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建設分野における画像・映像情報

の利活用の促進に向けて
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一般財団法人
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社会基盤情報標準化委員会（事務局：JACIC）
の特別委員会において、令和元年度より、「ICT
を活用した画像・映像情報の利活用のあり方の検
討」を行っている。

画像・映像情報は、災害対応や建設プロセスに積極的
に導入することで一層の生産性向上や仕事のやり方の
改善につながることが期待される。

そのため、画像・映像情報の利活用を一層推進するこ
とを目的として検討が開始された。

本日は、特別委員会における現時点の議論の概要
をご紹介する。
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1. 検討の背景、検討範囲

2. 画像・映像情報の利活用状況

3. 画像・映像情報の利活用の基本的な考え方

4. 今後の検討について
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本日の内容
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 Digital Twinの時代を迎える中、画像・映像情
報はBIM/CIMとともに重要なコンテンツ。

 技術的な背景として、VR、AR、MRなど可視
化の新技術がブレークスルー。

 可視化された画像・映像等の分析・認証技術が著

しく進歩。

 認証・診断への活用に関する研究も拡大し、将来

に向けた飛躍が期待。

 画像・映像デバイスの精度／解像度が向上し利用

技術が多様化

 ５Gなどを背景に、情報通信環境の著しい改善が

期待。

 ドローン等、関連技術の複合利用による付加価値

が高まりも期待。
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 これまで画像・映像情報の活用としては、記録

が中心。一方、近年、多くの現場において、画

像・映像情報が、現況の把握・共有化に加え、

現場の安全管理、点検への活用等、分析や評価

のために幅広く活用され始めており、この動き

をさらに推進することが必要。

 画像・映像情報の利活用の推進により、現場で

の作業の効率化、省力化、高度化につながり、

困難であった取組も可能。積極的な利活用を通

じて仕事の効率化、高度化に寄与することがで

き、 i-Constructionの推進にも大きく貢献。
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• 例えば、道路局で、点検支援技術の進展等に伴い道路橋の定期点検要領を平成31年
2月に改定。

（国土交通省資料）
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規程等における画像・映像情報の活用状況（令和元年10月時点）

国土交通省が作成・公開している約220の規程・要領等を

対象に、画像・映像情報の位置づけをJACICで調査。

その結果、画像・映像情報について言及があるものは約3

分の1

さらに、言及があるもののうちの約3分の2が、画像・映

像を確認または記録の手段として用いるにとどまる。

画像・映像情報を用いたさらなる利用について言及がある

のは全体の約９分の１。さらなる利用の方法については、

ほとんどが3次元データの作成に関する事項。

【参考】規程等における画像・映像情報の活用状況
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将来
新現場力として標準化を図り、現場への定着を目指す。

⇒画像・映像情報の利活用で仕事のやり方が変わる

特別委員会のミッション
 利活用の基本的な考え方の整理
 新現場力として、仕事の効率化、高度化に貢

献する観点からの仮説を提示し、検証。
 検証の結果をもとに、利活用のガイドライン

や普及の推進に向けた方策を作成。
 以上をとりまとめたものを提言として提示。
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１．検討の背景、検討範囲
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画像
辞書によれば、絵に描いた姿や、テレビ等に映し出された
像のこと。

一般的な定義に基づけば、「画像」は、以下の２つ。
• カメラ・ビデオ（レンズ＆感光素子等）による像

• 描かれる絵等（PCにより作成された絵、印刷された図面を含む）

土木分野では、画像とは「二次元平面x,yに、C（x,y,λ）
で表現された、あるいは定義できる情報のこと」という定
義がある（土木用語大辞典）。

「画像・映像」とは

映像
辞書等によれば映画・テレビ等の画像をいい、心の中のイメ

ージのことをいう場合もある。最近の定義では動画で表現さ
れるコンテンツのことも指す場合がある。

一般的な定義に基づけば、映像は、ビデオ等レンズを通して
映し出された画像と捉えられる。
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検討範囲の考え方

 米国では画像・映像による意思疎通を「ビジュアルコミュニ
ケーション」と呼ぶ考え方が確立している。これと同じ概念
で「可視化された情報」について議論する。

設定された検討範囲

 特別委員会では、以下を中心に、「可視化された情報」の活
用方法を検討。

カメラ・ビデオによる画像・映像情報
カメラ・ビデオ以外から取得されたデータについて、そ

の可視化により作成された画像・映像情報

データの可視化により作成された画像・映像情報は、画像・映像情報
と同様の考え方で活用することができるものがあり、特に対象物の
Digital Twinとしての高度な取り扱いが想定されることから、並行した検
討が有効。
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画像・映像情報等の利活用事例

