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1．はじめに
国土交通省は、建設現場の生産性を2025年度までに2割
向上させることを目指しBIM/CIMを推進しており、2023
年4月に小規模工事を除き直轄工事・業務でBIM/CIMを
原則適用するとして委員会でその詳細の議論を進めてき
ました。去る1月19日に開催された第9回BIM/CIM推進委
員会では、これまでの議論が反映された原則適用の概要
が示されました。JACICは委員会運営等で支援を行って
おり、委員会資料から概要を紹介いたします。
2．令和5年度BIM/CIM原則適用の概要
BIM/CIMを「建設事業をデジタル化することにより、
関係者のデータ活用・共有を容易にし、事業全体におけ
る一連の建設生産・管理システムの効率化を図ること」
と定義し、BIM/CIMの活用はその手段であるとして以
下の2つの取組を示しています。
（1）活用目的に応じた3次元モデルの作成・活用
発注者が業務・工事の特性に応じて活用目的を義務項
目、推奨項目から選択して明確に示し、受注者が3次元
モデルを作成・活用するとしています。

表1　3次元モデルの活用　義務項目

活用目的 適用するケース 活用する段階

視
覚
化
に
よ
る
効
果

出来あがり全体イメージ
の確認

・住民説明、関係者協議等で説明する機会がある場合
・景観の検討を要する場合

詳細設計

特定部の確認
（２次元図面の確認補助）

・特定部を有する場合
※特定部は、複雑な箇所、既設との干渉箇所、工種間の

連携が必要な箇所等とし、別による。
詳細度３００までで確認できる範囲を対象

詳細設計

施工計画の検討補助
・設計段階で３次元モデルを作成している場合
※ ３次元モデルを閲覧することで対応（作成・加工は含ま

ない）
施工２次元図面の理解補助

現場作業員等への説明

3次元モデルの活用 義務項目

表2　特定部の定義

各工種共通

（異なる線形）
・ ２本以上の線形がある部分
（立体交差）
・ 立体交差の部分
（障害物）
・ 埋設物がある箇所で掘削又は地盤改良を行う部分
・ 既設構造物、仮設構造物、電線等の近接施工（クレーン

等の旋回範囲内に障害物）が想定される部分
（排水勾配）
・ 既設道路、立体交差付近での流末までの部分
・ 既存地形に合わせて側溝を敷設する部分
（既設との接続）
・ 既設構造物等との接続を伴う部分
（工種間の連携）
・ 土木工事と設備工事など複数工種が関連する部分

土工
（高低差）
・ 概ね２m以上の高低差がある掘削、盛土を行う部分

橋梁全般
（支点周辺）
・ 上部工と下部工の接続部分

特定部の定義

「義務項目」は、未経験者も取組可能な内容であり、
原則すべての詳細設計で3次元モデルを作成・活用し、
またすべての工事で閲覧して活用します（表1、2）。
一方「推奨項目」は、高度な内容を含む活用目的であ
り、一定規模・難易度の事業において、発注者が明確に
した活用目的に基づき、受注者が1個以上の項目に取り

組むことを目指すとしています（表3）。該当しない業務・
工事であっても積極的な活用を推奨するとしており、こ
れまで前向きに取り組んできた受注者にはより一層活用
することを求めています。

表3　3次元モデルの活用　推奨項目の例

活用目的 活用の概要 活用する段階

視覚化によ
る効果

重ね合わせによる
確認

3次元モデルに複数の情報を重ね合わせて表示す
ることにより、位置関係にずれ、干渉等がないか等
を確認する。
例：官民境界、地質、崩壊地範囲など

概略・予備設計
詳細設計
施工

現場条件の確認
3次元モデルに重機等を配置し、近接物の干渉等、
施工に支障がないか確認する。

概略・予備設計
詳細設計
施工

施工ステップの確
認

一連の施工工程のステップごとの3次元モデルで
施工可能かどうかを確認する。

概略・予備設計
詳細設計
施工

事業計画の検討
3次元モデルで複数の設計案を作成し、最適な事
業計画を検討する。

概略・予備設計
詳細設計

省力化・省
人化

施工管理での活
用

3次元モデルと位置情報を組み合わせて、杭、削
孔等の施工箇所を確認や、AR、レーザー測量等と
組み合わせて出来形の計測・管理に活用する。

施工

情報収集等
の容易化

不可視部の3次元
モデル化

アンカー、切羽断面、埋設物等の施工後不可視と
なる部分について、3次元モデルを作成し、維持管
理・修繕等に活用する。

施工

3次元モデルの活用 推奨項目 例
※先進的な取組をしている事業を通じて、

３次元モデルのさらなる活用方策を検討

（2）DS（Data-Sharing）の実施（発注者によるデータ共有）
3次元モデル活用の前提として、業務・工事の契約後
速やかに、発注者が受注者に設計図書の作成の基となっ
た情報を説明することがこれまで以上に重要となりま
す。これは、将来的なデータマネジメントに向けた取組
の第一歩として新たに取り組むものです（表4）。

