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はじめに1
我が国は人口減少時代を迎えているが、これまで
成長を支えてきた労働者が減少しても、トラックの
積載率が41％に低下する状況や道路移動時間の約4
割が渋滞損失である状況の改善など、労働者の減少
を上回る生産性を向上させることで、経済成長の実
現が可能と考えられる。そのため、国土交通省では平
成28年を「生産性革命元年」とし、本年3月に国土交
通省生産性革命本部を設置し、省を挙げて生産性革
命プロジェクトを推進しているところである。この
うち、「産業別」の生産性を高めるプロジェクトとし
て、本格的なi-Constructionへの転換を進めている。
（図−1）

我が国の建設産業は近年、就業者数の減少ととも
に高齢化の進行が著しく、今後10年間で高齢等のた
め、技能労働者約340万人のうち、約1／3の離職が
予想され、労働力不足の懸念が大きい。このような厳
しい環境の中において、社会資本の整備・管理体制を
持続的に確保していくためには、人的資源が限られ
ている前提で建設産業全体の労働生産性を高め、よ
り多くの付加価値を生み出すことが重要である。
i-Constructionは建設生産システムの調査から施
工、維持管理までのシステム全体の生産性向上を図
るものであり、「ICTの全面的な活用（ICT土工）」、「全
体最適の導入（コンクリート工の規格の標準化等）」、
「施工時期の平準化」をトップランナー施策として、
これらにより、一人あたりの生産性の約5割向上を目
指すとともに、「賃金水準の向上」、「安定した休暇の
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取得」、「安全な現場」、「女性や高齢者等の活躍」など、
建設現場の働き方革命の実現を目指すものである。
「ICTの全面的な活用」（図−2）では、数ある工種の
うち、まずは改善の余地が大きい土工について、測
量・施工・検査等の全プロセスでICTを活用すること
としており、情報化施工や、3次元モデルをプロセス間
で連携・発展させるCIM（Construction�Information�
Modeling／Management）（図−3）の試行で得られ
た知見等を参考として、公共測量マニュアルや監督・

検査基準などの15の基準類とICT建機のリース料を
含む新積算基準を策定し、平成28年度より国が行う
大規模な土工については、原則としてICTを全面的に
適用することとしている。これにより、土工の現場で
は調査、設計の段階から施工、監督、検査の段階まで
三次元データを活用する環境、言い換えればCIMを
活用する環境がかなり整備されたと言える。
今後、ICT土工におけるCIMの活用検証を踏まえ、
土工以外の橋梁やトンネルなどの工種、構造物に広

図−3　CIMの概要

図−2　ICTの全面的な活用の概要
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げることで「ICTの全面的な活用」を実現していく方
針であり、この成否が建設産業の生産性革命の実現
に向けた重要な鍵となるのではないかと思われる。
国土交通省では、平成24年度より産学官の関係機
関の協力の下でCIMの試行に取り組んできたが、次
章以降で、これまでの試行結果と今後の検討・推進体
制について述べる。

CIMの試行で確認された効果と
課題2

平成24年度からスタートした国土交通省直轄事
業におけるCIMの試行は、設計業務の分野では、平成
27年度までに概略・予備設計で9件、詳細設計で47
件の合計56件を実施してきている。工事の分野で
は、発注者がCIMの試行を指定する指定型が14件、
受注者の希望を踏まえ試行を実施する希望型が95
件、詳細設計付きが1件の合計109件を実施してきて
いる。この試行を通じてアンケートを行い、その効果

や課題について整理を行った。
試行でCIMの導入の効果が認められた主な項目と
して、合意形成の迅速化、フロントローディングの実
施、安全性の向上があり、この活用事例について紹介
する（図−4）。
3次元モデルを活用すれば、様々な視点から対象構
造物を確認することができるため、完成する構造物
のイメージがつきやすい特徴があり、これにより合
意形成の迅速化に資する効果が確認された。具体的
には、事業計画の住民説明会において、3次元モデル
を用いた映像による説明だけでなく、3Dプリンタで
模型を作成し、説明会で用いることで、計画内容の理
解が促進し、合意形成の迅速化に資することが確認
された。
また、設計段階で3次元モデルを用いると、鉄筋が
複雑に交差するような構造物における鉄筋の干渉箇
所を容易に発見でき、施工に設計成果を受け渡す前
に修正することができる。さらに、完成後における橋
梁の検査員の導線を確認しながら効率的な点検が可
能となるよう検査路の設計ができる等、工程の上流
段階で後工程の作業等を考慮することで手戻りの防
止や品質向上を図るフロントローディングの実施が
CIMによって効果的に進められることが確認さ
れた。
施工段階では、3次元モデルを用いて、重機の配置
計画や施工手順の確認、さらに新規入場者教育やKY
活動に3次元モデルを活用し、現場作業員へ周知する
ことにより、施工段階での重機の輻輳等の危険因子
を予め取り除くことができ、安全性の向上に寄与で
きることが確認された。
一方で、課題も浮き彫りとなっており、3次元モデ
ルを取扱うことができる人材が不足していること、
パソコンや3次元CADソフトの導入に際してコスト
がかかること、またモデル作成の際の詳細度につい
ても明確化の必要性があることが確認されたことか
ら、今後、導入、普及に当たっての対応策が必要で
ある。

CIMの新しい検討体制3
これまで、CIMの導入、普及方策については、CIM制図−4　CIMの試行で確認された導入効果
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度検討会やCIM技術検討会において産学官にわたる
関係機関がそれぞれの役割の下で、制度的、技術的な
観点から検討を重ね、CIMの導入効果や普及推進に
向けた課題を整理してきた。来年度からCIMを本格
的に導入するにあたり、関係者間の目標の共有や役
割・責任の明確化を図り、CIMの推進・普及をより強
力に進める体制とするため、これまでの検討体制を
一本化し、CIM導入推進委員会を設置することと
した。
このCIM導入推進委員会は、国土交通省が進める
i-Constructionにおけるトップランナー施策である
ICTの全面的な活用を、CIMを用いて推進するため
に、関係機関が一体となりCIMの導入推進および普
及に関する目標や方針、具体的な方策について検討
し、意思決定を行うことで、CIMの導入、普及に向け
た施策を円滑かつ強力に進めていくものである。
当面の取り組みとしては、今年度から3次元データ
の活用を先行して進めているICT土工の取り組みを
検証し、成果をこれまで検討を重ねてきた各工種（橋
梁、トンネル、ダム、河川構造物）に展開するため、
CIMの導入推進や普及に関する実施方針や方策の検
討、ガイドラインや基準類の整備を行う。これらの方
針や方策、基準類の整備等を進めるため、3つのWG
（ワーキンググループ）を設置する（図−5）。以下にそ

の内容について記載する。

3．1　CIM導入ガイドライン策定WG
受発注者双方がCIMを効果的に導入できるよう
に、CIMの活用方法や3次元モデルの作成方法等を体
系的に整理したCIM導入ガイドラインを平成28年
度中に策定する予定であり、これまで試行事業の結
果などを踏まえ、ガイドラインの検討を進めてきた。
昨年度までに、CIM導入ガイドラインの骨子を策
定しており、その構成は、CIMの概要や各工種に共通
する測量、地質調査について記載した共通編、また工
種（橋梁、トンネル、河川、ダム、土工）ごとに、設計や
施工、維持管理におけるCIMの活用方法を記載した
各分野編からなり、調査から維持管理段階まで体系
的に記載し、受発注者双方のCIM活用を支援するも
のである。この骨子を基に素案を作成し、試行業務お
よび工事で検証し、今年度中のガイドライン策定を
目指すこととしている。

3．2　要領・基準の改定WG
このWGでは、CIMの導入に必要な要領や基準に
ついて検討する。具体的には、設計や施工段階での3
次元データを活用した発注方法の整備、3次元データ
を活用した監督・検査要領の改訂、試行においてCIM

