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1. 序論 

 

（1） 背景 

 現在の日本において建設業の生産性向上は急務である．技能者不足が顕著となるな

か，情報技術を用いた生産性向上は建設業の長時間労働など，労働環境改善にも大き

な寄与を果たすと期待されている．日本国内では 1996 年から取り組みが始められた

CALS/EC(Continuous Acquisition and Life-cycle Support /Electronic Commerce)において

ライフサイクルにおける情報技術の活用を目指していたが，電子入札，電子納品など

全体の一部分での活用に留まった．  

その一方で，2000 年代に建築分野で属性を持つ 3 次元モデルを作成・発展させてラ

イフサイクルを通して利活用する BIM(Building Information Modeling)の概念が広がり

を見せ，2009 年には国土交通省による「BIM ガイドライン」 1)が整備された．BIM の

概念図を図-1 に示す．BIM の活用を背景に，国土交通省は土木分野への BIM の拡大

導入と活用を目指した，CIM(Construction Information Modeling)を掲げ，2017 年には

「CIM ガイドライン (案 )」2)を策定するなど導入が進みつつある．また，2016 年には i-

Construction と掲げられた建設分野における生産性向上の取り組みとして情報技術の

活用が重要項目として挙げられている．3 次元モデルを中心とした BIM や CIM の導

入が進みつつあり，その導入レベルを高めつつある．  

 

 

 

図-1 BIM の概念図  



6 
 

（2） 既往の研究 

 我が国における BIM や CIM に関する研究の状況を概観する．我が国においては，

２次元図面から３次元プロダクトモデルへの移行，３次元モデルのデータ構築やその

表現，標準化などに関する研究が多く行われてきた．  

効率的なデータ作成に関しては，小林ら 3)は，2 次元図面と VR を用いた 3 次元可視

化を検討して２次元図面資産の有効活用を提案し，矢吹ら 4)は膨大な BIM データから

データ量の小さいモデルを作成する方法を提案し，景観シミュレーションへ応用した．

3 次元データ構造の提案については，有賀ら 5)は，開削トンネルに対するプロダクト

モデルを開発し，実構造物に適用できることを示し，有賀ら 6)は，維持管理の重要性

に鑑み，変状に関する情報作成過程の記録と経年変化の管理を目的として， IFC を拡

張したプロセスモデルを開発した．さらに，有賀ら 7)は光波測量機で取得したコンク

リート構造物のひび割れデータに対するプロダクトモデルの生成方法を開発し，時系

列の維持管理データの総合的な管理分析を可能とした．小林ら 8)は，CIM として作成

する部材が多い鋼上部工を対象として，3 次元モデルをパラメトリックモデリング手

法により効率的に作成する方法を提案した．  

データのマネジメントシステムに関しては，四月朔日ら 9)は，橋梁に関する CIM デ

ータは，ライフサイクルで発生する膨大なデータ量となり，それを効率的に扱うこと

のできるデータベースマネジメントシステム（DBMS)が必要となることから，データ

を格納する方法を検討した．藤田ら 10)は，点群データを BIM において活用するため

マニュアル操作で編集し属性を与えるシステムを開発した．  

3 次元モデルに関連するその他の標準化に関して，窪田ら 11)は，3 次元地形モデル

の表記の標準として「3 次元地形描画ガイドライン」を提案し，板倉ら 12)は，3 次元

モデルを作成するコストを算出するとともに，モデル適用の便益の算出方法を検討し

た．これにより 適なモデル詳細度の特定する方法を提案した．より包括的な取り組

みとして，田中ら 13)は，建設事業において３次元 CAD ソフトを迅速低コストで導入

活用できるよう，国際規格に準拠した汎用 3 次元 CAD エンジンを設計した．  

ライフサイクルにおける各フェーズでの CIM 活用に関する研究も多く行われている．

設計に関して，また藤澤ら 14)は，鉄道高架橋を対象に，三次元モデルより二次元解析

のためのデータを出力できること， IFC との連携等について検討し，宮武ら 15)は，築

堤工事の設計における CIM の有効性を示すとともに，CIM を導入する場合のプロセ

スについて論じ，さらに，宮武ら 16)は，堤防設計に 3 次元データ利用による受発注者

間の業務プロセスの変化の有効性を論じている．  

 積算における CIM 活用に関して，藤澤ら 17)は，実際の鉄道プロジェクトにおいて

三次元設計モデルでの積算が可能であることを示し，5 次元モデルの必要性に言及し，

藤澤ら 18)は，道路橋の下部工を対象に，詳細設計で作成した 3 次元モデルを発注者側

の積算で活用する手法を検討した．  
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 施工における CIM 活用に関して，杉浦ら 19)は，工事着手から CIM 導入に取り組ま

れた国内初のプロジェクトについて，施工時の CIM の取り組みが紹介されるととも

に，維持管理への効率的なデータ受け渡しに関する課題が論じ，畑ら 20)は，施工時の

安全性向上に CIM を利用しようとする先進的な事例として，トンネル施工時の重要な

情報である切羽前方地質情報を CIM に連携する予測型 CIM の開発の状況を報告した．

また，宮武ら 21)は，CIM の築堤事業において，発注者・施工者以外の第三者の発注者

支援により 3 次元モデル作成・修正を実施し，業務フローについて考察した．発注者

支援業務として導入している．  

維持管理における CIM 活用に関して，清水ら 22)は，3D 情報モデルをベースとして

点検における撮影位置や工事履歴，図面などの情報の関係者間での一元管理を可能と

し，石田ら 23)は，標準的なウェブブラウザで 3D グラフィックスを表現できる WebGL

を土木構造物の点検業務に応用し，その有効性を検討した．  

以上のように，我が国における研究状況としては，2 次元データとの連携，3 次元デ

ータの作成やその構造，データベースなどの情報のマネジメント技術，情報環境に関

しいて活発に行われ，その応用についても，設計から施工，維持管理と幅広い．  

しかし，建設プロジェクトのライフサイクルで情報をマネジメントするための，組

織や役割分担に関する研究は少ない．これに関して，藤澤ら 18)が設計施工分離発注か

ら設計施工一括発注への移行の必要性を指摘し，また，宮武ら 21)が，発注者支援業務

として 3 次元モデル作成者を導入した事例を検討し，FIDIC 約款におけるいわゆる

“The Engineer”が 3 次元モデルの管理に関わることについて考察している．また，設

計と施工との連携など，フェーズをまたいだ CIM を核とした連携に関する研究は進ん

でいない．  

次に，海外における BIM に関する研究の状況を BIM に関連するマネジメントとい

う観点から概観する． Chen らは 24)，Chen らは，設計から施工へのプロセスを支援す

るポテンシャルを BIM は有しており，設計品質改善に有効であり，BIM と組織・プロ

セスを統合したモデルが必要であることを指摘してその有効性を事例により示し，

Chien ら 25)は，BIM を利用する際の技術的，マネジメント的，個人的，法律的なリス

クを特定し，クリティカルなリスクを同定するとともに，リスク対応戦略を提案して

いる．  

Ding ら 26)は，4D モデルを用いた品質マネジメントの重要性を指摘し，さらには，

安全マネジメントや環境マネジメントの分野の BIM 活用研究が進んでいないこと，実

際行われている BIM に基づくプロジェクトは一つのフェーズあるいは一つの領域に

おける活用に限定されていることを指摘した．  

Eadie ら 27)は，BIM ユーザに対する調査により，大きな成果を上げるためには協調

作業が重要であり，ソフトウェア技術よりプロセスマネジメントがより重要であると

指摘した．Porwal ら 28)は，公共工事プロジェクトにおける BIM 活用を進めるため，
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連携のフレームワークを検討し，設計コンサルタント（BIM アーキテクトを含む）お

よび発注者が作成した初期設計モデルを，発注者・コンサルタントとのコンカレント

エンジニアリングにより施工性やコスト評価などを行って 終設計モデルを構築す

るため，連携コントラクタ（BIM アーキテクトを含む）を置く，新しい契約執行形態

を提案している．  

Miettinen ら 29)は，技術並びに協調環境という面から BIM を分析し，契約執行のあ

り方の検討，様々な組織や環境における実験的利用とソリューションの検討が不可欠

であり，特に組織間の境界を越えて学び経験することが重要と指摘している．Liu ら

30)は，BIM による協調設計・施工の成否に影響する因子を IT の能力，技術マネジメン

ト，態度，役割分担，信頼，コミュニケーション，リーダーシップおよび学習と経験

に分類し，さらに技術，人的資源，プロセスの 3 次元に再分類してその影響を議論し

ている．  

このように，組織や役割分担に関する研究，あるいは新しいパラダイムを導入する

際の個々人の考え方や価値観に関する考察が，ライフサイクルにおける有効活用とい

う観点から多く行われている．国内の研究においても，その重要性は指摘されており，

実務的には，国土交通省において CIM 導入推進委員会が CIM 実施体制検討 WG を設

けて検討をすすめており 31)，今後の進展が期待されている．  

 

（3） 目的  

本研究では，第 2 章において BIM，CIM 等の情報技術の導入を進める施策の位置付

けを明確にし，第 3 章で設計から施工への，少なくとも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 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 の対処履歴を分析する．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する．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する．この分析により，CIM 導入がもたらす効果

と限界を考察する．  

次に，第 4 章において，第 2 章と第 3 章で位置づけた情報マネジメントの重要性を

基に，CIM におけるライフサイクル情報マネジメントの実現のための方法論を，

BS119232)および PAS1192-233) に基づいて考察する．BS1192 は，The British Standard 

Institute （英国規格協会，以後 BSi． )が「 Collaborative production of architectural, 

engineering and construction information – Code of practice」（建築，エンジニアリング，
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建設の協調生産 －実務コードー）であり，PAS1192-2 は設計及び施工フェーズにお

ける BIM における情報マネジメントに関する BS1192 のサポートドキュメントであ

る．  

第 4 章までの検討を踏まえ，第 5 章では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する．さらに第 6 章では，わが国の文化・社会のあり

ようを踏まえて，根本的な改革を達成するための社会学的な阻害要因を分析する．  
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1. BIM の概要 

 

(1) BIM の定義 

 BIM の起源は諸説ある．Building Information Model という用語を初めてつくりだ

したのは Nederveen and Tolman34)であるが，BIM の概念としての起源はそれ以前に遡

る．Dave 35)によれば 1975 年に Eastman が米国建築家協会 (AIA)のジャーナルに寄稿し

た「建築記述システムの概要  研究報告書 No. 50」 36)における建築記述システム

(Building Description System)である．この報告書は，図面に代わるものとして，設計，

建設，運用分析を可能にする詳細な設計情報を格納・操作するのに役立つコンピュー

タシステムの設計について概説したものである．このシステムにおいて建物は部品の

セットの空間構成とみなされ，材料やその供給者などの属性情報が付与される．また

3 次元空間からの投影図の生成する機能があり，現在の BIM の思想を見出すことがで

きる．  

国土交通省の BIM ガイドラインでは BIM とは「コンピュータ上に作成した 3 次元

の形状情報に加え，室等の名称・面積，材料・部材の仕様・性能、仕上げ等，建築物

の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築すること」1)と定義されている．これは 3

次元形状に属性情報を加えた建物情報モデルを構築することに主眼が置かれた字義

通りの定義である．イギリスにおける BIM のガイドラインである「AEC (UK) BIM 

Protocol 2.0」では BIM は「設計および施工におけるプロジェクトに関する整合され内

部的に一致した計算可能な情報の作成と使用」37)と定義されている．また，BIM は複

数 の 略 語 と し て の 定 義 が あ り (Building Information Model, Building Information 

Modelling and Building Information Management) ， 全 体 の プ ロ セ ス は ， Building 

Information Modelling and Management とも呼ばれ，「BIMM」と略されることもある．

日本ではモデリングとマネジメントの両方の意味を持たせる場合にも BIM と表記し

ている．  

以上のように定義も複数存在し，統一は困難であるが，本論文では BSi(The British 

Standards Institution)の PAS1192-2 による定義である「電子オブジェクト指向情報を使

用して建物または社会基盤資産を設計，施工または運用するプロセス」 33)を定義とし

て採用する． 

 

(2) ＢＩＭによる利点 

BIM により得られると考えられているメリットを表-1 に挙げる．  

 

a) 情報の利活用による設計の可視化 

図面とは，建物を色々な方向や切り口から見て，平面図，立面図，断面図といっ

た 2 次元の組み合わせで表現する手法である．これに対し，BIM は，コンピュータ
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上に実際の建物を 3 次元で作り上げる手法である．CG(Computer Graphics)と混同さ

れる面があるが，可視部分だけをモデル化する CG に対し，BIM は壁や天井裏に隠れ

た柱や梁，配管や空調ダクト等の素材や用途などの属性まで忠実にモデル化でき

る．  

 

表-1  BIM によるメリット 

 

 

b) 設計の最適化（整合性の確保） 

図面を途中で変更すると，関連する他の図面も修正して整合させる必要がある

が，実際にはそこで修正間違いが頻発する．BIM では 3 次元の基データを修正する

ことになるので，整合性を自動的に確保することができる．この BIM における特性

はチェック作業の大幅省力化につながる．  

 

c) 施工の高度化（情報化施工），判断の迅速化 

施工段階では，設計，構造，設備の干渉問題が頻発する．BIM には干渉を抽出す

る機能があるため，設計段階でそれを発見することができる．このように BIM の特

性は作業の前倒し (フロントローディング )を可能にする．  

 

d) 維持管理の効率化，高度化 

維持管理において必要なデータ（属性データ等）を連携させることにより，維持

管理での 3 次元モデルが構築され，管理の効率化・高度化が可能となる．  

 

e) 構造物情報の一元化，統合化   

施工時，3 次元モデルに時間軸とコストを追加し 1 つのモデルに統一することで，

施工計画の 適化，効率的な施工管理，安全の向上等が可能となる．  

 

f) 環境性能評価，構造解析等高度な技術解析の適用 

BIM データを気流・音・熱環境シミュレーションなどへの活用や合理的構造形式

の検証や設備機器の立体的納まりの検証に展開されている．   

①情報の利活用による設計の可視化
②設計の最適化(整合性の確保)
③施工の高度化(情報化施工)，判断の迅速化
④維持管理の効率化，高度化
⑤構造物情報の一元化，統合化
⑥環境性能評価，構造解析等高度な技術解析の適用
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2. 国際プロジェクトにおける BIM 活用 

 

(1) 世界の BIM に関する動向 

 2025 年を目標とした英国政府の建設産業政策(Our vision for 2025)では，Working 

together, industry and Government have developed a clear and defined set of aspirations for 

UK construction．「産業と政府は共に働き，英国の建設のための明確なそして確かな達

成目標を築き上げる．」と冒頭に述べられている．達成目標として，Lower cost(コスト

低減)33%減，Faster delivery(時間短縮)50%減，Lower emission(エネルギー低減)50%減，

Improvement(海外事業拡大)50%増と目標を定め，政府発注プロジェクトは 2016 年か

ら BIM 使用の義務付けを決定した．その背景として，2025 年までに国際建設市場は

70%増加すると予測されていることがあり，BIM 活用の産業戦略は国際市場展開への

布石となっている． 

 

 

図-2 イギリスの事業量 
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(2) BIM 活用状況 

BIM は，以下のような多数の関係者が関わる建設プロジェクトを統合整理して，

適化するために有効な方法論である． 

 

 企画・計画、設計、施工、維持・運営の統合技術は、多数の人間の参画、様々な

情報、多数のシミュレーションが必要となる。 

 このため、国際建設企業は、3D-CAD 技術を 大限に活用する BIM を新たなツール

を使い始めている。 

 従来の CAD 等は“考えたことを表現；visualize”するために用いた。現在は“考

えを統合整理；totalize”するために用いる形に変化している。 

 BIM 活用の重心を施工計画に置き、 適な生産効率、低コスト、時間短縮を可能に

する施工方法を見出す。 

 更に、維持・運営上の問題点を洗い出し、効率の良い施工、維持・運営が可能な

設計方法を見出し、これらを基に企画・計画でプロジェクトの実現性を検証する

といった使い方である。 

 その作業結果をプロジェクトのプレゼンテーションに用いる。 

 

