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株式会社イエイリ・ラボ代表取締役
建設ITジャーナリスト



BIM/CIM、テレワークを強化する新時代のPDF活用戦略とは

本日のトピックス

0. イエイリ・ラボのご紹介
1.アフターコロナの建設業の課題とは？
2.現場の仕事をテレワーク化する
3.テレワーク時代のドキュメント



日本でただ一人の建設ITジャーナリスト 家入龍太

モットー
• 建設業のIT活用を半歩先の
視点で考える。

• 「ほめて伸ばす」
• 建設業関係者が明るく、元気
になれる話題を提供。

公式サイト
「建設ITワールド」

ヤフー
「建設イノベーション」

お困りごとは
「イエイリ＋キーワード」で

最新刊
「よくわかる最新BIMの基本と仕組み」第2版



1. アフターコロナの建設業の課題とは？



建設業の課題 人手不足
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→1990年代をピークに「生産年齢人口」は減少の一途
（資料：平成27年版厚生労働白書）



労働生産性＝

労働生産性を上げるためにはどうしたら
よいか?

労働による付加価値
労働時間
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上げる

下げる



人間の労働時間を下げるためには・・・
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肉体労働はロボットに任す



人間の労働時間を下げるためには・・・
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頭脳労働はAI（人工知能）に任す



i-Constructionなどを主要施策に据えた生産性
革命の 狙いを説明する前・石井国交相（写真：
けんせつプラザ）
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2025年までに建設現場の生産性を20%向上させる
国土交通省の「i-Construction」政策
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ICTを駆使した施工で建設生産現場の最前
線が変わり始めた（写真：けんせつプラザ）



10人の作業員で工事
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2025年までに建設現場の生産性を20%向上させる
→「人手不足解消」だけの目的
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8人の作業員と2人分のマシンで工事

【従来の建設業】 【2025年の建設業】

＋



10人のうち3人が現場、7人が自宅、工
場などで作業
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新型コロナと共生する建設現場
→「現場での接触機会を7割削減」が目標なら・・・
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10人のうち2人がマシンに置きかわる

【2025年の建設業は・・・】【新型コロナ後の建設業】

＋ ＋

喫緊の課題に

現場 現場以外 現場以外現場



2.現場の仕事をテレワーク化する



実物の現場を“実況中継”する「デジタルツイン」という考え方

実物（現場、構造物） 情報（クラウド）

デジタル
ツイン

1.現状・変化

2.現場→クラウド

3.クラウド上でリアルタイムにデータ化した現
場（BIM/CIMモデル、点群、360°写真・動

画、ドローン写真など）
4.失敗しない方法で

ものづくり

現場
少人数で作業

現場以外
テレワークで現場の作業を分担



工程管理を在宅勤務で行う「2D3D Rmap」（Reconstruct）
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工程計画

BIM/CIM

360度写真
動画・点群

テレワークで分析・報告書作り

工程計画

進捗報告

工事遅れの
原因分析



360度写真とAI、ロボ、BIMを連携！竹中工務店がHoloBuilderを改良

360度カメラで現場を記録する「HoloBuilder」の画面イ
メージ。撮影時は360°カメラをスマートフォンやタブレットに
WiFi接続し、「HoloBuilder」専用アプリ「JobWalk」で
操作する（写真：竹中工務店） 撮影した位置は図面上に整理される

（資料：HoloBuilder社）



四つ足歩行ロボット「Spot」で現場の360°映像を撮影

ボストンダイナミクスが開発した四つ足歩行ロボット
「Spot」に、リコーの360°カメラ「THETA」を載せて現場
の映像を撮るシステム（写真：HoloBuilder）



プレハブ工法による学校の建設（Ausco Modular）

資料：Ausco Modular



鉄筋コンクリート版を工場で自動生産（Vollert社）

（Courtesy of Vollert Anlagenbau ）

Presenter
Presentation Notes
自律飛行ドローンによる地下トンネル内の点検実験（2018年2月6日実施）



電線増設のためのクレーン作業シミュレーション例。クレーンの旋回範囲やアウ
トリガーの張り出し範囲などが確認できる（資料：北陸電気工事）

【ITで安全●バーチャル訓練】
超高圧電線近くのクレーン作業シミュレーション
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建設現場IoTプラットフォームの画面例。作業員の位置や作業状況、やる
ことリストがリアルタイムに表示される（資料：NTTドコモ）

工事現場のヒト、モノの動きをIoT化し、遠隔監視
20



クラウドによるインフラ管理の分業化（NTTデータ）

現場で撮影した映像や振動データなどをクラウドに送り、離れたところにいる
専門家がチェックする
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4.テレワーク時代のドキュメント



アフターコロナの「新しい生活習慣」→ 建設業のテレワーク化

（資料：厚生労働省）

3密の防止が不可欠 テレワーク化へ



緊急事態宣言で本社では在宅勤務、モバ
イルワークへ（資料：オーセブン）

造園業をテレワーク化した「O7CAD」のわかりやすい機能（オーセブン）

ここだけ
オフィス稼働→

テレワーク

テレワーク

テレワークの人が図面上に様々な資料を張り付け
て１つにまとめ、他のオフィスの人が説明しやす
いようにした



BIM/CIMワークフローでは「モデルを見るだけの人」が一番多い

モデルを見るだけの人 モデルを作る人

一番多い 意外と少ない



テレワーク時代のドキュメントに求められるもの

モデルを見るだけの人

1つのファイル
形式で、いろ
いろなデータ
が見たいな

• 1つのファイル形式で、テキスト、写
真・図形、3Dモデル、図面、音声、
動画、ウェブサイトなど、多種多様な
データをまとめたい。

• 誰でも持っているソフトで開きたい

• 検索したい

• ロボットやAIとも情報共有したい

やっぱり、PDFが一番！



1つのファイル形式で多種多様なデータをまとめ、開き、検索する
ビジネス文書 BIM/CIM、図面、CG

動画/写真/音声 クラウド



ロボットやAIとも情報共有したい→「タグ付き」のPDF
人間も分かる ロボット、AIも分かる

普通の文書とし
て読む

タグから入力データ
を取り出す

「タグ付きPDF」
＝

属性情報をもった
PDF文書



「急ぐ必要があり、重要なこと」

• 突発事故の処理 など

「急がないけど、重要なこと」

• 新しいスキルを身につける

「急ぐけど、重要でないこと」

• メールのチェック など

「急がず、重要でもないこと」

• 「建設ITブログ」を読む
など

業務がヒマな今こそ、「急がないけど、重要なこと」に取り組もう！
緊急度：高 緊急度：低

重要度：高

重要度：低

一般的に
やる順番

生産性向上
に最も有効

↓
しかし一番や
らないところ



「急がないけど、重要なこと」の例

• BIM/CIMツールの習得
• 外国語のリスニング訓練
• 仕事用データベースの整理
• 新しい技能の習得
• 日ごろ使っているソフトの新機能の習得

PDFの作り方、使い方、新機能を習得しようではないか！



建設ITジャーナリスト
家入龍太

メール: info@ieiri-lab.jp
Facebook: ieirilab
Twitter: ieiri_lab

BIM/CIM、テレワークを強化する新時代のPDF活用戦略とは

ご清聴、ありがとうございました！
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