図−5　CIM導入推進委員会の体制図
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の導入効果が確認された鉄筋の干渉チェックの確認
方法を明確化し、現場でのCIMの活用を促進する。
また、これまでのCIM技術検討会や土木学会での
海外動向調査も踏まえ、多様な入札契約方式におい
て、CIMの導入にあたり効果的な採用方式の検討及
び課題を整理する。
さらに、インフラ構造物を対象とした3次元モデル
の国際標準化に関して、日本国内の意見集約および
現況に関する共有の場を提供し、日本としてのスタ
ンスを提示しやすいように支援する。

3．3　現地での検証WG
これまで、CIMの試行業務と試行工事にてCIMの
導入効果や課題について抽出を行ってきたが、平成
28年度からは、CIM導入ガイドラインの素案を基に
試行検証を行い、得られた導入効果および課題につ
いて集約し、委員会や各WGに展開し、ガイドライン
や要領基準の内容をより現場で活用しやすくするよ
うに内容の熟度を高める。

CIMを活用した新たな建設生産
システムの構築に向けて4

CIMを活用して、調査から維持管理まで全ての段
階をシームレス化することにより、各段階での効率
化だけでなく、成果物や情報の受け渡しの効率化が
図られ、維持管理の高度化や、迅速な災害対応にも役
立つと考えられる。CIMは、建設生産システムの生産
性向上を図るi-Constructionの取り組みを推進し、
経済成長の実現や国土強靱化に向けたより効率的な
インフラの整備、老朽化への適切な対応が求められ
る我々建設産業界を支援する強力なツールとなるで
あろう。
CIMの推進による建設生産システムの生産性向上
の実現には未だ多くの課題が残されている。この解
決には建設生産システムに携わる企業、団体や各学
会の協力が不可欠であり、関係各位に対し、これまで
のご尽力に感謝申し上げるとともに、引き続き、CIM
導入推進、普及にあたってのご協力をお願いしたい。
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はじめに1
我が国の生産年齢人口が減少することが予想され
ている中で、経済成長を続けるためには、生産性向上
は避けられない課題である。国土交通省においては、
建設現場における生産性を向上させ魅力ある建設現
場を目指す新しい取組であるi-Constructionを進め
ることとした。
調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新ま
でのあらゆる建設生産プロセスにおいて抜本的に生
産性を向上させることにより、建設現場における一
人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善
し、建設現場に携わる人の賃金の水準の向上や安全
性の確保を図ることが狙いである。
本稿では、i-Constructionを打ち出すに至った現
状認識、本施策のターゲットの考え方や、トップラン
ナー施策とされる「ICTの全面活用」の具体的な取り
組みである「ICT活用工事」の流れについて紹介する。

施策推進の視座2
2．1　現状認識
（1）労働力過剰時代から労働力不足時代への変化
技能労働者約340万人のうち、約110万人の高齢
者が10年間で離職することが予想されており、現在
と同水準の生産性では建設現場は成り立たなく
なる。
（2）�経営環境改善の今が生産性向上の絶好のチャンス
我が国の建設投資額は、2010年度にピーク時の約

84兆円から5割以下に落ち込んだ後に増加に転じ、
建設投資が下げ止まる状況。建設企業においても、未
来に向けた投資や若者の雇用を確保できる状況にな
りつつある。

2．2　ターゲットの設定
（1）生産性向上が遅れている土工等の建設現場
トンネルなどは、約50年間で生産性が最大10倍に
向上した一方で、建設現場で多く用いられている土
工や場所打ちコンクリート工の生産性が30年前と
ほとんど変わっていない。（図−1）
その上、これらの工事に従事している技能労働者
の割合は直轄工事で働いている全技能労働者の約4

i-Constructionにおける
ICT土工について

Part 2
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図−1　日本建設業連合会　建設イノベーションより
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割に相当する。（図−2）
そのため、改善の余地が大きく、本施策のターゲッ
トとして設定した。機械土工分野の施策としては、
「ICT�の全面的な活用（ICT�土工）」、場所打ちコンク
リート工分野の施策としては「全体最適の導入（コン
クリート工の規格の標準化等）」を進めることとして
いる。人的資源配分の効率化の観点から進める「施工
時期の平準化」と合わせて、トップランナー施策と位
置づけている。

ICT活用工事の流れ3
３．1　 「ICTの全面的な活用（ICT土工）」の概要
「ICTの全面的な活用（ICT土工）」 のトップラン
ナー施策としての対応として、4月からは直轄の土工
工事において「ICT活用工事」の公告が始まった。その
核となる考え方は、3次元起工測量、3次元設計デー
タ作成、ICT施工、3次元出来形管理及び3次元データ
での納品を行うというものである。（図−3）

3．2　15基準について
ICT活用工事の実施にあたり、以下の15の基準類
を昨年度末に発出したところである。（表−1）
このうちICT活用工事の起工測量から完成検査ま

図−2　H24国土交通省発注工事実績より

図−3　ICT全面的活用のイメージ

表−1　15の新基準とその適用場面について
名称 適用場面・概要

測
量
設
計

1 UAVを用いた公共測量マニュアル（案） ・�路線測量等、詳細設計の横断図に供する公共測量（発注仕様として）
・工事測量（参考文献として）

2 電子納品要領（工事及び設計） ・フォルダ構成変更、大容量メディア追加
3-1 LandXML1.2に準拠した3次元設計データ交換標準V1.0 ・CADソフトベンダー向け

3-2 3次元設計データ交換標準運用ガイドライン ・詳細設計での3次元設計（発注仕様として）
・工事での3次元設計データ作成（参考文献）

施
工
管
理

4 ICTの全面的な活用（ICT土工）の推進に関する実施方針 ・発注方針や費用の考え方等
5 土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値） ・�3次元出来形データによる面管理を自主管理、発注者の監督・検査に適用する場合
6-1 土木工事数量算出要領（案） ・�3次元CADの面データの差分による数量算出をICT活用工事や3次元設計で適用する場合
6-2 施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案） ・�部分払における出来高取扱方法（案）に基づく、重機の稼働履歴を用いた具体的な対応
7 出来形合否判定総括表 ・�3次元出来形データによる面管理を適用する場合に発注者に提出する「出来形管理資料」
8 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領 ・�起工測量〜納品までのICT活用工事の受注者の対応の一切を記載した内容（UAV、レーザース

キャナの技術別に記載）9 レーザースキャナーを用いた出来形管理要領

検
査

10 地方整備局土木工事検査技術基準（案）
・�下位通知である「出来形管理の監督・検査要領」改正を受けた技術的修正

11 既済部分検査技術基準（案）及び同解説

12 部分払における出来高取扱方法（案） ・�出来高部分払い方式において、既済部分検査のみの場合の実地検査を省略し、簡便な方法で数量
の確認を受ける場合に適用

13 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領
・�監督職員の確認行為、検査職員の検査内容等ICT活用工事の対応を記載した内容

14 レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領
15 工事成績評定要領の運用について ・出来形管理図表の変更に伴う、出来栄えの確認方法の変更
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での流れ（図−4）において特に重要な基準類は、出来
形管理要領及び監督・検査要領である。次章以降に詳
説する。

UAV空中写真測量による
出来形管理のルール4

「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要
領（土工編）」で規定される出来形管理の手順について
紹介したい。（正確な情報はhttp://www.mlit.go.jp/

common/001124402.pdfを参照されたい。）

4．1　出来形管理基準について
起工測量から検査までの受発注者間のやりとりを
3次元データで行うにあたり、最も画期的な概念は、
出来形管理における「面管理」の導入である。これは、
ドローン等で計測される点群データにより施工の良
否を評価する考え方として、計測点と3次元データの
標高較差について規格値を定めるものである（図−
5）。これは、多量に点を取得する計測方法であるレー
ザースキャナや写真測量では、個々の点の計測位置
を指定することはほぼ不可能であることから、こう
した機材を導入するためには必要不可欠な管理概念
である。
この面管理について、道路土工、河川土工の掘削

