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巻頭言 復旧・復興の現場にて、ＣＩＭを考える  

 

国土交通省 東北地方整備局

北上川下流河川事務所

所 長  東出 成記

（平成２４・２５年度 ＣＩＭ技術検討会 事務局）

 
【CIM との出会い】 

CIM との出会いは、(一財)先端建設技術センター（以下、「先端センター」）に勤務していた平成 24

年度、CIM 技術検討会の立ち上げに携わった時である。それ以降、CIM 技術検討会に積極的に参画す

るとともに、CIM に関係する多くの方々との勉強会や意見交換、先進的な現場見学、米国への調査など

の貴重な機会にも恵まれた。また、先端センターの実業務でも CIM を実践し、自ら CAD の操作でモデ

ルを作成した。 

これらの活動を通じ、CIM に関する多くの実施事例に接することができ、CIM の実践により、多く

の知識・知見を得ることができた。CIM の有効性を実感している一人でもある。 

 
【東日本大震災の復旧・復興の現場にて】 

平成２６年度から、現在の職場に勤務している。東日本大震災の復旧・復興事業を実施している。

新の ICT 技術を含め CIM を活用している事例が多い。 

一例をあげると、石巻市の中心市街地では、古くから川湊として栄えた歴史を踏まえ、水辺と親しみ

ながら人々が集い、交流し、街が賑わいを取り戻す復興まちづくり計画が河川の整備と一体となって進

んでいる。現在は堤防が無く新たに津波に対応した堤防を整備することになる。市街地の景観に違和感

無く収まり、水辺での植生の再生や昔ながらの石積の復元などの景観やデザインに配慮した堤防の整備

が求められている。地域の方々とのワークショップやパブリックコメントを実施しているが、２次元図

面やスケッチでは細かい部分や完成イメージがわかりにくい。そのため、３次元を用いたレーザスキャ

ン、設計内容の可視化、事前の施工・景観シミュレーションなど、CIM を活用している。 

 

堤防整備におけるＣＩＭの活用例 
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【CIM の「M」はマネジメント】 

時間が限られている復旧・復興事業では、CIM を活用することによって、早期に課題を解決し、効率

良く事業を進め、「よいもの」をつくることや、そのマネジメントが可能となる。今後も CIM は有効な

道具であるとともに、有効なマネジメント手法として積極的に活用していくことになる。 

CIM 技術検討会でも、検討を始めた当初、「モデル」が強調されていた。検討が進むに従い、CIM の

「M」に「マネジメント」の意味も含まれるという考え方に変わってきた。CIM（=Construction 

Information Modeling＋Management）である。3 次元モデルという道具だけでなく、それ以上に、早

期に課題を解決する、効率良く事業を進める、「よいもの」をつくるなど、目的を明確にして事業を進

める「マネジメント」の部分も重要であるとの認識になってきた。 

CIM の成功のカギは、「CIM で何をするのか、解決すべき課題は何か、何をどのように変化されたい

か」などの目的や効果を明確にし、「３次元モデル」、「ICT 技術」などの道具をうまく使って、事業を

マネジメントすることである。国内や海外の先進地視察の場でも強調されていたことを思い出す。 

 
【今後も CIM に期待】 

今後も、復旧・復興事業は続いていく。多くの課題や問題に直面していくことになるであろう。早期

に課題を解決し、効率良く事業を進め、地域の方々に喜ばれる「よいもの」をつくっていくためにも、

CIM をはじめ、常に 先端の ICT 技術を活用していきたいと考えている。 

ICT 技術の進歩は早い。CIM に携わる方々との意見交換、国内外の成功事例や先進事例などの幅広い

情報収集が重要である。さらに CIM を幅広く活用していくためにも、自ら進んで３次元モデルの操作

をし CIM と慣れ親しむとともに、CIM によるマネジメントを探究していきたいと考える。 
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1.  はじめに (平成 26 年度報告にあたり)  

 
平成 24 年 7 月に設立された関係 12 団体から構成される CIM 技術検討会（以下、技術検討会）

は、国土交通省の CIM 制度検討会（以下、制度検討会）と有機的に連携し、両輪となって CIM の

実現に向けた検討を進めている。平成 26 年度で 3 年目を迎えた。 

今回報告となる平成 26 年度は、国土交通省による「産学官による CIM の構築」が 12 月 4 日に記

者発表され、節目となる取り組みが始まった年度である。この取り組みは、国土交通省で行われてい

る試行事業から検討案件を選定のもと、実モデル構築を通じた課題抽出、対応検討を産学官が一体と

なって協働するものである。この産学官協働の取り組みにより、試行事業が抱えている問題点、課題

について、専門的な知見を持ち合わせた関係者からの幅広い視点での支援が可能になるとともに、建

設生産プロセスの各段階における CIM モデル作成・活用方法などの考え方、方向性が整理されてい

く。今後、この取り組みを通じて、CIM 制度検討の中期目標（平成 24－平成 28 年度）の『CIM 導

入ガイドラインの策定』が一層推進されていく。 

そのようなCIMを取り巻く背景を踏まえ、平成 26年度報告では技術検討会の活動報告とともに、

産学官による CIM の構築概要、CIM 導入ガイドライン策定と連携した技術的検討事項の進捗状況

について、技術検討会メンバー、国土交通省など関係団体、関係者からの協力のもと、取りまとめた。 

 
CIM 技術検討会メンバー （平成 27 年 4 月 1日現在 （法人別・50 音順）） 

(一財) 経済調査会 http://www.zai-keicho.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/ 
(一財) 日本建設情報総合センター http://www.jacic.or.jp/ 
(一社) オープンＣ Ａ Ｄ フォーマット評議会 http://www.ocf.or.jp/ 
(一社) 建設コンサルタンツ協会 http://www.jcca.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/ 

（以上 12 機関）  

 

CIM 技術検討会 活動年表 

 年 月 主 な 概 要 

第 1 回検討会 平成 24 年  7 月 4 日 技術検討会の設立 

第 2 回検討会 平成 24 年 11 月 30 日 各団体の CIM 取組み状況 

第 3 回検討会 平成 25 年 2 月  7 日 CIM 試行現地調査（黒目川黒目橋調節池工事（その１０））

第 4 回検討会 平成 25 年 3 月 21 日 平成 24 年度報告取りまとめ 

第 5 回検討会 平成 25 年 8 月 30 日 平成 25 年度活動計画に関する意見交換 

第 6 回検討会 平成 26 年 3 月 20 日 平成 25 年度報告取りまとめ 

第 7 回検討会 平成 26 年 10 月 1 日 平成 26 年度活動計画に関する意見交換 

第 8 回検討会 平成 27 年 3 月 12 日 平成 26 年度報告取りまとめ 
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2.  CIM の理念 

 

公共事業の【企画・調査・計画・設計・積算】から、【施工・監督検査】、【維持管理・サービス提供】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 の略称であり、建設構造物に各種の情報を追加した

モデルを作成し効率化を目指す取り組みである。 近では、単なるモデル化だけでなく、こうした技

術を用いたマネジメント（Construction Information Management）として捉えられることも多

い。CIM を活用することにより、以下のような社会資本を取り巻く変化へ対応することを目指して

いる。 

 
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） 

 
そして、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

とし、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である。 

 
本報告におけるこれらの定義は、以下に示される国土交通省における CIM の定義よりは、拡張し

た考え方で捉えている。 

CIM とは、調査・設計段階から三次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階での三次元

モデルに連携・発展させることにより、設計段階での様々な検討を可能とするとともに、一連

の建設生産システムの効率化を図るものである。三次元モデルは、各段階で追加、充実化され

維持管理段階での効率的な活用を図る。 

（平成 24 年度 CIM 制度検討会資料より）

 

CIM の効果として、以下のような点が期待されている。 
 ① 情報の利活用による設計の可視化 

 ② 設計の 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、構造解析等高度な技術解析の適用 
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これらの効果は、発注者と受注者、関係機関相互のより円滑な意思疎通等の手段として期待される

だけでなく、調査計画、設計、施工、維持管理のそれぞれの機関内部での効率的で高度な業務の遂行

に活用できるものと考えられる。また、CIM を活用する十分なスキルを持った発注者（管理者）と

受注者の双方が、それぞれの役割分担を明確にした上で、共有したモデルを通じた円滑な情報の交換

が可能となる環境を構築していくことが不可欠である。 

1.1.1 積極的な導入の必要性 

（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、機械分野の PLM や建築分

野の BIM、海外の土木分野等の 3D 化の流れはすでに進んでいる。 

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等、様々な

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 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が必要

であり、国土交通省から CIM を推進し普及す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。 

1.1.2 情報の受け渡しから情報の共有 

CIM の概念は、情報を関係者が共有することであり、従来の情報の受け渡しをさらに推し進めたもの

である。 
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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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1.1.3 並行作業と共同作業による業務の効率化・高度化 

情報が共有されることにより、同一モデルを用いて並行作業・共同作業が可能となり以下のような効果

が発揮される。 

・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となる 

 

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 

②実現が不可能と思われる現場 

③多忙な現場 

④時間の制約が大きい現場、夜間の通行止め 

⑤災害復旧の現場 

⑥24 時間稼働が求められる現場 

 

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 

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 

 

 

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。 
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3.  CIM の動向 

 行政の動向 

 産学官による CIM の構築 

国土交通省の CIM 制度検討の中期目標（平成 24-平成 28 年度）である『CIM 導入ガイドラインの

策定』に向けて、実モデル構築を通じた課題抽出、対応検討を行うことを目的とした「産学官による

CIM の構築（大臣官房技術調査課建設システム管理企画室）」が、平成 26 年 12 月 4 日に記者発表さ

れた。 

これは、４つの工種（橋梁、トンネル、ダム、河川）を対象に、CIM 技術検討会等（産）、土木学会

(学)、国土交通省（官）の産学官の検討体制を構築し、平成 26 年度及び平成 27 年度の 2 年間にわた

り、実モデル構築を通じた検討を行うものとされている。 

 
（１）検討内容 

CIM を既に活用している案件を対象に維持管理段階までの CIM モデルを構築し、下記 4 事項を検討 

・建設生産プロセスの各段階（調査、設計、施工、維持管理）に必要なモデル構築の精度 

・各段階で付与すべき属性情報 

・各段階間のデータ受渡しに関する課題と対応 

・受発注者間のデータ共有に関する課題と対応 

 
（２）検討体制 

・産：CIM 技術検討会 等 

・学：土木学会  

・官：国土交通省（本省、地方整備局、事務所、国土技術政策総合研究所） 

 
（３）実施案件 

◆橋梁（2 件） 

・関東地方整備局横浜国道事務所：横浜環状南線 栄 IC・JCT（仮称） 

個別目標：輻輳する都市インフラにおける事業計画全体の可視化（効果的な事業実施） 

・関東地方整備局北首都国道事務所：国道４号東埼玉道路 大落古利根川側道橋 

個別目標：設計～維持管理に至る 3 次元モデルの利活用（モデルの遷移と授受） 

◆トンネル（1 件） 

中部地方整備局浜松河川国道事務所：佐久間道路 浦川地区第一トンネル 

個別目標：施工から設計へのフィードバック 

◆ダム（１件） 

東北地方整備局北上川ダム統合管理事務所：胆沢ダム 

個別目標：新たな情報管理手法の構築と既存維持管理方法の高度化 

◆河川（１件） 

北陸地方整備局千曲川河川事務所：荻原築堤護岸他工事等 

個別目標：新たな河川管理（築堤事業）の方向性 
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産学官による CIM 体制構築の位置付け（国土交通省資料より） 

  

産学官による CIM 構築の検討箇所（国土交通省資料より） 
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 産学官 CIM に関わる国土交通省関係者の声 

 

■ ダムＣＩＭの検討から（胆沢ダムＣＩＭの管理での活用） 

 胆沢ダムは北上川上流５大ダムの一つとして、昭和 58 年に実施計画調査

に着手し、約３１年の歳月を経て、平成２５年１１月に竣工した堤高１２

７ｍ、堤頂長７２３ｍの規模を誇るわが国 大級の中央コア型ロックフィ

ルダムです。 

 ダムのような大規模構造物を建設するために、地形・地質データや設計・

施工図、完成図書などの膨大な情報が蓄積されますが、その膨大な情報を

今後のダム維持管理で効率的に使用できることを目指として、建設 終

年度の平成 25 年度に統合・可視化する先導的モデルとして「胆沢ダム

ＣＩＭ」の構築を行いました。 

 管理１年目の平成 26 年度は、「胆沢ダムＣＩＭ」を実際のダム管理で

活用するため、点検の効率化を目指して具体的な検討を実施しました。 

 ダムの多岐にわたる点検のうち、人で計測を実施しているコンクリートの継ぎ目の開き、クラック等

について、これまでは現場で計測し野帳に記入後、執務室に戻り点検表に入力して提出を行っていまし

たが、これを「胆沢ダムＣＩＭ」の情報が入ったタブレットにエクセルで作成した帳票を入れ、計測後

即時入力を行うことにより点検の効率化を図りました。また、ダムの補修履歴についても取り入れ、よ

り管理に役立つシステムの構築を実施しました。 

 これらを整備することにより管理担当者が異動等により変わっても維持管理レベルが維持され、ま

た、 終的には地震時に

おける突発的な点検の際

にも「胆沢ダムＣＩＭ」が

入ったタブレットを持っ

て行くだけで機能するも

のを目指して構築してい

ます。 

 平成 27 年度以降は、よ

りよいシステムにしてい

くためにモニタリングを

行い、他のダムでの管理

でも使用できるものを目

指していきます。ＣＩＭ

のダム管理での活用はま

だまだこれからです。

日々進化する技術を前向

きに取り入れ、広く国民に安心・安全で、かつダム本来の機能を長期的に提供できるよう取り組んでい

きたいと思います。 

                                          

東北地方整備局山形河川国道事務所

調査第一課調査係長 今野 浩一 

（元：東北地方整備局 

北上川ダム統合管理事務所 

胆沢ダム管理支所管理係長）
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■ 橋梁 CIM の検討から 

現在、建設事業中の横浜環状南線の栄 IC・JCT（仮称）は、周辺に工場、

住宅、田園、鉄塔等が近接し、インターチェンジやジャンクションの線形が

輻輳し多層構造となる条件下での橋梁下部工・鋼上部工、土工工事となりま

す。このような様々な制約を有する現地条件において、事業を計画的、効率

的に推進することを目的に、平成 26 年度は詳細設計が完了した複数の設計

図書を CIM 化する作業を進め、栄 IC・JCT の全体モデルを作成しました。こ

の全体モデルによって、２次元図面では分かり難い大規模構造物を可視

化することができました。 

今後、この全体モデルを用地買収の進捗等を考慮した事業工程の計画

検討、橋梁桁の架設方法等の施工計画検討などに活用していく予定です。 

また、施工段階においても、工事計画説明等の関係機関協議、輻輳する工事現場における安全管理等、

全体モデルの効率的な活用策を検討していきたいと考えております。 

今回の産学官 CIM の検討では、「輻輳する都市インフラにおける事業計画全体の可視化（効率的な事

業実施）」として、関係者からモデル活用への技術的アドバイスをいただくとともに、この現場での活

用事例として効果、課題を検証し、本省が平成 28 年度に策定を目指す「CIM 導入ガイドライン」などに

発信できるよう、成果をとりまとめていきたいと思います。 

 

横浜環状南線 栄 IC・JCT（仮称）の全体モデル

関東地方整備局横浜国道事務所 

計画課技官 藤澤 勉 

鋼橋モデルの作成状況（高架下より望む）
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 CIM 試行事業 

平成 26 年度において、CIM 試行業務が 15 件、CIM 試行工事が 49 件実施された。 

■ 平成 26 年度の試行業務一覧（国土交通省資料より） 

 
■ 平成 26 年度の試行工事一覧（国土交通省資料より） 

 

No. 地整 事業区分 工事名 事務所 予定工期 試行区分

1 東北 道路 坪川橋下部工工事 青森河川国道事務所
平成26年9月
平成27年7月

2 東北 道路 国道１１５号　塩手山トンネル工事 磐城国道事務所
平成26年10月
平成29年8月

3 関東 道路 八王子南バイパス寺田地区改良（その３）工事 相武国道事務所
平成26年1月
平成27年3月

4 関東 道路 Ｈ２６中部横断入ノ沢川橋下部(その２)工事 甲府河川国道事務所
平成26年7月
平成27年6月

5 北陸 道路 能越道　中波道路その３工事 富山河川国道事務所
平成25年11月
平成27年3月

6 北陸 道路 能越道　中波市道跨道橋工事 富山河川国道事務所
平成25年12月
平成27年2月

7 北陸 河川 荻原築堤護岸他工事 千曲川河川事務所
平成26年9月
平成27年5月

8 北陸 河川 荻原築堤護岸その２工事 千曲川河川事務所
平成26年9月
平成27年5月

9 近畿 道路 国道１６１号溝橋・青柳高架橋下部工事 滋賀国道事務所
平成26年2月
平成26年12月

10 近畿 道路 国道１６１号青柳北地区改良工事 滋賀国道事務所
平成26年9月
平成27年2月

11 中国 道路 鳥取自動車道長尾地区第３改良工事 岡山国道事務所
平成27年1月
平成28年3月

12 四国 道路 立江・櫛渕地盤改良工事 徳島河川国道事務所
平成25年3月
平成26年3月

13 九州 道路 福岡２０１号筑豊烏尾トンネル（糸田工区）新設工事 北九州国道事務所
平成26年1月
平成28年3月

14 北海道
ダム

（機械装置）
天塩川サンルダム建設事業の内　取水放流設備製作据付工事 旭川開発建設部

平成27年1月
平成30年3月

詳細設計付き

指定
（試行業務）

No. 地整 業務名 事務所 工期

1 東北 道路 詳細設計 坪川橋詳細設計業務 青森河川国道事務所
平成25年8月
平成26年6月

2 東北 道路 詳細設計 伊達地区他こ道橋詳細設計業務 福島河川国道事務所
平成26年6月
平成27年3月

3 東北 河川 詳細設計 旧北上川石井水門詳細設計業務 北上川下流河川事務所
平成26年7月
平成27年3月

4 関東 道路 詳細設計 Ｈ２５ＩＣ・ＪＣＴ本線第３他橋梁詳細設計業務 横浜国道事務所
平成25年9月
平成27年3月

5 関東 道路 詳細設計 大落古利根川(ｵｵﾄｼﾌﾙﾄﾈｶﾞﾜ)側道橋詳細設計 北首都国道事務所
平成26年9月
平成27年3月

6 中部 道路 詳細設計 平成25年度　23号蒲郡ＢＰ豊沢・広石・為当地区道路詳細設計 名四国道事務所
平成25年8月
平成26年10月

7 中国 道路 詳細設計 三隅・益田道路馬橋高架橋詳細設計業務 浜田河川国道事務所
平成26年9月
平成27年3月

8 四国 道路 詳細設計 平成２５ー２６年度　小松島ＩＣ部Ｅランプ橋詳細設計業務 徳島河川国道事務所
平成26年3月
平成27年1月

9 九州 道路 詳細設計 平成２４・２５年度　筑後川橋詳細設計業務 福岡国道事務所
平成24年11月
平成26年9月

10 九州 道路 詳細設計 平成２４・２５年度　早津江川橋詳細設計業務 福岡国道事務所
平成24年11月
平成26年9月

11 九州 道路 詳細設計 平成２６年度　春吉橋詳細設計修正外業務 福岡国道事務所
平成27年2月
平成27年8月

12 九州 河川 詳細設計 大淀川水系砂防施設詳細設計業務 宮崎河川国道事務所
平成26年3月
平成26年9月

13 九州 道路 予備設計 平成２６年度　滝室坂道路トンネル構造検討業務 熊本河川国道事務所
平成26年6月
平成27年3月

14 九州 河川 景観検討 山国川景観検討業務 山国川河川事務所
平成26年6月
平成27年3月

15 九州 河川 詳細設計 津屋原沼堤防施設計画検討及び設計業務 宮崎河川国道事務所
平成26年5月
平成27年3月

事業区分
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No. 地整 事業区分 工事名 事務所 予定工期 試行区分

