な構造は、撮影・可視化対象
事項、撮影・可視化条件、属性情報の3つから構成され
ることを示しました（図1）。

撮影・可視化対象事項は、「実物空間や仮想空間の像」
と、数値化・処理を通じて可視化された「状態」に分類
しました。「実物空間や仮想空間の像」は、位置、形状、
文字・記号・模様、明るさ、色に区分し、可視化された

「状態」は、音、温度、速度、濃度に区分しました。さ
らに、これらを利用目的の観点から「事象の認識」「変
化の把握」「違いの判別」に区分しました。これにより、
撮影・可視化の対象や利用目的が明確になり、画像・映
像情報の特徴や利用技術との関係がわかりやすくなるこ
とを示しました。

また、撮影・可視化対象事項及び撮影・可視化条件に
加えて、対象物についての属性情報を組み合わせること
により、画像・映像情報を用いた評価・判定につながる
ことを示しました。

対象物を構成するBIM/CIMの3次元モデル及び対象物

ニュースと解説

「社会基盤ICTを活用した画像・映像情報の利活用の 
あり方に関する提言～中間とりまとめ～」について

〜社会基盤情報標準化委員会特別委員会の提言〜

図１　画像・映像情報の基本的な構造
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の画像・映像情報は、属性情報を共通して活用す
ることができます。Digital Twinの時代に画像・
映像情報と3次元モデルを統合して利活用し、属
性情報を共有するICTプラットフォームの構築の
重要性を示しました（図2）。
2）画像・映像情報の利活用の基本構造の明確化

利活用の基本的な構造は、知識マネジメントに
おける階層構造を参考にData、Information、
Intelligenceの3つの概念で整理しました（それぞ
れの定義は、図3に記載）。

利活用は、記録や「目視と同等」の利用だけで
なく、画像・映像情報を加工または分析する技術
や他の情報との組み合わせなどにより効率化・高
度化します。図3に示すように左から右へと従来の
Data、Informationとしての活用から、AI技術等を用い
て、評価・判定の可能なIntelligenceとしての活用へ変
革します。これからの画像・映像情報は、Intelligence
としての利活用が重要であり、Decisionの高度化や新た
な展開が期待されます。

これら明確化した基本構造に基づいてユースケースを
整理し、既存の要領・基準等の改訂や新たな要領・基準
等の作成につなげることが重要です。

4．おわりに
特別委員会では、引き続き、令和4年6月の最終提言の

とりまとめに向けて、ICTを利用した画像・映像情報の

多様な利活用に関するユースケースの収集・整理や、画
像・映像情報をBIM/CIM等と統合的に取り扱い、プラッ
トフォームやxR技術を活用した、デジタルツインの仕
組みに基づく建設生産性向上の方策を検討してまいりま
す。中間とりまとめに関するご意見がありましたら、下
記メールアドレス宛にお寄せください。

社会基盤情報標準化委員会では、様々な分野、形態の
情報について体系的に整理し、広く適切・公正な利活用
を可能にする標準化に資する活動を推進してまいります。
○ 中間とりとめ　 

https://www.jacic.or.jp/hyojun/special2021.html
○ご意見用メールアドレス
　hyojun@jacic.or.jp
 （建設情報研究所　副所長　明野和彦）

ニュースと解説

図２　�プラットフォームの整備によるBIM/CIM及び画像・映像情
報の統合化

図-3　画像映像情報の利活用の基本的な流れ

mailto:hyojun@jacic.or.jp
https://www.jacic.or.jp/hyojun/special2021.html
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一般財団法人日本建設情報総合センター（JACIC）で