図−4　起工測量から完成検査までの流れと基準類の関係性

工種 測定箇所 測定項目
規格値（mm）

測定箇所
平均値 個々の計測値

河川盛土

天端 標高較差 -50 -150

4割＜法面勾配 標高較差 -50 -170

4割≧法面勾配 標高較差 -60 -170

掘削工

平場 標高較差 ±50 ±150

法面（小段含む） 水平or
標高較差 ±70 ±160

路体
盛土工
路盛
床土工

天端 標高較差 ±50 ±150

法面（小段含む） 標高較差 ±80 ±190

表−2　出来形管理基準

図−5　面管理の概念図
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工、盛土工（路床・路体盛土工）の出来形管理基準に追
加した。詳細は（表−2）のとおりである。

4．2　3D施工範囲の協議
出来形管理要領によれば、ICT活用工事において必
ずしも工事契約上の施工範囲全てにおいて面管理を
求めるわけではない。例えば、そもそもICT施工がな
じまない硬岩掘削（おそらくダイナマイトが利用さ
れる）や、光学的機器での測定が物理的に困難な水中
部においては、適用範囲から除き、従前の管理方法を
取るべきであろう。こういった現場条件に応じてICT
活用を実施するのに適切な範囲を、あらかじめ協議
することが規定されている。

4．3　施工計画書記載事項
起工測量等の計測に入る前に、機材等の性能等の
確認、精度確認結果の確認を発注者から受ける必要
がある。そのため施工計画書に確認を受けるべき事
項を記載するが、主要な内容は以下のとおりである。
（1）3D施工範囲の記載
（2）�使用機材のカタログ・ソフトウェア仕様書等の

提出
（3）（UAVの場合）飛行計画の提出
特に以下の点について言及を必要とする。
・�所定のラップ率（図−6）、地上画素寸法が確保で
きる飛行経路及び飛行高度の算出結果
地上画素寸法（1cm/画素以下）を確保出来る対地
高度であることを、使用するカメラの素子寸法及び
画面距離から求めて、整理する。
・�標定点、検証点の外観及び設置位置、標定点位置
の測定方法を示した設置計画
標定点等の設置間隔についての規定があり、それ
を満たしていることを図面等により示す。標定点等

の設置方法としては、TS等の4級基準点測量・3級水
準点測量として利用される計測手法で計測の上設置
する。

（4）�（LSの場合）精度確認結果報告書
発注者として計測精度を確認する方法として、
UAVの場合は、撮影の都度確認することになるが、
LS（レーザースキャナ）の場合は、現地で利用する最
も厳しい条件下（最も遠い距離）での事前確認が認め
られているため、その精度確認結果を提出する。な
お、やり方としては、TS等の4級基準点測量・3級水準
点測量として利用される計測手法で計測された2既
知点間の距離が、真値と比べて±20mm以内に収
まっていることの確認を行う。（図−7）

4．4　起工測量等活用場面別の要求精度
起工測量をはじめとして、本要領ではいくつかの
計測場面について、それぞれ規定が設けられており、
計測結果に対する要求精度について、表−3のとおり
差を設けている。起工測量の場合は、数量算出に用い

図−6　ラップ率のイメージ

図−7　LSにおける事前精度確認のイメージ

出来形計測 数量計測 部分払い数量計測
要求精度 ±50mm ±100mm ±200mm

地上画素寸法 1cm 2cm� 2cm

点密度 10cmメッシュ
以下

50cmメッシュ
以下

50cmメッシュ
以下

標定点密度 外縁100m以内
天端上200m以内

外縁100m以内
天端上400m以内

外縁200m以内
天端上400m以内

検証点密度 天端上200m以内 天端上400m以内 天端上600m以内

表−3　フェーズごとの要求精度
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るので、中央の「数量計測」にあたる。なお、ハッチン
グをかけているところは、UAV地形測量マニュアル
から借用したので正確なところはそちらを参照され
たい。

4．5　計測
計測については、起工測量も出来形計測資料もや
ることに大差なく、表−3のとおり、所定の処理をす
る。ここでは、UAVによる出来形管理の場合の手順を
紹介する。

（1）標定点及び検証点の設置
標定点とは、写真測量から得られた点群データ（相
対座標値）に絶対座標を与えるとともに、誤差配分に
よりゆがみを修正するための座標既知点である。
UAVマニュアルにおける外部標定点として、計測対
象範囲を包括するように撮影区域外縁に100m以内
の間隔となるように設置する。内部標定点として天
端上に200m以内の間隔となるようにする。
検証点は、写真測量から得られた点群データの点
検用として、モデル生成には利用しないものである。
UAVマニュアルにおける外部検証点及び内部検証点
として、天端上に200m以内の間隔とするものとし、
さらに設置した標定点と交互になるようにすること
が望ましい。
以上のことから、標準的なサイトにおいて（図−8）
のようなイメージでの設置となるだろう。

（2）精度確認
標定点により補正が終わった計測データに写りこ
んでいる検証点の座標をデータから抽出し、あらか
じめ分かっている検証点の座標と各成分（x、y、z）で
比較する。これが±50mm以内であることを確認し
たら、精度確認結果報告書（図−7参照）として納品物
として整理する。50mmから外れていたら、ひとつ前
のステップに戻っていくものとする。

4．6　3次元設計データ作成
（1）要素データ作成
平面線形を一意に定める構成要素である測点座標
や曲線要素（クロソイド開始測点、クロソイド長、曲

線半径等）、縦断線形を一意に定める勾配変化点要素
である、勾配変化点測点や縦断曲線長を順次入力す
る。これにより、道路中心線等の線形構造物の中心線
形が定義できる。
次に、管理断面となる測点上の横断面形状を一意
に定める格子要素として、道路幅、横断勾配、法面勾
配値（1:xのx）、比高（法肩と法尻の標高差）を順次入
力する。これにより、管理断面の横断面形状が定義出
来るので、各管理断面に同様の処理を行う。（図−9）

（2）面データ作成
面管理を行うには、設計図も面データである必要が
ある。面データは、表面形状を多くの3次元座標の変
化点標高データで補完する代表的なデータ構造であ
る、TIN（Triangular�Irregular�Network）データとして
生成する。TINは表面形状の多くの変化点を3次元上
の直線でつないで三角形を構築したものである。
通常面データについては、要素データを基に、ソフ

図−8　標定点と検証点の設置イメージ

図−9　要素データ作成のイメージ
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トウェア上で横断形状を中心線形に沿って補完計算
させることで構築することが出来る。（図−10）
要素データと面データを合わせたものを3次元設
計データと本要領では呼んでいる。このデータは出
来形の面管理の他、面的な数量算出にも利用される。

4．7　出来形評価
（1）出来形計測データから出来形評価データの生成
出来形計測データが10cmメッシュより細かい点
群である一方で、出来形評価は1点／1m2以上担保
されていればよいので、これを間引く作業を行う。ま
た、法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する
計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方
向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から
除く（図−11）。

（2）出来形評価と出来形管理資料の生成
共通仕様書上提出を求められる「出来形管理資料」
として、従来の「出来形管理図表」に変わるものとし
て、「法面」等の部位毎に一枚で机上検査に供するこ
とができる「出来形合否判定総括表」を新たに設定し
た（図−12）。
ここに纏められる項目は以下のとおりである。
・設計との離れの平均値（集計結果と規格値）
・�設計との離れの最大値（集計結果のうち正に最
も悪い値と規格値）
・�設計との離れの最小値（集計結果のうち負に最
も悪い値と規格値）
・�評価面積
・�計測点数（集計結果と規格値。規格値は評価面積
×1点）
・�棄却点数（設計との離れの規格値を超えた点数。

規格値は計測点数の0.3％）
また、発注者の工事成績評定に供する資料として、
設計との離れの計算結果の規格値に対する割合を示
すヒートマップとして、データのポイントごとに評
価結果をプロットした分布図を付すこととする。分
布図表記の規定としては、
・�-100％〜+100％の範囲で結果を色分け。
・�±50％の前後、±80％の前後が区別できるよう
に別の色で明示。
として、これまでの出来形管理図表のグラフに相
当する評価が出来るようにした。
これら出来形評価から出来形管理資料の作成に至
る作業については、TSの出来形管理同様に自動化さ
れることが生産性向上のためには必要不可欠であ
り、現在ソフトウェアベンダー各社で鋭意開発が進
められているところである。