15 東北 道路 象潟地区こ道橋工事 秋田河川国道事務所
平成26年2月
平成26年12月

16 東北 道路 国道４５号　吉浜釜石道路工事 南三陸国道事務所
平成26年3月
平成28年8月

17 東北 河川 北上川下流釜谷水門災害復旧工事 北上川下流河川事務所
平成26年4月
平成28年3月

18 関東 道路 矢切函渠その９工事 首都国道事務所
平成23年12月
平成27年3月

19 関東 道路 高谷IC改良その６工事 首都国道事務所
平成24年8月
平成27年8月

20 関東 道路 柳原導水路橋下部他工事 長野国道事務所
平成26年3月
平成27年3月

21 中部 道路 平成２４年度　佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 浜松河川国道事務所
平成25年2月
平成28年3月

22 中部 道路 平成２５年度　１号袋井沖之川高架橋床版工事 浜松河川国道事務所
平成25年10月
平成26年9月

23 中部 道路 平成２６年度　東海環状揖斐川橋右岸下部工事 岐阜国道事務所
平成26年9月
平成28年3月

24 中部 道路 平成２５年度　東海環状　下宮高架橋北PC上部工事 岐阜国道事務所
平成26年2月
平成27年5月

25 中部 道路 平成２５年度　東海環状　下宮高架橋中ＰＣ上部工事 岐阜国道事務所
平成26年2月
平成27年3月

26 中部 道路 平成２５年度　東海環状西之川高架橋北ＰＣ上部工事 岐阜国道事務所
平成26年2月
平成27年3月

27 中部 道路 平成２５年度　東海環状　下宮高架橋南ＰＣ上部工事 岐阜国道事務所
平成26年2月
平成27年3月

28 中部 道路 平成２５年度　東海環状　興福地南高架橋ＰＣ上部工事 岐阜国道事務所
平成26年2月
平成27年3月

29 中部 道路 平成２５年度　東海環状　興福地北高架橋ＰＣ上部工事 岐阜国道事務所
平成26年2月
平成27年3月

30 中部 河川 平成２６年度　安倍川中島護岸工事 静岡河川事務所
平成26年5月
平成27年3月

31 中部 道路 平成２５年度　１号桑名東部長島地区道路建設工事 北勢国道事務所
平成26年2月
平成27年3月

32 近畿 ダム 天ヶ瀬ダム再開発トンネル放流設備流入部建設工事 琵琶湖河川事務所
平成25年3月
平成28年2月

33 近畿 ダム 天ヶ瀬ダム再開発トンネル放流設備ゲート室部他建設工事 琵琶湖河川事務所
平成25年3月
平成28年2月

34 近畿 ダム 天ヶ瀬ダム再開発トンネル放流設備減勢池部建設工事 琵琶湖河川事務所
平成25年10月
平成28年2月

35 近畿 道路 １７１号西宿萱野電線共同溝工事 大阪国道事務所
平成25年1月

(平成27年2月)

36 近畿 道路 永平寺大野道路松岡高架橋（ＰＤ１４ーＰＤ２３）上部工事 福井河川国道事務所
平成25年1月
平成26年2月

37 近畿 道路 大和御所道路本馬３号橋鋼上部工事 奈良国道事務所
平成25年1月
平成26年11月

38 近畿 道路 八鹿日高道路三谷トンネル（北側）工事 豊岡河川国道事務所
平成25年8月
平成28年2月

39 中国 道路 多岐朝山道路口田儀第２トンネル工事 松江国道事務所
平成26年1月
平成28年6月

40 中国 道路 鳥取西道路気高青谷トンネル第１工事 鳥取河川国道事務所
平成26年2月
平成28年7月

41 中国 道路 国道９号如来橋鋼上部工事 鳥取河川国道事務所
平成26年3月
平成27年3月

42 九州 ダム 大分川ダム締切り堤工事 大分川ダム工事事務所
平成25年8月
平成26年6月

（平成26年7月）

43 九州 ダム 大分川ダム建設（一期）工事 大分川ダム工事事務所
平成25年9月
平成28年12月

44 九州 河川 赤松谷川１１号床固工工事 雲仙復興事務所
平成24年12月
平成27年3月

45 九州 ダム 立野ダム瀬田工事用道路（１工区）改良工事 立野ダム工事事務所
平成26年5月
平成27年3月

46 九州 道路 東九州道（清武～北郷）椿山トンネル新設工事 宮崎河川国道事務所
平成26年2月
平成29年3月

47 九州 道路 宮崎２１８号大平山トンネル西新設工事 延岡河川国道事務所
平成26年3月
平成29年1月

48 九州 ダム 鶴田ダム施設改造工事 川内川河川事務所
平成23年2月
平成27年3月

49 九州 ダム 鶴田ダム増設減勢工工事 川内川河川事務所
平成24年10月
平成28年3月

希望型
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 土木学会 「CIM 講演会２０１４」開催報告 

 

土木学会「CIM」に関する講演会 全国 10 会場で 1１４０名が参加 

土木情報学委員会  国土基盤モデル小委員会・ICT 施工研究小委員会

土木情報学委員会では、建設生産システムの新たな取組みとして CIM の導入および情報化施工の一般

化に関する研究・開発と、これらの技術の普及支援を目的とした活動を行っている。この活動の一環とし

て、産（設計者、施工者）、官（事業発注者）、学（技術開発者）の立場から、建設生産システム合理化の

方向性について紹介し、全国の建設従事者に幅広くCIMを周知することを目的とした「CIM講演会2014」

を前年度に引き続き開催した。 

表-1   開催スケジュールと参加者数  

日程 開催地 会場 定員
参加

者数 

 

7 月 17 日 札幌 札幌市教育文化会館  講堂 156 137  

7 月 25 日 福岡 天神ビル 大会議室 11 号(椅子席) 180 170 

8 月 29 日 仙台 エルパーク仙台  スタジオホール 190 141 

9 月 5 日 高松 サンポートホール高松  ５４会議室 120 54 

9 月 19 日 名古屋 吹上ホール第 3会議室 144 121 

10 月 3 日 広島 サテライトキャンパスひろしま 大会議室 200 96 

10 月 17 日 大阪 大塚商会 150 112 

11 月 14 日 沖縄 沖縄県立博物館・美術館 講座室 100 64 配布冊子 

11 月 28 日 富山 一般社団法人 富山県農協会館  8F ホール 252 78  

12 月 19 日 東京 日比谷コンベンションホール(大ホール) 207 167  

合    計  1,140  

 
後援 

国土交通省、 (内閣府 沖縄総合事務局 ： 沖縄会場) 

一般財団法人 日本建設情報総合センター、一般財団法人 先端建設技術センター 

一般社団法人 日本建設機械施工協会、一般社団法人 建設コンサルタンツ協会、 

一般社団法人 日本建設業連合会、一般社団法人 オープン CAD フォーマット評議会 

 
協賛   
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 参加者の分類とアンケート結果を以下に示す。 

 参加者の半数は建設コンサルタントが占め（51%）、発注者は 10％であった。年代は 40 代が 40％で

も多く、次いで 50 代 24％、30 代 19%であった。 

CIM についての理解度は、「内容までよく知っている」が 43％と、前年度より約 10％増加しており、

CIM の動きが徐々に普及していることが伺える一方、「言葉は聞いたことがある」が 53%、「初めて知っ

た」が 4%と、約 6 割の回答者は CIM の理解度がまだ浅い状況と言える。 

CIM の取組みについては、「既に取組んでいる」を含め 93%が取組んでいく意向が見受けられる。 

CIM を導入するにあたっての課題は、「人材育成・教育」、「CIM 知識・技術」、「導入コスト（ソフト・

ハード）」がほぼ同数で上位を占めた。 

CIM を導入するにあたって希望する情報は、「３次元モデリングの手法」が も多く、特に、建設コン

サルタントからの回答が多かった。発注者が希望する情報は、「導入事例紹介」が も多かった。 

 

 

 

 
CIM に関する講演会（全１０会場）アンケート結果 
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 国際動向 

 欧州における CIM 技術調査 2014 の報告 

（一財）日本建設情報総合センター研究開発部    髙津 知司 

平成 26 年 10 月 19 日から同 26 日で、(公社)土木学会土木情報委員会主催の CIM 欧州調査団に、

CIM 技術検討会参加団体から団員を派遣した。訪問先は、フランスのイージス社、イギリスの BIM タ

スクグループ、イギリス建築研究所、イギリス土木学会、イギリス・オートデスク社およびイギリス高

速鉄道株式会社およびドイツのルール大学であった。ルール大学ではホッホティフ社およびシーポイン

ト社にも調査が行えた。 

■調査団名簿 

役 職 氏 名 所    属 

団長 矢吹 信喜 
(公社) 土木学会土木情報学委員会  

大阪大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 教授 

副団長 白土 正美 国土交通省 大臣官房 技術調査課 工事監視官 

団員 

藤田  玲 国土交通省 国土技術政策総合研究所 メンテナンス情報基盤研究室 研究官

髙津 知司 (一財) 日本建設情報総合センター 

藤澤 泰雄 (一社) 建設コンサルタンツ協会 

杉浦 伸哉 (一社) 日本建設業連合会 

黒台 昌弘 (一社) 日本建設業連合会 

上迫田 和人 (一社) 日本建設業連合会 

福地 良彦 (一社) オープン CAD フォーマット評議会 

■ 1.3  行程及び訪問先 

交通機関 行動 訪問先
10:25 NH215 15:45

10:35 JAL 045 16:10

9:10

18:00
Galerie Nikki Diana Marquardt 10, rue de
Turenne,75004 Paris

12:15 BA309 AEROPORT CHARLES DE GAULLEから出発 12:30 LHR到着 London/Heathrow Airport

15:00
17:00

BIS 1 Victoria Street, London, SW1H 0ET

10:00
12:00

HS2, One Canada Square, North
Colonnade, London E14 5AB

15:00
17:00

Bucknalls Lane, Watford, WD25 9XX

9:00
10:45

One Great George Street
Westminster, London SW1P 3AA

11:00
13:30

Ingeni Building, 17 Broadwick Street,
London W1F 0DE

17:45 LH3385 20:05

17:30 BA944 19:50

13:00
15:00

15:00
17:30

19:30

19:35 NH942 Dusseldorf空港～成田空港 14:00 NRT到着

10:55 JL7778 Dusseldorf空港～Heathrow空港 11:25 LHT到着

13:30 JL7080 Heathrow空港～成田空港 9:10 NRT到着

10/24

解団式

Ruhr-Universität Bochum 訪問
Research work discussion in BIM for tunneling,BIM lecture

HOCHTIEF VICON BIM Presentaion

Egis社訪問12:15

16:00

英国政府 BIMタスクグループ訪問

10/20

結団式

Meeting with Egis BIM team
BIM by EGIS Project

Autodesk Paris Gallery　訪問

15 avenue du Centre CS 20538
Guyancourt
78286 Saint-Quentin-en-Yvelines
CEDEX

10/25
10/26

Dusseldorf/Dusseldorf Airport

Ruhr University Bochum
Universitatsstrase 150, 44801 Bochum

10/23

ICE: Institution of Civil Engineers 訪問

Autodesk London office 訪問
Presentation on European BIM adoption

London/HEATHROW空港出発 DUS到着

10/22

HS2社訪問

BRE/Building Research Establishment 訪問

10/21

Paris/Charles de Gaulle International
Airport

日時 Flight

10/19 羽田空港から出発 CDG到着
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この調査団の主目的の一つは、イギリスが平成 28 年に BIM の義務化を打ち上げており、その実体と

それに対する EU 主要国であるフランスとドイツの対応を調査することであった。 

まずは、イギリスの平成 28 年まで

に実現しようとしている BIM の義務

化であるが、レベル 2 と言う状態に建

設業界を引き上げることで、建設事業

を 20%効率化することがベースになっ

ている。このレベル 2 と言う状態は、

「オブジェクト指向の技術を活用して

建築や構造設計、施工に関する技術を

取得するレベルで、これらの技術はそ

れぞれの専門のソフトウェアによって

成り立っている」である。現在のイギ

リスはその一つ前のレベル 1 の「2 次

元の CAD から 3 次元の CAD に移行

する段階」の 終地点に位置してい

る。さらに、イギリスは平成 37 年まで

にレベル 3、すなわち、レベル 2 での技術を統合して利用できるようになり、33%のコスト縮減と 50%

の工期短縮を目指している。また、イギリス

は、王室系のイギリス土木学会、政府系の

BIM タスクグループ等が一丸となり BIM の

義務化に対応している。 

初に興味を持ったのは、LOD（Level of 

detail）の考え方である。各国とも LOD は

BIM を進めるに当たり重要な概念ととらえて

おり、「3D オブジェクトの使用目的により

LOD を決定する」と言う点では一致してい

た。また、3D オブジェクトをマネージメント

ツールとしてとらえており、さらには一部の

フランス人技術者は決定のための指標という

概念にまで拡張して’Level of decision’の略語として LOD を使用しつつあった。当検討会も LOD に

関しての検討も重要項目の一つとして位置づけており、3D オブジェクトの利用方法とあわせて、これ

からの検討の参考としていきたい。 

次に、BIM を推進するに当たり、専門建設業者の関わり方だ。各国とも、BIM は元請けだけが導入

してもその効用は十分に発揮しないことは、共通の認識で持っていた。専門建設業者から 3D オブジェ

クトを購入してその作成費用を支払ったり、教育プログラムの充実を図りボトムアップに着手したり、

着実に対応しているのが伺えた。教育に関して特記すべき事項は、イギリスにおける一貫した技術者教

育である。UK-SPEC（The UK Standard for Professional Engineering Competence）に基づき技能職

から PhD に至るまで、全てのカリキュラム、資格制度が構築されていることである。（この UK-SPEC

は 40 頁程度で、技術者としての心得のようなもので、具体的な技術内容は記載されていない。）当検討

会においても、建設事業は多岐にわたる専門建設業者や関連団体の協力により実現することを踏まえ、

例えば教育はどのように考えていくかを考えていきたい。 

後に、ドイツ、イギリス、フランスの EU 主要 3 国を訪問して、BIM（CIM）に関しては先進的で

はあるが、日本が追い着き、さらに追い越せないことはないという感覚も得たことも確かである。 

（報告詳細は右記リンクから報告書を参照されたい http://committees.jsce.or.jp/cceips07/activities ） 

図 BIM Maturity Level Chart 

英国土木学会での集合写真 
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 buildingSMART 国際会議報告 

BIM における標準として IFC(Industry Foundation Classes)が、平成 25 年 3 月に ISO 16739:2013

として登録された。これにより、建築分野では、IFC によるデータ交換が可能となった。この標準化を進

めてきたのは、buildingSMART International で、日本では一般社団法人 IAI 日本が日本支部として活

動を行っている。 

今回、平成 26 年 10 月にトロントで開催された会議報告について、IAI 日本より資料提供いただいた。 

 

 

 
buidingSMART 国際会議統合委員会#54-Toronto 報告書 

 
IAI 土木分科会 江端、有賀 

 
1. 概要 

会議：国際会議統合委員会 ITM（International Technical Management）＃54 

場所：カナダ，トロント 

日程： 平成 26 年 10 月 27 日 （月）～ 30 日（木） 

   国際統合会議：AllStream Center 

   BIM WORLDWIDE: SOLUTIONS FOR CANADA（30 日）：Allstream Center 

参加者（敬称略）： 

TechCom/Technical Room 足達（セコム） 

Regulatory Room     武藤（建築研究所） 

Infrastructure Room     矢吹（大阪大学），江端（GSA），藤澤（八千代エンジニヤリング）， 

山根（オートデスク），宮本（JACIC），横山（JACIC），有賀 

  Allstream center                 会議中の様子  

 

2. 国際会議統合委員会 ITM＃54 について 

2.1 InfraRoom における決議事項 

会議においては、以下の事項が決議された。 

 
（用語） 

InfraCOM           インフラストラクチャ 理事会 

InfraRoom Steering Committee インフラストラクチャ 運営委員会 

（実質, 動いていない） 

InfraRoom           インフラストラクチャ ルーム 

（土木分科会のようなもの） 
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(1)  InfraCOM, InfraRoom 運営のための資金調達をするという提案を支持する。 

(2)  資金調達の選択肢： 

・ 支部（Chapters）に請求する 

・ 支部のリソースによって賄う 

・ 各プロジェクトに運営費用を含める 

(3)  P6 Alignment プロジェクトの概念モデルをまとめた文書 

「P6_Alignment_ConceptModel_Documentation_20141018_prefinal」 および、文書内で参

照されている文書について、エキスパートパネルによって正式に承認されなければならな

い。期限を平成 27 年 11 月 15 日とする。特に意見がなければ、この文書が承認されたことに

する。 

(4)  InfraRoom は、IfcAlignment が上手く経過していると認める。次のステップが、プロトタ

イプの開発と、次バージョンに向けて現行の IfcAlignment を改善することであることに同意

する。InfraRoom は、支部にテストに加わるように求める。 

(5)  フィンランド支部による LandXML MVD プロジェクトの成果文書 “buildingSMART mvd 

for LandXML12_MVD” を bSI 技術レポートして endorse（推奨、保証）するために、P6 

Alignment エキスパートパネルによって検証する。本件について、平成 26 年の終わりまでに

フィンランド支部によって電話会議を計画する。 

(6)  InfraRoom は、Steering Committee（運営委員会）の日程を 平成 27 年１月 19 日、3 月第

3 週に決めた。 

(7)  会議中に行われた以下のワークグループに基づいて、各代表者（Francois, Benno, Stuart, 

Thomas, Jim）がワークプランを作成する。 

・ IFC Alignment Pilot project 

・ BIM と GIS の統合 

・ IfcRoads - 線形機能を含む 

・ Infra Asset Management 

・ IfcBridge 

(8)  InfraRoom は、日本の代表者が InfraCOM に参加することを歓迎する。 

※日本の代表として，矢吹先生、江端、有賀の３名が立候補した。 

(9)  InfraRoom は、KICT の ifcRoads 開発の取り組みについて大変興味を持っており、他の支

部と共にこの分野に取り組むこととし、bSI のプロジェクトとして 国際的な IfcRoad プロジ

ェクトを開発するよう提案することを決議した。全ての支部は参加者として招待され、それぞ

れ独自の要求を定義し、データ交換の共通セットを開発する。KICT モデルと他のモデルの共

通セットを比較した結果として、国際的な IfcRoad 共通セット、IfcRoad 標準とする。 

(10) InfraRoom は、全ての発表者と参加者、主催したカナダ支部に感謝する。 

 
2.2 P6 IFC ALIGNMENT PROJECT について 

buildingSMART International は、P6 Alignment プロジェクトは、平成 26 年 10 月に発足した

InfraRoom として初めての bSI 標準プロジェクトであるが、非常にうまくいっているという見解。

今回の会議で「ifcAlignment 概念モデル」を定義した文書が承認され、IFC スキーマ(案)が示され

た。同時並行で開発されている検証用ソフトウェア（LandXML と ifcAlignment のデータ交換）が

紹介された. 今後、IFC スキーマを検証し 3 月末までに IFC4 拡張として文書化される予定である。

今回、定義される IfcAlignment は、建築分野における IfcGrid（グリッド：通り芯）と同じ扱いで、

位置を定義するためのオブジェクトであり、道路、鉄道、河川等に必要な要素、属性については、今

後拡張されることになる。 
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2.3 P5 IFC BRIDGE Project について 

