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土木学会の取り組み・
普及活動

１ .　土木学会の役割と小委員会の活動

CIM（Construction Information Modeling/
Management）の推進には，産・官・学の連携が
不可欠であり，そのうち土木学会は，学の役割を
担っている。学の役割とは，利害関係に捕われる
ことなく，広い知見を集め，熟考し，ものの本質
を見極め，それらの成果を公表・伝達することに
あると考えられる。

土木学会では幅広い分野における調査研究活動
を行っているが，CIMに関しては，土木情報学委
員会（矢吹信喜委員長：大阪大学大学院教授）が
中心的な役割を担っている。土木情報学委員会
は，国土交通省を中心とした，CIMの導入にあた
り現行の制度，基準等についての課題を整理・検
討するための，CIM制度検討会1）にメンバーとし
て参画している。

また，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
ための，産学官によるCIMの構築2）にも参画して
いる。さらに，土木情報学委員会の下位組織であ
る，国土基盤モデル小委員会3）（城古雅典小委員
長：前田建設工業株式会社）と，ICT施工研究小
委員会4）（森博昭小委員長：中央復建コンサルタン
ツ株式会社）がCIMに関する調査・研究・普及活

動を行っている。
まず国土基盤モデル小委員会は，2006年度に活

動を開始した。図― 1は国土基盤モデルの概念を
表したものである。国土基盤モデルとは，サイバ
ーワールドと呼ばれる仮想空間と，土木構造物等
で構成される実社会基盤を，センサーネットワー
ク，ICタグ等を用いて融合させるものであり，
この概念を念頭におきながら，マネジメントの最
適化，データの標準化，教育・人材育成，製造業
と建設業の違いなどに着目した研究活動を行って
いる。

次にICT施工研究小委員会は，2012年度より活
動を開始し，施工段階における ３ 次元モデルの活
用の用途・効果を明らかにすることにより，設計
段階から継承される情報と，維持管理段階に継承
する情報の標準化に関する研究を行っている。

２ .　CIMに関する普及活動と情報収集

CIMとは，2012年 ４ 月13日に東京で開催され
た，一般財団法人日本建設情報総合センター

（JACIC）主催のセミナーで講演を行った佐藤直
良国土交通省技監（当時）が提唱した概念である
が，国土基盤モデル小員会では，それ以前から ３
次元情報技術の有効性やデータの標準化に関する
研究を行っており，CIMに関する知識や人材が豊
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富であったため，普及活動の中心的存在となった。
まず普及活動としては，国土交通省，内閣府沖

縄総合事務局， ２ つの一般財団法人， ４ つの一般
社団法人の後援と，14社のスポンサー企業の協賛
により，2013年度，2014年度とも全国10か所で
CIM講演会を行ったところ，両年度とも1,000名
を超える方々の参加があった。また，講演会の内
容やアンケート集計結果をまとめた報告書を作成
し，小委員会のホームページ5）〜 ６）で公開してい
る。CIM講演会については，2015年度も計画中で
あり， ７ 月から12月にかけて，全国15か所で講演
会を行う予定である。

次に情報収集としては，海外に目を向けた取り
組みとして，2013年度は米国，2014年度は欧州に
技術調査団を派遣し，現地での先進的な情報収集
や意見交換を行い，その成果を報告書にまとめ，
小委員会のホームページ7）〜8）で公開し，講演会も
実施した。

３ .　CIM講演会２0１4

⑴　目　　的
土木情報学委員会では，建設生産システムの新

たな取り組みとしてCIMの導入および情報化施工
の一般化に関する研究・開発を行っている。これ
らの技術の普及支援を目的とした活動として，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広く
周知を図ることを目的に，2013年度「CIM」に関
する講演会に引き続き，「CIM講演会2014」を開
催した。

⑵　日程・会場と参加者数
表― 1は，講演会の日程・会場と参加者数を示

したものである。2013年度の参加者数1,049名に
対し，2014年度は1,140名となっており，CIMへ

図― 1　国土基盤モデルの概念

26 建設マネジメント技術　　2015 年 6 月号



特集CIM〜産学官の取り組み〜

の関心の高さが伺える。

⑶　講演プログラム
講演プログラムは， ４ つの議題とし，①国土交

通省におけるCIMの取り組みについて，②米国
CIM技術調査報告，③計画・設計事例と施工との
連携，④施工事例と維持管理への連携，について
講演を行った。

⑷　受講者の意識
受講者の意識を調査するために，講演参加者に

対しアンケートを実施した。受講者数1,140名に
対し，931名の方々に回答を頂いた（回答率82
％）。なお，詳細の結果については小委員会ホー
ムページ6）で公開しているので，ここでは，概説
に留めることとする。

