「建設ＤＸ実験フィールド」と

「ＤＸデータセンター」の取り組み

国土交通省 国土技術政策総合研究所
社会資本マネジメント研究センター

はじめに
国土交通省では︑建設産業の生産性
向上を目的として︑インフラ分野のＤ
Ｘ︵デジタル・トランスフォーメーシ
ョン︶を推進している︒この取り組み
の一環として︑国土技術政策総合研究
所では︑建設ＤＸ実験フィールドの整
備とＤＸデータセンターの構築を進め
ている︒建設ＤＸ実験フィールドは︑
ローカル５Ｇを活用した建設機械の遠
隔操作や自動・自律施工に関する技術
開発を行うための土工フィールド︑三
次元計測技術等を活用した構造物の施
工管理や検査︑点検に関する技術開発
を行うための実物大の出来形計測模
型︑荷役作業の省力化・負担軽減を促
進するための定位置水平ジブクレーン
を備える実験施設である︒また︑ＤＸ
データセンターは︑ＢＩＭ／ＣＩＭ等
の三次元データを一元的に保管し︑受
発注者が公共事業の各段階で三次元デ
ータを円滑に共有して活用するための
システムである︒
本稿では︑国土技術政策総合研究所
における建設ＤＸ実験フィールドとＤ
Ｘデータセンターの取り組みの概要を
紹介する︒

図１．建設DX実験フィールドの概要
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リアを新たに整備し︑産学官の技術開