3．令和5年度以降の検討について
今回の原則適用における設定はBIM/CIMへの取組の
裾野を拡げることを重視しており、今後取組のレベルを
上げさらに生産性を向上させるために、後工程に引き継
ぐべきデータ、モデル化の対象拡大と費用対効果などの
課題解決に向け検討していくとしています。
4．最後に
委員からは、BIM/CIMはプロジェクト全体のマネジ
メントに活用することでさらに生産性向上が期待できる
ので、そこへ向かってさらに検討を進めるべきとの指摘
がありました。今回の原則適用はあくまで通過点であり、
JACICも継続的に支援を行ってまいります。
� （研究開発部　部長　山田浩次）

表4　工事設計図書の作成の基となった情報の例
Ø 業務、工事の契約後速やかに、発注者が受注者に設計図書の作成の基となった情報を説明
Ø 受注者が希望する参考資料を発注者は速やかに貸与（電子納品保管管理システムの利用）

対象 説明内容

設計図
「R1○○詳細設計業務」と「R2××修正設計業務」を基に作成しています。「R1○○詳細設計業務」を基本としていますが、
△△交差点の部分は「R2××修正設計業務」で設計しています。

中心線測量 「H30○○測量業務」の成果を利用して作成しています。

法線測量 「H30○○測量業務」の成果を利用して作成しています。

幅杭測量 「R1○○測量業務」の成果を利用して作成しています。

地質・土質調査 「H28○○地質調査業務」の地質調査の成果と「H30××地質調査業務」の地下水調査の成果を利用しています。

道路中心線 「H28○○道路予備設計業務」において検討したものを利用しています。

用地幅杭計画 「H29○○道路予備設計業務」において検討したものを利用しています。

堤防法線 「R2○○河川詳細設計業務」において検討したものを利用しています。

（記載例） ○○工事の設計図書の基となった参考資料

令和5年度BIM/CIM原則適用の概要
ニュースと解説
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JACICからのお知らせ

令和4年12月7日（火）に、弊財団が運営するコリンズ・
テクリス（工事・業務実績情報情報システム）に関して、
利用者（発注機関、受注企業）からの意見・要望をお伺
いするための「令和4年度コリンズ・テクリス利用者会議」
を開催しました。
今回の会議では、
①�令和4年6月24日に公表した「コリンズ・テクリス利用
料金改定（令和5年4月から実施）」
②�令和4年10月25日に公表した「コリンズ・テクリス代
行サービスの終了（令和4年度限りで終了）」
③�令和5年度中にリリース予定の「コリンズ・テクリス
のシステムリプレースとそれによる改良の概要」
・登録内容確認のオンライン化
・�検索システム（発注機関用）における「ワンタイムパ
スワードによるログイン機能の追加」
・�登録システム（受注企業用）における「自社実績デー
タ検索機能の拡充」等
④�令和5年4月実施予定の「コリンズ・テクリスのサービ
ス提供時間の変更」
・�日曜日のサービスを停止（検索システム及び登録シス
テム）
�早朝の時間帯（5時から7時まで）のサービスを停止（登
録システム）
について説明を行うとともに、事前に実施した「利用者
アンケート」の結果を報告し、出席者との意見交換を行
いました。

1．出席者
（1）発注機関：国、地方公共団体
（2）�受注企業：建設業関係団体、建設コンサルタント関

係団体、地質調査業関係団体等

利用者会議の様子

2．「利用者アンケート」の結果
（1）募集期間：令和4年9月16日（金）〜10月7日（金）
（2）対象：システムを利用している発注機関及び受注企業

（3）アンケート方法：�Web上でのアンケート調査
（4）項目：�システム全般の満足度、システム運営（ヘル

プデスク）の満足度、その他コリンズ・テク
リスに関する意見等について

（5）回答数：発注機関352、受注企業1,576
（6）主な内容
ア　システム全般の満足度について
�「やや不満足」及び「不満足」との回答を合わせた割
合は、発注機関で9％（昨年度9％）、受注企業で14％（昨
年度15％）でした。
イ　システム運営（ヘルプデスク）の満足度について
�「やや不満足」及び「不満足」との回答を合わせた割
合は、発注機関で0％（昨年度2％）、受注企業で4％（昨
年度4％）でした。

3．まとめ
・�令和5年度実施予定のシステムリプレースについては
新たに導入する機能の内容や運用に関する質疑ととも
に、リリースに向けての周知についてご意見をいただ
きました。
・�「コリンズ・テクリスのサービス提供時間の変更」に
ついては、利用の少ない時間帯のサービスを停止し、
システム運用の効率化と停止時間帯を活用したメンテ
ナンスの実施により、サービスの安定的な提供を図る
ことにご理解をいただきました。
・�関係団体の皆様より、アンケートに寄せられた意見及び
来年度のシステム改良でお応えできない項目について、
今後の対応を要望する旨の御意見をいただきました。
・�コリンズ・テクリスセンターでは、今回の利用者会議及
びアンケート調査でいただいた御意見、御要望等を踏
まえ、今後の更なるサービス向上を図ってまいります。

