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今後の建設生産システムにおける ICT の導入について
（一財）日本建設情報総合センター
理事 坪香 伸

平成 24 年に発足した CIM 技術検討会も 3 年を経過しました。検討会に参加いただいた多くの団体、
個人に対して心から感謝と敬意を表する次第です。
国土交通省において平成 24 年の 12 月に出された「国土交通省技術基本計画」において、CIM を導入
して建設生産システをム改善するプロジェクトが掲げられ、CIM の建設現場への導入が始まりました。
これに伴って CIM 技術検討会も組織されたのですが、発足の当初は、多くの土木技術者にとって 3 次元
CAD にあまりなじみがなく、何をどういうふうに建設現場に導入するか、見当もつかないことが多くあ
りました。その意味でまさに試行錯誤の連続でした。その後試行工事やまた別途発足した CIM 制度検討
会の進展、先進国への調査など様々な取り組みのもと、次第に、建設分野への CIM 導入における現状の
認識や解決されなければならない課題について、共通の認識をもてる状況になってきたと思います。そ
の意味では、スタートラインにやっと立つことができたともいえます。
おりしも、昨年 12 月、国交省から建設生産システムの全ての分野へ ICT の積極的導入を図るための
「i-Construction」が宣言されました。これに伴って、CIM も新たなフェーズに入っていくことになっ
たと言えます。
現在までの CIM 技術検討会等での議論を踏まえ､今一度、建設生産システムへ 3 次元オブジェクトを
導入する意義を考えることにしたいと思います。
１．3 次元 CAD は、図面を描くツールではなく、設計するためのツールです。
2 次元 CAD は、それまでの紙に描いていた図面をディスプレー上で同じように図面を描くツール

でしたが､3 次元 CAD はディスプレー上で形状を種々の機能を使って立体的に造形するツールであ

って、2 次元 CAD と全く異なるものと言えます。従来の土木技術者にとって、図面は直接描かなく

ても覧ることさえできればよいという意識がありましたが、3 次元 CAD は土木技術者自らが、ディ
スプレー上の造形の過程に参加して､設計の考えを直接造形に反映させることが可能ですし､3 次元
CAD を活用した設計も求められることになります。この意味で、3 次元 CAD は図面を描くツール

ではなく、設計を実施するツールであるといえます。
２．3 次元オブジェクトは建設生産システムにおいて、フロントローディングを行うツールとして有効で
す。
3 次元 CAD によって造形した 3 次元オブジェクトは、作ろうと思えば部品、部材の細部にまで作
り込むことができ、またそれらを組み立てて一つの構造物、施設を作り出すこともできます。更に、
それらの 3 次元オブジェクトを活用して､応力解析、施工シミュレーションも可能です。このことは
工事着手前の事前検討について、3 次元オブジェクトを活用し、現実に近い状態でシミュレーション
することによって、施工に入ってからの手戻りをなくし、効率的な施工を可能とすることを意味し
ます。まさにフロントローディングが実践できるツールといえます。
３．3 次元オブジェクトは電子情報としてコンピュータのディスプレー上でしか覧ることができず、それ
以外の情報媒体では覧ることができません。
3 次元オブジェクトは常に電子情報としての利用しかできないことから､これを建設生産システム
管理の中心で活用することを考えると、他の電子情報との連携が容易でこれを促進することになり
ます。また、電子情報であるため､ネットワークを利用して情報交換、情報共有が容易にできます。
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ところで、建設生産システムに限らず、これに関連する全ての作業は電子情報を扱うことによって実
施されています。文章作成も､図表作成も､図面作成も全て作業は電子情報を扱う作業です。たまたま必
要に応じて紙にプリントアウトしているのであり、元は電子情報であることに変わりません。従って作
成された電子情報をそのまま 3 次元オブジェクトを中心に据えた建設生産プロセスに係るデータベース
に格納すれば、全ての情報を電子化されたシステムの中で処理できることになります。
以上、建設生産システムへの 3 次元オブジェクトを導入する意義を３つあげました。これを踏まえて
今後の建設生産システムにおける ICT の導入について考えたいと思います。
従来から職場において ICT の導入をテーマにすると、
「ペーパーレス化」という言葉が最初に出てくる
ことが多いと思います。しかしながら、上述したように紙媒体の元は全てが電子媒体であることから、
紙の情報を電子化することを考えるのではなく、いかに電子媒体から紙媒体にすることを抑制するかが
いちばんの課題です。つまり紙情報を電子化しペーパーレス化することが課題ではなくて、電子情報を
いかに紙化しないかが重要です。処理する情報が電子情報であれば、その処理はきわめて効率的にでき
ます。従って電子情報を「主」に考えて､紙をはじめとするそれ以外の情報媒体を「従」と考えることが
必要です。
しかしながら、実務上どうしても紙媒体を使用することが必要な場合があります。この場合でも、少
なくとも紙媒体にした情報は流通させないことが重要です。つまり紙媒体にした情報は、そのままで変
更、保存をしないで電子媒体に戻って修正、保存をするべきで、電子情報を情報管理の中心にするべき
です。繰り返しになりますが、問題は情報の電子化ではなくて､情報の紙化をできるだけ少なくするとい
うことです。
建設生産プロセスの中で 3 次元オブジェクトを情報管理の中心にして、他の情報をこれに関連づける
ことを考えます。言い換えるとその 3 次元オブジェクトに電子データを属性情報としてぶら下げること
をイメージします。3 次元オブジェクトに表現されている「部材」をディスプレー上でクリックすると、
その部材に係るデータが属性情報として表示することができます。これが 3 次元オブジェクトの「索引」
としての使用です。また「索引」としての利用だけでなく、属性情報を持つので､応力解析などオブジェ
クトそのものを対象とするシミュレーションも可能になります。しかも、それら全てをディスプレー上
で行うことができます。
ところで、このとき扱われているデータは一箇所に、つまり物理的に一つのサーバに集約されている
必要があるでしょうか。電子情報になっていれば、何処にあってもネットワークによってそれぞれが繫
がり､作業するときにディスプレー上にあたかも一つのデータベースからデータを取り出しているよう
に表示されたものを利用して作業ができればよいわけで、データを物理的に一つのサーバに格納してお
く必要はないことになります。
ICT 環境を積極的に導入した建設生産プロセスの現場はどのようなものになるでしょうか。
まず、情報とアイデアは何処にあってもよい。それらがネットワークで繋がっておればいいということ
です。これは情報とアイデアがネットワークで繫がっておれば、それらの集中管理が可能であることを
示しています。専門的なことを十分には知らない人であっても、現場で直面する課題について、インタ
ーネット上で 3 次元のオブジェクトを活用して専門家と協議できる場が確保されておれば、専門家の叡
智を結集することができ、従来以上にチェック体制の強化が図られます。更に、電子情報は文書、表、
図面、写真だけでなく、リアルタイムで得られる動画など膨大な量です。電子情報であればより多くの
情報を処理し保存することが可能となります。例えば、既にプラント企業が行っているようにシンガポ
ールで 3 次元オブジェクトを作成し､設計はロンドンで行うようなことが可能となります。情報とアイデ
アはネットワークでつながっておれば、何処にあっても良いということです。
このような状況を建設現場に当てはめて考えると､例えばある現場で技術的に解決しなければならな
い課題が発生したとします。この現場の状況を写真、動画、更に関連するデータが現場で電子情報とし
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て取得されます。それを別のところにいる複数の人たちによって構成されたネットワーク上の仮想的な
場に送信します。この場に集まった人はこれを利用して状況の検討を行うことにより、現場への対応を
より迅速に、的確に行えることが想定できます。また、そのとき集められたデータをそのネットワーク
上の仮想的なデータベースに格納することもできます。これにより従来のデスクワークを減少させ、か
えって今までよりも現場で多くの情報を収集することが可能となります。このとき、現場で 3 次元のオ
ブジェクトが活用でき、しかもそれがタブレット端末でできれば現場の情報収集、実施管理も容易です
し、現場の状況をわかりやすく正確に伝達でき、現場状況に応じた変更も適切に行えます。
現在の現場では、それぞれの部署に必要な専門家を配置することが困難になってきています。従って
ICT 技術を活用して、専門家が物理的に一箇所にいなくても､現場から離れていても、現場に問題があれ
ば、ネットワークを通じて仮想的に集合して検討し、それでも十分な検討ができないときには、実際に
専門家をその現場に投入する。このように人材の効率的な活用を図ることができることになります。
全ての現場に一定のレベルの人材確保を図るのではなく、ネットワークを整備し、ネットワーク上に
必要な人材が集合できる仮想的な場を確保することによって、必要な時、必要な処に集中して人材を投
入することができる一方で、日常的には現場において画像情報等を駆使して、より密度高く監視するこ
となどが実現でき、従来の現場の体制を大きく改変することができると思います。
これを実現するためには、土木技術者として何が必要かと言うことです。
土木技術者の役割として、建設生産システムをマネジメントすることが、今後ますます重要なものと
なって行くと思います。一般に他の製造業や､プラント建設業においては、生産システムのマネジメント
において、ICT を活用することは当然のこととされています。
土木技術者に必要な ICT についての知識は、次の 3 つです。
まず 3 次元 CAD についての知識です。3 次元 CAD ソフトは図面を描くソフトではなく、設計するた
めのツールです。従って、土木技術者が行う創造的で技術的な作業、またはその結果の表現において、3
次元 CAD ソフトは土木技術者が自ら使うツールであるということです。
次にデータベースについての知識です。データは集めれば利用可能であると、漠然と考えることが多
くあります。しかしながら、建設生産プロセスのどの段階においても扱うデータ量は膨大です。従って
この膨大なデータから必要なものを取り出すためには、データベースの構造がそれに即したものである
ことが必要です。そうでなければ､いたずらにデータを取り出すことに長時間を要してしまって、使いも
のにならないことが起こります。土木技術者がデータベースの利用目的を明らかにして、データベース
の構造まで、ある程度立ち入ることが必要です。データベースの構造は、使用の目的によって異なりま
す。従って利用目的を明確にして、データベースの構造を確定していくことが、土木技術者の使命であ
ると思います。
更に、もう一つ土木技術者として必要なのはネットワークについての知識です。データまたはデータ
ベースが分散していても、ネットワークで結ばれていて、利用するときにあたかも一箇所にあるように
ディスプレー上に表示され、利用できればデータは分散していてもよいのです。このためには、複数の
データベースをネットワーク化して仮想的なデータベースを構築すること、それから、ネットワーク上
に意見交換や検討のための仮想的な場を構築するなどネットワークに関する知識が必要となります。
これからの土木技術者が、3 次元 CAD についての知識、データベースについての知識、ネットワーク
についての知識を持つことができれば、建設生産システムへの ICT の導入は必然的に大きく進んでいく
と思います。更に、各現場に既に存在していて利用されることを待っている大量の電子情報、今後増え
ていく維持管理に必要な膨大な電子情報が、より有機的に効率的に活用できることになります。
建設生産システムへの ICT の導入は、単に従来業務の効率化、省力化を図るというだけでなく､既にあ
る大量の画像情報などについて、ネットワークをはじめとする ICT の活用を通じて、より効率的で密度
高い情報管理をすることに意義があります。これらによって、安全で確実な建設生産プロセスの管理を
図ることが可能となり､建設生産システム自体の大きな変革をもたらすことが期待できると思います。
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最後に、このような動きが進んでいけば、建設生産システムに係る多くの関係者がデスクワークから
解放され､土木技術者にとって重要とされている現場に直接対処する時間が生まれるとともに、現場の課
題について、関連するデータベース、ネットワークを大いに活用して、多くの専門家の叡智、情報をネ
ットワーク上の仮想的な場においてリアルタイムで議論し､検討し、結論を出していくことができるよう
になります。これが実現すれば建設現場がよりクリエイティブで､エキサイティングな魅力あるものとな
ることと思います。
CIM 技術検討会での「3 次元オブジェクトの建設生産システムへの導入」の 3 年にわたる議論が建設

