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1. はじめに
CIM 技術検討会は、11 の関係団体により設置され、国土交通省の CIM 制度検討会と有機的に連
携し、両輪となって CIM の実現に向けて検討を進めている。
平成 24 年 7 月 4 日に第 1 回検討会を開催して以降、4 回の検討会、5 回のワーキンググループの
開催、現地調査等を通じ、当初バラバラであった CIM のイメージを共通認識として整理するととも
に、CIM の実践的検討課題も含めて「CIM 技術検討会 平成 24 年度報告」
（中間報告）としてとり
まとめた。
CIM 技術検討会では、CIM の理念を共通認識として定義し、具体像と各論を議論し、「時間とと
もに進化・成熟するデータモデルを活用・変更し、情報共有により共同作業・並行作業を実現」す
ることにより、建設生産システム全体の改善を目指すもの、
「国土交通省が取り組む試行事業やモデ
ル事業の実例をフォロー」していくことを念頭に、当面の目標として３次元データ等を利活用して
いくイメージを整理した。
平成 24 年度報告では、CIM をとりまく社会的状況や技術的な背景とともに、国際動向等の把握と
あわせて、今後に向けた技術的な検討方針、具体の技術開発項目に加え、今後のモデル事業に関す
る提案、制度基準に関する提案について取りまとめた。
この平成 24 年度報告は、平成 25 年 3 月 27 日の国土交通省の CIM 制度検討会において報告・提
案したものである。CIM 技術検討会は、新たな「建設生産システムのイノベーション」に向けて、
これまでの建設 ICT のノウハウを活用し、CIM に関する知識や技術の習得、実施事例、創意工夫、
データモデルの具体な活用方法、現場で発生する様々な課題をサポートする支援体制など、幅広い
視点で技術的な課題を今後も継続的に検討する。

CIM 技術検討会メンバー

2013 年 4 月 1 日

現在（50 音順）

(一財) 経済調査会

http://www.zai-keicho.or.jp/

(一社) 建設コンサルタンツ協会

http://www.jcca.or.jp/

(一財) 建設物価調査会

http://kensetu-bukka.or.jp/

(一財) 国土技術研究センター

http://www.jice.or.jp/

(一財) 先端建設技術センター

http://www.actec.or.jp/

(一社) 全国建設業協会

http://www.zenken-net.or.jp/

(一社) 全国測量設計業協会連合会

http://www.zensokuren.or.jp/

(一社) 全国地質調査業協会連合会

http://www.zenchiren.or.jp/

(一社) 日本建設機械施工協会

http://www.jcmanet.or.jp/

(一社) 日本建設業連合会

http://www.nikkenren.com/

(一財) 日本建設情報総合センター

http://www.jacic.or.jp/

（以上 11 機関）
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1.1 ＣＩＭについて
ＣＩＭの理念
公共事業の計画から調査・設計、施工、維持管理、更新に至る一連の過程において、ICTを駆使して、設計・
施工・協議・維持管理等に係る各情報の一元化及び業務改善による一層の効果・効率向上を図り、公共事業
の安全、品質確保や環境性能の向上、トータルコストの縮減を目的とする
一連の過程を一体的に捉え、関連情報の統合・融合により、その全体を改善し、新しい建設管理システムを
構築するとともに、建設産業に従事する技術者のモチベーション、充実感の向上に資することも期待する
・ＣＩＭは、Construction Information Modeling/（Management）の略称である。
・社会資本を取り巻く変化へ対応することを目指す
①限られた公共投資の中、効率的な社会資本整備（コスト縮減、工期短縮等）
②ストック型社会への転換に向けた社会資本整備（アセットマネジメント等）
③地球環境の保全、環境に配慮した社会資本整備環境（アセスメント、LCA、リサイクル等）
・構造物のライフサイクルを限られた資本・人材・機材で実施、管理を実現することを目的とする
この実現には、業務フロー、執行体制の見直しと、これを実現するためのデータ作成、可視化、データ蓄積技
術の確立が不可欠。
1.2 具体的イメージ
具体論 １
① 情報の利活用（設計の可視化）
期待される効果

② 設計の最適化（整合性の確保）
③ 施工の高度化（情報化施工）、判断の迅速化
④ 維持管理の効率化、高度化
⑤ 構造物情報の一元化、統合化
⑥ 環境性能評価、構造解析等を目指す

CIM導入にあたっては、
「対象物の三次元空間形状」、「時間・コストの基本情報、対象物の属性情報」、
「維持管理を考慮した計測機器の組み込み等による高度化」が３つの重要な要素
①情報の受け渡しではなく、情報を共有し、ワークフローによる意志決定をサポート、
②理解しやすく誤解がないことにより、説明資料作成の手間を省き、手戻りを防止、
③ワンストップで判断ができるため、手待ち時間を縮減、
④並行作業を可能とし、生産性の向上と工期の短縮等目指す
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具体論 ２
CIM実現による技術的目標として、
日本の全てのインフラを情報として定義し、構成し、様々な目的で利活用可能とすることを検討する。
３Dモデルの仮想空間に仮想日本を作る
計画から完成、維持管理までの情報
を捨てる事なくデータとして蓄積し、各段
階において関係者が共有するためのモ
デル
この仮想モデルが完成すれば、様々
な災害想定による被害状況や防災のシ
ミュレーションや、数十年後の施設の状
況も予測の可能性がある
仮想日本であらかじめ様々な試行を
することで、実際の日本に適切な防災計
画や維持修繕計画などの検証できる可

「日本建設業連合会 2012.9.19」

能性がある

具体論 ３
単にプロダクトモデルを用いるだけでは効率化は期待できないため、プロジェクトの関係者相互がプロダクトモ
デルを確認しながら、相互に意見を交換する場が必要、こうした意見をとりまとめていく事業推進の中心となる
マネージャ（CIMマネージャ）が重要
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具体論 ４
データが更新され、属性が付加され、進化する、同一のモデルを同時に確認できることから正確な情報を共有
し活用が可能
このことにより、設計段階での比較検討の場面で施工や維持管理からのアイデアが反映され、施工性の確
認や新たな提案など施工の効率化が可能となるとともに、手戻りやミスが減少、さらに、設計段階で従来行わ
れていなかった検討（風環境、外部熱環境解析、干渉チェック等）も行えるなど、より高度で効率的な比較検討
が可能、また、施工時の品質情報など維持管理に必要な情報をモデルに追加することにより、アセットマネジメ
ント等に必要な完成時の状態が把握でき、効率的な維持管理計画の策定が可能
具体的には、構造物の全体から部品、部材レベルまでにわたり、形状や材質、仕様、部材間の関係などの
属性情報を追加した3次元プロダクトモデルを用いて表現し、プロダクトモデルを中心としたデータの共有シス
テムであるデータモデルを構築して運用するとともに、様々なICT のツールを活用し、企画、調査、計画、設
計、積算、施工、監督、検査、維持管理、サービス提供の各フェーズ間の相互運用を可能とする手法を用いる

変更
活用

「データモデルのイメージ」

1.4 情報の受け渡しから情報の共有 参照
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1.2.1 先駆的な具体事例

ＣＩＭの概念を先取りした先駆的事例
(経済産業大臣賞)

激特事業に景観を

-景観も配慮した分水路の設計-

３次元モデル、コミュニケーションツールがなければ、
時間的な余裕のない激特事業で景観を保全することはできなかった。
・３次元モデルを用いて、景観や環境にも配慮した分水路の設計を試みた
・産官学の協働の場として、コミュニケーションツール(kolg)を利用し短期間での合意形成により事業を推進

曾木の滝

掘削予定個所

平成18年7月川内川流域で
記録的豪雨が発生

分水路計画地は奇岩奇石の豊かな自然環境が広がる曾木の滝公園地の一部
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法面形状や地山との調和などの景観検討、土工量の算出を行って検討を進める。
作成した線形、横断、縦断から水理計算を行う。
水理計算の結果は、景観検討にフィードバックし、再検討を行なう。

モデル空間(3Dモデル)

3Dモデルによる景観の確認

一次案

A案
A案

B案
B案

C案

一次案

C案

協議調整へのアプローチ
統合型情報運用システム(Kolg)を活用し、関係者が非同期分散で協議を進め、これらのプロセスを繰り返すことで、
設計の質を醸成。

景観デザイン

Kolg

水理解析

設計マネジメント

データ
監理

コミュニティツール(情報共有運用シス
テム)を利用した意思決定
最終案

円滑な合意形成

資料提供: 熊本大学 空間情報デザイン研究室 小林教授
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調節池工事現場におけるＣＩＭの取り組み事例

多数の柱と梁の骨組みを有した鉄筋コンクリート構造の、巨大な地下空間(洪水時の水を一時的に溜めるプール)を
構築する工事

鉄筋工事の問題点
１．柱・梁の鉄筋量が多く、鉄筋間隔が小さい
２．柱と梁の取合い部が複雑
⇒多方向の鉄筋が交差
⇒柱は逆打受支柱を鉄骨とするＳＲＣ造
①逆打受支柱にプレートを溶接
②そのプレートに梁鉄筋を溶接
３．逆打工法のデメリット（施工の難しさ）
⇒上層階鉄筋が固定された状況で下層階を施工
組立て、配筋作業の自由度がない
４．工期の厳守

効率の良い鉄筋工事が必要

作業手順の徹底
鉄筋組立の高精度化

やり直しや手戻り等をなくす！
鉄筋が干渉する場合の処置検討

CIM を用いた検討状況

鉄筋工事の難航を想定し JV では、CAD 図面(着色)で手順を細かくステップ毎に図面化し確認した。この段階で
は、JV 職員、鉄筋業者(職人)とも疑義が無かった。
不安を拭えない JV 職員が、3D モデル図を動画的に作成し再度施工手順など確認した。画像を見た職人からの、
指摘や提案(気づきや発見)によって、事前に手順等を見直し、手戻り無く施工に生かされている。
資料提供: 大林・前田・大本建設共同企業体
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平成 24 年度国土技術研究会
【自由課題一般部門(安全･安心)最優秀賞】

【取り組みの特徴】
TEC-FORCE が活動する箇所周辺の情報について
は、要請側や負荷軽減のため調査隊が自発的に収集
することが理想、加えて迅速な調査活動が求められる
ことから効率的に情報収集する必要がある｡
そこで、HP 等ですでに公表されている既存 GIS データ
等を随時入手することにより、情報収集の効率化を図
るとともに現地調査内容の精度向上を企図し、実際の
河道閉塞災害において試行した｡
河道閉塞上流域面積の計測
調査活動を行った河道閉塞箇所において、GIS の活用により迅速な対策方針決定が可能
① 既存オルソフォトによる被災位置特定および地形判読による被災地周辺の崩壊特性検討を実施
② 既存 GIS データから地質･断層分布の取得を行い,前述の崩壊特性を補足し,安全管理計画に反映
③ 既存 GIS データから自然公園･森林区分の取得を行い,対策工事実施時の協議先を確認
④ GIS 上で流域面積を求め,比流量から工事実施に必要となる仮排水量を算出し,排水ポンプ車の規格決定に利用

タブレットPC版GISの災害運用イメージ

資料提供：国土交通省東北地方整備局 福島河川国道事務所 吾妻山山系砂防出張所
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1.3 積極的な導入への必要性
（1）CIM の導入にあたって
CIM を本格的に導入するためには、3 次元に対応したハード・ソフトの技術開発、基準や制度の新
たな策定や見直し、さらに、実際の事例の積み重ねや必要に応じた見直し等、建設システム全体で
大幅な見直しが必要であり、相当に大きな変化が必要である。
大きな見直しや変化が必要なことから、そこまでやる必要があるのか、今やる必要があるのか等の
声も聞かれることは確かである。
（2）CIM の導入の必要性
ICT の進展、世界情勢、土木以外の他分野等の状況を大局的に見ても、機械分野や建築分野の BIM、
海外の土木分野等の 3D 化の流れは進んでいくことは明らかである。
このような状況の中、日本の建設分野の選択肢は、他の分野や海外で十分に検証され確立された技
術を導入しようという選択肢や、自ら CIM を積極的に導入し世界の先頭に先導役になるという選択
肢もあり、さまざまな選択肢がある。
日本の建設分野はこれまでも世界をリードする技術力を持ち、その最先端技術が世界中で評価され
ていきている。当然のことながら、CIM の導入にあたっては、平成 24 年度より取り組みを開始し
た CIM の推進を加速され、これまでと同様に、CIM 技術においても世界をリードしていくことは必
要であり、国土交通省から CIM の推進し普及される方針が出されたのも同様な考えによるものと考
えられる。

1-9

CIM 技術検討会

平成 24 年度報告

コラム「ＣＩＭは成功するか」

矢吹 信喜 大阪大学大学院教授

：巻頭寄稿文 CIM が土木分野に与える影響

OGI Technical Reports vol.20（2012 年 12 月 01 日発行,応用技術株式会社）から一部転載
CIM について、トップダウンで進めるプロジェクトであることから、失敗するのではないかと懸念を示す人々
がいる。もちろん大きな変化をもたらすわけであるから、紆余曲折や小さな失敗もあるだろう。しかし、私は大
局的に見て CIM は失敗せず、長い目で見れば将来、成功であったと評価されるだろうと楽観視している。それ
は以下の３つの理由からである。
第一に、他の分野の動向である。機械分野は３次元CADの利用を1970年代から始め、設計、解析、製造を
統合化したCAD/CAM/CAEを確立し、流通や販売まで統合化したCIM（Computer Integrated Manufacturing）
を採用している企業があり、その後、建築分野がBIMを始めた。土木分野は、その流れの最後尾にあり、同じ
ようなことを異なる種類の構造物に対応させるよう努力すれば良いのであるから、突飛なことをやっているわ
けではないということである。
第二に、歴史的な流れである。建物などの構造物は、大昔から今のような平面図、正面図、側面図、断面図
などの正確な２次元図面で設計されたわけではなく、怪しげな３次元的な「絵」と木などの模型によって設計が
行われ、実際に施工する際は設計者がしょっちゅう立ち会って指示したり、自ら職人と一緒になって作業したり
することがあって当然だった。産業革命の頃、フランスの数学者・物理学者であるガスパール・モンジュによっ
て画法幾何という図学が創始され、初めて設計者の意図が他人に正確に伝えられるようになったが、現在の
第三角法が標準となったのはつい数十年前である。図面のコピーも1842年にジョン・ハーシェルによって青写
真が発明され、1900年頃からようやく青図が広く利用されるようになったのである。そして、1963年にアイヴァ
ン・サザーランドがコンピュータとCG （Computer Graphics）を用いた３次元CADを発明したのである。これに
よって、設計の方法がまた大きく変わった、あるいは変わろうとしているのである。つまり、設計の方法は、画
法幾何と３次元CADといった画期的な新技術によって大きく変化してきたことがわかる。土木のCIMは、こうし
た歴史的な流れに沿ったものであり、流れに逆らったり、おかしな方向に持って行こうとしたりするものでない
からである。
第三に、国際的な視点である。米国では３次元の土工道路設計モデルである LandXML を 10 年程前から開
発しながら利用している。フランスでは BIM の中核となるプロダクトモデル IFC（Industry Foundation Classes）
をベースに橋梁プロダクトモデル IFC-BRIDGE を 2002 年に開発した。同年、私も IFC をベースにしたプレスト
レストコンクリート（PC）橋梁プロダクトモデルを開発した。2004 年には、この２つのモデルを統合化して、新 IF
C-BRIDGE を開発した。以前、英国とフィンランドでは鋼構造物の３次元プロダクトモデル CIM-Steel や Xsteel
を開発した。そして、現在、中国や韓国を含めて多くの国々で、橋梁や道路などの分野で３次元 CAD を使っ
て、BIM と同じように設計と施工の効率化と品質の向上を目指そうという動きが活発である。日本だけが先行
して行った２次元 CAD 図面の標準 SXF（ScadeceXchange Format）とは異なり、日本の CIM も、こうした各国
の動向に近いものであり、国際的な視点から、成功の可能性が高いと考えられる。
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1.4 情報の受け渡しから情報の共有

CIM の概念図、情報の受け渡しから共有へ
時間とともに進化・成熟するデータモデルを活用・変更し、情報共有により
共同作業・並行作業を実現
・データの量と質の変更
・データの追加と修正、削除

変更
活用

【企画、調査、計画、設計、積算】

【施工、監督検査】

【維持管理、サービス提供】

構造物のデータモデル
構造物の3次元オブジェクト
コンピューター上で実物と同様の形状
※外形だけではなく見
えない所の部材等必要
となる実物の全ての要
素を表現

表現方法
（人への理解）

構造物に関するデータベース

連携
各部材の
段階まで
連携している

コンピューター上で実物と同様の形状
※必要なあらゆる情報から
なる構造物のデータベース
（属性情報）

データ（情報）モデル
（コンピュータ間の理解）

現状
どうなっているのだろう・・

これは、ここが問題だ

理解できない・・
参加できなかった

・多くの2次元図面を使用
・2次元図面から完成形状を想像するためには、経験が必要
・一同に会する会議または、決裁で方針決定
⇒修正ミス、不十分な意見の反映、誤解等で、手戻り、手待ちが発生
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当面の目標
企画、調査、計画、設計

積算、施工、監督検査

維持管理サービス提供

出張所

変更

出張所

活用
出張所

調査課

管理課

管理課

調査課

管理課

調査課

工務課

工務課

工務課

・2次元図面に加え、部分的に3次元データを活用
・共同作業、並行作業の一部実施
・遠隔地からの会議の参加
⇒修正ミス、誤解等の減少による、効率化と品質向上

将来の目標
企画、調査、計画、設計

積算、施工、監督検査

維持管理サービス提供

変更
活用

・時間とともに進化・成熟するデータモデルを活用・変更し、情報共有
により共同作業・並行作業を実現
・データの量と質の変更
・データの追加と修正、削除
注) プロダクトモデルは、一種のデータベースであり、形状および属性がデータベース項目と
して格納される。その格納方法については、一つのファイルに含む場合と、別ファイルに格
納しリンクする場合がある。
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1.5 並行作業と共同作業による業務の効率化・高度化
・共同作業により、説明のための資料作成が削減される
・共同作業により、ワンストップで意志決定が可能となり、手待ち時間が短くなる
・並行作業により、離れた場所でも作業分担が可能
例）被災地の復興関連の業務を、全国規模で並行作業を行い、工期短縮を目指す
例）海外展開したインフラビジネスの業務を、国内のチームがサポート
CIM の導入効果が高い現場
①積雪寒冷地帯で施工方法等の検討

④時間の制約が大きい現場、夜間の通行止め

②実現が不可能と思われる現場

⑤災害復旧の現場

③多忙な現場

⑥24 時間稼働が求められる現場

企画・調査から維持管理・サービス
までの同じチームの意識でプロジ
ェクトを遂行することが共同作業
の概念であり、プロジェクトチーム
のメンバーは、全てのフェーズに関
係していく。

共同作業、並行作業による業務効率化・高度化のイメージ
通常作業工程
途切れがちで孤立した作業

A‐1
A‐2
B‐1

B‐2

情報の受け渡し・作業の引継ぎ
並行・共同作業工程
A‐1

工程の短縮
作業量の縮減

A‐2
B‐1
B‐2

適時の密な情報共有による並行作業
作業（プロジェクト）の共有化による共同作業
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2. 社会的状況等について
2.1 建設産業に求められていること
少子高齢化、技術の伝承、復興事業、防災・減災対策、維持管理、施設の更新等の膨大な課題と
業務に対応するためには、ICT を駆使して、業務の一層の効率化、高度化を行う CIM が不可欠。
CIM は不可能を可能とする技術。
2.1.1 日本の社会基盤分野を取り巻く現状
（1）建設産業の現状
建設分野では、公共投資の削減に加えて、高度経済成長期に建設された膨大な社会資本が更新期
を迎えつつある。さらに、少子高齢社会における安心安全の確保や、環境、景観、住民参加による
合意形成などの取り組みにより、新たなニーズも生まれている。

（国土交通省：平成 23 年度国土交通白書より）

図 2-1

建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

日本の社会基盤分野は、限られた予算と人員で効率的に社会資本ストックの維持管理を行うとと
もに、高度化し多様化する新たなニーズに応えなければならない。
課題解決するには、製造業等と比べて低い建設産業の生産性を高めることが重要であり、その一
つとして情報技術の一層の活用が不可欠である。

（（社）日本建設業連合会：2012 建設業ハンドブックより）

図 2-2

建設業の労働生産性
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（2）少子高齢化の中での生産性の確保と技術伝承
日本社会では少子高齢化が加速し、総人口も 2005 年をピークに減少に転じている。
日本の人口の構成をみると、年少人口、生産年齢人口、老年人口は、2010 年にはそれぞれ 13%、
64%、23%であるが、2060 年には 9%、51%、40%となり、人口の 3 分の 1 以上が高齢者と予測さ
れている。
人口が減少するだけではなく、高度成長期を支えた団塊の世代が、2007 年から 60 歳の定年を迎
え始め、技術継承と技術水準の保持が危うくなってきている。
今後、日本全体で人口が減少していくことが見込まれており、将来にわたって活力を保ち持続可
能なように、社会を再構築していくことが求められる。

（国土交通省：平成 23 年度国土交通白書より）

図 2-3

日本における人口の推移

（3）自然災害対策に対する充実強化
日本の国土は、気象、地形、地質等が極めて厳しい状況下にあり、水害・土砂災害等の自然災害
が多く発生している。平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨、台風第 12 号、台風第 15 号による記録的な大
雨等により各地で甚大な被害が発生した。
平成 23 年においては、東日本大震災による大きな被害を受けたが、被災地におけるインフラ・交
通の復旧が進められ、新しいまちづくりへ向けた復興活動が取り組まれている。
気候変動の影響や、近年の都市化や高齢化の進展等に伴い、自然災害対策の重要性はますます高
まっており、自然災害から国民の生命・財産を守ることは重要な課題となっている。
（4）高齢期に入る社会資本に対する維持管理
これまで整備されてきた社会資本ストックは、高度経済成長期に集中的に整備され、今後老朽化
は急速に進むとされている。
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建設投資が減少傾向にある中、施設の状況を定期的に点検・診断し、異常が認められる際には致
命的欠陥が発現する前に速やかに対策を講じ、ライフサイクルコストの縮減を図るための維持管
理・更新が重要となる。