4．8　電子納品
ICT活用工事を対象とした電子成果品の納品ルー
ルとしては、
①3次元設計データ
②出来形管理資料

図−10　要素データから面データの作成

図−11　出来形評価の範囲

図−12　出来形合否判定総括表（様式31−2）
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③�出来形評価用データ（1点／1m2程度に間引い
たデータ）

④�出来形計測データ（10cmメッシュ以下のグラ
ウンドデータ）

⑤計測点群データ（生データ）
⑥工事基準点および標定点データ
⑦空中写真測量（UAV）で撮影したデジタル写真
を「工事完成図書の電子納品等要領」で定める

「ICON」フォルダに格納することとされている。この
時の命名規則は（表−4）のとおりである。

おわりに5
ICT活用工事に備えた15基準については、これま
で建設工事に利用されることのなかった技術や手法
を示したものであるため、今後活用が進むにつれて
様々な不具合も想定される。より良いものとするた
めに毎年見直しを図る所存であるが、そのためにも
出来るだけ多くの工事件数を重ね、課題を明らかに
する必要がある。この意味においても、多くの施工業
者の方々にICT活用工事にチャレンジしていただき
たいと考える。

計測
機器

整理
番号

図面
種類 番号 改訂

履歴 内容 記入例

UAV 0 DR 001〜 0〜Z ・3次元設計データ（LandXML等のオリジナルデータ（TIN）） UAVODR001Z.拡張子

UAV 0 CH 001〜 − ・�出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）または、ビュワー付き3次元
データ） USVOCH001.拡張子

UAV 0 IN 001〜 − ・�空中写真測量（UAV）による出来形評価用データ（CSV、LandXML等
のポイントファイル） UAVOIN001.拡張子

UAV 0 EG 001〜 − ・�空中写真測量（UAV）による起工測量計測データ（LandXML等のオ
リジナルデータ（TIN）） UAVOEG001.拡張子

UAV 0 SO 001〜 − ・�空中写真測量（UAV）による岩線計測データ（LandXML等のオリジ
ナルデータ（TIN）） UAVOS0001.拡張子

UAV 0 AS 001〜 − ・�空中写真測量（UAV）による出来形計測データ（LandXML等のオリ
ジナルデータ（TIN）） UAVOAS001.拡張子

UAV 0 GR 001〜 − ・�空中写真測量（UAV）による計測点群データ（CSV、LandXML等のポ
イントファイル） UAVOGR001.拡張子

UAV 0 PO 001〜 − ・�工事基準点および標定点データ（CSV、LandXML等のポイントファ
イル） UAVOP0001.拡張子

表−4　電子納品の命名規則（空中写真測量（無人航空機）の場合）
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はじめに1
北海道開発局では、平成20年度から情報化施工の
試行を実施し、北海道における地域特性である軟弱
地盤や積雪寒冷地といった現場条件を踏まえ、情報
化施工技術の推進を図ってきた。
北海道における情報化施工の活用状況は、図−1に
示すとおり、平成20年度以降、大規模土工工事（高規
格道路等）の発注件数が伸びていたことから、情報化
施工の活用は増加傾向にある。なお、平成27年度に
大規模土工工事の発注件数が一時的に減少し、情報
化施工の実施件数が減ったが、土工工事における活
用率では、平成26、27年度ともに約70％で推移して
いることとなる。
本稿では、情報化施工技術を推進する中で、各地区
において、先駆的な視点で新しい取り組みや工夫事例
があったことから、施工現場における効率化や作業軽
減の参考になればと事例を報告するものである。

施工事例2
平成26〜27年度に情報化施工を活用して、効率的な
施工を行った代表的な2つの事例を以下に報告する。

2．1　GNSS基地局の共用化【施工事例①】
施工事例の一つめは、半径2km圏内の区域で、同時
期に施工する7つの工事（河道掘削工事）において、
GNSS基地局を共有化して設置費及び管理費の縮減
を図った事例である。
工事の概要を以下に、施工箇所の全体位置を図−2
に示す。

北海道開発局における情報化施工の取り組み
－施工事例報告【ベスト・プラクティス】－

Part 2

国土交通省　北海道開発局　事業振興部
機械課　機械施工専門官 合田彰文

GOUDA Akifumi

国土交通省の動き

図−1　情報化施工の実施工事件数の推移
図−2　�施工箇所の全体位置図�

※位置図の①〜⑦は、工区（掘削工事箇所）
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≪工事概要≫
①十勝川改修工事の内
� 新川上流河道掘削工事�
◆施工量：L=300m、V=79,600m3

◆工　期：H27年10月14日〜H28年3月11日
②十勝川改修工事の内
� 統内南15線河道掘削工事�
◆施工量：L=280m、V=76,900m3

◆工　期：H27年10月14日〜H28年3月11日
③十勝川改修工事の内
� 統内南16線河道掘削工事�
◆施工量：L=340m、V=72,600m3

◆工　期：H27年10月14日〜H28年3月11日
④十勝川改修工事の内
� 利別川川合下流河道掘削工事�
◆施工量：L=590m、V=73,700m3

◆工　期：H27年10月14日〜H28年3月11日
⑤十勝川改修工事の内
� 利別川川合上流河道掘削工事
◆施工量：L=850m、V=79,400m3

◆工　期：H27年10月14日〜H28年3月11日
⑥�十勝川改修工事の内
� 利別川川合南10線河道掘削工事�
◆施工量：L=500m、V=77,900m3

◆工　期：H27年10月14日〜H28年3月11日
⑦十勝川改修工事の内
� 統内下流河道掘削工事�
◆施工量：L=530m、V=123,100m3

◆工　期：H27年10月20日〜H28年8月24日

≪活用技術≫
◆MCブルドーザ
◆TSによる出来形管理

河道掘削の施工は、従来、①丁張りの設置、②ブル
ドーザ運転者の目視確認による施工、③作業員による
高さの確認、①〜③の作業を繰り返し、順次施工を
行っている。しかし、本現場の条件は、冬期施工（11月
〜3月）で、氷点下20℃以下となると、一日で50mm以
上の凍上（凍結により、地表が隆起する現象）が発生す
る厳しい環境である。従来の丁張りでは、施工面の管

理が難しいことから、建機と作業員の作業分離による
安全を確保することを目的に、「MCブルドーザ」及び
「TSによる出来形管理技術」を活用した。なお、写真−
1にMCブルドーザの施工状況を示す。
近接する7つの工事で、それぞれ情報化施工を行う
際、連携が図られないかということでGNSS基地局
を共有することとなった。
効果として、写真−2に示すGNSS基地局の設置及
び管理に係る費用を7社が分担することにより、導入
経費を約85%縮減し、設置・撤去の手間を大幅に低
減した。
なお、GNSS基地局の1基あたりの設置・撤去費用
は150,000円／式、リース費用は280,000円／月で
あった。
また、同一の基準点から、座標データを取得し、共
有することで、各工事間の整合性が確保され、出来形

写真−1　MCブルドーザによる河道掘削の施工状況

写真−2　GNSS基地局の共有化



● 114号 35

Part 2　国土交通省の動き 1
2
3
4

の品質向上が図られた。

2．2　 築 堤 盛 土 の 工 程 管 理 にICT技 術 を 活 用
【施工事例②】

施工事例のふたつめは、築堤盛土の工程管理に、情
報化施工技術を活用することで、工期短縮、経費縮
減、品質及び施工管理の効率化を図った事例である。
築堤盛土の施工は、盛土作業の進捗が工程管理、品
質、利益に大きく影響する。
本現場では、盛土材において、粘性土と砂質土の撹
拌工による地盤改良を現場で製作するため、「撹拌」、
「運搬」、「盛土」の工程を考慮する必要性がある。この
ことから、全体工程の最適化を目指し、一連のサイク
ルで情報化施工技術の活用を行った。
工事の概要を以下に示す。