生産システムへの ICT の積極的な導入のための礎として､その役割を果たせることは、当検討会に参加い
ただいた全ての皆さんのご努力のたまものと改めて感謝し、敬意を表します。

iv

1. はじめに (平成 27 年度報告にあたり)
平成 24 年 7 月に設立された建設業団体 12 団体から構成される CIM 技術検討会（以下、
「技術検討
会」という。
）は、国土交通省の CIM 制度検討会（以下、
「制度検討会」という。
）と有機的に連携し、
CIM の実現に向け両論となって検討を進めてきた。
技術検討会では、CIM の理念を共通認識として定義した上で、具体像と各論を議論した。又、
「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」することで建設生産システム全体の改善を目指しながら、
「国土交通省が取り組む試行事業等を
フォロー」することを念頭に置いて、活動を進めてきた。
平成 27 年度は、制度検討会にて策定した CIM 導入ロードマップの中期目標（平成 24 年度－平成
28 年度）である平成 29 年度からの CIM 導入に向けて技術検討会では、必要なガイドライン策定への
協業、国際動向の把握、人材育成等に重点を置いた活動（下表）を行った。
今回、これらの平成 27 年度の重点検討テーマの進捗・成果とともに、CIM のこれからの推進・普
及に向けた今後の展望、検討の方向性等について報告する。
＜表 技術検討会の平成 27 年度の重点検討テーマ＞

① CIM 導入ガイドライン策定に向けた協業・推進
② CIM モデルの詳細度に関する検討
③ ３次元モデルのパーツ整備促進
④ CIM に関わる国際動向調査
⑤ CIM に関わる人材教育・育成
CIM 技術検討会メンバー （平成 28 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ＣＡＤ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）
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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
一元化と業務改善による効果を基に、事業効率のさらなる向上を図り、公共事業の安全と品質の確
保や環境性能の向上を図るとともに、トータルコストの縮減を実現することを目的とする。
更に、一連の過程を一体的なシステムとして捉えて、関連情報を統合・融合することによりその全
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
デルを作成して効率化を目指す取り組みである。最近では、単なるモデル化だけではなく、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。
そして、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での、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（アセスメント、LCA、リサイクル等）
さらに、構造物のライフサイクルを限られた資本・人材・機材で効率的に管理することを目的とし
ている。これらを実現するためには、業務フローや執行体制を見直し、データ作成方法、可視化の手
法並びにデータを蓄積する技術等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、拡張した考
え方で捉えている。
CIM とは、調査・設計段階から３次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階での３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。３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プロジェクトの可視化・情報共有の容易化
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）
、意思決定の迅速化
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。
2.1 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 次元形状の処理に対応したハード・ソフトの技術開発、関係す
る要領基準改定等制度面に関する新たな策定、見直しが必要である。また、事例の積み重ね、必要に
応じた運用の改善等、建設生産システム全体で大幅な見直し、変革が必要である。
しかしながら、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
が果たしてあるのか等の声も聞かれることも確かである。
（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、機械分野の製品ライフサイク
ル管理（PLM）や建築分野の BIM、海外の土木分野等での３次元化の流れは既に進んでいる。
このような状況の中、日本の建設分野には、他の分野や海外で十分に検証され確立された技術を導
入する選択肢や、自ら CIM を積極的に導入し世界の先導役となる選択肢等、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、その最先端技術が世界中で評価され
てきている。当然のことながら、CIM の導入にあたっては、これまでと同様に、CIM 活用技術において
も世界をリードしていくことが必要である。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。
2.2 情報の受け渡しから情報の共有
CIM は、構造物の情報をライフサイクルにわたり時間とともに関係者が共有することであり、従来の
情報の受け渡しを更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、形状及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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2.3 並行作業と共同作業による業務の効率化・高度化
情報が同一のデータモデルを関係者間で共有することにより、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、ワンステ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積雪寒冷地帯における各種施工方法

④施工上の制約が多い現場、夜間の通行止め

等の検討

⑤災害復旧の現場

②実現が困難と思われる現場

⑥24 時間稼働が求められる現場

③時間の制約が有る現場、多忙な現場
例）

・被災地の復興関連業務を全国の本・支社のチームが並行で作業し、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、国内のチームでサポート

企画・調査から維持管理・サービス
まで同じチームであることを意識し
て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
3.1 CIM 制度検討会等の動向
平成 28 年 3 月 22 日に開催された第 9 回 CIM 制度検討会において、CIM 導入に向けた検討
スケジュール、平成 27 年度の CIM 制度検討の進捗状況、平成 28 年度以降の検討方針が報告
された。主な内容について、以下に報告する。
3.1.1 CIM 導入に向けた検討スケジュール（第 9 回 CIM 制度検討会より）

■
導入に向けての検討スケジ
ル
CIM導入により効果を発揮できる事業（プロセス）から、優先的に導入促進を図る
「先導的導入」に向けて、平成28年度に「CIM導入ガイドライン」を策定のもと、
CIM導入・展開を進める
H24

ＣＩＭ試行

H25

H26

H27

H28

部分的試行による利活用・効果検証
相互フェーズでの利活用・効果検証
産学官協働によるCIM構築・課題検証（H26～H27)
導入ガイドラインの策定への課題整理

要領・基準

現行基準の課題整理

発注方式

効果的な発注方式の検討

契約図書

データモデル取扱検討(試行事業)

業務フロー・
建設プロセス
維持管理
プロセス

ＣＩＭ導入
ガイドライン策定
(先導的導入事業)

導入適用範囲の策定

契約図書取扱方針の策定

業務フロー(調査-概略-詳細)の見直し検討
効率化の観点から、既存建設プロセスの見直し検討・維持管理の方向性
老朽化社会インフラおける高度な維持管理に関する方針策定等
・社会資本老朽化対策会議
高度な維持管理システム、法令制度等を踏まえた、
・社会資本メンテナンス戦略小委員会
ＣＩＭ導入による管理者の業務改善の検討
・社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会
公的な普及・研修制度の策定