（国土交通省：平成 21 年度国土交通白書より）

図 2-4

維持管理・更新費の推計

2.1.2 建設生産プロセスにおける特殊性
建設生産プロセスにおける特殊性としては、次のようなものが挙げられる。
（1）生産物のライフサイクルが長い
土木構造物の減価償却年数は、ダム 80 年、道路・橋梁 60 年など非常に長期間となっており、実
際の利用期間はさらに長いと考えられる。
近年はだいぶ短縮されてきたとはいえ、計画から竣工までの期間も長期に及ぶことが多い。この
長期の利用期間を通じて、生産物（土木構造物）の維持補修を適切に行っていかなければならない
ため、必要な技術情報の保管が求められる。一般の工業製品における交換部品の保持期間などと比
較すると、ライフサイクルの長さによる負担には大きいものがある。
（2）生産プロセスが細切れで一貫性がない
一般の製造業では、原材料や汎用部品の調達の他は、設計から製作まで一社で一貫して管理でき
るため、全体最適化を実現する生産プロセスを構築することができる。
これに対して公共工事では、調査測量、設計、施工、維持管理などの各プロセスが独立して発注
され、プロセス間の連携が希薄である。このため、生産性の向上に関しても、個々のプロセス内に
おける最適化努力は続けられているが、全体最適化には結びつきにくい。
（3）製造条件が途中で変更されることが多い
土木工事は自然を対象としており、全ての設計条件をあらかじめ明確にしておくことは困難であ
る。施工中に明らかになった条件の変化に対応して、設計変更がなされることもしばしばである。
このため、設計フェーズに一般製造業のような厳密性が要求されない。
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（4）生産に関与する関係者が多い
土木工事では、発注者である官公庁、受注者であるゼネコン、サブコン、協力会社、受益者など
の形で影響を受ける住民、地元関係機関など、非常に多くの関係者が存在し、その間の調整、合意
形成、情報公開などを必要とする。
隣接する工区の関係者との調整、設計など先行業務への確認、後続事業への配慮なども必要であ
る。生産に関与する関係者が多いため、意志決定プロセスが複雑で時間がかかる。
（5）生産体制はプロジェクト毎に組織される
土木工事では、施工業者が単体ではなく共同体を組んで受注し、その組み合わせもプロジェクト
毎に代わるため、構成組織間の連携が弱い。
工事実績の経験は個々の業者の範囲では蓄積されるものの、共同体としての経験は蓄積されにく
く、生産プロセスの見直しや最適化に結びつきにくい。
（6）関係者間、フェーズ間で交換する図面・帳票類等の情報が多様で複雑
建設生産プロセスで交換される情報には多種多様なものがあり、ほぼ同様の内容を相手毎に様式
を変えて提出する場合も多い。特に測量図面、CAD 図面、GIS 基盤地図など、作成に手間がかかり
複雑な情報が、頻繁に交換される。
2.2 情報技術の動向
(1) 情報技術環境
現在の情報技術を支えているのは、大きくは、マイクロプロセッサを中心とするハードウェアとこれ
を制御するためのソフトウェア、そして、データを送受信する通信技術の 3 つである。
ムーアの法則（マイクロプロセッサの集積回路上のトランジスタ数は「18 か月ごとに倍になる」）に
代表されるように、マイクロプロセッサの能力が、年ごとに飛躍的に向上していったため、大型のコン
ピュータが、個人でも利用できるようなパーソナルコンピュータとして利用可能となったことにより、
一般への普及が始まった。マイクロプロセッサの能力が向上するに従い、これを制御する OS の能力も
向上した。さらに、インターフェースに GUI と呼ばれるグラフィックスを利用した Windows や Mac
が登場し、さらに直感的な操作が可能となり、利用者を拡大してきた。
これに加えて、一部の研究者が利用していたインターネットは誰でも簡単に利用できる環境が整い、
電子メールや web をはじめとするコミュニケーションツールの登場もあり、もはやなくてはならない
ツールとなっていることは、周知のとおりである。
しかし、2010 年あたりから、マイクロプロセッサの集積度の限界を迎えており、他の手法での高速化、
高機能化が進んでいるが、ハードウェアの進展は従来よりは幾分鈍るとの観測もある。ただし、建設分
野でコンピュータを利用するには、特殊な解析を除けば十分に高機能化されているとも言える。こうし
たハードウェアの進展に伴って、さまざまな分野において 3 次元モデルを利用できる状況であるが、3
次元モデルを扱うインターフェースや入出力機器は、十分に利用者の要望を満たしているとは言えない。
したがって、今後は人間が如何に利用しやすいものとなるかが重要である。
近年では、携帯電話網の普及と発展、通信環境が高速・大容量化されたことに伴い、場所や時間に制
約されない携帯端末、タブレットなどの登場し、高機能化が進んでいる。これらのツールは、人間の利
用しやすさを追求した結果として登場しており、建設分野での活用場面も増えている。
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上線=18 か月、下線=24 か月。
片対数グラフ

出典：http://ja.wikipedia.org/wiki/
ムーアの法則
図 2-5

インテル製プロセッサのトランジスタ数の成長（各点）とムーアの法則

(2) 3 次元環境
ハードウェアの進歩は、ゲーム分野では、仮想現実世界を 3 次元でリアルに表現することを可能とし、
社会に広く 3 次元の可能性を提供した。こうした技術は、機械分野・自動車分野などでも広く活用され、
多くの分野で 3 次元設計が一般化し、設計・製造のスピードは各段に向上し生産性を高めている。
一方、建設分野では、長く 2 次元図面を中心としているため、3 次元モデル活用の取り組みは遅れて
いる。と言っても、一部では以前より 3 次元化の取り組
みを始めているが、機械分野などと比べて扱う構造物が
非常に大きく、かつ複雑であるなどの理由により、その
進み方は遅かった。
BIM(Building Information Modeling)の登場により、
建築分野では 3 次元化が開始され、土木分野でも CIM(C
onstruction Information Modeling)として活用が始ま
った。
(3) クラウド
情報通信技術の進歩は、従来の個人がパソコンを持ち利用するという形態から、必要な時に必要な処
理能力を持つ情報処理サービスをネットワークを通じて利用するというクラウドと呼ばれる形態を生
み出した。これにより、パソコン以外の端末でも、もっと便利にもっと簡単に、より高機能な情報処理
能力を手に入れることが可能となった。従来の様々なソフトウェアが、クラウド環境で利用できるよう
になっており、今後の主流になる可能性を秘めている。
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2.3 3 次元CAD、解析ソフト
（1）3 次元モデル作成ソフトと関連ソフトウェア
従来からも、３次元で構造解析や動的解析などを行うソフトウェアは、いろいろと存在している。し
かし、これらの多くのソフトは独自のモデル作成ツールを持ち、そのモデルを元に解析を実施している。
利用者からは、解析目的が変わるたびに、対応するソフトウェアを購入して、モデルの作成方法を解析
のための設定方法を覚えなければならない。
BIMが普及している背景には、3 次元モデルを作成するツール（3 次元モデラー）からIFCという共通
の規格で出力されたデータを用いて、解析などを行うことで効率化が推進されている。したがって、CIM
においても、設計者が必要とする形状を作成できるモデラーとこれを設計に利用できる関連ソフトウェ
アを開発していくことが必要である。（図 2-6

3 次元モデラーと周辺ソフトウェアの関係参照）

計画フェーズ

維持管理フェーズ
全体計画

流体解析

環境解析

環境解析

構造解析
IFC など交換形式

災害解析

設備検討

3 次元モデル作成ソフト

避難解析

点検・更新
エネルギー

プロダクトモデル
施工フェーズ

設計フェーズ
構造解析

出来型

土工計算
施工計画
設備検討
数量計算
2 次元図面
積算データ

図 2-6

積算フェーズ

3 次元モデラーと周辺ソフトウェアの関係
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（2）スーパーコンピュータの活用による検討
1）さまざまな解析との連携による最適設計
従来、2 次元による簡素にモデル化した設計計算や模型実験により検証する等、土木分野において、
土木構造物の設計・解析に不可欠な様々な数値シミュレー ションや実験が実施されインフラ整備され
てきている。
CIM で考えられる一つの機能として、3 次元モデルに含まれる形状や属性情報を変換して、構造物
の力学計算、環境影響や津波遡上計算、景観、まちづくり等の様々な現象に関する解析を直接数値を
入力することなく実施し、手間なく設計内容に合致した解析結果が得られる。また、解析結果から、
手間なく設計を修正することも可能である。これらの作業を繰り返すことにより、最適な設計がより
スムーズに行うことが可能になってきた。これらの 3 次元モデルによる高度な計算を加えることより、
より効率的に早く、より経済的に構造物等の設計や安全性を検証できるようになる。
2）さらなる高度で複雑な計算のために

～スーパーコンピュータの利用～

スーパーコンピュータの性能は 3 年間で約 10 倍、10 年間で約 1,000 倍という急速なペースで
年々向上している。また、スーパーコンピュータはこれまでの学術的な研究を中心に大学等の研究機
関で活用される傾向にあったが、ものづくり分野においてスーパーコンピューティングの利活用を推
進し、それにより我が国の産業競争力を飛躍的に強化する、産業利用を促進させようという動きがあ
る1 。
土木分野は、スーパーコンピューティングの利用効果が大きい分野であり、CIM の導入と合わせ、
積極的に利用していく必要がある。

1参考文献

日本学術会議 計算科学シミュレーションと工学設計分科会：ものづくり分野におけるスーパーコンピューテ
ィングの推進、２０１１年９月３０日
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2.4 BIMの動向
（1）官庁営繕事業における BIM 導入プロジェクト
BIM 導入プロジェクトは、「国土交通省 CALS/EC アクションプログラム 2008」における目標の一
つである「③調査・計画・設計・施工・管理を通じて利用可能な電子データの利活用」のうち、具体的
な実施項目として掲げられている「3 次元データを活用したモデル設計・施工の実施」の一環として実
施されている。
BIM によるメリットの可能性について以下の 3 つに着目している。
①設計内容の可視化による変化
設計の透明性・説明性が高まり、関係者間における意思決定の迅速化
②建物情報の入力・整合確認による変化
官庁施設に必要な性能水準と合致した設計の効率的・効果的な実施
③建物情報の統合・一元化による変化
設計・施工を通じて、施設管理者による施設の運営・管理や、官庁施設のファシリティマネジメント
に活用可能な建物情報モデルの構築
表 2-1

BIM 導入プロジェクトの概要

段階
実施内容
主な考察
与条件 ・法規制等による建築可能範囲の可視化モデ ・各種シミュレーションを行うことで基本的な錯誤
を回避し、後工程の留意事項を的確に把握した
把握段 ル作成
・敷地および周辺環境の情報を含むモデル作 ・可視化情報を用いることで関係者間の意思決定が
階
確実かつ迅速になった
成
・周辺風環境解析により周辺から受ける影響 ・敷地周辺を含めたデータ入力になるので高低差や
を可視化し、建物のボリューム・配置検討 道路状況などの正確な情報が必要であり、モデル
作成に時間を要した
等に反映させる
基本設 ・敷地形状、建物ボリュームを BIM モデルに ・面積表と平面プラン等が連動する計画案を提示で
き意思疎通、業務の効率化につながった
計方針 入力
策定段 ・ボリュームモデルによる空間ゾーニングの ・基本計画段階からコストコントロールが可能
・早い段階での概算精度の向上が期待
実施
階
・以降の予算過不足による大幅な設計変更を避ける
・日影シミュレーションを配置検討へ反映
・迅速に数量の拾い出しが可能であり業務の効率化
・数量算出機能によりコスト概算の実施
・BIM モデルによる配置計画・立面計画等の につながる
比較検討
・建物ボリュームが周辺に与える影響シミュ
レーションの検討
・初期段階から各分野間で綿密な意思疎通や調整が
基本設 ・一般図（1/100）程度の BIM モデル作成
計段階 ・意匠モデル、構造モデルを重ね合わせ整合 可能となりフロントローディングのメリットがあ
った
性を確認
・シミュレーション、構造検討等を活用しモデルを
・数量算出機能によりコスト概算の実施
・環境シミュレーションにより開口の検討に 自由に動かしながら検討し、最適解を導き出した
・建築、構造、設備の干渉を容易に把握でき迅速な
反映
・意匠、構造、設備モデル相互の干渉チェッ 対応が可能
・設備モデルは作成に手間がかかり負担が大きい
ク
・構造モデルは構造計算上のモデルと実際の駆体形
状との整合をとる必要があり、調整に時間を要し
た
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実施設 ・BIM モデルに詳細情報（1/50 程度）を入力
計段階 ・仕様ディテール確認
・意匠モデル、構造モデルの重ね合わせによ
る整合性の確認
・BIM モデルより各種実施設計図面（各種申
請図共）を出力
・数量算出機能によりコスト概算の実施
・シミュレーションにより建具形状や照明計
画、空調計画等にフィードバックする
・BIM モデルを用いた効率のよい共通原図フ
ォーマットを提案
積算段・BIM モデルより数量算出機能を用いて算出し
階
た数量と通常積算業務による数量との比較
および考察
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・全建築図面の 70～80%を BIM で作成し、部分詳細
図等は BIM モデルから切り出して 2 次元で作成
・基本設計からの BIM モデルデータを連携させるこ
とで作図の作業時間が減少
・一つのモデルから各図面を出力するため、図面間
の不整合が起こりにくく、チェック時間が短縮
・ディテール等の詳細情報をどの程度まで入力する
のかを予め当事者間で検討しておく必要がある

・建築数量積算基準数量と BIM モデル数量とを比較
し、間違いを追及しやすい
・図面の修正に数量も連動しているため、数量の間
違いがない
・ソフトによる各部位の数量拾い出しの方法が基準
と異なるため、部位ごとの比較ができなかった
・実際の比較において大きな差異はなかったとの結
果が出ている

【試行のまとめ】
①設計初期段階における効果や性能の確認
設計段階でシミュレーションを行い、効果を数値的に確認しながら進めることで、施設設備全体
の手戻りのリスク低減につながる大きなメリットである。
②情報共有・コミュニケーション
BIM モデルをプロジェクタでスクリーンに映しながら打合せを行い、その場で BIM モデルに反
映され改善案として具体的に示された。建築の専門家でない関係者に対しても具体的で理解が容易
なプレゼンテーションが可能となり、BIM のコミュニケーションツールとしての有効であると考
える。
③業務管理が容易
図面を BIM モデルから出力するので、図面間の不整合が生じない。設計の本質部分に労力を注ぐ
ことができる。発注者にとっても業務の管理がより容易になる。
（出典：国土交通省関東地方整備局営繕部整備課
「官庁営繕事業における BIM 試行～見えてきた成果と課題～」建設 IT ガイド 2013）
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（2）BIM の積算
1）ソフトウェア
BIM における積算ソフトウェアについては、日本国内における BIM の実践的なコンテストとし
て開催されている「Build Live

KOBE2011」にて公開されている「BIM データ連携図例」を参考

とした。
・「ArchiCAD」Graphisoft 社
・「ヘリオス」日積サーベイ社
・「GLOOBE」福井コンピュータ（株）
表 2-2
ソフト

「ArchiCAD」
Graphisoft 社

「ヘリオス」
日積サーベイ社

「GLOOBE」
福井コンピュー
タ（株）

BIM 積算ソフトウェアの概要一覧
概要

主たる機能

ArchiCAD では、2 次元および 3 次元の両方の画面上
で作業することができるようになっている。プログ
ラムのデータベースには 3 次元の情報が常に保持さ
れているが、2 次元の図面を必要なときに出力するこ
とができる。平面図、立面図、断面図が 3 次元のバ
ーチャルビルディングモデルから生成され、常時更
新される。詳細図では、モデルの一部を拡大し 2 次
元の詳細を書き込む事ができる。

デザイン
BIM コンポーネント
サスティナビリティ
ワークフロー
【積算に関する機能】
各種集計

図面通りに、
『部材を置く』感覚で積算知識を必要と
せず、簡単自由配置を実現した、積算業務専用の配
置システムである。配置方法は CAD の知識は必要と
せず、部材を置くだけで部材通しの連続、単独情報
が自動計算される。配置、DMS、表入力の３通りの積
算手法であらゆる物件に対応できる。

【積算に関する機能】
物件管理
構造
仕上げ
演算・印刷
内訳明細

GLOOBE は、法的規制や外観デザイン、平面計画から
など、多彩なアプローチからの設計手法に対応し、3
次元設計を実施することが可能である。日本仕様の
建材データや自由度の高いデザイン機能、基本設計
を基にした実施設計、建築基準法に則った法規チェ
ック等、日本の設計に最適化された機能を搭載して
いる。

コンセプトデザイン、仕
上・仕様計画、図面編集、
2D BIM 化アシスト機能、地
盤算定チェック、天空率チ
ェック、各種日影チェック、
採光/換気/排煙チェックな
ど
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ヘリオスを中心としたデータ連携の概要
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（3）BIM を活用した工事積算の事例
以下の施工業者における BIM を活用した工事積算の事例を整理する。
・清水建設・戸田建設・JM
表 2-3
ソフト

清水建設

工事積算の事例一覧

概要
主たる作業
設計段階で意匠、構造、設備の干渉をチェック・修正した後、 ・数量計算
・内訳書作成
各種施工図を作成し、施工に活用した。
設計後の積算では、属性情報を活用し積算した構造数量内訳
や専門工事会社の見積内訳と、相方の妥当性の検証を実施し
た。
・数量計算
・「ヘリオス」とのデータ連携
・数量の検証

戸田建設

営業企画段階で提供される敷地情報に基づき建物ボリュー
ム・外観パース・概算費用を自動計算する「戸田建設 BIM 営
業計算ツール」を導入している。
設計段階では、「ArchiCAD」を用いて自動数量算定を行い、
数量を検証している。また、「ArchiCAD」と積算ソフト「ヘ
リオス」とをデータ連携し、積算作業として数量の検証を行
っている。

JM

蓄積したノウハウと情報共有によるシステムを核に、主に大
型チェーンを対象とする建物設備の維持管理サービス「建物
診断サービス」を提供している。 BIM をベースとしたライ
フサイクルマネジメントシステムを構築。 設計→施工→維
持・管理の各フェーズにおいて BIM の活用を推進している。
早期計画時の土量積算数量（切土・盛土）算出や、数量積算
を基に材料一括発注への取組も実施している。

・コールセンターによる入力
・関係者のリアルタイム情報共有
・地業工事数量把握
・ライフサイクルマネジメント
・積算数量把握、材料一括発注

図 2-8

モデル LOD と積算連携アプローチ（戸田建設）
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2.5 国際動向
2.5.1 国際的に見る「Civil Engineering」
日本では土木と建築を対象とする構造物ではっきりと分けている。すなわち、道路、鉄道、橋梁、
トンネル、河川、港湾などの社会基盤施設が土木分野で、ビルディングや家屋は建築分野となってい
る。
しかし、欧米に目を転ずると、実はCivil EngineeringとArchitectureは日本の土木と建築とは相当
に分け方が異なるということに気付く。図 2-9 に示すように、構造物の種類に関わらず、構造、水理、
土質、材料、施工、環境、設備といったサイエンスのうち、主に力学（熱力学を含めて）に立脚して
いる学問分野がCivil Engineeringであり、意匠設計や景観といった美学や感覚といった職人的な教育
を行うのがArchitectureである。

（矢吹信喜

「海外の CIM 事情」

建設 IT ガイド 2013 より引用）

図 2-9

日本の土木と建築の区分け

2.5.2 ＣＩＭに関する国際動向

（buildginSMART、
シンガポール会議資料 2011.6）
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米国

2008 年、政府事業（計画）における BIM 利用の義務化

（連邦調達庁、陸軍工兵隊）

ノルウェー

2010 年、新たな建築物に対する IFC/BIM の適用を条件化

英国

2016 年、政府事業（計画）における BIM 利用の義務化

フィンランド

2007 年、大手不動産管理会社が自ら発注する事業（計画）に IFC/BIM の適用を条件化

シンガポール

2013 年、BIM を利用した建築確認プロセスを意匠設計 20,000m2 以上の案件に適用

諸外国では、BIM は、コンピュータ技術を利用した可視化、協業シミュレーション、3D、4D に
よる最適化として、より効果的に顧客、設計、建設、プログラムの要求を満たすことができると考
えている。プロダクトデータモデルを利用した政府調達は、今後の自国のインフラに係る技術の世
界展開を考えた場合に有利と考えられるため、各国共に精力的に戦略的かつ積極的採用に取り組ん
でいる。
2.5.3 ＣＩＭに係る国際規格
CIMに係る国際規格として、プロダクトモデルの標準化の状況を 図 2-10 に示す。

※OpenINFRA,東京（平成 24 年 10 月 14 日）資料より抜粋

図 2-10
（1）建築分野

いわゆる土木分野における IFC と他の分野における標準の関係

等

1）Products（STEP）
STEP （ Standard for the Exchange of Product model data ） の 正 式 名 称 は 、「 Industrial
automation systems and integration - Product data representation and exchange（ISO 10303）」
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であり、コンピュータが解読可能な工業製品データの表現および交換の規格として、特定のシステ
ムに依存しない形で製品に関するあらゆるデータを記述する仕組みを提供することを目的としてい
る。
STEP は、CAD/CAM/CAE/PDM/EDM などのシステムでのデータ交換に使用される。STEP の
製品データとしては、機械設計データ、電子設計データ、分析データ、製造データ、分野（自動車、
航空、建築、造船、その他）特有のデータなどがある。
2）Buildings(IFC)
STEP（ISO 10303）の建築や土木分野におけるプロダクトモデルの策定が進まなかったことから、
1994 年に米国の CAD ベンダー等の数社が IAI(Industry Alliance for Interoperability)という組織を
立ち上げ主にビルディングのプロダクトモデルの標準である IFC(Industry Foundation Classes:建
物を構成するオブジェクトのシステム的表現方法の仕様)を策定し始めた。
2005 年頃まで、IAI（現：building SMART）はヨーロッパが中心となりモデル策定を始めた。2005
年頃から米国で BIM が始まると世界中で話題となり、現在の状況に至る。
buildingSMART が作成した、BIM のプロダクトデータモデルの標準仕様 IFC は、FDIS の投票
を成功裏に終え、編集的な作業を残すのみになっており、平成 25 年 3 月頃の国際規格（IS）化を目
指している。
3）Buildings(ISO)
STEP と buildingSMART は、作業内容が重ならないようにそれぞれに担当分野を分けており、
お互いは連携関係（リエゾン・リレーション）にある。
主に建築分野に関するISOには、表 2-4 示す活動がある。日本では日本工業標準調査会(JISC)の
委託を受けて、建築･住宅国際機構がTC10/SC8、TC59/SC1・2・3・4・13・14・15・17、TC92、
TC98、TC163、TC205 の国内審議団体として活動している。
表 2-4
TC

SC

WG

10

-

-

10

16

ISO における建築分野の主な活動
名称

Technical product documentation（製図、製品の確定方法、関連文書）
3D models : Presentation of product definition data
（3D モデル：メタ・データ）

10

8

-

Construction Documentation（建築製図）

59

-

-

Building Construction（建築・ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ）

59

2

-

Terminology and harmonization of language（用語と言語の調和）

59

13

-

Organization of information in construction works
（建設生産における情報の統合化）

59

14

-

Design life （デザインライフ）

59

15

-

59

16

-

59

17

-

Performance criteria for single family attached and detached dwellings
（住宅の性能評価）
Accessibility and usability of the building environment
（アクセシビリティ）
Sustainability in building construction
(ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝにおけるｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ）

TC:Technical Committee 専門委員会

SC:Sub-committees 分科委員会

WG:Working Group 作業部会
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4）Industrial (IFC+/ISO15926)
ISO 15926「製造プラント用の ISO 15926 ライフサイクルデータ」では、製造プラント関連のオ
ブジェクトの記述標準を定義している。現在では、データの交換にとどまらず、2 次元モデルと 3
次元モデルの両方を含む、あらゆるタイプの複雑なデータモデルを使用するときの相互運用性とコ
ラボレーションを規定する標準として、急速に広がりつつある。
ISO 15926 ベースの 3 次元モデル管理システムの事例を 図 2-11 に示す。ISO 15926 ベースに基
づいたソフトウェアを用いることで、形式や標準、使用するソフトウェアについて心配せずにしか
もセキュリティ保護やデータ共有など、必要なものがそろった状態で、複数の人が異なるツールを
使ってP&IDを編集することを実現している。

図 2-11

ISO 15926 ベースの 3 次元モデル管理システムの事例
（Bentley Open Plant）

5）GIS（GML）
Geography Markup Language (GML※ 2)はOpen Geospatial Consortium (OGC)によって開発さ
れた地理的特徴を表現するXMLベースのマークアップ言語である。
GML は地理情報システムやインターネット上で地理情報を交換するフォーマットとして使用さ
れている。GML 3.2.1 は ISO/TC 211（地理情報の標準化を所管する国際標準化機構(ISO)の第 211
専門委員会）によって ISO 19136 として標準化されており、これを受け日本においても JIS X 7136
（地理マーク付け言語）として日本工業規格化が進みつつある。
日本における組織的・体系的な GML の実装例としては、平成 20 年 4 月から国土地理院が提供し
ている基盤地図情報がある。

※2wikipedia.org/wiki/Geography_Markup_Language
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（2）Infrastructure（いわゆる土木分野）
buildingSMART は、建築分野が一段落したため今後、3 年間はいわゆる土木分野のインフラに
注力することを目標に掲げている。
1）プロダクトモデルに関する標準化の策定状況
建築・土木分野におけるプロダクトモデルに関する標準化の策定状況を 図 2-12 示す。