参加者分類では，建設コンサルタントが56％と
最も多く，以下，建設会社17％，発注者とITベ
ンダーが ９ ％で並んでいる。年齢構成としては，
40代が40％と最も多く，以下，50代24％，30代19

％となっている。CIMについては，言葉は聞いた
ことがあるが53％と最も多く，内容までよく知っ
ているが43％となっている。CIMの取り組みにつ
いては，将来的には積極的に取り組んでいきたい
が33％と最も多く，以下，既に取り組んでいる31
％，積極的に取り組んでいきたいが29％となって
いる。

また，複数回答可能な質問のうち，「CIMを導
入するにあたって考えられる課題」については，
CIMの知識・技術，人材育成・教育，導入コスト

（ソフトウェア・ハードウェア）に多くの回答が
あり，「今後，CIMを導入するにあたって，どの
ような情報を希望するか」については， ３ 次元モ
デリングの手法，CIMに対する政策や方針，導入
事例の紹介，実施研修（OJT），ソフトウェア勉
強会に多くの回答が寄せられた。なお，今年度計
画しているCIM講演会2015は，これらの意見を取
り入れた講演内容とする予定である。

表― 1　CIM講演会2014 日程・会場・参加者数

No. 開催日 場所 担当
2013年度 2014年度

会場（2014年度）
定員 参加者数 定員目標 会場定員 受講者数 前年比

1 ７ 月1７日 札幌 国土基盤 210 141 200 156 13７ −4 札幌市教育文化会館 講堂

2 ７ 月25日 福岡 ICT施工 120 148 200 180 1７0 22
天神ビル 大会議室11号
（椅子席）

3 8 月29日 仙台 国土基盤 180 113 200 190 141 28 エルパーク仙台 スタジオホール

4 9 月 5 日 高松 ICT施工 90 5７ 100 120 54 −3 サンポートホール高松 54会議室

5 9 月19日 名古屋 国土基盤 144 133 200 144 121 −12 吹上ホール第 3会議室

6 10月 3 日 広島 ICT施工 112 85 150 200 96 11
サテライトキャンパスひろしま
大会議室

７ 10月1７日 大阪 ICT施工 200 135 200 150 112 −23 大塚商会

8 11月14日 沖縄 ICT施工 60 61 100 100 64 3 沖縄県立博物館・美術館 講座室

9 11月28日
富山

2013年度は金沢
国土基盤 144 46 100 252 ７8 32

一般社団法人 富山県農協会館
8 Fホール

10 12月19日 東京 国土基盤 150 130 250 20７ 16７ 3７
日比谷コンベンションホール
（大ホール）

計 1,410 1,049 1,７00 1,699 1,140 91

建設マネジメント技術　　2015 年 6 月号 27



特集 CIM〜産学官の取り組み〜

4 .　欧州CIM技術調査

⑴　目　　的
2013年度には，CIMの導入実績が豊富な米国

で，CIMの普及を推進する政府関係者，CIMを研
究分野とする学術関係者，CIM導入実績が豊富な
建設コンサルタントや施工会社との意見交換，実
務事情調査を行うための米国CIM技術調査2013を
行った。

この調査の継続として，2014年度は，2016年度
に公共事業調達へのBIM導入を発表した英国を始
めとするEU諸国政府関係者，CIMを研究分野と
する学術関係者，CIM導入実績が豊富な建設コン
サルタントや施工会社との意見交換，実務事情調
査を目的とした欧州CIM技術調査2014を実施した。

本調査により，欧州における産学官CIM実務者
との協調関係を構築し，今後の重要課題である
CIMモデルの国際標準化や社会資本の運用及び維
持管理段階でのCIM活用方策について，継続的な
情報交換を可能にするものと期待するものである。

