
2 

 

様式－３－２  

研 究 成 果 の 要 約  

 
 

助成番号  助 成 研 究 名  研 究 者・所 属  

第2016-14

号  
契約執行形態を考慮した社会基盤プロジェクトに

おけるCIM活用に関する研究  皆川 勝・東京都市大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に、コンサルタントについては、BIM/CIMによる

建設生産プロセスの変革を通じて、施工や維持管理

に関する知見を活用できる企業へと成長し、設計検

討の範囲を拡大し、設計品質を向上させることが期

待される。ライフサイクルコストに対する設計コス

トの比率はたかだか数％である。コンサルタントが

BIM/CIMの利用を前提として設計能力を高めるイン

センティブとしては、BIM/CIMを活用した設計業務

における予定価格の上限拘束性を撤廃し、設計品質

に応じた適正なコストの設定が重要である。 

設計時並びに施工時において、コスト、リソース

スケジューリングおよび品質に関する情報を3次元

モデルと連携させて関係者が情報共有してゆくよ

う、これら情報の管理に契約的な拘束性を導入する

べきである。設計時の仮想施工を実現するために

は、コスト、リソースおよびスケジューリングに関

する情報を3次元モデルと連携させて、関係者が協

調的に活用してゆくように、契約におけるこれらの

情報の位置づけを改めることが不可欠である。さら

に、施工フェーズにおいても、設計時の仮想施工と

同様な情報連携は不可欠である。いかに設計の精度

が向上して設計変更リスクが低減しても、施工中の

設計変更リスクをゼロには出来ないからである。 

設計者がBIM/CIMを活用して品質の高い設計成果

を得たとしても，現在の公共工事においてはその著

作権は発注者に無償で移譲することになっている

が，設計者の著作権を正当な権利として保証するよ

うな制度設計が必要である． 

現在、設計者であるコンサルタントの施工に関わ

る知見が十分でないことを理由に、施工会社のみに

よる設計施工一括発注や、設計時から請負企業が施

工に関する知見を有するものとして関与するECI方

式が検討されている。しかし、BIM/CIMによりパラ

ダイムシフトを目指すためには、施工者のみの設計

施工一括方式から，設計者としてのコンサルタント

が関与するコンソーシアム方式へ移行してゆくこ

とが望ましい。また，設計施工分離発注の下で，設

計者が独立して施工性の検討を行い得るよう，設計

能力を向上させることが，BIM/CIM導入によるパラ

ダイムシフトを産むことにつながる． 

 

本研究では，第一に，情報マネジメントに関し

てはシームレスな環境がCIM導入効果を最大化す

るためには不可欠であることを，設計施工分離発

注の民間実工事を対象とした分析により示す．具

体的には，地下駅舎の施工を担当するJVが，設計

図書として提供された2次元の地下既存埋設管情

報をもとに，図面の整合性や図面の不整合や設計

の施工性の観点からの課題に対する，JVの対処履

歴を分析した．さらに，CIMが検討するべき施工が

行われる前の図面と竣工時の図面からそれぞれ作

成した2種類のCIMモデルの比較を行い，施工中の

設計変更を抽出した．その変更が設計時にCIMモデ

ルがあることによって事前回避が可能であるか，

別の効率的な施工法が可能であるか， 第三者の施

工経験者へのヒアリングに基づき考察した．  

 これらの検討を踏まえ，現状の公共工事におけ

る契約執行形態を踏まえつつ，BIM/CIMを有効に活

用して公共建設の生産性を向上するために必要

な，契約執行に関わる改革施策を提案した． 

建設執行の原則的方式である設計施工分離発注

においては， CIMによる施工性・維持管理性を考

慮した設計を実現する方法には大きく二つの方法

がある．それは，設計者が施工性あるいは維持管

理性を設計段階で十分検討する能力を保持する

か，または，それが保持できない場合には，外部

組織からその能力のある人材を得る方法である．

コンサルタントにとって最も望ましい在り方は，

インハウスにそのような機能を持つことである

が，それまでの過渡的段階では海外も含めて，BI

Mマネジメント能力を有し，インフラプロジェクト

に精通した技術者集団を登用することが望まし

い． 

設計施工分離発注のもとで、ライフサイクルコ

ストに対する影響の小さい設計業務発注における

予定価格上限拘束性を撤廃し、施工や維持管理段

階におけるコスト、スケジューリング、品質をBI

M/CIMの活用により担保することがBIM/CIMの利用

することの成果を最大化するために不可欠であ

る。 

建設生産性を向上させるためには、関係組織の

対応能力の向上と、協働体制の確立が必要となる。
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In this study, firstly, the authors show that seamless environment for information management is 

indispensable for maximizing BIM/CIM introduction effect, by analyzing a private construction project of 
design-bid-build contract. Building Information Models of the underground temporary structures and adjacent 
embedded pipes were constructed to show the importance of the information on underground pipes adjacent to 
the structures to enhance the productivity of execution of construction. Next, the bar chart used in actual 
construction process were employed to make the gantt chart, and the critical pass analysis was carried out to 
show that accurate information on the arrangement of underground existing pipes can be used for the 
enhancement of the productivity of the construction of underground structures. In the analyzed project, 
significant construction delay was not caused by unforeseeable existence of underground pipes by the 
management ability of the construction manager. However, in many cases of construction executions in the 
developing countries, the existence of unforeseeable embedded pipes often causes substantial delay of 
construction. Design change based on uncertainty on the position information of embedded pipe can be also 
important risk for contractors in domestic construction. So CPM analyses were performed by a project-
management-software to the situation that influence of the tasks causing construction delay was assumed more 
significant.  Through the analyses, the efficiency of information management on underground pipes and BIM 
analysis in the design stage for workability improvement was indirectly confirmed.  

Secondly, based on the current contract execution styles in public works in Japan, we propose strategies 
concerning contract execution to effectively utilize BIM / CIM to improve the productivity of public construction. 
In addition, based on the cultural and social matters of our country, we analyzed sociological obstacles to achieve 
fundamental reforms.  

The ratio of the design cost to the life cycle cost is usually several percent. Therefore, the elimination of 
upper limit constraint by pre-estimated price in design works can be the strong incentive for consultants to use 
BIM / CIM to improve design quality. In addition, it is useful for stakeholders to share information on costs, 
resources, scheduling and performance linked with 3D model at the time of designing and construction and it is 
necessary to change the position of these information in contracts. Even if the designer utilizes BIM / CIM to 
obtain a high quality design result, in the current public works, the copyright is to be transferred to the owner 
without charge. However, the copyright of the designer should be accepted as a right. By accepting the copyright 
of the designer, the designer can reuse the BIM / CIM data produced in a certain business in other projects. 
Currently, because the knowledge concerning the construction of the consultant as a designer is not sufficient, 
in Japan design-build contracts only with construction companies or ECI contracts in which construction 
companies hare involved in design.  However, in order to aim for a paradigm shift by introducing BIM / CIM, 
it is desirable to shift from design-build contracts only by construction companies to the contracts with 
consortiums involving consultant companies as the designer. 
 
KEYWORDS:  Building-information modelling, Construction information modelling, role of consulting 
companies, project management software, upper limit constraint by pre-estimated price 
 