※OpenINFRA,東京（平成 24 年 10 月 14 日）資料より抜粋

図 2-12

建築・土木分野におけるプロダクトモデルの標準化の策定状況

2）OpenINFRA における WG 活動（案）
平成 24 年 10 月 14 日に開催したOpenINFRA（東京会議）では、いわゆる土木分野へのプロダ
クトモデルの策定として 4 つのWG設立が提案されている（図 2-13）。
（A）W1: Landxml
LandXml は、フィンランドの国立技術研究所（VTT）が中心となり OpenINFRA を通じて
BuildingSMART に対して LandXml（Ver.1.2）の MVD（model View Definition）を開発するプ
ロポーザルを 2013 年 10 月に提出し承認された。このプロジェクトには、フィンランド政府やフ
ィンランドの企業が研究資金を投入しており。2013 年の約 1 年間で MVD を開発し、IFC マッピ
ングを行う予定である。
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※OpenINFRA,東京（平成 24 年 10 月 14 日）資料より抜粋

図 2-13

OpenINFRA における WG 設立（案）

（B）W2: IFC Bridge
IFC-Bridge は、OpenINFRA の最重要ワーキングのひとつに掲げられている。
IFC-Bridge 策定の経緯には、フランスの国立建築土木研究所（CSTB）が中心となって活動し
ている IAI フランス語圏支部では、SETRA（日本の国土交通省 国土技術政策総合研究所に相当）
が 1998 年に開発した OA-EXPRESS と呼ばれる橋梁のプロダクトモデルを IFC に拡張すると言
う方法で翻訳し、IFC-Bridge という名称で IAI の国際会議に発表した。
日本国内では、2000 年より大阪大学の矢吹教授らによって鋼桁橋に関するプロダクトモデルの
開発として「YLSG-Bridge」、2002 年に PC/RC 橋のプロダクトモデルとして「YLPC-Bridge」
の開発が行われていた。
2004 年に両者のモデルを併せて開発することに合意し、2005 年から 2007 年の間、日本学術振
興会（JSPS）とフランス外務省による日仏二国間国際共同研究（SAKURA）として、新たに
「IFC-Bridge」が開発された。
（C）W3: Process map
ドイツを中心として、英国、フランスが参加して、事業のプロセス、特に施工のプロセスを中
心に、IFC 等を用いてマッピングを施すことを目指している。
（D）W4: IFC Geotechnical
「IFC-Tunnel」として、大阪大学の矢吹教授らによって開発されたプロダクトモデルにおける
地層と空洞の表現に着目し、他の地盤の掘削や盛土する全ての構造物への適応を目指し「IFC
Geotechnical」として開発することが提案されている。
「IFC-Tunnel」策定の経緯は、2005 年から 2007 年に矢吹教授と（一財）日本建設情報総合セ
ンターとの共同研究により開発した「IFC-ShildTunnel」のプロダクトモデルに始まる。当時、シ
ールドトンネルを選択したのは、世界のシールドトンネルの総延長の約半分が日本にあったこと
から、日本でプロダクトモデルを作成することは世界にとっての責務であり、今後の世界展開を
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考えた場合、有利であるとも考えられたためである。
その後、「IFC-ShildTunnel」の開発は、2009 年に矢吹教授と IAI 日本土木分科会および（社）
土木学会土木情報学委員会国土基盤モデル小委員会に引き継がれ、2010 年には、開削トンネルの
プロダクトモデル「IFC-Cut&CoverTunnel」、2011 年には、山岳トンネルのプロダクトモデル
「IFC-MountainTunnel」を開発した。2012 年に上記 3 つのプロダクトモデルを統合した
「IFC-Tunnel」が完成した。
3）OpenINFRA に参加する各国の背景
OpenINFRAに参加している、国々のいわゆる土木分野における標準化の動向を 図 2-14 に示す。
OpenINFRA には、日本をはじめ、フランス、スウェーデン、フィンランド、中東、韓国が参
加している。OpenINFRA の勢力図は、フランス、ヨーロッパ、ワールドワイドの 3 つに分類す
ることができる。
フランスが「MNDn プロジェクト」として取り組んでいる、産官学共同のインフラモデルのプ
ロダクトモデルに関する研究。
ヨーロッパを代表する英国が進める「COBie」。英国では、4 年間の BIM 推進戦略を策定し、
建設の調達方法等を大きく変更しようとしている。また、この BIM 推進戦略により、英国を BIM
において世界的に先進的、指導的な位置づけを得ようとしている。その取り組みの一環として、
「COBie：BIM ソフトウェアのデータ交換標準」を策定している。
ワールドワイドとして取り組まれている、「IFC-Bridge」である。
各国共に、今後自国のインフラに関する世界展開を考えた場合、有利であるとの考えから参加
している様子が伺える。

※OpenINFRA,東京（平成 24 年 10 月 14 日）資料より抜粋

図 2-14

OpenINFRA に参加する国々における標準化の動向
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2.6 行政の動向
¾ 国土交通省技術基本計画

平成 24 年 12 月（2012）

～安心と活力のための明日への挑戦～ （2012～2016）
７つの重点プロジェクトの一つが CIM の導入関連
Ⅶ

建設生産システム改善プロジェクト
公共事業の計画から調査・設計、施工、維持管理そして更新に至る一
連の過程において、ＩＣＴを駆使して、設計・施工・協議・維持管理等
に係る各情報の一元化及び業務改善による一層の効果・効率向上を図り、
公共事業の品質確保や環境性能の向上、トータルコストの縮減を目指す。
とりわけ、建築分野において導入の進む BIM（Building Information
Modeling) の 要 素 を 建 設 分 野 に 取 り 入 れ た CIM (Construction
Information Modeling)の概念を通じ、建設生産システムのブレイクスル
ーを目指す。施工段階においては、ＩＣＴやロボット技術等を活用した
情報化施工・無人化施工等の更なる高度化に向け、産学官が連携して技
術研究開発を進め、安全性・作業効率・品質の向上を目指す。

¾ 情報化施工推進戦略

平成 25 年 3 月

～「使う」から「活かす」へ、新たな建設生産の段階へ挑む！！～
重点目標の一つとして CIM 導入と連携の取り組み
①

情報化施工に関連するデータの利活用に関する重点目標

情報化施工の効果がより一層得られるよう、情報化施工の特性を踏まえた、従来の手法に代わ
る施工管理、監督・検査の実現と設計や維持管理に関する技術基準の見直しを目指す。また、
CIM 導入の検討と連携し、CIM により共有される３次元モデルからの情報化施工に必要な３次元
データの簡便で効率的な作成や、施工中に取得できる情報の維持管理での活用を目指す。
取り組み項目

CIM と連携したデータ共有手法の作成

CIM 導入の検討と連携し、設計で作成された３次元モデルから情報化施工用３次元データの簡
便な作成、工事の契約変更・出来高部分払いの手続きの効率化、施工データを活用した土木構
造物の経年変化の把握や施工時の材料情報を管理に活用すること等の実現を目指す。

¾ 社会資本メンテナンス戦略小委員会緊急提言

平成 25 年 1 月

～本格的なメンテナンス時代に向けたインフラ政策の総合的な充実～
緊急提言事項の１つとして、
⑩効率的・効果的な維持管理・更新のための技術開発の推進
効率的・効果的な維持管理・更新のための技術開発を推進し、その成果を基準等に反映させると
ともに、新技術の導入、研究機関の充実、学会との連携、ICT 技術の活用(ICT をベースにした高
度なモニタリング等)及び技術開発のための試行的実施を行うフィールドとして社会資本の活用
等、民間等とも連携しながら、国が中心となって技術開発等を推進すべきである。

2.7 産業界の動向
「4.11 検討会メンバーの取り組み状況」を参照
2.8 学会の動向
「5.1.10 土木学会との連携による技術的手法の検討」を参照
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3. ＣＩＭモデル事業について
3.1 技術検討会としての考察
モデル事業（試行業務）ヒアリング状況について
平成 24 年 12 月 18 日から 26 日

5 日間

延べ 20 時間弱

下表の 10 件（当初）の試行業務についてヒアリングを実施、技術検討会メンバーより数名程度参加。
ヒアリング内容は、業務計画概要書に基づき、業務の進捗状況、試行の対象範囲、使用ソフトなど利
用環境、検証内容に関しての質疑を実施。
平成２４年度 CIM モデル事業
地整

試行業務一覧

業務名

当初１０件、追加１件

設計業務内容

試行対象業務内容

試行
区分

業務
期間

北海道

一般国道４０号
天塩町 天塩防災
道路詳細設計業務

道路詳細設計 L=9.6Km

道路詳細設計
L=1.3km

一般
モデル

H25.2

東北

小佐野高架橋
橋梁詳細設計業務

橋梁詳細設計 ４橋
橋梁下部工設計 １式
基礎工 １式

D ランプ橋
L=120m

一般
モデル

H25.3

関東

Ｈ２３ＩＣ・ＪＣＴ
本線第一橋梁
詳細設計業務

鋼６径間連続非合成少数鈑桁橋
L=216.55m
橋台１基、橋脚６基

橋梁下部工 １基

一般
モデル

H25.3

24F 八王子南バイパス
(1 工区)構造検討他

交差部検討修正設計 １式
調整池詳細設計 2 箇所

調整池 2 箇所

一般
モデル

H25.3

<追加>

Ｈ２４中部横断道
入之沢川橋詳細設計

鋼４径間連続細幅箱桁橋
L=259m
橋台２基、橋脚３基

橋脚 １基

一般
モデル

H25.3

北陸

能越自動車道
中波２号跨道橋
詳細修正設計他業務

ＰＣ方杖ラーメン橋 ２橋
工事用道路設計 L=1.3km
仮橋設計 ４橋

ＰＣ方杖ラーメン橋 1
橋(L=73m)

先導
モデル

H25.3

中部

H24 155 号
豊田南 BP 横山地区
道路詳細設計業務

道路詳細設計 L=1.21Km 他
箱型函渠：W9.5*H5.5：2 箇所
重力式擁壁 H4.2～0.5：7 箇所
補強土壁：H7.7～0.5：6 箇所

道路詳細設計
L=0.14Km
箱型函渠：
W9.5*H5.5：1 箇所

先導
モデル

H25.3

近畿

国道１６１号安曇川地区
橋梁修正設計業務

ポータルラーメン橋修正設計
L=14.6m
他 修正設計２橋

ポータルラーメン橋修
正設計 L=14.6m

一般
モデル

H25.3

中国

H24 安芸バイパス八本松 IC
橋詳細設計業務

鋼単純合成箱桁橋：
1 橋 L=50.5m 橋台２基
鋼単純合成鈑桁橋：
1 橋 L=38.0m 橋台２基

橋台 ２基
（鋼単純合成鈑桁橋）

一般
モデル

H25.3

四国

平成２４年度 立江櫛渕軟弱
地盤対策検討業務

軟弱地盤解析 1 式
対策工法詳細設計 1 式

軟弱地盤の
盛土管理

一般
モデル

H25.3

九州

福岡２０１号
筑豊烏尾トンネル（下り線）詳
細設計業務

トンネル詳細設計 L=1.5km

トンネル詳細設計
L=1.5km

一般
モデル

H25.5

2013.3.27

3-1

第３回

CIM 制度検討会

参考資料 1 より抜粋

CIM 技術検討会

平成 24 年度報告

ヒアリング質疑・意見の要旨
●CIM の目的
・CIM の目的は ICT を駆使して、現在の業務の効率化、高度化、品質向上、工期短縮等である
・したがって、現在の業務で必要とされていない部分まで、精緻さを追求するのは本末転倒
・あえて複雑化しない、合理的設計思想の基にモデル化とする
・巻き込み部や、局部的形状を忠実にモデル化する必要ない、曲率の大きな線形は、直線とみなした構
造物モデルの扱いで可能
・従来設計の 3Ｄ化ではない（試行目的の誤解）
・トンネル設計では、今回の試行(設計)において目的が明確となっていないが、トンネル施工において 3
次元計測や維持管理時の点検において MMS 等による 3 次元計測を利用し始めていることから、3 次元
データを施工、維持管理へ引き渡すことで引き続き活用の場面を検討する
（坑口の３Ｄシミュレーションは必要）
●３次元設計
・各企業の技術競争力のノウハウの部分なので、取り扱いは慎重に行う
●３次元ビューワの利活用拡大
・関係者協議等での活用を図る（設計協議や住民説明への利活用）
・打合せ協議でのビューワ（機器含む）の取り扱い整理（目的に応じたソフトの選定など）
●３次元設計データの図面化細則（図化方針）
・配筋干渉を図面への反映範囲（現地合わせ的配筋のデータ図化は不要）
・一般的な鉄筋量の部材では無意味、太径鉄筋、隅角部、支承端部のＰＣシースやアンカー等との干渉
チェックには有効
・部材によっては組み立て手順を参考図として作成利用（施工干渉のチェックなど）
・附属物（Gr や区画線）のモデル化、表示などは、今後の検討課題
●属性情報の付加方針
・積算区分としてのモデル化の必要性（積算区分に合致した数量算出モデル化までは不用）
・材料・物性値の入力・付加の必要性（施工者、管理者の意見も踏まえ、目的を整理し付与するデータ
を検討する）
●三者会議へ利活用
・模擬的３者会議の実施（施工データの引渡し、設計思想の伝承、付加情報の抽出のため）
・技術検討会として、日建連メンバーへ協力の可否を確認する
●協議
・発注者、地元住民、自治体、施工者、将来管理者、河川、警察、農業用水管理者、交差施設管理者等、
各種協議に積極的に活用すべき
●CIM 対象箇所
・今回は限定的な CIM の適用だが、対象を IC 全体、橋梁全体等に拡大すると効果が大きくなる
・そのために発生する費用が課題
・実績を積むことにより設計コストが低減することも引き続きチェック
・概略設計や予備設計から CIM を適用した場合のコストを中心とした効果についても引続きチェック
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・工事実施や維持管理も含めたトータルコスト低減についても引続きチェック
●パーツ集
・今回の試行業務の成果となる各種構造物のモデルは、貴重なパーツ集となる。
・パーツの共有化についても今後の検討課題
●情報化施工
・情報化施工を効率的に実施するために、設計条件や設計仕様をわかりやすく受け渡すことが重要
●計測技術
・MMS 等の３Ｄ計測技術の普及から、維持管理への活用も始まっており、「設計」「施工」
「維持管理」
での３次元データの活用を前提に進める
・将来の維持管理の高度化・効率化を考えると、センサ等の活用が重要
・特に、点検が困難な箇所については、あらかじめセンサ等を設置しておくことにより、構造物自体か
ら自覚症状を発信してもらえる
3.2 確認できた事項
試行業務における効果検証の中間まとめとして「第３回

CIM 制度検討会」において以下のとおり報

告され、試行業務においての一定の効果を確認した。
効果が認められなかった事項及び課題とされる事項については、業務完了後に発注者側での利活用と併
せて実施内容の詳細についてヒアリングを行うなど、技術的課題としてのフォロー及び制度基準面での
検討課題として引き続き検討を継続する。

試行業務における効果検証の中間まとめ
項目

3 月 27 日

第３回

CIM 制度検討会

効果が認められた事項

資料 1 より抜粋

効果が認められなかった事項

（１）打合わせ （可視化による条件錯誤の削減）
・鳥瞰図で全体把握ができた

・配筋モデルは一部では非効率となる

・相互理解の促進が図れた
・設計意図・条件確認の効率化が図れた
・アイデア発想が短時間に可能となる
課題

・現況詳細図（地形等）が必要

・ＰＣ（ハード）のスペック不足があった

・予備設計段階での作成が効果的
（２）情報共有 （ﾋﾞｭｰﾜ利用等による効率化）
・共有化による作業の効率化が図れた
・協議や社内での打ち合わせに使用
課題

・資機材への投資に負担がかかる

・ソフト間のデータ変換システムが必要

（３）地盤データ確認
課題

・地層モデル化は専門知識が必要

（４）測量データ確認 （３D モデル作成の効率化）
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・Civil３Ｄで対応し、測量データを移管することで効率化でき
る事を確認できた
課題

・試行結果の好事例の周知による効率化

・データが重い

・測量精度に依存する
（５）一般図（モデル）作成 （可視化による効率化、交差・座標系チェック）
・可視化による取り合いの位置、３ＤＣＡＤ上での座標チェッ
ク等、作業の効率化が図れた

・ソフトウェア間のデータ授受が非効率であった

・不整合個所が瞬時に判明し効果的である
課題

・ソフトによっては座標を持てないものがある
・道路設計など長延長なものはデータが重くなり操作性に欠ける
・モデル作成ツールの線形情報利用機能の付加が望まれる

（６）～（１０）構造物設計（設計干渉チェック、配筋チェック）

課題

・鉄筋干渉チェックに効果である

・鉄筋長が個々に異なる場合は非効率となる

・自動干渉チェックシステムの活用が効率的である

・上部工は 3 次元ＣＡＤのオリジナル座標（小座
標）なので世界測地系（大座標）への変換が非効
率となる

・データが重く費用対効果が望めないものがある
・干渉箇所などを設計上修正するものと現場で対応するものの扱いを検討する必要がある

（１１）付属物・付帯物設計 （取り合いチェック）
・不整合個所が瞬時に確認できる
課題

・付属物のオブジェクトをゼロから作成する必要がある

（１２）数量計算 （自動計算による効率化）
・自動算出により相当の効率化が可能である
・積算単価の付与による概算額の算出の効率化を図った
・精度面での問題は無い
課題

・算出根拠が確認できない

・土量は各断面値を手作業で修正した ・手作業が多い（道路詳細）

（１３）作図・図化 （作図・図面修正の効率化等）
・３Ｄモデルからの自動作成が可能であり設計ミスの防止に
効果がある
課題

・寸法線の追加に手間がかかる（複数）

（１４）設計照査 （図面照合チェックの省力化）
・平面・縦断・横断が連動しているため、相互の取りあいが
同時に照合可能である
・任意測点の照査が可能である
・修正主旨の意思伝達の正確性が向上した
（１５）仮設・施工計画 （諸条件の確認、照査）
・受発注者間における設計・施工条件の相互確認を行う上で
有効であった
課題

・作業量と効果が見合わない
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4. 平成 24 年度検討事項
4.1 検討経緯
設立目的

建設生産システム全体を一体的に捉え、一連の過程における関連情報の統合
・融合により、その全体を改善し、新しい建設管理システムを構築する CIM（C
onstruction Information Modeling）を実現するため、三次元オブジェクト等
を活用し、様々な技術的な検討を行うことを目的とする。

名称

CIM 技術検討会

メンバー

日本建設情報総合センター、先端建設技術センター、日本建設機械施工協会、
建設物価調査会、経済調査会、国土技術研究センター、日本建設業連合会、全
国建設業協会、建設コンサルタンツ協会、全国測量設計業協会連合会、全国地
質調査業協会連合会

オブザーバー

国土交通省大臣官房技術調査課、総合政策局公共事業企画調整課、国土技術政
策総合研究所、国土地理院、土木研究所

検討事項と
検討体制

(１)基本問題/データモデル/属性 WG （主務：JACIC、物価調査会、経済調査会）
・CIMの具体的イメージの検討、明確化
（先導的モデル事業および一般モデル事業で求めるレベル）
・CIM導入の効果
・設計、施工、維持管理に関する技術開発の方向性の検討
・CIM実用化に向けた人材育成方針の検討
・試行事業についてサポート体制の検討、試行結果のフォロー
・データモデル、属性データに関する技術的検討
（データベース、データ構成、関連技術等の検討）
・CIM実用化に向けた技術開発検討項目の検討
・CIM実用化に向けた建設生産システの改良点、基準等の見直しの検討 等
(２)計測技術/情報化施工 WG （主務：先端センター、施工総研）
・測量、地質調査技術開発の方向性の検討
・情報化施工におけるデータ連携の技術的検討
・CIM実用化に向けた技術開発検討項目の検討
・CIM実用化に向けた建設生産システの改良点、基準等の見直しの検討 等

→２つのWGでスタートし、必要に応じて細分化

スケジュール

平成24年
7月

8月

9月

10月

平成25年
11月

12月

1月

2月

3月

4月(H25年度)

◎7/4第1回技術検討会
◎ 11/30第2回技術検討会
◎2/7第3回技術検討会・現地調査
◎3/21第4回技術検討会
○8/9第1回合同WG

○1/22
第3回基本問題/データモデル/属性WG

○9/19第2回合同WG

○1/31
第3回計測技術/情報化施工WG
○3/18
第4回基本問題/データモデル/属性WG

★下半期 国土交通省 モデル事業開始
●8/10第1回制度検討会

●10/31第2回制度検討会
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ＣＩＭ制度検討会とＣＩＭ技術検討会との役割分担（案）
■各フェーズの検討とともに進化する

ＣＩＭ試行業務（工事）
制度・基準上の課題

制度的課題解消・最小化

課題（疑問）の解消、最小化

技術的課題（疑問）

効果
CIM技術検討会

CIM制度検討会
1.目的
CIMを導入するために現行の制度、基準等についての
課題を整理・検討し、CIMの導入を促進することを目的
とする。

反映

2.構成
国土交通省 大臣官房 技術調査課
〃 官庁営繕部整備課
〃 公共事業調査室
総合政策局 公共事業企画調整課
水管理・国土保全局 河川計画課
道路局 国道・防災課
国土総合技術政策総合研究所
総合技術政策研究センター
建築研究部
国土地理院 企画部測量指導課
土木研究所 技術推進本部
建築研究所 建設生産研究所
土木学会 土木情報学委員会
建築学会 建築生産BIM小委員会
日本建設業連合会
全国建設業協会
建設コンサルタンツ協会
全国測量設計業協会連合会
全国地質調査業協会連合会 情報化委員会

効果を最大化

調査・検討を要請
調査・検討結果の報告

制度改善の提案

ＣＩＭの全体像を検討

1.目的
新しい建設管理システムを構築するCIMを実現する
ため、三次元オブジェクト等を活用し、様々な技術的
な検討を行うことを目的とする。
2.構成
日本建設情報総合センター
先端建設技術センター
日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所
建設物価調査会
経済調査会
国土技術研究センター
日本建設業連合会
全国建設業協会
建設コンサルタンツ協会
全国測量設計業協会連合会
全国地質調査業協会連合会

反映

建設生産システムの将来像3.オブザーバ
国土交通省 大臣官房 技術調査課
総合政策局 公共事業企画調整課
（ＣＩＭのあるべき姿）
国土技術政策総合研究所
国土地理院
土木研究所

制度改訂

3.オブザーバ （CIM技術検討会事務局）
日本建設情報総合センター
先端建設技術センター
日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所

共有・フォロー

スケジュールと検討項目

（ロードマップ）
工種や分野ごとの検討期間に応じて随時見直し

図 4-1

制度検討会と技術検討会の役割分担イメージ（案）

4.2 基本問題／データモデル／属性ＷＧの検討状況
H24. 8.9

第１回 基本問題/データモデル/属性WG
第１回 計測技術/情報化施工WG （合同WG）

9.19

第２回 基本問題/データモデル/属性WG
第２回 計測技術/情報化施工WG （合同WG）

11.1

作業WG (技術検討会が対応する具体的技術課題の集約)

11.8

作業WG (CIMの具体的イメージ等についてのブラッシュアップ作業)

H25.1.12

第３回 基本問題/データモデル/属性WG

2.28

作業WG OCF意見交換

3. 7

作業WG (中間報告のまとめ作業について)

