
1 
 

 

公共施設管理へのCIMの活用に関する研究 

 
秀島 栄三1 

 
1名古屋工業大学大学院工学研究科教授（〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町） 

E-mail: hideshima.eizo@nitech.ac.jp 

 
In order to improve the public facility management of local public bodies by means of construction information 
modeling, this study considered three subjects: cost allocation among related agents, business process reengineering 
and proirity of geographical data use. It is concluded that  
 
KEYWORDS:  construction information modeling, public facility management, geographical information system. 

 

1. 研究の背景と目的 
 

人口減少，高齢化等に伴う財政逼迫や施設老朽化を踏

まえ，各自治体では，公共施設等総合管理計画1)を策定

するなど公共施設マネジメントを進めている．一方，建

設業界では，深刻な人手不足や高度経済成長期に整備さ

れたインフラの急速な老朽化などを背景に生産性の向上

が求められている．国土交通省は，ICT（Information and 

Communications Technology，以下ICT）を活用した生産性

向上に向けた取り組みとしてCIM（Construction Information 

Modeling）の導入を進めている．平成28年度には基本的

な作業手順や受発注者の役割などをまとめた「CIM導入

ガイドライン」が制定された． 

本研究では，CIM が有する可視化機能と建設ライフ

サイクルを通じたデータベース機能を活用することで公

共施設管理の合理化を進める方法を検討することを目的

とする． 

CIMとは公共事業の計画・調査・設計段階から3次元

モデルを導入し，施工・維持管理の段階においても 3次

元モデルに追加・充実させ，各情報を一元化することで，

関係者間での情報共有を可能とし，一連の生産システム

の効率化・高度化を図るものである．3 次元での可視化

に優れ，設計の高度化に寄与するほか，多数の解析ソフ

トと連携することができ，維持管理に関する各種の検討

を容易にする．また土木施設に関わる各種データを 1つ

に統合するデータベースとしての機能を有する． 

これまでにも生産性向上に向けた政策としてCALS/EC

（Continuous Acquisition and Life-cycle Support/Electronic 

commerce）の普及が図られていた．従来は紙で交換され

ていた情報を電子化するとともに，ネットワークを活用

して各業務プロセスをまたぐ情報の共有・有効活用を図

ることにより公共事業の生産性向上やコスト縮減等を実

現することを目的としていた2)．CALS/ECの導入によ

り，CAD図面や写真などの電子納品や，電子入札など

個別システムの基準や規格づくりは進んだ．しかし，建

設生産システム全体での情報の有効活用という点で課題

を残していた．このような問題を踏まえ，新たなICTの

取り組みとしてCIMの導入が進められている．  

CIMは建築分野で取り入れられていたコンピューター

上に建物の3次元デジタルモデルを作成するBIM(Building 

Information Modeling)を建設分野に拡大導入したものであ

る．CIMは公共事業の計画，調査，設計段階から3次元

モデルを導入し，その後の施工，維持管理の各段階にお

いても3次元モデルに連携・発展させ，関係者間での情

報共有を可能とし，一連の建設生産システムの効率化・

高度化を図る．「設計の可視化による関係者協議等の効

率化」「数量算出作業の省力化」「情報化施工による施

工の高度化」「維持管理の効率化」に寄与するものと考

えられている． 

一方，CIM および公共施設管理の現状を見るに下記

の課題があると認識する． 

課題認識(1)：構造物および地域空間に係る 3次元データ

が著しく乏しく，２次元の設計図も紙で保管され，維持

管理などに活用しにくい．このことを誰がどのように解

消するかが問題である． 

課題認識(2)：公共施設管理(特に維持管理)については自

治体固有の業務プロセスがある．業務プロセスの中でど

のように CIM を活用すればよいか，そこから検討する

必要がある． 

 課題認識(1)については，まず自治体に空間データが

揃った場合に CIM を通じて公共施設管理がどのように

効率化できるかを明らかにする．これは 2．で取り扱う．



2 
 

また，計画・設計・施工・維持管理の建設ライフサイク

ルを通じた 3次元データ作成コストの主体間負担配分と

いう問題を考察することとする．これは 3．で取り扱う． 

課題認識(2)については，20 近くの自治体の公共施設

管理に関わった経験から施設保有規模，国施設の多寡，

組織構成，管理実務の経験の有無等をふまえ，CIMを導

入した場合にどのように業務プロセスが変化するかを業

務プロセスマネジメント（Business Process Reengineering．

以下 BPR）の手法を用いて考察する．これは 4．で扱う． 

公共施設マネジメントの課題は他にもあるが，本研

究ではCIMによる解決の糸口が見いだせそうな上記3つ

のテーマについて取り組むこととする． 

 

 