IFCBRIDGE Project は，本会議において進展に関する報告はなかった。現在、IFC BRIDGE に

関するプロジェクトは、フランスで実施している MINnD プロジェクトに 5 つの Workshop（ 新

技術，データディクショナリー、プロセス及び IDM，IFC および MVD の拡張，実装）がある。平

成 27 年初頭に international expert panel meeting を呼び掛け、平成 27 年の終わり（10 月）に、

IDM および MVD の仕様、IFC の拡張のための BSI との MOU（memorandum of understanding：

覚書）を交わす予定で進行している。 

2.4 ワークグループ 

InfraRoom では、各支部において進行中のプロジェクトついて、同じ分野に関与するメンバーを

集め、bSI プロジェクトとして標準化するためのワークグループを設立する試みを行った。

IFCROAD については、米国、IfcRoads で先行する韓国，OGC，LandXML を標準とするフィンラ

ンドが中心メンバーとなった。IFC BRIDGE については、先行するフランスに加え、鋼橋に興味を

示している米国を加えて活動することとなる。 

  
3. BIM WORLDWIDE: SOLUTIONS FOR CANADA について 

buildingSMART CANADA 主催で開催された、世界中の BIM に関する取り組みをカナダ支部の

メンバーやカナダの事業者に紹介する講演会。 

進行：John K. Dickinson（Advanced BIM Solutions Inc.） 

・ Patrick Macleamy（Chairman of BuildingSMART International and CEO of HOK）による建

設産業の将来ビジョンに関する基調講演。 

・ Nick Tune （ Director at BER, Director of BuildingSMART UK and BuildingSMART 

International）による，英国での BIM による建設産業の変革、官民の協同に関する基調講演。 

・ Trevor Tayloer（Director Open Geospatial Consortium）による、都市計画と AEC コミュニテ

ィに関する空間情報利用の講演。 

・ Tomi Henttinen（bSFinland），Cheng Tai Fatt（Building and Construction Authority, 

Singapore），William Lau（Past President BuildingSMART Singapore），Jones Sjogen（Norway 

Homebuilders Association）らによる、BIM 黎明期の各国の取り組みに関する講演。 

・ Christophe Casting（France），Rosso Steinmann（Germany），Innhan Kim（Korea）、Brian 

Oakley（Canada）らによる、各国政府による BIM 利用の要求に関する講演。 

・ Briditta Foster（USA），John Dickinson（Canada）らによる BIM 仕様および運用と維持に関

する講演。 

・ カナダの実務者向け BIM Toolkit（IBC, Institute for BIM in Canada で販売しているツールキ

ットで 195 カナダドル）等の紹介。 

・ Brian Oakley，Susan Brattberg（CEO at Global eTraining）らによるパネルディスカッショ

ン。 

          パネルディスカッション                    展示会場 
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4.  BIM の動向 

 
日本建設業連合会（日建連）の建築生産委員会ＩＴ推進部会ＢＩＭ専門部会は、平成 26 年 12 月に施

工段階においてＢＩＭ（ビルディング・インフォメーション・モデリング）を活用する際の手引き「施工

ＢＩＭのスタイル‐施工段階における元請と専門工事会社の連携手引き２０１４-」を発行した。 

ホームページ：http://www.nikkenren.com 

 

 

2014.12.10 

施工 BIM のスタイル 
－施工段階における元請と専門工事会社の連携手引き 2014－ 

 
このたび建築生産委員会（委員長・蔦田 守弘 鴻池組社長）では、『施工 BIM のスタイル－施工段階に

おける元請と専門工事会社の連携手引き 2014－』を取りまとめました。 
（建築生産委員会／IT 推進部会／BIM 専門部会／専門工事会社 BIM 連携 WG） 
 

 １．『手引き』の発行の背景 
○ これまでの BIM※1関連の取組み報告や書籍等は、設計段階のものが多く、施工段階の実務に活用でき

る冊子類はありません。 
○ 連携 WG では、2011 年より専門工事会社の動向、課題や要望等について、アンケート調査や意見交換

を通じて把握するとともに、施工 BIM※2のメリットを具体的にする活動を行ってきました。 
○各社が独自に施工 BIM に取組むメリットより、元請と専門工事会社が BIM モデルを連携し、明確にし

た目的を共有することで、さらに享受できるメリットが大きくなると考えています。 
○ そこで、元請と専門工事会社が連携して施工 BIM に取組む際、お互いがメリットを享受するための具

体的な運用方法や事例を含めた『手引き』を取りまとめることにしました。 
○ 今回、BIM の実務担当者が現場ですぐに活用できる内容を体系的にまとめています。施工会社（元請

と専門工事会社）が BIM を活用することで得られるメリットを明確にした日本で初めての『手引き』

でもあります。 
 

 ２．『手引き』で考える施工 BIM のメリット 
○ 施工 BIM において元請と専門工事会社が連携するメリットは以下の通りです。 
 ①工事関係者間の合意形成｜②干渉チェック・納まり確認｜③施工性検討・施工シミュレーション｜④

図面作成の省力化｜⑤図面承認の効率化｜⑥コストの透明化 
○ BIM に上記のようなメリットがあることが今までにも言われていましたが、メリットを享受するため

のお互いの役割分担などが明確ではありませんでした。 
○ そこで、上記のメリットを享受するための作業プロセスを明確にしました。また、図面作成の省力化

などが成功する具体的な方法として、元請と専門工事会社がお互いに BIM モデルを活用した合意形成

手法（以下、BIM モデル合意）を紹介しました。 
 

 ３．『手引き』の使い方 
○ 元請は施工 BIM に取組む前に、『手引き』を一読し作業目的や作業手順を明確にします。 
○ 元請は明確にした作業目的などを専門工事会社に説明します。その際、『手引き』がお互いの認識を共

有するためのツール（道具）になります。 
○ 専門工事会社は、元請から提示された作業目的や作業手順に調整不足があった場合、『手引き』に記載

されている内容を元請に提示します。連携して施工 BIM を成功に導くためのツールになります。 
○ 発注者、設計者、設計監理者は、施工会社が BIM モデルを活用することでどのようなメリットを得ら

れるのかを共有し、施工 BIM の取組みを理解します。 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
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 ４．『手引き』の５つの特徴 

○ 施工 BIM の実務をおこなっている元請（建設会社）の担当者が執筆をしています。そのため、経験

者でなければ記せない具体的な内容にまで踏み込むことができました。 
○ 元請側だけでなく、専門工事会社の BIM 担当者にも意見やニーズの聞き取り調査をおこない、本文

に反映させました。そのため、BIM モデルの連携作業を元請からの目線だけでなく専門工事会社の実

務担当者からの目線でも記すことができました。 
○ 実際に元請と専門工事会社が連携して成功、失敗した事例を分析し、その結果を本文に反映させて

います。これにより、より実務的な内容を記すことができました。 
○ 「BIM モデル合意」の成功事例として、鉄骨と昇降設備のチェック用の 2 次元図面の削減を取り上げ

ました。事例を紹介することで、施工 BIM の効果がより具体的になるように配慮しました。 
○ BIM の初心者でも読みやすいように、図版、イラストなどを多用し、読者の理解が深まるように工

夫しました。また、発注者や設計者の方々が、設計から施工への情報伝達方法や施工者と連携すべき

BIM モデルが具体的にイメージできるようにも配慮しました。 
 

 ５．『手引き』の主な内容 
○ 【考え方】⇒【進め方】⇒【実践】⇒【参考資料】の順に解説をしています。 
○ 【考え方】01.章：施工 BIM の考え方 
   施工 BIM で何を目指すのか 
○ 【進め方】02 章：施工 BIM 成功へのワークフロー 
   施工 BIM を成功させるための手順を紹介 
○ 【実 践】03 章：工事別の施工 BIM 
   工事別に施工 BIM を図版とともに紹介 
○ 【実 践】04.章：鉄骨製作図を中心とした製作図 BIM 
   鉄骨造のオフィスビルを題材にして、関連する工種の製作図レベルの BIM モデルを統合する場合

の留意点を紹介 
○ 【実 践】05.章：事例 
   元請、専門工事会社が取組んだ施工 BIM の概要や成功ポイントを紹介 
○ 【参考資料】06.章：参考資料  
   2 次元検討より効果が期待できる施工 BIM の項目をリスト化、書式雛形 
 

 ６．『手引き』の期待される効果 
○ 元請と専門工事会社が BIM モデルを連携する際、お互いが『手引き』を参照することで、業界全体で

標準化された施工 BIM につながることが期待できます。 
○ 施工 BIM に取組むメリットを実現するための連携手法（BIM モデル合意）のひとつを具体的に紹介

したことで、各社が施工 BIM に取組むきっかけとなり、新たにメリットのある連携手法が生まれるこ

とが期待されます。 
○ 元請と専門工事会社が BIM モデルを連携して作業を進める場合に、お互いが認識しておくべき事項

やその内容が明確になったことで、お互いに目指すべき方向性のズレを低減できることが期待できま

す。 
○ BIM の図版を多数掲載したことにより、どのように BIM モデルを活用しているか打合せ時に応用す

ることが期待できます。 
 

 ７．『手引き』の今後 
○ 『手引き』の周知・普及に向けた活動をおこないます。 
○ 『手引き』の活用事例の蓄積、分析、整理をおこないます。 
○ 元請だけでなく専門工事会社からの要望にも反映できるように、聞き取り調査などを継続しておこな

います。 
※1 BIM   ：企画、設計、施工、維持管理などの建物ライフサイクルを通して属性情報を持つ 3 次元モ

デルを活用すること。 

※2 施工 BIM ：施工段階における BIM。 
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5.  CIM 技術検討会各メンバーの活動状況 

 全国測量設計業協会連合会 

１．設計に求められる 3 次元地形モデル 

（１）様々な地形モデルの作成手法 

昨今、測量技術は、レーザスキャナ計測に代表される面的な点群データ計測の台頭により、従来、

点・線で地形を表現していた時代から、面で取得する、更に 2 次元から 3 次元で取得する時代に遷移

しつつある。面で取得する手法は、広い範囲を均一な成果で、安価に取得する目的がある。一方、点・

線で取得する方法は、電子基準点のみを使用した GNSS 測量の推進も行われているが、基本的にはご

く限られた範囲を密に高精度で取得することが目的となっている。 

CIM の中で用いる地形モデルの構築（面計測）に際しては、様々な測量手法の中から事業目的に見

合う精度を求めて、 適な手法の選択、またこれらの組み合わせ手法を採用することが重要となる。 

■ 3 次元面計測手法の守備範囲と特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地形モデル計測手法 適応性/点密度 計測制限など特記事項 

地上レーザ計測 

 

局地的範囲に対応 

点密度 2～5cm 

現地に立ち入れない区域は計測できないが、急傾斜

地を対象にした河川対岸部は、データ取得可能。 

ＵＡＶ（無人飛行機）計測 局地的範囲に対応 

点密度 2～3cm 

橋梁下部工など高架橋下も計測可能。 

強風時は計測成果に影響が出る。 

ＤＳＭ*1のみでＤＴＭ*2は取得できない。 

ＭＭＳ（モービルマッピン

グシステム）計測 

路線計測範囲に対応 

点密度 10cm 程度 

車両が進入できない範囲は計測できない反面、トン

ネル内部の道路形状を取得できる。 

航空レーザ計測 

 

広域的範囲に対応 

点密度 50cm～1m 

高架橋下、トンネル内は取得できない。 

ＤＳＭ*1とＤＴＭ*2の双方の標高モデルが取得可能。

写真測量 

（自動標高抽出） 

広域的範囲に対応 

点密度 50cm～1m 

高架橋下、トンネル内は取得できない。 

ＤＳＭ*1のみでＤＴＭ*2は取得できない。 

衛星画像処理 

 

地球的範囲に対応 

密度・精度は相応 

高架橋下、トンネル内は取得できない。 

ＤＳＭ*1のみ。局所的な利用には不向き。 

*1DSM(Digital Surface Model)：数値表層モデル（建物や樹木の高さを含んだ地表モデル） 

*2DTM(Digital Terrain Model)：数値地形モデル（建物や樹木の高さを取り除いた地表モデル） 
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（２）道路設計に用いる地形モデル作成ガイドライン 

現況の 3 次元地形モデルの作成にあたって、設計目的に応じて、それぞれ設計者側の視点から精度

に見合う測量方法がある。以下に道路設計に用いる 3 次元地形モデルの作成指針を示す。 

 

■ 業務フローでみる従来図面と地形モデルの違い 

道路設計の場合、一般に概略設計は、空中写真測量により作成した 1/2500～1/5000 レベルの地

形図を活用し、予備設計で 1/1000 レベルの精度の地形図を使用していることが多い。 

詳細設計の段階では、実測による縦横断図を用いて幅杭設計や擁壁・法面等の計画を行い平面図

に展開している。実測の成果を 1/1000 平面に反映する場合には、手法による位置精度の違いから、

ズレなどを人間が判断して編集しなければならない。（手間なので、実測成果を平面図に重ねただけ

の状態で使用しているケースが多い。） 

すべての地形情報を TS（トータルステーション）等による実測手法で行えば、設計上の要求精度

は満たすことになるが、それではコスト面で折り合わなくなるため、高精度でなくてもよい地形・

地物との棲み分けが必要となる。 

 

 

■ 従来手法と CIM 手法との比較（道路設計の場合） 

 

※ 予備設計には、実測の縦横断測量が必要ない場合（予備設計 A）、実測の縦横断測量が必

要な場合（予備設計 B）の 2通りがある。 

 

 

 

 

 

 

現況調査 

整備路線基本方針決定 

概略設計（基本ルート選定）

予備設計（中心線決定） 

詳細設計 

実測図（路線測量）

1/2.5 万～1/5 万 
国土地理院地形図

1/2500～1/5000 
航空測量平面図 

1/1000 航空測量平面図

実測図（用地測量）

工事積算・発注 

道路設計業務の流れ 従来の測量図面 ＣＩＭ（地形モデル）の場合

国土地理院 
航空レーザ計測成果 
（5m及び10ｍメッシュ）

からの３次元地形モデル 
   ＋ 
国土地理院 
基盤地図データ 
（1/2500～1/5000） 

新規レーザ計測による成

果（10cm 程度のメッシュ

モデル） 
     ＋ 
1/500～1/1000 

地形図データ 
    ＋ 
実測（路線、用地測量） 
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■ 各工程に求められる従来測量成果と精度（道路設計の場合） 

工種区分 目的（要約） 求められる測量関連成果 

概略設計 

 

地形・地質情報、文献、設計条件に基づき可能

と思われる設計を選定し、比較案及び 適案を

提案する。 

（地形図 1/5000 の場合） 

100ｍピッチのペーパーロケーショ

ン縦横断で概算工事費積算のため

の土量計算を行う。 

（地形図 1/2500 の場合） 

50ｍピッチのペーロケ縦横断で概

算工事費積算のための土量計算を

行う。 

予備設計 A 概略設計によって決定した路線について、平面

線形、縦横断線形の比較を行い技術的、経済的

判断によりルート中心線を決定する。 

1/1000 の航空測量平面図を使用。 

20m ピッチでペーパーロケーション

縦横断図を作成する。 

 

予備設計 B 概略設計によって決定した路線について、平面

線形、縦横断線形の比較を行い技術的、経済的

判断によりルート中心線を決定する。 

実測による縦横断図が必要。 

1/1000 の航空測量平面図を使用。 

20m ピッチで 1/100 の実測縦横断図

を作成する。 

用地幅杭計画 

詳細設計 

 

設計入り 1/1000 平面図、縦横断図ならびに予

備設計成果に基づき、各項種別の数量計算を行

う。 

1/100 の実測縦横断及び用地幅杭測

量による成果 

 

【測量手法の線引き視点】 

・概略設計は、既存の 3次元測量成果（アーカイブ）を使用することで実務上は問題ない。 

・地形モデルは、各々の地物の属性を持たないので、地目や構造物情報を知るすべがない。必然的

に地形図も必要となる。 

・予備・詳細設計では、少なくとも精度的に地図情報レベル*3500～1000 に対応する 3次元地形モデ

ルが必要になる。道路部以外の周辺地形も同等レベルの精度が必要となる。 

・詳細設計での実測部分は、要求精度を満たす新たな代替手法が現状手法（TS 等）以外に見当たら

ない。コントロールポイントとなる構造物のエッジ、境界等を取得した路線測量・用地測量成果

は必須となる。実測平面や実測横断図が必要な理由は、たとえば、木造など屋根が張り出してい

る建物の場合、実測で建物壁面位置を把握し、建物壁面にかかるか、かからないかで、補償費用

に影響するなど、重要な用地巾決定の情報になるからである。航測図化では建物壁面は把握でき

ない。また、道路改良詳細設計では精度の高い建物出入口の高さ、交差点部の水路底の高さ等が

必要となる。 

・道路設計の 終成果では、平面図に法面を展開して土量等の数量計算を行う。従来法では、実測

による区間ピッチの横断測量成果を使用して、区間内の法面を推定していたため、精度が劣って

いた。TS による測線上の標高精度そのものは良いが、土量計算では、3 次元地形モデル（レーザ

計測成果など面的な点群データ）の方が全体的な精度が良いと考えられる。 

 しかしながら、コンクリートなどに比べ施工単価が安い道路設計においては、現行の 20m ピッチ

程度の横断精度で十分だという見方もできる。 
*3地図情報レベル：数値地形図などデジタル化された地図で、アナログ地図と区別するために用いて

いるが、位置精度はアナログ地図の縮尺の概念と同じ。 
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（３）道路設計の場合の三次元地形モデル作成イメージ 

 
■ 3 次元地形モデルを活用した道路の予備・詳細設計のイメージ 

 

 

 

 

  

3 次元 CAD で道路設計する画面イメージ

地形図・地質図、縦横断勾配を参照しながら、中心線決定、工事に

必要な縦横断設計及び小構造物の設計を行う。用地測量は、ＴＳ手

法により実測で行う。

地図データは、地物の識別が出来れば

良いので、 新時点のものでなくても

良い。既往成果（道路台帳附図）や国

土地理院のアーカイブデータ（基盤地

図情報：1/2500 地図など）で代用でき

る。 

地図データ（拡張 DM データ） 

レーザ成果は、10cm 程度のメッシュデ

ータから作成した 3次元地形モデルと

する。 

測量手法は問わないが、道路設計の場

合の現況道路データは MMS データを活

用する。周囲の地形情報は、同等のメ

ッシュ密度で補完できる手法（例えば

ヘリコプターなどの回転翼によるレー

ザ計測）を採用する。 

精度を必要としない場合は、国土地理

院のアーカイブデータ（基盤地図情

報：標高 5m メッシュなど）で補間す

る。 

レーザ計測（MMS）データ 

ＭＭＳデータ 
活用範囲 

航空レーザ等
で地形を補完

設計CADで
一元的に 
参照可能 

現況地形モデルから任意地点で

自由に縦横断面図を表示できる

土量計算も自由範囲で算定可能 
 
詳細設計では実測（TS,GNSS）

計画道路線形

ＭＭＳデータ
地形モデル 
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■ 3 次元 CAD での道路設計業務における特記仕様書の記載例 

①概略設計 

(地形図 

1/5000 の場合） 

 

100m ピッチの縦横断及び概算工事費積算のための土量計算は、国土地理院ア

ーカイブデータ(基盤地図情報：標高 5m 及び 10m メッシュ)から作成した 3次元

地形モデルにより行うものとする。 

なお、国土地理院アーカイブデータ(基盤地図情報：標高 5m 及び 10m メッシュ)

がない範囲においては、国土地理院アーカイブの数値地図 50m メッシュ（標高）

で補完を行うものとする。対象範囲において著しく土地の改変がある場合は、

新規レーザ計測を計画するものとする。 

 

（地形図 

1/2500 の場合） 

 

50ｍピッチの縦横断及び概算工事費積算のための土量計算は、国土地理院アー

カイブデータ(基盤地図情報：標高 5m 及び 10m メッシュ)から作成した 3次元地

形モデルにより行うものとする。 

なお、国土地理院アーカイブデータ(基盤地図情報：標高 5m 及び 10m メッシュ)

がない範囲においては、同機関アーカイブの数値地図 50m メッシュ（標高）で

補完を行うものとする。対象範囲において著しく土地の改変がある場合は、新

規レーザ計測を計画するものとする。 

 

②予備設計 

（予備設計 A） 

20m ピッチで縦横断図は、新規に作成したレーザ計測成果より作成した 3 次

元地形モデルより把握するものとする。新規レーザ計測は、10cm メッシュの点

密度で計画し、地図情報レベル 1000 の位置精度を有することを条件とする。 

 

（予備設計 B） (用地幅杭を設定するためなので、縦横断測量は実測が必要。) 

路線測量、用地測量については、従来のＴＳ手法により実測図を作成するもの

とする。その他の範囲は新規レーザ計測により 10cm メッシュの点密度で計画

し、地図情報レベル 1000 の位置精度を有することを条件とする。 

 