3.18

第４回 基本問題/データモデル/属性WG

※ 各機関の取組状況を情報共有各機関からアイデアを持ち寄り、参加機関の共通認識の醸成を図り、
作業WGを進める。
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（1）基本問題
平成 24 年度の目的として CIM を推進するために国土交通省で開始される試行工事をフォローするこ
とにより、建設生産システムの効率化、品質向上を確認するとともに、必要な技術開発項目、基準類
の見直し項目などのとりまとめ(中間)を行う。
（2）属性情報の課題と検討の方向
プロダクトモデルに付与する属性を検討するうえでの課題と検討の方向性を整理
1）建設生産システム全体を見渡した上での CIM における属性情報のあり方
2）構造物、躯体、部材と言った階層性を持った単位毎の属性の整理
3）現場の状況や業務フェーズ等時間軸による変化、新たなツールの開発に対応した柔軟な属性の付与
とその更新
4）プロダクトモデルに必要以上の負荷を与えないための属性情報の取捨選択
5）現状の各業務フェーズの仕様、基準、要領等と CIM の現行ルールのすり合わせ
３Ｄプロダクトモデルの活用範囲と各業務フェーズを通して共有する属性情報のあり方
業務フェーズ間で共有すべき属
性情報と各々の業務のプレーヤ
ーがその業務の効率化等のため
に独自に利活用する情報との整
理を図ることがシステム全体の
負荷を軽減する上で重要
属性情報は多くのプレーヤーが
情報共有できる共通の基盤
各々の業務のプレーヤーが独自
に構築･運営する独自システム・
DB とは円滑なデータ交換が可能
な範囲で独立性を確保
広い意味での 3D プロダクトモデルの活用範囲と各業務フェーズで属性情報を共有することにより効
率化を図る部分と分けて考えてはどうか。
設計、積算、施工、維持管理等のそれぞれの業務においては（上流の工程から得られた）共有の属性
情報から必要な情報を取り込むとともに、各業務において 3D プロダクトモデルを活用し独自の手法によ
り効率化、高精度化を追求。
このような考え方に沿って、属性情報のあり方を整理してはどうか。
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業務フェーズと（階層性を持つ）単位毎の情報の整理（案）
建設生産システムにおける業務の流れ（業務フェーズ）の中で構造物、躯体、部材といった階層性を
持つ「単位」のどこで情報が発生するかをマトリックスで整理し、CIM で扱う属性情報を検討
「単位｣については IFC のようなクラス化が確立すればそれに移行が可能であるが、当面は設計から施工、
検査段階において体系化がなされている工事工種体系に準拠して組み立てていくことが円滑な導入を図
る上で合理的と考えられる。

それぞれの業務フェーズでどのような情報が発生し、利用されているかを整理。
すべてを CIM の属性情報にするということではない。
それぞれの「単位」毎の「業務フェーズ」に対応した属性情報（候補）の例
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具体の属性情報（案）

設計段階における部材等の属性情報としては数量算出要領に準拠して整理していくことが合理的と考
えられる。同要領は設計から施工、検査までの段階における仕様書や基準書との整合が図られており、
現場への導入が比較的容易。但し、数量算出要領は本来工事積算への利用を目的としていることから、
CIM の利用に適用するような追加、修正は必要。
属性情報検討のこれからの展開（案）
24 年度に実施された試行業務の結果や 25 年度以降に予定されている試行業務、工事の状況を参考に
して、詳細設計以外の部分における（共有すべき）属性情報の具体的な形を検討
なお、維持管理におけるプロダクトモデルの活用がどのようになるのかを見据え、維持管理フェーズ
での（共有すべき）属性情報のあり方については管理主体を交えた議論が不可欠
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4.3 計測技術／情報化施工WG
（1）開催の概要
計測技術・情報化施工 WG は、先端センター、施工総研が主務となり、平成 24 年度は第３回実施
しているが、1 回（平成 24 年 8 月 9 日）、2 回（平成 24 年 9 月 19 日）は基本問題／データモデル
／属性 WG と合同で、3 回（平成 25 年 1 月 31 日）は単独で実施している。
CIM の本格運用に向けて、膨大な技術開発や検討、基準や制度の新たな策定や見直しが必要であり、
計測技術・情報化施工 WG も多くの役割を期待されている。CIM 技術検討会が７月に始まり、先端
センター、施工総研が当該 WG の主務という役割になり、その頃から、WG として何をすればいい
か、方向性、どのような活動を行っていけばいいかと、いろいろと悩み、考えてきた。
3 回目の WG において、今後の WG の活動、作業がスムーズに実施するため、活動、作業のイメー
ジを共有した。
現在は、共有した、WG の活動の方向性に従い、具体の検討を進めようとしているところであり、
成果も出てきている。

（2）計測技術・情報化施工 WG における今後の検討の進め方
1）基本事項
本 WG においては、「計測技術」、「情報化施工」
、「センサ」の分野に係る CIM の技術手法につ
いて、CIM の本格導入を視野に入れながら、技術手法の改善を促すことを目的に以下の検討等を
行うものとする。
a）最新の知見や事例を収集・整理して技術手法の向上に関する検討を行う。
b）必要性の高い技術手法については、最新の知見をともに、開発・改良のための検討を行う。
c）技術手法の本格導入に関する必要な事項等についても検討する。
d）その結果を取りまとめて公表することにより、CIM 関係者等と情報共有し、技術手法の向上を
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図る。
2）具体的な検討の進め方
a）最新の知見・事例の収集・整理
「計測技術」
、「情報化施工」、「センサ」に関する最新の知見及び実施事例を収集、整理する。
b）課題の抽出
(1)の知見及び事例をもとに、開発・改良の必要性がある技術手法や技術手法の本格導入に関する
必要な事項等についてとりまとめ、今後検討する課題を抽出・整理する。
c）技術手法の及び開発・改良のための検討
ａ）の知見及び事例やｂ）の結果をもとに、必要性の高い技術手法の評価及び開発・改良のため
の検討を行う。
d）とりまとめと結果の公表
検討結果をとりまとめ、CIM 技術検討会に報告するとともに、CIM 関係者、事業者をはじめと
したさまざまな主体と情報共有し、技術手法の向上や課題解決に向けた協力体制を構築する。
（3）検討体制
（A）検討が多岐にわたることから、重点的に検討する項目を定め検討を進める。
（B）検討項目については、それを専門分野とするメンバーを中心に検討を行う。
（C）報告書の作成等の検討に協力できる業界団体、研究者、専門家については、積極的に参画して
もらい、柔軟な体制で検討を行う。
（4）当面の検討
1）検討の方向性
CIM の本格的な導入に向け、技術開発、基準や制度の見直しと並行して、現時点で実施可能な手
段で CIM を実施し実績を積み重ねていく施行事業が拡大されることになる。基本問題／データモデ
ル／属性 WG でも、施行事業を仮想事業も含め拡大するとともに、1 つの事業を測量から維持管理
まで一貫して行っていこうという議論もされている。
今後、CIM の施行事業が拡大されていく中、計測技術・情報化施工に関する技術も使われていく
ことになる。
それらの技術は、土木分野以外で既に普及している技術を土木分野に転用・活用しているため、
レーザ計測、MC、センサ等、有益ですぐに実用化できる新技術が多く存在するが、土木分野ではま
だまだ実績が少なく馴染みがない。
馴染みがない新技術はメリットがあったとしても、積極的に現場で活用されないのが現状である。
その理由として、
「実績がないためリスクが伴う」、
「基準がない、方法がわからない」、
「従来の方法
で事足りる」
、「割高になる」等のようなものが考えられる。
計測技術／情報化施工 WG では、計測技術・情報化施工について、実用化できる新技術を現場の
担当者が積極的に活用できるよう、制度や技術手法に関する情報、現状で利用可能な技術手法、そ
れに関連する情報を提供していくことにする。
2）当面の検討の進め方
このような状況を踏まえ、当面は、（2）2）a）最新の知見・事例の収集・整理、（2）2）b）課
題の抽出を中心に検討を進める。
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今後、CIMの施行事業の状況やWGの活動状況を踏まえながら、段階的に （2）2）c）技術手法の
及び開発・改良のための検討、（2）2）d）とりまとめと結果の公表についても検討していく。
3）具体の検討項目
（A）個別技術の検討項目
a）CIM 施行段階における３次元地形データの構築方法と留意点（主担当：先端）
b）情報化施工（主担当：施工総研）
c）IC タグ、センサの普及（主担当：先端）
d）MMS の維持管理への活用（主担当：先端）
（B）測量、計画、設計、施工、管理に関する地形形・地質データ、出来形、情報化施工等の計測情
報の共有
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（5）計測技術／情報化施工 WG でまとめた資料（成果）
平成 25 年 1 月 31 日
CIM 技術検討会
計測技術・情報化施工 WG

ＣＩＭ施行段階における
３次元地形データの構築方法と留意点（案）
1 はじめに
CIM の本格的な導入に向け、技術開発、基準や制度の見直しと並行して、現時点で実施可能な手段で
CIM を実施し実績を積み重ねていく施行事業が拡大されることになる。基本問題／データモデル／属性 WG
でも、施行事業を仮想事業も含め拡大するとともに、1 つの事業を測量から維持管理まで一貫して行ってい
こうという議論もされている。
今後、CIM の施行事業が拡大されていく中、計測技術・情報化施工に関する技術も使われていくことにな
る。
それらの技術は、土木分野以外で既に普及している技術を土木分野に転用・活用しているため、レーザ計
測、MC、センサ等、有益ですぐに実用化できる新技術が多く存在するが、土木分野ではまだまだ実績が少
なく馴染みがない。馴染みがない新技術はメリットがあったとしても、積極的に現場で活用されないのが現
状である。その理由として、「実績がないためリスクが伴う」、「基準がない、方法がわからない」、「従来の方
法で事足りる」、「割高になる」等のようなものが考えられる。
計測技術／情報化施工 WG では、計測技術・情報化施工について、実用化できる新技術を現場の担当
者が積極的に活用できるよう、制度や技術手法に関する情報、現状で利用可能な技術手法、それに関連
する情報を提供していくことを考えている。
今回は、土木構造物を 3 次元で設計する場合の基本となる 3 次元地形データの構築について、現状で利
用可能な技術手法を紹介するとともに、留意点を示す。
具体には、道路予備設計、詳細設計を対象に、既に実用化されている航空レーザ計測による 3 次元地
形データの構築を事例として、過去の論文等を参考にしながら、検討を行った。
2 航空レーザ計測技術に関する現状
2.1 航空レーザ計測の精度
航空レーダ計測の精度は、樹林の密集した森林地では従来の航空写真測量と同様な現地補備測量を
行う必要がある場合もあるが、従来の航空写真測量で作成される地形図の精度を十分満たしている。さら
に、作業時間の短縮、信頼性の向上、それに伴う詳細設計時の大幅な変更の軽減、変更の軽減に伴うコ
ストの増大の軽減等の効果もある 1) 。既に、航空写真測量に代わって、航空レーザ計測による地形図等の
作成が実施されている。
2.2 航空レーザ計測の既存データの公開
航空レーザ計測により構築された 3 次元地形データが活用可能な状態で公開されている。代表的な事例
を示す。
(1) 数値地図（国土基本情報）
これまで国土地理院が整備してきた、基盤地図情報、数値地図シリーズ（空間データ基盤、行政界・海岸
線、地名・公共施設）及び数値標高データ（5m、10m、50m メッシュ）をすべて統合し、さらに地図表現に必
要な各種のデータ項目を加え、多様な属性情報も持たせた、総合的な地理空間情報である。このデータ
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は、情報の更新に応じて日々内容が新しくなる、新たな形態で提供されている。
(2) 国土地理院ウェブサイトでの高度精度な数値標高データ
国土交通省が、平成 17 年～平成 21 年にかけて１級河川沿いを中心に実施した航空レーザ測量を基に
した高精度な数値標高データ、約 134,000 ㎢（国土の約 35%）について、国土地理院のウェブサイトで基盤地
図情報として提供している。
詳細な地形データを用いることにより、洪水、高潮、津波等による浸水被害の予測や土砂災害の危険性
の調査等の高度化が期待される他、だれでも様々な用途に利活用が可能となっている。
2.3 数値地形図の標準化
公共測量作業規定準則は、航空レーダ測量等の数値地形図に関する新技術を反映した内容で改正さ
れ、数値地形図の作成に関する方法等の基準がに定められており、標準化されている。

国土地理院資料：改正公共測量作業規定（準則）の要点について

3 道路設計における３次元地形データの活用
3.1 従来の道路設計の概要
道路予備設計は道路設計における中心線決定や基本
構造の決定を目的としているが、一般的に航空写真測量
を利用した、1/1,000 程度の大縮尺の平面図をもとに設計
している。
道路詳細設計は、実測による縦横断測量を用いて、用
地境界、構造物の設計、道路横断等の詳細設計の決定を
行っている。それをもとに、予備設計時に航空写真測量等
で作成された平面図（1/1000～1/500）に図示するととも
に、必要に応じ、平面図の等高線等の修正も行っている。

図 道路設計の流れ
既成図や空中写真測量による図化
1/5,000～1/2,500

概略設計
空中写真測量による図化
1/1,000

予備設計
路線測量による図化
1/1,000～1/,500

詳細設計
用地測量

3.2 航空レーザ計測で構築された３次元地形データの活用について
(1) 予備設計の場合
予備設計を 3 次元化する場合、その基礎となる 3 次元地形データは、航空レーザ計測で簡単に構築で
き、技術面、精度面、コスト面で大きな課題はない。また、既に公開されたデータもあることから、新たに計
測をする必要もない場合もある。
(2) 詳細設計の場合
航空レーザ計測は、機器そのものの計測誤差（15cm 程度）や樹木等の地表以外の地物によるレーザの
反射による誤差があるとされている。従来の詳細設計に用いる高い精度の測量に要求される場合（表中の
「平地部許容誤差」）、航空レーザ計測では広範囲に計測可能でコスト面で問題はないが精度面で問題が
ある。
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また、TS 地形測量では測点を増やすことになるが、精度面で問題ないがコスト増となる問題がある。
コスト面で問題がなく十分に詳細設計に適応できる地形データの構築方法としては、測点ごとに地形を
直接的に計測する方法（TS 地形測量等）と、広い範囲の地形を間接的に計測する方法（航空レーダ計測、
モービルマッピング、地上レーダ測量等）を併用する方法があり、実用化されている技術で対応可能であ
る。過去（1998）の論文 2) でも、さまざまな地形でのコストの検証が必要であるものの、同様な計測方法の
併用（計測誤差±5.0cm）で有効だと報告されている。
表 横断測量に関する点検測量の較差範囲
L
20m
30m
40m
50m
平地部許
±4.2cm ±4.7cm ±5.2cm ±5.5cm
容誤差
標高＝２cm＋５cm√（ L／100） 距離＝L／500 (単位：ｍ)
Sは観測距離(片道)、Lは中心杭等と末端見通杭の測定距離

4 ３次元地形データ構築の留意点
詳細設計に用いる地形データの構築方法として、技術的に問題がなく併用する方法が有効であると述べ
た。しかし、次のような点に留意する必要がある。
(1) 具体の方法を示した考え方や方法等の基準類はない。
(2) 従来の道路詳細設計に用いる縦横断測量のように、計測データの精度や計測ピッチ等が示されていな
い基準類はない。
(3) 3 次元地形データのみでは設計のコントロールポイントとなる、建築物や境界等の地形に現れない地物
等のデータは表現できないため、これらの地物等のデータは別途、設計のレベル（概略・予備・詳細）に合
せた精度で必要となる。
5 おわりに
道路予備設計、詳細設計を対象に、3 次元地形データの構築方法と留意点について記載してきたが、河
川等の他の設計においても基本的に考え方や方法は同じである。
施行事業が実施されていく中、詳細設計において 3 次元地形データの構築は技術的に問題はなく、運用
面で統一的な基準がない等の支障はあり、多少施行錯誤が必要となるが、大きな問題とはならないと考え
ている。
今後、施行事業を実施していく中で問題意識を持ちながら、いくつかの事例を積み重ねるとともに、さら
に掘り下げた検討をすることにより、より具体的な考え方や方法を示すことができ、基準化されていくものと
考える。

参考文献
1)
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Vol.7、1998

4-11

013.1.31

1/2

4-12

基盤地図情報
（標高 10m メッシュ）

基盤地図情報
（標高 250m メッシ
ュ）

数値地図
50ｍメッシュ（標高）

②

③

④

測量の基準点、道路縁、河川堤防の表法肩
の法線、軌道の中心線、標高点、水涯線、
建築物のなど 2500 地図の骨格となる 13 項
目を取得したデータ。

公共測量規定図式に準じ通常の交通施設、
建物、土地利用等に加えて、仮設住宅やが
れき集積地、休止中の公共施設等も表示。

20 万分 1 相当のベクトル形式の地図デー
タ。データ項目は、行政界･海岸線、道路、
鉄道、河川･湖沼、市区町村名等の記号･注
記。旧日本測地座標系。

② 災害復興基本図
DM データ

③ JMC マップ

1/25,000 地形図の等高線データから作成
されたデータ。
作成年次が平成 12～13 年で古い。

衛星デ－タより等高線（50m 間隔） を発生
させて作成した標高データ。

上記の 5m メッシュが整備されていない範
囲において 1/25,000 地形図の等高線デー
タ（または火山基本図の等高線）を基に、
10m メッシュで作成した地表面データ。

地表を 5ｍ間隔で区切った方眼(メッシュ)中
心点の標高を、航空レーザ測量（または写
真図化）によって取得した地表面データ。

データの内容

① 基盤地図情報
（2500 地図）

■二次元数値地形図

基盤地図情報
（標高 5m メッシュ）

①

データ名称

■DEM（標高数値モデル）

S=1/200,000

S=1/2,500
水平精度 1.75m 以内

S=1/2,500
水平精度は 2.5ｍ以内

標高精度は平均自乗誤
差で 7.2m

かなり粗いもの

標高精度は 5m 以内

標高精度は 0.3m 以内
（写真図化の標高精度
は 0.7m 以内）

精度（標準偏差）

１次メッシュ単位のテキ
スト形式（独自フォーマッ
ト）

DM データ形式

JPGIS2.x（GML）形式（コ
ンバートにて SHAPE 形
式及び DM 形式に変換
が可能）

２次メッシュ単位のテキ
スト形式（独自フォーマ
ット）

JPGIS2.x （ GML ） 形 式
（コンバートにて SHAPE
形式及び DM 形式に変
換が可能）

JPGIS2.x （ GML ） 形 式
（コンバートにて SHAPE
形式及び DM 形式に変
換が可能）

JPGIS2.x （ GML ） 形 式
（コンバートにて SHAPE
形式及び DM 形式に変
換が可能）

データ形式

全国

青森県八戸市から福島県い
わき市にかけての沿岸部
（4 県 39 市町村）

主に都市計画区域、下記
URL より検索可能
http://www.gsi.go.jp/kiban/ar
ea/index.htm

全国

北方領土のみ。

全国

主に１級河川沿い、
都市計画区域、下記 URL よ
り検索可能
http://www.gsi.go.jp/kiban/a
rea/index.htm

提供範囲

一般財団法人
日本地図センター
（有償）

一般財団法人
日本地図センター
（有償）

国土交通省
国土地理院（無償）要申請
下記 URL よりダウンロード可能
http://fgd.gsi.go.jp/download/

一般財団法人
日本地図センター
（有償）ＣＤ販売

国土交通省
国土地理院（無償）要申請

国土交通省
国土地理院（無償）要申請

国土交通省
国土地理院（無償）要申請
下記 URL よりダウンロード可能
http://fgd.gsi.go.jp/download/

提供先

CIM 導入に際し、計画段階での概略設計、地元合意形成に必要な地形情報を得る（三次元地形モデル等を作成する）ために、利用可能な既存測量データの一覧（特定業務の測量成果は除く）

ロードマップ検討項目 測量フェーズ：既存測量データの分析 ～可能な範囲でのデジタルデータの活用～

CIM 技術検討会
平成 24 年度報告
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世界測地系で 25cm 解像度を提供。
（旧日本測地系では、50cm 解像度の
簡易オルソ画像を提供）

世界測地系で 25cm 解像度を提供。
（旧日本測地系では、25cm に加え、
50cm 解像度の簡易オルソ画像を提
供）

世界測地系で 40cm 解像度（又は 1m 解
像度）のオルソを提供。

世界測地系で 10cm 解像度又は 40cm
解像度で提供整備地域が限られてい
る。

世界測地系で 20cm 解像度のオルソを
提供。

1/20,000 相当の撮影縮尺で得られた
オルソ画像成果。

② DET 航空写真データ

③ GEOSPACE 航空写真

④ 高精度航空写真

⑤ 高精細航空写真

⑥ デジタルオルソ画像

⑦ 林野庁オルソデータ

※本表は、一部の限定された地域だけの提供先を除外しています。

国土地理院が平成 19 年度から市街化
区域・市街化調整区域を対象に整備。
世界測地系で 20cm または 40cm 解像
度を提供。

データの内容

① 正射画像データ

データ名称

■デジタルオルソ画像

地上解像度
50cm 程度

地上解像度
20cm

地上解像度
40cm
（一部、10cm 解像度）

地上解像度
40cm

地上解像度
25cm

地上解像度
25cm

地上解像度
20cm、40cm

精度（標準偏差）

TIFF 形式

TIFF 形式

TIFF 形式

JPEG 形式

TIFF 形式

BMP 形式
TIFF 形式

TIFF 形式

データ形式

一般財団法人
日本地図センター
（有償）

中日本航空株式会社
（有償）

ＮＴＴ空間情報株式会社
（有償）

株式会社パスコ
（有償）
国際航業株式会社
（有償）

朝日航洋株式会社
（有償）

グリーン航業株式会社
（有償）

下記 URL より検索可能
http://www.nnk.co.jp/research/orthodat
a/

下記 URL より検索可能
http://net.jmc.or.jp/digital_data_aerial_ge
ospace.html

問い合わせによる

下記 URL より検索可能（地域限定）
http://www.ramse3d.com/photo/lib/area
.html

東京 23 区のみ

下記 URL より検索可能
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_riny
a/kutyu_syasin/index.html

提供先

下記 URL より検索可能
http://www.jmc.or.jp/denshikokudo/orth
o/index.html

提供範囲

CIM 導入に際し、計画段階での概略設計、地元合意形成に必要な地形情報を得る（三次元地形モデル等を作成する）ために、利用可能な既存測量データの一覧（特定業務の測量成果は除く）

ロードマップ検討項目 測量フェーズ：既存測量データの分析 ～可能な範囲でのデジタルデータの活用～

CIM 技術検討会
平成 24 年度報告

CIM 技術検討会

測量分野の技術開発の方向性
～様々な三次元計測システムの適用範囲～

一般社団法人
全国測量設計業協会連合会
1

様々な計測手法の選択
・測量分野では様々な計測手法があり，目的の精度に見合う最適な計測機器、
またその組み合わせ手法の選択が重要になってきている。
・２次元から３次元、点・線から面的計測へ向かっている。

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ、水準儀による手法
【点】 ・【線】

GPS測量（スタティック、RTK方式）による手法
写真測量による手法
３Ｄﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅによる手法
航空レーザ計測による手法

【形状】 ・【面】

モービルマッピングシステム（MMS）による手法
写真測量（自動標高抽出）による手法

標高の測量精度

2

主な面計測の守備範囲

100.0ｍ
衛星画像処理
（自動標高抽出）

10.0ｍ
写真測量（自動標高抽出）
1.0ｍ

航空レーザ計測
（へり⇒セスナ）

10cm
MSS（モービルマッピング）

地上レーザ計測

0.1k㎡

1k㎡

10k㎡

100k㎡

1000k㎡
測量範囲の規模
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各手法のメリット・デメチット
■形状・３D面データの計測に関して
計測手法