教育・訓練

3.1.2 平成 27 年度の重点検討項目（第 9 回 CIM 制度検討会より）

■「先導的導入」を進めていく上での重点検討項目
CIM導入ガイドラインの策定
◇CIM導入ガイドラインの策定
CIMの円滑な導入を図ることを目的とし、CIM活用の目的・効果とともに、
CIMモデル作成仕様等の技術的目安を策定する
CIM導入に関連する要領基準の対応
◇CIM導入に関連する要領基準の対応
CIM導入に関わる要領基準を整理し、CIMに対応した検討（改定等）を
進める
◇効果的な発注方式の検討
効果的な発注方式の検討
海外におけるBIM/CIMの先進的導入事例ならびに、発注方式を情報
収集し、CIMにおける効果的な発注方式の検討を進める
契約図書取扱方針の策定
◇契約図書取扱方針の策定
工事契約図書の電子的提供に関わる検討等を進める
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H29

3.1.3 平成 27 年度の CIM 試行事業の実施状況
（1) 試行業務の H24～H27 の推移：年度毎の件数（第 9 回 CIM 制度検討会より）

H24～H27試行業務推移

（件）

70
詳細設計・修正設計
検討・概略・予備設計

60

56
9

50
39

40

5
30

20
10
2

10

0
H24

4
1
3

3
1
2

8

H25

H26

H27

4
13
合計

47

19

17

15
11

34

11

11

7
1
6

H24

H25

H26

河川

5
11

4
6

H27

14

11

6
合計

10
2

16
2
14

8

H24

H25

H26

道路

H27

合計

合計

（2) 試行工事の H25～H27 の推移：年度毎の件数（第 9 回 CIM 制度検討会より）

試行工事のH25～H27の推移（各年度に試行登録された工事件数を集計）
・指定型：発注者の指定によって、ＣＩＭを試行する工事
・希望型：受注者の希望によって、ＣＩＭを試行する工事
H25～H27試行工事（指定型・希望型推移）

（件）

120

109
95

100
80
60

60

60

40
28
20
6

8

H25

H26

14

15

合計

H25

21

20

0

0

H27

H26

指定

H27
希望

7

合計

H25

H26

H27
合計

合計

3.1.4 平成 27 年度 CIM 制度検討の進捗状況
（1) CIM 導入ガイドライン策定に向けた産学官 CIM 検討状況（第 9 回 CIM 制度検討会より）

産学官CIM検討体制による「CIM導入ガイドライン策定」
CIM制度検討会

CIM技術検討会

●CIM導入に向けた制度・基準上の
課題への対応
・納品、数量算出、契約図書取扱
い等

●設計、施工、維持管理に関する
技術開発、検討

連 携

●データモデル、属性情報に関する
技術的検討
●CIM試行事業の支援、
人材育成方針の検討

●CIM試行事業の支援、推進

産学官CIM検討（H26～H27年度）
産

官

学

・CIM活用の効果、課題の検証
・CIMの活用場面に応じた維持管理を視
野に入れたニーズの提供

土木情報学委員会等

・CIMモデル（３次元形状＋属性情
報）の作成仕様とデータ構造等
・検討に必要なCIMモデルの提供

土木学会
・モデル構築に対す
る学術的アドバイス
・国際動向の提供

検討成果の反映

CIM導入ガイドライン策定
（2) CIM 導入ガイドラインの目次構成（第 9 回 CIM 制度検討会より）

【目次構成】

第2部 各分野編
（河川、ダム、橋梁、トンネル、土工）

第1部 共通編
1章 総則
1.1 CIM導入の目的、導入方針
1.2 当面・将来の目指す姿
1.3 CIMの効果的な活用方法
1.4 CIMモデルの考え方・提出形態・利用方法
1.5 用語の解説

1章 総則
1.1 適用範囲
1.2 モデル詳細度
1.3 CIMの効果的な活用方法
2章 調査・設計
2.1 事前準備
2.2 モデルの作成仕様（形状、属性情報等）

2章 測量
2.1 設計に求められる地形モデル（精度等）
2.2 地形モデル等の作成方法
2.3 地形モデル活用のための測量方法

3章 施工
3.1 事前準備
3.2 モデルへの施工情報の付与
3.3 出来形計測への活用等
3.4 監督検査への活用
3.5 2次元図面の取扱い

3章 地質・土質
3.1 設計に求められる地質・土質モデル
（種類、データ構成等）
3.2 地質・土質モデルの作成方法
3.3 分野別の留意事項

• 全てを義務化するものでなく、流動的な運用、
対応を可能とし、導入時点（H29～）に必要
な仕様、目安等を明記する。
• 導入（H29）以降も、運用状況、検証結果に
基づき、適宜改定する。
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4章 維持管理
4.1 CIMの効果的な活用方法（方向性）
4.2 既存システム等との連携の考え方
4.3 新たな点検・計測技術等の展開を踏まえた
CIMの活用方向性
5章 設備

(3)CIM 導入ガイドラインの検討状況、スケジュール（第 9 回 CIM 制度検討会より）

CIM導入ガイドラインの検討状況、スケジュール
• 平成27年は、「骨子」の作成を目標に各分野の取組みを実施。
• 先行する分野では、「素案」を検討中。
H27年度
1/四半期
共通
編

総論
測量
・土質

2/四半期

3/四半期

骨子
骨子

H28年度

4/四半期
素案

素案
i-Construction、
河川CIM堤防護岸成果等

土工編

最終案
最終案

素案

最終案

河川編

骨子

素案

最終案

ダム編

骨子

素案

最終案

骨子

橋梁編
トンネル編

素案

骨子

素案
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最終案
最終案

3.2 土木学会 「CIM 講演会２０１５」開催報告

土木学会「CIM」に関する講演会

全国 15 会場で 1965 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
土木学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 の導入及び情報化施工
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）各々の立場から、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 について周知することを目的と
した「CIM 講演会 2015」を前年度に引き続き開催した。
表-1

開催日と参加者数

日程

開催地

会場

定員

参加者数

7月1日

東京

東京国立博物館

395

335

7 月 15 日

仙台

仙台市福祉プラザ

302

192

7 月 29 日

福岡

天神ビル

270

225

8 月 25 日

札幌

北農健保会館

208

159

9 月 10 日

新潟

新潟県民会館

260

153

9 月 30 日

名古屋

171

135

10 月 21 日

大阪

大阪国際交流センター

200

148

10 月 30 日

高松

サンポート

54 会議室

120

65

11 月 12 日

広島

広島市南区民文化センター スタジオ

151

97

11 月 18 日

高知

高知新聞放送会館

高新文化ホール

201

77

11 月 18 日

長野

長野市生涯学習センター 大学習室 2

145

49

11 月 25 日

福井

福井市文化会館

144

58

12 月 4 日

沖縄

沖縄県立博物館 講堂

212

78

12 月 7 日

鹿児島

鹿児島市民文化センター

350

135

12 月 9 日

岩手

盛岡市民文化ホール 小ホール

350

59

平成館大講堂

大会議室

小ホール

ウインクあいち

合

ふれあいホール

901 会議室
小ホール

大会議室

計

1,965

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 全国建設業協会
一般社団法人 オープン CAD フォーマット評議会、一般社団法人 Civil ユーザ会
協賛
(ゴールド)

(シルバー)
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(ブロンズ)

配布冊子

参加者の分類とアンケート結果を以下に示す。
参加者の 43％は建設コンサルタントが占め、発注者は 6％であった。年代は 40 代が 37％で最も多く、
次いで 50 代が 26％、30 代は 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 38％であった。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 56％、「初めて知った」が 6％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 92％に前向きな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）
」がほぼ同率で上位を占めた。
CIM を導入するにあたり希望する情報は、「３次元モデリングの手法」が最も多く、特に、建設コンサ
ルタントからの回答が特に多かった。なお、発注者が希望する情報で最も多かったのは、
「導入事例紹介」
が最も多い。

CIM講演会2015（全15会場) アンケート結果
大学・研究
機関・財団
5%

ITベン
ダー
11%

発注者
6%

その他,
176, 11%

大学・研究
機関・財
団, 19, 1%

その他
9%

発注者,
99, 6%

ITベンダー,
97, 6%

建設会社
26%

30代,
303, 19%

建設会社,
406, 25%
50代, 427,
26%

建設コンサ
ルタント, 841,
51%

建設コン
サルタント
43%

参加者分類（1965名)

40代, 612,
37%

アンケート回答者分類(1638名)

初めて
知った,
96, 6%

回答者の年齢構成(1635名)
当面取組
む予定は
ない, 121,
8%

よくわから
なかった,
14, 1%
内容まで
よく知って
いる, 611,
38%

言葉は聞
いたこと
がある,
891, 56%

わからない

CIMの全
体像が良
くわかっ
た, 766,
51%

なんとなく
わかった,
721, 48%

CIMについて(1598名)

将来的には積
極的に取組ん
でいきたい,
589, 36%

その他

人材育成・教育

積極的に取組
んでいきたい,
467, 29%
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実施研修（ビデオ等）

311

219

実施研修（OJT）

952

543

ソフトウエア勉強会
担当技術者

542
970

導入コスト（ソフト・ハード）
400

600

800

1000

607
632

導入事例紹介

966
200

584

CIMに対する政策や方針

CIM知識・技術

0

既に取組
んでいる,
443, 27%

CIMの取組みについて(1620名)

講習の内容について(1501名)