国際プロジェクトにおいては，図-3 から図-6 に示すように，プロジェクト計画におけ

るフィージビリティスタディ，設計における図面制度検証，施工性審査，加工図作成，

数量算出などの施工性検証，設計時や施工中の仮想施工による，生産性向上などに BIM

が活用されている． 

プロジェクト計画    

■事業実現性調査（F/S）や実施計画の精度向上 

設計    

■概念設計，基本設計，詳細設計，製作設計の各段階での活用 

■性能設計の実施，検証，精度向上 

施工：仮想施工(Virtual construction)による生産性の向上 

■施工性分析，安全性検証 

■干渉調査（鉄筋，ダクト，埋め込み物，地下埋設物等） 

■契約管理：追加費用や工期延伸請求対応．契約紛争解決 

維持補修 

■維持補修作業の生産性検証 
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図-3 BIM による施工性検討（１）（韓国 TaeSungS&I 社提供） 

 

図-4  BIM による施工性検討（２）（韓国 TaeSungS&I 社提供） 
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図-5 設計時の仮想施工によるプロジェクト 適化 

 

図-6 BIM による施工計画，施工性チェック人員配置の妥当性検証 

（韓国 TaeSungS&I 社提供） 
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先行事例として，雲の上を走る高速道路として有名な図-7 に示すフランス・ミョー

橋の架設では，斜張橋のけたを陸上で組み立ててタワーごと押し出し架設する工法が

採用された． 

 

図-7 フランス・ミョー橋の架設 

 

ここでは，図-8 に示すように 3 次元 CAD を徹底活用して徹底した施工計画シミュレ

ーションが実施され，コスト削減と工期短縮を達成した．また，これを専門とするコ

ンサルタント会社も出現した．この架橋は 2000 年代であるがすでに，3 次元モデルを

活用することのメリットが 大限生かされていた． 

 

このように，３次元 CAD 活用は特に鋼橋梁の分野を中心に我が国も含めて図られ，

コスト縮減・施工性向上等の成果を上げてきた．BIM は我が国では比較新しい技術と

みられがちであるが，すでにその系譜といえる技術革新は数十年の実績を有するもの

である．一方で，コンクリート構造や土工事では３次元 CAD の利用は限定的で，社会

基盤整備プロジェクト全般に用いられる状況には至らなかった． 
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図-8 フランス・ミュー橋架設における 3 次元 CAD 活用 

 

一方，近年，海外においては急速に BIM 活用の機運が高まりを見せている．図-9 に

示すように，英国政府は，建設産業発展戦略を 2025 年に向けて策定している．その

中で産業戦略として政府と産業が相互協力することにより，33％のコスト削減，

 

図-9 英国政府の建設産業発展戦略 

50％の時間短縮等を達成目標として掲げている．そのための方策として，政府発注プ

ロジェクトは 2016 年から BIM 使用を義務付けした．この背景には，2025 年までに国
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際建設市場は 70％増加すると予測していること，並びに，BIM 活用の産業戦略が国際

市場展開への布石となることが挙げられる．英国建設産業のこの産業改革戦略は，そ

こで求められる人材活用・知恵の活用・持続性・成長性・リーダーシップのなかでも

特に，知恵の活用という観点で BIM の活用が義務つけられたものである． 

 

 英国建設企業の一例として，Balfour Beatty の状況を図-10 に示す．同社の事業量

は，1990 年代初頭には 2500 億円程度で，海外事業量は 500 億円程度であったが，2011

年度には売上高は約 1 兆 5000 億円となっている．同社は 2009 年にアメリカ建設コン

サルタント企業 Persons Brinckerhoff（PB）を約 500 億円で買収し事業領域を拡大

した．結果，その事業内容は，プロジェクト企画・計画・CM，設計および施工，facilities 

management・電力・鉄道・上下水道・高速道路維持管理，PPP・BOT・Concession とい

う 4 事業にわたることとなった．さらにその基本戦略はこれらの４事業を結び付け，

新事業領域を創造するもので，具体的方策は BIM 活用である． 

 

 図-10 建設企業 Balfour Beatty の BIM 活用戦略  

 

①  ロンドンのクロスレール計画の概要 37) 

英国ロンドンの「クロスレール(Crossrail)」プロジェクトは英国工業規格

(BS1192）に基づき，徹底した ICT 化を図ったプロジェクト情報の先進的で組織的な

活用事例である． 

 

a) クロスレール路線概要 

 クロスレールはロンドンの東西間を結ぶ新路線である．クロス型に東西間に路線が
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伸びているのが特徴として挙げられる．ナショナルレールのグレートウェスタン線と

グレートイースタン本線に，ロンドン中心部を地下で横切るトンネルを経由して，相

互に乗り入れる．ロンドン中心部では，現在の地下鉄各路線よりも深い位置にトンネ

ルを建設する予定である．従来の地下鉄よりもロンドン中心部の駅が少なく，高速運

転が実施されることから，パリの  RER に似た機能を持つ鉄道である．ロンドン中心

部のトンネル区間には 6 駅が建設され，既存の地下鉄・ナショナルレールの各線と乗

り換え可能である．なお，ロンドン中心部の各駅はロンドン地下鉄の駅と一括で管理

が行われる．ロンドン中心部のトンネル区間を抜けると，東側は二手に分かれて，片

方はストラットフォード駅からグレートイースタン本線に乗り入れる路線であり，も

う片方はロンドンの再開発地域であるカナリーワーフ方面への路線である．また，ト

ンネル区間の西側ではロンドンのターミナル駅であるパディントン駅からグレート

ウェスタン線に乗り入れる．  

 

b) クロスレールからの空港・ユーロスターアクセス 

 クロスレールの一部の列車はヒースロー空港に乗り入れる予定である．現在，パデ

ィントン駅からヒースロー空港までは直通列車であるヒースローエクスプレスと，途

中駅に停車するヒースローコネクトの 2 種類の列車が運行されているが，クロスレー

ル開業と同時にヒースローコネクトはクロスレールに統合される．現在，カナリーワ

ーフからヒースロー空港までの所要時間はヒースロー風力発電の電気を一部使用し

て走行する電車(マルメ，スウェーデン)エクスプレス経由で約 50 分，地下鉄のみで約

1 時間 10 分(乗り換え時間含む)であるが，これが乗り換えなしの 43 分に短縮される．

また，クロスレールからヒースロー空港以外のロンドンの各空港へのアクセスは，1 回

の乗り換えで可能である．さらに，ストラットフォード駅近くに，パリ・ブリュッセ

ル方面のユーロスターが停まるストラットフォード国際駅があり，ユーロスターへの

乗り換えも簡便となる．このように，クロスレールは空港アクセスやユーロスターへ

のアクセスが容易な路線となる．  

 

c) 車両・運賃概要 

クロスレール用の車両は 1 両あたり 20m の車体長であり，ロンドン地下鉄で用いら

れる 16～18m の車両よりも長い．開業当初は 10 両編成で運行予定であるが，プラッ

トホームは将来を見越して 12 両編成に対応できるように建設される．また，都心部

のトンネルの直径は 6m であり，Tube タイプのトンネル直径の 3.81m よりも大きく，

従来よりも大型車両が走行可能である．ラッシュ時には 2 分 30 秒間隔で運転する．

これによって， 従来の地下鉄よりも高容量での運行が可能になる．また，ロンドン中

心部の各駅にはホームドアが設置され，安全性が高められる．クロスレールの運賃は，

ロンドン交通局の運賃体系と同一のゾーン制となる．またロンドンで運用されている



21 
 

IC カードのオイスターカードも利用可能である．  

 

d) BIM の活用 38) 

この工事では集中化された情報モデル内で CAD ファイルが作成・承認・統合され

る． 新の設計はすべて 3D ルールとプロセスに従って行われている．100 万を超える

CAD ファイルが統合情報モデルに格納されている．3D の設計情報モデルはクロスレ

ールが主催し，建設請負業者と共有している．そして， 終的には鉄道の運営者や

保守者へ情報が受け渡される．これにより，契約とプロジェクト段階間の情報損

失が大幅に削減することができ，設計・施工過程の可視性が向上し，事業リスクを

低減させることができ，技術活用で効率的にコストを下げ，事業の混乱を 小限

に抑えることができる． クロスレールにおける BIM 利用の主な利点を表-2 に示す． 

 

表-2 クロスレールにおける BIM 利用の主な利点 

 

 

②  World Trade Center 再開発事業(アメリカ)  39) 

発注者はニューヨーク州・ニュージャージ州港湾局であり，WTC 統合交通ターミナ

ル施設建設パーソンズブリンカホフ＆URS プログラムマネジメント共同業体による

WTC 統合交通ターミナル施設事業で総事業費は 2,200 億円である．  

WTC 跡地を記念碑として残す必要が有り，地下工事と地上記念碑の工事を平行する

必要があった．そのため基本・設計計画段階でそれぞれの請負計画を色分けで表現し，

施工計画内容（地下工事と地上メモリアル）の干渉チェックを事前に行い不整合を確

認することができた．仮設（青），本設（赤），完成モデル（白）でモデル化して統合，

干渉チェックを実施した．更に，困難な状況ゆえに，時間軸を追加した 4D で検討が

重要であったため，PDF 上の構造物と詳細な情報がリンクされるシステムを構築した．

モデルは工事進捗に合わせた道路の仮配置にも使われ，BIM が計画進行の要となって

いる．事業規模や関係者の多さに加え，完成後の維持管理にもデータを活用する計画

があり，モデル自体が高精度に構築されている．BIM 先進国の米中でも，将来を見据

えた象徴的なプロジェクトの 1 つとなっている．  

 

・設計および施工の共通の問題と作業への可視性の向上によるリスクの削減
・現場での複雑な詳細やプロセスの簡単な見直しによる施工意識の向上による安全性の向上
・モデル、図面、ドキュメントの最も適切なバージョンのみを保証するなど、データ管理に対する
信頼できる「単一の真実のソース」を使用することによるエラーの低減
・物理的な建設物を構築する前に「仮想」の建設物を作成し、設計と施工の洗練を可能にする、
リンクされたデータセットと統合された3Dモデルによるコラボレーションの改善
・プロジェクトフェーズ間の情報損失を削減し、完全な資産情報をとらえて維持管理フェーズに確
実に引き渡す
・データの相互運用性と可動性を含む技術の進歩を活用したプロジェクト納品の改善
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③  シカゴ鉄道局 Wilson Transfer Station パイロットプロジェクト(アメリカ)  39) 

 シカゴ市内を走る環状鉄道駅舎のアップグレードプロジェクトである．Revit(計画

モデル )と Re Cap(現状モデル )を Infra Works で結合し，設計施工を行うためのモデル

を作成．このパイロットモデルにより，シカゴ鉄道局 (CAT)は今後 BIM を採用する方

針である．  

 将来的に他のプロジェクトでも活用できるようにライブラリ化も行い，さらに地下

埋設物は埋設 GIS データから自動的にモデル化を実現している．建物の詳細を認識す

るだけではなく，プロジェクト全体を把握するためのモデルを作成することが重要で

あり，細部のレベル・全体の都市モデルから建設現場に必要なモデルを再現・計画し，

それをまた全体モデルに反映した．  

 

④  Connecticut 道路局高速道路インターチェンジ(アメリカ)  39) 

発注者がコネチカット州道路局のプロジェクト：インターステート 95 号線ニュー

ヘブン湾横断線改良工事および高速道路 3 号線のインターチェンジ改良工事である．

延長距離は 70 マイル，総事業費は 2000 億円である．  

発注者が BIM の ROI(return on investment)に着目し，設計，施工業者の BIM 化に対

して出資した 2 億円を BIM によるプログラムマネジメントに投資した．目的は既存の

交通の流れを阻害しないで安全かつ，高速道路を毎日 4 時間しか封鎖しないで施工す

ることであった．4D-CAD がない場合では，工程管理者は工程計画，設計者は設計，

施工者は施工計画をそれぞれ作成し，発注者はそれらが問題なく進むことを祈ること

しかできないが，BIM 技術によって上記の心配をする必要がなくなるだけでなく，施

工スケジュールの短縮が可能となった．  

 発注者への納品物は 2 次元図面だが，Navisworks を利用し，補完資料として提出し

ている．将来的にこの資料を公式とするためには法律上，契約上の課題はあるが，ソ

フトウェアとしては既に可能である．建設では既に法律，契約上の整備が整っている

が，土木分野もこれらを参考にして事業に適用する必要がある．従来，発注者は施工

者に任せっきりでスケジュール管理も行っていなかったが，Design-Build，PPP などに

より状況は変わりつつある．  

  



23 
 

3. CALS/EC－日本の建設業における BIM 導入以前の情報技術利用 

 

国土交通省が 1996 年から行った情報技術を用いた取り組みである CALS/EC をとり

あげる．この取り組みの目的や結果，BIM との関係を考察することで日本国内におけ

る BIM/CIM との位置付けを明確にする． 

 

(1) CALS/EC 概要 41) 

 CALS/EC(Continuous Acquisition and Life-cycle Support / Electronic Commerce)とは，

「公共事業支援統合情報システム」の略称であり，従来は紙で交換されていた情報を

電子化するとともに，図-11 に示すように，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

を実現するための取り組みである．表-3 に CALS/EC により効率的となる業務例を示

した．これは，国土交通省が 1996 年に 2010 年度までを対象期間として策定された「建

設 CALS 整備基本構想 (以下基本構想と表記 )」に端を発した取り組みである．なお  

2008-2010 年を対象とした「国土交通省 CALS/EC アクションプログラム 2008(以下

AP2008 と表記 )」42)以降，後続の施策は公表されていない．20 世紀末のアメリカによ

るコンピュータを用いた調達支援，さらに電子商取引という情報技術発展を背景とし

た CALS/EC は「建設 CALS 整備基本構想」において①情報交換（主に発注者・受注

者間）、②情報共有・連携（主に発注者側）、③業務プロセスの改善、④技術標準、⑤

国際交流・連携といった５つの目標を設定している．また，表-4 に示すように，基本

構想の目標を AP2008 はおおよそ引き継いでいる．  

 

 

図-11  CALS/EC の基本概念 
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表-3 CALS/EC により効率的となる業務例 

 
 

表-4 AP2008 における目標 

 

 

表-5 CALS/EC に期待されていた利点とその課題 

 

 

(2) CALS/EC の効果と課題 

 CALS/EC による期待されていたメリットとその問題を表-5 に示す．  

成果として①情報交換においては電子入札・納品が普及し，②情報共有・連携におい

ては情報共有システムが効果を挙げた．一方で課題も多い．以下に CALS/EC におい

て残された課題を挙げる．  

 情報共有の理念が先行し，そのメリットを明確に把握しなかった  

 2D-CAD の標準化が志向されたが，負荷が大きい割にメリットが限定的であった  

 設計施工分離発注では，コンサルタントは請負者と情報共有できない．ビジネス

機会の再編を含むようなプレイヤーの役割変更には踏み出すことができなかった 

 

(3) CALS/EC と BIM/CIM の関係 

情報の電子化により、保管スペースが削減され、かつ、検索が簡易・短時間で可能となる
通信ネットワークを利用し、短時間でどことでも情報交換でき、より迅速な業務の執行が可能となる

情報の共有により、行き違いや伝達ミスがなくなる
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国土交通省の「官庁営繕事業における BIM 導入プロジェクトの開始について」43)に

おいて「国土交通省では，「国土交通省 CALS/EC アクションプログラム 2008」に基づ

く具体的な実施項目として，「3 次元データを活用したモデル設計・施工の実施」を掲

げており，今回の試行はその一環として実施するものです」と述べている．このよう

に日本の官庁においての BIM は設計・施工段階における実施を念頭に置いており，

CALS/EC の AP2008「調査・計画・設計・施工・管理を通じて利用可能な電子データ

の利活用」の延長に位置すると考えられる．  

AP2008 において示された「3 次元データを活用したモデル設計・施工の実施」は「調

査・計画・設計・施工・管理を通じて利用可能な電子データの利活用」 39)の具体的な

実施項目に含まれている．ここではライフサイクルを通じた電子データ活用が目指さ

れており，3 次元データを活用する設計・施工段階だけではなく，調査や維持管理段

階に関しても目標が設定されている．  

 

4. CIM と i-Construction 

 