≪工事概要≫
石狩川改修工事の内　旧夕張川築堤工事
◆施工量
　・工事延長　L=2,400m
　・盛土工　　V=53,800m3

　・掘削工　　V=1,100m3

　・撹拌工　　V=67,600m3　
　・法面整形　V=14,700m2

≪活用技術≫
◆運行管理システム（砂質土、撹拌土運搬）
◆3D−MGバックホウ（地盤改良システム）
◆3D−iMCブルドーザ（築堤盛土工）

本現場の施工では、砂質土及び撹拌土の運搬を運
行管理システム、撹拌工を3D-MGバックホウによる
地盤改良システム、盛土工及び法面整形工を3D-iMC
ブルドーザにて、情報化施工技術を活用し、盛土管理
を行った。各技術の特徴は、以下のとおりである。
運行管理システムは、GPSと3G通信を利用して、
土砂運搬車輌の位置情報（ダンプの現在位置情報、車
両の走行軌跡）をリアルタイムで確認することで、築
堤盛土作業の的確な工程管理を図った。
3D-MGバックホウは、区画割位置やツインロータ
の深度を運転席のモニタにリアルタイムで表示して
写真−3のように撹拌を行うことで、作業の効率化と
安定した品質を確保した。
3D-iMCブルドーザは、VRS方式によるマシンコ
ントロールを使用することで、敷均しの均一性を向
上させると共に、過度な転圧を防いだ。また、写真−4
のように法面整形にも3D−iMCブルドーザを使用
することで作業の効率化と機械台数の縮減を
図った。
この工事では主に、以下3点について効率化が図ら
れた。
1点めは、情報化施工技術を一連の施工プロセスで
活用することにより、日当たり施工量が大幅に向上
し、築堤盛土は約20%、法面整形工は約75％の工期
の短縮となった。
2点めは、築堤盛土及び法面整形において、ICT建
機を活用することにより、丁張の設置手間の軽減、手
元作業員の作業軽減、建機の経費（運転手、燃料を含
む）を従来の施工と比較して、約15％の経費の縮減

写真−3　3D-MGバックホウの撹拌による地盤改良状況 写真−4　3D-iMCブルドーザによる法面整形施工
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成することで外注化を縮減している取り組みも見受
けられる。
ICT技術の進化は、非常に早いため、取り組みが遅
れると、企業の技術格差が広がる傾向になる。よっ
て、まだICT技術の導入に取り組まれていない企業に
は、とにかく一度、施工現場でICT技術の導入検討を
していただきたい。

最後に4
情報化施工は、これまで施工現場における生産性、
安全性の向上及び出来形の品質の確保を図る目的
で、「情報化施工技術」の活用を推進してきたが、平成
28年4月から『i-Construction』として新たな施策へ
とステップアップが図られた。
i-Constructionは、近い将来予想される技能労働
者の不足の問題や生産性の向上が遅れている土工等
の建設現場において、UAV（無人航空機）やLS（レー
ザースキャナー）を用いた起工測量から、設計・計画、
施工、検査、更には維持管理など、効率的に全ての施
工プロセスで、3次元設計データを用いたICT技術の
活用によって、建設現場に大きな変革をもたらす施
策である。
北海道開発局としてもi-Constructionの普及促進
を図るため、受・発注者への説明会、勉強会等、建設業
界へ支援を行うため、様々な取り組みを進めていく
ので、ご協力をお願いいたしたい。

となった。
3点めは、盛土材である撹拌土の品質のバラツキの
軽減、過転圧による盛土の品質の低下及び沈下を防
止することで、品質管理及び施工管理が向上した。

情報化施工技術の活用に向けて3
今回は、北海道開発局における代表的な情報化施
工の事例として、2つの施工事例を報告したが、情報
化施工技術導入をするにあたっては、活用目的を、明
確にすべきである。
北海道開発局で活用した実績から、情報化施工技
術の活用に向けた留意点及び好事例を4点紹介
する。
まず、留意すべき1点めは、「工程管理」の重要性で
ある。工事現場の施工条件を踏まえた工程管理次第
で利益が左右される。一例として、リース費用が高額
なICT建機を使用する場合、土砂搬入用のダンプが不
足するなど、工程の進行上、無駄が生じれば効率化は
図れない。情報化施工による効果を最大限に発揮す
るには、現場条件に応じた施工能力を見極め、適切な
運搬機械の規格及び台数の確保が必要になる。
2点めは、「創意工夫」に向けた取り組みである。一
例として、MCバックホウを丁張の専用機械として
活用し、事前に3次元設計データに基づいて掘削箇所
をマーキングし、その後、標準の大型バックホウで荒
削り、最後にMCバックホウで仕上げ掘削を行うこ
とで、大幅な作業効率の向上を図っている報告が
あった。
3点めは、国道の拡幅工事において、事前に地下埋
設物のデータも合わせて写真−5のように3次元
データ化することで、掘削範囲が明確になり現場事
故の防止を含めて、MCバックホウの施工を大幅に
効率化し、情報化施工技術を「使う」から「操る」段階
にステップアップしていると感じる報告もあった。
最後の4点めは、人材育成の取り組みである。安定
した利益を追求している企業は、総じて人材育成に
力を入れている。情報化施工で培った技術やノウハ
ウを社内で共有し、現場代理人のマネジメント（工程
管理）に生かす取り組みや、新規採用者に土木技術者
としてだけではなく、ICT技術に精通した技術者に育

写真−5　地下埋設物データの3次元データ化
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はじめに 1
国土交通省では、ICT技術を活用した建設生産シス
テムの高度化、および生産性向上を目指して、CIM
（Construction�Information�Modeling）の導入に取
り組んでいる。CIMとは、対象物の形状や構造を再現
した3次元モデルに、設計から施工、維持管理に係る
各情報を属性として付与することで一元的に管理
し、その利活用によって、建設生産プロセス全体の効
率化を図るものである。
国総研では、CIMの導入・普及に向けた検討の一環
として、橋梁を対象にCIMの仕組みを適用し、維持管
理業務の効率化について検討を行っている。具体的
には、維持管理段階における3次元モデルの活用場面
を想定した上で、3次元モデルが具備すべき機能を整
理し、それらの機能を保持する3次元モデルの作り込
みレベルを整理した。その結果を基に、対象構造物の
3次元モデルに材質、品質、出来形、点検・補修記録等
の維持管理に必要となる各種情報を統合したCIMの
プロトタイプモデルを作成した。
本稿では、これまでの研究の成果および今後の展
望について述べる。

維持管理における課題と3次元
モデルへのニーズ2

平成24年度より国土交通省が実施してきた設計・
施工段階でのCIMの利用は、干渉チェック、景観検
討、関係者協議、施工手順の確認等、3次元可視化の利
用が中心であった。2次元図面だけではイメージしに

くい構造物を3次元可視化することで、複雑な構造物
でも立体的にイメージできるといった効果を期待し
たものである。
一方、維持管理段階に入ると、すでに構造物が構築
されており、現場で確認すれば立体的なイメージを
つかむことは容易である。このように、維持管理で
は、設計・施工に比べて3次元モデルのニーズが明確
ではないことから、維持管理での3次元モデル利用の
ニーズについて調査を実施した。調査は、地方整備局
の道路管理担当者、点検業務を実施するコンサルタ
ントへヒアリング形式で行った。
ニーズ調査から分かったことは、専門技術者では、
2次元図面でも十分に橋梁の構造把握が可能である
が、点検計画を立てる際の周囲環境や地形と橋梁と
の関係、点検結果を部材や空間位置で整理した上で
の点検調書作成、点検結果の整理など、専門技術者の
判断を支援する利用方法について3次元モデルの
ニーズがあることが判明した。
また、ヒアリングの中で、点検や補修計画に必要な
過去の資料やデータが、一元的に管理されていない
ことや時系列的な整理が十分に行われておらず、資
料の検索に時間がかかっていることが大きな課題で
あることが分かった。一般的には、成果単位で資料が
整理されているが、この場合、ひとつの橋梁でも複数
の工事に分割されるケースや、複数の橋梁の点検補
修工事がひとつの業務で発注されるケース等におい
ては、橋梁との関連が取りにくくなることが一因と
して挙げられる。
このような課題に対し、3次元モデルを、3次元構
造や空間位置で情報が管理できるプラットフォーム