2. 地理情報システム型データベースを活用した

施設管理業務の合理化 
 

(1) 施設管理のためのデータベースと地理情報 

平成26年に総務省は全国の地方自治体に対して公共

施設等総合管理計画の策定を要請した．公共施設マネジ

メントでは個々の施設のみの検討にとどまらず校舎の統

廃合に伴う学区再編や都市のコンパクト化など地理空間

上に及ぶような政策課題について関係者間で議論するこ

とを避けて通ることが出来ない 3)．さらに近年は，公共

施設等の老朽化対策や，今後の人口減少や利用需要の変

動を見据えた公共施設の再配置が求められている．この

ため，公共施設マネジメントに向けて新たにデータベー

スをつくる場合などに地理的データを活用することが望

ましい．地理的データを解析処理するにはコンピュータ

上で大規模な計算を実行しなければならないが， 近で

はコンピュータの高性能化，クラウド化により，地理情

報システムを活用したデータベースによる情報管理の利

用可能性が高まってきている．しかし，まだ実務上はこ

うした地理的データを伴うデータベースが利用ニーズに

対して適切に構築され，維持管理や意思決定などにうま

く活用できているとは言えない． 

そこで本研究では地理情報システム型データベースを

利用した公共施設マネジメントのあり方，進め方につい

て考察する． 

公共施設マネジメントを実効あるものとするためには，

一つには，手順が確立された施設の運用や維持管理の実

践が重要である．建築分野ではファシリティマネジメン

ト，プロパティマネジメント，土木分野ではアセットマ

ネジメントなどといった呼び方で，個々の施設を対象と

して経済性，環境負荷，利便性などを考慮した合理的な

マネジメントの方法論および諸手法が確立されてきた4)．

建築物については，その内部の設備，機能の要求水準に

多様性があり，複数の施設を管理することよりも，単体

施設の管理について実務上も研究上も多くの蓄積がある．

他方，インフラ(土木施設)については，高度経済成長と

その慣性を受けて新規建設が中心に位置づけられてきた

ことから，施設管理および維持管理に関する経験や知見

の蓄積が乏しい．データベースよりも論点・問題点の整

理，より実践的な管理手法の確立が急がれる． 

もともと公共施設等総合管理計画の取り組みが始まる

前から，戦後に多数整備された諸施設の老朽化に加え，

財政上の不安や人口減少を見据え，先進的な公共施設マ

ネジメントを行ってきた自治体も多く，インフラを含む

公共施設を対象として公共施設マネジメントの枠組みは

すでに出来上がっていたと言える4)． 

公共施設マネジメントでは，いわゆる点的に立地する

個々の施設（しばしばハコモノと呼ばれる）の管理を超

え，地理空間上に広がる諸課題との関わりも考慮してい

かなければならない5)． 

理屈上から言えば，まず図書館や学校など点的に立地

する施設についてはサービス提供域の配分などについて

地理的検討が必要である．道路や水道など線的に立地す

る施設についてはネットワークとしての機能性などにつ

いて地理的検討が必要である．また，土地売却や再開発

整備など面的な考察が行われるべき場面もある．再配置

を検討するとなると一般的に点，線，面の順に議論が複

雑化する． 

実務上から言えば，全国的に児童数が減少しているこ

とから小学校の統廃合，転用，他の目的との複合利用が

多くの自治体で懸案となっている．また，公共施設等総

合管理計画では事後に自治体全域にわたる諸施設の再配

置計画の策定を促している．都市施設の再配置は，策定

済みの都市計画マスタープラン，立地適正化計画などと

の整合性が求められ，場合によっては一方または双方を

再調整する必要が生じる．既存の施設配置を前提として

策定される防災計画，緑化計画なども施設再配置の方針

によっては影響を受けることとなる．コンパクトシティ

の実現のためにも面的な検討は不可欠である．しかしコ

ンパクトシティは一朝一夕に実現できるものではない．

実現化のプロセスを辿ることができるような検討のプロ

セスが重要であろう．それに応える技術が必要である． 

インフラについてはシビルミニマムの維持，接道条件

の確保などの理由から量的に減じることが難しく，公共

施設等総合管理計画において再配置等の議論が出ること

はまれである．結果としてインフラ長寿命化計画5)を検

討し，長寿命化またはその他の方法によってライフサイ

クルコストを 小化することをインフラ管理の方針とし

て固めるにとどまるのが通常である．インフラの再配置

を検討する場合には線的あるいは面的な課題の処理が不
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可欠であり，より難しい問題に取り組むこととなる． 

 公共施設マネジメントにおいては多くの場合にリレー

ショナル型のデータベースが作成される．すなわち，

個々の施設を縦に並べ，諸元を横に並べて記載する．ハ

コモノであれば名義的な順序で並べればよい．道路など

線状の施設であれば各路線をキロポストに沿って複数の

区間に区切って並べることとなる．維持管理業務におい

てもその順序に沿って作業を進めればよい． 

道路等は本来的にはネットワークとして機能するも

のであり，そのことを考察するべき場面もある．このよ

うな場合に地理的属性を維持するかたちでのデータベー

ス，たとえば地理情報システムをベースに置くデータベ

ースが有効となる．従来，自治体の一般的な電算機では

地理情報システムの利用は困難であった．結果として企

業にデータベースの作成や管理を委託する，庁内でリレ

ーショナルデータベースを用いる，その結果をグラフィ

ックファイルにまとめ，あるいはそれらを印刷するなど

してきた．グラフィックファイルあるいは紙資料では解

析，更新，合議に基づく修正等について作業効率性が低

下する．委託では活用の度合いが高まらない．そもそも

資産管理台帳など既存のデータも地理情報が関連づけら

れていない，電子化されていないのが一般的で，自治体

が公共施設マネジメントのために使うための理想的なデ

ータベースが構築されるまでの道のりは大変に厳しい． 

 施設の種類別にデータベースを作成すると複数種類に

わたっての検討や管理が難しくなる．例えば財政上の配

分問題，複合施設群としての機能評価，複数種類の施設

で同時に維持管理を行う方式を検討する場合などである．

このような課題に応えるべく筆者らは公共施設マネジメ

ントに資する地理情報システムを利用したデータベース

の開発を進めてきた．図-1はその基本コンセプトである． 

この事例では，ソフトウェア会社がサーバを管理し，

建設コンサルタント会社がデータの入力，維持を行い，

自治体がデータベースにアクセスして諸業務に利用する，

という運用形態となっている．自治体が高度な機器を保

有することなく，かつ，委託によって作業から遠ざかる

可能性が低いと言える．既存の資産台帳，工事台帳に加

え，システム開発と同時に新たな施設データを調査，入

力している．今後も点検結果などをもとにデータの更新，

蓄積を行っていく．これによって合理的な維持管理が達

成できるだけでなく，財政シミュレーションの遂行など

も容易になることが見込まれる． 

言うまでもなく統合型データベースは手段であり，

これを用いてどのようなことができるかが重要である．

以下にこの視点から考察した結果をまとめる． 

 
図-1 公共施設マネジメントのための統合データベース 

注：焼津市，株式会社オリエンタルコンサルタン 

ツ，名古屋工業大学の共同研究の資料より転載 

 

・既述のように空間配置に係る計画，検討，管理を行う

ことが容易となる． 

・公共施設等総合管理計画の課題と言えるが，自治体が

管理しない公共施設が脱落している．国道などの主要幹

線網に依存して立地している公共施設は多いはずである

が，自治体の公共施設のみのデータベースでは相互関係

が明らかにできないこととなる． 

・地理情報システムでは異なるレイヤー(平面)を重ねる

ことの効用がある．すなわち，住宅地図や道路交通情報

との重ね合わせでハコモノの需要分布などを新たに分析

することが可能となろう． 

・公共施設マネジメントには点検，モニタリングの結果

を追加，更新することも大切である．近年，地理情報が

タグ付けされたかたちでモニタリングデータを収集する

技術も進展しており，維持保全活動から施設管理へと時

間と労力をかけずにデータが転送される手順が確立され

ることが望ましい．  

 以上の観点から，地理情報システム型データベースを

活用することの意義が示される． 

施設の種類別にデータベースを作成すると複数種の施

設にわたっての検討や管理が難しくなる．例えば財政上

の配分問題，複数種の施設で同時に維持管理を行う方式

を検討する場合などである．このような課題に対して有

効な手立てとして考えられるのが統合型データベースで

ある．従来は施設を種類別で，もしくはその施設の特性

にもとづいて検討や管理がなされてきた．例えば，学校

などの点的施設と道路などの線的施設は別々に取り扱わ

れてきた．地理情報システム型データベースでは，その

ような複数種の施設の情報を一元的に管理する． 

 
(2) 地理情報システム型データベースを用いた公共施設

マネジメント 

i)財政シミュレーションを伴う施設管理プロセス 

長期的にみて維持管理等にかかる費用をできるかぎり

小さくすることが望ましい．いわゆるライフサイクルコ

スト 小化の考え方が一般的になっている．このために

財政シミュレーションが用いられる． 

具体的には，まず施設の状態を表す指標として健全度
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判定を用いる．健全度判定はA・B・C・Dの 4段階で