(1) CIM の概要 

CIM とは Construction Information Modeling/ Management の略称である．国土交通省

の CIM ガイドラインでは CIM の概念について「計画，調査，設計段階から 3 次元モ

デルを導入することにより，その後の施工、維持管理の各段階においても 3 次元モデ

ルを連携・発展させて事業全体にわたる関係者間の情報共有を容易にし，一連の建設

生産システムの効率化・高度化を図ることを目的としている」2)と説明している．CIM

に関しても CIM ガイドラインにおいて「建築分野での “BIM”(Building Information 

Modeling)を建設分野に拡大導入」2)したものとして位置付けられているため，CALS/EC

に連なる取り組みであると考えることができる．   

CIM(Construction Information Modeling/ Management)は国土交通省の造語であり，海

外では社会基盤整備において情報技術を用いた手法は BIM For Infrastructure，特にア

メリカでは CIM(Civil Integrated Management)と呼称されている．本論文では CIM を

BIM と同義として「電子オブジェクト指向情報を使用して建物または社会基盤資産を

設計，施工または運用するプロセス」という定義を採用する．また，CIM による利点

は BIM による利点と重なるが，ICT 技術が急速に進展して活用環境が整ってきたこと

が大きな変化である．．  

 

(2) CIM と i-Construction の関係 

i-Construction は 2015 年に国土交通省が表明した建設業における情報化施工や CIM

の取り組みを包含した生産性向上の取り組みであり，現在は土工を中心にその推進が

図られている．また，今後橋梁や様々な工種への拡大が想定されている．  
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CIM ガイドラインの整備や建設生産プロセス全体における 3 次元モデル構築と適用

拡大が i-Construction の取り組みのロードマップ 44)の「3D データの利活用」に記載さ

れていることからも，CIM を包含するものであると考えられる．  

一方，日本建設業連合会の発行している「施工 CIM 事例集 2017」45)には写真測量や

レーザー測量などの 3 次元測量や自動化施工なども含まれており，i-Construction の主

要な取り組みである「 ICT 活用に向けた取組」と重なる面があり，i-Construction と CIM

の関係は不明瞭な状態となっている．   

 本論文では CIM を i-Construction における「3D データの利活用」に位置づけられる

ものであり，3 次元 CIM モデルに基づく情報マネジメントが核となると捉える． i-

Construction における「 ICT 活用に向けた取組」は，ライフサイクルにおけるプロセス

を対象とした取り組みではなく ICT を用いた測量や自動化施工に注力しているため，

測量という情報入力，自動化施工という情報出力を対象としていると捉える．これは

あくまで便宜上の分類である．  

 以上のような分類を行うことで，CIM と i-Construction における差異化を図ること

ができ，現在，主だった議論のなされていない CIM における核となる情報のマネジメ

ントを強調させることが可能となる．また，今後「 ICT 活用に向けた取組」が土工だ

けではなく，3 次元データに大きく関わってくる橋梁分野の i-Bridge などに広がると，

制度設計の検討が交錯すると考えられる．  

 

5．社会基盤整備における課題と解決策  

 

 図 -12 に示すように平成 24 年の日本建設業連合会の調査によると発注組織

全体において 307 件の業務を調査したところ，その半数以上の業務において

設計のやり直しが行われていたことが判明した．  

 

図 -12 日本建設業連合会調査による追加費用と工期延伸の発生理由分析  



27 
 

 

図 -13 日本建設業連合会調査による設計のやり直し発生理由分析  

 

図 -13 に示すように，その発生理由としては当初設計不備・条件設定不備な

どが半 数 以上を 占 め，施 工 性の検 討 ・検証 の 不足や 設 計段階 で の鉄筋 ， ダク

ト，地下埋設物等の干渉調査不足，地形・地質，隣接構造物の調査不足が浮き

彫りに な ってい る ．この 背 景には バ ブル経 済 破綻以 降 ，建設 コ ンサル タ ント

の純 利益 率は 約 1％程 度と なっ てお り， 高度 な精 度が 要求 され る設 計な ど の

コンサ ル タント 業 務に適 正 なコス ト が支払 わ れてい な いこと が 原因の 一 つと

考えられる．   

 

図-14 統合技術としての BIM 
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BIM の有効活用策について現在，国土交通省が「施工 CIM」を掲げ施工分野

において重点的に活用しているが，施工段階での BIM モデルの精度は設計段

階に依存している．そこで BIM の有効活用策としては建設プロジェクトの企

画・計画，設計段階から干渉チェックなど設計精度向上に寄与する BIM を建

設コン サ ルタン ト が導入 す ること で ある． 企 画・計 画 の事業 の 上流段 階 で利

用することで，図 -14 に示すように，BIM は建設ライフサイクルを包括する統

合技術となることができるため，コンサルタントが作成した BIM データを施

工者に 伝 達して 活 用して い くこと が 望まし い ．よっ て 必要策 は コンサ ル タン

ト契約に BIM 業務を組み入れ，適切コストを支払うシステムを構築すること

である．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3章 

 

CIM モデルの有用性の分析   
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1．  地下構造物と埋設管の干渉の 3 次元モデルによる把握 

 

実際に行われた工事における資料を基に CIM モデルを構築することで，3 次元 CIM

モデルの有用性の十分な活用には情報のマネジメントが不可欠であることを示す．  

 

(1) 研究対象 

 本研究が対象とするのは都市部における地下駅舎  の新設工事である．表-6 に本工

事の概要をまとめた．  また，この工事において工程管理ソフトウェアや  3 次元の図

面は使用されていない．この工事では大きな問題は地下から図面に存在しない管が発

見され，対処されたこと，埋設管の位置が設計で把握していたものより深く，それに

対する設計の変更をしたこと以外は大きな問題はなかったとヒアリングにて確認し

ている．   

 

(2) 提供資料 

 本研究は建設共同企業体 (JV)に協力していただき， 資料提供を受け，その資料を基

に  3D のモデルや工程の構成を行った．提供資料を以下に示す．  

 

 設計図面（2 次元 DWG データ）   

 全体工程表  

 月間工程表（予定，60 枚，平成 17 年 12 月まで）  

 コスト概算表（2 枚）  

 

 

 

 

 

表-6 研究対象工事の概要 
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また，月間工程表は実施工程ではなく予定であり，CIM モデルに組み込もうと試み

たが，に月間工程表の前後月の関係を一部示すように，先月存在しなかったタスクが

数多く表れるなど正確な工程として使用できるものではなかった．施工計画書，工事

数量総括表は古いものであり既に破棄したと  JV 側から報告を受けたため  CIM モデ

ル作成に使用できなかった．入手することのできなかった施工計画書，数量計画書の

用語を木下が解説したもの  46)を以下に示す．  

 

①  施工計画書   

工事帳票の一つで，受注者が工事着手前に工事  目的物を完成するために必要な手順

や工法等について記して監督職員に提出する資料．工事概要、計画工程表、現場組織

票、指定機械等を記載する．なお，受注者の任意で施工する場合に  おいても，施工方

法等の変更の際には施工計画  書の修正，提出は必要となる . 

②   工事数量総括表   

工事施工に関する工種，設計数量及び規格を示  した書類を言う (発注機関により名称

は異なる． 国土交通省「土木工事共通仕様書 (案 )」(平成  25 年  3 月 )においては，こ

の名称を用いる )．記載  の工種 (レベル  2)，種別 (レベル  3)，細別 (レベル 4)の体系は，

新土木工事積算大系の工事工種体系ツリーが基本となる . 

 

2．  CIM モデル作成と課題 

 

(1) 2 次元設計図面を用いた 3 次元モデル作成 

対象プロジェクトにおいて 2 次元図面の 3 次元モデル化を行った．用いた図面は仮

設構造一般図，止水壁工断面図 (A 断面～M 断面 )上下線各側面図，各段の切梁平面図，

路面覆工図である．作業は Bentley 社の MicroStation V8i を用いて行った．図-15 に架

設構造一般図を，図-16 に路面覆工図の一部を示す．  
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図-15 架設構造一般図  

 

 
図-16 路面覆工図の一部  
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a) 2 次元図面の 3 次元空間配置 

それぞれの 2 次元図面を止水壁工の断面を基に図-17 および図-18 に示すように，3 次

元空間に配置した．このとき切梁平面図における中間杭や止水壁の位置が他の図面と

異なることが確認できた．   

 

 

図-17 2 次元図面の 3 次元配置(1) 

 

 
図-18 2 次元図面の 3 次元配置(2) 
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b) セルの配置 

図-19 のように配置した 2 次元図面を基に事前に作成したセルを配置した．またこ

こでは切梁の詳細なモデルまでは作成していない．図-20 で示すように埋設管に関し

ては平面をつなぐロストサーフェス機能を用いたが，2 次元図面で示されていた埋設

管との差異が生じた．  

 

図-19 簡易 3 次元モデル  

 

図-20 止水壁断面図と埋設管モデル  
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(2) 工程を含む  CIM モデル作成と問題  

提供資料から  CIM モデルを作成したところ，以下  の項目が  3 次元モデル化と工

程表と連携させる作業の際に障害となった．  

 

a) 2 次元図面間の不整合   

作成した簡易的な 3 次元モデルから下水道幹線，国道共同溝，既設・計画幹線にお

いて図面間の不整合が複数確認された．図-21 ではある断面における止水壁断面図と

側面図での下水道幹線の不整合を示した．図-22 で示した国道共同溝では図-23 のよう

に平面図に準拠した埋設管と側面図において不整合が確認された．また図-42 と図-43

で示した既設・計画幹線では，図-24 および図-25 のように平面図・止水壁断面図準拠

の埋設管と側面図の不整合や図-26 および図-27 のように平面図準拠の埋設管と止水壁

断面図の不整合が確認された．ここで不整合を確認するための埋設管は止水壁断面図

からのロストサーフェスのみでなく平面図情報も使用した．  

 

 

図-21 下水道幹線における図面不整合  
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図-22 国道共同溝  

 

 

図-23 国道共同溝における図面不整合  
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図-24 既設幹線と計画幹線(1) 

 

 

図-25 既設幹線と計画幹線(2) 
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図-26 既設幹線における図面不整合  

 

 

図-27 計画幹線における図面不整合  

 

b) 支障物撤去のタスクの詳細が不明  

図面内に工程に影響を及ぼすと考えられる支障物が存在するが，支障物撤去のタス

クが月間工程表のうちに見られず，どのように対応を図ったのかの記録が存在しない． 
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c) 月間工程表 (予定 )の変動  

提供いただいた工程表で も詳細なものが月間工程表 (予定 )であったため，CIM モ

デルに組み込む工程情報とするべく検討をした．しかし，実施工程表ではないため前

後月であっても変動が激しく，CIM モデルに工程を組み込むことは断念した．表-7 と

表-8 に 2005 年 1 月から 6 月までの月間工程表 (予定 )のタスクと前後月との関係を示

す．  

 

表-7 2005 年 1 月から 3 月までの月間工程表 (予定 )のタスクと前後月との関係  

 

 

 

 

 

 

2005年１月度月間工程表 番号 タスク名称 来月/先月との関係
1 準備工 トラバース測量 試掘位置 〈無記入〉

試掘位置出し

2 試掘工(車道部) 舗装切断工 内-7 ⑨⑩

内-2 ①②③ 来月なし

内-1 ①②③ 来月なし

掘削・調査・埋戻・仮舗装 内-7 ⑦⑧

内-2 ①②③ 来月なし

3 試掘工(歩道部) 舗装切断工 外-11,12 作業帯⑰⑱

内-6,8 ⑦⑧⑨⑩

内-3,4,5 ④⑤⑥

内-1 ①②③ 来月なし

掘削・調査・埋戻・仮舗装 外-11,12 作業帯⑰⑱

内-8 ⑨⑩

内-6 ⑦⑧

内-3,4,5 ④⑤⑥ 来月なし

内-1 ①②③ 来月なし

2005年２月度月間工程表 番号 タスク名称 次月/先月との関係
1 測量工 平板測量 現場全般 現況平面測量 先月なし

チェック 国道部

平成17年1月11日　承認 2 試掘工(都道　車道部) 外廻り ① 先月なし

⑦ 先月なし

⑨

⑤

②

東電緊急工事

車道仮復旧工 ⑦⑨

⑤

②

予備日

内廻り ⑦ 先月なし

②

予

②

⑦ 来月なし

平成17年1月11日　承認 3 試掘工(都道　歩道部) 外廻り ⑧ 先月なし

⑥ 先月なし

4 試掘工(国道　車道部)

5 試掘工(国道　歩道部) ⑩

⑫

⑬

判読不能 家屋調査工 〈無記入〉

2005年３月度月間工程表 番号 タスク名称 次月/先月との関係

平成17年2月18日　承認 1 試掘工(国道　車道部) 〈無記入〉 来月なし

平成17年2月18日　承認 2 試掘工(国道　歩道部) ⑩ 先月なし

予 先月なし

予 先月なし

平成17年1月11日　承認 3 試掘工(都道　磁気探査) 外廻り 〈無記入〉 来月なし

内廻り

平成17年2月18日　承認 4 試掘工(国道　磁気探査) 〈無記入〉 来月なし

平成17年1月28日　承認 5 家屋調査工 〈無記入〉 先月の続き

工種

工種

工種
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表-8 2005 年 4 月から 6 月までの月間工程表 (予定 )のタスクと前後月との関係  

 

2005年４月度月間工程表 番号 タスク名称 次月/先月との関係

平成17年2月18日　承認 1 試掘工(国道　車道部) 舗切

④

③

②

①

舗切

⑪

⑨

⑤

⑥

予備 来月なし

試掘工(国道　歩道部) ⑭

⑮

予備

平成17年1月11日　承認 2 試掘工(都道　追加分) 磁1

磁2

⑬⑭

磁11

⑯

予備

⑰

⑮

予備

平成17年1月11日　承認 3 探査工(都道　磁気探査) 磁1　〇〇河川 来月なし

平成17年2月18日　承認 (国道　磁気探査) 磁10　国道共同溝 来月なし

平成17年2月18日　承認 4 家屋調査 事前挨拶 先月の続き

平成17年2月18日　承認 調査工 先月の続き

2005年５月度月間工程表 番号 タスク名称 次月/先月との関係

平成17年2月18日　承認 1 試掘工(国道　車道部) ①~④

⑥再

⑨再

⑪再 来月なし

平成17年2月18日　承認 試掘工(国道　歩道部)

平成17年1月11日　承認 2 試掘工(都道　追加分) ⑮

磁②

⑯

⑰

⑨

⑬

⑭

平成17年1月11日　承認 3 探査工(都道　磁気探査) 磁2

磁6 来月なし

平成17年2月18日　承認 (国道　磁気探査) 磁9

磁4 来月なし

平成17年2月18日　承認 4 家屋調査 〈無記入〉 先月の続き

5 支障物撤去工 NTT撤去後擦り付け

東京都許可　及び　⑧他企業施工調整完了次第 来月なし

平成17年4月28日　承認 6 高架橋作業基地設置 仮囲い・ゲート設置

7 その他工事 着手前　幅員・標高測定

8 他企業工事 NTT　電話box撤去

2005年６月度月間工程表 番号 タスク名称 次月/先月との関係

平成17年2月18日　承認 1 試掘工(国道　車道部) No.2 先月なし

No.3 先月なし

探査工　国1 来月なし

復旧工　磁9 (今月)6/27→(来月)6/24

磁4

磁10

予備

平成17年1月11日　承認 2 試掘工(都道　追加分) MH内部調査

探査工　復旧工　磁7 (今月)6/20→(来月)6/23

磁5 (今月)6/21→(来月)6/27

磁4

磁2 来月なし

磁12 来月なし

平成17年1月11日　承認 3 探査工(城南河川) 磁7 先月なし

平成17年2月18日　承認 磁5 先月なし

平成17年1月11日　承認 バス・タクシーレーン　磁2 (先月)5/16~→(今月)6/1~

平成17年2月18日　承認 磁4 (先月)5/23~→(今月)6/6~

平成17年2月18日　承認 (その他) 国道　共同溝　磁10

〇〇幹線　磁12　チェックBr

国道　共同溝　磁10 来月なし？(来月標記変更)

東電洞道　磁9　チェックBr 来月なし

国道　共同溝　磁10 来月なし

平成17年2月18日　承認 4 家屋調査 〈無記入〉 先月の続き,7/1以降も継続

5 支障物撤去工 〈無記入〉

6 その他工事 都道　現況幅員・標高測定　標高測定 先月なし(先月のその他工事と同一か不明)

予備日

7 他企業工事　東京電力 外廻り　渋谷3-17エリア 東電(関電工)　地上機器設置工事 (先月)5/23~→(今月)6/1 ?