維持管理におけるCIMの利用と
モデルのあり方

Part 2

国土交通省　国土技術政策総合研究所
社会資本マネジメント研究センター

社会資本情報基盤研究室　交流研究員

国土交通省　国土技術政策総合研究所
社会資本マネジメント研究センター

社会資本情報基盤研究室　主任研究官
山岡大亮青山憲明

YAMAOKA DaisukeAOYAMA Noriaki
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として活用することにより、解決が図れると考え検
討を進めた。

維持管理における3次元モデルの
活用場面3

先のヒアリングにおける維持管理担当者のニーズ
としては、大きく分けて「3次元による形状の可視化」
「属性情報の可視化」「情報の一元管理」の3つに分類
できることが判明した。

3．1　3次元モデルによる形状の可視化
従来は、複数の図面から対象施設の構造や周辺状
況、設備配置、埋設物等を確認していた。そのため、構
造や周辺状況の把握に時間を要する。これらをひと
つの3次元モデル上に可視化することで、構造や周辺
状況を即座に把握できるとともに、進入経路の確認
や高所作業時の足場の設置確認等で、関係各者との
共通理解が容易になる（図−1）。

3．2　属性情報の可視化
維持管理段階でニーズの高い3次元モデルの活用
場面のひとつに、点検要素毎に損傷度等の属性情報
を紐付け、3次元モデル上で色分けして表示すること
が挙げられる（図−2）。損傷状況を可視化することで
「補修・補強範囲の意思決定の迅速化」や「損傷の原因
究明への活用」に繋がることが期待される。

3．3　情報の一元管理
維持管理段階では、台帳や竣工図面、点検記録、補
修記録等、参照すべき資料が多く、なおかつ紙媒体や
電子データが混在している。また、資料が複数の担当
者や保管場所に散在していることから、情報の重複
管理や不整合、陳腐化等のリスクが発生している。そ
のため、必要な情報の収集に多大な手間を要する。ま
た、維持管理業務は、長期に渡って複数の担当者や業
者によって実施されることから、更新履歴の管理は
非常に負担となっている。
このような現状において、膨大な資料をひとつの3
次元モデルに属性情報として統合できれば、各種
データの一元管理が可能となり、重複管理や不整合
の防止に繋がるとともに、履歴の管理が容易になる。
さらに、3次元空間上の位置と構造物を構成する部材
等の情報を紐付けることで、必要な情報を視覚的か
つ直感的に検索・参照できる（図−3）。

図−1　周辺状況の可視化

図−2　属性情報による損傷度情報の表示 図−3　3次元モデルによる情報の一元管理
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3．4　活用場面の整理
以上の調査結果を踏まえ、3次元モデルに対する
ニーズの高い具体的な活用場面として、表−1に示す
5つの場面を整理した。
これらの活用場面では、詳細な3次元モデルまでは
必要とはされておらず、それよりも全体の構造や部材
が把握できる3次元モデルが必要である。構造や部材
に関係する情報と3次元モデルを関連付けてデータ
を統合管理するプラットフォームとして、簡易な3次
元モデルでも十分に機能を果たせると考えられる。

維持管理で利用する3次元モデル4
4．1　3次元モデルの詳細度
3次元モデルは、どこまでも精緻に作成することが
可能なことから、いたずらに作り込むのではなく、用
途に応じた作り込みの程度や作成箇所、作成範囲等
を設定した上で作成しなければ、十分な費用対効果
を得ることは難しい。このため、利用目的に応じた最
適な3次元モデルの作成が求められる。そこで、設定
した活用場面を実現するために、3次元モデルとして
モデル化すべき部材とその作り込みレベル（詳細度）
を設定した。なお、今回設定した活用場面の他にも設
計・施工段階では、精緻なモデル作成による高度な活
用が想定される。しかし、ここでは維持管理段階で利
用する際に過不足のない必要十分なモデル作成の目
安として設定した。
3次元モデルの詳細度は以下に示す考え方に基づ
き、4段階とした。表−2〜4に支承、橋台、主桁を対象
とした詳細度のサンプルを示す。

◆レベル1：�直方体や円柱で部材の形状の特徴を示し
たモデル

◆レベル2：�主要部材の外形形状を正確に再現したモデル
◆レベル3：�レベル2に加え主要部材以外の一部部材

の外形形状を正確に再現したモデル
◆レベル4：全ての部材が正確なモデル
なお、詳細度を細部部材と含めて示す指標として��
LODが用いられるが、土木構造物では十分に確立し
た指標となっていないことから、本報では上記のレ
ベル1〜4の4つの作り込みレベルで表した。
CIMは事業の上流側で作成したモデルを、様々な

活用場面 活用場面の分類
活用場面1
[地下埋設物]

地下埋設物に関する諸課題への対応（地下構造の見えない部分の可視化） 3次元可視化

活用場面2
[支承周り]

桁端部、支承部に関する諸課題への対応（輻輳箇所、衝突、作業スペース、経路や検査路の確認） 3次元可視化

活用場面3
[点検結果]

点検結果の視覚化による維持管理の効率化（応力状態、損傷種別、判定区分等の可視化） 属性情報の可視化

活用場面4
[橋梁全体]

地元説明、協議の円滑化、地形と構造物との位置関係の把握、点検補修計画の作業方法確認 3次元可視化

活用場面5
[資料検索]

資料検索の効率化（3次元可視化モデルをプラットフォームとした情報の集約、統合） 情報一元管理

表−1　橋梁における効率的な3次元モデルの活用場面

レベル1 レベル2
・�支承の概略形状を表現した直
方体モデル
・寸法形状は不正確

・�主部材（上沓・下沓・ゴム支承）
の外形形状を正確にモデル化
・�主部材以外は、部材の省略、概
略形状により簡易化する

レベル3 レベル4
・�主要部材以外の一部部材（サ
イドブロックなど）を詳細に
モデル化

・�ボルトなど細部部材を含め
て、全ての部材を詳細にモデ
ル化

表−2　詳細度（支承の例）
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事業段階で共有・活用することで効率化を図るもの
である。よって、維持管理で利用する3次元モデルは、
設計段階で可能な限り作成し、必要に応じて施工段
階で構造物の修正、追加を行った3次元モデルを引き
継ぎ、利用することを基本とする。このことから、維
持管理での活用場面を見据え、3次元モデルをどのレ
ベルで作成、あるいは修正するべきか、適切に選択し
ていくことが重要である。

4．2　3次元モデルの要素分割
橋梁の維持管理では点検要領に定められた要素単
位で情報を管理することが望ましく、属性情報の可
視化においても要領に沿った形でモデルが作成され
ていると、より効果的な表現が可能となる。しかしな
がら、設計・施工段階の3次元モデルは点検要素単位
ではなく、製作に必要な単位で部材をまとめた形で
作成されている。先に述べた通り、維持管理では設
計・施工段階で作成された3次元モデルを引き継ぎ利
用することから、3次元モデルを点検要素単位に分割
し直す作業が発生する。