28

会社方針・制度

20代以
下, 121,
7%

60代以上,
172, 11%

3次元モデリングの手法
1200

813
0

CIMを導入するにあたって、考えられる課題につ
いて（複数回答）

200

400

600

800

今後、CIMを導入するにあたって、どのような情報を
希望しますか？（複数回答）

CIM に関する講演会（全１5 会場）アンケート結果
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1000

3.3 国際動向（bSI国際会議 Infrastructure Room報告）
BIM（Building Information Modeling）における３次元モデルのデータ交換標準としてIFC(Industry
Foundation Classes)が、2013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によるデータ交換の仕様が作成された。この標準化を進めてきたのは、buildingSMART International
(以下、「bSI」という。)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。
IFCは、建築物を中心とした標準であるため、そのままでは土木構造物には適用できない。今後の3次
元化の流れの中で、土木構造物モデル開発の重要性を各国のbSI関係者も認めており、2013年10月ミュン
ヘンで開催された、ITM（International Technical Meeting）において、
土木構造物への適用を検討するInfrastructure Room（インフラ分科会、
InfraRoom）が発足し、各国のメンバーからなるワーキンググループにお
いて活動が開始されている。なお、ITMは年2回(春・秋)開催されている。
各会議では、最終的に討議内容を決議案（Resolution）としてまとめ

開始時期

開催地

2014 年 10 月

トロント

2015 年 3 月

ロンドン

2015 年 10 月

シンガポール

ている。ロンドン、シンガポールでの Resolution の内、主な事項の和訳を以下に示す。
（１）ロンドンサミットでの決定事項
・InfraRoom は、IFC Alignment 1.0 が SCE(Standard Committee Executive)により承認されること
及び SI の最終仕様として承認されることを推奨する。
・InfraRoom は、 1.1 Alignment プロジェクトの最初の検討対象を容認し、資金及び関係者の調整を
InfraRoom Steering Group へ要請する。
・InfraRoom は、IFC-Bridge に関するフランスの MINnD プロジェクトの作業を認め、国際的な
IFC-Bridge プロジェクトとするための計画を、今年 4 月までに受け取ることを期待する。

・InfraRoom はアセットマネジメントワーキンググループにおける強い関心を認識する。InfraRoom
は、要求定義分析のためのプロジェクト計画を開発するワーキンググループの意図を支援する。
・InfraRoom は InfraGML 標準に OGC(Open Geospatial Consortium)の進捗状況を認識し InfraRoom
が発行したモデルをレビューするようにメンバーに勧める。更に、 InfraRoom は bSI と OGC が協力

し、その継続を推奨している方法を支持する。
・InfraRoom は InfraRoom 活動の全範囲を含むように bSI と OGC の間で MOU の更新を推奨する。
・チャプターおよび IFC 道路ワーキンググループに存在する利害関係者が、次の 60 日間で、KICT（韓
国技術研究所）の IDM 、データスキーマや文書の見直しを行い、 KICT の仕事に比べて、自分の交
換要件の評価を提供するためにコミットしていることに注目している。この評価は、鉄道の検討が含
まれる。
（２）シンガポールサミットでの決定事項
・Alignment 1.1 及び Alignment 展開の取組として、ソフトウェア実装、パイロットプロジェクトの
速やかな実施が必要との認識から、Working Group を本年 11 月に設置し、パイロットプロジェク
トを実施する Deployment Team を同 12 月に設置する。フランス、韓国、日本、ロシア、オースト
ラリア、中国、スウェーデンの 7 ヶ国が参加表明した。
・InfraRoom は、Alignment1.1 Project のキックオフ、及び既存のプロジェクトチームの存続、OGC
と拡張された Expert Panel の協力を承認する。
・CRBIM （China Railway BIM）の参加、連携を歓迎し CRBIM による IFC Rail の実績を承認する。
・IDM の公表および文書レビューの関係者への働きかけにおける KICT の多大な努力に感謝する。
・IFC Roads and Railways Project Summary：要求定義と対象範囲の洗練化及び資金調達を条件に受
理する。
・IFC Bridge Project Summary：フランスの MINnD プロジェクトにより再定義された対象範囲の追
加と 2016 年に関与することの約束を得るための出資分析の進展を条件に受理する。
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4. CIM 技術検討会の平成 27 年度活動報告
平成 27 年度に重点を置くべき検討テーマとして、平成 28 年度の『CIM 導入ガイドライン策定』に協業・
推進していくとの方針を主体に、５つのテーマを決定した。
■ 平成 27 年度の検討テーマ、主な検討内容
4.1

CIM 導入ガイドライン策定に向けた協業・推進

河川、ダム、橋梁、トンネル、土量に関する専門ＷＧを設置し、主に設計、施工に関わる検討を進
め、
「CIM 導入ガイドライン」の骨子、素案の検討に成果を提供した。
4.2 モデルの詳細度に関する検討 （H26 年度検討テーマの継続）
社会基盤情報標準化委員会特別委員会（事務局 JACIC）と連携し、各分野における詳細度の形状・
属性情報に関する考え方等に関する議論を進めた。
4.3 ３次元モデルのパーツ整備促進 （H26 年度検討テーマの継続）
Civil ユーザ会(CIVIL USER

GROUP）において、３次元部品公開後（建設機械、仮設機材等）の

効果検証として、利用者アンケートを実施した。
4.4

CIM に関わる国際動向調査 （H26 年度検討テーマの継続）

JACIC 等において、欧州、米国における CIM の導入・運用状況、要領・基準の考え方、教育訓練等
に関わる調査を実施した。
4,5

CIM に関わる人材教育・育成 （H26 年度検討テーマの継続）

・JACIC において、先導的事例を基にした CIM を利用する上で参考となる情報を組み込んだ実務者
向けの手引きを取りまとめた。
（
「CIM を学ぶ Ⅱ」の作成）
・JACIC における「CIM チャレンジ研修」の取組み状況を整理した。
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4.1 ガイドライン策定に向けた協業・推進
専門 WG において、設計、施工に関わる検討として、
「受注者視点」での CIM モデルの作成・活用方法
等について検討を行い、考え方等について取りまとめた。
これらの検討について、産学官 CIM 検討の場に提供し、
『CIM 導入ガイドライン』の骨子、素案へ検討
成果を反映した。
なお、各専門 WG の検討成果は、別冊の【各専門 WG における CIM モデル作成、活用等に着目したガイ
ドラインの検討成果】を参照されたい。
表 各専門 WG における検討内容

専門 WG 名

検討内容

設計側でCIM河川堤防モデルを作成するための考え方、手法などを検討し、『CIM河川
堤防モデル作成ガイドライン（案）』として取りまとめた。
①河川 WG
設計側で作成された河川構造物のモデル・データを、施工会社が施工時に活用するこ
とを目的に、その考え方、手法などを『CIM 河川堤防モデル活用ガイドライン（施工編）
骨子（案）
』として取りまとめた。

②ダム WG

CIM の考え方を用いて、維持管理段階で運用できる CIM モデル（3 次元 モデルと属性
情報）を施工段階で作成することを目的に、その考え方や手法などを『CIM ダムモデル
活用ガイドライン作成の留意点』として取りまとめた。

鋼橋
③
橋梁
WG

コンク
リート
構造物

詳細設計段階にて、CIM の考え方に基づき作成する橋梁モデルの考え方、作成項目と
作成仕様などを、
『橋梁モデル作成ガイドライン』として取りまとめた。
主に詳細設計段階において設計されたコンクリート構造物について、CIM の考え方に
従い、3 次元モデル・データを施工側で効率的に利用することを目的に、設計側でコン
クリート構造物の 3 次元モデルを作成するための考え方、方法などを、
『CIM によるコン
クリート構造物モデル作成ガイドライン(素案)』として取りまとめた。
設計されたトンネル構造物のモデル・データを、CIM 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、『CIM トンネルモデル作成ガイドライン』として取りまとめた。

④トンネル WG
CIM の考え方を用いて設計側で作成された山岳トンネル構造物のモデル・データを、
施工会社が施工時に活用することを目的に考え方、手法などを、
『CIM トンネルモデル活
用ガイドライン（施工編）骨子（案）
』として取りまとめた。

⑤土量 WG

設計された土工構造物における土量を算出するモデル・データを、CIM 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、設計側で土量算出モデルを作成するた
めの考え方、手法などを、
『3 次元土量算出ガイドライン（案）
』として取りまとめた。
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（参考）
『CIM 導入ガイドライン』の検討概要
これまでの CIM 試行事業や関係機関の検討成果等を踏まえ、産学官 CIM にて検討した成果を基に、
『CIM
導入ガイドライン』では、共通編、各分野編（河川、ダム、橋梁、トンネル、土工）の２部構成で、各
編において主に下記の内容が記載される予定である。
①共通編
◆総論：これまでの CIM 試行事業の成果や関係機関の検討状況を基に、CIM の導入目的、目指す将来像、
効果的な活用方法等を記載する。また、CIM モデル（形状＋属性情報）
の詳細度の一般的な考え方等も記載する。
◆測量：測量に関わる団体の活用状況や動向等を基に、地形モデル
の精度、作成方法、測量方法（レーザー計測、UAV を用いた測量等）
を記載する。
◆地質・土質：地質・土質に関わる団体の活用状況や研究事例等を