配管増設工事

配管切替工事

東京ガス 〈無記入〉 来月なし

工種

工種

工種
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d) タスクの指定された作業範囲が大きい  

月間工程表に示された作業範囲からは大まかな位置しか把握できない．よって工程

のタスクと図面の詳細な対応付けが困難である．月間工程表では困難であったため本

工事の全体工程表と 3D モデルをリンクさせたものを図-28 から図-43 に示す．  

 

 

図-28 全体工程表と 3D モデルのリンク①  

 

 

図-29 全体工程表と 3D モデルのリンク②  
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図-30 全体工程表と 3D モデルのリンク③  

 

 

図-31 全体工程表と 3D モデルのリンク④  
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図-32 全体工程表と 3D モデルのリンク⑤  

 

 

図-33 全体工程表と 3D モデルのリンク⑥  
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図-34 全体工程表と 3D モデルのリンク⑦  

 

 

図-35 全体工程表と 3D モデルのリンク⑧  
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図-36 全体工程表と 3D モデルのリンク⑨  

 

 

図-37 全体工程表と 3D モデルのリンク⑩  
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図-38 全体工程表と 3D モデルのリンク⑪  

 

 

図-39 全体工程表と 3D モデルのリンク⑫  
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図-40 全体工程表と 3D モデルのリンク⑬  

 

 

図-41 全体工程表と 3D モデルのリンク⑭  
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図-42 全体工程表と 3D モデルのリンク⑮  

 

 

図-43 全体工程表と 3D モデルのリンク⑯  
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 これら作業上の問題点は，2 次元図面とソフトウェアを使用していないバーチャー

トが基礎となる施工において，事後的に工程を含む 3 次元モデルを作成する際に生

じたものである．実際の工事において，様々な情報を扱う CIM モデルの効果的な活

用をするためには 3 次元モデルの対応付けを考慮した情報の扱い，つまりタスク，

工程と 3 次元モデルなど，情報のマネジメントを適切に行うことが必要となる．  

 

3．  異なるタイミングで作成された 2 次元図面間の比較 

 

本レポートでは提供資料における「221_仮設工構造一般図_141008」と「国道路面覆

工図 (専用桁入り )」の  2 種類の 2 次元図面を比較し，止水壁に関する変更事項を抽出

した．  

 

(1) 比較対象である 2 次元図面の概要と問題  

 「221_仮設工構造一般図_141008」のファイル名の数字は  2014 年 10 月 8 日が 終

更新日であるという意味であると考えられる．「221_仮設工構造一般図_141008」の画

層に記載されている更新日を表-9 に時系列にまとめた．同様に「国道路面覆工図 (専

用桁入り )」の更新日に関しても表-10 に時系列にまとめた．  

ここで 2 つの図面で同じ時間範囲を一部共有している図面であるにも関わらず，日

付の記入された画層が重複していないことがわかる．このように同じ止水壁などに関

する情報が統合されず，分散してしまっていることがわかる．高い能力と多くの経験

を持った技術者であればマネジメントは可能であると考えられるが，統合された情報

が内容をなす CIM を活用することは難しいことがわかる．なお，  2 度の更新があっ

た構造物と柱に関しては，古い日付の画層には何も記されていない．  
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表-9 「221_仮設工構造一般図_141008」画層更新日 

 

 

表-10 「国道路面覆工図(専用桁入り)」画層更新日  



51 
 

(2) 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出  

2 次元図面間の比較を行った結果，止水壁に関する変更のみで 40 箇所抽出された．

以下にそれらのすべての変更内容を示す．  

 

設計変更1. 止水壁 (TBH 杭 )の位置変化(図-44) 

杭 (旧図面 )7~32 番  

要因：ガス管との離隔を確保するため (d)  

 

図-44 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 1 

 

設計変更2. 止水壁 (TBH 杭 )の位置変化(図-45) 

杭 (旧図面 )33 番  

要因：東電管との離隔を確保するため (d) 

 

 

図-45 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 2 
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設計変更3. 止水壁 (TBH 杭 )の位置変化  杭 (旧 )35-36(図-46) 

要因：下水管と干渉するため (b) 

設計変更4. 止水壁 (TBH 杭 )の位置変化  杭 (旧 )39-40(図-46) 

要因：下水管と干渉するため (b) 

設計変更5. 止水壁 (TBH 杭 )の位置変化  杭 (旧 )42(図-46) 

要因：NTT 管と干渉するため (b) 

設計変更6. 止水壁 (TBH 杭 )の位置変化  杭 (旧 )1(図-46) 

要因：構造物と平行に打てると判明したため (d) 

設計変更7. 止水壁 (TBH 杭 )の位置変化  杭 (新 )3-4(図-46) 

要因：干渉している東電管が撤去可能なため (図面に記載あり )(b) 

 

 

図-46 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 3 

 

設計変更8. 止水壁 (TBH 杭 )の位置変化  杭 (旧 ) 21-14 番の間(図-47) 

要因：干渉 (3~4m 下に支障物 )(b) 

 

図-47 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 4 
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設計変更9. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変化  杭 (旧 )95-97 欠番(図-48) 

要因：不明縦管と干渉するため (b) 

設計変更10. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変化  杭 (旧 )101-107 欠番(図-48) 

要因：本設構造物の設計変更の影響 (a) 

設計変更11. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変化  杭 (新 )108(図-48) 

要因：本設構造物の設計変更の影響 (a) 

設計変更12. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変化  杭 (旧 )109-111 欠番(図-48) 

要因：本設構造物の設計変更の影響 (a) 

 

図-48 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 5 

 

設計変更13. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変化  杭 (新 )116-126(図-49) 

要因：本設構造物の設計変更の影響 (a) 

設計変更14. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変化  杭 (旧 )127-128 欠番(図-49) 

要因：下水管と干渉するため (b) 

設計変更15. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変化  杭 (旧 )132-135 欠番(図-49) 

要因：水道管と干渉するため (b) 

 



54 
 

 

図-49 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 6 

 

 

設計変更16. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変化  杭 (旧 )157-160 欠番(図-50) 

要因：東電管と干渉するため (b) 

 

図-50 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 7 

 

設計変更17. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変化  杭 (旧 )179-181 欠番(図-51) 

要因：下水管と干渉するため (b) 

設計変更18. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変化  杭 (旧 )183 欠番(図-51) 

要因：東電管と干渉するため (b) 

設計変更19. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変化  杭 (旧 )185-187(図-51) 

要因：図面 (旧 )では東電管と干渉すると想定されていたが，実際には杭打ち可能で

あったため (b) 
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図-51 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 8 

 

設計変更20. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変更  杭 (新 )199～201 欠番(図-52) 

要因：東電管と干渉するため (b) 

設計変更21. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変更  杭 (新 )202～の位置変更(図-52) 

要因：埋設管との離隔考慮のため (c) 

設計変更22. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変更  杭 (新 )212～の位置変更(図-52) 

要因：埋設管との離隔考慮のため (c) 

 

 
図-52 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 9 

 

 

 



56 
 

 

設計変更23. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変更  杭 (新 )235～237 欠番(図-53) 

要因：ガス管と干渉するため (061010 試掘で確認 )(b) 

 

図-53 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 10 

 

 

設計変更24. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変更  杭 (新 )4 の位置変更(図-54) 

要因：ガス管との離隔考慮 (061010 試掘で確認 )，シールド接合部だが鏡切りに

支障なし (d) 

 

 
図-54 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 11 
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設計変更25. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変更  杭 (新 )183～188 の位置変更(図-55) 

要因：NTT 管の位置修正 (b) 

 

 
図-55 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 12 

 

設計変更26. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変更  杭 (新 )178Ｈ鋼の方向(図-56) 

要因：施工性の問題 (矢板がかけにくい )(d) 

 

 

図-56 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 13 
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設計変更27. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変更  杭 (新 )154 と  155 の間(図-57) 

要因：東電管と干渉するため (b) 

 

 
図-57 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 14 

 

 

設計変更28. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変更  杭 (新 )86～91(図-58) 

要因：埋設物を回避 (c) 

 

 

図 58 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 15 
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設計変更29. 止水壁 (SMW 杭 )の位置変更  杭 (新 )7～16(図-59) 

要因：下水管との離隔考慮 (c) 

 

 

図-59 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 16 

 

設計変更30. 止水壁 (BH 杭 )の変更  杭 (旧 )から  BA38-BA49 のみに(図-60) 

要因：積算のための現場合わせ前提の設計 (e) 

設計変更31. 止水壁 (BH 杭 )の変更  杭 (新 )BA28-BA37 の位置変更(図-60) 

要因：BA38-BA49 の変更の影響 (e) 

 

 

図-60 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 17 
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設計変更32. 止水壁 (TBH 杭 )の変更  杭 (新 )69～71 欠番(図-61) 

要因：下水の切り回しをするため干渉を考慮 (b) 

設計変更33. 杭 (新 )63～64 の位置変更(図-61) 

要因：止水壁で歩道橋を避けるのではなく地盤改良工法を採用したため (e) 

 

 

図-61 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 18 

 

設計変更34. 止水壁 (TBH 杭 )の変更  杭 (新 )61～62 欠番(図-62) 

要因：杭 (旧 ) 地盤改良工法を採用し 60-63 までの止水壁が不要となったため (e) 

(備考：杭 (新 )59,60 に関しては地盤改良工法と止水壁とのコストを勘案した結

果，打つことになった，また歩道橋の仮受けの役割も担った ) 

設計変更35. 止水壁 (TBH 杭 )の変更  杭 (新 )53 と 54 の間の位置変更(図-62) 

要因：水道管と干渉するため (b) 

 

 
図-62 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 19 
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設計変更36. 止水壁 (TBH 杭 )の変更  杭 (新 )40～53(図-63) 

要因：地中障害物を避ける必要がなくなったため (b) 

 

 
図-63 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 20 

 

設計変更37. 止水壁 (TBH 杭 )の変更  杭 (新 )36～38(図-64) 

要因：NTT 管との離隔考慮と，東電管との干渉考慮の必要がなかったため

(b) 

設計変更38. 杭 (新 )17～35(図-64) 

要因：城南河川と水道管との離隔を優先するため (図面に記載あり )(d) 

 

 

図-64 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 21 
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設計変更39. 止水壁 (TBH 杭 )の変更  杭 (新 )BA22～BA27(図-65) 

要因：切梁の割付の都合 (d) 

設計変更40. 止水壁 (TBH 杭 )の変更  杭 (新 )7-8 間の変更，  

杭 (新 )6,9 欠番(図-65) 

要因：下水管と干渉するため 7～8 間杭打ち数の変更による数量調整 (b) 

 

 

 
図-65 止水壁を対象とした設計変更箇所の抽出 22 

 

(3) 2 次元図面間の比較結果とその分類 

2 次元図面間の比較を行った結果，止水壁に関する変更のみで 40 箇所抽出された．

以下に図面変更の原因別分類を示す．また，止水壁の変更のみ抽出したため結果には

加えていないが，2 種の 2 次元図面間で埋設管の位置修正や，新たに書き加えられた

埋設管が多数あった．  

 

a) 発注者による変更：4 箇所  

発注者側による意向で変更が行われた場合を指す．また止水壁に関する変更では

発注者側の設計変更の意図が不明瞭であったことがヒアリングにおいて確認され

ている．  

b) 干渉 (設計における埋設管位置精度が不十分 )：21 箇所  

設計における埋設管位置精度が不十分であったため，埋設管との干渉があり設計

変更を行った．または干渉する位置に埋設管がなかった，干渉物が撤去可能だっ

たため設計変更を行った場合を指す．  

c) 埋設管との離隔考慮 (設計における埋設管位置精度が不十分 )：4 箇所  

設計における埋設管位置精度が不十分であったため，埋設管との離隔を考慮した
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変更が行われていた場合を指す．  

d) 施工性を考慮した変更 (埋設管との離隔考慮など )：7 箇所  

施工者側の要望によって，施工性を理由に埋設管との離隔などを考慮した変更が

行われていた場合を指す．  

e) その他：4 箇所  

施工段階での現場合わせが前提となっていた場合を指す．  

 

a)～e)の分類のうち，設計段階からCIMが活用されていた場合に，施工段階の設計変

更を防ぐ可能性があるのは「埋設管との離隔考慮」である．それ以外の場合について

は，発注者側の意図が不明瞭である以上，設計段階からのCIMが有効であるか判断が

できないものや，CIMデータ構成に用いられるはずであるデータの精度不足が原因で

あり，CIM活用の有無にかかわらないため考慮しないこととした．  

2次元図面間の比較から，都市内の地下を対象とした工事においては，本事例と同様

に設計段階での情報不足により多くの設計変更が生じると考えられる．国土交通省が

報告しているように「道路等を掘削する工事においては，こうした地下埋設物の位置

情報が必ずしも正確でないことから，地下埋設物を損傷する事故が多く発生している」

49)．そのためCIMの可視化や干渉チェック等の利点は現時点では限定的にならざるを

得ない．このことから埋設管の情報精度の問題であり国土交通省が打ち出した地下埋

設管情報の統合的管理を目指す取り組みが重要となる 49)．  

仮に設計段階から一気通貫でCIMによる情報マネジメントが行われた場合，CIMモ

デルによって組み込む情報は統合され，図面のバージョン管理などが徹底される．そ

れにより，本事例のような図面の変更が別の図面に点在しているような情報の不整合

が生じなくなると考えられる．このようなCIMモデルを介した図面のバージョン管理

を行うことで，図面修正の整合性の担保にもつながり，不確定な条件が多い対象工事

であっても，情報の整合性に起因する手戻りなく柔軟に施工を進めることができる． 

以上のように，有効なCIMモデル構築には設計者，施工者，施設管理者などの各レ

イヤーが，連携を考慮した情報精度を確保し，情報マネジメントを行う必要がある． 
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4. 施工遅延解析 

 

(1) 既存の施工解析手法 47）  

 遅延解析の目的は，遅延時間についてのコスト補償が決められうるように，それ

のいくらが個々の関係者（受注者，発注者，またはどちらでもない）に起因するかを

プロジェクト後に識別しようとするためのことである．  

遅延の種類には以下の 2 種類がある．  

①   受注者がコストのリスクと時間的影響を想定しているイベントは遅延

（NN）として分類される．   

②  施工者が，時間延長と追加コストの回収の両方を受ける権利のある遅延

"Excusable Compensable"（EC）がある．   

 

a) As-Planned vs． As-Built 

 全ての遅延イベント（EC，EN および NN 遅延）は，構築されたプロジェクトに

起因しています．  

受注者に起因する遅延の合計（NN）= ΣNN= 3 + 1 + 5 + 3 = 12 日  

発注者に起因する遅延の合計（EC）= ΣEC= 7 + 1 + 4 + 2 + 4 + 3 = 21 日  

以上のことから，仮定は  ，両当事者による同時遅延は 12 日であるということであ

る  ．（NN と EC の遅延の小さい方）そのため，受注者のプロジェクトの遅延責任=21-

12＝9 日  

図および図から，プロジェクトの総遅延= 51-40 = 11 日 11-9＝2 日  

以上より残高の 2 日が発注者責任である．  

 

 

図-66 As-built schedule with delays 
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b) Impacted As-Planned 

 計画された CPM スケジュールに遅延の影響を測定します．様々な遅延が活動とし

て定式化し，時系列でのように計画ネットワークに追加されます．遅れた遅延量は，

スケジュール間の完了日の差に等しいです．   

受注者に起因する遅延の合計（NN）= ΣNN= 3 + 1 + 4= 8 日  

発注者に起因する遅延の合計（EC）= ΣEC= 1+ 1 + 4 = 6 日  

両社の遅延の合計＝  8 + 6 = 14 日＞11 日（実プロジェクト）  

この方法の制限は，時間外に遅延を分析するための計画通りに固定されたスケジュ

ールを使用しています．  

 

 

図-67 Impact of first delay 

   

 

図-68 Impact of ninth and tenth delays 
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表-11 Impacted as-planned results 

 

 

c)   As-planned but for 

 調整されたスケジュールを形成するために，特定の関係者すべての遅延を，計画さ

れたスケジュールに注入する．これの完成日付は，実際の完成日付に比べて，計画さ

れたスケジュールに他の関係者が責任のある遅延の量を調整した日付である．この方

法の有利さは，それが迅速に実行できることである．なぜなら，仕事の実際の進歩を

考慮する必要が全然ないからである．  

受注者に責任による遅延を考慮した完成日＝  47 日  

発注者に責任による遅延を考慮した完成日＝  49 日  

実際の完成日＝  51 日  

発注者責任＝51-47＝  4 日 受注者責任＝51-49＝  2 日  

 

 

図-69 As-planned schedule impacted with contractor’s delays 

 

 

遅延の年表 アクティビィティ タイプ 期間 影響
1 G2 NN 3 3
2 D1 EC 7 0
3 G4 NN 1 1
4 G5 EC 1 0
5 D2 EC 4 1
6 G4 EC 2 1
7 D2 NN 5 4
8 D3 EC 4 4