ープ内に約二万六〇〇〇㎡の広さのエ

とする︶の施設内にある試験走路北ル

人 土 木 研 究 所︵ 以 下︑
﹁ 土木研究所 ﹂

術政策総合研究所及び国立研究開発法

建設ＤＸ実験フィールドは︑国土技

︵１︶土工フィールド

つのセクションから構成されている︒

を行う定置式水平ジブクレーン等の三

の省力化・負担軽減に関する研究開発

型施設︑そして︑施工現場の荷役作業

技術開発を行う実物大の出来形計測模

造物の施工管理や検査︑点検に関する

計測やＢＩＭ／ＣＩＭ等を活用した構

術開発を行う土工フィールド︑三次元

遠隔操作室や機材保管用倉庫︑レーザ

用の特殊機械︵スパイダー︶を配備し︑

土木施工用機械を始め︑土砂災害対策

に︑油圧ショベル︑不整地運搬車等の

用いる建設機械として図２に示すよう

ぞれ二局設置している︒また︑実験に

ーカル５Ｇ基地局と無線ＬＡＮをそれ

が容易な四・八〜四・九ＧＨｚ帯のロ

通信環境として降雨減衰なく屋外利用

建設ＤＸ実験フィールド

発の促進に向けた研究施設として令和

自動化・自律化︑ＡＩ︑ロボット︑５

に用い︑土木研究所は主に建設機械の

作成に係る計測技術の検証方法の確立

は主にＩＣＴ施工推進のための基準類

証や実験は︑国土技術政策総合研究所

土工フィールドを活用した各種の実

遠隔操作するデモンストレーションを

れた国土交通省本省のＤＸルームから

機械︵油圧ショベル︶を六〇㎞程度離

テムを介して︑土工フィールドの建設

の 高 速 ネ ッ ト ワ ー ク︵ Ｄ Ｘ Ｌ- Ａ Ｎ ︶
と土工フィールドのローカル５Ｇシス

局とをつないでいる最大一〇〇Ｇｂｐｓ

スキャナーやトータルステーション等

Ｇネットワークを用いた遠隔施工方法

昨年秋に実施した︒油圧ショベルをＬ

土工フィールドについては︑建設分

三年四月から利用を開始している︒

の開発等に資する研究開発に用い︑両

ＡＮ通信による遠隔操作用に改造し︑

の各種計測機器を備えており︑映像伝

研究機関において資機材の共同使用︑

４Ｋカメラ映像を多用して︑デモンス

を整備したものであって︑画像等の伝

研究情報・研究者の相互利用・交流を
土工フィールドの活用例として︑写

達速度遅れの少ない円滑な遠隔操作が

トレーション用の模擬の遠隔施工環境
真１に示すとおり︑国土交通省本省と

実証された︒

進めていくこととしている︒

写真1．遠隔操作のデモンストレーション

国土技術政策総合研究所や各地方整備

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て

図2．土工フィールドの主要な機器等

野における先端技術である﹁遠隔制御

作業用ホイールローダ
･CAT 910 ･バケット容量 1.3㎥
･定格出力 73kW

図１に示すように︑目的に応じて主

ストックヤード
･実験用土砂 約1,500㎥

送実験や建設機械の協調制御︑無人化

◀ストックヤード／ホイルローダ

のための映像支援技術﹂や﹁自動・自

･バケット容量 0.43㎥
･エンジン出力 115kW
･最大掘削深 4,810mm
･斜面作業最大45° ･水中作業可能
･テレスコ・アーム ･チルト・ローテータ
･油圧グラップラー
･キャビン4Kカメラ（3台､ 5Ｇ通信可）

にローカル５Ｇを活用した建設機械の

◀スパイダー

インフラ分野
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･積載量11ｔ
･遠隔操縦可能
･半水中仕様
･キャビンに4Kカメラ（3台、5Ｇ通信可）
（土木研究所保有）