図-1

ボーリングモデル例

基に、地質・土質モデルの種類（図-1）
、作成方法、分野別のモデル
の一般的な特徴等を記載する。
②各分野編
◆総則：これまでの CIM 試行事業の成果や関係
機関の検討状況等を基に、各分野の CIM の適用
図-6 現地での施工情報付与事例（トンネル工事）

範囲、建設プロセス全体（調査～設計～施工～
維持管理）にわたっての CIM の効果的な活用方

図-2

山岳トンネル詳細度の検討例

法、CIM モデルの詳細度について 3 次元モデル形
状の段階的な目安（図-2）を記載する。
◆調査・設計：これまでの設計業務における CIM 試行事業の成果や設
計に関わる団体の活用状況等を基に、調査・設計段階における具体的
な活用方策や施工側での効率的な利用に着目した CIM モデルの作成仕
様等を記載する（図-3）
。
図-3 支保パターンを明示した
トンネルモデル例

◆施工：施工に関わる団体の活用状況等を基に、設計側で作成された
CIM モデルの効果的な活用事例として、CIM モデルへの施工情報の付与、出来形計測・監督検査への活用
方法等を記載する。
◆維持管理：上流側の調査・設計～施工段階にて共有、連携、活用された CIM モデルの、点検、補修工
事等の場面における、有効活用の方法について記載する。（予定）
具体的には、損傷、変状等が発生した際に原因究明の手がかりとして必要な属性情報を整理するととも
に、既存の管理システムとの連携方法、発注者（管理者）におけ
る CIM モデルの効果的な運用方法について記載する。（予定）
なお、今後は設備を含めた構造物全体のライフサイクルを考慮

図-5 設備を入れたトンネルモデル例

した維持管理段階におけるの CIM モデルの効果的な活用方法等の
検討もされる予定である（図-4）
。

図-4 設備を入れたトンネルモデル例
（
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ネ

事）

4.2 CIM モデルの詳細度に関する検討
社会基盤情報標準化委員会 特別委員会（事務局 JACIC）において、CIM モデルの詳細度（作り込みレ
ベル）について検討を行っている。
本検討では、同委員会で検討された CIM モデルの詳細度の考え方等を基に、各分野における詳細度の
形状等に関する議論を進めた。
以下に、同委員会で整理を進めているモデル詳細度の種類、活用効果のイメージ、検討方針について
紹介する。
4.2.1 モデル詳細度の種類
モデル詳細度の構成要素には、形状の詳細度と属性の詳細度の 2 種類がある。運用時にはそれぞれにつ
いて個別にレベルを指定するなどして、混同しないように配慮して運用する必要がある。
なお、イギリスでは、属性の詳
細度については、LOI (Levels Of
model Information)という用語を
使 用 し 、 LOD(Levels Of model
Detail)と区別して扱っている 。
なお、詳細度区分の設定目的と
して以下が挙げられる。
●受発注者間での対象となる 3
次元モデルのレベル認識の共
有
●受注者から、モデル作成業者
へ作業委託する際の対象とな
る 3 次元モデルのレベル認識の
共有
●設計段階から施工段階など
の段階を跨いでデータを引き
渡す際の 3 次元モデルに求める
要求レベルの共有
4.2.2 モデル詳細度を示す指標
の活用効果イメージ
3 次元モデルのを作成を指示す
る場合や利用する場合に、詳細度
を示す指標の有無が業務にどの
ような効果を与えるかについて、
以下の２ケースの状況を活用効
果イメージ①、②として図示する。
①受発注者間でのモデル詳細度
の利用場面
②複数のモデル作成業者が作成
したモデルを統合利用する場面
【活用効果イメージ①】
受発注者間でのモデル詳細度の利用場面
（特別委員会資料より）
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【活用効果イメージ②】
複数のモデル作成業者が作成したモデルを統合して利用する場面
（特別委員会資料より）

4.2.3 詳細度設定の検討方針
詳細度区分の定義については、諸外国との関連性も考慮し、AIA(米国建築家協会)のものを参考に作成
することとした。また、定義の文言については、これを拡張した BIM Forum のものを参考にする。ただ
し、これらの想定している対象は建築が中心である事から、そのままでは使えないため、ここでは詳細
度区分の定義について土木分野や日本独自の事情を踏まえた上で整理する方針とする。
そのために、まず AIA の段階の区分である 100,200,300,400,500 の 5 区分(350 を含まない)を検討の原
点とする。
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表 2-1 BIM Forum における詳細度の定義 1(翻訳)
詳細度

100

BIM Forum の定義

モデルの要素は記号や一般的な表現で表現される。
モデルの要素は、近似値での数量、大きさ、形状、位置、方位の情報を持った装

200

置や部品によって図形的に表わされる。また、形状以外の属性情報もモデルの要
素に付加することができる。

300

モデルの要素は、正確な数量、大きさ、形状、位置、方位の情報を持った装置や
部品によって図形的に表現される。また、形状以外の属性情報もモデルの要素に
付加することができる。
モデルの要素は、正確な数量、大きさ、形状、位置、方位、及び部材間の接続部

350

の装置や部品も図形的に表現される。また、形状以外の属性情報もモデルの要素
に付加することができる。
モデルの要素は、正確な数量、大きさ、形状、位置、方位の情報を持った装置や

400

部品によって図形的に表現され、装飾や製作、組み立て、配置のための情報を含
む。また、形状以外の属性情報もモデルの要素に付加することができる。

500

モデルの要素は、施工時の実際の値が付与された形状を有する。
また、形状以外の属性情報もモデルの要素に付加することができる。
※350 は、AIA の元の定義には無いが、BIM Forum において追加された。

AIA の 5 段階の区分を参考に日本の土木分野の状況を考慮し、CIM に対する各工種の統一的な詳細度の定
義（案）を以下に示す。
表 2-2 CIM における各工種統一的な詳細度の定義

詳細度
100

（特別委員会資料より）

共通定義
対象を記号や線、単純な形状でその位置を示したモデル。
対象の構造形式が分かる程度のモデル。

200

300

400
500

1

標準横断で切土・盛土を表現、又は各構造物一般図に示される標準横断面を対象範
囲でスイープ（押し出し）させて作成する程度の表現。

附帯工等の細部構造、接続部構造を除き、対象の外形形状を正確に表現したモデル。

詳細度 300 に加えて、附帯工、接続構造（ボルトは除く）などの細部構造及び配
筋も含めて、正確に表現したモデル。
対象の現実の形状を正確に表現したモデル。

“Level of Development Specification Version:2013
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～ www.bimforum.org/lod”より

4.3 3 次元モデルのパーツ整備促進
シビルユーザグループ（CUG）３D 部品活動報告
杉浦伸哉（大林組）
・長谷川充（水都環境）
平成 26 年度から CUG の部品 WG として活動してきた我々は、以下の項目を中心に活動範囲を広めてきた。
平成 26 年度・・・CIM 促進に伴う部品整備の現状把握と部品サイト構築公開
平成 27 年度・・・部品整備方針（ガイドライン作成）と LOD の考え方整備
LOD の考え方を整備して CUG の部品公開サイトで公開している内容を昨年の CIM 技術検討会報告の中に
記載したが、平成 27 年度は、部品モデル作成ガイドラインの作成、部品整備におけるアンケート実施、
LOI の考え方、諸外国の３次元モデルのパーツの整備状況を調査した。
本報告では、これらの検討状況を説明するとともに、次年度活動の方向性を説明する。
4.3.1 部品ガイドラインの作成
部品整備を進めるにあたり、
各自各様で 3 次元部品モデルを作成することが非効率的だとの認識から、
本 WG では一定の部品作成に関するルールを定めガイドラインとして公開することにした。
（図－１）

図 1 CIM3 次元部品モデル作成ガイドライン Ver1.0
部品作成にあたっての事前準備から始まり、作成方法なども記載している。このガイドラインが最終
ではないものの、ある一定の指針となり、世の中の動向を見つつ適宜更新することにより、より効果的
なガイドラインとして機能していくことを目指している。3 次元部品については、CIM を推進していくた
めの「ノウハウ」はなく、標準仕様としてあるべきものであり、このガイドラインが多くの方に受け入
れられ、この基準に準拠した部品モデルを作成した場合は、サイトで公開されることを希望する。
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4.3.2 部品整備におけるアンケートの実施
現在 CUG サイトで公開している部品については、我々有志で構築したものが中心であり、カテゴリー
としては「建設機械」
「コンクリート２次製品」「仮設類」「交通安全用品」「その他」の４分類で整備を
行ってきた。
この活動を継続し、さらにはガイドラインも作成したことも踏まえ、今後、部品のカテゴライズとデ
ータを整備するために、どのように活動すべきかを議論した。そのため、CUG 会員の多くが何を望み、ま
た何を期待しているのかを調査すべきとのことから、アンケートを実施し意見を募った。
以下がアンケート結果である。
（図－２）