9及び10 G7およびG8 NN及びEC 3及び３ 0
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図-70 As-planned schedule impacted with owner’s delays 

 

d) Collapsed as-built 

 原則として，この方法は，計画されたスケジュールを使わない「but for」の形であ

る．実際の施工スケジュールを使用していて，「as-built」技術と呼ばれています．  

各関係者の遅延を取り除くことが必要で，as-built の結果として生じる予定から相

手方の遅れを除けばプロジェクトの完成日付が与えられる．  

実際の完成日＝  51 日  

受注者に起因する遅延＝  6 日  

発注者に起因する遅延＝  5 日  

両社の遅延の合計＝  6 日+5 日＝11 日  

 

 

 

図-71 As-built schedule with owner’s delays subtracted 
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図-72 As-built schedule with contractor’s delays subtracted 

 

e) window analysis 

 特定の周期で更新されたスケジュールに関して，遅延の中間評価を行う．  

切り取り期間は通常計画または主要なプロジェクト・マイルストーンの大きな変化

に基づいて，全体のプロジェクト期間は分けられます．ウィンドウ期間を予定通りに

越えた予定は，そのままであることが維持され各々のウィンドウの中の予定は遅れの

時に実際の期間とシーケンスを反映するために更新されます．クリティカルパスと新

しい完成日付を決定するために，分析は実行されます．この新しい完成日付は，その

ウィンドウ期間の間に遅れの量を与える分析より前の完成日付と比較される．この手

法をサンプルプロジェクトに適用すると，契約期間全体が 10 日，21 日，32 日，40 日

および 51 日の期間，5 つの「ウィンドウ」期間離散的に分割され分析を行った．  

以下の図-73 から図-77 に示すように，様々な更新で連続して各「ウィンドウ」ごと

に表示されます．  

 

図-73 Updated schedule on day 10 



69 
 

 

図-74 Updated schedule on day 21 

 

 

図-75  Updated schedule on day 32 

 

 

図-76  Updated schedule on day 40 
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図-77 Updated schedule on day 51 

 

ウィンドウ 1 の終わりに 1 日の遅延がありました．その理由は，契約者の 3 日間の

遅れでした．クリティカルパス G1-G2-G3-G4-G6-G7-G8-G9 を含む．  2 番目のウィ

ンドウの 後に更新されたスケジュールのクリティカルパス上で請負業者が 1 日遅れ

て 1 日のずれを示した．クリティカルパスの受注者が 2 日遅れた結果，第 3 ウィンド

ウの 後に 2 日間の遅延が発生する．クリティカルパスは，4 番目のウィンドウの

後に D1-D2-D3-G9 に変更され，5 日間のずれが生じました．このウィンドウ内の請

負業者の遅延責任は 2 日間であるが，所有者は 3 日間です． 後のウィンドウの 後

に，さらに 2 日間のずれが受注者によって引き起こされた．クリティカルパスに沿っ

て，D1-D2-D3-G9．  

以下の表 -14 は，この分析の結果の要約を示す．  

 

表-12 “Window”analysis results 

 

 

 

 

  

EC NN
0 0 40 0 0
1 10 41 0 1
2 21 42 0 1
3 31 44 2 0
4 39 49 3 2
5 51 51 2 0

7 4

ウィンドウ番号 スケジュール更新 完了日

合計

ウィンドウ内の遅延
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（2） 仮想施工における施工遅延分析 

 

今回用いる遅延解析分析は，“Window”Analysis を用いて解析を行う．  

今回，設定した遅延原因タスクは 8 つあり，“Window”として切り取った期間は初年度

の 2005 年度は 3 か月ごとに切り取り計 4 回，次年度は 2006 年 7 月末までで計 1 回の

総計 5 回の期間を切り取った．これらは遅延原因タスクが完了する期間に基づいて設

定した期間である．  

実際に遅延解析分析を進めていく前に切り取った 5 期間それぞれにおいて遅延原因

タスクが， 短で施工期間に影響を及ぼす期間を把握する．また，その際の実施工計

画のクリティカルパスの変動についても調べ遅延の影響度を把握していく．  

また，マイクロソフトプロジェクトで設定した期間のみのタスクを抽出する機能が

なかったため，生成した実施工計画および仮想施工計画から稼働日を一度完全に消去

し，2005/03 月までのデータを抽出するのには 2005/04/01 から元々の 終日であった

2007/01/04 までを休暇日として設定を行い 2005/3 月末まで稼働するタスク以外を消去

した．残りの切り取り期間についても同様に設定し，新たに施工計画を再構築させた．

稼働日を一度完全に消去する方法でタスクを抽出していったので “Window” Analysis

を用いる再構築した施工計画においては 終のタスク完了日が異なるが実際に稼働

している日数は同じなので，遅延日の把握は 終完了日ではなく施工期間のみで管理

している． 終タスクが完了するのは 2005/10 月末となる．  
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図-78 05/3 月末までの実施工計画 

 

図-79 05/3 月末までの実施工計画（2） 

 

図-80 05/3 月末までの仮想施工計画 

 

図-81 05/3 月末までの仮想施工計画（2） 
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図-82 05/6 月末までの実施工計画 

  

図-83 05/6 月末までの実施工計画（2） 

表-13 05/3 月末までの考察 

 

工事タスク名 日数 考察
東電緊急工事 2005/2/7 2005/2/11 5日 遅延の増加に比例し期間増加

期間0-4日の場合は遅延日0日、タスク12と同時進行のため
実際は試掘が区間完了→探査工開始のため潜在的遅延タスク
遅延発生，タスクがなくてもクリティカルパスに変化なし

試掘工（追加分） 2005/3/12 2005/3/16 4日 遅延の増加に比例し期間増加
期間0日の場合，つながるタスク21へは完了後1日猶予があるので期間短縮は6日

試掘工（追加分） 2005/3/17 2005/3/23 6日 延びた期間に比例して遅延増加
期間0-5日の場合は遅延日0日、タスク12，13と同時進行のため
また，元はクリティカルパスであったが0-5日期間ではクリティカルパスから外れる

遅延原因タスク期間
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図-84 05/6 月末までの仮想施工計画 

 

 
図-85 05/6 月末までの仮想施工計画（2） 
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表-14 05/6 月末までの考察 

 

工事タスク名 日数 考察
東電緊急工事 2005/2/7 2005/2/11 5日 遅延の増加に比例し期間増加

0-4日の場合は遅延日0日、タスク12と同時進行のため
遅延日1日以降で以降のクリティカルパスが変化
短縮1日以降でタスク38に猶予が出てクリティカルパスに変化

試掘工（追加分）2005/3/12 2005/3/16 4日 遅延の増加に比例し期間増加
期間0日の場合，つながるタスク21へは完了後1日猶予があるので期間短縮は6日

試掘工（追加分）2005/3/17 2005/3/23 6日 遅延の増加に比例し期間増加
期間0-5日の場合は遅延日0日、タスク12，13と同時進行のため
また，元はクリティカルパスであったが0-5日期間ではクリティカルパスから外れる
遅延日1日以降で以降のクリティカルパスが変化→1と同様に

試掘工（追加分）2005/3/29 2005/4/8 10日 遅延日10日まで期間延長は0日，以後はクリティカルパスへ変化し遅延に比例し期間増加
遅延日11日目以降クリティカルパスが変化

遅延原因タスク期間
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図-86 05/9 月末までの実施工計画 

 
図-87 05/9 月末までの実施工計画（2） 
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図-88 05/9 月末までの仮想施工計画 

 

図-89 05/9 月末までの仮想施工計画（2） 
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表-15 05/9 月末までの考察 

 

工事タスク名 日数 考察
東電緊急工事 2005/2/7 2005/2/11 5日 遅延の増加に比例し期間増加

0-4日の場合は遅延日0日、タスク12と同時進行のため
遅延日1日以降で以降のクリティカルパスが変化
短縮1日以降でタスク38に猶予が出てクリティカルパスに変化

試掘工（追加分） 2005/3/12 2005/3/16 4日 遅延の増加に比例し期間増加
期間0日の場合，つながるタスク21へは完了後1日猶予があるので期間短縮は6日

試掘工（追加分） 2005/3/17 2005/3/23 6日 遅延の増加に比例し期間増加
期間0-5日の場合は遅延日0日、タスク12，13と同時進行のため
また，元はクリティカルパスであったが0-5日期間ではクリティカルパスから外れる
遅延日1日以降で以降のクリティカルパスが変化→1と同様に

試掘工（追加分） 2005/3/29 2005/4/8 10日 遅延日10日まで期間延長は0日，以後はクリティカルパスへ変化し遅延に比例し期間増加
遅延日11日目以降クリティカルパスが変化

不明水道管 2005/8/26 2005/8/27 2日 遅延日2日で自身がクリティカルパスに変化し，周囲のクリティカルパスも変化
遅延日3日以降で期間延長が発生し，以後は遅延の増加に比例し期間増加
期間0-1日の場合は，関連するタスクの期間は短縮されるが，同時進行タスクのため総期間には影響しない

不明管処理 2005/9/17 2005/9/20 3日 遅延日10日まで期間延長は0日，以後はクリティカルパスへ変化し遅延に比例し期間増加
切り取った期間では先のタスクがリンクされていないため，切り取った期間の最終日の9/29日を超えた時点でクリティカルパスに変化し，以後期間増加する

遅延原因タスク期間
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図-90 05/12 月末までの実施工計画 
図-91 05/12 月末までの実施工計画（2） 
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図-92 05/12 月末までの仮想施工計画 

 
図-93 05/12 月末までの仮想施工計画（2） 
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表-16 05/12 月末までの考察 

 

工事タスク名 日数 考察
東電緊急工事 2005/2/7 2005/2/11 5日 遅延の増加に比例し期間増加

0-4日の場合は遅延日0日、タスク12と同時進行のため
遅延日1日以降で以降のクリティカルパスが変化
短縮1日以降でタスク38に猶予が出てクリティカルパスに変化

試掘工（追加分） 2005/3/12 2005/3/16 4日 遅延の増加に比例し期間増加
期間0日の場合，つながるタスク21へは完了後1日猶予があるので期間短縮は6日

試掘工（追加分） 2005/3/17 2005/3/23 6日 遅延の増加に比例し期間増加
期間0-5日の場合は遅延日0日、タスク12，13と同時進行のため
また，元はクリティカルパスであったが0-5日期間ではクリティカルパスから外れる
遅延日1日以降で以降のクリティカルパスが変化→1と同様に

試掘工（追加分） 2005/3/29 2005/4/8 10日 遅延日10日まで期間延長は0日，以後はクリティカルパスへ変化し遅延に比例し期間増加
遅延日１１日目以降クリティカルパスが変化

不明水道管 2005/8/26 2005/8/27 2日 遅延日5日以降周囲のタスクの期間が変わるがクリティカルパスに変化はしない
遅延日9日以降さらに周囲のタスクの期間が変わるがクリティカルパスに変化はしない
遅延日13日以降で自身がクリティカルパスに変化し遅延に比例し期間増加

不明管処理 2005/9/17 2005/9/20 3日 遅延日14日以降で他のタスクのクリティカルパスが猶予のあるタスクに代わる

管路移設布掘（下水） 2005/9/26 2005/10/1 6日 遅延日9日以降で期間延長が発生し，以後は遅延の増加に比例し期間増加
短縮1日ではにクリティカルパスから猶予タスクへと変化するが期間短縮は他のタスクと平行のため0日

遅延原因タスク期間
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図-94 06/7 月末までの実施工計画 
 

図-95 06/7 月末までの実施工計画（2） 
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図-96 06/7 月末までの仮想施工計画 

 
図-97 06/7 月末までの仮想施工計画（2） 
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表-17 06/7 月末までの考察 

 

工事タスク名 日数 考察
東電緊急工事 2005/2/7 2005/2/11 5日 遅延の増加に比例し期間増加

0-4日の場合は遅延日0日、タスク12と同時進行のため
遅延日1日以降で以降のクリティカルパスが変化
短縮1日以降でタスク38に猶予が出てクリティカルパスに変化

試掘工（追加分） 2005/3/12 2005/3/16 4日 遅延の増加に比例し期間増加
期間0日の場合，つながるタスク21へは完了後1日猶予があるので期間短縮は6日

試掘工（追加分） 2005/3/17 2005/3/23 6日 遅延の増加に比例し期間増加
期間0-5日の場合は遅延日0日、タスク12，13と同時進行のため
また，元はクリティカルパスであったが0-5日期間ではクリティカルパスから外れる
遅延日1日以降で以降のクリティカルパスが変化→1と同様に

試掘工（追加分） 2005/3/29 2005/4/8 10日 遅延日10日まで期間延長は0日，以後はクリティカルパスへ変化し遅延に比例し期間増加
遅延日１１日目以降クリティカルパスが変化

不明水道管 2005/8/26 2005/8/27 2日 遅延の増加に比例し期間増加
短縮1日ではにクリティカルパスから猶予タスクへと変化
0-1日の場合は遅延日0日、他のタスクと同時進行のため

不明管処理 2005/9/17 2005/9/20 3日 遅延日4日目以降にクリティカルパスへと変化
遅延日5日目以降は遅延の増加に比例し期間増加

管路移設布掘（下水） 2005/9/26 2005/10/1 6日 遅延の増加に比例し期間増加
短縮1日ではにクリティカルパスから猶予タスクへと変化するが期間短縮は他のタスクと平行のため0日

不明コンクリート調査・ 2006/5/26 2006/6/1 6日 遅延日5日目以降にクリティカルパスへと変化
遅延日6日目以降は遅延の増加に比例し期間増加

遅延原因タスク期間

表-18 短で遅延を与える設定期間 

 

2005/1/11ー  2005/3 月末 ウィンドウ 0 の遅延日  

 
 

2005/1/11ー  2005/6 月末 ウィンドウ 1 の遅延日  

 

 

2005/1/11ー  2005/9 月末 ウィンドウ 2 の遅延日  

 

工事タスク名 日数 遅延を与える設定期間 遅延日
東電緊急工事 2005/2/7 2005/2/11 5日 5日 6日
試掘工（追加分） 2005/3/12 2005/3/16 4日 5日 1日
試掘工（追加分） 2005/3/17 2005/3/23 6日 7日 1日

遅延原因タスク期間

工事タスク名 日数 遅延を与える設定期間 遅延日
東電緊急工事 2005/2/7 2005/2/11 5日 5日 6日
試掘工（追加分） 2005/3/12 2005/3/16 4日 5日 1日
試掘工（追加分） 2005/3/17 2005/3/23 6日 7日 1日
試掘工（追加分） 2005/3/29 2005/4/8 10日 21日 1日

遅延原因タスク期間

工事タスク名 日数 遅延を与える設定期間 遅延日
東電緊急工事 2005/2/7 2005/2/11 5日 5日 6日
試掘工（追加分） 2005/3/12 2005/3/16 4日 5日 1日
試掘工（追加分） 2005/3/17 2005/3/23 6日 7日 1日
試掘工（追加分） 2005/3/29 2005/4/8 10日 21日 1日
不明水道管 2005/8/26 2005/8/27 2日 5日 1日
不明管処理 2005/9/17 2005/9/20 3日 10日 1日

遅延原因タスク期間
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表-19 短で遅延を与える設定期間の検討 

 

2005/1/11ー  2005/12 月末 ウィンドウ 3 の遅延日  

 
 

2005/1/11ー  2006/7 月末 ウィンドウ 4 の遅延日  

 

  

2005/1/11ー2006/10 月末 ウィンドウ 5 の遅延日  

 

 

 

工事タスク名 日数 遅延を与える設定期間 遅延日
東電緊急工事 2005/2/7 2005/2/11 5日 5日 6日
試掘工（追加分） 2005/3/12 2005/3/16 4日 5日 1日
試掘工（追加分） 2005/3/17 2005/3/23 6日 7日 1日
試掘工（追加分） 2005/3/29 2005/4/8 10日 21日 1日
不明水道管 2005/8/26 2005/8/27 2日 3日 1日
不明管処理 2005/9/17 2005/9/20 3日 8日 1日
管路移設布掘（下水） 2005/9/26 2005/10/1 6日 16日 1日