表し，Aが も良い状態，Dが も悪い状態とする． 

施設ごとに基本情報から重要度評価点，各年の健全

度判定から緊急度評価点を算出し，それらを足し合わせ

て各施設の改修の優先順位をつける．シミュレ―ション

では，1年あたりの投資額を設定した上で，改修の優先

順位が高い順に投資していく．投資した際には，その翌

年に健全度判定を回復させる．更に翌年も改修の優先順

位を改めて決定し，その順に投資をする．このように健

全度判定と重要度から改修の優先順位を決定し，その順

に投資するという流れをループすることによって財政シ

ミュレーションを実施する．  

 焼津市では地理情報システム型データベースを用いた

公共施設マネジメントを始めた．本研究ではそのデータ

を一部使用して財政シミュレーションを実施した．本稿

では，健全度判定がDの施設が も多い 2053年におい

て施設の健全度判定をC以上に保つことを目標として

進めることとした．このような公共施設マネジメントの

プロセスについて従来からのリレーショナルデータベー

スを用いる場合と統合型データベースを用いる場合の比

較を行う． 

ii)リレーショナルデータベースを用いた公共施設マネジ

メント 

① 公共建築物の管理 

公共建築物の管理では，健全度判定が低い施設におけ

る活動が他施設で行えるように，他施設との統廃合を念

頭に置く．施設の統廃合は，施設間距離や施設の統廃合

後の交通状況等を総合的に考慮して決定する．施設間距

離を検討する場面について，宮島会館を一例として図-2

に示す．なお施設間距離の算出には，フリーウェアの

「緯度経度から距離を算出（Excel版）Ver2.0」6) を用い

る． 施設の統廃合の際には改修費などの前提条件を変

更して再シミュレーションを実施する． 

②道路の管理 

道路は他の道路や公共建築物との間でネットワークと

して機能するものである．その機能を持つ道路の管理を

始点と終点の座標のみで行うことは不可能である． 

焼津市のデータベースでは道路に関しては地理情報と

関連づけられていないため，本研究ではOpen Street Map7)

を用いる．諸資料を参考に個々の道路を評価する 8)～11)． 

iii)地理情報システムを用いた施設管理 

①公共建築物の管理 

基本的な考え方はリレーショナルデータベースを用い

た施設管理と同様である．施設間距離と統廃合後の交通

状況を検討する場面について，宮島会館の管理を一例と

して図-3に示す． 

 

図-2 リレーショナルデータベース上での検討場面 

 

②道路の管理 

GIS上で財政シミュレーションの結果を表示すること

で，各地域における道路の状況がわかる．図-4に一例と

してある地域の道路の状況を示す．この地域において健

全度判定がDの道路は赤で，それ以外の道路は黒で示

している．この地域の道路はその半数以上の健全度判定

がDである． 

道路のネットワーク機能の観点からみると，道路は健

全度判定がC以上の道路によって格子状を保っている

ことが望ましい．そのため，図-5に黄色で示した道路を

大きなネットワークとして捉え，重要度評価点を 10点

増して再シミュレーションを実施することとする． 

 

 
図-3 GIS上での検討場面 

 

 

 
図-4 ある地域の道路の状況 
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図-5 大きなネットワークとして捉えた道路網 

 

公共建築物を表すレイヤーと道路状況を表すレイヤー

を重ね合わせたところ，防災関連施設があるにもかかわ

らず，その周辺に健全度判定がDの道路が集まってい

る地域があることが分かった．防災関連施設があるにも

かかわらずその周辺道路が整備されていない状況は望ま

しくない．これより，防災関連施設の周辺 250m以内に

ある道路の重要度評価点を 10点増して再シミュレーシ

ョンを実施することとする． 

 

(3) データベースの違いによる施設管理プロセスの比較 

i)公共建築物の管理プロセスの比較 

 リレーショナルデータベース上での検討では図-3のよ

うに施設の統廃合を施設間距離から検討する．GIS上で

の検討では，図-3のようにGIS上に公共建築物及び道路

を明示し，施設の統廃合を施設間距離及び統廃合後の交

通状況から検討できる．すなわちGISを用いれば施設統

廃合後の交通を考慮した検討ができる． 

ii)道路の管理プロセスの比較 

 GIS上での道路の検討は，道路を周辺にある道路や公

共建築物との関係という観点で捉え，重要度評価点を上

げるなどの対応措置を講じることができる．  

 二通りの検討を行った．その結果を前提条件に反映さ

せて再シミュレーションを行った．再シミュレーション

結果において，道路はリレーショナルデータベース上で

の管理時には図-7で示すように，図-5で示す道路が改善

されなかった．GIS上での管理時は図-7で示すように，

図-5で示す道路が改善された．つまり、道路のネットワ

ーク機能を向上させることができた． 

防災関連施設周辺の道路状況についても，詳細を割愛

するが，リレーショナルデータベース上での管理時には

改善されず，GIS上での管理時には改善された．つま

り，地域の防災機能を向上させることができた． 

 

 

図-6 リレーショナルデータベースで管理する場合 

 
 

図-7 GISデータベースで管理する場合 

 

(4) 本章のまとめ 

地理情報システム型データベースによる公共施設管マ

ネジメントについて以下の知見を得た． 

・公共建築物の統廃合を検討する際に，統廃合後の交通

状況を含めて検討できる． 

・道路を周辺の公共建築物との関係という観点から捉え

て対応策を検討できる．これにより地域の防災機能を向

上させること等が可能となる． 

・道路をネットワークの観点から捉えて対応策を検討で

きる．これにより通行不能の道路に対する代替ルートを

容易に導き出すこと等が可能となる． 

 以上，公共施設マネジメントを行う上での地理情報シ

ステム型データベースの有効性を示した．今後より定量

的な考察を深めるとともに実務上の課題等を明らかにし

ていきたい． 

 