経済性

計測不能区域

その他

地上レーザ計測

コストが特に高いが
その分密度も濃い

現地に侵入で出来な 対岸にターゲットを
い区域
置かなくても可能

MSS（モービルマッ
ピングシステム）

コスト高いが密度も
濃い

現地に侵入で出来な
い区域
その反面、トンネル
内は計測可能

道路境界から民地
側の取得に制限有
車両通行が可能な
範囲に限る

航空レーザ計測

地上測量に比べれ
ばコスト安、密度中

高架橋などの下、ト
ンネル等

DSMとDTMの双方
が得られる

写真測量
（自動標高抽出）

コスト安いが密度粗
い、精度も悪い

高架橋などの下、ト
ンネル等

広域名DSMが得ら
れる

衛星画像処理

コスト安いが密度粗 高架橋などの下、ト
い、局所の精度論外 ンネル等

地球規模
4

最適な計測手法の検討
3次元での面的な計測手法の提案は、必要に応じて現地状況を確認し、
目的を達成するための検討を行う
地上測量の
場合

計測手法の検討

主要計測の選択

目的精度の確認・把握

３Ｄﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ

主要となる計測手法で
計測出来ない箇所の
検討（補完計測）、
または、主要計測手法の
見直し

現地調査

既存データ資料の有無
（精度の比較検証に使用）

採用する手法選択

計測手法の再検討

航空レーザ計測
M M S
写真測量

現地立ち入りの制限
安全性の確認

現地の状況を把握し
機材の設置計測が
可能か判断する

＋
補完計測の選択
TS単点測量

経済性（コスト、工期）

GPS（VRS）測量
5

航空レーザ計測システムのご紹介
GPS衛星

航空機

• 航空機と地物の間の
距離を直接測定

• GPSとIMUで航空機
の位置と姿勢を計測

• 地物の三次元座標
群を面的に取得

レーザ測距儀
レーザの発射時間と往復時
間から地表までの距離を求
める

GPS基地局

4-15

航空機搭載 GPS
とIMU

6

CIM 技術検討会

平成 24 年度報告

複合計測手法の活用事例
水陸統合型の３次元デジタル地形測量イメージ図

ダム湖

海洋沿岸域

ダム湖・貯水池や海洋沿岸域における水中地形について、ナローマルチソナーによる深浅測量、陸上部の水
際周辺で地上レーザー、その上部で空中レーザーを用いた地形測量の事例
時系列データの比較により、ダム湖における堆砂量・周辺斜面の崩落量の変動、海洋における砂浜の挙動、
施設の埋没・破損状況を提供
7

MMSのご紹介
Mobile Mapping System（モービルマッピングシステム）とは、
車道から画像データと3次元レーザ点群データを取得

機器構成

画像データと３次元レーザ点群データ8

複合計測手法の活用事例
道路部はMMSで取得し、航空機レーザデータと融合した事例

解析業務の基礎地形情
報として
9
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地上レーザ計測システムのご紹介
レーザーパルスによる測距
自動反射光受信構造

数万～数100万
の計測点を短時間
で計測

計測対象物にﾊﾟﾙｽ式ﾚｰｻﾞｰを発射

上下方向に走査
水平方向に順次移動（回転）

地図座標変換用
ターゲット

自動回転により
水平、垂直方向に一定間隔で計測
レーザによる測距+水平・垂直角度から座標を
10
求める

地上レーザ計測システムのご紹介
機種

LMS-Z210

LMS-Z420i

反射率80%以上

650m

1000m

反射率10%以上

200m

350m

測距精度（単発測定）

±25mm

±10mm

最小ステップ角度

0.072°
（13cm／100m）

0.004°
（0.7cm／100m）

ビーム拡がり角

3mrad
（30cm／100m）

0.25mrad
11
（2.5cm／100m）

形状

計 測
最長距離

地上レーザ計測システムのご紹介
対象地形

得られた３次元データ点群

12

4-17

スキャナー

レーザー

4-18

データ処理装置

評定点の計測

面処理

レーザースキャナ

計測範囲のス
キャニング

TS

クリーニング

⑤データ処理・数量
計算、出来形管理

④計測範囲のｽｷｬﾆﾝ
ｸ・データ取得ﾞ

③ＴＳによる評定点
の計測

②評定点の設置
（現場基準点）

①現場基準点の設置
（TS計測用基準点）

準備
（評定点の設置）

断面作成

評定点の座標データ入力

準備
（TS計測用
基準点の設置）

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
作業時間（人工）

6.00

7.00

8.00

9.00

外業

10.00

内業

5ｍ
10 ｍ
20 ｍ
0.5ｍ
1ｍ
断面
間隔
5ｍ
5ｍ
10 m
20 m
5ｍ
10 m
20 m

平均断面法
〃
〃
メッシュ法
〃
数 量 算〃出 方 法
平均断面法
〃
〃
平均断面法
〃
〃

断面間隔

数量算出方法

計測方法
レーザースキャナー
〃
〃
〃
〃
計 測〃方 法
トータルステーショ
ン
〃
〃
レーザースキャナー
〃
〃

24 2 0 m 3
28 8 6 m 3
24 0 1 m 3
24 2 2 m 3
28 8 0 m 3

39 , 1 01 . 0 m3
38 , 9 51 . 3 m3
38 , 6 34 . 3 m3
39 , 2 73 . 6 m3
39 , 0 56 . 4 m3
量. 8 m3
36 , 数
3 63
23 9 6 m 3

数量

情報化施工の課題

Ⅱ．制度的な課題
・数量は数量算出要領によって平均断
面法で算出することが記載されてい
る。そのため、面的な数量算出結果を
発注者が受け取れるルールになってい
ない。そのため、設計変更時や出来高
の根拠として面的な数量算出結果が
受け取れるルールとする必要がある。

・レーザースキャナーでは、面的な数
量計算ができるが、計測点の計測密
度とデータ処理のメッシュ間隔の違い
や使用するソフトウェアの違いによっ
て、算出する数量が異なることが分か
っている。そのため、面的な数量計算
を行う場合のメッシュ間隔の設定ルー
ルやソフトウェアの算出ルール等を定
義する必要がある。

Ⅰ．技術的な課題
・レーザースキャナーでは、計測対象
物の端部や突部などのジャストポイン
トを計測できないため、出来形管理の
計測箇所を指定して計測することがで
きない。従来通りの寸法検査を実施す
るためには、端部を決定するために横
断方向の変化点を利用者自らが判断・
指定する方法や横断形状付近の点か
ら 2 面の近似直線を算出し、その交点
から変化点を自動的に求める方法が
考えられるが、これらの出来形管理の
端部を求めるルールを決める必要が
ある。

２）レーザースキャナーによる出来形・出来高管理の実現へ向けて（その２）
日本建設機械化協会 “建設の施工企画 739号, pp82‐85, 20011.09
藤島崇, 椎葉祐士

出典：
１）レーザースキャナーによる出来形・出来高管理の実現へ向けて
日本建設機械化協会 “建設の施工企画 726号, pp74‐77, 20010.08
藤島崇, 椎葉祐士

③出来高算出の高精度化
・レーザースキャナーによる点群データを基に平均断面法やメッシュ法により数量算出を行う
ことができる。
計測精度の効果は、１ｍ以下のメッシュ間隔で算出することによって、５ｍ間隔の断面図を用
いた平均断面法による算出結果と同等の精度を得られることが把握されている。

1 3 5 7 9 1 3 5
.15 .13 .11 .09 .07 .05 .03 .01 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .1 .1 級
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 の
次
設計高さとの差
データ区間

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

②出来形管理・検査の技術の向上
・出来形計測を行い、点群データから横断図を抽出することで、寸法や高さを確認することが
できる。
・レーザースキャナーで取得した点群データと設計形状の面を比較することで、色分け表示
等出来形の面的な評価を行うことが可能である。

0.00

レーザースキャナー

ＴＳ

①設計照査の精度向上（地形の把握）
・起工測量等の詳細な地形測量に適用できる。従来の測量では山間地や地形の凹凸が多い
場合、計測作業に時間を要していたが、レーザースキャナーでは効率的に広範囲の計測が
可能である。

レーザースキャナーとは、特定の間隔（縦・横）にレーザーを
発信し、発信時の角度と受信までの時間や位相差等から距離を
取得して、レーザースキャナーからの被計測対象までの相対位
置の座標点群を取得する装置である。図１にレーザースキャナ
ー測量の構成と計測手順を示す。特徴としては、①ノンプリズム
方式の採用により、大量の点群を取得できることや被計測地域
に作業員を配置せずに測量が可能であること。②デジタルカメラ
との併用により座標点群に色データが付与できること。③点群デ
ータを利用した高精度な数量算出が可能であること。等が挙げ
られる。しかし、現行の管理基準との不一致、同一の計測点群
に計測精度が異なる値が存在する、導入効果が明らかではない
等の活用上の課題もある。
・起伏の多い急峻な地形条件においては、測量中の転
落等、危険の伴う作業の場合もあるが、レーザースキ
ャナーを用いることにより危険地帯に立ち入ることなく
計測が可能であり、かつ詳細な測量が可能である。
→作業効率の効果は、従来の工数に比べて、外業、
内業とも 3 割程度削減できることが把握されている。

建設分野での適用状況

技術の概要

要素技術の概要

頻度

要素技術

CIM 技術検討会
平成 24 年度報告
施工総研 1

CIM 技術検討会
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CIM 導入に際して必要な地形情報（三次元地形モデル等）を得るための測量方法の種類

2013.2.25

■地形モデル等を得る測量方法
No

測量方法

①

トータルステーション、水
準儀

②

③

④

GNSS（GPS）測量

概説（CIM でのメリット/デメリットなど）
標高精度
測量で従来から幅広く行われている方法。
・高精度だが基準点の精度に左右される。
・基準点間の視通が必要。
・面的計測は、コスト的に困難。
【横断測量】
標高精度は平地：2cm+5cm√L/100、山地：5cm+15cm√L/100
L（杭間距離）=50m の場合で、平地：5cm、山地：15.6cm
【用地・中心線測量】
作業規程上は、標準偏差で水平：10cm、標高：20cm
（経験上の実質精度は、水平：2～3cm、標高：2～5cm）
精度は良いが時間がかかるスタティック方式と簡易なキネマティッ
ク方式の２種類がある。
・視通は必要ないが、上空視界の確保が必要。
・山間部ではGPSの受信状況を確認する必要有り。
・面的計測は、困難であるがＶＲＳ方式であれば
局所的な範囲については可能。
【横断測量】
標高精度は平地：2cm+5cm√L/100、山地：5cm+15cm√L/100
L（杭間距離）=50m の場合で、平地：5cm、山地：15.6cm
【用地・中心線測量】
作業規程上は、標準偏差で水平：10cm、標高：20cm
（経験上の実質精度は、水平：2～3cm、標高：2～5cm）

３級以下の点間距離ならネットワーク型 RTK-GPS（VRS 方式）が有効。
（経験上の実質精度は、水平：2～3cm、標高：5～10cm）
地上型レーザ（スキャナー） 地上でレーザスキャナーを用いた方法。
計測
・近距離タイプと長距離タイプの２種類がある。
・機材設置の移動が多くなると、その都度、標定点の計測が必要とな
るため非効率になる場合がある。

モービルマッピングシステ
ム

【土量の出来高測量】
照射距離に応じてビーム径が変化し、精度が変わる。
照射可能距離：～1000m（最大）
点密度：2～5cm
測距精度：5～10cm 程度（機械精度は 5mm～10mm）
※機器の種類により幅がある
車両にレーザスキャナー、カメラを搭載した手法。
・計測調査で交通規制を行う必要がない。
・トンネル内など上空から計測出来ない部分に対して有効。
・山間部の GPS 受信状況が悪い区域や未舗装道路は不向き。
【地形測量】
L＝10m の場合で測距精度＝約 10cm、密度＝10cm 程度。
距離が離れれば離れるほど、精度が落ち、点間距離が広くなる。
道路を中心に片側 50m まで取得可能。最近、長距離タイプ（ロングレ
ンジ）の機器も登場している。

⑤

航空レーザ（スキャナー）
計測

CIM の中での適用範囲
データ形式
詳細設計
（縦横断測量、用地測量）
施工時
（起工測量、出来高管理）
施工後
（完成図書）
点、線
SIMA 形式
詳細設計
（縦横断測量、用地測量）
施工時
（起工測量、出来高管理）
施工後
（完成図書）

点、線
SIMA 形式
詳細設計
（縦横断測量、用地測量）
施工時
（起工測量、土量掘削管理）
施工後
（完成図書）
面
点群データ
詳細設計
（縦横断測量、用地測量）
施工後
（完成図書）
維持管理
（点検・巡視）
面
点群データ

航空機にレーザスキャナー、カメラを搭載した手法。
予備設計
・上空から計測するため、地上から立ち入れない区域のデータも取得 地元合意形成
できる。
・上空から構造物などにより遮断される部分は取得できない。但し、
樹木下はフィルタリング処理により地表面を再現できる。
【地形測量】
標高精度は標準偏差で 25cm 以内。（機械精度は 15cm 程度）
水平精度は、30cm 程度。
内挿補間した後のメッシュデータは、メッシュ内に計測点があるかな
いかで精度区分が異なる。
（メッシュ内にある場合：0.3m 以内、ない
場合：2.0m 以内）
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⑥

ナローマルチビーム

海、河川、湖沼、ダム湖等の水底面（地形モデル）を計測するための
手法。ナローマルチビーム（Seabat）に RTK-GPS、ジャイロ、モーシ
ョンセンサー、音速度計を組み合わせたシステム。
【深浅測量】
水深精度＝±(10+h/100)cm
点密度は概ね 60cm 程度

平成 24 年度報告

・詳細計画
（浚渫工事計画）

ｈは水深(cm)
面
点群データ

■その他 CIM 関連測量技術
No

測量方法

①

航空写真画像処理

②

道路現況計測（Real）

概説（得られる情報・成果）
標高精度
航空写真画像からステレオマッチング処理により DSM（表層面の地形
モデル）を取得。
・地表面の地形モデルは取得できない。
・広域な範囲を安価で取得、把握するのに有効。
【地形測量】
標高精度は、1/10,000 航空撮影で 67cm 程度。山間部ではうまくマッ
チングできないため数ｍの誤差がある。

CIM の中での適用範囲
データ形式
維持管理
（高域な経年変化把握）

画像と 3 次元データで路面性状を立体的に把握するシステム。
・昼夜間を問わず路面状態の計測が可能。
・任意の区間・断面でわだち掘れ、平たん性の状況を把握することが
できる。

維持管理
（道路の路面性状把握）

面
点群データ

【その他測量】
撮影ピッチは、1mm 間隔まで設定可能。

③

地上型ＳＡＲ
（合成開口レーダー）

SAR は、合成開口レーダーによる二次元計測で、面的な変位の計測が
可能。地すべりの変位、火山山体の侵食状況などを把握できる。
・昼夜、全天候型計測が実施可能。

変位量
データ
維持管理
（地形の変位把握）

【その他測量】
・4km 先までの遠隔測量が可能。
・精度は、1/10mm レベルの相対変位の検出が可能。
④

地上型レーダー

レーダー波を送受信により、位相の変位量から変動量を把握できる。
構造物の変異、橋梁など構造共鳴周波数の計測、構造物の固有振動数
の把握ができる。
【その他測量】
・1km 先までの遠隔測量に対応。
・100Hz までの構造物振動数のサンプリングが可能。

⑤

３ＤＧＩＳ

変位量
データ
・

維持管理
（構造物の変位把握）

変位量
データ

三次元 GIS。都市計画分野の建築制限に関する規制（高さ、容積率等）、 維持管理
日影チェックの評価に有効とされている。
（施設情報の共有）
・CIM として、土木構造物に対する有効性を検討する必要がある。
（カ
ルテ、施設台帳の管理なら２次元 GIS で十分か？）
【その他測量】
システム

⑥

３Ｄ点群ビューア

レーザ点群データ（航空レーザデータ、MMS データ等）を高速でシー
ムレスに描画できるシステム。

維持管理
（現況把握）

【その他測量】
システム

4-20

CIM 技術検討会

4.4 現地調査の概要
第 3 回技術検討会 現地調査 平成 25 年 2 月 7 日
工事概要

工事名称 ：
工事場所 ：
工
期 ：
発 注 者：
施 工 者：
工事数量 ：

黒目川黒目橋調節池工事（その１０）
東京都東久留米市
平成23年10月～平成25年９月（予定）
東京都建設局
大林・前田・大本建設共同企業体
土工 114,300m3 （面積4,577㎡ 深さ24.4ｍ）
３号池躯体構築 一式 （コンクリート38,150 m3 ）

工事場所

黒目川・落合川

黒目川
落合川

調節池の完成図（イメージ）

黒目川
取水堰

梁

約２５m

減勢水路

柱

多数の柱と梁の骨組みを有した鉄筋コンクリート構造の、巨大な地
下空間(洪水時の水を一時的に溜めるプール)を構築する工事

調節池の施工法（逆打工法）
逆打工法
（一部鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造）
逆打受支柱打設

掘 削

埋戻し
既設連続地中壁

完 成
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鉄筋工事の問題点

平成 24 年度報告

効率の良い鉄筋工事が必要

１．柱・梁の鉄筋量が多く、鉄筋間隔が小さい
２．柱と梁の取合い部が複雑
⇒多方向の鉄筋が交差
⇒柱は逆打受支柱を鉄骨とするＳＲＣ造
①逆打受支柱にプレートを溶接
②そのプレートに梁鉄筋を溶接

３．逆打工法のデメリット（施工の難しさ）
⇒上層階鉄筋が固定された状況で、下層階を施工
組立て、配筋作業の自由度がない

４．工期の厳守
• 作業手順の徹底
やり直しや手戻り等をなくす！
• 鉄筋組立の高精度化
鉄筋が干渉する場合の処置検討

ＣＩＭを用いた検討状況

鉄筋工事の難航を想定しJVでは、 CAD図面(着色)で手順を細かくステップ毎に図
面化し確認した。この段階では、JV職員、鉄筋業者(職人)とも疑義が無かった。
不安を拭えないJV職員が、3Dモデル図を動画的に作成し再度施工手順など確認
した。画像を見た職人からの、指摘や提案(気づきや発見)によって、事前に手順等を
見直し、手戻り無く施工に生かされている。
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（出典： 日刊 建設産業新聞 平成 25 年 2 月 22 日 １面）
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4.5 ＣＩＭマネージャ
CIM（の概念）に基づき 3 次元モデルを作成すると、形状データの他に、部材の材質など関連する情
報が属性として設定される。このため、モデルの作成や修正を行う際には、どのような属性情報が必
要なのか、どのように設定されているのかなどを理解しておかないと後々問題が生じる可能性がある。
CIM で作成されたモデルはデータベースそのものであり、CIM のモデルを管理するということはデータ
ベースを管理するということに他ならない。特に、建設分野では計画～設計～竣工まで、非常に多く
に技術者が長期にわたって関わっており、維持運用段階も含めれば 50 年以上の長期にわたってこうし
た情報を管理していかなければならない。したがって、CIM で作成されたモデルを活用していくために
は、それだけの能力を持った担当者が適切に管理していかなければならないし、建設分野では長期間
に渡って管理していく体制・組織が必要である。このように、CIM で作成されたモデルを管理していく
担当者が CIM マネージャであり、建設分野では長期に渡るため、組織として管理を引きついでいかな
ければならない。建設業界における現在の発注体制で考えれば、インフラ施設は発注者が管理してい
るため、CIM マネージャは発注者の中で、施設の管理を行う組織に属していることが自然である。国土
交通省で考えれば、各事務所に CIM マネージャが存在することになる。今後、IPD（インテグレーテッ
ド・プロジェクト・デリバリー）の考え方を導入した発注者・設計者・施工者が密接に連携しあう体
制では、施設の管理を担う部署の担当者が CIM マネージャとして中心的に機能するはずである。
CIM マネージャの役割については、まだ検討が始まったばかりであり、今後とも CIM のあり方ととも
に検討を継続する。

図 4-2

CIM マネージャのイメージ
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4.6 国家インフラモデル
（1）概要
構造物をモデル化する場合、決まり切った形状や用途が限定された構造物、
（例えば、足場・支
保工、U 字溝、組立マンホール、リース材など）のモデル化は比較的容易である。CIM では現在、
試行現場のモデル化が進んでいるが、橋梁、橋脚、杭基礎、トンネル、ボックスカルバートなど、
形状と機能が限定しやすい構造物が中心となっている。
試行段階では個別の構造物のモデル化でも検証は可能だが、実プロジェクトになると複数の構
造物の集合体となるため、設計や施工対象の一部だけが分断されてモデル化されていても効率化
には結びつかない。また、維持管理段階においてもモデル化された新規の構造物と紙図面やマイ
クロフィルムといったモデル化されていない構造物も同時に管理しなければならない。
さらに、道路や河川などの構造物や国や県などの管理者によってモデルが個別に定義されてし
まうと、それらの接続部や関係箇所で CIM の実力が発揮できる場所であっても容易に統合するこ
とができない可能性がある。
一方、モデルは基礎が脆弱だと頑強な構造物が作れないように、その骨組みとなる基本構造を
しっかり定義しておかないと、後付けでは水と油のように競合してしまい連携が困難となる。例
えば、スマートフォンの新しい地図システムで実際とは全く異なる地名などの地物が多数表示さ
れたことは記憶に新しいが、これは複数の情報ソースを適切に変換せずに地物を配置したためで
あり、CIM においても近い将来同様の現象に悩まされる可能性が高い。他の例では、銀行のオンラ
インシステムの統合で様々なトラブルが発生したことは記憶に新しいが、
「口座」という基本モデ
ルが異なるシステムを無理に統合しようとしたためで、基本モデルがいかに大切かわかる。
そこで、国民の生活と財産を支えるインフラの基本的な骨格を共通化する基本モデル（国家イ
ンフラモデル）を定め、どのようなインフラであっても容易にモデルを統合できるようなモデル
をあらかじめ提供することで、このままでは将来必ず発生する困難をあらかじめ防止するもので
ある。
1）国家インフラモデルとは
インフラは橋やトンネル、土工など様々な構造物で構成され、道路や鉄道、水道など様々な
用途で利用され、鉄やコンクリート、土など様々な材料で構築されている。
国家インフラモデルとは、インフラに共通する項目を定義するものであるが、構造や用途、
材料が定義されていることを前提としてしまうと、新しい構造や用途、材料などを利用してし
まうと、インフラが定義できなくなる。
インフラには
・ 線状である
・ 人や物が移動するための空間が確保されている
・ 公共として利用される
といった共通点がある。
例えば、以下のように定義できる。
A)

道路

＝

地点間を人や車が移動するための空間と付属施設

B)

鉄道

＝

地点間を電車や列車が移動するための空間と付属施設
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C)

水道

＝

地点間で水道水を送水するための空間と付属施設

D)

河川

＝

降水や排水を流下させるための空間と付属施設

平成 24 年度報告

トンネルや橋、管路といった構造物はこれらの空間を地形や様々な作用から守り確保するた
めの構造物であり、コンクリートや鋼材は構造物の形状や強度を保持するために必要な材料と
考えることができる。従って、これらの構造物や材料のモデルをどのインフラのモデルでも利
用できるように矛盾なく定義しておけば良く、国家インフラモデルの定義には不要であること
がわかる。
2）国家インフラモデルの定義
従って、国家インフラモデルは、以下によって定義できる。
9

占用する空間（形状と位置）

9

用途・名称・管理者など（特定する項目

所有者など）

例えば、道路であれば、
「空間：建築限界の形状と位置

用途：道路

名称：

管理者：国土交通省」のように簡単に

定義できる。道路などは法律でも定義されているので、矛盾しないように用途や名称、管理者
などを決めて行けば良い。
トンネルモデル

橋梁モデル

土工モデル

道路モデル
下水モデル

地盤モデル

河川モデル

詳細設計は個別でも成立するが、
虫食いモデルでは計画・施工・管理は非効率に

虫食いにならないために、全てに共通するモデルが必要

国家インフラモデル：国土を占有する全てのインフラの共通項目（占有情報）
CIM
材料・二次

コンクリート、鋼、土、
・・・

製品モデル

足場、ヒューム管、セグメント、照明、
・・・

構造モデル

橋梁、トンネル、土工、管路・・・

形状・設計情報

用途モデル

道路

線形・管理情報

河川

下水

国家インフラモデル：占用空間（建築限界、敷地境界）と管理者など共通項目
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4.7 情報共有のあり方
・CIM 情報共有基盤は、情報の「受け渡しから共有」へ
・時間とともに進化・成熟するデータモデルを活用・変更し、情報共有により共同作業・並行作業
を実現させる
・データを蓄積し引き出し活用し戻すことの具体を検討する
・CIM 情報共有基盤には、３次元モデルに加えて、設計思想・設計条件等の基本的な条件も残す必
要がある
※進化・成熟するデータモデル：データの量と質の変化・データの追加と修正、削除