遅延原因タスク期間

工事タスク名 日数 遅延を与える設定期間 遅延日
東電緊急工事 2005/2/7 2005/2/11 5日 5日 6日
試掘工（追加分） 2005/3/12 2005/3/16 4日 5日 1日
試掘工（追加分） 2005/3/17 2005/3/23 6日 7日 1日
試掘工（追加分） 2005/3/29 2005/4/8 10日 21日 1日
不明水道管 2005/8/26 2005/8/27 2日 3日 1日
不明管処理 2005/9/17 2005/9/20 3日 8日 1日
管路移設布掘（下水） 2005/9/26 2005/10/1 6日 7日 1日
不明コンクリート調査・撤去 2006/5/26 2006/6/1 6日 12日 1日

遅延原因タスク期間

工事タスク名 日数 遅延を与える設定期間 遅延日
東電緊急工事 2005/2/7 2005/2/11 5日 5日 6日
試掘工（追加分） 2005/3/12 2005/3/16 4日 5日 1日
試掘工（追加分） 2005/3/17 2005/3/23 6日 7日 1日
試掘工（追加分） 2005/3/29 2005/4/8 10日 21日 1日
不明水道管 2005/8/26 2005/8/27 2日 3日 1日
不明管処理 2005/9/17 2005/9/20 3日 8日 1日
管路移設布掘（下水） 2005/9/26 2005/10/1 6日 7日 1日
不明コンクリート調査・撤去 2006/5/26 2006/6/1 6日 7日 1日

遅延原因タスク期間
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2005/1/11ー2006/10 月末までの切り取り期間に対して，遅延を与える設定期間の

際の遅延日の増加を図に示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-98 東電緊急工事の遅延を与える設定期間の際の遅延期間  

 

図-99 試掘工（追加分）の遅延を与える設定期間の際の遅延期間  
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図 100 試掘工（追加分）の遅延を与える設定期間の際の遅延期間  

 

 

図-101 試掘工（追加分）の遅延を与える設定期間の際の遅延期間  
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図-102 不明水道間の遅延を与える設定期間の際の遅延期間  

 

 

図-103 不明管処理の遅延を与える設定期間の際の遅延期間  
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図-104 管路移設布堀の遅延を与える設定期間の際の遅延期間  

 

 

図-105 不明コンクリート調査・撤去の遅延を与える設定期間の際の遅延期間  
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以上のデータを基に“Window” Analysis によって遅延解析分析を行っていく．  

遅延原因タスクとは実施工計画において遅延や設計段階からより精密な設計図面が

あれば不要なタスクと断定できるタスクを抽出したものであり，設計段階から BIM を

利用した場合はフロントローディングにより，これら全てのタスクを消去でき，再構

築された計画を仮想施工計画と定めている．本分析で用いる計画完了日は，仮想施工

計画の計画完了日 535 日を基準として分析を行う．実施工計画では遅延が発生したタ

スクを既に考慮して作成された計画であり，この計画より完全に遅延タスクの特定や

遅延期間の特定はできない．そこで，特定した遅延原因タスクが実施工計画完了日に

影響を与えないタスクについては，影響を与える 短日を特定し，その日を基準とし

て仮想施工計画に埋め込んでいき発生する遅延日の影響度を分析する．  

 

（3）分析結果 

 

（a）ウィンドウ 0 について 

ウィンドウ 0 のタスク 1 については，設計段階からより精密な設計図面があれば緊急

工事を行う必要がなく，予め，工事予定を組んでおくことが出来るため工期遅延の影

響の低減を行うことができると考えられる．タスク 2-3 においても設計段階からより

精密な設計図面があれば試掘の追加分をおこなわなくても一定の試掘で埋設場所を

把握できる．そのためウィンドウズ 1 内で発生する 低遅延日 8 日間は発注者責任

（EC）と定められる．  

 

（b）ウィンドウ 1 について 

ウィンドウズ 1 内にはウィンドウ 0 の遅延日も蓄積されており，遅延日が 9 日間発生

するが，“Window”分析では新たに発生した遅延のみ評価していく．ウィンドウズ 2

内の新たな遅延はタスク 4 であり，前述同様に，試掘工（追加分）が遅延原因タスク

であり，新規発生遅延の 1 日は，発注者責任（EC）と定められる．  

 

（c）ウィンドウ 2 について 

ウィンドウ 2 での新規遅延はタスク 5-6 であり，不明水道管の発見と撤去である．不

明水道間の発見は設定期間 5 日より遅延が発生する．こちらも，精密な設計図面があ

れば，予め，対応された計画を作成することができ遅延の影響は少なくなったと考え

られる．しかし発見，初期対応に 5 日の期間を費やすことで発生してしまう工期遅延

のリスクについては発注者の責任もあるが，対応の遅さという点でタスク 5 に発生す

る遅延 1 日は施工者責任（NN）と定められる．  

タスク 6 は不明管の撤去である．不明管の撤去に関しては，遅延が発生した分だけ施

工者責任（NN）と定められ，ウィンドウ 2 内の合計遅延 2 日は施工者責任（NN）と
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定められる．  

 

（d）ウィンドウ 3 について 

ウィンドウ 3 での新規遅延はタスク 7 の管路移設布堀（下水）である．このタスクは，

タスク 5-6 とリンクされたタスクであり，前のタスクの影響を受ける工程になってい

る．そのため，タスク 7 で生じる遅延日 1 日は施工者責任（NN）と定められる．  

 

（e）ウィンドウ 4 について 

ウィンドウ 4 での新規遅延はタスク 8 の不明コンクリート調査・撤去である．こちら

も，精密な設計図面があれば，予め，対応された計画や仮想施工シミュレーションな

ど作成することができ遅延の影響は少なくなったと考えられる．しかし調査，撤去対

応に 12 日の期間を費やすことで発生してしまう工期遅延のリスクについては発注者

の責任もあるが，対応の遅さという点でタスク 8 に発生する遅延 1 日は施工者責任

（NN）と定められる．  

 

（f）ウィンドウ 5 について 

ウィンドウ 5 内に発生する新規遅延はない．ウィンドウ 5 は工事完了付きであり設定

した全タスクがリンクされている．これまでに遅延原因タスクとして想定してきたタ

スク 1-8 の期間を遅延発生までの 短期間日で設定すると，前のウィンドウよりも早

く遅延が発生してくるタスクや猶予期間が発生するタスクが生じている．これは切り

取る区間によって刻一刻とクリティカルパスは変動していることを示し，本工事の施

工の複雑さが垣間見られる．そのため，このような複雑性のある工事では，施工段階

より前の設計段階から BIM モデルを作成した図面があることによる仮想施工やガン

トチャートを用いた工程計画を行う価値がある．  
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表-20 “Window”分析結果  

 

 

図-106 ウィンドウごとの遅延日  

ウィンドウ内 の 遅 延
ＥＣ Ｎ Ｎ

0（開 始 ） 2005/1/11ー 2005/3月 末 543日 8 0
1 2005/1/11ー 2005/6月 末 544日 1 0
2 2005/1/11ー 2005/9月 末 546日 0 2
3 2005/1/11ー 2005/12月 末 547日 0 1
4 2005/1/11ー 2006/7月 末 548日 0 1

5（完 了 ） 2005/1/11ー 2006/10月 末 548日 0 0
合 計 9 4

ウ ィン ド ウ 番 号 ス ケ ジュール 更 新 完 了 期 間
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表す．  

 

 

 

 

 

  

 

図-107 終完了月 2006/10 月の仮想施工計画  

 

図-108 終完了月 2006/10 月の実施工計画  
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 “Window”分析結果での結果は 短日の遅延日で分析を行ったが，ウィンドウ 1 での

発注者責任の遅延や，ウィンドウ 3，4 の施工者の遅延は 1 日でも遅延が発生すると

即施工完了日に影響を与えるタスクであることが明確にされた．また，図-108 より，

遅延の影響が大きくなるほどガントチャート内のクリティカルパスは変化していき

より複雑な工事へとなっていき 1 日の遅延が即全体の工期に影響を及ぼすのが明確で

あり遅延日が増えるほど施工に莫大なコストがかかってしまう．  
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CIM における情報マネジメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

1．  CIM による建設生産性向上のための施策検討の必要性 

 

 CIM の取り組みが成果を発揮して，建設生産性が向上して，より創造的な社会基盤

事業を達成するためには，ICT レベルの向上や，必要 低限の標準化は必要であるが，

本質的なことは，発注者・設計者・施工者等のステークホルダーの組織としての CIM

対応能力の充実，それらの協働体制の確立，それらの結果としての各組織が WIN－

WIN 関係を継続的に保持してゆけるメリットの 大化である．図-109 にこれらの観点

から重要と思われる施策を整理した．  

 

図-109 CIM における協働体制と対応能力 

 

BIM 導入による生産性を向上させるためには，関係組織のメリットの 大化が重

要である．そのためには，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．  

関係組織の対応能力を向上させるためには，人材の流動化と教育システムが重要で

ある．特に，各ステークホルダーに対応して，モデル作成能力，建設情報マネジメン

ト能力，情報ポリシー理解能力を有する人材の育成と活用が重要である．モデル作成

能力に関しては，特に，社会基盤施設の精通し，しかも３次元モデル作成や project 

management softwear を使うリテラシー能力の高い人材が必要であり，日本では育って

いない．建設情報マネジメント能力を有する人材がいなければ，BIM を有効活用した
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プロジェクト遂行は不可能である．国内の育成においては，社会基盤系学科と IT 系学

科の連携による人材育成が必要である．受注者のデル作成能力，建設情報マネジメン

ト能力有効に活用するためには，発注者においては，情報ポリシーを理解する人材が

不可欠である．  

協働体制の確立については，ECI などの新しい契約執行形態の試行による経験蓄積

や CIM マネジメント業務の試行が重要である．また，設計施工要件の緩和による積極

的な設計施工の活用が有効である．  

建設情報マネジメント能力，情報ポリシー理解能力を有する人材の育成，CIM マネ

ジメント業務契約の遂行により，コンサルタント，施工者，および発注者の３者メリ

ットを 大化することが可能となる．  

コンサルタントについては，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，設計検討の範囲が拡大する．その結果，設

計品質が向上する．施工者は，設計段階での施工性や維持管理性の検討が進むことで，

施工性が向上するとともに，施工時の設計変更リスクが低減することができる．発注

者は，設計品質や施工性・維持管理性が向上した施設建設が進むことで，生産性が向

上し，維持管理コストの縮減につなげることができる．  

このように，人材育成・活用戦略立案と実施，情報マネジメント技術の活用，契約

執行形態の改革が，BIM/CIM の活用の価値を上げるためには不可欠である．  

 

2．  人材育成に関する方法論の検討 

 Civil 3D や AMG など，CIM(Civil Integrated Management)の利用に力を入れている

2014 年には義務化を果たしたウィスコンシン州 DOT(交通局 )では，DOT 職員に Civil 

3D ユーザーグループを設け，建設コンサルタントに Civil 3D ワークフローのトレー

ナーを認定し，この両者が ACEC ユーザーグループを成している．教育プログラムに

おいては「DOT では道路設計の 3 分の 1 を自前の職員が行っている．残る 3 分の 2 は

コンサルタント会社の技術者が担当している」 50)ため、職員だけでなく外部の設計者

が習得しやすいトレーニングシステムを導入している．オンラインビデオによるトレ

ーニングには 100 時間以上の教材があり，ソフトの使用法や設計プロセスの情報提供

を行っている．ここで重要だと考えられるのが設計のワークフローを開発し，教育プ

ログラムにも設計プロセスを組み込んでいるという点である．CIM において用いるソ

フトウェアの使用法だけではなく，設計プロセスを教育することは，CIM を要素技術

としてだけではなく，広範な視野を持たせることにつながる．この教育法はプロジェ

クトをマネジメントする CIM マネージャーのような立場の人材を育てることに有効

であると考えられる．日本国内であると Civil User Group がソフトウェアの使用法の

教育を積極的に行っており，CIM に関する知識を得るのにも有効である．  

 CIM の技術の定着に関して，よりマネジメントを重視した方法は表-21 の AEC BIM 
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Protocol 40)「BIM プロジェクト実行計画」に成功したプロセスの主要な機能として挙

げられている役割と責任を明確にしたスキルマトリックスを利用したプロジェクト

チーム構成である．このような構成をすることで，事業における意思決定などを 適

化することができる．また，各担当者が所持しているべき能力が明瞭になり，教育の

適化が可能になると考えられる．CIM の利用に積極的な国内の建設コンサルタント

でもこのスキルマトリックスを意識したチーム構成を行っているところがある．  

 

表-21  AEC BIM Protocol におけるスキルマトリックス 

 

 

 

3．  プロジェクト執行形態の検討 

 

CIM の導入において， CIM の効果を十分に発揮するためには入札方式や契約方式の

柔軟化が求められる．CIM は計画・設計段階からの 3 次元モデルを中心としたプロジ

ェクト情報の作成・蓄積・使用が重要であるため，契約執行形態などの制度面の議論

も必要となる． 

CIM を活用していく際は設計・施工分離発注のように透明性の確保をしつつ．設計

施工一括方式のような情報の連続性を担保する執行形態が も望ましいと考えられ

る．具体的な契約執行形態として , Integrated Project Delivery（ IPD）や CM 方式などを

挙げ，CIM 運用に適した方式であるかを考察する．  

 

(1) IPD の概要 51) 

Integrated Project Delivery（ IPD）とは，アメリカで誕生した建設業における新しい発

注・契約形態であり，建築家，エンジニア，請負業者，発注者等の利害関係者が計画

の初期の段階から協力し， 適な構造物を作成するといった共通目的の基に， も有
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効な決定を共同で下すことを可能にする協業形態である．  

BIM を使って品質を確保しつつ経済的かつ短い工期で建物をつくるためには，後工

程において発生する可能性のある課題や問題点などを，着工前の設計段階で事前に対

応するフロントローディングを実践することが重要となる．建設プロジェクトの関係

者は多岐にわたり，地理的にも様々な場所に点在している．そこで，設計中の建物の

情報を共有という点において BIM の情報の統合管理が大きな役割を果たすと考えら

れる．設計中の建物の BIM モデルをインターネット上のサーバーに入れておき，関係

者の常時閲覧可能にすることで，設計内容や進捗状況が判明となる．上流工程におい

て設計中である BIM モデルを，建設会社など後工程を担当する人が確認し，問題点が

あれば，事前に修正することができる．  

また，意匠設計者と構造・設備の設計者が同時並行で設計を進めることもでき，干渉

が生じた場合，その場でお互い調整することができる．  

IPD では施主の役割も重要であり，先送りにしがちなデザインや構造についての意思

決定を早い段階で行うことで，円滑な設計・施工が可能となり，手戻りによるコスト

を削減できる．  

 

(2) CM 方式の概要 52) 

CM(construction management)方式は CMR という役割を据えることで，発注者のプロ

ジェクトマネジメントを支援する方式である．  

発注者支援の一環として，プロジェクト全体のスケジュール管理，コスト管理，品

質管理などを CMR が担当する．また，設計・施工の各段階での発注業務や事業者の

募集・選定・契約などを支援する．  

CM 方式は発注者側に十分な技術力や人員が確保できていない場合や，複数事業の

同時並行に際し，事業者間調整や工程管理を円滑に行いたい場合に用いられる．図-110

に CM 方式の事業形態を示す．  
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図-110 CM 方式の事業形態 

 

 

図-111 CM/GC 方式の契約形態 

 

(3) CM/GC 方式の概要 53) 

CM/GC 方式は Construction Manager / General Contractor 方式の略称であり，設計段

階から建設会社 (CM/GC 会社 )と CM 契約を締結し，発注者が契約している設計者に

設計の支援などのプレコンサービスを行う．詳細設計が終わった時点で見積を行

い，発注者の同意を得ることができれば，CM/GC 会社は施工者として再び契約を行

う方式である．図-111 に CM/GC 方式の契約形態を示す．  
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図-112  ECI 方式の契約形態 

 

(4) ECI 方式の概要 54) 

ECI 方法は Early Contractor Involvement の略称であり，設計者による設計業務に施

工者による技術やノウハウを反映することのできる方式である．また，その反映によ

り工期・コストの削減につながる．高度な施工技術が想定されるため，施工者の協力

が必要な事業に用いられる．図-112 に ECI 形式の契約形態を示す．  

 

(5) 契約執行形態の整理 

ここで，BIM 適用時の執行形態として提案するための検討として，表-22 に CM/GC

方式，表-23 に ECI 方式の各機関のメリット，デメリット，BIM との適性を示す． 

 

表-22 CM/GC 方式導入の検討  

 

 