⑵　調査団メンバー
矢吹信喜土木情報学委員長を団長をとして，国

土交通省から ２ 名，日本建設情報総合センターか
ら １ 名，建設コンサルタンツ協会から １ 名，日本
建設業連合会から ３ 名，オープンCADフォーマ
ット評議会から １ 名の参加者があり，述べ ９ 名の
調査団メンバーとなった。

⑶　行程及び訪問国
行程及び訪問国は，2014年10月19日に日本を出

発し，20日フランス，21日から23日英国，24日ド
イツを訪問し，25日から26日にかけて帰国するス
ケジュールであった。

⑷　EUの動向
ヨーロッパではEU（欧州連合）として活動す

ることが決まっており，BIMに関しても，すべて
の国がBIMタスクフォースに参加している。図―
2はBIM Maturity Diagram（BIMの成熟度を表
すチャート）であり，右へ行くほど成熟度が増し
ていく。そして，各国は2016年までにレベル ２ ，
2025年にはレベル ３ を達成することを目標として
いる。

図― 2　Level of BIM maturity
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⑸　フランスの動き
フランスでは，エンジニア会社であるEgis社を

訪問した。フランス政府のBIMの推進ポリシー
は，民間企業の取り組みを国の取り組みとして推
進することとしており，Egis社が中心的な役割を
担っている。Egis社の考えでは，建築の場合， ３
次元モデルを使った「可視化」は進んでいるが，
コラボレーションの部分については，あまり進ん
でいない。

一方，土木の場合は， ３ 次元モデルを使った
「コラボレーション」が活発に行われている。そ
こで， ３ 次元モデルの表現として活用している

「建築」への取り組みと，コラボレーションを活
用している「土木」への取り組みについて，これ
ら ２ つの取り組みを融合することで，さらなる ３
次元の利用方法や効果的な活用方法が進むという
信念のもと，取り組みを進めている。

⑹　英国の動き
英国では，政府の戦略に基づきBIM義務化を推

進するBIMタスクグループ，BRE（英国建築研
究所），ICE（英国土木学会），HS ２ 社（英国高
速鉄道会社）を訪問した。

英国政府は，2011年 ５ 月に政府建設戦略「BIM 
MANDATE」を公表し，BIMを義務化すること
により，2016年までに建設コストを20％削減する
こととした。また，同じく2011年にコンストラク
ション2025という戦略も発表し，2025年には建設
コスト33％削減，工期短縮50％という目標を掲げ
ている。

⑺　ドイツの動き
ドイツでは，シールドトンネルの統合モデルを

研 究 し て い る Ruhr 大 学， 建 設 会 社 で あ る
Hochtief社，ソフト開発会社であるCeapoint社を
訪問した。

ドイツではドイツ政府建築研究所が交通通信省
から受託（2012年12月〜2013年11月）して，海外
で策定が進んでいるBIM指針のドイツ版策定に関
する事前調査を行っている。建設産業において新

しい手法を成功させるためには，「人」，「プロセ
ス」，「テクノロジー」，そして「ガイドライン」
の ４ つの要因が重要である。BIMに関して言え
ば，「テクノロジー」はかなり進んでいるが，後
の ３ つの要因がネックとなっており，教育や正式
なガイドラインが不足していると報告されてい
る。そこで，ドイツ独自のBIMガイドラインの策
定を提案している。

⑻　欧州CIM技術調査報告会
帰国後，調査団員が役割分担を行い，欧州にお

けるCIM技術調査2014報告書の作成と，欧州CIM
技術調査報告会を開催した。報告書は小委員会の
ホームページ8）で公開し，講演会は，東京で ２
回，大阪で １ 回開催し，講演プログラムは，①調
査概要，②フランスの動き，③英国の動き，④ド
イツの動き，⑤総括で行い，参加者は述べ223名
であった。

⑼　総　　括
ヨーロッパではEU（欧州連合）として活動し

ており，2016年までにレベル ２ ，2025年にはレベ
ル ３ を達成というロードマップに従い，各国が独
自のアプローチで活動を行っている。その中でも
英国は，政府がBIMの義務化と具体的な数値目標
を掲げているため，先進的なポジションを勝ち取
るのではないかと考えられる。

５ .　CIM講演会２0１５

CIM講演会20159）では，情報化施工等の情報発
信を視野に入れ，施工分野の参加者の増進を図り
たいと考えている。開催日程は ７ 月から翌年 ２ 月
を予定しており，全国10会場での開催を計画して
いる。