③詳細設計 (予備設計 Bに同じ。) 

補償の関係で木造建物の屋根の張り出しだけでなく、壁面が欲しい場合は、部

分的な実測（TS 又は GNSS 測量）を現地で行う。 
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２．計測技術に関する 新動向 

（１）レーザ計測技術の動向 

1.1 レーザ計測技術の位置づけ 

レーザ計測技術は、CIM で用いる 3 次元地形モデルの作成方法として、現在、中核的な技術になって

いる。レーザ計測技術は、航空機搭載型、車両搭載型、地上型に区分され、それぞれ目的に応じた位置

精度、点群密度を取得できる。具体的には、概略設計・予備設計段階では航空機搭載型が適用され、詳

細設計においては、車両搭載型、地上型が対応可能とされている。 

航空レーザ計測の成果については、既に活用可能な状態で国土地理院が公開している（5m 標高メッシ

ュデータ：主に 1級河川沿いと都市計画区域）関係もあり、手軽に活用できる段階にある。航空レーザ

計測は、広域な範囲を面的に取得する方法で概略設計、予備設計で用いる成果として、精度的な問題は

生じないものの詳細設計では精度面で課題が残されている。 

一方、詳細設計に対応することが期待される車両搭載型、地上型においても、設計のコントロールポ

イントとなる境界線、構造物のエッジについては、従来の TS 法に比較して、ピンポイントでの精度が

劣るため、別途、設計レベルに応じた精度区分や組み合わせ手法が必要となっている。 

 

1.2 航空レーザ計測技術の取り組み 

 航空レーザ計測は、航空機にレーザスキャナ、カメラ

等を搭載して、空から面的に点群データ、写真画像を取

得する手法。固定翼(セスナなど)に搭載した計測と回転

翼(ヘリコプターなど)に搭載した計測の 2 種類に大別

されている。 
 災害・防災分野、河川砂防分野、森林分野などで実用

的に活用される。 

 
 
 

航空レーザ計測 
【メリット／デメリット】 

・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

(地物表面から建物や橋などの人工構造物、樹木等の植生を取り除く処理)により地表面を再現で

きる。 

【地形測量精度】 

   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） 

【航空レーザ計測の取り組み】 

従来のレーザ機器は、レーザパルスのラストターンを地表面と想定していたため、森林、草地な

ど植生が著しく繁茂した場所では、高精度な地形計測が困難であった。昨今では、地表面からの微

弱な反射強度をより深く記録できる方式（波形記録方式）により地形計測（フィルタリング作業）

の高精度化が図られている。 

  また、 新動向として浅瀬の水部が計測できる計測機器（測探レーザ）が登場し、話題を集めてい

る。従来の船舶に搭載した音響測探機による深浅測量、実測による河川定期横断測量に変わる手法

として期待が高い。河川・海岸腺の水面下における地形モデル作成の効率化（コスト低減）に大きく

貢献しそうである。 

ただし、実用化に向けては透明度（限界水深）や底質の反射率など課題が多く、発展途上の技術

である。 
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1.3 地上レーザ計測技術の取り組み 

地上レーザスキャナ計測は、地上でレーザスキャ

ナを用いて座標点群データを取得する手法である。 
一般的に近距離タイプと長距離タイプの 2 種類が

ある。CIM の中では、施工前の起工測量、土量の出

来高管理（平均断面法ではない正確なボリューム計

算）に有効とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

地上レーザ計測 

【メリット／デメリット】 

・機器性能の向上により、照射距離が500m以内の場合、2～3cm程度の位置精度（地図情報レベル

250）が得られるようになってきた。 

・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。 

【地形測量精度】 

照射距離に応じてレーザビーム径が変化し、精度が変わる。 

照射可能距離：～1000m（ 大） 

点密度：2～5cm、測距精度：2～10cm 程度（機械精度は 5mm～10mm） 

※機器の種類により幅がある 

※航空レーザ計測は、平成 20 年に改定された公共測量作業規程の準則に規程されているが、地上

型レーザ計測機器に関する標準化マニュアルは、まだ公開されていない。 

【地上レーザ計測の取り組み】 

砂防分野では山腹工計画、渓流保全計画の詳細設計・施工の段階で、作業中の転落、危険を伴う場

面に多く活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測データを活用した地形把地上レーザ計測による点群データ 
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（２）モービルマッピングシステム（MMS）の動向 

2.1 MMS の位置づけ 

MMS は、車両にレーザスキャナ、カメラ等を搭載し、連続的に位置、姿勢を計測する事によって、

道路周辺の正確な 3次元情報（座標点群）と、これに重なる映像情報を同時に取得することができるシ

ステムである。 

CIM の中では、概略設計、地元合意形成資料に用いる 3 次元道路地形データの取得に適しているが、

予備設計に留まらず、詳細実施設計にも活用できる計測手法として期待が高い。また、工事後の完成図

書を作成するための 3 次元計測や維持管理面で日常の構造物点検・巡視に活用できるなど幅広い分野

で採用されつつある。 

【メリット／デメリット】 

・ 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も有効。 

・ 詳細設計でも使用できるデータ。（但し、構造物のエッジ部分は実測手法で補完測量が必要） 

・ 三次元鳥瞰図（色付き点群データ）を迅速に作成することができる。 

・ 山間部のGPS受信状況が悪い区域や未舗装道路は不向き。 

【地形測量精度】 

L（距離）＝10m の場合で測距精度＝約 10cm、取得点密度＝約 10cm。 

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。 
（国土地理院：「移動計測車両による計測システムを用いる数値地形データ作成マニュアル（案）平

成 24 年 5 月」で地図情報レベル 500 精度を満たす手法となっている） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

レーザスキャナから取得する３次元点群データ 

ＣＣＤカメラから取得する画像データ 

Mobile Mapping System 
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2.2 ＭＭＳの取り組み 

 ＭＭＳは、道路周辺構造物の把握や道路台帳附図（道路基盤情報）の作成、災害状況を把握するため、

様々な分野で実用的に活用されている。 

 以下、特に CIM の適用分野に関わりの深い活用事例を記載する。 

【道路分野での活用】 

① 設計フェーズ 

ＭＭＳで取得した道路地形モデルから、車線ごとの縦断図や任意地点における横断図を作成する

ことが出来る。また道路中心線、道路縁の抽出、線形復元、復元した線形に縦断高を付与し、道

路改良設計などの基礎資料として活用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

②  維持管理フェーズ（トンネル点検） 

交通量の多い路線では、ＭＭＳ計測を用いることにより、交通規制をかけることなくトンネルな

どの老朽化点検を行っている。レーザ点群からトンネルの断面を計測し、計画断面との凹凸量を

比較したり、 少断面から必要な高さ・幅を計測できるので、特車通行許可などの管理業務に役

立てることが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
横断図 

縦断図 

改良等の基図と

して活用可能 

視距の確認 

任意地点

の縦横断

図作成 
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③ 維持管理フェーズ（施設管理） 

ＭＭＳの位置情報付き画像データを用いて、道路施設（標識など）の正確な位置を把握し、GIS

上にプロットすることで施設台帳管理を行うことができる。 

今後の継続的な点検作業において、点検漏れを防ぐ効果が高いと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【河川分野での活用】 

河川堤防の点検で、ＭＭＳを用いた需要が高まりつつある。河川のＭＭＳ計測では、堤外地水部

までレーザが届く長距離タイプ（ロングレンジ： 大 500m まで計測可能）のレーザ測距機と全周

囲カメラを搭載したシステムが採用され、検証業務が実施されている。 

任意箇所で横断面図を作成できるほか、経年的にデータを蓄積することで、地形モデルの差分解

析により堤防の変状を捉えることが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＭＳ画像データから認識できる施設 
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2.3 ＭＭＳデータの整備状況 

現在、ＭＭＳアーカイブとして、全国約 30,000km に及ぶ高精度道路 3次元データの整備が実施済

みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＭＭＳ国道・高速道路アーカイブデータの内容】 

・車両を走行させながら取得した位置情報と画像情報、レーザ情報の 3種構成で入手できる。 

・画像情報は、左前方・右前方のカメラで 1カット/2.5ｍで撮影されているデータ。 

・レーザ情報は、前方上下それぞれ 13,575 点照射/秒で計測したデータ。 

・計測情報は直轄国道を網羅している。 

・画像情報は、人顔の隠し処理済みデータ。 

・アーカイブデータを目視確認するための専用閲覧ソフトが同時に提供される。 

（路線名、距離標、交差点名、主要構造物（トンネル・橋梁）による位置検索が可能） 

・高度道路アーカイブは、全周囲画像データも提供される。 

 

 

全周囲画像データ例 

 

提供会社：株式会社 パスコ
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（３）ＵＡＶ（無人飛行機）の動向 

3.1 ＵＡＶ（無人飛行機）の活用状況 

UAV は、社会インフラの維持管理（橋梁点検ほか）や災害調査（深層崩壊箇所、地すべり調査ほ

か）、人の立ち入り禁止区域の調査（火山変動調査ほか）、情報化施工、環境調査など様々な目的に利

用されるようになってきた。 

UAV の種類は、主に飛行時間（飛行範囲）の違いにより回転翼型、固定翼型、マルチローター型

に区分され、いずれも自律飛行できる機能を有している。 近では価格面や扱いの簡易さなどからマ

ルチローター型が特に注目を浴びている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＵＡＶの活用でＣＩＭの維持管理フェーズの代表的な事例に橋梁点検がある。活用の目的は、橋梁

下部工の状況把握、劣化箇所の把握、赤外線カメラを用いてコンクリートのひび割れを検知すること

にある。 

ＵＡＶの活用は、従来の橋梁点検車を用いた点検に比べ、大掛かりにならないため、橋梁点検車の

稼働費用や人件費、また申請手続き（警察への届出等）などのコスト、時間を省くことができる。 

点検業務の実施検証からは、ボルトの脱落や漏水によるコンクリート表面の色調の違いが確認で

きていることが分かっている。しかしながら、ひび割れについては、赤外線カメラ画像から通常カメ

ラ画像で把握できる情報以上のことが判別できなかったと報告さている。 

現段階で従来法によりも簡易に点検を行うことができるが、上記の課題や陰部における光源の確

保などに対して、さらに点検業務に特化した UAV 技術の改良が進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIM の維持管理フェーズにあたる構造物点検業務では、取得した写真画像の位置精度（GPS の位

置精度）は、さほど重要ではないが、調査フェーズの設計基図として用いる地形モデルに関しては、

今後、一定の位置精度に関する基準が必要となる。 

この点においては、国土地理院が検証業務（マルチローター型の UAV で撮影した空中写真の解析

と検証）を進めており、作業マニュアルの策定を行っていく運びになっている。 

 

橋梁下部を撮影 

ＵＡＶ機材 
橋梁頂部を撮影 

ＵＡＶを活用した橋梁点検のイメージ 

ＵＡＶ計測機器と計測風景 災害調査で実施したＵＡＶ画像成果 
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3.2 UAV（無人飛行機）の安全にかかわる課題 

昨今、急速に普及しつつある UAV 技術であるため、安全基準、運用基準の作成が急務となってい

る。現在の航空法や電波法では、新たに登場した UAV 飛行の運行に関する安全基準が明確になって

いないからである。 

UAV 計測の安全リスクには、第一に機体墜落の危険、第二にバッテリー発火の危険が指摘されて

いる。UAV の重量は、軽量とは言え５kg 程度はあるので落下速度を加味すると、地上にあたえる衝

撃は相当なものとなる。万が一、人や民家に墜落すれば大事故になりかねない危険がある。 

測量業に供する UAV を用いた測量・調査に限定したとしても多くの課題が存在し、主なものとし

て次のようなものが挙げられる。 

 

     

 分 類 項 目         課 題 の 内 容 

使用機材の制限 使用機材の翼数と安全性は必ずしも比例しない。一般には翼数が多いほど安

定性が高いと言われているが、暴走した場合の墜落場所が予測困難になるし、

部品数が多くなり不良品や整備不良の可能性は高くなる。一方、４枚だと不

安定であるが、墜落するときは、管理ができる直下に落ちる。どちらにも一

長一短があり、機材の翼数や制限重量について、基準を作る必要がある。 

 

飛行体制、運行制限 航空法を遵守する中での飛行高度・飛行範囲、及び操縦者の資格、保安員を

含めた飛行体制、機器の点検など実際の運行について基準を設ける必要があ

る。 

また、UAV 飛行は低空飛行となるため、住宅地においては、個人へのプライ

バシーの配慮や飛行中の騒音対策にも配慮する必要ある。 

 

バッテリーの発火防

止 

バッテリーは、高い電圧を発生させることができる一方、可燃性電解質を使

用しているので発火し易いという欠点がある。そのため UAV の利用ではバ

ッテリー側か、機体側のどちらかに発火防止がとられていることを要求する

とともに、墜落して発火した際の延焼を防ぐために機体に発信器を付けるこ

とを要求している。 

 

保険加入・補償 万が一の事故に備え、保険や補償について一定の基準を示す必要がある。 

 

                    
  （一社）日本写真測量学会では、当面の取り組みとしてマルチローター型の UAV を用いた工事測量

や道路台帳図作成などといった局地的な範囲に限定できる地形測量を対象とした安全基準を策定中で

あり、平成 27 年５月には完成させてインターネット上で公開する予定である。 

  また、このマルチローター型の UAV による局地的範囲の地形測量を対象とした安全基準が策定され

た後は、新たな分野を対象とした議論が行われるものと考えられる。 

 
【参考】米連邦航空局（FAA)の規制 

  米連邦航空局（FAA)では、平成 29 年頃に約 25kg 未満の UAV に対し規制を課す見込みとなってい

る。その中で飛行においては、17 歳以上で試験を通った有資格者が、視界に入る範囲内で操作するこ

と、高度は、152ｍまででとし、速度は 160 キロまでと制限している。 

  また、夜間飛行や飛行機との衝突の危険がある区域での無人飛行機の利用は禁止としている。 

<ＵＡＶ（マルチローター型）計測の安全にかかる課題> 
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（４）その他新手法（オブリークカメラ計測）の動向 

 4.1 オブリーク(Oblique)カメラによる 3次元景観モデルの紹介 

３次元地形モデルを構築するための計測技術は、現在、レーザスキャナ機材を用いた計測が主流にな

っているが、これに対し、レーザ計測とは全く違う方法で３次元地形モデルを構築する方法がある。 

それは、２枚のステレオ写真より画像相関によるマッチング処理を行い、標高データを自動生成する

技術である。この技術は、開発されてからもう十数年になるが、あらたな航空機搭載カメラの出現によ

り、概略設計モデルの作成工程に大きな影響を与えようとしている。具体的には、オブリークカメラの

登場である。 

このカメラは、従来の直下視撮影用のカメラに加えて、複数の斜め方向を撮影できるカメラを搭載し

ており、1回の撮影で多方向の写真が同時に撮影できる。これにより、従来の直下視画像だけによる表

層面標高点群データ（DSM）を抽出するよりも、建物の壁面等を中心として、より詳細な DSM データの

自動作成が可能となった。 

さらにこの DSM データを基にした TIN*4データに対して、撮影画像を貼り付けることにより、より現

実空間に近い 3次元モデルが短時間に作成できるようになった。 

航空写真撮影による鳥瞰図作成プロセス 

  *4TIN：triangulated irregular network の略：地表面や構造物等を三角形の集合体で表現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オブリークカメラ撮影による 3次元鳥瞰図、または、レーザ計測データ、ＵＡＶ画像を組み合わせ

た鳥瞰図は、今後の概略設計や住民合意形成資料の精度向上に一役買うものと思われる。 

 

 

 

従来の撮影カメラとオブリークカメラで作成した地形モデルの比較 
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 全国地質調査業協会連合会 

 

平成 26 年度に全地連が実施した CIM に関連する取り組みとして、以下の 2 つがあげられる。 

実 施 内 容 実施時期・期間 

「CIM 対応ガイドブック －地質調査版－」の発行 平成 26 年 10 月 

JACIC 助成研究「CIM に対応するための地盤情報共有基盤

ならびに三次元地盤データモデル標準の検討」の実施 

平成 26 年 8 月～平成 28 年 8 月 

（実施途中） 

これらの概要について以下に紹介する。 

 
(1)CIM 対応ガイドブックの発行 

国土交通省で推進している CIM の導入について、発注

者ならびに地質調査業に携わる関係者向けに説明・紹介す

るガイドブックを発行した。本ガイドブックの目的は、

CALS/EC の各フェーズ間におけるにおけるデータ受け渡し

という流れから“全ての関係者が構築した 3次元モデルに

より情報を共有する”という流れに大きく変わる事に対す

る地質調査業関係者の不安を和らげ、この変革にスムーズ

に対応していく手助けとすることである。図に本ガイドブ

ックの表紙を示す。なお、本ガイドブックは下記 URL にて

公表している。http://www.zenchiren.or.jp/geocenter/ 

現状では CIM の具体的な内容の検討と並行して CIM モ

デル事業の発注が行われていることから、ガイドブックに

明記できない部分も多く、一般的な概念を整理するにとど

め、本文を 8 ページに簡潔にまとめた。下図にガイドブッ

クの目次を示す。 

 

次頁の図の左側は CIM で作成することが想定されるデータの種類と特徴を示したもので、対象となる

業務によって適切なモデルを選択する必要があることなどを説明している。また、次頁の図の右側はデー

タを作成する手順について説明したもので、CIM への適用された事例が少ない現状で想定される地盤モ

デルの構築手順について一般化を試みた。 

CIM 対応ガイドブック －地質調査版－ 

目次 

1.はじめに 

2.CIMとはどの様なものでしょうか？ 

3.CIMではどの様なデータを作成するのでしょうか？(1)  

4.CIMではどの様なデータを作成するのでしょうか？(2)  

5.CIMにおけるデータ作成手順はどの様になるのでしょうか？ 

6.CIM導入に向けてどの様な準備が必要なのでしょうか？(1)  

7.CIM導入に向けてどの様な準備が必要なのでしょうか？(2)  
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本文を補足するための資料や検討過程の詳細については資料編としてまとめた。CIM の概要を説明す

るため、国土交通省およびその他機関における取り組みを紹介し、具体的に CIM モデル事業の状況につ

いて整理した。地質調査における CIM 適用事例については、CIM における地盤情報の位置付けについて

考え、モデル構築の流れを一般化し、地質調査業務の内容に応じた適用案を整理した（下表参照）。その

結果得られた知見に基づき、CIM 対応において考えられる環境整備上の課題、目的を明確化することの

必要性、CIM 利活用のための情報管理上の課題を整理し、事前準備として、ハード・ソフト、オペレー

タ・利用者育成に加え、更に業務フローの見直しが必要であることを述べた。 後に、CIM 対応業務に

おける積算の考え方についても検討し、今後も検証していく必要があることを述べた。 

 

  

ポイント ライン サーフェイス ソリッド・ボクセル
ボーリング柱状図 ● ● ボーリング名，位置情報，コア写真など
サウンディング ● ● ボーリング名，位置情報など
試料採取位置 ● ● 資料番号，試験結果など
原位置試験 ● ● 試験番号，試験結果など
地盤モデル ● ● 土質・地質名，試験結果，地質特性など 試験結果等を地層毎に付与する場合は属性に付与

地下水モデル ● ▲
帯水層そのものを表す場合はソリッドモデル等
地下水分析結果を付与する場合は属性に付与（採
取地点のポイント付与の場合もある）

地盤解析 ● ● ▲ 解析結果
解析結果を地層そのもので表現する場合はソリッ
ド・ボクセルモデル

地すべりモデル ● ● ブロック名，地盤定数
対策工モデル ▲ ▲ ● 対策工名，諸元，材料など 配置のみを表現する場合はポイント，ライン
安定解析 ● ● 安定解析結果 3次元解析の場合はソリッド・ボクセル
弾性波速度層 ● ● 弾性波速度値
比抵抗区分 ● ● 比抵抗値
岩級区分 ● ● 岩級区分
地山区分 ● ● 地山分類
ルジオンマップ ● ● ルジオン値

●：主として作成するモデル
▲：目的によっては作成するモデル
※モデルは目的により適宜選択し作成する

CIMモデル（3次元）
項　　目 属性情報 備　　　考
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(2)JACIC による助成研究の実施 