 

3. 3次元データ生成の主体間負担配分原則の確立 
 

(1) データ生成の主体間負担配分 

これまでも自治体はインフラの維持管理を行ってきて

いるが，いくつかの点で非効率的であった．一つには現

場主義的で経済性から見た検証および計画が十分とはい

えなかった．また一つには管理台帳が継続的な維持管理

に適合するように作られてこなかった．紙書類が倉庫に

蓄積される状態では，既往のデータの活用はおぼつかな

い．維持管理の重要性が言われるようになり，施設台帳

等のデータの電子化は急務となっている 12)13)．そこで

CIMを活用し，設計や施工の段階で生成されたデータを

維持管理においても利用できることが理想的であるとい

える．しかし，現実的問題として設計図は 2次元で作成

されてきており，維持管理で 3次元データが求められる

とすると，3 次元化の作業を誰が担うかという問題が生

じる．また，建設プロダクトサイクルを通じて要求され

るデータの詳細度(LOD: Level of description)は異なる 14)．よ

って基本的には詳細度が高い段階に合わせなければプロ

ダクトサイクルを通じて互換しないものとなる．こうし

た条件を満たしつつ 終的に 3次元データを安価に得る
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ために主体間で作業経費や作業量など異なる種類の負担

を適切に配分しあうことが考えられる．これをゲーム論

的な問題として捉えつつ，建設プロダクトサイクル上の

実際的な諸条件に沿って合意可能な配分ルールを求める． 

資源配分問題へのゲーム論的アプローチは，古くはダ

ム等の水資源計画をテーマとする諸研究15)16)に遡る．そ

の後，土地区画整理事業や地方分権下の地域間協同事業

にも適用されている．与条件の下，参加主体が協力関

係，すなわちゲーム理論で言うところの「提携」から逸

脱しないことを前提として可能な限り合意への到達を目

指して配分ルールを模索する協力ゲーム的アプローチ

と，全提携，部分提携からの逸脱の可能性を考慮に入れ

る非協力ゲーム的アプローチとに二分できる17)． 

現実のインフラ整備事業では，上記の研究で想定して

いるような同一のテーブルで合意形成が行われるとは限

らない．本研究の主題においても，建設プロダクトサイ

クルに諸主体が関与する時点が異なっていることを考慮

にいれなければならない． 

 
(2) 建設プロダクトサイクルと作業量配分 

建設プロダクトサイクルに関与する主体は，関与する

時間順に大まかに発注者，設計者，施工者，管理者に分

けられる．ただし，管理者については，維持管理の効率

化あるいはアセットマネジメントの歴史が浅く，それを

誰が担うか現状では必ずしも定まっていない．少なくと

も施設供用後には利用者が居て，発注者がその利用動向

を調査し，促進活動を行い，運営していくといった業務

があるはずだが，本研究では，供用後のインフラ施設の

維持管理に専念する主体として限定する． 

一般的に維持管理で必要なデータは構造物の設計図面

である．これにひび割れ，水漏れ，およびそれらの規模

を数値や写真を伴って記録する．そして効率的な維持管

理においては，継続的に記録が入力されていき，履歴が

保存，表示されていくべきである．履歴を見ることによ

り劣化過程を推定する．その方法についてはアセットマ

ネジメント研究として多くの蓄積がある． 

こうした維持管理のために ICTを用いたデバイスの開

発が過去十年以上行われてきた．これが 3次元化される

ことで，数値や写真による保存に勝る可視化が実現する．

ただし，仮に 3次元データを使うデバイスの開発が進展

するとして，現実との入力画面の突き合わせなどユーザ

ビリティ上の課題も浮かび上がるかもしれない． 

 いずれにしても維持管理に必要な 3次元データがその

前までのプロダクトサイクルで獲得されていることが求

められる．さもなければ既往の 2次元設計図と高さ情報

を統合する作業が必要となる． 

 以上を踏まえると 3次元データの作成，保存，運用と

いった作業が必要である．もしも異なる主体間でデータ

の引き渡しに金銭が伴うとすれば，売買の価額を考慮す

る必要も生じる場合がある．ここでは，無償で移管され

るものと想定する． 

 上述の作業量を貨幣換算し，データの作成，保存，運

用に係る総作業量は金額で表示できるものとする．総額

を発注者，設計者，施工者，管理者といった主体間で配

分する問題として問題を定義することができよう．以上

を整理すると図-8のようになる． 

 

       図面に基づき建設→図面更新 

      図面作成   図面を用いて維持管理 

 

    発注 設計 建設 (供用) 維持管理 

 

図-8 プロダクトサイクルと主体と作業 

 

発注者は供用以降も関わり続ける，そもそも所有者で

あることから対等な主体として扱うことは不適当とも考

えられる．また，ゲーム論的には，3 次元データをさほ

ど必要としない主体にとっては多く分担することは非合

理であることも考えられる．特に設計者にとっては，従

前の方法で十分とされるならばわざわざ費用をかけて 3

次元化する動機を持たない．また，要求されるデータの

詳細度 LOD は段階において異なる．基本的には詳細度

が高い段階に合わせなければプロダクトサイクルを通じ

て互換しない．特に設計段階より建設段階はレベルが低

くてよい．そうなると施工者は 3次元化を拒まないにし

ても詳細化を図る動機は小さい． 

 先述のように各主体は同時に交渉の場に立たないこと

となる．他の主体が代理的に負担額を受け入れ，当該主

体に後になって分担を負わせるという余地はある．ま

た，実時間を考慮して分担金が目減りすることをも含め

て配分計算を行うという考え方も可能である． 

以上を考慮して配分原則を検討する必要がある． 

 

(3) 協力ゲーム理論の適用 

土木構造物のプロダクトサイクルが上流から下流にか

けて，設計，施工，維持管理の3つの工程からなるとす

る．それぞれの工程に携わる主体 （設計者），

（施工者）， （管理者）をゲームのプレイヤーとみ

なす．設計の前段階で建設予定地の地質調査や測量等を

上記以外の主体が行うことがあるが，簡単のためここで

は が設計以前の業務はすべて担うと考える．これら3

主体は同一の発注者から別々に業務を受注し，適切に連

携を図りながら事業を進めるものとする．技術や情報が

工程全体で十分に共有され，下流の知見を上流に取り入
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れることで全体 適が図られていることを想定している．