は、建設分野における学術の振興を目的として、情報・

システムを活用した調査研究を対象に、平成10年度から

これまで累計219件の研究に助成をしております。

令和3年度は、3月25日より公募を開始し、期限の6月

30日までに8件の応募がありました。

昨年度、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け

て応募件数が大幅に減少したため、テレワーク等の環境

からでも広くご応募いただけるように、一部押印を省略

する等、申請書類様式を改善し、公募開始日を約3週間早

めましたが、応募件数の減少傾向は続いている状況です。

8月4日に、学識経験者を含めた委員による審査委員会

を開催し、厳正な審査の結果、4件に対し研究助成を実

施することを決定しました。

研究の対象課題については、今年度も7つのテーマを

設定しました。特に応募が多かったのは、「ICT等に関

する技術（AI、5G/IoT、XR（VR、AR、MR、SR）、

センシング技術、画像処理技術等）の建設分野における

活用に関する調査研究」でした。この課題への応募は、

3年連続で最多となりましたが、これは近年、幅広い領

域で注目を集めているAI（人工知能）やIoT（Internet 

of Things）のような技術革新の成果を、建設分野にも

導入しようという意識の高まりが背景にあるものと考え

られます。

応募者の所属については、大学等の教育機関が大部分

を占めており、民間企業からの応募は1件に留まりまし

た。また、平成29年度から若手研究者枠（35歳以下）を

設定しており、これまで3件の研究に助成を実施してお

ります。今年度は残念ながら若手研究者枠への応募はあ

りませんでしたが、若手研究者による今後の研究の発展・

充実を特に望みます。

なお、採択された研究については、JACICが主催する

成果報告会だけでなく、国内外を問わず、広く学会等に

おいて充実した成果を発信し、建設情報システムの発展

に大きく寄与することを期待します。

【審査委員会の委員】

大橋　正和（中央大学名誉教授）

島﨑　敏一（日本大学名誉教授）

月尾　嘉男（東京大学名誉教授）

深澤　淳志（理事長）

伊藤　英隆（理事）

尾澤　卓思（理事）

 （建設情報研究所　研究員　清水知子）

令和3年度（一財）日本建設情報総合センター研究助成決定
JACIC からのお知らせ

期間 研究助成対象者 研究テーマ

2 年 早稲田大学理工学術院　創造理工学部
教授　秋山 充良

ドローン・機械学習・3 次元構造解析・信頼性理論の融合によ
る劣化 RC 橋梁の健全度の自動判定

1 年 香川大学　創造工学部
教授　山中 稔

常時微動探査による地層区分を援用した城郭三次元地盤図の構
築

1 年 松江工業高等専門学校　環境・建設工学科
教授　大屋 誠 建設 DX のための建設技術者育成に関する研究

1 年 三重大学　水産実験所
准教授　岡辺 拓巳

海岸の順応的管理に向けたハイブリッド地形データの活用に関
する研究
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JACICでは、i-Constructionの推進を支援するため、
「JACIC̒ i-Con チ̓ャレンジ戦略」を策定し、2020年4月
から「JACICクラウド」の運用を開始しました。

また、インフラ分野のDX（デジタルトランスフォー
メーション）推進にも積極的に取り組んでいます。

この度、以下の3部構成で、JACICセミナーを開催す
る運びとなりました。

今年度の特別講演では、国土交通省工事監視官・栗原
和彦様、土木学会建設技術研究委員会委員長・太田誠様
よりご講演いただきます。また、「新現場力に求めるもの」
と題したディスカッションを開きます。

今回も、会場＋Webの同時開催となり、定員に限り
があります。申込み開始は、JACICホームページでお知
らせします。
○日時：令和3年11月12日（金）10：00〜17：00
○会場：TKP赤坂駅カンファレンスセンター13階
○定員：会場60名、Web受講150名
○JACICホームページより参加申込みをお願いします
　（https://www.jacic.or.jp/）
○継続教育CPDポイント対象プログラムです

・土木学会（建設系CPD協議会）
・日本測量協会（測量系CPD協議会）

JACICセミナーの開催案内
JACIC からのお知らせ

【第1部】JACICソリューション報告会 （10：00〜11：45）
理事
尾澤　卓思 インフラ分野の DX による現場の改革（仮題）

ソリューション部門　計画監理部
部長　大澤　健治 JACIC クラウド活動報告（陸閘訓練）

ソリューション部門　事業推進部
部長　桜井　力 遠隔臨場に向けた対応

建設情報研究所
副所長　明野　和彦

建設分野における画像・映像技術の利活用促進に向けて
（中間とりまとめ）

研究開発部
部長　山田　浩次 ダム事業での BIM/CIM の活用について

 【第2部】特別講演 （13：00〜14：55） （敬称略）

国土交通省　大臣官房技術調査課
工事監視官　栗原　和彦

【特別講演】
遠隔臨場への国の取組（仮題）

土木学会建設技術研究委員会　委員長
大成建設株式会社　常務執行役員
太田　誠

【特別講演】
土木事業と技術開発　DX 時代にむけて

【ディスカッション】　新現場力に求めるもの（仮題）
 ・土木学会建設技術研究委員会 委員長／大成建設株式会社 常務執行役員　太田　誠
 ・神戸大学 都市安全研究センター 教授　飯塚　敦
 ・JACIC 理事　尾澤　卓思　（進行） 