そこで、実際に設計段階で作成された3次元モデル
を点検要素単位に分割し、作業にかかる時間を検証
した。検証に当たり使用したモデルは、産学官CIMの
対象橋梁で「大落古利根川側道橋」の設計業務にて作
成されたものであり、補剛材や吊り金具、ボルト添接
部等までモデル化されている詳細なものであった。
このモデルが維持管理段階へ受け渡されたと仮定
し、橋梁定期点検要領で示される点検要素単位への
分割を行っている。
表−5に、作業の流れおよび、各工程にかかった所
要時間を示す。要素分割にかかる作業時間は、対象の
3次元モデルの作り込みレベルに依存する部分が大
きい。今回使用したような詳細モデルの場合、3次元
モデルを構成する要素の数が多く、そのまま点検要
素単位への分割を行うことは非常に効率が悪い。そ
こで、分割を行う前に点検要素としては不要な要素
（吊金具、補強リブ等）のレイヤを削除し、その後、分
割作業を行った。
結果として、要素分割作業にはそれほど手間はかか
らず、維持管理段階で一から3次元モデルを作成する

表−3　詳細度（橋台の例）
レベル1 レベル2

・�下部工の概略形状を表現した
直方体を組み合せたモデル
・寸法形状は不正確

・主部材（基礎、竪壁、胸壁）の外
形形状を正確にモデル化
・主部材以外は、部材の省略、概
略形状により簡易化

レベル3 レベル4
・�主要部材以外の一部部材（翼
壁など）を詳細にモデル化

・�踏掛け板など細部部材を含め
て、全ての部材を詳細にモデ
ル化

表−4　詳細度（主桁の例）
レベル1 レベル2

・�主桁の概略形状を表現した直
方体モデル
・寸法形状は不正確

・�主部材（フランジ・ウェブ）の
外形形状を正確にモデル化
・�主部材以外は、部材の省略、概
略形状により簡易化する

レベル3 レベル4
・�主要部材以外の一部部材（補
剛材など）を詳細にモデル化

・�スタッドジベルなど細部部材
を含めて、全ての部材を詳細
にモデル化
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よりも設計・施工段階で作成されたモデルを流用する
ほうが圧倒的に少ない時間で済むことが分かった。
一方で、作業時間の内訳を見ると、部材削除の時間
が大部分を占め、最も時間がかかっている。事業に
よっては、設計段階において住民説明等での使用を
目的とした、より簡易なモデルが作成される場合が
あり、そのようなモデルはもともと部材が少なく、部
材整理の時間を短縮することができる。よって、簡易
な3次元モデルが維持管理へ受け渡される場合には、
積極的に活用することで更なる効率化に繋がる。

4．3　 維持管理で必要となる属性情報と付与方法
の整理

属性情報を必要以上に多く取り扱うことは費用対
効果の観点から好ましくないため、属性情報について
も活用場面とセットで定義を行った。また、属性情報
を部材のみに付与した場合、部材の上位のクラスで保

持すべき情報も部材属性として保持することになり、
同じ属性情報を重複して入力することが想定される。
これを回避するために、付与すべき属性情報をク
ラス毎に設定した。クラス分けは構造全体・構造体・
構成要素の3段階とした。
一方で、名称や種類、形式、材料、部材番号などの基
本的な性質を表す情報は、様々な利用場面において
共通に利用される属性情報である。また、点検結果や
修繕記録、品質管理資料や図面、写真などの外部参照
ファイルのアドレス等は、利用場面に応じて必要と
なる属性である。このため、その性質によって基本属
性情報と利用目的別属性情報に分類した。表−6に属
性情報のクラスと属性情報の項目例を示す。

4．4　外部参照ファイルとのリンク方法
3次元モデルと外部ファイルとのリンク方法につ
いては、設計段階でのデータ格納の手間がかからな

表−5　3次元モデルの要素分割手順と作業時間
作業手順 作業内容 所要時間

①部材整理 縦横リブ、吊金具、中間ダイアフラム、添接板など不要な部材の削除 12.0時間
②点検要素分割 点検要素単位（横桁〜横桁）に主桁を分割 � 2.0時間
③グルーピング 部材単位から点検単位へレイヤを整理。 � 1.0時間

合　計 15.0時間
・設計段階で作成された3次元モデル ・点検要素単位への分割作業後の3次元モデル

クラス 構造全体 構造体 構成要素
付与する単位 橋梁全体 上部工、橋脚、支承等 梁、柱、支承本体等

属
性
項
目

基本属性情報
（橋梁点検要領に基づ
く情報）

橋梁名称、管理者、位置情報、橋梁
管理番号、管理事務所、出張所

工種、管理番号、構造形式区分、構
造体名称、径間番号�or�下部工部材
番号

要素名、規格、部材種別、材料�or�材
料等の呼び名、径間番号�or�下部工
部材番号

利用目的別属性情報 【活用場面5】
設計情報、施工情報（外部参照ファ
イルの格納先アドレス）

【活用場面5】
設計図面、点検調書、補修記録（外
部参照ファイルアドレス）

【活用場面3】
橋梁定期点検の記録情報（点検日、
損傷の種類・程度、判定区分）

表−6　属性情報のクラスと項目例
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い方法や、外部参照ファイルの検索が容易な方法と
いう観点から、以下の3つの方法を検討した。
・CASE1：�3次元モデルとフォルダを繋ぐリストを

作成する
・CASE2：�構造体毎のフォルダを設け、関連データを

フォルダに納める
・CASE3：�成果単位でフォルダを作成し、構造体への

リンクは維持管理段階のデータのみ
いずれもエクセル等の一般的なツールを活用し、
実現できることを念頭に置いている。いずれにも共
通している点として、3次元モデルの対象要素を選択
すると関連するフォルダのリストが開き、リスト内
から必要とする情報を選択できるような機能を想定
している。各要素に紐付けるデータ（図面、写真、ド
キュメント等）は、情報共有サーバ等に保存したリン
ク先を抽出しリストに表示する事で、情報の一元管
理を可能とする。各方法の概念図を表−7に示す。こ
こで示すいずれの方法においても、外部の情報共有
サーバ上に保存されるデータは、フォルダ構成や
ファイルの命名規則等は固定化されているものの、
通常のWindowsエクスプローラと同様の仕組みで
操作できることから、3次元モデルの操作に習熟して
いない維持管理担当者でも、点検結果などの関連
データを追加・更新することが容易である。

おわりに5
今後の展開として、実際の維持管理業務にて3次元
モデルの活用効果を検証する。これまでに述べた研究
の成果をもとに実存する橋梁の3次元モデルを作成し、

地方整備局等が実施する橋梁の点検業務において3次
元モデルを活用した現場試行を実施する予定である。
また、既設橋梁の取り扱いについても検討してい
かなくてはならない。今後新たに作られる橋梁につ
いては、CIMの運用が始まると共に3次元モデルが作
成されていくであろうが、既設橋梁については当然
のことながら、現時点で3次元モデルは存在しない。
しかし、業務効率化の観点からは、既設の橋梁につい
てもCIMの枠組みの中で維持管理プロセスを運用し
ていくべきであると考える。よって、既設橋梁の3次
元モデル化或いはそれに類する形での表現手法につ
いても、合わせて検討を進めていく。
そして、これらの研究成果を国土交通省が策定する
CIM導入ガイドラインへ反映することで、現場業務の一層
の効率化に繋がるよう取り組んでいきたいと考えている。
平成29年度から現場でのCIM導入が本格的に開
始される。当面は、効果の得やすい設計、施工での活
用が主流となるであろう。しかし、そのような中にお
いても、今後数十年に渡って、社会インフラを適切に
維持するために、しっかりと維持管理までを見据え、
取り組むことが重要である。

参考文献

1）�国土技術政策総合研究所：CIMモデル作成仕様【検討案】
<橋梁編>,�2016.�
http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bunya/cals/pdf/
specification_bridge_cim_H28.pdf