例えば，設計段階で施工者の知見も反映することで施工

性や景観，施設利用の快適性を向上させることができる． 

3次元モデルは計画，調査，設計段階から導入され，

その後の施工，維持管理の各段階を含む事業全体にわた

る関係者間で共有されることがCIM導入の前提となって

いる．本モデルでは主体間での3次元モデル共有の有無

を提携の有無として扱い，各提携で1つのモデルを作成

することとする．発注者はCIMを活用しない従来通りの

金額で各業務を発注し，CIMを活用することによって削

減された費用は受注者の利益となるとし，この費用削減

効果を本モデルにおける便益と設定する．特性関数を以

下の式(1)で定義し，各提携の便益を算出する．  

 

S S     (1) 

 

ここに， ：CIM活用による業務効率化効果(円)，

S ：CIM活用による各主体間引継ぎ効率化効果(円)，

：3次元モデル作成費(円)である． 

 

 3次元モデルを使用することにより業務がどれだけ効

率化されるかは，設計，施工，維持管理の各工程により

異なる．また，一般に使用するモデルの詳細度が上がる

につれて，有用性が高くなると考えられている．そこで，

は各主体が担う工程の種類，及び使用するモデルの

詳細度によって値が変化するとし，各提携の業務効率化

効果を式(2)で定義する．例えば 1 は，設計者の

みの個人提携がLOD100の3次元モデルを使用したときの

業務効率化効果を表す． 

 

∑                    (2) 

 

ここに， ：モデルの詳細度， ：業務を担う主体である． 

 

 異なる工程間で発生する業務の引継ぎ作業もCIMを用

いることで効率化される．引継ぎはプロダクトサイクル

の上流を担う主体から下流を担う主体に行われるが，効

率化の効果は引継ぎに関係する主体の組み合わせによっ

て異なる．そのため は，設計者から施工者，施工者

から管理者，設計者から管理者の3組のパターンを考え

る．各提携の引継ぎ効率化効果は次の式(4-3)で定義する．

例えば 1,2 は，設計者と施工者間で引継ぎを行う

ときの効率化効果を表す．特性パラメータ は，引継ぎ

主体間でのモデル共有の有無，工程での順番が連続か否

かによって変化するものとする．連続の定義については，

設計者・施工者間，施工者・管理者間が連続であり，設

計者・管理者間が連続ではない．具体的な特性パラメー

タ は表-1のように設定する．「モデルの共有」下段の

〇は共有あり，×は共有なしを表し，「工程の連続」下

段の〇は連続である，×は連続ではないことを表す．主

体間でモデルを共有した場合，各主体が別々に作成した

モデルを用いる場合より引継ぎ効率化効果が大きいとす

る．同じ詳細度であっても部材の属性情報を付与する方

法や表記の仕方など細かな差が生じ，引継ぎにかかる時

間が増加するからである．また工程が連続している方が

効率化効果は大きいとする．これは連続する主体間で適

切に引継ぎが行われていることを暗黙の前提としている

ため，連続しない主体間では引継ぎ業務量自体が少ない

と考えられるからである． 

 

∑ ,,                                                   (3) 

 

ここに， , ：引継ぎを行う主体， ：特性パラメータ，

：提携に含まれる引継ぎを行う主体数である． 

 

表-1 の値 

 
 

 一般に3次元モデル作成にかかる費用は，モデルの詳

細度が高くなるほど増加する．板倉ら9)はこの費用を，

モデル作成にかかる人件費とモデル作成にかかる時間を

かけたものと考え，作成にかかる時間を測定することで

費用を求めた．測定された時間は，詳細度が高くなるほ

ど増加していた．本研究でもこの考えに則り，モデル作

成費はモデルの詳細度にのみ依存することとし， の

右下に詳細度を添字として付与して表記する．例えば，

LOD100のときの3次元モデル作成費は と表す． 

 

(4) 配分便益の導出 

 以上を踏まえて，各種パラメータに具体的な数値を与

えた場合のコア，仁，シャープレイ値を求める．3次元

モデルの詳細度を上げる段階と，維持管理を担う主体を

それぞれ2パターン設定し，計4ケースについて配分解を

導出する． 

3次元モデルは基本的に調査，設計，施工，維持管理

と事業のフェーズが上流から下流に進むにつれてデータ

が蓄積され，適切な詳細度に上げられていく．板倉ら9)

はPC桁橋を対象に詳細度を新たに8段階で設定し，便益

と費用の差を比較することで維持管理段階での 適な詳

細度を求めた．結果として，配筋以外，構造物の外形形 

モデルの共有 ⼯程の連続
〇 〇 1
〇 × 0.25
× 〇 0.5
× × 0
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表-2 各パラメータの設定（CASE1～4） 

 

単位は万円 

 

状を正確にモデル化したものが 適とされ，これは

LOD300とLOD400の間に相当する．本研究では，全工程

を通じて詳細度をLOD200からLOD300に1度だけ上げ，

その工程を設計段階，施工段階の2パターン設定する． 

また，維持管理を担う主体も，設計者，施工者の2パ

ターン設定する．同一の主体間で引継ぎを行う場合は，

異なる主体間で行う場合より効率化効果が非常に大きく

なると考えられる．そのため，式(3)の は異なる主体間

で引継ぎを行う場合は0とする条件を新たに加える．上

記4ケースで用いるパラメータを表-2に示す．さらに

CIMの詳細度を施工段階で上げ，維持管理を設計者が担

うケースを標準としてパラメータを変化させた場合に配

分便益がどれだけ変化するかについて比較する． 

  パラメータの設定にあたっては，総事業費約200億円

のプロジェクトを想定し，シールドトンネル建設の実例
10)やライフサイクルコストに関する研究11)を参考に内訳

を決定した．設計費40億円，施工費108億円，維持管理

費70億円のうち，LOD200の場合設計費が4％，LOD300

の場合設計費が7％，施工費が2％，維持管理費が5％削

減されるとした．これらの費用削減効果をどのように推

定するかについては様々な議論があろうが，ここでは詳

細には立ち入らないこととする． 

 

(5) 配分解の導出結果 

a) CASE1の結果 

 CASE1は3次元モデルの詳細度を設計段階で上げ，維

持管理を設計者が担うと設定している．式(1) の特性関

数に基づき算出した各提携の便益を表-3に示す．例えば

1 は，LOD300における業務効率化効果28000万円か

らモデル作成費20000万円を引いて8000万円となってい

る．引継ぎ効率化効果の()内は ， を表しており，

1,3 では 0.25， 2を400万円にかけてから加

えている．これは引継ぎに関係する主体 と の間で

提携を結んでいるため両者の間でモデルの共有はあるが，

設計と維持管理では工程が連続していないため

0.25を用いている．また引継ぎに関係する主体が両者

とも提携に含まれているので 2を用いている．導出

した各主体の配分便益（コア，仁，シャープレイ値）を

表-4に示す． 

 