土木学会（土木情報学関係）資料、Webページ等から利活

用事例を抽出（現時点で、調査総数約1４０件）

建設プロセスとしては維持管理、施工が多い。災害対応の事

例もいくつかみられる。

開発主体は道路管理者、ベンダーが中心。
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２．画像・映像情報の利活用状況
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目的 利活用の事例

建
設
プ
ロ
セ
ス

施工
出来形検査 基準高と法長の計測、計測値が規格値

を満足しているかどうか確認。

現場安全管理 作業員と機器の配置の可視化、作業
員・機器の距離から安全性を判断。

維持
管理

ひびわれの把握 ひび割れの可視化、ひび割れ幅の計
測、損傷の程度の判断。

路面凹凸の把握 わだち掘れ等の可視化・計測、舗装の
診断区分の評価。

河川水位等の把
握

河川の水位や、越水状況等の把握。

災害
土砂災害の把握 被災範囲の抽出、河道閉塞における湛

水量の見積もり。

火山噴火の把握 噴火現象の可視化、把握。 13

現状収集された主な利活用事例は、以下のとおり。
（研究段階あるいは試験的に実施されている事例を含む。）
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１．特別寄稿
・ 「建設・防災分野における画像・映像の記録・共有・再利用」 芝浦工業大学 中川 雅史教授
・ 「われわれは何を見ているのか？―多様化する画像・映像情報とその利活用―」 芝浦工業大学 中村 広幸教授
・ 「画像の意義と解析技術の進展」 東京大学 布施 孝志教授

２．国土交通省等の取組
・ 「映像データを用いた監督検査『遠隔臨場』の試行について」
・ 「ＡＩを用いたＣＣＴＶカメラ画像から被害箇所を特定する技術について」
・ 「３６０度カメラを用いた災害情報の共有について」
・ 「インフラ整備・維持管理の現場から収集される画像・映像情報の有効活用についての一考察」
・ 「ＩＣＴを活用した職員支援システムの構築とさらなる利活用」

３．民間企業等の取組
【災害】
・「深層学習による土砂移動部の自動検出」
・「UAV搭載型グリーンレーザの可能性」
【測量・調査】
・「建設ライフサイクル 調査・設計・施工・維持管理における測量技術の活用」
・「写真立体化(SfM)による3次元モデルの作成」
【設計】
・「ＡＲによる三次元FEM解析結果の可視化」
・「建築分野におけるｘＲシステムの活用と事例」
【施工】
・「Ｕ型側溝据付けにおけるＡＲ技術の適用可能性の検証」
・「合成開口レーダを用いた切羽監視システムの開発」
・「映像による遠隔臨場を活用した移動レスな施工環境の創造 ―遠隔臨場の実験的な取り組み―」
【維持管理】
・「データプラットフォームとICT活用による道路空間マネジメントの高度化 ～首都高速道路のiDREAMs®～」
・「インフラ分野におけるＣＶ映像の活用について｣
・「深層学習を活用した点検画像からの損傷自動抽出の取組み」
・「ロボット等から得られる画像・映像情報を活用したインフラ維持管理の高度化」
・「下水道管路等閉鎖性空間に対応可能な無人航空機の開発と活用事例」

【参考】 JACIC情報第１２２号
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特集：「インフラ分野における画像・映像情報の利活用」
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画像・映像情報の活用事例は多数あるが、画像・映

像情報の種類や使い方について、体系的に考えられ

ているとは言い難い。

委員会においては、これらを整理して議論すること

で、利活用のあり方の適切な検討につなげることと

する。

情報の整理のための一般的な手法として、情報を、

Data、Information、Intelligenceの３つの概念に

整理し、適切な活用に結び付けることを示す考え方

が提示されている。まず、この考え方を画像・映像

にあてはめ、情報の構成要素を体系的に整理する。
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これら3種類を適切に活用することで、最終的な意思決定
（Decision）を得ることができる。
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対象物・対象現場の状態（素材）。プリントされ
た写真のほか、フィルムやデジタルデータを画面
等に表示したものも該当。

図表やグラフ等により、構造や体系を与えて整理
されたもので、評価が含まれない、事実を示した
もの。

内容を分析し、評価を追加したもの。

Data

Information

Intelligence

Data, Information, Intelligenceについて
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対
象
物
（
又
は
対
象
現
場
）