地質地盤分野において CIM を展開する場合、3 次元モデルは 技術者の解釈と想像力を加えた推定モ

デルである。本研究は、CIM で利用可能な信頼性の高い地質地盤モデルの作成を支援することを目的と

して、JACIC の助成研究として以下の研究課題について実施するものである。 

 

研究実施期間は平成 26 年 8 月～平成 28 年 8 月であり、現在は検討途上である。 

 

研究内容と平成 27 年 2 月時点での実施状況について下図に示す。 
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研究課題Ⅰについては、ボーリング交換用データや土質試験結果一覧表データ等の地盤情報を管理・公

開を支援する情報共有基盤の開発を行うものである。すなわち、Web-GIS 等を用いて地盤情報を抽出、

作成、管理、公開するためのツールの構築を行う。 

研究課題Ⅱでは三次元地盤モデルデータの標準仕様の作成、そのデータを作成するためのツールの構

築を目指している。CIM の検討としては課題Ⅱが重要であると考えられるため、課題Ⅱの概要を示す。 

三次元地盤モデルデータに求められる要件は目的によって異なると考えられることから、いくつかの

対象に絞って検討を行う。本研究で対象として考える公共事業・事象は以下の通りである。 

対象とする公共事業・事象 備   考 

構造物基礎 道路や河川の構造物含む 

道路 盛土、切土、トンネル 

河川堤防  地下水位面、原地盤、など 

地すべり すべり面、地下水位面、など 

土砂災害 斜面崩壊、土石流、など 

またモデリングの方法とそれに応じた属性値の適用の仕方についてもいくつかの方法が考えられ、こ

こでは以下の 3 つの方法について検討する。 

・サーフェスモデリング(地層境界面推定方式)  

・ソリッドモデリング(ボクセルモデリング) 

・1 次元地盤柱状体モデリング など 

以上の対象に対するモデリング方法の適用性について評価し、データ標準を策定する（下表参照）。 

 
また、OCU Geomodeller*をカスタマイズし、地層境界推定方式により、データ標準に準拠した三次元地

盤モデル作成ツールを構築する。他にも下記に示すデータ抽出ツール、変換ツールの構築を行う。 

 

                       

* OCU：Osaka City University(公立大学法人大阪市立大学) 
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OCU Geomodeller を採用する主な理由は、①ボーリング交換用データ(XML)を入力データ

として扱うことができること、②地質構造の論理モデルを表現できること、③地層境界面

を B スプラインによる曲面推定をするためモデル形状を保存するデータ量が少なくて

済むこと、④オープンソースソフトとして公開されていること等である。下図に OCU により作

成された三次元地盤モデルの例を示す。 

 
出典 野々垣 進：地質境界面を基礎とする国内外の地質モデリングシステム、地質と調査、139 号(2014

年 1 号)、PP.28-33.、2014 

後に、ボーリング交換用データ(XML)と土質試験結果一覧表データ(XML)の分布密度が高い地域

を抽出し、実証実験を行う予定である。 
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 建設コンサルタンツ協会 

（1）これまでの活動概要 

（一社)建設コンサルタンツ協会では、国土交通省が主導する CIM 導入試行に関し、CIM 技

術検討会に参加し、CIM 導入にかかる技術的課題に対し、関係諸団体と共同して技術的検討を

実施してきた。また、先行する海外における CIM 活用事例の調査（協会単独 1 件、土木学会共

同 1 件）を実施し、調査内容については土木学会の後援としてセミナー開催するなど情報発信

を行っている。また、今年度より新たに産学官 CIM 共同研究が始まり、平成 28 年度のガイド

ライン策定を目指して、CIM モデル構築にかかる個々の技術課題について、設計段階における

試行事例を整理し、CIM 技術の活用方法等について技術検討を継続していく。 
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（2）2014 米国における CIM 技術の活用状況調査報告 

国土交通省および民間企業等による CIM 導入検討は、平成 24 年度に始まり今年度で 3 年目

を迎えており、CIM 導入にかかる技術検討の内容は、事業全体に及ぶと共に各フェーズにおい

ても深化しつつある。その中で、これら導入試行の進展とともに国内外における CIM の活用状

況を調査し、協会内外に向け情報提供することで、CIM 技術の活用展開を図っていくことも重

要な事項の一つと位置付けている。 

今年度、CIM 関連-3D ソフトベンダー主催の技術研修を通じて米国における BIM、CIM の活

用状況調査および Caltrans（カリフォルニア州運輸局）における BIM for Infrastructure の取

組み状況等の調査により情報収集を行ったので概要を報告する。 

 

■視察参加者 

[建コン協] 

(株)建設技術研究所       鈴木 泰之  SWG 副委員長  ◎団長 

(株)  長大          角  直樹   SWG 長 代理 

八千代ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)      藤澤 泰雄 ICT 委員会、SWG 委員 

(株)ドーコン          雫石 和利 ICT 委員会、SWG 委員 

復建調査設計(株)        亀田 雄二 

[関係団体・企業] 

JACIC、日本建設業連合会(大林組)、Autodesk 社 他 

 

 

■視察期間および視察訪問先 

H26.12.1 - H26.12.5 5 日間（除く移動日） 

① H26.12.1-H26.12.4   AutoDesk University 2014  Conference 

② H26.12.5            Caltrans: California Department of Transportation 
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３１ 

 

 

３２ 

 

 

 

その他、意見交換では、以下の事項について確認を行った。 

 平成 27 年 7 月より、すべての測量調査と設計業務で Civil3D の義務化の予定 
 3 次元設計のメリットとして、①複雑な構造の可視化、②設計完了後の線形変更など関連情

報がすべてアップデート、③設計標準（ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ）の誤入力時にワーニングサインなど 
 California 州では、90%の設計業務はインハウスで実施、業務委託は 10%程度。Civil3D を

習熟したコンサルタントが普及を後押し 
 構造設計では、標準型の配置や数量算出が主体で、実際の解析は複雑であり現有の 3D 系ソ

フトでは対応が困難 
 Wisconsin 州では、5 年前から Civil3D を導入 
 Texas、Florida 州では、90%を設計業務委託、10%をインハウスで実施 など 

 
今後、当協会としては、国内外での活用事例を調査し、CIM モデルにかかる成果品の要求仕様

や詳細度(LOD)の設定方針等の他、具体の教育プログラムなどについても検討を行い、協会内外

への情報発信に努めていく所存である。 
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 日本建設業連合会 

－ 施工現場における導入事例 － 

平成 24 年度から始まった CIM 試行業務では、設計業務での 3 次元モデルの利活用方法の議論が進め

られた。平成 25 年度には、CIM に関する活用検討が施工段階にまで拡張され、CIM 試行工事（指定工

事、希望工事）として発注がされている。平成 26 年度には合計で 49 の試行工事（平成 27 年 3 月現在）

において、施工や施工管理における 3 次元モデルの利活用方法の検討が進められている。 

日本建設業連合会会員各社は、これらの試行工事の機会を活かして、3 次元計測技術や 3 次元モデリン

グ技術などの CIM 関連技術の開発や 3 次元モデルの導入効果の確認を進めている。また、昨年度土木学

会が主催した米国 CIM 調査団に続き、今年度は欧州 CIM 調査団にも人員を派遣し、現地で見聞してき

た CIM の導入目的や効果について会員各社で共有するとともに、調査～設計～施工～維持管理といった

建設サイクルにおける CIM 活用において、マネジメントの観点から施工 CIM のあり方について議論を

深めてきた。その一例として、次表に会員各社の CIM 展開事例を整理し、その詳細については巻末資料

に添付するので参照されたい。 

一方で、日本建設業連合会は建設コンサルタンツ協会と連携して、設計段階から施工段階への 3D モデ

ルと属性情報の継承方法や、施工者から見た場合の設計段階での 3D モデルと属性情報のあり方（いわゆ

る、フロントローディング）についても検討をしてきた。この詳細については後述する。また、国土交通

省が進める産学官 CIM 検討会に委員として参画し、施工案件を通じた設計者とのモデル構築に関する検

討や施工情報を取り込んだ維持管理初期モデルの検討において、施工者の立場からの意見を述べている。

そこでは、設計者が作成した 3D モデルをベースにして、そこに施工段階で得られる形状情報や属性情報

を確実に反映させて（設計 CIM からの形状更新や施工時情報の追記等）、維持管理初期モデルに引き継

いでいくことが、高度なしかも効果的な公共構造物の維持管理を行っていくために必要であるとの認識

を示している。 

建設事業、特に施工段階において CIM をさらに普及させるためには、会員各社の CIM 技術力の向上

や人材育成のみならず、施工マネジメント手法としての施工 CIM の導入効果を多くの実工事において早

期に検証することが必要であり、これらを支援する発注機関のバックアップ体制（例えば、試行工事にお

ける施工者インセンティブの範囲拡大や確実な実施）にも期待するところである。産学官 CIM 検討会で

対象となっている試行プロジェクトにおいて、発注者・設計者・施工者の 3 者が CIM の効果的な活用に

ついて、さらに論議を重ねる必要性を感じている。 

表 施工 CIM 展開事例一覧表 

 

施工
管理

施工
計画

手順
周知

高度
化

安全
管理

数量
算出

三者
協議

発注
者

下請
け

関係
者

住民
説明

設計
協議

設計
照査

数量
算出

ダム

施工計画立案及び品質管理
地層の可視化・グラウト管理
施工計画、施工・品質管理
ダムコンクリートの打設管理

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

トンネル
施工計画、施工・品質管理

維持管理のための情報管理
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

シールド
施工計画、施工・品質管理

維持管理のための情報管理
○ ○ ○ ○ ○

地下構造物
施工管理・設計照査
施工検討・数量算出

設計との連携
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大規模土工
土工管理・設計変更の効率化

施工管理・施工数量算出・住民説明
維持管理のための情報管理

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

道路
施工計画、施工・品質管理

施工手順周知
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

橋梁 施工・品質管理、施工数量算出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般土木
構造物

施工検討、設計照査
維持管理のための情報管理

○ ○ ○ ○ ○ ○

処分場 設計・施工検討、施工計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

区分
協議資料 設計施工

主な活用内容

※日本建設業連合会会員各社における CIM 導入事例のうち、33 事例を「2015 施工 CIM 事例集」 
として整理し、本報告書の巻末資料に添付 
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 日本建設機械施工協会 

 
◇情報化施工のポテンシャルを活かす現場マネジメントの実現に向けて 

日本建設機械施工協会では情報化施工技術の定着に向けた教育・研修活動の他に、情報化施工委員

会を設けて情報化施工技術に関する課題や今後の方向性を検討している。 

さらに、本委員会内の復興支援ワーキングが中心となり東日本大震災の災害復興事業に情報化施工

を活用することで、安全・安心できる復興事業を実現し、一日も早い復興を遂げられるような具体の

支援活動を行っている。特に、マシン

コントロール（以下、MC）／マシンガ

イダンス（以下、MG）といった情報化

施工技術を実際の復興工事に活用い

ただくことで工事の円滑な実施と品

質確保の両立という効果を体験して

頂く“チャレンジ工事”を実施してい

る。 

図－１ 復興支援ワーキングが主となって活動している復興支援サイト 

 

◇チャレンジ工事の報告 

 上記活動の一つであるチャレンジ工事では、東日本大震災後の復興工事で情報化施工技術の活用を

希望する施工業者を対象に、情報化施工技術を貸与するだけでなく、復興支援ワーキンググループに

参加する企業が、情報化施工を効率良く運用するための留意点の教育、現場でのトラブルに対する対

応力を結集して支援している。 

 当該工事はチャレンジ工事の第１号で、復興道路・復興支援道路として建設が進む宮古盛岡横断道

路で、沿岸部の宮古市と内陸部の盛岡市を結ぶ約100kmの地域高規格道路の一部（施工延長およそ1km）

である。今回のチャレンジ工事では、MC（ブルドーザ）、MG（バックホウ）を導入し、その効果につい

て確認を行った。 

当該現場の施工業者はＭＣやＭＧの活用経験も無かったことから、導入当初は導入前の施工計画（材

料の安定処理と土砂運搬体制、搬入土を締固める敷均しと締固めの体制）のもとでの導入となったが、

導入から１０日程度のうちに当初予定の体制では敷均しと締固め作業に待ち時間が多く発生する状況

となった。その後、安定処理と土砂運搬の体制の見直しを図ることにより、１ヶ月程度後には当初計

画を大きく上回る作業効率を実現できることとなっている。 

 この様に、情報化施工技術の導入による個別作業の省力化だけでは現場全体の効率化に繋がらず、

作業全体のバランスを考慮した調整を行う必要がある（実際に、当該現場でも、オペレータへの聞き

取り調査では、敷均し作業だけであれば更に早く終わることができるとの意見もあった）。 
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（左が MC(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ）、中が MG(ﾊﾞｯｸﾎｳ RTK-GNSS 仕様）、右が MG(ﾊﾞｯｸﾎｳ TS 仕様)) 

 

図-２ チャレンジ工事での現場状況と導入技術 

 

◇現場マネジメントを支援するための情報化施工技術の進化 

上記の様に情報化施工技術を効果的に活用するためには、作業計画（予定）と個別の建設機械の稼

働状況（余力）を把握する必要がある。これまでは、複数の情報化施工技術が広範囲に配置されてい

ることも多く、情報化施工技術を搭載した建設機械の日時別や時間別にその稼働状況を把握するのは

困難なこともあった。 

 近の MC／MG 技術では、携帯通信やスマートフォンの通信機能を用いて情報化施工技術を搭載し

ている建設機械のオペレータと同じモニタを外部でも確認・操作できるため、次のような機能が実装

されている。 

① 導入初期に現場で起こりがちなシステム操作のミスによるトラブルの復旧支援や次の施工段階の

設計データの受け渡しなどができる。 

② ブルドーザの刃先の位置履歴や締固め機械の走行履歴等をネットワーク経由で集約し、遠隔地から

MC／MG 技術の稼働状況や施工結果の概算を確認することができる。 

③ リアルタイムの稼働状況と稼働履歴のレポートも確認することができる。 

  上記の様に、情報化施工技術の進化により、現場の状況や地形の変化を施工しながら把握するこ

とが可能となり、技術者のマネジメントの精緻化によるロスや手間の削減と削減、手戻りの防止の実

現がに向けた環境が整いつつある。 
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トプコンの事例 

 

   
 資料提供：（株）トプコン 

例：遠隔地（サポートセンター）から現場の情報化施工システムの操作を支援 

ニコン・トリンブルの事例 

 

   
 資料提供：（株）ニコントリンブル 

例：情報化施工技術を搭載した建設機械履歴から概算出来高を求めることができる。 

ライカジオシステムズの事例 

 

   

資料提供：（株）ライカジオシステムズ 

例：情報化施工技術を搭載した建設機械の位置と稼働時間や作業記録を確認できる。 

図－３ 情報化施工技術のデータを用いた現場マネジメント支援機能の例 
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◇今後の方向性 

現状の情報化施工技術の活用状況については、国土交通省の推進プロジェクトにより各地で活用件

数は増加しているが、工事としての効果についてはチャレンジ工事での事例のように多くの現場が個

別工事内でバランスを考慮した調整を行っているのが現状と考えられる。今後、情報化施工の持つポ

テンシャルを更に引き出すためには、個別の現場内での調整だけでなく他現場との調整あるいは発注

者側の積極的な参加を含めた発注時期の調整なども視野に入れることで、情報化施工の効果を工事全

体での効果に結びつけることが期待されている。 

一方、上記のように、情報化施工技術も個別の作業レベルの改善という視点から全体計画の見直し

という視点に拡大しており、技術面での実現性も高まってきている。 

 情報化施工技術が現場に広まりつつあるが、日本建設機械施工協会では今後も情報化施工技術が個

別作業の改善だけでなく全体の生産性向上に必要な技術（情報）であるという実体験とその検証を通

じて、その認識を定着させていくための活動と活用事例の収集・広報活動を継続的に行って行く予定

である。 

 

  



CIM 技術検討会 平成 26 年度報告 

 
55 

 先端建設技術センター 

先端建設技術センターにおける実業務・調査研究を通じた CIM の取組み 

 

◆はじめに 

 先端建設技術センターにおける CIM 関連の 近の主要な取組みとしては、CIM 技術検討会での様々な活

動のほか、3D データの活用など CIM に関する国交省（国土技術政策総合研究所や地方整備局）からの受

託業務や、改良型 TBM 施工法の検討における 3D シミュレーションや 3D 模型の活用及びそれらを用いた

広報活動、情報化施工におけるデータ連携に関する検討などの研究活動がある。 

 

◆受託業務 

受託業務の遂行にあたっては、特に見える化と工程シミュレーションにウェートを置く形で CIM 活用

を推進している。例えば、国交省の各地方整備局から受託した設計検討業務や PM（プロジェクトマネジ

メント）業務などでは、まずモデル空間を構築。その上で、施設形状の検討、関係者間での合意形成、施

工法の検討、施工区間の調整、諸課題の解決などに取り組んでいる。ここでは、3D モデルの詳細な作り

込みに主眼を置くのではなく、業務に携わる技術者（発注者、受注者）が、判断できるレベルでのモデル

作りを行うことに留意して取組んでいるところである。 

 

 

図-1 大河津分水路河口域現況モデル（鳥瞰図） 
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図-2 清水立体施設完成予想図（鳥瞰図） 

 

また、設計段階にフォーカスした CIM 導入による効率化の試みを敷衍している。具体的には、設計・施

工段階での CIM モデル作成仕様案検討支援や土工区間の CIM プロトタイプモデル作成に向けた取組みを

通じ、各フェーズで必要なモデル、維持管理のための 適な属性情報およびそれに合わせたモデルの精度

の検討を進めている。 

 

◆研究活動 

 研究活動としては、改良型の TBM 工法である D-TBM（ドーナツ TBM）工法による施工法の検討に際し、

3D モデルによるシミュレーションを実施するとともに、3D プリンタを導入し、3D 模型の製作を通じて細

部構造の検討等を行っている。さらに、これらを“見える化”のツールとして活用した広報活動について

も実施している。 

また、クラウドサービスを用いて様々な関係者が CIM 活用に関して情報共有できるコミュニティの積

極運用や、自ら施工現場を取材して紹介する CIM 活用の実態調査、3D 仮想現場の構築とその活用に向け

た検討、情報化施工と CIM との連携の検討などを展開している。 

さらに、当センターが毎年主催しているセミナーにおいて CIM に関する社内外での取組み状況等を幅

広に紹介するとともに、社内普及の一環として CIM ツールの勉強会を開催し、各種業務への利用可能性

を探っている。 

なお、平成 26 年 10 月 22 日に開催した先端建設技術セミナーの概要および講演等資料については、下

記の当センターホームページにて公開している。 

URL：http://www.actec.or.jp/seminar 
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写真-1 先端建設技術セミナーの様子（平成 26 年 10 月 22 日開催） 

 

  

写真-2 CIM ツール勉強会の様子 

 

その他、九州地方における CIM 勉強会、特に河川分科会の支援や九州の建設コンサルタント 10 社が参

加する CIM チャンピオン講座の運営に携わり、実際にデータマネジメントできる技術者を養成するため

のサポートを行っている。 

 

◆おわりに 

今後の CIM 推進に関し、当センターとしては次のような視点を持って取組んで行く所存である。 

①PDCA サイクルを回しつつスパイラルアップしていくという、壮大な構想の全体像を俯瞰する眼を保

っていくこと。 

②これからの建設生産システムや社会資本のマネジメントについて見据え、その中での立ち位置や前

後の繋がりを考えて、各ステークホルダーが個々の業務に取組んでいくこと。 

③暗黙知を形式知化して CIM システムの中に落とし込んでいく、ナレッジマネジメントの確立を目指

していくこと。 

④個々の担当者レベルでは、自身のやる気が不可欠であり、3D ツールを自ら活用するとともに、常に

新しいツールを探求し 適なものを選択していく積極性を引き出していくこと。 

⑤3D モデルの活用により受発注者がともにメリットを享受できる仕組みをあくまでも目指していく、

そのためには今後何が必要になってくるかという視点を持ち続けること。 

 