集

◀IHI IC120不整地運搬車

施工実験等を行うことが可能である︒

特

･バケット容量 0.8㎥
･エンジン出力 121kW
･マシンコントロール
･特小無線による遠隔操縦可能
･キャビンに4Kカメラ（3台､５Ｇ通信可）

律施工技術﹂に関する開発拠点とし︑

◀Caterpillar 320

遠隔操作︑自動・自律施工に関する技

実験用建設機械

︵２︶出来形計測模型施設

配筋模型︵フーチングの配筋︑床版の

ート︑擁壁︶
︑橋梁模型︵橋脚︑橋台︶
︑

は︑土工構造物模型︵ボックスカルバ

３に示すように︑出来形計測模型施設

証試験等を行うことが可能である︒図

管理及び検査︑点検に関する実験や検

し︑三次元計測技術等を活用した施工

とを表明し︑調

原則適用するこ

ＩＭ／ＣＩＭを

の公共工事でＢ

ものを除く全て

までの小規模な

は︑令和五年度

国土交通省で

ことにより︑現場との調整や許可申請

証試験等を出来形計測模型施設で行う

る︒従来は現場で行っていた実験や検

技術の精度を確認することが可能であ

ナー等で三次元データを取得し︑計測

る︒例えば︑ドローンやレーザスキャ

位や継手を使用した部位等を設けてい

設計図と異なる径の鉄筋を使用した部

後の施工・維持管理の段階においても

階からＢＩＭ／ＣＩＭを導入し︑その

いくためには︑調査・計画・設計の段

の各段階でＢＩＭ／ＣＩＭを活用して

ていくことを目指している︒公共事業

積極的に活用し

三次元データを

Ｍ／ＣＩＭ等の

スにおいてＢＩ

図3．出来形計測模型施設

を一元的に保管し︑受発注者が公共工

は︑ＢＩＭ／ＣＩＭ等の三次元データ

とを背景として︑ＤＸデータセンター

えることが不可欠である︒これらのこ

示︑編集︑受渡し︑検索等を円滑に行

していくためには︑大容量データの表

ＢＩＭ／ＣＩＭを一元的に保管するこ

の直轄事業の業務や工事で作成される

ストレージを備えており︑国土交通省

ターでは︑当初段階で一ＰＢの内部用

の概要を図４に示す︒ＤＸデータセン

ＤＸデータセンターのシステム構成

データの保管

︵１︶ＢＩＭ／ＣＩＭ等の三次元

事の各段階で円滑に共有するためのシ

や河川管理のために取得している航空

ととしている︒将来的には︑道路管理

図4．DXデータセンターのシステム構成の概要

ステムとして構築されている︒

ＩＭ／ＣＩＭ等の三次元データを活用

地下埋設模型

ＤＸデータ
センター

配筋︶
︑地下埋設物模型︵水道管︑下
査・計画・設計・

等の省略︑現場への負担の軽減︑測定

ＢＩＭ／ＣＩＭを連携︑発展させ︑事

配筋模型

出来形計測模型施設では︑実際の施

水管︑通信線︑管渠︶の四種類の模型
施工・維持管理

時の時間的あるいは環境的な制約の低

業プロセス全体にわたって関係者がＢ

橋梁模型

工現場を模擬した実物大の模型を使用

で構成される︒

減が可能となるため︑様々な計測技術

ＩＭ／ＣＩＭを活用して情報共有を行

の一連のプロセ

の実験や検証試験等を効率的に行うこ

うためのシステムを構築する必要があ

これらの模型のうち︑配筋模型では︑

とが可能である︒

る︒また︑このシステムを利用してＢ

土工構造物模型
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点検で作成されるデータについても保

縦横断測量データ︑洪水予測や構造物

ＬＰデータやＭＭＳ点群データ︑河川

ＢＩＭ／ＣＩＭを検索でき

造物の名称︑所在地等から

者︑工事や業務の名称︑構

るように︑作成年度︑作成

ている︒

る機能を搭載することとし

管することを想定している︒
︵２︶高速通信環境とアクセス管理
ＤＸデータセンターでは︑図４に示
︵４︶ＢＩＭ／ＣＩＭの

している︒

Ｍ／ＣＩＭの表示や保管を行うことと

ワードを発行し︑ＤＭＺにおいてＢＩ

は︑業務や工事の契約時にＩＤとパス

らＤＸデータセンターを利用する際に

受注者がインターネット経由で外部か

衝領域︶に限定している︒このため︑

の外側に構築するＤＭＺ︵外部との緩

置し︑外部の端末からの接続をＦ／Ｗ

にファイアーウォール︵Ｆ／Ｗ︶を設

末からの接続と内部用ストレージの間

ュリティを確保するために︑外部の端

Ｘ Ｌ-ＡＮを介して内部用ストレージ
に接続できる︒ただし︑データのセキ

することが必要であるため︑ＢＩＭ／

を処理できる高スペックの端末を使用

ること︑容量の大きいＢＩＭ／ＣＩＭ

し︑その操作に習熟してい

トウェアに関する知識を有

ルする場合︑利用者がソフ

ウェアを端末にインストー

方法がある︒専用のソフト

ラウドサービスを利用する

ソフトウェアベンダーのク

にインストールする方法と

専用のソフトウェアを端末

を表示する方法としては︑

一般に︑ＢＩＭ／ＣＩＭ

とにより︑ソフトウェアをインストール

てＢＩＭ／ＣＩＭを処理可能とするこ

アをリモート操作する技術︶を利用し