図 2 CUG 会員からの 3 次元部品に関するアンケート結果
アンケートへの回答者としては、CIM を実務として利用しているコンサルとゼネコンが多かった。この
ことからコンサルは施工検討段階において、3 次元部品を活用することで、手間と時間を短縮することを
求めているのがうかがえる。
またアンケートの自由記入欄には建設機械モデルの配置で部品を利用したいとか、検討時間を短縮す
るために必要とか、仮設の３次元モデルを作成し、施工ステップでの取合いを表現する場合に部品があ
ると便利、という意見が多く寄せられた。
さらに、自作 3 次元部品を公開しても良いかという問いに対し、公開しても良いと答えてくれた方が
約 7 割と 3 次元部品充実化への意識の高さがうかがえた。今後も CUG 会員の部品公開への積極的な関与
を期待したい。そして、作成の為のガイドラインも整っていることから、CUG としても、さらなる部品整
備への取り組みを進めていきたい。
なお、今年度整備する部品として、アンケートでも意見が多かった重機モデルや JIS 規格である二次
製品へのモデル化について検討を進めていく。また、CIM ガイドラインの公開に向けて、トンネル・ダム・

20

河川・橋梁といった各工種で検討時に必要と思われる部品を中心に整備することで、多少なりとも役に
たつことを期待し、3 次元部品モデルの整備を促進していく予定である。
4.3.3 LOI に関する考え方
3 次元部品作成については、平成 26 年に LOD に関する概念を整理した。部品に関する属性については
以前から本 WG で議論をしていたが、LOD という形状と合わせて、LOI（Level Of Information）という概
念をつかって、仮設類や重機などのレンタル費用といったコスト情報を入れ込み、施工段階での利用を
促進してはどうかとの議論を進めている。（表－１）
属性のレベルをどのように持たせるかといった本格的な議論はこれから行うが、今後この属性のレベ
ルにおける情報の扱い方が部品の情報として重要な要因になると思われる。
我々メンバーを中心として議論を深め、順次 CUG サイトにて公開する予定である。

4.3.4 諸外国の３次元部品モデルの整備状況
隣国の韓国では以下のサイトが公開されており、既に韓国政府主導で部品の整備が行われていること
がわかった。
（図－３、図－４）
韓国建築家協会の方と平成 28 年１月に面会しこたところ、韓国ではこれらの部品を今後整備していく
予定であるとの情報を得たので、我々の活動とコラボして部品の整備方法や増やす方法などを、担当者
であるキムミョングン氏と進めていく予定である。
URL：https://calspia.go.kr/bimlibrary/Bim/index.jsp
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図－３ 韓国における部品整備状況

図－４ 部品データが数多く整備されている
4.3.5 今後
部品の整備もさることながら、国内外の関連団体の動向にも注目して、連携を図りたい。そのうえで、
CIM に必要な要素情報は「何か」
、について、調査・設計・施工・維持管理の各段階の視点から、より深
く議論・公開し、さらなる具体化を目指す所存である。
以上
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4.4 国際動向（JACIC における CIM に関する海外調査報告）
CIM(BIM)モデルの国際標準化に向けた動向を把握し、我が国の土木業界への CIM 適用や CIM モデルの
あり方を検討するための基礎資料を収集することを目的に、JACIC において CIM に関する海外調査を実施
した。
表 CIM に関する海外調査

調査名

目的

備考

①CIM に関わる要領・基準・

平成 27 年 10 月 24 日（土）～平成 27 年 11 月 1 日（日）

ガイドライン調査（欧州方面） ・矢吹教授（大阪大学）
、木下教授（日本大学）
Transport for London, UK, BIM Task Group, UK 等
②教育・訓練調査（米国方面） 平成 27 年 9 月 20 日（日）～平成 27 年 9 月 27 日（日）
・蒔苗教授（宮城大学）
Rhode Island DOT, Wisconsin DOT
表 調査予定の組織

①CIM に関わる要領・基準・ガイドライン調査

②教育・訓練調査

Egis, Afnor, Bouygues, Cerema

City of New York

EU BIM Task Group

Rhode Island DOT, MIT Media Lab

UK Environment Agency

Wisconsin DOT (Design Dep.)

Netherland

Wisconsin DOT (Construction Dep.)