 

 

表-3 各提携の便益（CASE1） 

 
単位は万円 

表-4 配分便益（CASE1） 

 

                     単位は万円 

b) CASE2の結果 

 CASE2は3次元モデルの詳細度を設計段階で上げ，維

持管理を施工者が担うと設定している．算出した各提携

の便益を表-5に示す．導出した各主体の配分便益（コア，

仁，シャープレイ値）を表-6に示す． 

 

表-5 各提携の便益（CASE2） 

 
                     単位は万円 

表-6 配分便益（CASE2） 

 

                     単位は万円 

c) CASE3の結果 

 CASE3は3次元モデルの詳細度を施工段階で上げ，維

持管理を設計者が担うと設定している．算出した各提携

の便益を表-7に示す．導出した各主体の配分便益（コア，

仁，シャープレイ値）を表-8に示す． 

 

表-7 各提携の便益（CASE3） 

 

                     単位は万円 

28000 16000 21600 35000 800 400 20000 4000
V ({1}) V ({1}) V ({2}) V ({3}) V ({2,3}) V ({1,3})

{1} 8000 + −
{2} 1600 + −
{3} 15000 + −

{1,2} 29600 + + −
{2,3} 36600 + + −
{1,3} 43200 + + +(×0.25×2) −

{1,2,3} 64800 + + + +(×0.25×2) −

V ({1}):28000 V ({1}):16000 V ({2}):21600 V ({3}):35000 V ({2,3}):800 V ({1,3}):400 :4000 :20000

仁 シャープレイ値
1 8000 〜 28200 21467 21433
2 1600 〜 21600 14867 14933
3 15000 〜 35200 28467 28433

コア

{1} 8000 + −
{2} 2000 + +(×0.5×1) −
{3} 15400 + +(×0.5×1) −

{1,2} 30000 + + +(×0.5×1) −
{2,3} 38200 + + +(×1×2) −
{1,3} 43400 + + +(×0.5×1) −

{1,2,3} 66200 + + + +(×1×2) −

V ({1}):28000 V ({1}):16000 V ({2}):21600 V ({3}):35000 V ({2,3}):800 V ({1,3}):400 :4000 :20000

仁 シャープレイ値
1 8000 〜 28000 21067 21333
2 2000 〜 22800 15867 15733
3 15400 〜 36200 29267 29133

コア

{1} 12000 + −
{2} 1600 + −
{3} 15000 + −

{1,2} 17600 + + −
{2,3} 36600 + + −
{1,3} 31200 + + +(×0.25×2) −

{1,2,3} 52800 + + + +(×0.25×2) −

V ({1}):28000 V ({1}):16000 V ({2}):21600 V ({3}):35000 V ({2,3}):800 V ({1,3}):400 :4000 :20000
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表-8 配分便益（CASE3） 

 

                     単位は万円 

d) CASE4の結果 

 CASE4は3次元モデルの詳細度を施工段階で上げ，維

持管理を施工者が担うと設定している．算出した各提携

の便益を表-9に示す．導出した各主体の配分便益（コア，

仁，シャープレイ値）を表-10に示す． 

 

表-9 各提携の便益（CASE4） 

 
                     単位は万円 

表4-10 配分便益（CASE4） 

 

                     単位は万円 

e) CASE5の結果 

 CASE5はCASE3を標準とし，LOD200における設計者

の業務効率化効果 1 を16000から26000に増加さ

せた．算出した各提携の便益を表-11に示す．導出した

各主体の配分便益（コア，仁，シャープレイ値）を表-

12に示す． 

 

表-11 各提携の便益（CASE5） 

 
単位は万円 

表4-12 配分便益（CASE5） 

 

 単位は万円 

f) CASE6の結果 

 CASE6はCASE3を標準とし，設計者から管理者への引

継ぎ効率化効果 1,3 を400から1400に増加させた．

算出した各提携の便益を表-13に示す．各主体の配分便

益（コア，仁，シャープレイ値）を表-14に示す． 

 

表-13 各提携の便益（CASE6） 

 
 単位は万円 

表-14 配分便益（CASE6） 

 

 単位は万円 

 

g) CASE7の結果 

 CASE7はCASE3を標準とし，3次元モデル作成費を半

分に減少させた． を4000から2000とし， を

20000から10000とした．算出した各提携の便益を表-15に

示す．導出した各主体の配分便益（コア，仁，シャープ

レイ値）を表-16に示す． 

 

表-15 各提携の便益（CASE7） 

 

 単位は万円 

 

表-16 配分便益（CASE7） 

 

 単位は万円 

(6) 結果の考察 

 CIMの活用においては，プロダクトサイクルに関わる

すべての主体間で協力することが重要であり，単独で3

仁 シャープレイ値
1 12000 〜 16200 14100 14767
2 1600 〜 21600 12550 12267
3 15000 〜 35200 26150 25767

コア

{1} 12000 + −
{2} 2000 + +(×0.5×1) −
{3} 15400 + +(×0.5×1) −

{1,2} 18000 + + +(×0.5×1) −
{2,3} 38200 + + +(×1×2) −
{1,3} 31400 + + +(×0.5×1) −

{1,2,3} 54200 + + + +(×1×2) −

V ({1}):28000 V ({1}):16000 V ({2}):21600 V ({3}):35000 V ({2,3}):800 V ({1,3}):400 :4000 :20000

仁 シャープレイ値
1 12000 〜 16000 14000 14667
2 2000 〜 22800 13400 13067
3 15400 〜 36200 26800 26467

コア

{1} 22000 + −
{2} 1600 + −
{3} 15000 + −

{1,2} 27600 + + −
{2,3} 36600 + + −
{1,3} 41200 + + +(×0.25×2) −

{1,2,3} 62800 + + + +(×0.25×2) −

V ({1}):28000 V ({1}):26000 V ({2}):21600 V ({3}):35000 V ({2,3}):800 V ({1,3}):400 :4000 :20000

仁 シャープレイ値
1 22000 〜 26200 24100 24767
2 1600 〜 21600 12550 12267
3 15000 〜 35200 26150 25767

コア

{1} 12000 + −
{2} 1600 + −
{3} 15000 + −

{1,2} 17600 + + −
{2,3} 36600 + + −
{1,3} 31700 + + +(×0.25×2) −

{1,2,3} 53300 + + + +(×0.25×2) −

V ({1}):28000 V ({1}):16000 V ({2}):21600 V ({3}):35000 V ({2,3}):800 V ({1,3}):1400 :4000 :20000

仁 シャープレイ値
1 12000 〜 16700 14350 15017
2 1600 〜 21600 12425 12267
3 15000 〜 35700 26525 26017