平成 27 年度以降も、このような視点を持ち、CIM を取り巻く諸情勢を俯瞰しつつ、自らの実践により

得られた知見をもとに、さらなる CIM の普及、促進に努めていきたい。 
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 日本建設情報総合センター 

（１）社会基盤情報標準化委員会における CIM 関連の取組み 

平成 26 年度現在、以下に示す検討テーマ毎の小委員会体制で標準化活動が進められている。 

 
★ＣＩＭにおける情報共有技術と標準小委員会 

・検討体制 

小委員長／古屋 弘（大林組 技術研究所・上席技師） 

委員／行政：1名、学識者1名、業界団体1名、ｺﾝｻﾙ会社2名、ｾﾞﾈｺﾝ1名、ﾍﾞﾝﾀﾞｰ5名（計12名） 

・目的 

近年、CIMモデル試行事業が開始されたが、現状では3次元CAD を使用した独立的なプロジェクト

に留まっているが、今後、異なるソフトウェア間で、3 次元モデルデータを共有できる社会インフラ

施設のプロダクトモデルの構築が必要となることが推測される。現在、buildingSMART では社会基

盤のプロダクトモデルの標準化に関して、OpenINFRA 部会にて検討が行われている。我が国のCIM 

が国際的な観点で孤立しないためにも、日本の見解を国際標準に向けて主張していくことが必要とな

っている。そこで、国際標準が日本の土木（インフラ）における生産・維持管理のプロセスに上手く

適合するよう標準案を策定し、buildingSMART のOpenINFRA 部会に対して提案していく。 

・活動計画 

①インフラ系モデル開発計画の立案 

buildingSMART1 のOpenINFRA部会2におけるインフラ系のモデル開発計画を立案する。 

の内、サポートする分野に手を上げる。 

②OpenINFRA部会への提案 

buildingSMART の日本支部として、OpenINFRA部会に社会基盤におけるプロダクトモデルの国際

標準化に対する日本案を提案する。 

・達成目標 

 社会基盤におけるプロダクトモデルの国際標準化に対する日本案の作成 

 buildingSMARTのOpenINFRA部会へ提案し、IFC3、IDM4、MVD5等へ反映する 

                                                  
1 グローバルな建設・施設管理産業における BIM の国際的な情報共有標準を策定・提案する国際的な非営利組織 
2 buildingSMART の傘下で道路・橋・トンネルなどの公共インフラを取り扱う組織 
3 Industry Foundation Classes：buildingSMART が策定・普及を行う３次元建物データモデルの標準 
4 Information Delivery Manual：ユーザが必要とするデータ連携に対する要求形式 
5 Model View Definition：IDM において記述された内容が IFC のどこに対応するかを定義する 

（※平成 26 年 10 月時点） 

★CIM に関連する 

検討テーマ 

★CIM に関連する 

検討テーマ 
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★社会基盤COBie検討小委員会 

・検討テーマ 

社会基盤COBie6の開発 

CIMの進展に合わせて、 終的に利用される維持管理段階で3次元ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾓﾃﾞﾙを利活用するための

標準化の検討 

・検討体制 

小委員長／藤澤 泰雄（八千代エンジニヤリング・部長） 

委員／学識者1名、公共発注機関1名、ｺﾝｻﾙ会社3名、ｾﾞﾈｺﾝ3名、その他3名 （計12名） 

・目的 

国内の土木分野では、COBieはほとんど認知されていない上に、COBieの主体は建物であり、土木

構造物への適用は考えられていない。CIM として維持管理段階で効率的に拡張していくためには、

COBieのような交換標準が必要である。そこで、OpenINFRAの進展に合わせながら、社会基盤のため

のCOBieを検討する。 

 ・活動計画 

① IFC、COBieの現状のとりまとめ 

② COBieに必要となる項目の抽出 

③ 特定の土木構造物をﾀｰｹﾞｯﾄとしたCOBie案の作成 

④ COBie案の実装検討 

⑤ COBieの概要周知 

・達成目標 

 COBieの考え方の周知 

  土木構造物版COBieの策提案の作成・公表（1つの特定構造物に対して） 

 

  

                                                  
6 Construction Operations Building Information Exchange：BIM における建物の維持管理のためのデータ交換標

準体系 

COBie の概念図 
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（２）CIM と GIS のためのショーウィンドー 

 

 
1992 年から提供しておりました「GIS データブック」を刷新し「CIM と GIS のためのショーウィン

ドー」としてインターネットで一般公開しました。http://www.gis.jacic.or.jp/cim_gis/  

◆はじめに 

 JACIC では、日本の地理情報システムを紹介する「GIS データブック」を、日本の GIS ソフトウェ

ア・地図データを俯瞰できる総合資料として、1992 年から 20 年間に渡り毎年刊行してきました。この

「GIS データブック」は官公庁・

民間企業を始めとし、GIS 導入や

機能の向上を検討されている

様々な方々にご活用頂いていま

した。平成 26 年 3 月からは、従

来の GIS 分野に加え、CIM 分野

に関するソフトウェア・データに

ついても関係機関・ベンダーから

商品紹介原稿を募集し収録して

います。また名称を「GIS データ

ブック」から「CIM・GIS のためのショーウィンドー」に変え、刊行物という形ではなく、誰でも Web

ブラウザにより無料で閲覧する形式に改めています。 

(旧 GIS Databook 2012 インターネット版も閲覧可能です) 

◆ショーウィンドーの仕組み 

 CIM と GIS のためのショーウィンドーは、

カテゴリ別・提供団体別に対象の商品を絞り込

み、目的の商品の Web カタログ・情報ページを

表示するスタイルになっております。サーバサ

イドの処理により原稿情報を RDB(リレーショ

ナル・データベース)から読み込んで表示してい

ます。Web カタログには axMag7による Flash 

Player 版を採用しました。 

これらの仕組みによりインターネット接続

環境において、パソコン以外の各社タブレット

機器においても同様に商品検索・カタログ表示

することができます。 

◆システムの構成 

 本ショーウィンドー公開に合わせ、提供サーバをクラウド環境に移し運用を、効率化しました。本環境

のシステム構成は以下のとおりです。 

記述言語 Web Application Framework RDB Web Server 

Ruby 1.9.3, ERB RubyOnRails 3.2.17 MySQL 5.6 IIS 7.5 + thin 

本サーバは既存の「GIS ひろば」や「災害復旧効率化支援システム Photog-CAD」もホストしていま

す。ﾍﾟｰｼﾞの表示ﾁｪｯｸは、Microsoft Internet Explorer 10, 各社 新版(Google Chrome, Mozilla Firefox), 

及びモバイル機器8では Apple 社 iOS 環境ブラウザ、一部の Android OS 環境で実施しました。 

                                                  
7 http://www.axmag.com/ 
8 モバイル機器では Flash 形式の代わりに HTML5 形式で表示します。 

「GIS データブック」に代わる「CIM と GIS のためのショーウィンドー」を開設
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 オープン CAD フォーマット評議会 

■「Open CIM Forum」とは 

（一社）オープン CAD フォーマット評議会（OCF）は、2014 年 4 月に CIM 専門活動組織「Open CIM Forum

（オープン CIM フォーラム）」を設立しました。国土交通省の CIM 推進に向けて示された課題とロードマップに

おいて民間開発が期待される技術的テーマを踏まえ、多くの CIM 関連ソフト・ハードのベンダーの参画を募り

つつ、個別ベンダーでは担いきれない CIM 推進の課題に対応すべく活動しています。 

【活動の基本方針】 

1. CIM 試行・導入をベンダーサイドから支援します。 

新たに CIM に取り組む際に、中立的な立場から技術的なアドバイスを行います。 

2. CIM モデル標準の開発を支援し、確実な実装を推進します。 

各方面での CIM モデル検討をベンダーとして支援し、実装を踏まえた技術的検証、及び市販ソフトウェア

への積極的な実装を推進して CIM 時代の情報流通基盤を提供します。 

具体的には、次のような活動を展開しています。 

 CIM 関連動向の情報収集、3 次元及び属性を扱う既存データ形式の活用調査と検証 

 国土技術政策総合研究所からの CIM モデル提案への対応 

 BIM の成果、IFC の活用と土木分野での実装 

 CIM セミナーの開催、データ連携デモンストレーションの企画 

 土木学会の全国 CIM 講演会での報告等 

 JACIC 事務局の CIM 技術検討会へ参画 

 九州地方整備局の CIM 検討勉強会への支援 

 

■CIM セミナー2014 の開催 

平成 26 年 11 月 5 日に「CIM 時代の CAD データ連携の将来像を探る」をテーマにセミナーを開催しました。 

 

「OCF CIM セミナー2014」  
～Open CIM Forum における CIM への取り組み～ 

◇開催趣旨 
国土交通省の推進する CIM に関して OCF では、一昨年は動向調査と既存 CAD データ形式の検証をおこな
い、昨年は CIM 対応専門組織設立の準備と同時にキックオフセミナーを開催しました。それが今年 4 月に正
式発足しました「Open CIM Forum」です。以来、以下の 2 つの基本方針を掲げて活動を続けています。 
  ① CIM 試行・導入をベンダーサイドから支援する。 
  ② CIM モデル交換標準の開発・実装を推進する。 
今年のセミナーでは、その活動報告とともに、これからの CIM モデルの方向性と CIM 時代の CAD データ連携
の将来像を探ります。 

◇会場 東京港区 

◇内容 

基調講演 CIM モデル検討の最新動向と方向性 大阪大学 教授 矢吹信喜氏 

講演 1 
OCF における CIM の取組み 
～CIM 試行業務支援活動概要と 

韓国の CIM モデル標準化活動の紹介～ 

OCF  
CIM 技術参与 

福地良彦氏 

講演 2 
建設分野における CIM データ連携への取組み 
～LandXML、IFC 等によるデータ連携～ 

OCF  
技術顧問 西木也寸志氏 

CIM 連携
デモ 

① LandXML を利用した道路事業におけるシステム連携 
② IFC 等を利用した構造物（橋梁）におけるシステム連携 
③ 点群データの建設事業における利活用提案 

OCF 会員ベンダー

◇その他：今回は同会場にて CIM 関連ソフト・ハードの展示をおこないました 
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■活動方針①「CIM の試行をベンダーサイドから支援する」 

活動方針「CIM 試行・導入をベンダーサイドから支援します」に沿っておこなっている、九州地方整備局での

CIM 試行業務支援活動について報告しました。トンネル・ダム・河川の 3 つの WG に分かれて活動しています。

これまで多くの案件は詳細設計でしたが、今後の施工段階、また維持管理分野においても支援を継続していく

予定です。 

 

 

 

■活動方針②「CIM モデル標準の開発を支援し、確実な実装を推進する」 

活動方針「CIM モデル標準の開発を支援し、確実な実装を推進します」に関連しては、国土技術政策総合

研 究 所 か ら 提 案 さ れ て い る 「 LandXML1.2 に 準 じ た ３ 次 元 設 計 デ ー タ 交 換 標 準 （ 案 ） 」 に 関 す る

OpenCIMForum での検証と、より拡大しての活用検討の状況を報告し、次に BIM の成果をもとにした土木分野

での IFC 活用の可能性について、最後に急速に普及が見込まれる点群データの概況など、なぜ今「LandXML」

「IFC」「点群」に注目しているのかの背景を説明しました。 

   

続いて、3 次元モデルを活用するにあたって避けて通れない 2 次元図面との整合に関して、具体的な表示

方法の解説や、3 次元モデルからの可視化の一つとして、COBie*の例を使ってスプレッドシートの活用を解説

しました。 

*COBie：Construction-Operations Building Information Exchange の略。BIM モデルのデータ交換基準である IFC をベースに

開発されたデータ交換標準で、設計・施工段階から運用段階へと建物の情報を受け渡すために使われるスプレッドシート形式の

データフォーマット。 
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■CIM 連携のデモ ～CIM 時代の CAD データ連携の将来像を探る～ 

◇概要 

今年は大きく 3 つのテーマに分けて、実務に沿った形で市販ソフトウェア間でのデータ連携のデモンストレ

ーションをご覧いただきました。 

① LandXML を利用した道路事業におけるシステム連携 

② IFC 等を利用した構造物（橋梁）におけるシステム連携 

③ 点群データの建設事業における利活用提案 

 

① LandXML を利用した道路事業におけるシステム連携 

[全体の流れ] 

このグループでは、道路事業において、概略・予備設計から詳細設計、施工、そして維持管理まで、主に

LandXML を活用した一連の情報連携をお見せしました。また今年は、途中、排水施設設計での活用も盛り込ん

でいます。最初の予備設計データは、同じく LandXML にて、グループ②の IFC 等を利用した構造物（橋梁）にお

けるシステム連携への入力データとなっています。 

 

[①-1]概略・予備設計 

 地形データを取り込みます。 

 線形検討（平面～縦断線形検討、横断幅員設定、法面展開）を行います。 

 走行シミュレーションによる視認性等の確認、中間点計算や巾杭計算等を行います。 

 LandXML にて、中心線形と座標データを出力します。 
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[①-2]詳細設計 

 予備設計からの中心線形と、路線測量の成果を読み込み、平面図作成、縦断の細部検討、横断設計、道路

付帯構造物設計、小構造物設計および数量計算を行います。 

 横断計画を行い数量計算を実施後、中心線形、各種座標データ、横断形状を含んだ施工用の 3 次元モデ

ルを LandXML にて作成します。 

   

 

[①-3]排水施設設計 

 排水計画に必要な 2 次元平面図とともに LandXML にて地形サーフェイスを読み込みます。地表面の標高

データにより、地盤高入力作業の手間を省くことができます。 

 詳細な標高データを 3Ｄビューアに出力することにより、地下埋設物や周囲の地形との位置関係を確認する

ことができます。  

   

 

[①-4]施工管理 

 詳細設計の 3 次元モデル（LandXML）を読み込みし、照査をして施工管理用データと情報化施工のデータ

を作成します。 

 維持管理用として工事竣工時の 3 次元モデル（LandXML）に属性をセットし完成図ともに出力します。 

 また、TS 出来形データ（実測値入り）を出力します。 
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[①-4]維持管理 

 3 次元モデル（LandXML）と完成図面（SXF）を読み込み、形状及び属性情報を確認します。 

 LandXML の情報を COBie のようなスプレットシートデータ（XLS）に出力します。 

 Gooｇle Earth で表示し、3 次元の完成イメージを確認することが可能です。 

   

 

② IFC 等を利用した橋梁事業におけるシステム連携 

[全体の流れ] 

今回、土木構造物の例として橋梁事業における連携をお見せしました。設計における上部工・下部工それぞれの

設計、施工における施工管理・出来形管理、そして維持管理における点検作業です。加えて、各段階におけるこ

コミュニケーション（関係者間の情報共有）の例も紹介しました。 

 

[②-1]上部工設計・製作 

 グループ①からの中心線形（LandXML）のファイルを読み込みます。 

 それらの設計情報から鋼橋、コンクリート橋の CIM データを作成します。 

 主構造付属物、PC 鋼材、鉄筋の干渉チェックやかぶり確認を行い不具合を防止します。 

 部材情報や施工情報(外部ファイル等)などを属性値として設定し、維持管理や補修補強に役立てます。 

 設計・施工・維持管理の各段階で CIM データを確認でき、発注者との協議や製作現場における資料として、合意

形成に効果を発揮します。 
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[②-2]下部工設計 

 グループ①からの地形と中心線形（LandXML）のファイルを読み込みます。 

 動的非線形構造解析や、VR での設計レビューを可能とし、土木設計業務をトータルでサポートします。 

 「3D 配筋 CAD」で鉄筋の干渉チェックと、衝突回避シミュレーションを行い、施工段階での手戻りの発生を防

ぎます。 

 IFC で形状や属性データを出力し、以降のフェーズでの情報共有化を図ります。 

  
[②-3]出来形管理 

 上部工設計から線形・横断と図面データを読み込みます。 

 3D モデルの確認と必要な作成、出来形管理の設定を行い、出力した基本設計データを TS と接続した現場

端末に取り込みます。 

 TS を用いて施工の出来形を計測し、現場端末で設計と実測の差分が規格内であることを確認し、設計・実

測値入りの施工管理データ XML を出力します。 

 CAD に施工管理データを取込み、提出帳票・図面を作成します。 

  

 

[②-4]コミュニケーション 

設計・施工・維持管理の各段階でコミュニケーションツール活用を提案します。 

 設計照査：分割された各設計（地形/橋梁上部工/下部工）の IFC データを合成して、不整合が発生してい

ないか 3D 形状を確認します。 

 進捗管理：工程を入力し、施工手順をグラフィカルに表示します。 

 維持管理：点検結果を注記として登録し、エクセルによる連絡シートを出力します。 
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③ 点群データの建設事業における利活用提案 

[全体の流れ] 

設計・施工・維持管理の各段階での点群データの活用提案をおこないました。 

 

[点群取得機器] 

「地上レーザー計測」、「MMS（モービルマッピングシステム）」、「UAV（無人航空写真測量）」などから点群を取得

します。 

 

 

[③-1]点群処理 

 点群取得機器で取得したデータを取り込みます。 

 フィルタリング機能を使ってノイズを除去し、地表面の抽出等、設計検討に必要な現況データを抽出します。 

 現況の距離計測や体積確認も可能です。 

 点群データとしての出力のほか、TIN データを作成して LandXML 出力ができます。 

 またデータ閲覧配布用にビューア付きオリジナルファイルとしての出力も可能です。 
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[③-2]設計段階 

 詳細現況地盤（フィルタリングされた点群データ）と、概略・予備で作成した線形データ（LandXML）を読み込み

ます。 

 両者を重ね合わせ、縦横断・土量を詳細現況地盤モデル上で確認し、再検討・再計算します。 

 

  

 

[③-3]施工段階 

 点群取得機器で取得したデータを取り込みます。 

 施工段階における土量の出来形・出来高をレーザ測量データの時点の差分で算出しました。 

  

 

[③-4]維持管理 

・  点群取得機器で取得したデータを取り込みます。 

・  必要な点群データのみを抽出し、舗装の補修計画のための現況詳細形状を分析しました。 
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 Civil ユーザ会 

 
Civil ユーザ会 (CIVIL USER 

GROUP, 略称 CUG）とは、土木分

野における 3 次元モデル利活用促

進を行い、ＣＩＭ施策の円滑な導入

に寄与することを目的とし、平成

25 年から本格的に活動を開始した

任意団体である。（ https://cim-

cug.jp/ 図１参照のこと） 

活動内容としては、ＣＩＭ推進の

為に、ソフト、ハード両面から支援

していくことを念頭に置き、ＣＩＭ

普及のための情報提供やＣＩＭの

人材育成などを進めるため、毎月 1

回の全体会合を持ち、さまざまな情

報交換を行っている。 

現在は、東京の本部を中心として、

大阪・札幌・広島の 3 支部がそれぞ

れの地域で、本部と連携を図りなが

ら、積極的に活動を進めている。 

 

  
参加者の所属は、調査会社・測量会社・設計会社・施工会社・ベンダーなど、多岐にわたりＣＩＭへの

取り組みや、相談窓口として活動の幅を広めている。 

 ＣＩＭ推進には、ハード面などの環境整備や、環境構築はもちろんのこと、ソフト面でのアプリケーシ

ョンの環境整備状況やアプリケーションの利用方法、活用方法が重要であり、ＣＵＧ全体での活動はこれ

らを包括的に推進していくことを主眼において進めている。 

 
活動をはじめて、すでに 2 年が経過し、現在の登録者数は 600 名を超える利用登録者がいる。 

フォーラムという形式の掲示板を設け、「ＣＵＧ活動報告」という基本方針掲示板から始まり、「３Ｄ部

品ＳＷＧ」まで、全 14 のフォーラムを運営している。（図２） 

※ このうち「３Ｄ部品ＳＷＧ」での活動は、本報告書の 3.5 3 次元モデルパーツ整備促進のところで

詳しく述べることとする。 

 

図 2 ＣＵＧで運営している１４のフォーラム 

図 1 Ｃｉｖｉｌ Ｕｓｅｒ Ｇｒｏｕｐのサイト 
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 平成 26 年の 8 月に、ＣＵＧ認定のＣＩＭインストラクター4 名が誕生した。（図３） 