Data :
対象物・対象現場
の状態（素材）

Information：
図表やグラフ等により、構造
や体系を与えて整理された
もので、評価が含まれない、
事実を示したもの。

Intelligence :
内容を分析等し、評価を
追加したもの。

認証・判別・識別・診断、予測
等、評価に係る情報

(例）

・危険性が高いひび割れ箇所の
検出

・重機や作業員の誘導案

・無駄な工程の把握

・災害時の対応・支援方法立案

・土砂災害の二次災害発生の危
険性判定

・AIによる判別

等

＜取得技術の例＞
カメラ、ビデオによる取得
＜取得方法＞
時空間的な広がり、解像度、
明るさ、色彩 等

カメラ・
ビデオの
データ

（デジタ
ル）

カメラ・ビデオによる
データを可視化
（例）
・三次元モデル化
・正射画像（オルソ

フォト）作成 等

情報の高度化

＜処理技術の例＞
・合成写真／オルソフォト

作成技術
・３次元モデル化
・AR/VRによる見える化

取
得
技
術

処
理
技
術

活
用
技
術

＜活用技術の例＞
・認証・判別・識別・診断

等判断に係る技術全般
・画像判読による分類
・AR/VRで判読結果を人

がプロット

Decision
対応の決定

(例)
・監視方法、

頻度の決定

・工法等の選定

・工程管理／現
場管理（手順や
注意事項の決定
・指示など）

・災害時支援メ

ニューの決定
等

カメラ・ビデオ以外に
よるデータを可視化
（例）
・三次元モデル化
・図化（設計図／完

成図）
・レーザスキャナ

画像作成 等

アナログ画像（写真）

写真等
として
可視化
したも
の

課
題
（
生
産
性
向
上
等
を
目
的
）

レンズ
＋感光
機能

絵等

CADデータ

台帳図面（印刷図）

レーザスキャナデータ

等
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３．画像・映像情報の利活用の基本的な考え方
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Data, Information, Intelligenceについての説明（１）
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ひび割れをカメラで撮影した画像を PC モニタ上で拡大して確認。

5m 20m 30m

ひび割れを把握するための画像・映像情報の活用方法を事例として

右表は、上記撮影で用いられた一眼レフ（約2,420万画素）の場

合の撮影距離に対する視認性の検証結果例である。

当検証結果では、撮影距離1.5mでは0.1ｍｍのひびわれ、撮影

距離5mでは0.2ｍｍのひびわれ、撮影距離10mでは0.6ｍｍのひ

びわれ までの視認が可能であることが確認された。

【対象物】コンクリートのひび割れ画像

【参考】カメラの解像度とひび割れ把握の関係

参考文献：デジタル画像の画素分解能と コンクリートの視認可能なひびわれ幅に関する検証（土木構造・材料論文集 第35号2019年12月）
http://www.krcnet.co.jp/paper/paper/2019/2019_02.pdf

ひび割れ画像の生データとその
可視化結果は「data」である

画像データから計測するひび割れ
幅は「information」である。

３．画像・映像情報の利活用の基本的な考え方
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ひびわれに関する現状の点検内容
橋梁定期点検要領（平成31年３月 国土交通省 道路局 国道・技術課）より抜粋

■損傷の種類と点検の標準的方法（Ｐ14 ） ■損傷程度の評価区分
（付録－２ 損傷程度の評価要領のＰ19）

ひび割れ幅・間隔から判断した「損傷
程度の区分」はintelligenceである。

「最小ひび割れ間隔」から「損傷の程度」と
して区分したものは、intelligenceである。

Data, Information, Intelligenceについての説明（２）

「ひび割れ幅」から「損傷の程度」として区
分したものはintelligenceである。

３．画像・映像情報の利活用の基本的な考え方



一般財団法人
日本建設情報総合センター

1. 検討の背景、検討範囲

2. 画像・映像情報の利活用状況

3. 画像・映像情報の利活用の基本的な考え方

4. 今後の検討について

21



一般財団法人
日本建設情報総合センター４．今後の検討について

• 事例及び仮説の検討の中で、Data、Information、
Intelligenceの考え方に基づき情報を段階的に整理するこ
とで、Decisionをより的確かつ効果的なものとすること
に向けて検討する。

• 画像・映像情報の持つポテンシャルを、Data、
Information、Intelligenceの流れの中で見つけることが
でき、それにより的確なDecisionを引き出すことに向け
て検討する。

• これらと並行し、基本的な考え方についてもバージョンア
ップを図る。

• 来年当初に開催される標準化委員会で中間とりまとめを行
うとともに、令和4年7月頃に開催される同委員会で提言
をとりまとめる予定。 22