コア

{1} 14000 + −
{2} 11600 + −
{3} 25000 + −

{1,2} 27600 + + −
{2,3} 46600 + + −
{1,3} 41200 + + +(×0.25×2) −

{1,2,3} 62800 + + + +(×0.25×2) −

V ({1}):28000 V ({1}):16000 V ({2}):21600 V ({3}):35000 V ({2,3}):800 V ({1,3}):400 :2000 :10000

仁 シャープレイ値
1 14000 〜 16200 15100 15433
2 11600 〜 21600 17050 16933
3 25000 〜 35200 30650 30433

コア
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次元モデルを使用すると有効性は非常に低くなる．本研

究では提携を形成することで，主体間での引継ぎ業務が

効率化され，作成するCIMモデルの個数を減らせると仮

定し，この特徴を表現した．協力ゲーム理論はプレイヤ

ー間の協力を前提としており，CIMの特徴と一致してい

ることがこの理論の適用を試みた所以である． 

 各ケースの算出結果をみると，全てのケースで優加法

性を満たしている．優加法性とは，任意の提携 ，

∩ ∅ について ∪ の関係

をいう．優加法性を満たさない場合，プレイヤーが部分

提携より全提携を選択する合理性が失われ，全提携が成

立しない可能性がある．対して優加法性を満たすゲーム

ではプレイヤー全体の提携が成立し， を各プレイ

ヤーに割り振り，プレイヤーの便益配分を決定すること

ができる．また，全てのケースで仁，シャープレイ値が

コアの範囲内にあることから，仁，シャープレイ値いず

れの値に基づいて便益配分を決定しても，特定のプレイ

ヤーが不利益を被ることはなく配分解に対する合意形成

を図ることは容易であると想像できる． 

 次にCASE3とCASE5，CASE6，CASE7の配分解を比較

し，パラメータの変化が配分便益に与える影響を考察す

る．各ケースの配分便益（仁，シャープレイ値）の増減

額を表4-17に示す． 

 CASE5では，業務効率化効果の変化が配分解に与える

影響をみた．CASE3と比較すると，設計者の便益配分が

仁，シャープレイ値ともに10000万円増加しており，こ

れは 1 の増加額と一致する．つまりプレイヤー

の業務効率化効果の増加額だけ総便益 が増加し，

そのままプレイヤー に配分されることがわかる． 

 CASE6では，引継ぎ効率化効果の変化が配分解に与え

る影響をみた．CASE3と比較すると， 1,3 の1000

万円の増額によって総便益 が500万円増加している．

全提携の場合，式 (3)に 0.25， 2を代入し

1,3 に0.5をかけてから加算しているためである．

各主体の配分解をみると，シャープレイ値では総便益の

増加額500万円が設計者と管理者に均等に配分されてい

る．対して仁では設計者が250万円，管理者が375万円の

増額となっている一方で施工者は125万円の減額となっ

ている．仁は各提携の 大不満が 小となる配分である．

1,3 の増額にともない設計者，管理者を含む提携

（{1}，{3}，{1,2}，{2,3}，{1,3}）の不満が増加し，相対

的に施工者の不満が減少したことが施工者の配分値の減

少につながっている．シャープレイ値はプレイヤーの貢

献度に応じて配分解が決定されるため，総便益の増加に

無関係の設計者への配分値は変わらず，関係する設計者

と施工者に均等に分配されたと考えられる． 

 CASE7では，3次元モデル作成費の変化が配分解に与

える影響をみた．CASE3と比較すると， の減少額

10000万円だけ総便益 が増加しており， の変

化は総便益に影響していない．全提携では全工程を通し

てLOD300のモデルを1つ作成し，設計段階で作成した

LOD200のモデルの費用は の一部として考慮され

るからである．設計者の個人提携便益 1 は の減

少によって，2000万円増加している．対して施工者と管

理者の個人提携便益 2 ， 3 は の減少によっ

て10000万円増加している．この増加額の差により，設

計者とその他2主体間で配分値の差が仁，シャープレイ

値ともに広がっている． 

 本研究で構築した数理モデルでは，プレイヤーとして

設計者，施工者，管理者の3主体を設定したが，いずれ

も公共事業の受注者であり，発注者は含まれていない．

プレイヤーが得る利得は自分自身の戦略だけでなく他の

プレイヤーの戦略にも依存するため，モデル化にあたっ

ては相互依存関係にある主体をすべて考慮することが望

ましい．公共事業の入札方式には，総合評価落札方式や

VE方式など多様な方法があるが，価格が落札者決定の

重要な評価項目であることは共通している．本研究では

簡単のためにプレイヤーを受注者に限定して議論を進め

たが，発注者をモデルに取り入れられればより正確に費

用分担問題を論ずることが可能となる．ただし本研究で

扱った費用分担問題は，発注者が支払う金額を受注者が

受け取る構造であるため，発注者をプレイヤーとするこ

とはできない． 

発注者の存在を考慮した場合，CIM導入時の費用分担

問題にどのような影響を与えるか考察する．平成29年度

現在，国土交通省はCIMの実施方針として，発注者指定

型，受注者希望型の2つのタイプを設けている18)．前者

は，発注者が受注者に対して要求項目を設定し，CIM活

用による業務効率化の検討を行う．後者は，これまでの

試行事業で効果が認められたフロントローディングが期

待できる業務や，関係者協議において実施するとされて

いる13)．発注者指定型ではCIM活用の充実に向けた検討

を目的としているため，受注者に対する要求項目に

「CIM導入ガイドライン」に準拠することが含まれるは

ずである．本ガイドラインでは，計画，調査，設計段階

から3次元モデルを導入し，その後の施工，維持管理の

各段階の各段階においても3次元モデルに連携・発展さ

せ，併せて事業全体にわたる関係者間で情報を共有する

とされている．そのため，各工程を担う主体間で全提携

が形成される可能性が高い．ただCIM活用の範囲につい

ては，本ガイドラインで示された業務以外にも導入効果

が期待される業務への試行的活用が行われる可能性があ

る．そのような場合，各提携の便益，すなわち特性関数

の算出は，参考とする前例が少なく，数値の正確性を担
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保することが難しい．しかしパラメータの設定に関する