 インストラクターは様々な講習会への支援やＣＩＭ推進のための重要な人材とＣＵＧでは位置づけて

おり、今後、さらにこれらＣＩＭ推進のために寄与する人材を増やし、ハード・ソフト面のみならず、人

材面でもその活動を広げようと日々活発に活動している。 

 

図 3 4 名のインストラクター 

 
 なお、ＣＵＧへの参加については、上記ＣＵＧサイトから会員登録する必要があるので、是非興味のあ

るかた、ＣＩＭ推進への協力者は積極的な会員登録を希望する。 
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 日刊建設通信新聞連載状況（CIM の道筋「CIM 技術検討会の目線」） 

 技術検討会の各メンバーにて進められている技術的検討の 新動向、また、技術検討会の平成 26 年度

検討テーマの進捗状況と主たる成果等を外部発信するため、日刊建設通信新聞において、平成 27 年 2 月

から 5 月にかけて計 12 回の連載を行った。 

 

テーマ 担当 主な寄稿内容 連載時期

①技術検討会が進める平成 26 年度

の議論のポイントとは 
JACIC 

・重点検討テーマ、検討工程等 

・制度検討会との連携状況 
2 月 4 日

②設計段階での成果と今後の課題 建コン協 設計段階での成果と今後の課題 2 月 18 日

③３次元地形モデル作成に関る新

たな計測技術 
全測連 オブリークカメラの紹介等 2 月 25 日

④ ～⑥施工段階での活用状況 日建連 

(株)安藤・間の活用紹介 3 月 4 日

(株)大林組の活用紹介 3 月 11 日

(株)フジタの活用紹介 3 月 18 日

⑦3次元モデルパーツ整備の状況 CUG 
・団体の活動概要 

・試験公開の状況 
3 月 25 日

⑧国際動向（その１） JACIC 欧州 CIM 技術調査 2014 報告 4 月 1 日

⑨国際動向（その２） IAI 日本 building SMART トロント会議 2014 報告 4 月 8 日

⑩維持管理段階でのデータ活用の

検討方向性 
JACIC 産学官 CIM 検討概要等の報告 4 月 15 日

⑪モデルＬＯＤ（詳細度）の検討の

紹介 
JACIC LOD の概念と検討事例の紹介 4 月 22 日

⑫人材育成 JACIC 「熊本大学との共同研究」成果概要 5 月 13 日
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6.  CIM 技術検討会の平成 26 年度活動報告 

 
 平成 26 年度活動方針（検討テーマの決定） 

 
前年度の平成 25 年度報告書で抽出・整理した「CIM 導入に対しての現状課題」と「技術検討ロード

マップ（平成 24－平成 28 年度）」をもとに、平成 26 年度に重点を置いて取り組むべき検討テーマおよ

び平成 26 年度の到達目標を、第 7 回技術検討会（平成 26 年 10 月 1 日）において意見交換した。 

 
下表の課題は、建設業や建設コンサルタント業等で実際に設計、施工を現場で進めていく立場から CIM

導入の技術的課題や制度上の問題点等について、取りまとめたものである。CIM 導入に対しての現状の

課題は技術的なものだけでなく、契約制度や費用負担、監督・検査のあり方等制度的なものもある。 

また、技術的な課題も、産側である検討会だけの対応だけでなく、発注・監督・管理等の場面で実際に

CIM モデルを活用する立場である国土交通省、官側との意見交換などが求められるものもある。 

 
■ CIM 導入に対しての現状課題（平成 25 年度報告より） 

 項  目 課題内容 

CIM モデル(データ)

の運用 

・モデルの精緻さ・精度、描画のルール 

・工種、利用目的等に応じたモデルの使い分け 

・各フェーズ間のデータ交換・モデル継承のルール 

・属性情報の記録ルール 

・データ管理運用マネジメント(CIM マネージャー) 

・データフォーマットの統一 

・国際的なルール作りへの取り組み 

CIM の効果を発揮

するため発注者（管

理者）、設計者、施工

者等の連携のあり方 

・CIM 導入が有効な場面、工種、規模等の明確化 

・フロントローディングが有効な項目の明確化 

・発注者だけでなく受注者がメリットを感じられる仕組みの構築 

・設計施工一括発注等での効果検証 

・計画から設計、施工、維持管理までの各プレーヤの連携方法 

・情報化施工とのデータ交換のあり方 

・CIM 導入に対応した契約、監督・検査、設計変更等のあり方 

人材育成やハード・

ソフトの整備 

・3D ソフトやツールやデータ（部品）群の充実 

・3D モデルの作成や操作を円滑に行うための人材育成 

コスト負担のあり方 ・CIM 導入のためのハード・ソフトの初期投資 

・モデル構築や運用にかかるコスト負担 

 
平成 26 年度に重点を置くべき検討テーマとして、技術検討会の各メンバーによる取り組み方針を 大

限考慮するとともに、制度検討会をはじめとする官側とのより綿密な連携を確保したうえで、平成 28 年

度の『CIM 導入ガイドライン策定』を推進していくとの方針のもと、６つのテーマを決定した。 
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■ 平成 26 年度の検討テーマ、到達目標 

①施工案件を通じた設計者・調査者とのモデル構築に関する意見交換               

H26 目標 ・施工段階で利用する情報を基に、調査・設計の各段階で構築すべきモデル精度を検討 
・調査・設計から施工への連携（流通）に必要な属性情報の整理          

②維持管理でのＣＩＭモデルデータ利活用に関する検討                  

H26 目標 ・維持管理に必要な属性情報の整理（維持管理の実態、ニーズ把握をもとに）  
・施工案件を通じた施工情報から維持管理初期モデルへの検討  

③モデルのＬＯＤに関する検討                              

H26 目標 ＬＯＤ検討に資する基礎材料（叩き台となる情報）を整理したうえで、ＬＯＤの考え方等
の議論・検討に着手 （国交省ＢＩＭガイドライン等の考え方も参考に） 

④３次元モデルのパーツ整備促進 

H26 目標 ＣＵＧ活動成果（部品集サイト開設、部品作成要領の整理等）と連携、情報共有 

⑤国際動向 

H26 目標 導入事例、契約方式、モデルの運用、標準化の国際動向を整理 
（土木学会 CIM 欧州技術調査 2014、building SMART トロント会議、 
                         社会基盤情報標準化委員会等） 

⑥人材教育（育成） 

H26 目標 先導的事例をもとに、ＣＩＭを利用する上で参考となる情報を組み込んだ実務者向け手
引きとして 取り纏め 

 
 検討テーマ①「施工案件を通じた設計者・調査者とのモデル構築に関する意見交換」 

平成 24 年から試行業務として、設計段階におけるＣＩＭ対応業務が出されてきたが、施工者の意見

や調査者の意見を設計段階における試行業務で、意見交換できる場がなかった。 

 そのような状況では、本来ＣＩＭが目的の１つとしている形状や属性といったＣＩＭデータの流通に

支障が生じるのではないかという懸念から、日本建設連合会が中心となり、すでに施工している実施工

ＣＩＭ案件を確認しながら、設計者や調査者と会話をすすめ、施工ＣＩＭモデルを設計段階で、あるい

は調査段階で作成することができるかと言うことを目的とした会議を進めた。 

本来、このような建設プロセスが異なる者同士の「打合せ」はいままで疎遠であり、今回が初の試み

であった。 

 
 ＣＩＭ導入を進めるものが集まり、従来の垣根を越えて、真剣な会議が進められた。日本建設連合会

と建設コンサルタンツ協会が中心となり、平成 26 年 10 月から 3 回程度打ち合わせを重ね、次頁にある

ような、「ＣＩＭトンネルモデル作成ガイドライン（案）Ｖｅｒ0.3」を作りあげ、継続して会議を開催

しているところ、平成 26 年 12 月 4 日に国土交通省が、「産学官ＣＩＭ」の実施を発表し、その中のト

ンネル工種で、本取り組みの意向が理解された取り組みとして、指定を受けた。 

 
 産学官ＣＩＭの取り組みをうけ、従来、日本建設連合会と建設コンサルタンツ協会との合同検討ＷＧ

チームだけの取り組みという枠組みから、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

ープン CAD フォーマット評議会などの、ＣＩＭ技術検討会のＳＷＧとして再編成され、平成 27 年 1 月

から正式に、ＳＷＧとしての活動をスタートさせた。 

 
 この取り組みは、平成 28 年度から国土交通省が目標としている「ＣＩＭ導入ガイドライン」トンネ

ル工種への成果の反映が期待されており、関係者がさらに議論を真剣に加速させ、平成 27 年度には

CIM トンネルモデル作成ガイドライン（案）を Ver0.3 から 1.0 にまで内容を充実することになってい

る。                文責：日本建設業連合会 杉浦伸哉（株式会社 大林組） 
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平成 27 年 1 月 20 日 

CIM トンネルモデル作成ガイドライン(案) Ver0.3 

 

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 

一般社団法人 日本建設業連合会 

合同検討 WG 

 

このガイドラインは、設計されたトンネル構造物のモデル・データを、

CIM(Construction Information Modeling)の考え方を用いて、施工側で効率的に利用す

ることを目的に、設計側でトンネルモデルを作成するための考え方、手法などをまとめ

たものである。 
 

１．事前準備 

(1) 地理座標系・単位 

 

 

 

 
設計成果の一部には、日本測地系を利用するものも多いが、今後作成される測量成果・計測デ

ータは、世界測地系であり、その都度、日本測地系に変換する作業が必要となり、間違いの原因

となる可能性が高い。このためモデル・図面を作成する際の地理座標系は、世界測地系に統一す

ることする。また、これに伴い図面の作図は、実寸(スケール 1:1)のｍ(メートル)単位とする。 

 
(2) 現況地形に用いるデータ 

 

 

 

 
国内で利用可能な地形データは、国土地理院 5m メッシュ標高、10m メッシュ標高の他、図面

に記載されている等高線、標高値などがあるが、トンネルで利用する標高は、高い精度を必要と

していないが、広いエリアを必要とする。国土地理院 5m メッシュ標高は、一部カバーしていな

い地域があるが、10m メッシュ標高は、日本全域をカバーしている。 

坑口の設計では、10m メッシュでは精度が不足する場合があるため、現場で必要な精度の地

形データを準備し利用する。 

 
２．モデルの作成 

 

 

 

 
トンネルモデルでは、以下の形状を作成する。 

・現況地形    サーフェス(面 - tin 形式) 

・トンネル(本体、避難坑、誘導路) 

  コリドー(オブジェクト)、コリドーサーフェス(面-tin 形式) 

作成するモデル・図面において使用する座標系は世界測地系、使用する単位系はｍ(メート

ル)に統一する。 

トンネルのモデル作成に利用する地形データは、国土地理院 10m メッシュ標高を基準とす

る。坑口や近接構造物など、精度が必要とされる場合は、レーザプロファイルデータなど詳

細な地形データを利用する。 

作成するトンネルモデルは、現況地形・トンネル(本体、避難坑、誘導路)、トンネル坑口、地質構

造、その他構造物とする。作成にあたっては、施工で利用することを念頭においた形状とする。ま

た、詳細な構造は 2 次元図面にて補完する。 
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平面線形・縦断線形 

断面形状（支保パターン）－トンネルの形状がわかる外形のみを作成。 

作成原点－道路中心線と SL の交点 

ロックボルトは、支保の属性として作成し、形状を作成しなくてよい。 

トンネル内での支保パターンがわかること 

 
・地質構造 

 地質断面図  パネルダイヤグラム 

 地層モデルについては、今後の検討を進める。 

 
・坑口  5m メッシュや詳細な測量データを用いて、別紙を参考に、3D Polygon として作成する。 

掘削土量についても、別途定める土量算出手順に従って算出する。 

・その他構造物 

補助工法 － 補助工法ごとに適用対象範囲を 3 次元エリアとして表示する。 

近接構造物 － 位置と形状がわかるように表現する。3 次元エリアまたは、2D での範囲でもよ

い。 

  
[注意] その他構造物については、維持管理の観点から、要求される精度があれば見直す。 

 
３．2 次元図面 

3D モデルでは、施工に必要な 低限の情報を作成することとしているため、詳細は、2 次元図面と

して補足する必要がある。 

・支保パターン詳細 

・断面図 

・線形計算書、縦断線形表（線形座標図） 

 
４．モデルの交換・利用方法 

(今後の検討課題) 

 
５．その他 

（未定） 

 

 
[注意事項] ソフト(Autodesk Civil 3D)固有の問題 

・現況地形データの位置 

 現況地形データの絶対位置を保持したまま引き渡さないと、現況地形の変更（編集）はできない 

 ⇒変更させないために、引き渡さないことも必要か 

  この場合、現況地形作成後、LandXML か Geotiff 形式として再度、現況地形の作成が必要 
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 検討テーマ②「維持管理での CIM モデルデータ利活用に関する検討」 

  
この検討は、実際の施工案件を通じて、維持管理段階で必要とされる情報と、CIM モデル（3 次元モ

デルとそれに関連する属性情報）との連携方法などを整理するものである。 

CIM の概念は、調査・設計～施工～維持管理の各段階において、CIM モデルを共有、連携し、活用す

ることで、一連の建設生産システムの効率化・

高度化を図るものである。 

維持管理段階では、上流側の調査設計～施工

段階にて共有、連携、活用された CIM モデル

をいかに有効に再活用するか、といった検討が

求められる。特に、施工段階では、出来形、品

質管理等の情報とともに、トンネル工事であれ

ば、地山、湧水状況等の工事記録情報が発生す

る。このような情報は、維持管理段階において、

損傷、変状等が発生した際、原因究明の手がか

りに成り得る。このような重要情報を特定し、

どのような方法で CIM モデルと連携させると

維持管理場面で有効なのか、といった視点での検討がポイントとなる。 

これらの検討の一環として、産学官による CIM 検討が国土交通省主導のもと、平成 26 年 12 月に始動

した（第 2 章「2.1.1 産学官による CIM の構築」参照）産学官による CIM 検討では、過年度より実施し

ている CIM 試行事業から、橋梁、トンネル、ダム、河川の 4 分野について 5 件の現場を選定し、試行の

取組みで生じている課題への支援を行うとともに、実際に活用している CIM モデルについて、調査・設

計～施工～維持管理の各段階における共有、連携、活用等の考え方を整理していくものである。各分野に

対して、土木学会（学）、試行事業を担当する国土交通省の関係局・事務所等（官）とともに、技術検討

会の関係団体(産)がメンバーとして検討会に参画している。 

各分野における検討会は、平成 27 年 1 月からスタートし、試行を担当する国土交通省関係事務所から

取組み状況、産側から施工モデ

ルの現場での活用状況等が報

告され、今後の進め方等につい

て意見交換がなされた。維持管

理段階での CIM モデルの考え

方等に関する議論は平成 27 年

度に本格化していくこととな

る。 

産側からは設計・施工 CIM モ

デル（シーズ）等の提供、官側

からは維持管理におけるニー

ズ、学側からはシーズとニーズ

をマッチングさせるためのア

ドバイス、このような 3 者各々

の立場から意見を出し合った

うえで、維持管理段階での効果

的な CIM モデル活用の方向性

が整理されていくこととなる。 

 

トンネルＣＩＭの４段階モデル（熊本大学・小林一郎教授資料より） 

トンネルＣＩＭの検討イメージ 
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 検討テーマ③「モデルの LOD に関する検討」 

 
 LOD の検討は、調査・設計～施工～維持管理

の各段階や使用目的に応じた 3 次元モデル形状

の構築度、付与する属性情報等を整理するもの

で、国土交通省が平成 28 年度に策定を目指して

いる『CIM 導入ガイドライン』の基礎情報とな

る。 

 橋梁の設計であれば、概略設計段階では 適な

ルート選定を目的としており、その後の予備設計

では上部工、下部工、基礎工の 適な形式や基本

的な橋梁の諸元決定を目的としている。詳細設計

段階に入ると、工事に必要な詳細構造の設計図面

に加え、設計計算書などを作成することとなる。 

 CIM モデルも同様に、目的に応じたモデル形

状、属性情報などの目安（LOD）を設けることに

よって、CIM モデルの作成条件に関連する受発

注者間の認識が共通化できるとともに、業務目的に応じた適正な CIM モデルの作成も可能となる。これ

は施工、維持管理段階でも同じである。 

 LOD に関する検討は、①地形モデル、②構造物モデルの形状、③モデルに付与すべき属性情報と３つ

の観点での整理が必要であると考えられる。 

 
①地形モデル 

 使用目的に応じた効果的かつ効率的な地形モデルの目安   

 ・形状：TIN サーフェースモデル 

／デジタル標高モデル(DEM)  

／ボクセルモデル 等 

 ・使用する数値地図：10m ﾒｯｼｭ 

／5m ﾒｯｼｭ 

／LP ﾃﾞｰﾀ 等 

 
②構造物モデルの形状（モデル構築の精度） 

 事業段階、使用目的に応じた効果的かつ効率的な形状の目安 

 ・対象：本体、本体付属物（接合（補強）部材等）、付属物（検査路、配水管等） 

 ・形状の目安：概略形状／外郭形状／詳細形状（形式、寸法等） 

 
③各段階で付与すべき属性情報 

 下流側の段階で利用する情報を基に、モデルに付与する情報、紐付け（リンク付け）する情報、不要な

情報を検討 

 

 

 

 

橋梁の CIM モデルの流れ（イメージ） 

地形モデルのイメージ 
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技術検討会では、LOD の議論に

当たり、平成 26 年度は国内外の検

討事例を収集した。 

米国建築家協会（AIA）では、3 次

元モデルが持つ形状や属性情報の

詳細度を明確にすることにより、利

用者の目的に沿った 3 次元モデル

を作成するための指針として、分類

している。図は鉄骨柱の LOD 別の

用例である。鉄骨柱を設計していく

過程で、 初の概略形状は LOD100

から始まり、LOD200、LOD300、

LOD350 と数値が大きくなるほど、

CIMモデルが詳細になっていく。溶

接やすべての組立部材まで含めた

場合、 終形状である LOD400 に

至る。 

国内では AIA の事例も参考に、平

成 26 年度の JACIC 助成研究にお

いて、河川構造物（樋門）の LOD を

「Level of Detail」と位置付け、モ

デルを表現する際の詳細度が検討

されている。 

 また、産学官 CIM の橋梁 CIM の

第 1 回検討会では、橋梁支承におけ

る形状の検討事例が国土技術政策

総合研究所 防災・メンテナンス基

盤研究センターメンテナンス情報

基盤研究室より報告された。 

技術研究会ではこれらの検

討事例を参考に、橋梁、トンネ

ル、河川などの各段階における

LODの考え方を平成27年度か

ら本格的に議論（意見交換）し

ていく。今後の議論で大事なこ

とは、単なるモデル形状のみの

議論に留まらず、CIM モデルを

利用する目的、利用者をしっか

りと整理した上で、３つの観点

（①地形モデル、②モデルの形

状、③属性情報）をもとに、LOD

の目安を考えていくことであ

る。 

 

AIA(American Institute of Architects)における鉄骨構造の LOD 用例 

河川構造物３次元モデルにおけ LOD の研究事例 

橋梁支承の 4段階の作り込みレベルの例（産学官 CIM 橋梁 CIM 資料より） 
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 検討テーマ④「3次元モデルのパーツ整備促進」 

民間団体レベルでのＣＩＭ推進の活動状況 ～ＣＵＧの活動と部品サブワーキングの活動～ 

 
「第 4 章 技術検討会の各メンバーの活動状況の 4.9」にて紹介したＣＵＧ（CIVIL USER GROUP）

では、ＣＩＭ推進を促進するために１４のフォーラムを立ち上げ、それぞれが、ＣＩＭ推進の為に、主に

技術的な要素として必要な情報を意見交換しているが、今回そのフォーラムの一つとして、3 次元部品Ｓ

ＷＧを立ち上げた。（図１） 

 