CM/GC方式 発注者 設計者 施工者

メリット
施工方法や設計に対して発注者
の意見を反映させやすい, コストが
早期に把握可能

CM/GC企業の支援により
施工性を考慮した専門的
な設計が可能

技術提供を行うことで，施
工に取りかかりやすくなる

デメリット
契約が複数回になる可能性,発注
者の関与が重要である

設計に関してCM/GC企業
との調整が不可欠となる

詳細設計後の工事見積
において発注者の同意が
得られないと,施工者とし
て契約できない

BIMとの適性
施工者CM/GC企業としてが設計段階から関わることでフロントローディングを行いやす

く，BIMと併用で効果を発揮すると考えられる．
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表-23 ECI 方式導入の検討 

 

 

 

 

4．  BIM における情報マネジメントの取り組み 

 

情報マネジメントの制度化はイギリスの BSi が作成した BS119232)のサポートドキ

ュメントである PAS1192-2:201333)にみられる．「PAS1192-2 は，BIM を使用して提供さ

れるプロジェクトに関連する情報マネジメント要件に関する具体的なガイダンスを

提供する」 33)． 

この文書は BS1192 と CIC BIM Protocol, First Edition, 2013 53)などを参照しており，

これらの参照文書は PAS1192-2 の適用に必要不可欠であると述べられている 33)．

PAS1192 にはプロジェクトの段階によって文書が異なるが、本論文では設計，施工に

おける情報マネジメントを取り扱う PAS1192-2:2013 を参照した．  

 PAS1192-2:2013 は発注者側から提出要求される「発注者の情報要件 (EIR：Employer’s 

Information Requirements)」に応じて受注者側は発注者が，サプライヤーの取組案，能

力及び力量が「発注者の情報要件 (EIR)」を満足するか評価するための文書である「契

約前 BIM 実施計画 (BEP：BIM Execution Plan)」を作成する．契約後は「契約前 BIM 実

施計画 (BEP)」を詳細化し，プロジェクト実施計画 (PIP：)，タスクチーム情報引き渡し

計画 (TIDP：Task Information Delivery Plan)マスター情報引き渡し計画 (MIDP: Master 

Information Delivery Plan)などを含む「契約後 BIM 実施計画 (BEP)」を作成する．この

「契約後 BIM 実施計画 (BEP)」の内容を指標としプロジェクトのマネジメントを行う．

図-64 に「発注者の情報要件 (EIR)」の要求から「契約後 BIM 実施計画 (BEP)」作成ま

での資料の大枠の関係を示した．  

ECI方式 発注者 設計者 施工者

メリット
事業形成初期段階に建設業者の
ノウハウ活用が可能，事業期間の
短縮，設計変更の減少

設計変更の減少，事業形
成初期段階に建設業者の
ノウハウ活用が可能

事業期間の短縮

デメリット 発注者の意見を反映させにくい
施工者の施工性が重視さ
れ，特徴のある設計が生
まれない可能性がある

施工者を選定する際にコ
スト圧縮の技術提案を行
うプロセスがあるため，コ
スト圧縮の可能性がある

BIMとの適性
透明性の確保が非常に大きなテーマになる，設計段階から情報を充実させることができ

るためBIMの運用におけるフロントローディングの実行が容易となる
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5. CIM の効果的活用のための情報のマネジメント法の導入に関する検討 

 日本国内における情報マネジメントの向上のために PAS1192-2 における重要だと考

えられる要素から日本における情報マネジメントに関する制度検討の方針を示した． 

 

(1) 情報マネージャーの役割の任命  

 

情報マネージャーは CIC BIM Protocol において「発注者によって情報管理の役割を

果たすために任命された人」と定義されており，発注者は情報マネージャーとしての

役割を担う関係者を指名することが義務づけられている．情報マネージャーの役割は

プロジェクトの様々な段階でコンサルタントまたは受注者となる設計リーダーまた

はプロジェクトリーダーのいずれかによって実行される可能性が高い 12)．また，場合

によっては，発注者は独立した情報マネージャーを任命することもできる．CIC BIM 

Protocol によれば，情報マネージャーの主要な責任は以下のように要約できる 12)．  

 

 プロジェクトにおける情報交換のためのプロセスと手順の管理  

 プロジェクト情報計画と資産情報計画の開始と実施  

 情報交換などのプロジェクト成果の準備を支援する  

 モデル生産・引き渡し表 (MPDT: Model Production and Delivery Table)の更新を

含む BIM プロトコルの実装  

 

日本国内においては CIM の情報を管理する情報マネージャーに関する制度にあ

たるものはなく，情報管理における計画を契約に必要なものと位置づけ，情報マ

ネージャーの任命を行っていく必要がある．  

情報のシームレスなマネジメントという点で，情報マネージャーを設計及び施

工の段階での役割分担，契約の形態について考察する．設計施工一括であればコ

ンサルタントとゼネコンの JV の中に，明確に BIM による情報マネジメントの能

力と実績のある BIM マネージャーを置くことが望ましい．Liu ら 30)も指摘して

いるように，設計コンサルタント・施工者は，そのオリジナリティを維持できるメ

リットから，その内部に BIM コンサルティング機能を持つことを好むものの，

BIM コンサルタントの能力を有する企業は多くないため，発注者から見ると BIM

コンサルタントを設計コンサルタント・施工者以外の第三者から選ぶことで BIM

の効果が発揮されやすいことを考慮するべきである．  

また，設計施工分離発注の場合には，現状では，設計コンサルタント，施工を受

注する請負者のなかに，BIM マネジメントの機能を持つことが必要であるものの，

設計の施工の間での情報の隔絶は BIM の有効性を阻害する要因であることから，
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BIM の経験が豊富で能力のある独立した第三者と発注者の間で BIM マネジメン

ト契約を結ぶことが望ましい．  

ECI に関しては，Porwal ら 28)は，設計段階から発注者側に BIM コンサルタン

トを置き，設計に関して BIM を活用して連携検討する請負業者を含むパートナー

シップを提案している．このように，発注者は必ずしも BIM のスペシャリスト機

能を有する必要はなく，適切な専門家のコンサルティングを有効に活用すること

が望ましい．  

いずれにしても，BIM マネージャーは単に情報の専門家集団ではなく，建設プ

ロジェクトに精通した情報の専門家集団であることが必要となる  

 

図-113 PAS1192-2 における概略図  

 

(2) 情報の承認プロセス設定 
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PAS1192-2 における情報の承認プロセスは共通データ環境 (CED： Common data 

environment)によるものであり BS1192 の共通データ環境 (CED)を拡張したものと捉え

られる．図-71 に共通データ環境 (CED)の構造を示す．  

発注者と契約した受注者 (階層 1)において複数のタスクチームを設け，そのそれぞ

れの階層において，タスクチーム管理者，タスク情報管理者，BIM 製作者などの役割

分担が設定されている．  

 また①～⑥におけるプロセスにおいても情報マネージャーや発注者などの役割分

担が行われている．日本国内における CIM においても，維持管理段階へいかに有用な

情報を漏れなく引き継ぐことが重要であるため，共通データ環境 (CED)のような情報

のプロセスの設定を入札段階で要求文書に加えるなどの取り組みが必要であると考

えられる  

 

．  

図-114 PAS1192-2 における共通データ環境(CED) 

 

 

 

 

 

(3) 発注者に求められる役割 

 PAS1192-2 において発注者の役割として特徴的であるのは，主に設計段階におい
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て，発注者側の平易な言葉による質問に対して受注者が適切な回答を提供することが

業務プロセスに含まれることである．つまり，BIM に関する高度な情報に関する知識

を有しない発注者が関わる場合においても，十分なコミュニケーションが保障される

ことが必要である．発注者の役割は，BIM を当該プロジェクトに適用することの意義

を明確にし，「発注者の情報要件 (EIR)」を適切に作成することである．また，ポリシ

ーをもって BIM マネジャーを適切に制御することである．このように，発注者側の

BIM に関する知識に依存することのないシステム構築が有効である．日本国内の CIM

の本格導入において PAS1192-2 などを参照し，情報のマネジメントに焦点をあてた制

度設計の指針を示した．ライフサイクルを通して情報の活用を行うためにも，情報マ

ネジメントにおいての積極的な議論がなされるべきであると考えられる．  

これまでのところ，CIM の導入推進における発注者の役割に関しては，試行事業の

中で活用型技術監理業務として外部支援を取り入れ，発注者内での業務の効率化や課

題の解決ツールとして CIM の活用を推進するリードオフマンの育成を想定して，事業

の上流段階や業務の各ポイントで CIM の具体的な活用方策の提案をもらうだけでな

く、３次元 CAD の取り扱いに対するアドバイスも求めることとしている．この取り

組みは，発注者側におけるインハウスでの BIM マネジメント機能を充実させることを

目指した取り組みであるといえる．  

一方，さらに重要なことは BIM プロジェクトにおける発注者と受注者の役割を明確

化することである．経験と知識の豊富な第三者を有効活用して BIM 技術及びそのマネ

ジメントに関わる機能を提供するのは受注者の役割である．発注者の役割は，BIM を

用いることのポリシーを理解し，ポリシーを実現するために，課題を克服するための

制度を設計することである．この制度により受注者および BIM マネージャーを適切に

制御し，統合的な情報マネジメントを実現することが発注者には求められる．  

 

(4) コンサルタントの役割 

 BIM をベースとして設計をする場合，設計段階で施工性や維持管理性を十分検討するフロ

ントローディングが必須である．ライフサイクルコストにおける設計コストの比率は高々5％

程度であり，これを増やしても余りあるメリットが，施工性や維持管理性の向上で得られ

る． 

設計コンサルタントあるいは施工を担当する請負者の中に，CIM マネジメント機能

を持たせる場合，特に中小の企業には CIM を活用できる人材は皆無である場合が多

く，社員自らがモデリングをして業務に取り組んでいる業者は少なく，多くは下請け

のモデリング専門企業にモデルを作成させているのが現状であり．このような状況で

は，従来の業務とモデリング業務が社内グループの中で乖離し，情報マネジメントが

成立しないばかりか，将来的な発展性も阻害されることになる．しかし，このような

状況も社内の問題であり，発注者などの他のステークホルダーが関与できない課題で



107 
 

ある．このようなビジネスモデルでは発展性がないため，そのような企業は CIM の流

れから取り残されてゆく可能性が高いであろう．  

そのように考えた時，発注者は BIM マネージャーに求められる能力を明確にして，

経験と知識の豊富な第三者を BIM マネージャーとして契約して，統合的な情報マネジ

メントを行うことが求められる．日本国内の CIM の本格導入において PAS1192-2 な

どを参照し，情報のマネジメントに焦点をあてた制度設計の指針を示した．ライフサ

イクルを通して情報の活用を行うためにも，情報マネジメントにおいての積極的な議

論がなされるべきであると考えられる．  
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第5章 

 

契約執行形態の変革による CIM の推進 
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1. 設計施工分離と課題克服 

 

図-115 に示すように，1959 年の建設省事務次官通達「土木事業に係わる設計業務等を委託

する場合の契約方式について」56）において，「設計業務の受託者には原則として，当該設計に

係わる工事の入札に参加させたり，または当該工事を請け負わせてはならない．」とされ，以

来，原則として，建設業務において，建設コンサルタント業務領域とコントラクターやメーカ

ーの業務領域の境界をはずしてはならないこととされてきた．石井 57）は，「設計者に対する発

注者の基本的要請は，国民の利益に合致するような設計をすること」であり，「コントラクタ

ーなどが設計する場合には，機材，技術者，建設労働者，各工事種目に対する技術などの経営

資源を『自社の利益を 大限にする』ように動員することは経営者として当然のことであ

る．・・・資本主義社会では売手（コントラクター）が自らの利益を 大にするという行動が

倫理としてもまた実利としても正しいのである．」と述べている． 

 

 

図-115 設計と施工の分離の原則 

 

設計施工分離において，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．その一つは，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

ある人材を得ることである．図-116 に示すように，コンサルタントにとって 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，BIM 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して

ゆくことが望ましい． 
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図-116 関係組織の CIM 対応能力の充実 

 

一方，マネジメント技術などが発達した結果，マネジメントにより 高の技術の提供や公正

性を担保できると考えられるようになってきた．事業の透明性，社会的公正性，場合によって

は工事費の妥当性に多少の問題があっても，工期短縮や複雑化した事業への効率的な対応に重

きを置く動きが出てきた．CAD をはじめとしたコンピュータ技術の進歩により，それまでは高

度な技術を持つコンサルタントでないとできないと考えられていた詳細設計，実施設計などの

技術が平易な技術となった．高度化した複雑な事業では，設計技術より計画技術，施工・製作

技術の重要性が高くなった 57）． 

 

 

 

図-117 設計施工分離の見直し 

 

 図-118 に，国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドラガイドラン 58）

に示された，「公示段階で仕様の確定が困難」かつ「 も優れた技術提案によらなければ工事

目的の達成が難しい」工事に対して技術提案・交渉方式を適用の在り方を示す． 
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図-118 技術提案・交渉方式の運用ガイドライン 58） 

 

本ガイドラインでは，図-119 に示すように，設計段階で，施工者が随意契約により，別途設

計者と契約されている設計業務に，施工の優先交渉権者として技術協力業務を行う王式を提示

している． 

 

図-119 技術協力・施工タイプ 58） 

 



112 
 

 この方法は，ECI（Early Contractor Involvement）と呼ばれ，現在 CIM プロジェクトにおい

て試行されている．Wondimu は公共インフラプロジェクトにおける ECI の成功要因を次のよう

に示している 59）．  

 

 コントラクターの早期の関与 

 コントラクターへの管理可能なリスク移転 

 プロジェクトオーナーの能力 

 コントラクターの貢献に対する適切な報酬 

 コントラクターの資格 

 プロジェクトオーナーと請負業者との間の信頼関係 

 

 特に，設計者，技術協力者としてのコントラクター，発注者の間でのリスク分担の明確化は

重要であり，これを明確にしないまま設計と施工の分離原則からは好ましくない方式を導入す

ることは好ましくない．重要事項として「信頼」というある意味でわが国特有のプロジェクト

成功要因が，ECI 成功の要因として挙げられていることは興味深い． 信頼に基づく執行から，

契約に基づく執行への脱皮が図られている中で，あらためて信頼を重要視する執行形態が導入

されることについては，上記の成功要因を踏まえた制度設計が必要であろう． 

 

2. 設計施工一括における JV 方式の重要性 

 

CIM を活用する も大きなメリットは，図-120 に示すように，設計段階までに，施工や維

持管理段階で起こりうるリスクを予測して，設計に反映させることである．したがって，設

計と施工を一社が請け負う設計施工一括方式は，CIM4 との親和性が高い契約方式である． 

 

図-120 設計時の仮想施工によるプロジェクト 適化（韓国 TaeSungS&I 社提供） 
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設計施工一括方式には，図-121 に示すように二つの異なる形態がある．一つは，わが国で

一般に行われているように大手ゼネコンのみが設計と施工を請け負う形態である．この形態

では，コントラクターに対するコンサルタントのチェック機能がないことから，発注者ある

いは国民の利益を守ることができないという懸念がある．欧米では，The Engineer と呼ばれ

る技術者が関与する，いわゆる三者構造がとられており，これにより国民の利益を守ること

になる．しかし，わが国では，基本的に発注者と受注者の二者構造で執行されることから，

懸念は払しょくされない． 

設計施工一括方式の場合，コンサルタントの役割には 2 種類があり得る． 

 

1)建設請負業者によって使用される設計者の役割 

2)設計施工請負業者の調達につながる計画・調査・概念設計の支援や 

初期計画・設計・建設中の発注者代表としてのアクション 

 3)発注者から元請けとしてプロジェクト業務を請け負い，独立した建設企業あるいは 

グループ企業などの第三者により建設サービスを提供 

 

1)の場合には，コンサルタントとコントラクターがコンソーシアムを組み，コンサルタン

トが設計を担当し，施工・製作までをコントラクター・メーカーが担う．コンサルタントと

いう牽制者をコンソーシアムの内部に持つことができるため，設計施工一括ではあるが，設

計施工分離における設計と施工の独立性の保持という面を保つことがある程度できる．2)の

場合には，コンサルタントは The Engineer としての役割を担う．いずれの場合においても，

民間企業は企業としてのメリットを 大化することが企業目標であるから，建設請負企業の

みが単独で設計と施工を請負う方式に比べて，独立した企業であるコンサルタントがコンソ

ーシアム等の形態で関わることのメリットは大きい．国内においては，3)のパターンは見ら

れないが，海外においてはあり得る形態であり，将来的にコンサルタントの役割がここまで

大きくなることは過大な期待ではないであろう． 
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図-121 設計施工の二つの形態 57） 