現状(Before)

効果(After)
人

人

CIM
社会
情報の発生と
蓄積量

社会

情報

インフラ

インフラ

情報

情報の発生と
蓄積量

・時間とともに進化・成熟するデータモデル
・情報共有により共同作業・並行作業を実現

企画、調査、計画、設計

積算、施工、監督検査

維持管理、サービス

・組織、立場間における情報の受け渡し
・不必要と判断される情報の消失、欠落
・組織、立場における経験と判断

図 4-3

企画、調査、計画、設計

積算、施工、監督検査

維持管理、サービス

・組織、立場を超えた情報共有
・プロジェクトの進捗に伴う情報の進化成熟
・総合力による経験の融合と判断

情報の受け渡しから共有へのイメージ

人と情報と社会インフラを融合するために注力すべき技術開発分野
①情報：データモデルの構築
・データモデルの維持管理技術
・データモデル（CIM用プロダクトモデル）
・データモデルと、既存技術との連携仕様
・デファクトスタンダードを利用した要領、基準類

人

CIM
社会
インフラ ③

②

②人と情報：情報共有システム
情報
①

・3DデータモデルのWebブラウザ上での閲覧、編集技術
・構造物のデータモデルを統括するデータベース
・インターフェースの整備

③社会インフラと情報：構造物から情報発信
・維持管理の情報蓄積
人材育成
・CIM対応ハード購入補助金制度
・CIM人材育成プログラム補助金制度

人と社会インフラ（サービス）向上
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①情報：データモデルの構築
1.データモデルの維持管理技術
・データモデルの共通仕様と、そのデータのシステム（クラウド）上での維持管理システム。膨大な
データを分散し守りつつ、整合性を保つ技術を開発する。
・執行プロセスの上流、下流への影響（例えば、施工段階で設計と異なる判断があった場合など）、位
置的な影響（隣接工区への影響など）、時間的な影響、コスト的な影響など、あるプロセスで発生した
事象、情報がどこまで伝搬するのかを考慮したデータモデルに関する技術
2.データモデル（CIM 用プロダクトモデル）
・BIM-IFC に相当する CIM-IFC 版の策定
・最低限のルールから仕様を追加する。成長型の形式を提供し属性情報の価値を高める。
3.データモデルと、既存技術との連携仕様
・人を介しての 3D モデルの維持編集は管理コストを考えると難しくなる。このため、MMS（モービ
ルマッピングシステム）や航空測量等との連携し、常に最新(使える）データを整備し、他の既存技術
と連携するための仕様を開発する
4.デファクトスタンダードを利用要領、基準類
・デファクトスタンダードを利用した、緩やかな要領・基準、納品基準類の策定

②人と情報：情報共有システム
1.3D データモデルの Web ブラウザ上での閲覧（表現）・編集技術
・より多くの人に共有するため、データモデルへのアクセス（完全性と可用性）を高め、いつでもど
こでも閲覧（表現）・編集できる環境を構築する。
2.構造物のデータモデルを統括するデータベース
・複数の施設に対するマクロ的な情報活用の視点。
例えば、トンネル天井の崩落・・・同種同様の工法、製品、同種の設計基準、一定期間以上の点検
間隔となった施設など維持管理、サービスを実現するためのインデックスとなるデータベースを構築
する。
3.インターフェースの整備
・構造物データモデルを取り扱うソフトは（CAD 以外）様々となる。このため、それぞれのソフトウ
ェアが「構造物のデータモデルを統括するデータベース」にアクセスするためのインターフェースを
開発する。

③社会インフラと情報：構造物から情報発信
1.維持管理の情報蓄積
・維持点検内容やコストを集積し、施設ごとの LCC の整合性を確認するための技術。
・積算情報と合わせて更新か維持かを予測する。
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4.8 業務分析におけるＣＩＭデータの活用シーンの作成
・データを設計から施工に、施工から維持管理に流すためにどうしたらよいか
・実例をもとに、設計図面から３D モデルをおこした内容と、施工で利用している内容を比較
・設計から施工に渡し、活用するデータについて、コンサルタントで実施している設計業務で何を
属性情報として活用しているのか
・設計時点の属性情報を施工で何を使うかという点で ER 図的なもの
・変更設計（精算変更契約）等の省力化について検討する必要がある

日建連 １

■業務分析におけるCIMデータの活用シーンの作成(案)
地形データ作成
（国土地理院）

設計側の地質技術者が詳細設
計開始時に地層断面図を作成
する
地形データは、設計開始時に設
計者が作成する

ボーリングデータか
ら設計段階の地層
データ作成

地形・地質情報を元に、設計者
が形状を
→施工会社が利用する

３Ｄモデルの作成

計測データ追加

計
画
・
調
査
・
設
計

誰が→（施工会社が）
いつ→（施工時に）

写真貼り付け

施工情報が入った
３Ｄモデルが完成

どのような内容のデータを作成
し
→維持管理に必要な情報をまと
めてモデルに関連づけて

施
工

誰がそのデータを使うのか
→維持管理者が使う
誰が？

維持管理運用へ

いつ？
どうやって利用するのか？

維
持
管
理
2013/01/22 WG資料
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（橋梁の事例）

2次元モデル
地質
既存成果

地形図

平成 24 年度報告

3次元モデル

作業内容

作業概要

作成データ

フェーズ

作成データ

作業概要

作業内容

1/50,000

計画
（道路路線計画・設計）

地質データ

5m標高
数値地図

既存成果

（道路路線計画・設計）

構造物位置 1/1,000

地形モデル・地盤モデル・地物モデル 周辺地物
最適橋梁形式とその基本的
な橋梁緒元を決定する

橋梁
予備設計

橋梁形式

設
計

構造物位置 1/1,000 or 1/500
工事に必要な詳細構造を経
済的かつ合理的に設計し、
工事発注に必要な図面・報
告書を作成する

施工計画の仮定
工事費の算出

橋梁
詳細設計

平面図
断面図
数量
詳細図

積算

平面図,
断面図,
積算用数量
詳細図

積
算

基本設計
モデル

橋梁景観設計
橋梁形式選定

積算モデル

積算

入札・落札

現地測量

地形データ

実際の施工計画の策定・実
工事費の算出

地域にあった景観の検討
（形状モデルの作成）
最適な橋梁形式の選定

地上レーザ 構造物位置

施工計画の仮定
工事費の算出
入札・落札

施工計画
（設計照査）

変更図作成・数量算出

施工

施工計画図

設計モデル

施
工

変更設計図

施工モデル

実際の施工計画の策定・実
橋梁詳細設計 工事費の算出
地上レーザ
施工計画 施工モデル
（設計＋施工計画）

施工

設計変更
竣工図書の作成

竣工モデル作成
工事費清算

竣工

点検

竣工図書

竣工

維
持
管
理

点検データ
補修設計

図面・数量

補修工事

施工図

竣工モデル
（データベース）
維持管理
モデル

維持管理モデル作成
点検

補修設計

維持管理モデルの更新

補修工事

維持管理モデルの更新

点群データ
センサデータ

4.9 サポート体制
・現場で発生する様々な課題にタイムリーにサポートし、フォロー
・現場と CIM 関係者の一体感を醸成
（1）CIM の円滑な実施のための情報の収集と提供
現場の担当者による適切な CIM の実施のためには、CIM 技術検討会による情報の収集・提供が重
要である。
このため、制度や技術手法に関する情報、現状で利用可能な技術手法、それに関連する情報を組織
的に収集・整理・提供することが適当である。
4.10 普及・啓発、教育・訓練、意識調査
・成功事例、創意工夫事例、便利さの実感、苦労した経験を次に生かす
・人材育成として、CIM に関する知識や技術の習得
・講習会、セミナー等の開催
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（1）継続的な技術開発
CIM に関する技術手法を開発・改良を進めるともに、その効果について適切に評価することが必要
である。このため、試行事業の結果をもとに技術手法のレビュー作業を継続的に行い、技術手法や知
見の進展を CIM の試行に迅速に取り入れていくとともに、新しい関連技術手法の開発を図っていくこ
とが必要である。
（2）人材の育成・確保
CIM の試行を拡大していくためには、幅広い知識と技術を備えた従事者の育成・確保が必要であり、
人材の能力の確保のための研修等の推進、専門的な知識を持った人材に係る情報の提供が重要である。
（3）意識調査
平成 21 年(2009 年)に、建設コンサルタンツ協会 CALS/EC 委員会では、CALS/EC 活動の一環とし
て、平成 21 年 3 月に策定された「CALS/EC アクションプログラム 2008」における、3 次元データ
並びにそれを利活用した情報化施工等に関する取り組みに対して、事業分野、事業フェーズ、業務に
係わる立場等によって、3 次元データや 3 次元設計に関して異なった理解がなされている可能性を感じ
ており、3 次元設計に関するコンサルタント技術者の意識に関する調査を表 のように行っている。
調査期間
調査方法
対象業務
対象者

平成 21 年 11 月 12 日（木）～12 月 7 日（月）
WEB アンケート方式
2007 年度 ～ 2008 年度に行った国土交通省の計画・設計段階の業務
国土交通省の電子納品に携わっているコンサルタント技術者
（協会本部及び支部 CALS/EC 関連委員会参加企業の技術者）
・技術提案時における電子成果の利活用に関する調査
・詳細設計での電子納品に関する調査（図面、数量）
・3 次元設計に関するコンサルタント技術者の意識調査

アンケート有効回答数

201 件

この中から、CIM 全体に関係する 3 つの設問と結果を、以下に示す。
[設問 1] コンサルタント技術者が考える 3 次元設計とは？

図 4-4

設計では、形状のモデル化、モデルの解析、施工のための(図面などの)情報の作成という段階
がある。3 次元設計といった場合、この 3 つの段階のどこまでを 3 次元で行うと考えているか
で、その後の作業は大きく変わる。回答者がこれをどのように考えているかという設問である。
「3 次元のモデルを作成→3 次元の形状で解析→3 次元のモデル上で配筋等の詳細図までを作
（36.8％）とするすべて 3 次元という答えが一番多く、その他の回答が 6 割以上であり、現
成」
状では 3 次元で完全に設計できないと考えている技術者が多いことがわかる。また、2 次元モデ
ルからと考えている技術者もおり、今後の CIM のあり方を明確にすることが必要である。
[設問 2] 「3 次元設計」により効率化すると思われる業務は？

図 4-5

「3 次元設計」により効率化すると思われる業務では、「周辺構造物との調整（地下埋設物）」
（53.2％）、
「3 次元の構造解析」
（38.3％）の回答が高いほか、他の選択肢においても概ね 1～3
割の回答があり、各分野で利用可能性を感じている。
[設問 3] 「3 次元設計」を推進するに当たり必要な項目は？
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「3 次元設計」の推進に必要な項目として、
「各種構造物の 3 次元設計に対応した基準類の整
備」（54.7％）、「3 次元設計に必要なツール類の開発支援」（54.7％）の回答が高い。従来の 2
次元設計での基準・要領が整備されているため、どのようにすべきかの指針を求めていると考
えられる。

図 4-4

図 4-5

コンサルタント技術者が考える 3 次元設計とは？

「3 次元設計」により効率化すると思われる業務は？
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「3 次元設計」を推進するに当たり必要な項目は？

（4） 今後の方針
これらアンケート結果からわかることは、2009 年当時は、3 次元設計、3 次元モデルの実態に
ついて実績も情報もなく、技術者もどう考えてよいかを戸惑っていたという実態であり、そうは
思いつつも、利用できる分野もあるのではないかとも考えていることがわかる。このアンケート
結果は、設計技術者に対してだけであり、建設分野全体としての現状の意見を幅広く調査し、ど
のようなことに課題があるのかを確認しておき、CIM の進展にあわせてこうした意識がどのよう
に移り変わっていったかを調査していくことが重要である。
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（順不同）

4.11.1 日本建設情報総合センター（JACIC）
・CALS の１５年のレビュー
・H24.4 JACIC セミナー開催

CIM のキックオフ

・CIM に関する調査検討プロジェクトチームの設置
・JACIC 情報 106 号にて、「CALS から CIM」を特集
・JACIC 建設情報研究所発表会で CIM を講演
・各種講演会で CIM の取り組みについて講演
・CIM に関するホームページを開設

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index_CIM.htm

4.11.2 建設コンサルタンツ協会
3 次元設計に関しては、情報部会 CALS/EC 委員会

データ連携専門委員会を中心に、プロダクトモ

デルの研究や情報連携に関する検討を行ってきた。平成 21 年度には「建設分野におけるプロダクトモ
デルによる情報連携」に関するパンフレット作成し会員に配布し、平成 22 年度には、4.10.1 に示した
「3 次元設計に関する意識調査」を行い公表している。これらの成果は、CALS/EC 委員会の活動とし
て、建設コンサルタンツ協会の HP(http://www.jcca.or.jp/achievement/cals_ec/document.html)上に、
CALS/EC 関連資料として一般にも公開している。
平成 24 年 12 月には、CIM に関する活動を明確にするために、技術部会メンバーが中心となる CI
M 対応 SWG を発足させ CALS/EC 委員会と連携して CIM 技術検討会に委員を派遣し、積極的に CI
M の推進をサポートしている。CALS/EC 委員会は、平成 25 年度から ICT 委員会と改称し、下部委
員会として CIM 技術専門委員会を設置し、技術部会と連携して CIM 推進に取り組んでいく予定であ
る。
4.11.3 先端建設技術センター
（1）3D モデルを活用した予備設計
基本形状に関するアイデア出しや形状決定を決定する構造物の予備設計において、3D モデルを活用
した。イメージを簡単にスケッチでき、2 次元図面（平面、横断、縦断）ではわかりにくい箇所が明確
にわかる、各自のイメージが共有できることらから、多角面からの議論が可能となった。また、施工手
順を書いた多数の図面の修正も軽減できる。当センターでは、今後、効果が見込まれる業務については
積極的に、3D モデルの活用を実施していくことにしている。
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（2）ICT を活用した無人化施工

4.11.4 全国地質調査業協会連合会
近年、国、地方自治体等をはじめとした公的機関において、地盤情報の公開が進みつつある。これま
では、地盤図、ボーリング柱状図集などの印刷物による情報提供が一般的であったが、昨今では、
CD-ROM 等の電子媒体、さらには WEB によるデータ公開が進み、電子データによる情報提供が主流
となっている。CALS/EC 施策の一環として公共事業の地質調査において電子納品が適用され、電子デ
ータが蓄積・利用される環境が整備されたことが、これらの動向の要因の一つと考えられるが、今後も、
国、地方自治体等における情報公開の動きは活発化するものと考えられる。
公開されている地盤情報を参照・活用すれば、公共事業における調査精度の向上や調査の簡略化によ
るコスト縮減効果などが期待される。また、地盤情報の活用は公共事業に限ったものではなく、宅地建
設予定地の基礎地盤の評価、地震、液状化、土砂災害などの自然災害リスク評価など民間向けの新たな
ビジネスにも展開が期待できる。
一方で、インターネットの技術、環境は日々進化しており、SaaS などに代表されるクラウドコンピ
ューティングによるサービスも製造、卸売・小売、情報通信、金融・保険、運輸など様々な分野で普及
段階にある。
このような背景を踏まえ、本報告書は、Web-GIS、クラウドコンピューティングなどのICT 技術を
用いて、公開された地盤情報の高度な利活用を提案するとともに、地盤情報を活用した新規事業展開の
可能性について研究した成果を取りまとめたものである。 3

3社団法人

全国地質調査業協会連合会：地盤情報を活用した新規ビジネスへの展開に向けて
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【地盤情報を活用した新規ビジネスの提案事例①】
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【地盤情報を活用した新規ビジネスの提案事例②】
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4.11.5 全国測量設計業協会連合会
３次元測量の推進に関して、全測連としてプロジェクトチームを発足し、情報の共有、推進に向けた
検討を行ってきた。主な検討・推進事項は以下の内容となっており、(2)～(4)については今後も継続し
ていく方針である。
(1) 既存測量データの分析（３次元地形モデル作成のために利用可能な既存測量データの整理）
(2) CIM に適用できる３次元地形測量の検討（CIM の各段階ごとに測量方法を整理）
(3) レーザ計測技術の精度向上に向けた取り組み
(4) 維持管理に向けた検討（ＭＳＳによる維持管理手法の提案）
4.11.6 日本建設機械施工協会
情報化施工技術の活用においては、２次元の施工図面を３次元モデル形状に変換したり、各種のセン
サで得られるデータや３次元計測結果を３次元形状と関連づけて管理し、施工の無理や無駄の有無、施
工結果の適否といった判断に活用する技術力・技術者が必要となる。当協会では、情報化施工研修セン
ターを開設し（H20 年度）、施工図の３次元化と、これを利用した機械施工や施工管理を実施できる人
材の育成を推進・継続している。
また、当協会の情報化施工委員会においては、国内外の情報化施工技術の開発・活用状況を踏まえ、
情報化施工技術の活用方法の積極的な広報、情報化施工技術の特徴を活かした施工方法についての提案
を継続的に実施している。

参加者数（人）

1000
800

736

600
400
200
0

551
328
225
103

105
118

98
87

H22
H23
H20～H21
体験コース（ＴＳ出来形コース）参加者
実務コース参加者
研修会の受講者（累計）

情報化施工研修センターの実績（H24.3 時点）
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4.11.7 日本建設業連合会
平成 7 年の CALS/EC 発足時から施工フェーズにおける取り組みを国土交通省と一体となり推進サポ
ートし、平成 24 年 7 月に実施された第 1 回 CIM 技術検討会(民間)、8 月に実施された第 1 回 CIM 制
度検討会(国土交通省)へ委員派遣するなど、終始一貫、建設業界全体における生産性向上への取り組み
として、その役割を果たしてきた。
当初は土木本部公共工事委員会 ICT 部会が、国土交通省が提唱した CIM を施工フェーズでどのよう
に実施するか検討を始め、大林組と鹿島建設において国土交通省発注工事よりモデル現場を選定し、具
体的な検証を開始した。
その後 平成 24 年 12 月からは、インフラ再構築時代に入り、再構築時の様々な諸問題を一手に扱う
委員会として「インフラ再生委員会」が立ち上がり、その下部組織である「技術部会」にて、CIM の
対応を行うことになった。
施工フェーズでの CIM の取り組みは、CIM の最大の効果である「フロントローディング」の効果が
あまり感じられない事から、施工における効果をどこに置くかが焦点であったが、CIM と情報化施工
の関係や CIM を活用した工程厳守への取り組みなど実現場での検証を進めた結果、その効果が徐々に
表れてきた。
平成 25 年 2 月には第 3 回 CIM 技術検討会で、施工フェーズにおける取り組み状況の現地調査を大
林組の現場において実施し、施工における効果を積極的に発信した。
今後は土木学会施工情報小委員会などとも連携を強化し、さらに維持管理を見据えた施工での取り組
みを進めていく予定である。
平成 24 年 12 月 20 日

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ から

社団法人日本建設業連合会（日建連：野村哲也会長）は 12 月 20 日、第 16 回理事会を開催し、
同日付で新たに「インフラ再生委員会」の設置を決定した。

１．インフラ再生委員会の設置理由及び概要
（１）設置する理由
我が国においては、高度成長期等に建設された土木構造物の老朽化対策が急務となっており、大地震
等に対する安全性の確保や時代のニーズに対応した維持管理・更新が求められている。
また、生産性向上や良好な品質の確保を目的に、情報通信技術を用いて、建設生産システムを効率化
し、現場の安全性・収益性の向上につなげる試み等が広がりをみせてきている。
このため、日建連では、土木本部に新たな委員会を設置し、土木構造物の大更新時代の到来や情報通
信技術の進展を見据えた対応の強化を図るものとする。
（２）委員会の概要
① 大更新時代に向けた戦略的対応
・維持管理・更新に関する戦略的対応方策の調査・検討（需要予測/既往技術の取りまとめ/人材確保と
技術継承のあり方/新たな技術開発の方向性/入札・契約方式）。
・官民連携のあり方の検討（国交省等との意見交換会の実施）。
② 建設生産システムの効率化に向けた取組
・CIM（土木構造物の 3 次元モデルを使って土木構造物建設の工程全体を効率化する新しい生産シス
テム）に関する調査・検討。
・情報化施工技術の一般化・実用化の推進等の検討。
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5. 提案と今後の方針
5.1 技術的検討方針に関する提案
5.1.1 ロードマップ（技術開発）に関する提案
第3回

CIM 技術検討会

資料 3 Ｐ7 より抜粋

ロードマップ（技術検討会関係部分について）
国土交通省から提示されている
ＣＩＭ導入と検討項目のロードマップ
（第２回ＣＩＭ技術検討会資料より抜粋）
次ページに関係部分詳細を抜粋

ＣＩＭ技術検討会として、関係部分の
ロードマップを分野別に整理

年度

Ｈ２４年度

Ｈ２５年度

Ｈ２６年度

理想像・具体像の検討と発信

共通
ＣＩＭ
技術検討会

ＢＩＭ・国際動向の調査

▽中間報告

・・・

▽中間報告

○○○

各分野

○○○
○○○

データ
測量
地質調査
設計

３次元化
(CIMモデル)
構造計算

可能な範囲でのデジタルデータの活用（既存測量データの分析）

デジタルデータの全面的導入

測量データのデータ構造のあり方

地形・地質データのデジタル化

施工時に確定する項目を除いた範囲でのモデル化（効率化の範囲でモデル化する）

モデル化の範囲の拡大

３次元モデル作成ツールの開発
一部において3次元設計・計算の導入

既存の設計・解析ソフト等の分析

３次元設計計算ソフトの開発

数量計算
属性情報

CIMモデルより自動算出 （数量算出要領との整合確認）
可能な設計範囲での基本情報の付与 （形状、数量、物性値）

積算

数量計算

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝに活用可能な範囲に拡大 （コスト、詳細物性値 他）
環境負荷指標情報 他

コスト情報 他

CIMモデルより自動算出を導入

自動算出の精度確認
工事数量（工区割り）自動算出技術検討

工事数量（工区割り）自動算出技術開発

積算

CIMモデルから自動積算（一部の工種）
自動積算技術開発

施工

着工前

CIMモデルの追加・修正

CIMの精度向上による効率化

仮設計画、施工計画検討への活用技術（属性情報）の検討

施工中

CIMの初歩的活用 （可視化による細部確認、設計変更等）

CIMの現場管理、安全管理、資材管理への活用

情報化施工への連動、工事監理（計測、精算、検査など）の効率化検討

完成時

CIM完成時モデルの納品 （属性情報は可能な範囲）

維持管理に活用可能モデルの納品

施工時の計測・観測機器等の結果分析

維持管理

CIMモデルの活用検討
既存の計測・観測機器等の活用検討
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現行ロードマップ(第 2 回制度検討会資料)に記載されている技術開発項目以外に必要な検討フェーズ、
開発項目に関して、検討会による提案事項を各分野からの提案事項（案）としてまとめた。

フェーズ

測量・
地質調査

項目

測量データのデータ構造のあり方
地形・地質データのデジタル化
デジタル情報の精緻化

地盤モデル

特定地域の地盤モデルの標準化方法の検討

３次元化

３次元モデル作成ツールの開発
電気・通信・機械、３次元モデル作成ツールの開発
土木分野の３次元プロダクトモデル(土木版 IFC-OpenINF
RA)の開発、
3D モデルの表現方法(3D 単独図)の開発