4.4.1 CIM に関わる要領・基準・ガイドライン調査報告（欧州方面）
平成 27 年 10 月 26 日から 30 日にわたって JACIC を中心とする産学合同の調査団は、フランス（パ
リ）
、イギリス（ロンドン）
、オランダ（ユトレヒト）の３か所を訪問し、CIM（BIM for Infrastructure）
に関わる主要な政府関係者、学識経験者、建設コンサルタントや建設会社等との意見交換、現場視察
等を実施した。
(1)フランス
フランスでは、FNTP（土木建設業協会）を訪問する機会を得、ここで土木建設業界のみならず、標
準化団体、設計会社、国の研究機関も一堂に会して情報交換を行うことができた。フランスでは建設
業界の 80％が従業員 10 人以下の小規模な企業であり、20％ほどの大手企業は海外受注が 60％を占め
ている。これら大手企業は、海外市場における競争力を確保するために BIM が必要と考えているとの
ことである。政府レベルでは、公共事業担当部局よりもむしろ、環境対策、省エネ、メンテナンスコ
スト縮減の観点から中小の住宅建設会社へ BIM を導入しようと住宅や財政部局の関心が高いとのこと
である。土木建設事業への BIM 適用については、マルセイユの延長 11km の道路建設事業への導入事例
の紹介があった。後述するイギリスの BIM 成熟度レベルではレベル２に相当するとのことである。こ
れは、ライフサイクル(6D)までは求めないが完成度の高い BIM といえる。今後更に維持管理データの 3
次元化システムを開発中とのことであった。標準化の動きについては、契約方式など各国で事情が異
なるものがあるので、イギリスの方式が標準化されることなどについて警戒感を有している。
(2）イギリス
イギリスでは、Environment Agency（EA）環境庁との会合のほか、EU BIM Task Group に影響力の大
きい RIBA（王立建築家協会）との意見交換の機会を持つことができた。既に EA の標準を定め、受注者
に対して概略レベルの BIM 導入を求めており、COBie に基づいた情報の提出も義務付けている。2016
年までにレベル２の BIM 導入を受注者に求めることが政府の方針である。RIBA によると、イギリスの
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建設業者の 95％は小規模な企業であり、建設業界は効率が悪く 35％の無駄があるとのことである。政
府発注の建設事業については、2010 年から 2015 年までに 15～20％のコスト縮減と 15～20％の CO２削
減を目標としている。BIM の導入を元請だけでなく下請企業を含めて建設業界に普及しようとしている。
政府は更に、BIM をレベル３に高めるという世界で最も革新的な政府戦略を打ち出している。EU レベ
ルで協調しようとする理由としては、住宅建設等の環境・省エネ対策の必要性などのほか、各国の個
別活動よりも協調することが効率よく BIM を推進できるとのことであった。
(3）オランダ
オランダでは、河川、道路、環境等を所管する国内最大の発注機関である RWS（国立水管理局）を訪
問した。庁舎はオランダの宗教の中心である文教都市ユトレヒトにある立派な近代的ビルであり、建
設にあたって政府が初めて BIM 導入を求めたとのことである。BIM は、インフラの物理的・機能的特徴
をデジタル化したもので、ライフサイクルでのアセットマネジメントを行うための重要な情報を蓄積
するための有効な手段と考えられており、RWS は、インフラに対する BIM の導入を 2012 年に 4 つのプ
ロジェクトで開始し、2018 年までに 21 のプロジェクトで導入予定である。特に、相互運用性
（interoperability）に関する標準化が重要と考え、インフラの維持管理まで視野に入れて大規模な
高速道路事業においてパイロットプロジェクトを試行している。CEN（欧州標準化委員会）や ISO など
の標準化に向けた活動に積極的に参画するほか、教育活動としてさまざまな組織や業界に BIM に関す
る情報を無料で提供する BIM Loket を 2015 年 4 月に設立した。
(4)まとめ
以上の調査、意見上交換からインフラへの BIM の導入ついて浮き彫りになったことは、まず、各国
とも異なるシステム間でのデータの伝達・交換で課題を抱えており、CEN や ISO などの標準化へ競うよ
うに熱心に取り組んでいるということである。各国の事情により取り組む分野の違いは若干あるもの
の、政府レベルでの BIM 導入・普及への意識は非常に高い。各国とも BIM 導入の成熟度レベルはイギ
リスの指標でいうレベル２を脱しておらず、建設事業の契約における正規の書類は未だ 2 次元の図面
である。しかし、2010 年代後半には多くの国でレベル３に移行し、それによって 3 次元データを契約
のベースとし、そしてインフラのライフサイクル全体にわたって BIM を導入したいと考えているよう
である。
我が国においても、建設生産システムの生産性向上、国際競争力の確保等の観点から、世界の動き
に遅れることのないよう、BIM/CIM の導入と標準化への取り組みを強化するとともに、普及・教育活動
を拡大することが求められる。
4.4.2 CIM に関わる教育・訓練調査報告（米国方面）
JACIC 研究開発部では、自主研究「CIM サポート事業創設に関する研究（全体）
」を継続し、今後の CIM
に関する人材教育事業に向けた調査研究に着手している。このたび、CIM に関する海外調査団を組織し、
9 月 21 日から 25 日の 5 日間にわたり米国の公共発注機関等を訪問し、BIM/CIM に関するガイドライン等
の整備状況及び関連した教育訓練プログラムの導入状況の調査を実施した。
(1) ニューヨーク市デザイン・建設部
ニューヨーク市の建設事業を担うデザイン・建設部では，2014 年から建設 IT 研究者である F. Penamora
博士（前・コロンビア大学工学・応用科学部長）をコミッショナーとして迎え、BIM の導入を精力的に進
めている。今回の訪問では、Penamora コミッショナーの他、K. F. Donnelly 副コミッショナー、各担当
者らから BIM の導入状況等について説明を受けるとともに、意見交換を行った。
NYCDDC では、数年前より大規模プロジェクトを対象に BIM の導入を開始し、2012 年には BIM ガイドラ
インを定め、対象および LOD (Level Of Development)を定めている。受注者にはガイドラインに基づい
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た BIM 実行プランを 30 日以内に提出することを求めている。現在のガイドラインは主に建築物を対象と
したものであるが、2016 年春に発行予定のガイドライン 2.0 ではインフラ構造物や施設管理への拡張を
予定している。またレーザー測量の有用性についても理解がなされ、BIM との融合についても取り組んで
いる。教育訓練については、市独自に教育訓練プログラムは有しておらず、受注各社が独自で行ってい
る状況である。ただし最近の米国の大学教育では建設マネジメントに人気があり、BIM に関する教育も盛
んに行われており、基礎知識をもった技術者が輩出されるようになってきている。
(2) ロードアイランド交通局（RiDOT）
RiDOT の John W. Preiss 氏らと会食し、ロードアイランド州での BIM への取組みについての意見交換
及び資料の手交を行なった。RiDOT では、BIM の知的、知識ベース、拡張性、可視化という面での有用性
に注目し、BIM 導入のための検討を段階的に進めている。現在はオートデスク社との協調により、Civil3D
をベースとして測量、道路設計、地下埋設物の情報定義を行なっている段階であり、今後は RiDOT 職員
への教育訓練プログラムも含めて検討を進めることとしている。今回の会食では 3 次元設計の有用性や
道路交通管理における日米での権限の違い等について自由な意見交換が行われた。
(3) マサチューセッツ州港湾局（Massport）
Massport はボストン地域の 3 空港と港湾の建設・管理を担っている。今回の訪問では、BIM を所管部
局長の S. Sleiman 氏から Massport の概要説明の後、L. Burdi 副局長、D. Arciero マネージャから BIM
のガイドラインの整備状況等について説明を受けるとともに、BIM に関する意見交換を行なった。
Massport では 3 年前から、設計の正しい理解、設計変更・干渉等による RFI(Requset For Informattion)
の減少、アセットマネジメントを目的に BIM の導入を進めてい。 2015 年には”BIM Guidelines for
Vertical and Horizontal Construction”を定め、Vertical（建築物）、Horizontal（インフラ構造物）
の別、概算費用に応じて BIM の利用指針を定めるとともに、BIM 実行計画（BIMxP）の作成方法、建築物
に関する LOD（level of development）を定めている。また 2020 年までの BIM のロードマップを作成し、
今後、プロジェクトマネジメント、教育訓練、そして施設管理、統合的なアセットマネジメントに至る
までの目標を段階的に示している。また人とプロセス、技術のバランスを保つことが必要であると考え
ており、トヨタ生産方式に基づくプロセスマネジメント手法 Lean Management を BIM と合わせて導入し
ている点が大きな特徴となっている。
(4)ウィスコンシン交通局南東地域(WisDOT SE)
WisDOT SE はウィスコンシン州南東地域を管轄しており、Zoo インターチェンジ（IC）を始めとした複
数の大規模プロジェクトが集中している。 第 1 日は WisDOT ウォーケシャオフィスを訪問し、 B. Wallace
局長、S. Schmit 副局長からの組織概要の説明後、 各担当者から MDU における CIM（Civil Integrated
Management; BIM for Civil Infrastructure）への取組み、 Zoo IC 改築プロジェクトの概要説明、そし
て Zoo IC を中心とした南東地域の道路事業における CIM への取組みについての情報提供を受けるととも
に、意見交換を行なった。第 2 日には Zoo IC 現場事務所を訪問し、 R. Luck 建設長からの概要説明の
後、3 次元設計や文書情報の管理についての技術的情報に関する説明を受けるとともに、意見交換を行っ
た。また同日午後には、工事現場および交通管制センターの視察を行なった。
WisDOT MDU（Method Development Unit）は、州全体での CIM（BIM for Civil Infrastructure）の導
入のためのマニュアル等の整備を担当する部局である。 MDU では 3 次元設計の有効性を高く評価し、2008
年に Autodesk 社の Civil3D の導入、2013 年には”WisDOT Design Model”を定め、2014 年からその運用
を開始している。また教育訓練については、通常の講義形式では個人の習熟度の違い等により教育が難
しいことから、ビデオ教材を用いたオンライン教育を導入し、作業分野ごとにカリキュラムを設定して
いる。今後は、
“Design Model”のさらなる整備を進めるとともに、その導入効果の検討、トレーニング
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コンテンツの改良、そして建設契約管理システムとの統合、ライフサイクルを考慮した情報モデルの開
発を進めていく予定である。
WisDOT SE では、2013 年にウィスコンシン大学と共同で 3 次元技術実装プランを作成し、3 次元モデリ
ング、干渉評価、可視化、仮想現実（VR）・拡張現実（AR）の導入までを対象とした 2015 までのロード
マップを作成し、CIM 導入を進めている。
WisDOT SE の管内に存する Zoo IC は、2 本のインターステイトハイウェイと 1 本の US ハイウェイが交
差する平均日交通量 35 万台の大規模インターチェンジであり、道路構造改良のために大規模な改築工事
を進めている。2012 年に改築工事に着手し、2020 年度に竣工を予定している。工事の実施においては 15
分の通行遅延を最大限度としたガイドラインを設け、日中の交通制限を極力避けるよう実施している。
また工事による規制情報は SNS（Social Networking Service）等を含めた様々な媒体を通じて住民への
周知を図っている。工事の遂行にあたっては CIM を積極的に導入しており、その導入により工事契約時
に必要とされる大量の設計図書が不要となること、3 次元設計の導入により異なる工種間での干渉検出が
極めて有効であることが示されている。またプロジェクト管理においては、様々な文書管理のシステム
化を進めていることと、事業遂行において予算、スケジュール、変更管理、リスクマネジメント、ドキ
ュメント管理等を含めた工程管理が重要であることが説明された。また CIM 全体の調整役として”CIM コ
ーディネータ”が重要な役割を担っている。
(5) まとめ
今回の調査では、上記の公共発注機関の訪問の他に、オートデスク社の開発拠点の 1 つであるボスト
ン近郊の Waltham オフィスを訪問し、土木インフラ製品の最新の開発状況等について情報取得及び意見
交換を行った。
今回の調査を通じて、米国の公共事業発注機関での BIM/CIM の先進的な取組みの状況を把握すること
ともに、それを進めるにあたっての様々な工夫や課題を把握することができた。Horizontal とも呼ばれ
る土木インフラに関する取組みは、米国においてもまだ試行段階にあるが、Vertical（建築）での BIM
の急速な進展の影響を受けて、その整備は急速に進みつつあること、また BIM/CIM の導入のための技術
者への教育訓練も一体としてロードマップに取り入れられていることが明らかとなった。今回の調査で
得た結果は、日本で CIM の制度化やガイドラインの整備、そして技術者への教育訓練を進めていく上で
大いに参考になるものと考えられる。
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4.5 CIM 人材育成
CIM の推進・普及に必要不可欠な CIM の人材育成では、JACIC において、以下の２つを取組んだ。
4.5.1 『CIM を学ぶ Ⅱ』の作成（熊本大学と JACIC の共同研究）
平成 26 年度の「CIM を学ぶ」に引き続き、熊本大学大学院自然科学研究科（小林一郎教授）と人材育
成に関する共同研究を実施した。
今回の『CIM を学ぶ Ⅱ』では、
「見える化の技法」として、CIM を事業遂行、日常業務等へのマネジメ
ントツールとして活用するための考え方とともに、様々な合意形成の過程における活用方法等を解説し
ている。
また、
「見える化の技法」の活用として、新水前寺駅地区交通結節点改善事業への活用事例等を紹介し
ている。当該事業は、九州旅客鉄道株式会社、熊本県、熊本市、熊本市交通局等の複数機関にわたる協
議調整が必要であったとともに、現場周辺の民家、地下埋設管、路面電車の軌道等の周辺関係物と、設
計対象物の相互確認が 2 次元図面だけでは説明と理解が極めて困難な現場条件であった。また、完成時
期等の工程上の制約もあり、これらの課題、制約条件を克服すべく、CIM を活用し、事業全体をマネジメ
ントした。
なお、
『CIM を学ぶ Ⅱ』は、JACIC のホームページにて平成 28 年度第一四半期目途で公開予定である。
章 番号