2）�国土技術政策総合研究所：3次元モデルを利用した橋梁の維
持管理ガイドブック,�2014�
http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bunya/cals/pdf/
guidebook_bridge_cim.pdf�

case1 case2 case3
概要 属性情報のリンク先を示したリストを作

成し、リストを介して3次元モデルに紐付
ける方法

構造体毎に分類したフォルダを設けて関
連データを格納し、3次元モデルとフォル
ダを紐付ける方法

設計、施工段階のデータは電子納品に準
じたフォルダに格納し、維持管理階の
データのみをCASE1の方法により3次元
モデルに紐付ける方法

概念図

表−7　外部参照ファイルの紐付け方法
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はじめに1
我が国では、戦後から高度経済成長期を経て現在
まで数多くのダムが建設され、河川管理施設のダム
としては500基以上が建設されている。
ダムは、治水・利水などの機能を有する重要な社会
資本であり、ダムの安全性や機能を長期的にわたり
保持することが必要である。このため、老朽化に伴う
劣化、損傷の状態・分布、ダム機能や安全性への影響
度合い等を総合的に調査・点検を行ない、適切な段階
で補修を実施するなど計画的かつ最適化した維持管
理が必要とされている。
このような状況を踏まえ、胆

いさ

沢
わ

ダムでは建設の最
終年度に既存測量や地質調査成果、既存設計成果、工
事完成図書を整理統合し、三次元的に可視化したモ
デル（胆沢ダムCIM；Construction� Information�
Modeling/Management）を整備した。本稿では、胆
沢ダムの維持管理への活用及び今後の取組みについ
て紹介する。

胆
いさ

沢
わ

ダムの概要　2
胆沢ダムは岩手・宮城両県を南北に貫流する北上
川上流の右支川胆沢川（岩手県奥州市胆沢区若柳地
内）に建設された、洪水調節、河川環境の保全等のた
めの流量の確保、かんがい用水、水道用水の供給、発
電を目的とする特定多目的ダムである。頻発する北
上川の洪水被害軽減と慢性化した農業用水不足解消
のため、1953年（昭和28年）に完成した石淵ダムの

再開発事業として、下流約1.8kmに完成（平成25年
竣工）したロックフィルダムで、堤高127.0mは東北
地方に建設された多目的ダムの中では最も高く、堤
頂長は723mと我が国最大級の規模を誇る。総貯水
容量は1億4千3百万m3で前身である石淵ダムの約9
倍の規模となっている（図−１、写真−1）。

CIMの取組について

Part 2

国土交通省　東北地方整備局　北上川ダム統合管理事務所
胆沢ダム管理支所長 鈴木松男

SUZUKI Matsuo

国土交通省の動き

図−1　位置図

胆沢ダム　諸元

ダ
ム
諸
元

型式 中央コア型
ロックフィルダム

堤頂標高 EL364.0m
堤高 127.0m
堤頂長 723.0m
堤体積 1,350万m3

貯
水
池
諸
元

流域面積 185.0km2

堪水面積 4.4km2

総貯水容量 1億4,300万m3

有効貯水容量 1億3,200万m3

洪水調節容量 5,100万m3

利水容量 8,100万m3

写真―1　胆沢ダム�（H27.9�撮影）
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胆沢ダムCIM3
ダムの建設から管理に移行される情報には、実施
計画調査着手（昭和58年4月）から、建設事業着手（昭
和63年4月）、試験湛水を経て事業完了（平成26年3
月）までの各種記録を始め、本体を含む維持管理に必
要な観測施設（雨量、水位、堤体計測等）の情報等が含
まれている。
これらの情報は、一部電子的に保管またはシステ
ムとして管理運用されているものも存在するが、そ
の多くは紙媒体の情報（図面）である。
このため、例えば何かトラブルが起きた場合に補
修や故障の履歴を調べる際、多くの書類と時間を必
要としていた。
胆沢ダムでは建設の最終年度に、今後のダム維持
管理の高度化と効率化に向け、既存の測量、地質調
査、設計成果や工事完成図書を整理統合し、三次元的
に可視化する先導的モデルとして「胆沢ダムCIM」の
構築に取り組んだ。取り込んだ情報は三次元的に可
視化できるようになっており、ビューポイントとし
て主要な構造物の位置を素早く確認することができ
るようになっている。ビューポイントとは閲覧者の
視点を各構造物へ速やかに向けるための仕組みであ
る。さらに、画面に表示されるラベルをマウスでク

リックすることでリンクされたフォルダーが開き、
主要な構造物等のドキュメント（図面、写真など）の
閲覧、保存等の作業が可能となっている（図−２〜
４）。
しかし、この段階での胆沢ダムCIMは建設段階の
情報を単に可視化したに過ぎず、ダムの管理に利用
するためには、「情報の可視化：各種計測機器等との
連携」「履歴の可視化：日常点検、補修・修繕記録との
連携」へと引き続き進化させる必要がある。

維持管理の取り組み4
ダムの管理は、堤体、設備関係、貯水池（法面、堆砂、
地すべり、水質）などを対象とする。日常点検（日、月、
年点検）において、管理項目（変形・漏水量・揚圧力等）
を測定しその値が短期的に極端に変化していないか
をチェックし、目視確認及び巡視による構造物変状
の有無についてチェックを行っている。
CIMモデルは、常時の点検業務を補助するだけで
なく、非常時の対策立案のための検索ツールとして
も活用することが考えられる。
また、 総合的なダム管理を目指して連携した
PDCA型管理を進める上で支援するツールのひとつ
としてCIMの利用可能性を検討しているところであ
る（図−５）。

図−2　従来の情報（書類、図面）と電子化された情報
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胆沢ダムにおける取り組み状況5
日常点検における活用として、管理項目の値が短
期的に極端な変化がないかをチェックするため、点
検結果の時系列による可視化により迅速かつ的確な
判断をしやすくしている。また、点検作業の効率化・
迅速化を目的に、従来は野帳への記入〜移動〜所内
パソコン入力の流れとなっていたが、現地で観測値

をタブレットに直接入力することで効率化が図れ、
更に可視化することにより入力された値の状態が確
認できるように工夫している（図−6、7）。

現 場 点 検 作 業 等 か らCIMに
求めるもの6

現場点検作業等からCIMに求めるものとして、点
検や補修した記録データについて同一様式で継続保
存（結果のみならず検討経緯も含む）することや過去

図−3　ビューポイントの選択、目的物の表示

図−4　ドキュメントの表示（構造物へのリンク：堤体平面図）
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図−5　ダム維持管理のマネジメントサイクル概念図

30

( 30 )
( )

図−6　点検結果の可視化による支援

図−7　点検作業の効率化、迅速化、可視化
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たな計測・測定装置を活用した取り組みを試行しなが
ら今後整備していくこととしている（図−10〜14）。

の補修履歴等を必要なときに簡単に取り出せる検索
機能が求められている。これにより、異常が発見され
た場合など現場で直ちに過去の補修履歴などが確認
でき、日常点検〜迅速な検索〜問題解決（原因の確
認、対策）への流れを作ることができる。また、個々の
データの組み合わせにより、CIMを活用した傾向把
握や診断に役立つものと考えている（図−8、9）。

維持管理に必要な基礎情報の検討7
日常点検、ダム総合点検や定期検査への利用を視野
に入れ、日常点検に必要なデータと維持管理に必要な
データを整理・選択し、基礎情報の一元化を図る。
また、現場の意見を反映し「電気・通信系統図」や計
測データの三次元化により可視化が有効と思われる
「堆砂測量結果」「GPS観測による堤体変位」「環境情
報・水質データ」等については、可視化の方法を含め新

図−11　主要な電気通信ケーブル敷設情報

図−10　「胆沢ダムCIM」への追加すべき基礎情報

図−8　記録、データの一元管理と検索機能

図−9　CIMを活用した傾向把握・診断 図−12　環境情報・水質データの保存
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おわりに8
胆沢ダムは管理に移行し3年目とな
るが、今後50年、100年とダムの機能
を保持し、長期安全性を確保しながら
効用を発揮していくことが求められ
ている。
今回検討された項目や管理を進め
ていくことで気付いた点を実現し、管
理に役立つツールとしてCIMの活用
は、今後のダム管理に大きく寄与でき
るものと考えている。また、日々進化
するICT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。

図−14　貯水池内の堆砂状況把握（3Dによる可視化）

図−13　GPS観測による変位状況の可視化