プロダクトモデル
表現方法

積算

施工

現ロードマップ案
新規提案

データ

（CIM モデル）

設計

内容

部品

標準図集の部品化/部品集公開サイトの運用

技術要領・基準

３次元モデルを用いた設計に関する要領基準検討

構造計算

３次元設計計算ソフトの開発

数量計算

自動算出された数量の整合性確認ツールの開発

属性情報

コスト情報・環境負荷情報・その他属性

数量計算

自動算出の精度確認・工事数量（工区割り）自動算出検
討/開発

積算

自動積算技術開発

着手前

仮設計画・施工計画への活用技術（属性情報）の検討

施工中

情報化施工への連動、工事監理（計測、清算、検査な
ど）の効率化

完成時

施工時の計測・観測機器等の結果分析

年度イメージ
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

備考

既存の計測・観測機器等の活用検討
CIM の導入に向けた計測・観測機器等の開発
維持管理

維持・管理に向けたデータ集計ツールの開発
３次元モデルを用いた維持管理手法の検討
既存施設の３次元モデルの作成方法の検討
既存施設の３次元モデル化と試行運用・導入検討

コミュニケーション
（情報共有）

３次元モデル活用コミュニケーション手法の試行
CIM 情報共有基盤の開発

現行の技術開発項目と併せて各分野の検討期間に応じた見直しと、今後の技術的検討方針に基づき検
討を継続する。
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5.1.2 ３次元ソフトの機能向上に関する技術開発項目
1）2 次元ソフトから 3 次元ソフトへの移行
3 次元 CAD、解析ソフトの項でまとめているように、今後の 3 次元ソフトは、3 次元モデルを作
成する 3 次元モデラーとこのモデルを用いて、各種設計・積算・施工計画など従来、サポートさ
れているような業務、工事で利用している ICT 機能を持ったソフトウェアが利用されていく。
これは、現在の 2 次元ソフトが、独自のインターフェースを持って、(橋梁とか道路とかの)特定
の 2 次元設計のためのツールとして発展しているものが、3 次元モデルに対応する形式となるだけ
である。
しかし、すべての構造物の事象を 3 次元で解析して確認できていないため、今後、こうした検
証と 2 次元モデルでの結果との比較などを行いながら、3 次元モデルでの利用が行われていくはず
である。
2次元解析モデル

3次元モデル

軸方向

直角方向

3次元解析モデル

結果の検証

解析モデル化の手法
解析式
解析結果の検証

また、構造物では部材数量や材質などの情報は、属性としてモデルに格納され、積算や施工計
画に利用されるため、従来は、連携していなかったこうした積算や施工計画のソフトとの連携も
可能となる。
このように、今後は 3 次元モデルを中心として設計・積算・施工などの建設に関する情報をう
まく取り扱うソフトが開発されていくと予想される。
キーワード：汎用的な 3 次元モデルを中心として連携するソフトウェア群の開発
簡単なモデリング機能、パラメトリックデザイン
2）維持管理段階での利用
設計～竣工までの情報が、3 次元モデルとして蓄積されると、さらにこのモデルに、維持管理段
階での情報を付け加え、この結果をもとに、点検や修繕などの判定を行えるソフトウェアも登場
する。
従来は、2 次元図面、写真、動画などを、管理者が確認しながら判断をしていたが、3 次元モデ
ルとセンサなどの動的な計測値などを利用することにより、システム側で現状を表示し、管理者
が判断することが可能となる。
こうして、一つ一つの構造物の状況を的確に判断できるようになると、公共企業体が持つインフ
ラ全体のアセットマネジメントとして有効に活用できるようになる。
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キーワード：構造物が自律的に状態を表示できるシステムの開発

橋梁台帳
リンク

名称

○○橋

構造形式
橋長

32m

幅員

6m

竣工

1920 年 3 月

図 5-1

2 次元データによる管理の考え方

図 5-2

3 次元モデルによる管理の考え方

3）部品化による 3 次元モデル作成ツールのサポート
BIM では、導入期において先行企業による様々な試行、データの整備・蓄積・販売、図面作成の
ためのテンプレート整備・販売等が行われた。
この活動は、先行企業の BIM を普及するという理念により行われたものであり、後発企業の BIM
導入を容易にし、結果として市場の形成、規模の拡大に大きく寄与している。また、BIM の市場が
形成されることにより、内装、設備、部品といった製造メーカからも BIM に対応したデータの整備・
公開が行われており、ユーザの利便性は向上している。
一方、CIM は導入が始まったばかりであるが、BIM で使用しているツール・データ群を活用するこ
とが可能な状況にある。
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しかしながら、土木分野特有の小構造物、資機材、製品、部品等のデータが十分とは言い難く、
ユーザの現状としてはこれらのデータを作成しなければならない。これらデータの作成は、ユーザ、
企業にとって人と時間を要する負担となることが明白である。現段階では、CIM 試行という状況に
あるため、受注企業が個別にデータを作成し、対価を得る構造となっている。
国土交通省が今後 5 箇年で CIM を拡大・普及させる計画であることを考えると、後発企業に同様
のデータを作成させ対価を得ることは、結果として事業費の拡大につながるため、CIM の目標であ
る建設生産性の向上と相反することになる（公共事業に対する国民の支持を得られなくなる）。ま
た、建設業界に所属する企業が同様のデータを個別に作成することは、建設業界全体として無駄な
作業とコストを負うことになる。
以上の観点より、CIM 推進の観点から次の施策を提案する。
【施策】

○小構造物の標準化
・公的機関による小構造物の標準化の研究、開発
・公的機関による標準化された小構造物のデータ整備、蓄積
・公的機関による小構造物データ群の公開
○小構造物を除くデータ整備の推進
・民間企業による資機材、製品、部品等のデータ整備、蓄積
・民間企業によるデータ群の公開、販売
・データ群をまとめて表示・検索できるポータルサイトの設置・運用

【期待される効果】

○公共事業投資の費用軽減
○CIM 導入企業の負担軽減
○企業の CIM 導入に向けた障壁材料の排除、CIM 導入企業の拡大
○CIM に関連する市場開拓、拡大
○CIM に関連するビジネスチャンスの拡大

4）構造解析における 3 次元対応
道路、橋梁、河川、港湾、鉄道等の土木施設設計においては、性能設計が導入されている。既往
の土木施設設計では、材料、構造計算法、施工方法などが細かく規定されている仕様設計が用いら
れている。
性能設計は、次のような大きな流れとなっている。
①

発注者は構造物の大まかな姿と求められる「性能」を提示する。

②

受注者はその性能を満たす構造物を提案し具体的な設計図や材料の数値表を提示する。

③

発注者はその構造物が要求された性能を満たしているかどうかを、設計、施工、竣工、維持
管理において検査する（「性能照査」）。

性能設計からすると、求められる性能を満足するのであれば受注者は、規定された構造計算法だ
けでなく、FEM や様々な計算、解析方法を用いても良いことになっている。このため、規定された
構造計算法が適用できない場合等において、特殊な構造解析を行う事例もある。
なお、現在の設計は、2 次元断面を前提とした設計計算法が主流であり、土木施設に関連する基
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準、示方書、解説書も 2 次元の設計を前提として体系化されているため、3 次元解析を想定してい
ないと言える。
このため、建設業界として 3 次元化が進まない要因としては、「3 次元構造解析・設計等には 2
次元設計手法との整合性の問題があるという認識ではいるが、結果として 3 次元の設計手法を検討
してこなかった」と推定される。
今後、CIM を推進し、構造解析を 3 次元で行う場合には、既往の設計手法との整合性が必ず問題
となると考えられる。
以上の観点より、CIM 推進の観点から次の施策を提案する。
【施策】

○3 次元設計法の可能性検討
・公的機関による 3 次元設計事例の収集、分析
・公的機関による現状の設計手法に対する 3 次元設計の課題抽出
・公的機関による 3 次元設計の素案策定
・3 次元設計の実証試験

【期待される効果】

○3 次元設計の確立
○民間企業による 3 次元設計に関するツール群の開発、販売
○CIM に関連する市場開拓、拡大
○CIM に関連するビジネスチャンスの拡大

5.1.3 測量に関する技術開発項目、運用向上項目
測量に関しては、今の利用可能な技術は何か、技術開発すべき項目は何か等の技術的課題、利
用可能な技術を課題、実績が少ないが有益な実現可能な技術をどのように普及する必要があるか
等の運用上の課題について、論点が明確にすることができた。
1）CIM で求められる三次元地形モデルの構築に関するガイドラインの作成
設計段階で使用する現況地形について、精度を要求される地形・地物とそうでないものとの
棲み分けを整理し、ガイドラインとして作成する必要がある。三次元地形モデルの作成要領に
あたっては、設計目的に応じて分類し、それぞれ設計者側の視点から精度に見合う測量方法を
記載しとりまとめる。
基本ベース
公共測量作業規程の準則
－国土交通省－

参考図書

仮称）
３次元設計・施工（ＣＩＭ）に使用する
数値地形モデル作成ガイドライン

＋

土砂災害防止法に使用する数値地図作成ガイドライン
（財）砂防フロンティア整備推進機構
デジタル地形データ作成要領（案）
旧日本道路公団

図 5-3

3 次元地形測量に関する基準書体系
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2）三次元地形モデルの属性付与、ファイル形式に関する技術
作成された地形モデルがいつ、どのような測量手法で作成され、どの程度の精度を有してい
るかを属性情報から識別できる技術が必要。複合的な手法により作成された場合でも、領域的
にどこまでその精度で担保されているか把握できることを目的とする。
また、測量業界では LandXML 形式など一般的な三次元の汎用フォーマットが殆ど流通して
いない現状があるので、設計側で読み込みやすいファイル形式の技術開発を要する。
一般的な測量成果の
データファイル形式

ＣＩＭで使用される
設計ＣＡＤの対応ファイル形式
CAD ソ フ ト で
読めない形式
は無いか？

・ＤＭデータ形式
・ＳＩＭＡ形式
・ＳＸＦ形式
・ＤＸＦ形式／ＤＷＧ形式
・ＧＩＳ形式（ＳＨＰ、ＧＭＬ）他

図 5-4

・LandＸＭＬ形式
・ＳＩＭＡ形式
・ＤＸＦ形式／ＤＷＧ形式
・ＩＦＣ形式
・３ＤＳ形式 他

3 次元測量データのファイル形式互換性

3）レーザ計測データをワイヤーフレーム化する技術
レーザ計測手法は、１秒間に何万発ものレーザ光を無作為に照射しているので、必ずしも既
設構造物のエッジに照射されていない。このため構造物のエッジ（外郭線）は、３次元面化す
ると丸みを帯びたように見える。点群データをそのまま利用する技術も一方では進められてい
るが、点群データのエッジをなぞって、線形化する技術は、いまだ自動化ができていない現状
がある。
4）地形モデルと計画構造物モデル、地質モデルとの標高のすり合わせに関する技術
地形モデルに計画した構造物モデルを挿入した場合、実際の計画する構造物の標高値になる
か、また他モデルとどのような接点、基準点を設けて位置あわせ、標高あわせを行うかに関す
る技術が必要。
5）地上レーザ計測、MMS による地形データの詳細設計の適用検討
航空レーザ計測は概略設計用のデータとして活用できるが、予備・詳細設計（中心線測量、
用地測量など）での使用に際しては、精度的に適用出来ないい場合が多い。地上レーザ計測、
MMS についてもこれと同様のことが言えるが、今後の技術改良によっては、現状の TS、GPS
測量に並ぶ精度取得が期待できる。航空レーザ計測も含めたそれぞれのレーザ計測技術の精度
向上に向けた開発が必要である。
（設計業務の流れ）

現状の対応測量手法
航空レーザ計測

概略設計

地上レーザ計測
適応手法の線引き

技
術
精
開
度
発
向
で
上

ＭＭＳ計測
ＴＳ／ＧＰＳ測量

予備設計
詳細設計

図 5-5

設計業務に対する測量手法の適用範囲
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ＭＭＳ計測
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6）MMS の維持管理に向けた技術開発
MMS を活用した構造物（トンネル）点検、更に日常の防災パトロールにおいてリアルタイム
で異常を検知するシステムなど開発を行う必要がある。また、工事完成後の計測（工事完成図
作成）、設計時点で作成した三次元モデルとの差分解析に関する技術も研究開発の余地がある。

竣工後ＭＭＳデータ

設計 CIM データ

図 5-6

設計時に作成した CIM と竣工後データとの比較検証

7）その他
設計側の視点では、地形図がなく三次元モデルだけ提供された場合、そこに何があるかを識
別するすべがないので、CIM 制度の推進にあたっては、同時に２次元地図（1/500 レベル）の
整備が必要と思われる。
5.1.4 情報化施工に関する技術開発項目
情報化施工は、建設生産プロセス全体に関わる情報の連携を目指す点では、CIM と概念が同じで
ある。情報化施工は施工プロセスを中心としており、CIM の一部の機能を構成するシステムである
と言える。
(1) 現状
情報化施工においては、情報化施工機器の運用に必要となる３次元設計データの効率的な作成に課
題があると指摘されている。しかし、現状の契約制度および土木施工が対象としている多様な環境
下においては、計画段階、調査・設計段階、施工段階を経て、現況地形や地質等の与条件が徐々に
詳細になっていく仕組みとなっており、計画や設計段階からの一方的のデータ流通では効率的な利
活用ができない部分も多い。
また、情報化施工では施工中の様々なデータを計測・蓄積することができ、このデータを集積・統
計処理を行うことで、条件が多様に変化する現場実態に応じた判断の支援、維持管理段階における
診断（初期値）での利用、不具合発生時の類似施工箇所や要対策箇所の検索、災害発生時の復旧に
向けた施工時の材料情報や施工方法・埋設物の位置や種類の確認に活用することが期待されている。
(2) 施工段階でのデータ活用を考慮したデータ流通手法の構築
施工現場の詳細地形や地質情報など、施工段階で初めて得られる情報も多い。施工段階ではこれら
の情報を入手した段階で、設計の見直しを行うことが必要となる。この際、概略設計や詳細設計な
どと同様に周辺条件による制約などを考慮しつつ変更内容を検討することとなる。
現状では、工事段階の設計図面にはこれらの検討条件が不足しており、別途、過年度の設計図書を
参照して確認する必要がある。
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CIM においては、設計の形状を３次元モデル化するだけでなく、計画段階の検討において考慮し
た設計条件や周辺条件を、地形や設計データに関連して共有できるモデリングを行うことが必要で
ある。
これにより、施工者は施工段階で得られる現場条件と設計段階での検討条件を考慮した設計変更を
実現できる。また、設計条件が明示されることにより変更の理由を明確にすることが可能となり、
設計変更業務の効率化が期待できる。
(3) 現場測量ツールを活用した出来高部分払いの効率化
従来は、数量算出要領に沿った出来高算出のために、設計図書で示されている横断図や展開図など
との比較図の作成が必要で、資料作成に多くの手間を要することが課題の一つと指摘されている。
３次元の設計形状を詳細に再現できるモデリング技術の活用により、トータルステーションや
RTK-GNSS、レーザスキャナなどの情報化施工で扱う３次元計測ツールを用いた測量結果との比較
が容易になり、数量算出も可能となることで、出来高部分払いの活用・促進が期待できる。
(4)情報化施工で得られるデータの蓄積と解析の仕組み
情報化施工で得られる施工品質データや出来形データを蓄積し、結果を集積・解析することで、こ
れまで、経験的に捉えられてきた施工時のバラツキを定量的に把握し、これを活用した設計や管理
基準への反映が期待される。
また、維持管理段階で、診断の初期値として利用することや、災害や不具合発生時に施工品質や材
料情報を検索し、迅速な対応を行うことなどが期待できる。
ただし、施工段階においては、
目的構造物を日々の作業として

維持管理段階での施工データの活用イメージ

管理しているのに対し、後利用段
階では盛土部や切土部といった
管理業務を考慮した構造物のグ
ループ設定(定義)をしなければ、
雑多なデータが膨大となり結果
的に後利用が困難となる可能性
が高い。このため、CIM の検討
においては、維持管理や災害への
備えを考慮した場合に、施工デー
タをどのような範囲、大きさで分
割して集積・管理すべきかを検討
しておく必要がある。
5.1.5 センサ、タグに関する技術開発項目
1）建設分野でのセンサの必要性
今後、センサは、情報化施工や構造物の維持管理を効率よく実施するために，センサの情報は
欠かせない。特に、社会資本の維持管理・更新のあり方については、平成 25 年 1 月 11 日に閣議
決定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（以下、「緊急経済対策」という）では、事前
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防災・減災のための国土強靱化の推進のためのインフラ老朽化対策として、社会インフラの総点
検を速やかに実施し、緊急的な補修など必要な対策を講ずることや、今後の老朽化に備えた社会
資本の計画的かつ戦略的な維持管理・更新を推進することが盛り込まれる等、注目を浴びている。
2）センサを取り巻く状況
（A）センサの開発状況
センサ、IC タグ（以下、
「センサ」）は、土木分野以外で既に市販・普及している技術を土木分
野に転用・活用するものであり、以前より多くの技術が極めて多岐にわたり開発させ、有益です
ぐに実用化できる新技術が多く存在する。
（B）センサの設置状況
しかしながら、センサ等の設置は、大規模な被害が想定される構造物や地すべり、点検が困難
な箇所等の構造物の一部ではセンサが設置され監視されているが、その実施は限定的なものとな
っている。
既存センサの計測対象
センサ種別
物理センサ

化学センサ

計測対象
物理量計測
物体の有無／長さ／位置／面積／角度／形状認識／文字有無／キズ汚れ／
圧力／回転量／振動／流量／漏液／電力量／温度 等
気体成分分析
メタン／プロパン／水蒸気／一酸化炭素／二酸化炭素／炭化水素／二酸化
窒素／アルコール／水素／硫化水素／フロン／天然ガス 等
液体成分分析
pH／イオン 等
バイオ(分子識別) 等
(出展:物理センサ－オムロン社 HP 他、化学センサ－(社)化学センサ研究会他)

3）土木分野へのセンサの適用と普及に向けて
土木分野で活用するセンサは、野外の広範囲を対象とした監視・管理情報の収集を行うことが求
められている。土木分野にセンサを適用させ、普及させていくには次のような課題がある。
（A）センサの精度向上、小型化、長寿命化、低価格化等の土木分野に適用・普及しやすくなる技術
開発
（B）センサの電源・無線通信技術、ネットワーク構築・配置等の土木分野に適用できる仕様の決定
（C）観測精度、ブログラム、観測データ形式や通信方式、ブログラム、セキュリティ等の運用面の
標準化
4）土木分野への適用と普及を阻む要因とその対応策
（A）土木分野への適用と普及を阻む要因
a）技術者の知識不足
① 土木技術者はセンサを必要とするニーズを感じているがセンサの知識は少ない。同様に、セ
ンサメーカはセンサの知識があるが土木分野に関する知識が少ない。
b）センサに関するニーズ、シーズの把握が困難
① 土木分野からメーカに対する情報発信が十分でないこと
② 土木技術者にとっても業務に必要なセンサの技術情報を的確に収集することは情報が分散
しているために容易でない
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（B）対応策
a）センサのニーズに関する情報の収集と提供
土木分野に特有の要求仕様、センサーデータの標準化、費用対効果、市場性に関する調情報の
収集・提供が重要である。
b）センサのシーズに関する情報の収集と把握
センサメーカが所有している技術、ノウハウ等のシーズを収集・提供が重要である。
c）継続的な技術開発
センサに関する技術手法を開発・改良をメーカとともに進めるともに、その効果について適切
に評価することが必要である。このため、レビュー作業を継続的に行い、技術手法や知見の進展
を迅速に取り入れていくとともに、新しい関連技術手法の開発を図っていくことが必要である。
d）人材の育成・確保
センサについての幅広い知識と技術を備えた従事者の育成・確保が必要であり、人材の能力の
確保のための研修等の推進、専門的な知識を持った人材に係る情報の提供が重要である。
5）土木学会土木情報学委員会センサ利用技術賞委員会の取り組み

4

（A）センサに関する情報提供サイトの構築
名称を「土木分野におけるセンサ利活用ポータルサイト」として設計、構築を行った。ただし、
当面、試行版とし河川分野で作成した．土木技術者向けにセンサ技術利用の便宜を図るために、
センサの検索、使い方や技術等について紹介すること、また、ユーザからセンサメーカへニーズ
を伝える場として、さらにメーカからユーザへ製品・技術情報を紹介する場として、相互交流の
場を提供することを目的としている。センサ検索、センサ技術情報・利用事例・技術基準の提供、
掲示板、センサへの要求仕様掲載等の機能を有している。
（B）センサ利用の標準化に向けた利用指針策定
「センサ高度利用ガイドライン ―センサ利用の標準化に向けて―」の策定を行った。第１章「土
木分野におけるセンサ利用の現状」
、第２章「なぜ標準化が必要か」、第３章「標準化の内容」、第
４章「今後のガイドライン策定」で構成している。平成 24 年度内に公表する予定である。
（C）センサ活用による予防保全的管理の提案
維持管理段階において高度なセンサ利用技術を活用して土木構造物の長期的な情報の収集・共
有・利用を図る「維持管理 CALS」を平成 22 年度土木学会全国大会研究討論会で提案した。引
き続き平成 23 年度土木学会全国大会研究討論会においてもテーマとして設定し議論した。

4引用文献

佐田達典: センサ情報の標準化及び利活用に関する研究、一般財団法人日本建設情報総合センターの研究助成
報告書、第２０１０-０３、2012 年 11 月
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5.1.6 情報共有基盤に関する技術開発項目
●情報共有ツール部分の実証実験
●共同作業、並行作業の効果検証
●データモデルを含めたデータを共有ツールで実証実験

情報共有基盤の具体的利用への開発イメージ

●しゅん工後の情報共有ツールに蓄積されたデータの引き出し方法、および時系列的な管理方法の検討

しゅん工後の情報共有ツールにより蓄積されたデータの利活用イメージ

A工事
竣工後の情報

竣工後の情報

B工事

クリ ッ クして
データを閲覧

…
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●情報共有ツール上で、センサーデータを取り込み、施工中、維持管理段階でも必要な仕組みの整備。