タイトル

1

－ はじめに

2

－ マネジメント

3

－ 新水前寺駅地区交通結節点改善事業への適用
4

4-1

様々な場面におけるCIMの活用事例
津屋原沼堤防施設計画事業におけるCIMの活用事例
～ 景観の見える化による関係者合意形成 ～

筑後川橋・早津江川橋の設計検討におけるCIMの活用事
4-2 例
～ 3次元モデルによる景観、構造検討の見える化 ～
4-3

大分川ダム建設事業におけるCIMの活用事例
～ ダムサイト周辺の見える化による景観検討 ～

4-4

地方建設会社におけるCIMの活用事例
～ 工事現場の見える化による安全管理の向上 ～

4

地下調節池構築におけるCIMの活用事例
4-5 ～ 打合せでの一言。
この部分の施工で足場を組み立てなくてもよいので
渋谷再開発事業におけるCIMの活用事例
4-6 ～ 大規模再開発事業における建築物、土木構造物の見
える化 ～
石巻市震災復興事業におけるCIMの活用事例
4-7 ～ 情報共有（SNS掲示板）を活用した事業進捗の見え
る化
～
5

－ あとがき

『 CIM を学ぶ Ⅱ 』の目次構成
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4.5.2 『CIM チャレンジ研修 -CIMSoluthon- 』の取組み（JACIC）
(1) 研修目的
CIM の活用に必要なツールである３次元 CAD ソフトの操作演習と、３次元 CAD ソフトを活用した課題演
習を実施する。
本研修を通じて、３次元 CAD ソフトを活用して課題を解決するスキルを習得することで、CIM をエンジ
ニア活動の一環として高度に使いこなせる人材を育成するとともに、最適な CIM ソフトが提供可能な業
界となるように関連業者を支援する。
(2) 開催概要
○協力：一般社団法人 IAI 日本
○日時：第一回 平成 28 年 2 月 15 日(月)から 17 日（水）
第二回 平成 28 年 3 月 7 日(月)から 9 日（水） 全日程 9:30～17:00
○場所：機械振興会館 第一回 6 階 67 号室、第二回 6 階 65 号室及び 67 号室
○プログラム・時間割
時間

2/15
3/7
（月）

2/16
3/8

研修内容

9:30～9:40

開講式、オリエンテーション

9:40～12:00

講義、演習（基本操作等）

12:00～13:00

休憩

13:00～15:00

講義、演習（基本操作等）

15:00～15:20

休憩

15:20～17:00

講義、演習（基本操作等）

9:30～12:00

講義、演習（モデリング等）

12:00～13:00

休憩

13:00～15:00

講義、演習（モデリング等）

（火） 15:00～15:20

2/17

研修科目

講義、演習（モデリング等）

9:30～12:00

課題演習（グループ単位で実施）

12:00～13:00

休憩

13:00～15:00

課題演習（グループ単位で実施）

16:50～17:00

グに関する講義、演習を行う。

休憩

15:20～17:00

3/9
15:00～15:20
（水）
15:20～16:50

３次元ＣＡＤソフトの基本操作、モデリン

休憩
演習結果発表、意見交換
閉講式、アンケート記入
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１，２日目で研修したソフトを活用し、日
常業務、又は現場を想定した課題に対する
解決演習を行う。

○研修コース：第一回は応募の多かった橋梁コース（川田テクノシステム(株)協力）と交通コース（応
用技術(株)協力）を開講。
第二回は第一回の受講生を除き、応募の多かった橋梁コース（川田テクノシステム(株)
協力）とトンネルコース（応用技術(株)協力）を開講。
○受講者
56 名の応募があり、申込者の希望を踏まえて申込順に第一回は 21 名(橋梁 10 名、交通 11 名)、第二回
は第一回を受講された 21 名を除き、申込順に 18 名（橋梁７名、トンネル 11 名）が受講。
(3) 受講状況
第一回、第二回とも橋梁コースでは、橋脚の位置
や根入れを調整し、下部工や上部工にかかるコスト
を算出し、経済性の比較検討を行った。第一回の交
通コースでは交差点におけるアンダーパスの視認性
確認について、比較検討を行った。第二回のトンネ
ルコースでは、トンネルのルート選定において、対
象範囲を設定し、設計や施工上の制約条件下、経済
性を比較し、最適ルートの選定検討を行った。
課題検討は、各コースで 2 班に分かれて作業を行
い、検討結果の発表は 4 班を一堂に介して行った。
発表者からは、CIM（３次元モデル）を活用して良か
ったと感じた点や、ソフトの機能等に関する改善点
の指摘及び意見が出された。
(4) 受講者へのアンケート結果
2 回の研修ともに、受講生へのアンケートを実施した結果、今後の研修計画の策定にあたって、下記の
意見を頂いた。
①多彩なコース(分野及び解析等の業務種別、より高度な内容)で実施して欲しい
②地方でも開催して欲しい
③実際の業務、工事等の実務データを取り扱って欲しい
(5) 今後の計画
平成 28 年度以降も、モデリングの演習と、そのモデリング技術を活用した課題の解決演習を引き続き
実施する予定である。
また、今回の受講者から要望のあった研修コース、開催地等に関する意見も考慮し、実効的な研修計
画を策定して、幅広い分野で CIM を高度に使いこなせる人材育成を目指したい。
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5. おわりに（CIM 導入・推進に向けて）
これまで、技術検討会と制度検討会が CIM の導入に当たっての課題や方策について、制度的、技術的
な観点でそれぞれ主体的に検討を進めてきた。
なお、平成 28 年度以降は、これまでの両体制を統合し、CIM の推進・普及をより強力に進める体制に
再編される計画であり、これらの計画概要が平成 28 年 3 月 22 日に開催された第 9 回 CIM 制度検討会に
て報告された。
今後、新たな CIM 検討体制においても、これまで技術検討会で取り組みしてきた各専門ＷＧによる設
計、施工に関わるモデル作成・活用の検討、また各建設業団体による技術検討等を継続し、CIM の推進・
普及に向けた取り組みを進めていく予定である。
また、平成 28 年 4 月より現場に導入される「i-Construction」の ICT 土工で得られる知見・成果との
連携を十分図るとともに、これまでの検討成果で取りまとめた CIM モデルの作成、活用方法等について、
実際の業務、現場での実践を基に問題点と、課題を抽出し、その対応策を『CIM 導入ガイドライン』にフ
ィードバックしていく予定である。

CIM のこれからの推進・普及体制案（第 9 回 CIM 制度検討会資料より）

CIM 導入推進委員会・各 WG の実施方針

ICT 技術の全面的な活用（土工）の実施内容

（第 9 回 CIM 制度検討会資料より）

（ICT 導入協議会資料より）
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平成 24 年 7 月に設立された CIM 技術検討会は、平成 27 年度までの約 3 年 9 ヶ月において、計 11 回
の検討会、またこれに関係する WG を開催し、CIM に関わる技術検討を進めてきた。また、これら検討
会、WG には、関係団体から約 70 人の参画を頂いた。
これら関係者のご協力とご尽力に、心から感謝と敬意の念を表すとともに、今後も、関係団体がより
一層団結して、CIM の導入・推進に向けた取組に邁進していく所存である。
（CIM 技術検討会事務局）
■CIM 技術検討会の活動実績
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

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

第 9 回検討会

平成 27 年 8 月 7 日

平成 27 年度活動計画に関する意見交換

第 10 回検討会

平成 28 年 1 月 15 日

平成 27 年度活動中間報告（専門 WG 検討成果等）

第 11 回検討会

平成 28 年 3 月 15 日

平成 27 年度報告取りまとめ、次年度検討体制の意見交換
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■CIM 技術検討会 参画者一覧（H24 年度～H27 年度）

＜CIM技術検討会 参画者一覧（H24年度～H27年度）＞
順不同・敬称略

●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
全国地質調査業協会連合会
全国測量設計業協会連合会
オープンCADフォーマット評議会

○ＷＧメンバー

*WG兼務
坪香 伸

建設物価調査会

東出 成記*
八尋 裕*
見波 潔
丸山 忠栄
山田 篤司
吉峰 文郎
宮地 淳夫
小林 正典

経済調査会

衛門 久明

日本建設業連合会

国土技術研究センター

森 吉尚

高野 匡裕
柄 登志彦
舘岡 潤仁
中筋 雄三*
國島 広高
加藤 雅彦
秋山 泰久
佐々木 康博*
土谷 学*
竹内 幹男*

建設コンサルタンツ協会

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

日本建設機械施工協会

日本建設情報総合センター

○ オブザーバー
日本橋梁建設協会

鴇田 智道
三浦 文哉
岩元 隆志
大場 敦史
鈴木 圭一
杉浦 伸哉
佐藤 郁
黒台 昌弘
請川 誠
北原 剛
佐藤 靖彦
小島 文寛
神崎 恵三
鈴木 伸康
藤澤 泰雄
雫石 和利
熊谷 幸也
松田 寛志
加瀬 光
鈴木 泰之
薄井 正幸
佐藤 隆洋
坂森 計則
安藤 潤
尾畑 圭一
井上 修
土屋 義彦
前田 晋
浅田 一央
藤島 崇
竹本 憲充
藤田 一宏
元永 秀
笛田 俊治
小路 泰広
髙津 知司

○ 事務局
中嶋 浩之
戎 克行

先端建設技術センター

日本建設情報総合センター
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緒方
三橋
井上
影山
川上
川島

正剛
勝彦
純三
輝彰
哲治
宏人
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