講演プログラムは，①国土交通省の取り組み，
②地方整備局の取り組み，③米国・欧州CIM技術
調査報告，④CIM技術検討会の取り組み，⑤今
CIMで出来ること，としている。
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また，今年度は，上記とは別に①CIM入門，②
先進団体の取り組み，③今CIMで出来ること，と
いったプログラムで地方自治体の活動を取り上げ
た講演会を全国 ５ 会場で計画している。

これら講演会の詳細については，およそ開催の
１ カ月前に土木学会ホームページの本部主催行事
の参加申込10）に掲示するので，そちらを参照して
頂きたい。そして，本講演会への参加費は無料で
あり，また，土木学会のCPD取得だけではな
く，地盤工学会，全国土木施工管理技士会連合
会，農業農村工学会の「CPD申請書・受講証明書」
を会場にて受領し，参加者自身が申請すれば，上
記団体のCPDも取得できるので，魅力的な講演
会として，多くの方々が参加して頂けるものと期
待している。

６ .　今後の展望

最後に，CIMを普及だけではなく，発展させる
上で，重要な視点を ２ つ提案したい。 １ 点目は，
３ 次元情報技術の導入メリット。 ２ 点目は，コン
セプトの創造である。

１ 点目の ３ 次元情報技術の導入メリットである
が，先駆者である製造業の成功事例を紐解くと，

コンカレント・エンジニアリングの考え方が重要
であることが理解できる。コンカレント・エンジ
ニアリングとは，従来の段階型開発（ウォータフ
ォール型開発）と違い，開発の上流過程で下流過
程の作業も考慮して，同時並行的に開発していく
ことによって開発の短縮化と効率化を目指すので
ある。そのプロセスのイメージを図示すると図―
3のようになる。各作業をオーバーラップさせな
がら，下流過程での上流過程へのフィードバック

（手戻り）をできるだけ回避し，短期化と開発費
節減を図るのが狙いである。

同時並行型開発の組織は，従来と相違して開発
初期過程で下流の担当者と共同で開発することに
なり，「顧客から製造，販売に至る情報を共有化
すること」とそれに基づく「合意形成」が必要で，
コミュニケーション手段としてのITの支援と「集
団的意思決定法」の支援が求められる。コンカレ
ント型開発固有のIT支援としては製品の具体的
なイメージをビジュアル化する ３ 次元のソリッド
モデリング技術を中心とする製品モデリング技術

（CAD）などが必須である11）。
次に， ２ 点目のコンセプトの創造であるが，こ

こで言うコンセプトとは，CIM導入のコンセプト
ではなく，建設業が目指すべきコンセプトの創造
と捉えて頂きたい。また，以下の内容は土木学会

図― 3　ウォータフォール型開発とコンカレント型開発
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の公式見解ではなく，あくまで私見であることを
付け加えておく。

私が考える，建設業が目指すべき将来像のコン
セプトを図― 4に示す。建設業が目指すべき将来
像のコンセプトとは，まず，設計業務を自動化す
ることに注力する。次に ３ 次元情報技術の最も有
効な使い方である，仮想施工（バーチャル施工）
を目指す。そして，仮想施工が可能になると，機
械化施工が可能となる。そして，機械化施工が実
現すれば，自動化施工も視野に入ってくる。これ
は今は夢ものがたりのように聞こえるかもしれな
いが， ３ 次元情報技術には従来の ２ 次元技術とは
違い，ポテンシャルの高い秘めた力が内在してい
ると考えている。その力を引き出すためには，従
来のやり方に，いかに ３ 次元情報技術を当てはめ
るかと言った考え方ではなく，根本からすべてを
再構築するような視点も必要な場合がある。さら
に，実現可能な時間的な尺度も，50年先，100年
先といった視点が必要かもしれない。そして， ３
次元情報技術の成功は，持続的改善から生み出さ
れるものではなく，破壊的改善から生み出される
もの12）と考えるものであり，そのためにはコンセ
プトの創造は重要なテーマであり，そのコンセプ
トの一つとして，「自動設計から仮想施工，さら

に機械化施工，そして自動化施工」を提唱したい。
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