維持管理における情報共有ツールのイメージ
情報共有ツール

モデル化素材
議論情報
センサー情報
etc

センサーデータ
ヘルスモニタリング

異常値を感知すると、メンバーへの
通知（アラート）が可能
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5.1.7 今後のモデル事業に関する提案
1）さまざまなタイプの試行を行い効果や課題の検証（多様な事業の中から試行選定）
・大規模プロジェクトでの試行は、スケールメリットがあり、CIM の効果が大きくなる可能性
がある（復興事業等）
2）各フェーズで同時並行にて試行し、効果や課題を検証（各フェーズ・パートでの試行）
・施工段階からの試行は、設計側からのデータと維持管理へ繋ぐデータの中継
・維持管理からの試行は、将来活用するデータの検討に有効
3）計画段階（概略、予備、詳細の一連）での CIM を活用する業務の試行（一貫性の試行）
・計画段階や設計段階から施工者の意見を反映することができる、例えばデザインビルド、異業
種ＪＶ、詳細設計付発注などを活用したモデル事業で効果や課題を検証
CIM を本格的に導入するためには、建設システム全体で大幅な見直しが必要である。例えば、3 次
元に対応したハード・ソフトの技術開発、基準や制度の新たな策定や見直し、さらに、実際の事例
の積み重ねや必要に応じた見直しも行う必要がある。
このような大幅な見直しを待っていては相当時間がかかることから、技術開発、基準や制度の見直
しと並行して、現時点で実施可能な手段で CIM を実施し、実績を積み重ねていくことが重要である。
具体的には、平成 24 年度に実施している 11 件の試行事業を、仮想事業も含め拡大するとともに、1
つの事業を測量から維持管理まで一貫して行う必要があると考える。
（1）現状と課題
試行を拡大しようとしても、各段階の現場のほとんどの担当者（発注者や受注者等）は、基準
や方法が手探り状態にある段階では、自主的、積極的に CIM の試行事業を実施しようとしないの
が現状である。その理由として、
「実績がないためリスクが伴う」、
「基準がない、方法がわからな
い」、「従来の方法で事足りる」、「割高になる」等のようなものが考えられる。
一方では、国土交通省が CIM を推進する前から、積極的に CIM を実践していこうとしている
コンサルタントや施工会社があるのも事実であり、基準や方法が手探り状態にある中でも、実施
可能な手段で CIM を実施してきている。そのような会社が試行事業を実施した場合、自社の技術
革新の機会だと捉え、積極的に技術開発が行われ、土木分野全体における CIM 技術の発展、普及
にもなる。
平成 24 年度に実施した試行事業のように、毎年選定していくやり方も一つのやり方ではあるが、
設計で CIM の試行を行った事業が必ずしも施工で CIM の試行が実施されない場合、一貫した試
行ができないこともある。
（2）試行事業の拡大に向けて
以上の課題も踏まえ、より多くの事業で測量から維持管理まで一貫して試行事業を拡大してい
く方法を検討した。
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1）試行事業の拡大に向けた枠組み
（A）試行対象事業の選定
事業規模が大きく、CIM を導入することにより、効果が大きい事業や社会的要請に対応できる
事業について、CIM の試行を要請する。事業種を限定列記するとともに、事業種ごとに地方整備
局一律の規模要件を設定する。
試行対象事業の数については、CIM 実施可能な会社がどの程度あるかも見据えながら、試行事
業の数を決めていく。
（B）CIM の試行項目及び方法
CIM の試行項目及び方法は、CIM に関する技術開発や制度の見直し状況を勘案し、あらかじめ
定めておく。なお、画一的に定めるのではなく、包括的に定めておいて、事業が実施される地域
の状況に応じ、個別の案件ごとに絞り込んでいく。
2）試行事業を支える基盤の整備
（A）試行事業の円滑な実施のための情報の収集と提供
現場の担当者による適切な試行事業の実施のためには、CIM 技術検討会による情報の収集・提
供が重要である。
このため、制度や技術手法に関する情報、現状で利用可能な技術手法、それに関連する情報を
組織的に収集・整理・提供することが適当である。
（B）継続的な技術開発
CIM に関する技術手法を開発・改良を進めるともに、その効果について適切に評価することが
必要である。このため、試行事業の結果をもとに技術手法のレビュー作業を継続的に行い、技術
手法や知見の進展を CIM の試行に迅速に取り入れていくとともに、新しい関連技術手法の開発
を図っていくことが必要である。
（C）人材の育成・確保
CIM の試行を拡大していくためには、幅広い知識と技術を備えた従事者の育成・確保が必要で
あり、人材の能力の確保のための研修等の推進、専門的な知識を持った人材に係る情報の提供が
重要である。
5.1.8 「ＣＩＭ推進計画（仮称）」の策定に関する提案
2010 年度で終了した「CALS 整備基本構想」および建設 CALS/EC アクションプログラムにおけ
る達成状況を踏まえて、CALS 整備構想と連携した「CIM 推進計画（仮称）」の策定により、関
係者の共通認識を図り、一体的に推進する。
（1）これまでの国土交通省の CALS/EC の経緯
1）CALS/EC の検討過程
• 建設省（当時）では、組織間、事業段階間で公共事業に関する情報の交換、共有、連携を図り、建

設費の縮減、品質の確保・向上、事業執行の効率化等を目指すことを目的として、1995 年 5 月に
「公共事業支援統合情報システム（建設 CALS/EC）研究会」
（会長：大臣官房技術審議官）を設置
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した。
• 公共事業の調査・計画・設計・工事・維持管理の各段階で発生する各種の情報の電子化と、関係者

間での効率的な情報の交換・共有・連携の環境を創出する「公共事業支援統合情報システム（建設
CALS／EC）」の構築に向けた検討を始め、1996 年 4 月に「建設 CALS 整備基本構想」が策定さ
れた。建設 CALS の整備の方向性を示し、2010 年度までを対象期間とした。
• 基本構想では、整備目標として①情報交換、②情報共有・連携、③業務プロセスの改善、④技術標

準、⑤国際交流・連携の 5 つのカテゴリーが示された。
表 5-1

建設 CALS 整備基本構想

短期（1996～1998）

全体目標

①情報交換
（主に発注者・受注者間）

②情報共有・連携
（主に発注者）

実証フィールド実験の開始
一部電子データ交換の実現

ٛ
ٛ
ٛ
ٛ

中期(1999～2005）

長期(2006～2010）

統合データベース(DB）の構築
電子化に対応した制度の確立

21世紀の新しい
公共事業執行システムの確立

ٛ
ٛ
ٛ
ٛ
ٛ
ٛ

実証フィールド実験
電子メールの活用促進
窓口業務の一部電子化
電子調達ルールの確立

ٛ 実証フィールド実験の開始
ٛ 一部のデータベース間連携
ٛ 技術基準類の電子化

窓口業務の電子化
設計図書の電子化
成果品の一部電子化
図面交換の一部電子化
物品調達の一部電子化
サービス調達の一部電子化

ٛ プロジェクトDBの構築
ٛ 保有図面・図書の一部電子
化

（ライフサイクルサポート実現）

ٛ 成果品の電子化
ٛ 図面交換の電子化
ٛ 調達の電子化

ٛ 統合DB環境の確立
ٛ 転記作業の完全撤廃
ٛ 保有図面・図書の継続的電
子化

③業務プロセスの
改善

ٛ 一部業務の電子化対応

④技術標準

ٛ CALS標準の導入開始

⑤国際交流・連携

ٛ 国際連携のフレームづくり

•

ٛ 新たな業務プロセスの制度

ٛ 電子データ環境における新た

化と導入
ٛ 電子マニュアルの一部導入

な業務執行システムの確立

ٛ 国内で利用する技術標準の

ٛ 技術動向をふまえた新たな

選定

技術標準の選定

ٛ 諸外国との情報交換体制の

（国際会議出席、ネットワークづくり）

確立

1997 年に、2004 年度までの具体的な実施計画として、「建設 CALS/EC アクションプログ
ラム」が策定された。

•

2002 年には旧建設省、旧運輸省の取組を一本化して、2004 年度までの具体的な実施計画を
示した「国土交通省 CALS/EC アクションプログラム」が策定された。

•

2005 年度に、2007 年度までを計画期間とする「国土交通省 CALS/EC アクションプログラ
ム 2005」が策定された。

•

2008 年度に、2010 年度までを計画期間とする「国土交通省 CALS/EC アクションプログラ
ム 2008」が策定された。
1996 1997
建設CALS整備基本構想

2002
2002年

1997年

2004

2005

2006年3月

2007

2010

2009年3月

建設CALS/ECアクションプログラム
【統合】
CALS/ECアクション CALS/ECアクション
CALS/ECアクション
プログラム2005
プログラム2008
プログラム

港湾CALS整備計画
空港施設CALSグランドデザイン

図 5-7

建設 CALS 整備基本構想の概要
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2）CALS/EC の達成状況
•

建設プロセスの各事業単位におけるパーツとしての ICT の活用・整備は進んだ。

•

しかし、建設生産システム全体としての活用、展開まで至っていない。

•

電子入札は拡大した。ただし、電子契約は未達成。
（１）入札・契約
①入札情報サービス：2001 年 4 月より入札情報サービスが開始された。
②電子入札：2003 年 4 月より、直轄事業において電子入札が全面的に開始された。
③入札説明書・図面のダウンロード：2004 年度に試行、2005 年度に一部運用開始。

•

電子納品はルール化した。ただし、成果品の利活用は進んでいない。
（１）電子納品
業務については、2001 年４月より電子納品が全面実施された。工事については、2001 年 4 月
に 3 億円以上の工事から電子納品が開始され、2004 年 4 月から全面実施された。

•

維持管理では、2003 年度に光ファイバを活用した、災害時を想定したデータ流通実験を実施。

•

情報共有は工事施工中の実証実験を対象に実施。ただし、設計→施工、施工→維持管理の共有はで
きていない。

•

電子化を前提に、従来からある手続きを全面的に見直すに至っていない。

•

当初の建設CALS整備基本構想における各事業段階の達成状況は、表 5-2 のとおり。
表 5-2

建設 CALS 整備基本構想における各事業段階の評価
【凡例】■：成果

□：課題

目標イメージ

成果と課題

調査段階

・地理情報や地質情報は電子化され、設
計、施工、維持管理段階でくり返し利用

■地理情報の基準となる基盤地図情報の整備
が進んでおり、GIS や GPS の利用は一般化し
た
■地質情報として地盤ボーリング調査の共通
DB が構築されつつある

設計段階

・調査段階で得られたデータを電子的に参
照・活用
・「技術基準 DB」「新技術情報 DB」などを利
用して設計
・成果物は再利用可能な電子データとして
「情報センター」に登録

■CAD データ交換標準、電子納品要領等の整
備と利用は進んだ
■電子成果品を登録する保管管理システムも一
部で運用される
□「情報センター」といった形での成果品の再利
用は進んでいない

積算段階

・工程情報や数量情報は、積算システムの
入力データに反映
・積算実績は DB 化され、類似事例検索や
積算自動チェックのための基礎データとし
て活用

□積算情報の自動化は、特に複数のプロセスに
またがった情報交換が要求される分野であり、
実用化は十分に進んでいない

工事入札
から契約
段階

・発注者は入札図書をネットワークを介して
公告
・発注者は各種の入札評価情報を利用して
評価を行い契約者を決定

■入札情報の電子的提供は、手法としてほぼ達
成された状況にある
□このプロセスに続く契約行為は、従来どおり紙
で行われている
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工事施工
段階

・発注者は電子化された施工情報を用いて
タイムリーに監督
・施行者は資機材供給者とネットワークを
介して、電子的に取り引き
・竣工図や維持管理に必要な情報は電子
マニュアル化

■工事施工中の情報共有は、AP2008 で実証実
験が行われた
■民間では一部実現されている
□今後、情報共有における成果品登録管理の
進展によって、電子納品の改善が期待される

維持管理
段階

・竣工までに得られた情報は DB 化
・修繕や保守の履歴も蓄積
・他の関係機関にも必要な情報を提供

■電子納品保管管理システム
□維持管理に必要なデータを効率的に蓄積・再
利用し、関係機関に情報提供することは、今後
の課題である

（2）CALS/EC から CIM への移行
1）CALS/EC と CIM との違い
•

CALS については、｢建設 CALS 整備基本構想｣の中で、
「公共事業に CALS の概念を導入し、従来
は紙で交換されていた情報を電子化するとともに、ネットワークを活用して各業務プロセスをまた
ぐ情報の共有・有効活用を図ることにより公共事業の生産性向上やコスト縮減等を実現するための
取り組みであった。

•

建設生産システム全体を対象として、ICT を用いた BPR を推進することを目指していた｡

•

CALS/EC の基本的な考え方は、公共事業の企画、調査・計画、設計、調達、工事及び維持管理の
各業務プロセスで発生する図面・地図や書類、写真等の各情報を電子化し、通信ネットワークを利
用して、関係者間及び事業プロセス間で効率的に情報を交換・共有・連携できる環境を創出するこ
とにある。

•

CALS によりパーツとしての技術が進んだが、建設生産システム全体の改善については本格的に取
組まなければならない重要な時期を迎えている。限りある資源で、老朽化が進むインフラに処方等
を施し、震災復旧･復興を加速させ、今後の災害に備え、持続可能で活力ある国士･地域を築くため
には、日々進展する ICT を用いた建設生産システムの改善が不可欠である｡

•

一方、CIM は、建設現場において、企画から調査、計画、設計、施工、維持管理の一連の過程に
おける関連情報の統合・融合により、施工段階における品質や施工性の向上、維持管理段階におけ
る管理の高度化といった新しい建設管理システムの構築を図ることにある。

•

CIM の導入には①対象物の三次元の空間形状に加え、時間･コストの基本的な情報、②対象物の属
性情報、③維持管理を考慮した計測機器の組み込み等の高度化の 3 つの要素が重要視される｡

•

15 年を経て、技術は進歩とともに、状況は変化したが CIM と CALS が目指す理想は同様のもので
ある。

•

CIM では、CALS の成果を活かし、さらなる建設生産システムの全体にわたるイノベーションに
実現に向けた各パーツの融合や属性情報の追加、情報の共有化に対して、取り組む。

•

双方の異なる面としては、CIM では、CALS で実現できなかった統合データベース（質+情報）と
三次元モデリング（形状+属性）によりデータモデルを構築することにある。各フェーズ間におけ
るデータの受け渡しに留まらず、共通するデータを取りに行くといった発想により、建設生産シス
テムの各フェーズの関係者全てが同一のモデルを同時にイメージできる｡
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CALS から CIM への移行

2）CIM 推進計画の必要性
•

｢建設 CALS 整備基本構想｣が平成 8 年 4 月に策定され、公共事業における CALS が始まってか
ら 15 年が経過し、この間に大きな成果が得られた｡

•

一部の市町村の自治体を除き、概ね電子納品要領・基準類に基づき、運用されている。

•

CIM に関する取り組みについても、今後さらに、普及・浸透させるためには、国が主導となり、
民官学が協力の元、知識や技術、ノウハウを集結させる必要がある。

•

今後、CIM を推進していく中で、従来の「建設 CALS 基本整備構想」や「国土交通省 CALS/EC
アクションプログラム」に代わる新たな実施計画を、国が示していく必要がある。

•

今後、取り組む必要がある実施事項は、次のとおり。
○

CIM 推進計画の立案（短期、中長期目標の設定）

○

CIM 推進計画書の作成
＜CIM 推進計画（構成案）＞

１．基本方針
１-１ 位置付け
１-２ 対象期間
１-３ 整備対象範囲
２．取り組む内容・課題
３．目標設定
４．活動項目
５．実現イメージ
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5.1.9 情報化施工推進戦略との連携に関する提案
「検討継続」
（2.6 行政の動向

情報化施工推進戦略

参照）

5.1.10 土木学会との連携による技術的手法の検討
（1）現状
土木学会では、コンクリート、舗装、トンネル等を対象とした標準示方書や各種要領・基準類
を策定、改訂する等、社会資本整備において重要な役割を担っている。
社会資本の設計では性能設計という考え方が導入されており、決まった公式による設計だけで
なく、理論的に説明がつくのであれば 3 次元解析等を採用してよいことになっている。
（2）要領・基準類の 3 次元対応
（A）短期的（～2 年目程度）
性能設計を導入している要領・基準類においては、改訂をしなくて良い。
性能設計を導入していない要領・基準類においては、性能設計を導入した改訂を行うことが望ま
しい。
なお、この段階では、既往の手法による設計と、3 次元を用いた設計との相違について、海外を含
む事例調査、研究を推進し、知見を蓄積するものとする。
また、3 次元設計に対応したソフトウェアの実態調査を行い現状確認し、計算精度、適用範囲、使
用上の留意事項等を明確に、必要なものは改修を依頼する。
（B）中期的（3 年目～5 年目）
短期で蓄積した知見を踏まえ、既往の設計手法と 3 次元設計との仕分け、3 次元設計の対象とする
種別、構造、工種等を明確にする。
3 次元設計の対象とする種別、構造、工種等に対する 3 次元設計ソフトの拐取状況などの対応状況
を対公表することで、設計業務のソフトウェアの相違による受発注者間の混乱を回避する。
更には、3 次元設計の試行を国土交通省と連携して実施し、理論と実際との整合性、乖離を把握す
る。
（C）長期的（6 年目以降）
現状では把握できていない、既往の設計手法と 3 次元設計との相違を明確にし、必要があれば、3
次元設計に対応した要領・基準類に改訂する。
また、中期で取り組んだ事項について継続的にフォローを行うものとする。
（3）土木分野における CIM 教育体系の策定
高専、大学、専門学校などの教育機関において、CIM の専門教育を行う人材の育成を前提とする。
CIM は、モデル作成の他、設計機能なども含まれていくため、教育機関ではモデルの作成などの
基礎的な機能を中心に育成を行う。
土木学会では、こうした CIM の初級に関する教育プログラムの策定を大学・専門学校等の教育
機関に働きかけ提言を行う。初期の段階では、コンサルタント、施工会社から現状の CIM を理解
し、設計から維持管理まで包括的な知識を有し、ソフトウェア使用のスキルを有する人材を、教
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育機関が募集・採用し、人材育成までの繋ぎとする。同時に、土木学会では、土木情報学を中心
として指導内容のガイドラインを策定し、教育者間のバラツキを抑制すると共に、効果的・効率
的なモデルケースを早期に策定し公開する。
なお、土木学会が主催となって、BIM の Build Live のような CIM の取組みを開催することも望
ましい。
土木学会と情報関連学会（教育システム情報学会、情報処理学会等）と連携や意見交換を行い、
CIM を推進する上での連合体として行政や業界に対して働きかけを行うことが望ましい。

図 5-9

CIM の教育体系の考え方
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5.2 制度基準に関する提案
5.2.1 インセンティブに関する提案
・検証事例の拡大、CIM 推進を加速するためにインセンティブが効果的
・インセンティブがあれば、産業界の投資対象としての優先順位があがる
・具体的には、総合評価での加点、成績評定での加点
※H24 年度からテクリスの実績登録キーワードとして「CIM」が追加された。
5.2.2 検討を加速するための費用に関する提案
技術的検討を加速するためには、技術検討会の自主的取り組みだけでは不十分であるため、研
究資金等の検討費用の獲得を検討する。
5.2.3 現場の実情に沿った基準の運用に関する提案
・各種の制約を緩和するために、基準類に選択肢を設けて柔軟な運用とするなど、CIM に取り組ん
でいこうとする現場のハードルを低くする。
・なお、現状の業務の進め方で困っていない現場では、現場の混乱が考えられるため実情を考慮
して CIM を活用する。

5.2.4 写真管理基準、デジタル写真管理基準に関する提案
（1） 現在の現場写真に係る作業の現状と課題
・写真撮影時に、管理情報や計測値を小黒板にチョーク書きし写し込んでいる。
・写真撮影後は、パソコンに写真データを取り込み写真管理ソフトを使用して、小黒板情報から必要
情報を手入力して整理している。
（2）課題の改善内容と効果
・写真画像データとともに写真管理情報を記録可能なデジタルカメラが普及している。
・小黒板に記入している管理情報は、タブレットＰＣなどから入力し撮影時に写真データと同時に記
録することができる。これにより撮影時の小黒板記入作業や、写真整理時に管理情報から自動分類
ができるなど写真整理の作業を大幅に軽減できる。
・さらに、写真管理項目等の情報を暗号化した写真データとして記録するため、現在よりも写真の改
ざん検知機能が向上する。
（3）改善内容の実施に向けての課題
・現行デジタル写真管理情報基準には「写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。」とあるため、
写真データに写真管理情報を記録するデジタル小黒板についても、写真編集とみなされている。
・また、写真管理基準に「小黒板を文字が判読できるように被写体とともに写し込むものとする。」と
明記されているため、デジタル小黒板の利用が認められていない。
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現状（Before）
①計測値の測定

今後（After）
①計測値の測定
（事前入力、計測）

②写真管理項目の記入・作図
（小黒板・チョーク）
③写真撮影

平成 24 年度報告

小黒板用
アプリなど

②③写真管理項目の取込みと撮影
管理情報
画像データ

④写真帳整理・編集
工事写真ソフト

④写真整理
（管理情報による自動整理）

（4）基準の改訂案
「写真管理基準（案） 国土交通省 平成 23 年」 について
該当箇所
(工事写真の
撮影基準）
(2）撮影方法

現行
写真撮影に当たっては、次の項目のうち必要
事項を記載した小黒板を文字が判読できる
よう被写体とともに写し込むものとする。

①工事名、②工種等、③測点（位置）、④設
計寸法、⑤実測寸法、⑥略図
小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必
要事項を記入し、写真に添付して整理する。
また、特殊な場合で監督職員が指示するも
のは、指示した項目を指示した頻度で撮影す
るものとする。

「デジタル写真管理情報基準 平成 22 年 9 月
該当箇所
6.写真編集等

見直し・追記（案）
写真撮影に当たっては、次の項目のうち必要
事項を記載した小黒板を文字が判読できる
よう被写体とともに写し込むものとする。
または、モバイル機器等を利用して、デジタ
ル写真上に電子的に小黒板を写し込んでも
よいものとする。
①工事名、②工種等、③測点（位置）、④設
計寸法、⑤実測寸法、⑥略図
小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必
要事項を記入し、写真に添付して整理する。
また、特殊な場合で監督職員が指示するも
のは、指示した項目を指示した頻度で撮影す
るものとする。

国土交通省」

現行
写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めな
い。

について

見直し・追記（案）
写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めな
い。
なお、改ざん検知機能を有した工事写真上へ
の小黒板の電子的記入は、写真編集には該当
しない。

5.2.5 測量作業規程の準則に関する提案（地上レーザ計測の活用）
（1）点検測量などの省力化
航空レーザ計測は主に概略設計用のデータとして活用できるが、地上レーザ計測については、機
種によっては現時点で砂防分野の山腹工計画、渓流保全工計画で既に詳細設計・施工の段階まで実
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用化されている。将来的に公共測量「作業規程の準則」に地上レーザ計測が含まれれば、点検測量・
精度管理を要するなどの作業上の負担が軽減できる。現行の公共測量「作業規程の準則」への記載
など基準書の見直し、手続きの簡素化といった制度面での改正が望まれるところである。

5.2.6 数量算出要領の取り扱いを見直し、施工管理で活用することへの提案
（1）プロダクトモデルを活用した数量算出の提案
積算、施工分野へのプロダクトモデルの活用に当たっては、数量算出に 3D－CAD を利用できる
ようにすることが不可欠。現在の国土交通省の数量産出要領では、面積の計算については「結果の
確認をした上で」CAD ソフトによる算出結果の適用を認めているが、体積の計算については CAD
ソフトによる計算結果の適用は認められていない。
（都道府県等においても国土交通省の同要領を参
照しているところが多いと考えられる）プロダクトモデルを活用した数量算出を行うためには、数
量算出要領を改訂することが望まれる。
（2）基準の改訂案
（国土交通省）平成 24 年度(10 月版)土木工事数量算出要領(案)
該当箇所
第 1 編（共通編）
1 章基本事項
1.2 数量計算方法

現行

見直し・追記（案）
4,体積の計算
4,体積の計算
体積の計算は数学公式によるほか、両断 1)体積の計算は数学公式によるほか、両断
面積の平均数量に距離を乗じる平均断面 面積の平均数量に距離を乗じる平均断面法
により算出する。
法により算出する。
2)上記 1)によることを原則とするが、CAD
ソフトによる算出結果について、適宜結果
の確認をした上で適用できるものとする。
（注）面積についてはすでに CAD による数量算出が可能

これにより、積算時の数量算出だけでなく、施工時における、出来高管理・確認、設計変更、数量
精算等の際の数量算出作業の軽減等が期待できる。
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5.2.7 監督・検査、電子納品に関する提案
CIM に対応した監督・検査、電子納品については、現行の制度規準を柔軟に対応して、二重
作業にならないことが重要。
5.2.8 人材育成、研修の必要性
CIM を推進する前提となる人材育成について講習会、研修プログラム等が必要
ベンダー（ソフト）の開発や関わり方について検討継続

5.2.9 施工者のフロントローディングによる設計への反映に関する提案
フロントローディングによる、建設プロセスの効率化のひとつとして、施工フェーズから調査・
設計フェーズへの情報共有、共同化などにより効果が期待される。施工段階の認識や知見(施工者や
施工組織の立場での認識)を反映させる仕組みが重要となるため、具体的な制度や手法など検討を継
続する。

フロントローディングによる効率化のイメージ
変更・修正の容易さ

大

小

工程の短縮

↑
累
積
業
調査・設計フェーズでの
業務品質の高度化
務
コ
ス フロントローデング
ト 従来手法

施工フェーズでの
業務の効率化
(補足、変更の削減)

建設プロセス変更のコスト
計画→

調査→

設計→

積算→

施工→

建設プロセスの進行 →
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