 【第3部】第19回 JACIC研究助成事業成果報告会 （15：15〜17：00） （敬称略）

神戸大学　都市安全研究センター
教授　飯塚　敦

【2 年間の研究】 都市丸ごとシミュレーション技術の社会実装における都市
データ利活用カスタマイズに関する調査研究

東京大学大学院　工学系研究科
特任准教授　全　邦釘

【中間報告】 既存橋梁の 2 次元図面の意味解釈を通した 3 次元 CIM モデル自
動生成手法の提案

函館工業高等専門学校　社会基盤工学科
准教授　山﨑　俊夫

【1 年間の研究】 国土交通データプラットフォームの構築に資する広域地形モ
デルの制作に関する、テレワーク時代に対応可能な業務モデルの提案

長崎大学大学院　工学研究科
准教授　杉本　知史

【1 年間の研究】 無線センサネットワークシステムを応用した IoT 技術による
屋外多点計測手法の実装のための調査研究

名古屋工業大学大学院　工学研究科
教授　秀島　栄三

【中間報告】人間中心設計的アプローチによる BIM/CIM 人材育成過程の設
計と検証

※プログラムは変更になる場合があります。
 （建設情報研究所　研究員　清水知子）

https://www.jacic.or.jp/
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はじめに
コロナ禍、他地方と同様、中国地方でも今年度予定し

ていた、「中国建設技術フォーラム」、「中国地方ブロッ
クコアユーザ会議」、各種研修・セミナーなどについては、
リモート開催、または延期・中止とされている状況です。

■「島根県土木技術講習会ICTの活用」の開催
令和3年7月2日（金）島根県建設技術センターの主催

によるICT講習会が開催され184名（内訳は県市町村：
24名、建設業：104名、コンサル：56名）の方々が参加
されました。整備局よりi-Constructionの進捗状況説明
をはじめ、施工業者によるICT土工の取り組み・課題な
どの紹介などがあり、熱心に聴講されました。JACICか
らは影山主任研究員によるBIM/CIMの最新動向とICT
活用による新現場力の構築と題して講演しました。

今後も引き続きJACICとして講習会・セミナーなど積
極的に支援してまいります。

■「JACIC　クラウド　ルーム機能」の活用
JACICでは、建設プロセスに特化した多機能作業室と

して、今年4月1日よりJACICルームの運用を開始、中国
地方では、倉吉河川国道事務所で契約をいただきコンサ

中国地方センターの活動
地方便り

柱 取 組 項 目 2020年度 2021年度

生
産
性
向
上

①ＩＣＴ活用工事の拡大

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

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

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

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

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

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

④BIM/CIM業務・工事とﾌﾛﾝﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞの活用
拡大

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

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

⑤３次元データの全面的な利活用 － ■利活用検討会の設置

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

□3次元CAD等の活用環境の計画的整備

■UAV等を活用した事業管理･予防保全の効率化

■プレキャスト製品の活用促進

働
き
方
改
革

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

■直轄業務・工事の平準化の推進
■地方公共団体の平準化推進への支援

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

■直轄工事の実施率向上
■地方公共団体の取り組み拡大への支援

⑨工事書類の簡素化

□直轄と地方公共団体の工事関係書類の
標準化推進

□検査書類限定型工事検査の推進
□直轄工事の書類の簡素化の推進

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

⑩ウィークリースタンスの徹底

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

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

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

■WEB会議の全面実施
■工事監督における遠隔現場臨場全面試行
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中国地方整備局による説明
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ル・施工業者との打ち合わせ、情報共有など幅広く運用
されています。

また、JACICルームでは、防災に特化した専門画面機
能を標準装備しており、GIS基盤をベースとした360°画
像・LIVE映像・各種関連情報等の一元化＋マネジメン
トの見える化を目指しています。

倉吉河川国道事務所では、冬季のスタック対応に活用
すべく、既存システムと併用しながら、より総合的で迅
速な状況判断ができるように準備を進めています。

 （中国地方センター長　堀江　豊）

地方便り

JACICルーム活用状況の様子

JACICルームによるスタック対応画面イメージ

BIM/CIMの動向とICT活用による新現場力の構築
1．ICT技術の進化と新語
2．3次元モデリング等とBIM/CIM基準要領
	 2．1．3次元モデリング（伝える）
	 　・　物体の表現方法
	 2．2．測量・計測技術（測る）
	 　・　3次元化に向けた課題と対応
3．JACICクラウド（JACIC	Solution）
	 　・　ICTによる現場力
	 　・　オンラインでBIM/CIMを学ぼう
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