図 1 ＣＵＧにおける 3 次元モデルの公開サイト 

SWG は、2014 年から活動を始め、この 1 年間で 3 次元モデル専用サイトを立ち上げ、さらに、3 次

元部品に関するＬＯＤの考え方についても、検討を進めている。 

ここでは、この 3 次元部品ＳＷＧの活動について紹介する。 

ＣＩＭを進めていくために必要なモデル作成で、すでに部品が整備されていたらとても便利ではない

かとの思いから、ＣＵＧ参加の中から有志 9 名が集まり、3 次元部品に関する様々な議論を行った。 

まず 3 次元部品を集めて、どのように利用してもらうかを検討した。その結果、まだ数は十分ではな

いものの、ＣＵＧサイトに 3 次元部品ダウンロードサイトを構築し、そこに参加有志が作成したものを

公開することから始めることになった。 

ＣＵＧサイトに会員登録すると 3 次元部品がダウンロードできる仕組みになっている。 
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このサイトを構築する際に、有志メンバーで話し合ったことがある。部品のＬＯＤに関してだ。ＣＩＭに

ついてのＬＯＤはまだ公式の場で議論が進んでいないため、ＬＯＤに関する情報が乏しいが、我々3 次元

部品ＳＷＧでは部品のＬＯＤを以下のように考えた。 

まず部品ＬＯＤのレベルを１００・２００・３００・４００と考え、１００は、単一形状で表現されボ

リューム感が認識できるものとして位置付けた。以下２００は単一形状と影響エリアが直方体レベルで

表現されるもの、３００は各部詳細形状まで表現され、球体としての影響範囲が確認できるもの、４００

はモデルの 大動作範囲を詳細形状として表現し、その動作範囲が影響範囲として表現されるなどを表

現されるものとした。 

５００については、維持管理段階で必要

なものとして考えてみたが、本当にこのレ

ベルが必要か否かについては、これから、

たくさんの事例を見ながら検討していく

必要があると思われる。（図２） 

 いずれにしても、部品レベルであって

も、このようなモデルのＬＯＤを加味した

利用方法が今後のＣＩＭ推進には重要な

要素としてさらに検討を進めていかねば

ならない。 

3 次元部品ＳＷＧでは、今後この部品サイ

トを積極的に活用できる環境を整えるべ

く、3 次元部品モデル作成ガイドライン

（案）なども整備し、より一層ＣＩＭ推進

のための基盤を作れるよう、活動に励んで

いく予定である。（写真１） 

図 2 部品ＬＯＤの考え方（案） 

 

 

写真 1 3 次元部品ＳＷＧ会議の様子 

 
ＣＵＧ 3 次元部品ＳＷＧ参加者氏名（新・石川・石倉・糸田川・小島・後藤・杉浦・長谷川・山村 計

9 名 あいうえお順） 

文責：ＣＵＧ 3 次元部品ＳＷＧ幹事 杉浦伸哉・長谷川充 
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 検討テーマ⑤「国際動向」 

土木学会の欧州 CIM 技術調査 2014、buildingSMART トロント会議等の情報をもとに、導入事例、契

約方式、モデルの運用、標準化などの動向を把握するものであり、「2.4 国際動向」等の報告を参照され

たい。 

内   容 報告箇所 

土木学会 欧州 CIM 技術調査 2014 3.3.1（16～17 ページ） 

buildingSMART 国際会議報告 3.3.2（18～20 ページ） 

2014 米国における CIM 技術の活用状況調査報告 5.3  （43～49 ページ） 

 

 検討テーマ⑥「人材育成（教育）」 

 平成 24 年度から全国 11 箇所ではじまった CIM 試行業務（設計）は、約 2 年半経過した現在、CIM 試

行業務は約 40 件、また CIM 試行工事は約 50 件

と全国津々浦々の現場に展開してきている。それ

に伴い、CIM に携わる国土交通省職員、また業務・

工事の受注者など関係者の増加と、その裾野は広

がりを見せてきている。 

しかし、その裾野の広がりが、CIM の内容の理

解向上に繋がってきているかというと、必ずしも

そうとは言えない。平成 25・26 年の土木学会 CIM

講演会参加者へのアンケートを見ると、「CIM の

内容までよく知っている」が 30～40％程度に留ま

っており、また、CIM を導入するうえでの課題と

して、「CIM に関する人材育成・教育」、「CIM 知識・技術」が上位をしめる。人材育成・教育が、CIM

の普及に必要不可欠なテーマだと言える。 

CIM の人材育成・教育については、さきほどの土木学会

CIM 講演会、また民間団体等による 3 次元 CAD 講習・研修

などの機会とともに、CIM の活用事例、特に一つの事業に

CIM を活用した体験事例を通じて、CIM を身近なものとして

学んでいくアプローチも必要である。 

そのような背景のもと、熊本大学大学院自然科学研究科（小

林一郎教授）と JACIC で、人材育成に関する共同研究を行っ

た。関係者の合意形成を図りつつ迅速に進める必要があった

河川激特事業（曽木の滝分水路事業）での CIM 活用事例を

「CIM を学ぶ」として報告書に取りまとめた。ここで も特

徴的なのは、地元自治会、市、設計コンサルタント、施工会社、

学識者、国土交通省（事業者）等関係者が多岐にわたる建設事

業での合意形成において、各検討段階に適したモデルを作成

し、それを効果的に活用したことだ。景観検討等に対して関

係者が思い描く姿が、可視化されたモデルを媒体として的確

に意思表示でき、それらが全員に共有されながら比較案の検討等へとスパイラルアップしていった。合意

形成の過程において、3 次元 CAD を主体的に活用するとともに、各場面の対象者、目的に応じて、3 次

元 CAD から派生させた模型モデルなどを作成、活用した。CIM とはモデルを駆使すること、またマネ

ジメントであることを学べる活用事例である。（（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）のホームペ

ージで平成 27 年 6 月より公開予定） 

CIM 講演会アンケート 

報告書（河川激特事業における CIM の活用記録） 
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7.  CIM 導入へ向けた提案 

 
 CIM 制度検討、平成 27 年度 CIM 試行事業への提案 

（１） CIM 導入に対しての現状課題への対応状況 

 第 5 章で挙げた「CIM 導入に対しての現状課題」に対し、産学官 CIM、技術検討会の平成 26 年度検

討成果などによる対応状況を下表のとおり整理した。 

制度検討等との連携した検討が求められる着色項目につき、「（２）CIM 制度検討、平成 27 年度試行事

業への提案」として考慮した。 

CIM 導入に対しての現状課題 

（CIM 技術検討会 平成 25 度報告より） 

産学官 CIM、技術検討会等による

対応状況 

CIM モデル

（データ）

の運用 

モデルの精緻さ・精度、描画のルール 
事例など整理中（中長期に応じた

検討） 

工種、利用目的等に応じたモデルの使い分け 検討中（検討テーマ①） 

各フェーズ間のデータ交換・モデル継承のルール 
事例など整理中（中長期に応じた

検討） 

属性情報の記録ルール 
属性情報の検討状況に応じて進め

る（中長期に応じた検討） 

データ管理運用マネジメント(CIM マネージャー) ★制度検討との連携検討を要する

データフォーマットの統一 
（OpenINFRA として IAI 日本で対

応中） 

国際的なルール作りへの取り組み 
（OpenINFRA として IAI 日本で対

応中） 

CIM の効果

を発揮する

ための発注

者（管理

者）、設計

者、施工者

等の連携の

あり方 

CIM 導入が有効な場面、工種、規模等の明確化 
（試行事業、産学官 CIM 検討等を

通じ検証中） 

フロントローディングが有効な項目の明確化 
（試行事業、産学官 CIM 検討等を

通じ検証中） 

発注者だけでなく受注者がメリットを感じられる仕

組みの構築 
（各団体等で取組み中） 

設計施工一括発注等での効果検証 （中長期に応じた検討） 

計画から設計、施工、維持管理までの各プレーヤの

連携方法 
★制度検討との連携検討を要する

情報化施工とのデータ交換のあり方 （試行事業等を通じ検証中） 

CIM 導入に対応した契約、監督・検査、設計変更等

のあり方 
（試行事業等を通じ検証中） 

人材育成や

ﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄ

の整備 

3D ソフトやツールやデータ（部品）群の充実 （OCF、CUG 等にて対応中） 

3D モデルの作成や操作を円滑に行うための人材育成 ★産官連携した取り組みを要する

コスト負担

のあり方 

CIM 導入のためのハード・ソフトの初期投資  

モデル構築や運用にかかるコスト負担  
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（２）CIM 制度検討、平成 27 年度 CIM 試行事業への提案 

平成 26 年度は、CIM 導入に向けた中期目標である「CIM 導入ガイドラインの策定」に向けて、「産学官

による CIM の構築」など、節目となる取り組みが始まった年度であった。 

今後は、この「CIM 導入ガイドラインの策定」に向けて、優先すべき検討テーマを選定し検討会各団体が

一体となって検討を進めていくとともに、CIM 制度検討会とも更なる綿密な連携が必要とされてきている。 

そのような制度検討と連携した取り組みを推進していくうえで、CIM 制度検討、また平成 27 年度の試

行事業に対して必要な提案事項を、以下に取りまとめた。 

 

① 全体モデルの活用・検証 
 ・これまで個々の構造物単位で実施されていた試行も、事業全体を俯瞰する目的で全体モデルを作

成し、事業マネジメントに活用するような試行も出てきている 

・このような試行においては、モデルのデータ管理、目的・用途に応じたモデルの利用方法の提案、

受発注者間のコミュニケーションツール等、事業者（発注者）への支援策も含めた CIM の活用に

ついて産学官 CIM 等を通じた検証、整理とともに、CIM のプロジェクトマネジメントへの適応

性、CIM マネージャーの活用の方向性等への検討の展開を提案する 

  

 

② 維持管理に関する試行（業務・工事）の拡充 
 ・既設構造物の補修・補強等をはじめとする維持管理工事（作業）について、CIM の活用目的・場

面、活用箇所を明確にしたうえで、試行を拡充するとともに、その試行現場を通じて、GIS、また

モニタリング技術等との連携・活用等、検討の深化を提案する 

・また、設計・施工段階の試行案件を通じて、維持管理段階へのモデル連携の検討を進めている産

学官 CIM について、CIM の活用事例がまだ少ない維持管理の検討は、官側から提供される現場

ニーズと、産側から提供される設計・施工モデル（シーズ）等が必要不可欠であり、各者一体と

なり実効ある成果を目指していきたい 

  

 

③ 人材育成の推進 
 ・平成 28 年度ガイドラインの円滑な導入に向けて、CIM を活用できる人材のボトムアップを図る

ことが必要であり、これまで CIM 技術検討会等の関係団体で進めている３次元モデリングの研修

等の拡充とともに、CIM の活用方法、活用手段等の機会提供も重要な役割だとの認識である 

・このような機会を礎に、受発注者各々が CIM を理解したうえで、各々の役割に応じて効果的に活

用していくことが CIM の普及、展開に必要不可欠であり、産官連携し一体となった取組み、推進

をお願いしたい 

  

 

④ 平成 28 年度ガイドライン導入に向けた試行事業の拡充等 
 ・平成 28 年度ガイドライン導入にあたって、試行事業を通じた検証の継続とともに、設計・施工箇

所の現況地形のモデル作成等、簡易なことからはじめる試行事業も、CIM の経験が浅い建設コン

サルタント等への支援として有効であり、支援策の拡充を提案する 

・また、地方ゼネコン等工事の一部で手立てされている支援業務も、モデル修正等に伴う受注者の

負担軽減、また CIM の習熟として有用であり、その継続、拡大を提案する 
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 CIM 技術検討ロードマップ 

平成 26 年度は、前年度に見直したロードマップを基に、所定通りの進捗が達成できた。 

平成 27 年度は、制度検討との連携として、産学官 CIM 検討とともに、土木工事数量算出要領改定

（3 次元 CAD による体積算出）、工事監理の効率化（計測、監督検査等）に注力し検討を進めていく。 

【制度検討 中期目標（国土交通省）】 
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8.  おわりに 

CIM技術検討会における今後の活動は、CIM制度検討会と更なる綿密な連携が必要とされてきている。 

そのような状況のもと、平成 26 年度報告を終えるにあたり、産学官 CIM 検討等で現地を担当して頂

いている国土交通省の事務所関係者より寄稿頂いた。 

 

近畿地方整備局 近畿技術事務所長 宮武 一郎 （前 北陸地方整備局 千曲川河川事務所長）

 
「近年、コンピュータや通信技術などの情報化分野で急速な技術革新を背景に、建設産業でもこれらの

情報通信技術を活用し、合理的な建設生産システムの導入・普及の促進により、労働集約型産業から知

識・技術集約的産業へ、そしてより魅力的な産業へと変革していくことが期待されている。」 

これは、私が国土交通省総合政策局公共事業企画調整課に在籍した平成 24 年 3 月に出された「TS を

用いた出来形管理要領」等のまえがきの冒頭の一文です。現在の CIM に対する取り組みは、この冒頭の

一文とその考えを同じくするものと思っています。 

そうした中、平成 25 年 4 月に赴任した北陸地方整備局千曲川河川事務所において、CIM について二

つの築堤事業で試行を行いました。ひとつは千曲川左支川犀川 57.5km 左岸付近の荻原地区において、も

うひとつは千曲川 60.0km～62.5km 左右岸付近の屋島・福島地区においての試行です。これらは平成 26

年度より 2 カ年で予定されている産学官による CIM 構築の検討箇所になっており、検討委員会において

その試行結果を報告させて頂きました。そこで、その一部を紹介したいと思います。 

設計においては、CIM への活用が期待される地上レーザによる測量成果を反映した 3 次元形状データ

は従来の測量成果により把握できる地形に比べてより実際に近い形状が把握できる、3 次元化されること

により従来であれば顕在化し難かった図面間の不整合の発見に寄与する、また、関係機関との協議や地元

関係者への説明に有用な手段となる可能性がある等が確認できました。 

施工においては、2 次元の図面では確認が難しかった護岸断面のすりつけ形状がより具体化することに

より設計照査が充実し施工の手戻りの抑制が期待される、護岸施工時における仮締切堤の施工や瀬替え

の手順、また、地元より要望のあった堤脚水路を先行させた施工について施工上不具合が発生しないこと

も確認ができ、施工計画や仮設工への寄与が期待できる等が確認できました。情報化施工との連携につい

ては、私自身は途中異動となったため、情報化施工に必要な

データの作成までにとどまりましたが、期待を持たせるもの

でした。 

これらの確認ができたことの一方で、現状では CIM に対

応したソフトウェアの導入が不十分である、CIM を適用し

た設計や施工には相当な業務量を要するところもある等解

決すべき課題があることも分かりました。 

私自身は平成 27 年 4 月に異動となり、それぞれの事業に

ついて千曲川河川事務所在籍中は 後まで見届けることは

ありませんでしたが、CIM の適用によりその設計・施工や

事業マネジメントが改善されることの可能性を十分に感じ

させるものがあったと思っています。 

CIM についてはその取り組みはまだ緒に就いたばかりで、今後、多くの方々により更なる調査・検討

や実際の事業での試行が積み重ねられていくことになると思います。現在の勤務先である近畿技術事務

所は、CIM という言葉の付いた業務はありませんが、建設技術支援、防災技術支援、新技術支援を重点

的な取り組みとして業務を進めており、中には技術的に CIM の活用が期待される技術と共通するところ

もあります。私自身、近畿地方整備局内に設けられた CIM の検討会に参画することとなっており、今後、

CIM に関する調査・検討等やその導入・普及の一翼を担うことができればと思っています。 

産学官 CIM 検討会の様子（平成 27 年 3 月） 

（奥側左より 8番目が筆者） 
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中部地方整備局 浜松河川国道事務所 副所長 今井浩策   

 
中部地方整備局浜松河川国道事務所では、平成 26 年度１号袋井沖之川高架橋床版工事（平成 26 年 9

月完成）、平成 24 年度佐久間道路浦川地区第 1 トンネル新設工事の２件で CIM 試行を行っている。その

うち、トンネル工事が産学官 CIM 検討案件に選定された。 

このトンネル工事での CIM 試行は、受注者である(株)大林組がトンネルの施工モデルを作成し、トン

ネル掘削に伴う計測情報の累積、アンカーの施工検討等、様々な場面で活用され、施工管理の効率化等に

寄与している。 

産学官 CIM の検討では、これらの効果事例がトンネルの施工段階における CIM 活用方法の一例とし

て、ガイドラインへ反映されることから、事務所としても、設計での利用、施工の安全性向上、地元説明

等、発注者（監督）側の知見を加えることで、より実用的な成果となるよう、引き続き取組みを推進して

いきたい。 

さらに、この施工モデルを引き継いだ後、供用後の維持管理（日常点検・定期点検等）の場面を想定し

たうえで、設計・施工、維持管理への展開も念頭にモデルをどのように構築すべきか、今後必要になる新

しい技術に如何に対応するのか等の検討を行っている。 

CIM は３次元で可視化されたモデルを、建設生産

プロセスの各段階で共有・活用し、その時々で効果的

な活用方法を関係者自らが考え、提案、実践しこの結

果、事業のマネジメントツールとして活用していく

ことが重要と考えており、初めて CIM の効果を実感

することになるものと思われる。 

このため、３次元 CAD のスキルといった ICT リ

テラシーを向上させていくこと、利用環境を整備し

ていくことも、CIM の普及・展開に注力すべき点で

あると思う。 

今回、産学官 CIM でご縁ができた CIM 技術検討

会関係者のお力添えのもと、そのような人材育成・環

境整備も進めていければ幸いである。  

事務所での検討会の様子 
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関東地方整備局 北首都国道事務所 専門官 千場 洋   

 

－地に足の着いた「ＣＩＭ」の実現に向けて－ 

平成 26 年度の CIM 試行として関東地方整備局北首都国道事務所では、国道 4 号東埼玉道路の事

業において計画されている大落古利根川を渡河する側道橋詳細設計を対象に、①従来の詳細設計業

務の流れに沿って CIM を手段とした随時活用、②下流工程（施工段階、維持管理段階）での活用を

見据えたモデル構築を行い、課題整理と効果検証を行った。 

詳細設計開始当初より CIM を導入することで、結果として以下の点が考察された。 

技術面：施工、維持管理段階での作業プロセスで必要なモデル生成方法（手法、詳細度、属性登録

等）のルール化、土木分野で利用しやすい CIM ツール開発が必要。 

制度面：現行の公共土木の契約形態は、設計と施工を分離して発注することが基本であることか

ら、事業の上流（設計）段階での施工上のリスク管理の実施（フロントローディング）は

限定的なものにならざるを得ない。 

運用面：人材育成、情報共有システムの導入、発注者における利活用促進が重要。 

CIM の導入に向けては、上述した以外にも 3 次元設計ソフトの開発などの技術面においてさまざ

まな検討項目があると思われる。 

また CIM は、調査・計画検討段階から利用し、設計、施工、維持管理へと情報を成熟させていく

ことが想定されているものであり、建設事業ライフサイクルの具体作業プロセスを明確にした上で

CIM 導入の将来像と目標を掲げ、実現させるための道筋（CIM アクションプラン）を明確にするこ

とが必要である。そして、一歩一歩確実に進めていくための協力体制や検討プロセスを見定め、足下

をしっかりと固め、取り組んでいく必要があると思われる。そのためには、技術、運用、制度面での

それぞれでの課題を議論し、解決し、運用に乗せ、メリットを関係者間で享受し、皆が CIM 導入を

有意義なものと感じられるようにしていかなければならないと思うところである。 

CIM の導入がもたらすものは、まだまだ未知数の部分も多いが建設生産システムそのものを変革

し、建設イノベーションを実現する可能性を秘めたものであり、他産業並みに労働生産性の向上を図

るためにも、重要な意味がある。 

紙図面の時代から 2 次元 CAD 等を導入した CALS/EC の時代、そして、建設事業の生産性向上を

図るために 3 次元 CIM へと移り変わろうとしている今、『地に足の着いたＣＩＭ』を実現させるた

めにも、CIM 技術検討会と CIM 制度検討会の綿密な連携の元で、円滑に CIM の導入が進んでいく

ように期待されるところである。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

大落古利根川渡河橋の CIM モデル               上部工の CIM モデル 
 

関東地方整備局 北首都国道事務所（平成 27 年 3月現在） 