課題は本研究の論旨から外れるので，本数理モデルを

CIM導入時の費用分担問題に適用することを妨げない． 

 受注者希望型では，受注者は発注者からCIMの導入を

要求されず，総合評価においてCIM活用が成績評価で加

点されるにとどまる．そのため，受注者はCIM導入によ

りどれだけ事業費を抑えることができるかに注目し，費

用面で優位性がなければCIM活用の意義は小さくなる．

CIMは建設プロダクトサイクルの上流からの導入が想定

されているため，設計段階でCIMが導入されなければ下

流で活用される可能性は低くなる．反対に設計段階で導

入されれば，3次元モデルがプロダクトサイクル全体で

共有され，全提携が形成される．つまり設計者の個人提

携の特性関数が正であること，すなわち設計者がCIMを

活用することで従来手法より費用を抑え，高い便益を得

ることができること，をゲーム成立の条件に新たに加え

る必要がある．ただし，設計・施工一括発注方式の事業

では入札の前段階で提携を形成できるため，本研究で用

いたモデルを適用することができると考えられる．ちな

みに特性関数の算出は，事業の対象をこれまでの試行で

CIM活用の有効性が認められた分野としており，根拠と

なる事例が多いため比較的容易である． 

  

 

4. 自治体における施設維持管理の業務プロセス

リエンジニアリング 
 
(1) 自治体における施設維持管理 

近年土木分野では，計画・調査・設計から施工、維持

管理の各段階において従来の図面に代わり，コンピュー

タで 3次元モデルを作り，一元的に共有・活用，発展さ

せることにより，業務の効率化を図る CIM の導入の検

討が進められている．CIMは，モデル内に部材名や材質

に係るデータベースを持っている．高度経済成長期に建

設された土木構造物の多くが更新期を迎えている現況を

考慮しても，維持管理段階における活用やその在り方に

ついて検討することは重要である．本研究では道路橋の

維持管理を事例として取り上げ，点検から診断、措置、

記録のメンテナンスサイクルを対象に某自治体の土木部

門に繰り返して行ったヒアリング調査を通じて，現状の

業務プロセスのモデリング 19)20)を行う．CIM を導入する

ことで生じる利点と欠点を挙げ，モデル化した業務プロ

セスをもとに CIM 導入後のプロセスの再構成を行い，

その有効性について検討する．業務プロセスの表記方法

を図-9に示す． 

 

図-9 業務プロセスの表記方法 

 

(2) 維持管理業務プロセスのモデリング 

対象構造物を道路橋とし，維持管理業務は点検，診断， 

措置，記録のメンテナンスサイクルとする．道路橋の管

理者である本庁職員と，損傷の補修を実施する業者の関

係者の方にヒアリング調査を行い，維持管理の業務プロ

セスのモデル化を行った．業務は点検の種類によって，

定期点検，通常点検，中間点検，巡視員点検，異常時点

検，詳細調査，追加調査の 7種類に分けられる．点検後

の措置に含まれる補修工事については，ヒアリングより

すべてで共通とした．ここでは定期点検の業務フローを

モデル化したアクティビティ図を例にその一部を図-2に

示す． 

定期点検は請負業者が決定次第，建設課と請負業者で

初回打ち合わせを行う．ここでは点検計画の調整を行い，

その後決定事項を土木事務所に報告する 2度目の打ち合

わせを行う．必要であれば土木事務所が警察協議等で交

通規制を決定する．請負業者が点検を行い，作業完了後

建設課と業者で健全度の検討を行う（3 度目の打ち合わ

せ）．請負業者が成果品を作成し，建設課がこれを確認

したのち，4 回目の打ち合わせとして土木事務所に成果

品の説明や，補修の必要性の検討及び業者から措置に関

する提案等を話し合う機会が設けられている． 

 

(3) 業務プロセスの分析と CIM を導入した業務プロセス

のモデリング 

ヒアリング調査よりモデル化した現在の業務プロセス

(図-10)を基にCIMを導入した場合を想定した業務プロセ

スの検討を行った．図-11 で CIM を導入した際の定期点

検の業務フローをモデル化したアクティビティ図の一部

を示す．図-10と図-11の相違点は，一つ目にはCIM導入

による点検方法自体の変化がある．ドローン等での 3次

元データの取得などによって点検作業の機械化が進み，

請負業者が点検を行う際に実施する交通規制が緩和され

ると，警察協議等が不要となる．二つ目に，点検業務終

了後に請負業者が作成する成果品は紙媒体とＣＤで納品

されているが，CIM導入によりデータベース上での一元

的な管理が実現すれば，これが電子納品のみになりうる．

ただしＰＣの精度の問題もあり，すべての成果品を電子

データに完全に移行できていないのが実状である．図- 
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図-2 定期点検のアクティビティ図 

 

 
図-3 CIMの導入を想定した定期点検のアクティビティ図 

 

 
図-4 中間点検のアクティビティ図 

 
図-5 CIM導入を想定した中間点検のアクティビティ図 

 

12と図-13は，中間点検業務に於ける CIM導入前後のプ

ロセスの相違を示している． 

 

(4) 維持管理業務におけるCIM導入の有効性の検討 

ヒアリングによれば，定期点検では計 4回の打合せが

あるとのことで，直接出向く手間を省くためにメール等

でのやり取りが予想されたが，関係者間の面会は必要で

あるとの見解が示された．ＴＶ電話で相手の顔が見える

形であれば好ましいという意見も出た．技術が進む中に

もフェーストゥフェースコミュニケーションの必要性が

あるという認識を確認できた．また請負業者が建設課と

の初回打ち合わせの後に作成する施工計画書のデータベ

ース化も考えたが，ミスとその訂正が生じる可能性が高

く，かえって面倒になるのではとの見解が示された． 

 

 (5) 本章のまとめ 

本研究では，維持管理業務にCIMを導入した場合の業

務プロセスの変化について検討した.某自治体における

道路橋の維持管理業務を事例としたが，他の事例にも触

れ，より一般化することが望ましい．また，業務プロセ

スの再設計案を実行した場合に生じる効果を定量的に評

価することも今後の課題である． 

 

 

5. 結論 
 

公共施設等のマネジメントにCIMを導入することがそ

の効率化をもたらすことはほぼ疑いがない．問題は，導

入を阻む幾多のハードルである．その克服を目指して３

つの観点から研究を行った．まず，空間情報データを活

用することの効果を示した．次に主体間の費用分担を明

示することを試みた．そして導入時に業務プロセスがど

のように変化するかを検討した．結論としてCIMは今す

ぐにでも公共施設マネジメントに使えるものであり，か

つ使うべきものである．今後も普及定着に向けてのハー

ドルを取り除くことに研究と実践の両面から臨んでいき

たい． 
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