会議の資料（アンケート結果を含む。）等は、以下の
JACICホームページを御参照ください。
https://cthp.jacic.or.jp/overview/document/
�（コリンズ・テクリスセンター　次長　池田　公隆）

「令和4年度コリンズ・テクリス利用者会議」開催報告

https://cthp.jacic.or.jp/overview/document/
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JACICからのお知らせ

JACICnews�No.402（2022.11月号）にて開催をご案内
しました「JACICセミナー」を、昨年11月18日に開催し、
全面Webの形式で約220名の方々にご参加いただきまし
た。午後の部では、＜第2部＞特別講演として、国土交
通省�大臣官房�技術調査課�建設生産性向上推進官　多田
　直人様と株式会社�加藤組�取締役土木部長原田　英司
様にご講演いただいた後、＜第3部＞第20回研究助成事
業成果報告会として6件の研究が報告されました。今月
号では、研究助成事業成果報告会のアンケート結果を中
心にご報告します。

アンケート結果の概要
アンケートにご回答いただいた137名の方の研究助成
事業成果報告会の満足度は、午前の部と同様、ほぼご満
足いただけたことが分かりました。（円グラフ）
また、各発表内容の「有意義さ」に関する設問で、「お
おいに有意義」と回答された方の人数を比較した結果（棒
グラフ）では、「ドローン・機械学習・3次元構造解析・
信頼性理論の融合による劣化RC橋梁の健全度の自動判
定」「常時微動探査による地層区分を援用した城郭三次
元地盤図の構築」がおおいに有意義と評価されました。

次年度に向けて
「BIM/CIMの活用事例について知ることができ、参考
になった」、「興味深いテーマが多かった。今後の展開に
期待したいと思う」など、好意的なご意見が寄せられま
した。今後の運営の参考とさせていただきます。発表資
料はJACICホームページ（無料）に掲載しました。発表
の様子を撮影した動画はJACIC�NET（会員制）からご
覧いただけますので、ご活用ください。
� （経営企画部　山本　莉子）

JACICセミナー〈第2部〉特別講演、
〈第3部〉研究助成事業成果報告会の開催報告
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中部地方センターの活動
中部地方センターは、平成7年4月発足以来、愛知県、
岐阜県、三重県、長野県南信地域を担当し、「総合的な
建設情報の提供」と「建設プロセスに関する情報の利活
用促進」を通して、インフラ分野の支援を行っています。
今回は、前回2022年5月（JACIC�news�No.396）以降の
活動を報告します。

■中部ブロック電子入札コアシステムユーザ会議
2年ぶりの対面開催とし、6月22日に10団体13名出席の
もと、今年度ブロック長である桑名市総務部契約監理課
主幹の議長進行により、ユーザ会議を開催しました。
事務局からはコアシステムに関連する政府の動向など
の情報提供、会員の皆様から事前にいただいた質問に対
する回答、そして会員相互の情報交換を執り行いました。
会議概要は議事録整理し、会員の皆様と共有しました。

■JACICルームによる現場のDXマネジメント推進支援
JACICルームでは、画像、映像等のデータとGISを連
携して、情報共有やマネジメント等に資する専門画面
サービスを提供しています。これらのサービスについて、
全国的には直轄事務所での雪害対策などに活用いただい
ており、管内直轄事務所への説明や建設技術フェアへの
出展を通して、DX推進の支援に取り組んでいます。
10月4日、5日に開催された「建設技術フェア2022in中
部」（ポートメッセ名古屋）では、弊社ブースへ300人を
超える皆様に訪問いただきました。

■建設副産物・公共工事建設発生土対策部会への参加
6月27日、11月29日にオンライン開催された「中部地
方建設副産物対策部会・公共工事建設発生土対策部会（合
同部会）」に対して資料提供等行い、建設副産物情報セ
ンターとともに参加しました。

■賛助会員の皆様との意見交換会
10月26日、静岡県の賛助会員9社の代表者及び随行者
15名の皆様と「i-Construction、BIM/CIM取組状況及び
課題と対応」を主題に意見交換会を行いました。（開催
報告はJACICnews�No.403）

令和5年度は、愛知県の賛助会員の皆様と調整した上
で、秋頃に開催する予定です。

■教育機関におけるBIM/CIMに関する講義
本講義は、ご要望を踏まえて、平成28年度より始めて
います。今年度は、建設情報研究所長（顧問）が講師を
務め、4校（4/28�名城大学、12/12�豊田高専、12/23�岐
阜高専、1/23�名古屋工業大学）で開催しました。

� （中部地方センター長　澤頭　芳博）

地方便り
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