し︑ＶＤＩ技術︵サーバーのソフトウェ

に示す︒既存のＷＥＢ会議システムを

Ｍを共有したＷＥＢ会議の概要を図６

ＤＸデータセンターのＢＩＭ／ＣＩ

ＷＥＢ会議

すように︑国土交通省内の端末からＤ

︵３︶ＢＩＭ／ＣＩＭの検索

ＣＩＭの普及や活用の障壁となる可能

していない低スペックの端末でもＢＩ

利用してＢＩＭ／ＣＩＭを共有したＷ

表示

ＤＸデータセンターのＢＩＭ／ＣＩ

性が高い︒そこで︑ＤＸデータセンタ

Ｍ／ＣＩＭを円滑に表示できる機能を

︵５︶ＢＩＭ／ＣＩＭを共有した

Ｍの検索画面の概要を図５に示す︒Ｄ

ーでは︑ＢＩＭ／ＣＩＭを表示できる

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て

ＥＢ会議を行う場合︑発表者の端末で

Ｘデータセンターでは︑必要なＢＩＭ

インフラ分野

搭載することとしている︒

集

ソフトウェアをサーバーにインストール

図6．BIM/CIMを共有したWEB会議の概要

／ＣＩＭを容易に見つけることができ

特
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図5．BIM/CIMの検索画面の概要

ＢＩＭ／ＣＩＭを表示して画面共有を
行うため︑発表者以外の他の参加者が
表示されたＢＩＭ／ＣＩＭの視点を変
えることや︑拡大 縮･小・回転等の操
作を行うことが難しい︒このため︑Ｗ
ＥＢ会議の途中で︑発表者以外の参加
者が見たい／議論したい部分を示すこ
とができないという課題があった︒そ
こで︑ＤＸデータセンターでは︑全て
の参加者がＢＩＭ／ＣＩＭの表示を操
作し︑ＢＩＭ／ＣＩＭにコメントや線
画を書き込むことができるＷＥＢ会議
機能を搭載することとしている︒
︵６︶想定されるＤＸデータセンター
のユースケース
①施工管理と検査
施工管理と検査におけるユースケー
スの例を図７に示す︒写真︑帳票︑材
料納品書︑材料試験結果等の施工管理
情報をＢＩＭ／ＣＩＭの該当する部位
の属性情報として貼り付けることによ
り︑施工管理と検査で得られる様々な
情報をＢＩＭ／ＣＩＭで視覚的に表示
することや︑資料の整理を効率的に行
うことが可能となる︒また︑ＷＥＢ会
議機能を利用して受発注者間で情報共
有を行うことにより︑打合せや立会確
認︑検査の省力化が期待される︒

図7．施工管理・検査のユースケースの例

図8．構造物点検のユースケースの例
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特

集
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②構造物点検

た写真や点検票︑変状図等をＢＩＭ／

例を図８に示す︒構造物点検で得られ

化に向けて︑建設ＤＸ実験フィールド

総合研究所では︑インフラ分野のＤＸ

本稿で述べたように︑国土技術政策

まとめ

ＣＩＭの該当する部位の属性情報とし

の整備とＤＸデータセンターの構築を

構造物点検におけるユースケースの

て貼り付けることにより︑点検結果に

進めている︒建設ＤＸ実験フィールド

化・負担軽減を促進するための定位置

関する資料整理の省力化や︑診断や補

災害対応におけるユースケースの例

水平ジブクレーン等を備えており︑共

では︑ローカル５Ｇを活用した建設機

を図９に示す︒災害時に損傷が発生し

同研究による共同利用や一般貸出しも

修計画の検討時の情報共有の効率化が

た箇所の写真や状況をＢＩＭ／ＣＩＭ

行っている︒また︑ＤＸデータセンタ

械の遠隔操作や自動・自律施工に関す

の属性情報として貼り付けることによ

ーでは︑ＢＩＭ／ＣＩＭ等の三次元デ

期待される︒また︑構造物点検で得ら

り︑発生場所や周辺地形の把握︑発災

ータの一元的な保管︑保管したデータ

る技術開発を行う土工フィールド︑三

前後の形状の把握︑対応状況の情報共

の検索や表示︑ＢＩＭ／ＣＩＭを共有

れた情報を貼り付けたＢＩＭ／ＣＩＭ

有等に活用することが可能となる︒ま

したＷＥＢ会議等を行うことができ

次元計測技術等を活用した構造物の施

た︑ＤＸデータセンターに情報をアッ

る︒建設ＤＸ実験フィールドとＤＸデ

については︑その後の維持管理で活用

プロードした段階で接続された端末で

ータセンターの運用を通してインフラ

工管理や検査︑点検に関する技術開発

情報を表示できるため︑報告資料の作

分野のＤＸ化を推進することにより︑

することも可能である︒

成や送信を行うことなく情報共有を行

建設産業の生産性向上が実現されるこ

の出来形計測模型︑荷役作業の省力

うことが可能となり︑災害時の情報共

とを期待している︒

③災害対応

有の迅速化︑作業負荷の軽減が期待さ
れる︒

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て

45

図9．災害対応のユースケースの例