 一方，建設請負企業が単独で設計施工一括で設計・施工を担当する場合であっても，その企

業の設計能力や施工能力を総動員してプロジェクトを遂行することができるのであり，実施す

るメリットはある．ただし，基本的に一企業が設計と施工を共に請け負うのであれば，それは

社内のメリット 大化の課題は社内で解決すればよいことであり，異なる立場のステークホル

ダーが協働して生産性を向上させるという問題ではなくなる．しがたって，それはそれぞれの

企業がそれぞれの判断で BIM/CIM を必要性に応じて利用すだけのことであり，社会的な課題と

しての解決優先度は高くない．例えば，建設分野において鋼橋の製作架設部門や自動車をはじ

めとする製造業において，3 次元モデル等の BIM/CIM に対応する技術が建設業界に比べて数段

進んだのは，企業メリット 大化を目指した結果といえる． 

 

 

3. コストおよびスケジューリングに関する情報マネジメントの必要性 

 

繰り返し述べるように，BIM または CIM による生産性向上は，仮想モデルによる事前制作

にある．国際的建設企業である SKANSKA 社のウェブサイトにおいても，図-122 に示すように

BIM モデルによる仮想施工・仮想製作と，プロジェクトチームによる協調作業により，設計

の完成度と精度が高まり，視覚化され，施工は言うまでもなく，運用，維持管理まで統合的

に実施されることでライフサイクルコストが顕著に低減するのである． 
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図-122 BIM/CIM の目的 

 

 それを実現するためには，図-123 に再掲するように，3 次元モデリングは中核となる技

術であるが，それと共にリソース，コスト，工程に関する情報を 3 次元モデルと連携させ

て，統合的に管理することが不可欠となる． 

 国内建設プロジェクトにおいては，図-124 に示すように，スケジュール管理については

完成期日以外，契約の当事者である発注者と受注者を束縛するものはない．従って，スケ

ジューリングやそれに伴うリソースやコストに関する情報も，当然，関係を束縛しない．

すなわち，これらの情報を発注者と受注者が共有したり，交換したりする必要性はない．

従って，施工者は，社内の都合によりどのように工程を管理してもよいのであり，その経

過を残す必要もない．このことは，CIM による仮想施工や実施工を行う上では致命的とい

える．さらに，コントラクターとサブコントラクターの間でも，契約金額を既決定コスト

とし，建設プロセスにおいて，本来は工程とリンクして管理されるべきコストやリソース

情報も共有される必要はない． 
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図-123 設計時の仮想施工によるプロジェクト 適化（再掲） 

 

 

図-124 国内プロジェクトにおけるスケジュール管理 60）  

 

図-125 に示すように，仮想施工基盤を構築するためには，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必要である．もちろん，施工フェーズに

おいても，設計時の仮想施工と同様なのの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． 
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図-125 CIM を基盤としたプロジェクトの仮想施工による設計・．施工計画立案 

      

4. 予定価格の上限拘束性の撤廃 

 

木下は，公共調達において，基本的に変わらない七つのポイントを挙げている 61)． 

 

図-126 公共調達で変わらない七つのポイント 61) 
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このなかで，価格の制限を必ず定めること，ならびに，交渉手続きを定めていないこと

は，CIM を活用して設計の精度・品質を向上して，これによって公共プロジェクトのライフ

サイクルコストを低減するために重要である． 

ECI などの新しい形態が出てきており，また，設計施工一括方式もその適用の拡大が図られ

ると考えられるものの，依然としてコンサルタントの役割は大きいと言える．それは，プロジ

ェクトのライフサイクルコストと品質を設計段階で定める役割を担うからである．設計業務に

おいては，今後，CIM の利用が拡大し，それによって設計品質が向上してゆくであろう．その

場合，予定価格の上限拘束性は，コンサルタントの CIM 活用のインセンティブを低下させる大

きな要因となる． 

木下によれば，「官側が技術を有していた経緯から，わが国においては工事が請負化して以

降も，公共工事の設計・積算は発注者の仕事であり，価格は官側が定めるものとの考えが残っ

た．」のであり，「予定価格の上限拘束は，発注者が適正と考える価格を上回らない範囲で契約

することを可能とする仕組みであるため，発注者にとって問題のない仕組みだった」．さらに，

「建設業者にとって，予定価格の上限拘束の仕組みは，発注者側の積算を公式なものとするこ

とにより受注者側の実際の価格構造をあきらかにしないでよいものであ 」り，「そのうえ，過

当競争が生じなければ予定価格が適正である限り一定の利益を確保できるのであり，好ましい

仕組みだった．」61)すなわち，コンサルタントは，発注者の決めた予定価格に対して，自らの

業務の価格構造を明らかにする必要がなく，過当競争がなければ，適正な予定価格のものでは

一定の利益を確保できる制度である． 

しかし，CIM が導入されれば，創意工夫によって，設計品質は格段と向上することが期待さ

れるのであり，その能力が高ければ高いほど，それに見合った利潤を得る構造が望ましいと言

える． 

 

図-127 設計コストがライフサイクルコストに占める割合 
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図-127 に設計コストがライフサイクルコストに占める割合の一例を示す．この割合は高々

数％である．すなわち，仮に設計業務における予定価格の上限拘束が撤廃されたとしても，

それによる設計コストの上昇は，ライフサイクルコストを基準に考えれば許容できる範囲で

ある．同様の趣旨で，設計業務において，価格交渉方式が積極的に採用されることが望まれ

る． 

 

5. 設計成果としての BIM モデルの著作権 

 

CIM モデルは，榊原・大森によれば，「作成された BIM データは建築主が中心となって流通す

ると考えるのが自然であ」り，また，「建築設計を受注した設計者が BIM データに対しても原

著作権を持つのは問題ない」とされている．「他の BIM データ作成関与者に関しては，・・・芸

術性や創作性のある行為を関与した者が行ったかどうかにより判断されることになる．」した

がって，例えば，設計段階で施工関係者が関与して施工性や維持管理性などに関する助言を行

うなどにより協力しても，芸術性や創作性のある行為を行ったか否かで判断され，単純に関与

したから著作権が発生するとまでは言えない．一方，「維持管理者が属性付与したり，データ

入力支援会社の関与については，芸術性，創作性というのは難しい」ことから，公共事業の発

注者が，維持管理段階でデータを付与した場合に，著作権は発生しないといえる．また，「BIM

データに内在する建物に関しデータに起因する瑕疵問題が起きた場合，だれが責任を取るかと

いうことである．BIM データの作成に設計者と同時に施工者が関与するという傾向は，そうし

た事態を避けたいとも考えられる．」62) 

 

 

図-128 コンサルタント業務成果物の望ましい著作権のあり方 63) 
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一方，公共土木設計業務等標準委託契約約款によれば，その第 6 条（著作物の譲渡等）にお

いて，「受注者は、成果物が著作権法に規定する著作物に該当する場合には、当該著作物に係

る受注者の著作権を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する」のされており，著作物

の著作権は受注者から発注者に移る．これに対して建設コンサルタンツ協会では，図-128 に示

す状況に対して，改善を要望している．特に財産権は発注者に譲渡される現状に対して，財産

権を受注者に残し，発注者には使用権を許容する方向に変更することが望まれている． 

FIDIC における見解を文献 64)からまとめた． 

 

FIDIC の見解： 

 技術者に とっての関心事は、彼自身の設計の特異性と、将来、彼自身が再利用する権利

を保護することと、 甲が不適切に応用したら高価な法的責任に結びつくおそれのある設

計を第三者が再利用することを 管理することである。 

 ある全体的な設計は再利用されることはないが、全体設計の中で、特殊な部分は技術者も

再び利用したくなるかもしれない。 

 FIDIC はコンサルタントが著作権と技術の委譲に公正な対価を得ることを推奨する。 

 まれな場合にのみ、甲にとって、乙の成果物の再利用を防ぐ合法的な理由がある。たとえ

ば、あるホテルチェーン所有者が、自分のホテルの特徴的な部分を、ある建築家が再利用

しようとする場 合である。甲が、将来の業務に乙の成果物を再利用することで、将来の

業務から乙を閉め出すべき でないという妥当な理由で乙は再利用を否定する。 

 

 FIDIC の推奨： 

 一般的な場合として、契約書は乙が設計図、仕様書と他の図書類の著作所有権を保持すべ

き であると規定するのが妥当であろう。  

 甲は、プロジェクトの運営と管理の目的でのみ、乙が作成したそのプロジェクト用の図面

と 図書を使用、製作または複写する権利を与えられるべきである。  

 限られた状況のもとでは、著作権の所有が甲へ完全に委譲すると契約書が規定するのも妥

当 であるかもしれない。 

 すべての場合、もし、著作所有権が完全に甲側に移る場合は、契約書で乙の報酬が必然的

に 高くなることを認めるべきである。 

 

 このように国際的機関である FIDIC においても，設計者の設計物に対する著作権を保護

し，発注者に対しては，使用、製作または複写する権利を与えるべきとしている．今後，CIM

の進展に伴って，設計成果物の創造物としての価値は高まってゆくであろう．従って，その

ことを踏まえて，改めて設計成果である CIM モデル等の著作権のあり方を改善することが望

まれる．   



121 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6章 

 

改革のための阻害要因とその克服 
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1. 改革を阻む世間という“社会” 

 

江戸時代まで，わが国には「社会」や「個人」という用語は存在しなかったといわれている．

明治維新をきっかけとして，西欧から”society”および”individual”という言葉が輸入さ

れ，その際に訳語が検討された結果，それぞれ，「社会」および「個人」と訳されることとなっ

た．この時期，西欧では 11 世紀から 12 世紀におけるキリスト教の浸透により，図-129 に示

すように，唯一神との関係の中で「個人」が確立され，その確立した個人を構成者とする「社

会」が形成された． 

 

図-129 社会と個人，世間と「人」65),66) 

 

一方，わが国では，明治維新で近代化を急いだために，「社会」および「個人」という概念が

輸入されたが，一神教が普及しなかったために，「個人」が確立されず，伝統的な価値観が温

存された結果，「世間」という西欧や近代国家には見られないユニークな「組織」が残ること

になった．「世間」とは，個々の人々が具体的な関係を有するか，将来，具体的な関係を持つ

と思われる人々の集団である．例えば，学校の同窓会，企業やその部局，家族，学会などが「世

間」です．「世間」というものの特性，西欧との比較，影響と課題を一覧にまとめた． 
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図-130 改革を阻む「世間」という“社会”65),66) 

 

私たちは，このような特性を持つ「世間」の中で生き，活動をしている．第一には，お互い

の有償の扶助である「贈与互酬関係」があるために，無償の扶助が成立しにくくなり，排他的・

閉鎖的で，公共性が存在しにくいことが挙げられる．現在，西欧諸国では，「ソーシャルビジ

ネス」，「ソーシャルインパクト投資」などが進んでいますが，わが国では，なかなか進んでい

ない．「世間」という身内での有償での相互扶助を基本としているためといわれる．第二に，

「世間」という狭い「社会」の論理が優先され，過度の集団主義が存在し，他者の規範でしか

自分の行動を規定することができません．その結果，論理的な議論は進まず，「世間」の中の

声の大きい年長者に従うことが良いとされる．第三には，これらの結果として，改革は遅々と

して進まない．「世間」が与えられたものとして認識され，自分自身もその構成員であるため，

それを変革するという意識が芽生えにくいからである． 
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図-131 改革を阻む「世間」という“社会”65),66) 

 

これらのことが関連して，特に公共的な活動をしたり，無償の行為を広めたり，それらを推

進するために改革を目指す場合に，「世間」の論理という大きな障害が立ちはだかる．  

これらのことから，日本人は不特定多数の個人から成り立っている「社会」を対象として物

事を考えることが苦手で，自分の所属している様々な「世間」の論理で物事を考える癖がつい

ている．したがって，例えば世界の中のある地域で先端的な社会システムが出来上がっていて

も，それを我が国に導入しようとすると，「世間」を納得させなければならず，論理的に物事

が進まない． 

CIM に関する取り組みについていえば，現在の建設界という「世間」の中で，既存の建設プ

ロセスプロセス，契約執行形態を大きく変更することなく実施できる範囲で，各社・各組織が

新技術を導入して，その有効性を示そうとしている．しかし，本来は， 新の技術が効果的

に利用できるような建設プロセスや契約執行形態の変革をしつつ，この技術を導入するべきで

ある．しかし，そのような「世間」を変革する方向には向かいにくいのが日本という「社会」

といえる． 

また，著者は大学に勤務して 40 年近くなるが，典型的な「世間」の中で働いていると感じ

ざるを得ない．「研究室」，「学科」，「学部」，「専門分野」などの「世間」の論理を 重要とし，

改革に関しては文部科学省や大学上層部からの外圧に抗しながら，自分たちの城を守っている．
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「世間」の一員ではなく，「社会」の一員として，この社会をどういう方向に変革してゆくべ

きかの自己変革的な議論はなかなか進まない． 

あるいは，現在の日本は超高齢化社会であり，少数の若年層が多数の高齢者を支える，いわ

ゆる「棺桶型」人口分布に向かって邁進している．これを何とかするためには，出生率を上げ

るか，外国人の受け入れを加速するしか手はない．しかし，日本という「社会」の将来のため

に子供をたくさん持とうという意識は，「世間」の中で生きている人々には生まれにくく，ま

た，「世間」に異質な外国人を多数受け入れる方向には進めない社会である．  

いくつかの例を考えてきたが，この中から学べることは何であろうか．私たち日本人は，「世

間」という狭い組織の中で，「個人」を主張せず，周囲を気にしながら，当面は当たり障りの

ない言動を選択していくことになる．このような状況は，先進国には見られない状況であり，

かなり特異な国に住んでいるということを意識しなければならない．そのうえで，様々な「世

間」のなかで，意識的に「世間」としての特性に封印をして，多様な意見を認め合い，その中

からリーズナブルな結論を導いてゆく努力を継続することが必要だと考える．「世間」が所与

性を有する，すなわち与えられているものであることから，これらを実現することは，容易な

道ではない．明治維新以前から現在まで引き続き維持し続けてきたわが国の「世間」というも

のを理解することが，それらのための第一歩といえると考える． 
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2. 議論の文化と改革の推進 

 

アトキンソンは，図-132 に示すように，英交流の「議論の文化」が成熟していると述べて

いる 67)．“Sticks and stones may break my bones, but words will never harm me.” と

は，日本語に訳せば，「石や枝を投げられたら骨が折れるかもしれないけれど，言葉にはその

力はない．」となる．すなわち，議論において，意見は意見として冷静に受け止め，それを受

け入れるかどうかは自分で決める．何か反対意見を言われただけで，心や態度を変えてはな

らない．イギリスでは，議論での攻撃はあくまでのその意見に対する攻撃であって，個人に

対する攻撃として受け止めてはならないという文化が社会全体に浸透しているのである． 

 

図-132 英国流の議論の文化 67) 

 

また，アトキンソンは，図-133 に示すように，「日本はトップダウンではない，下から出

ないとうまくいかないと言われますが，いままでの経験で下に言われて変わったことはあま

りなく，下に断ってから上に変えてもらったことが大半で」あり，「仕事の規模によって分不

相応な業者をより厳しくふるいにかけるべきではないかと言うと，『仕事を独占する気か』

『弱いものいじめだ』と批判される」と述べている．さらに，「七千万円の仕事の実績しかな

い会社が三億円の仕事を請け負うのであれば，少なくとも小さな会社を集めて JV を組むべき

ではないか・・・ですが，元請けが許されるならお金がかかる JV を組む動機は」ないので

あり，「戦後，人口が大きく増えて経済が急ペースで成長した時代には，さまざまな歪みが発
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生したり潜在したりしても，成長によってカバーされて問題になりませんでした．しかし，

いまは人口が減少して，制度が歪み，矛盾が大きく表面化してきています．その問題を解決

することによって成長と活性化のチャンスがあると私は思います」，と述べている． 

CIM が本格的に導入されようとしているとき，50 万社に及ぶ建設企業は，将来をどのよう

に考えるべきであろうか．能力と体力のある企業のみが，CIMN の導入に追随し，追随できな

い企業は淘汰されてゆくのであろうか．CIM の本質が，設計時における仮想施工・仮想製作

による，ライフサイクルコストの低減とより良質な社会資本の整備にあるとすれば，企業の

規模や，プロジェクトの規模に関わらず，機会は均等に与えられるべきであろう．分離分割

発注の下で，この目的に沿って設計を行えるコンサルタント並びに，それを受けて，製作・

施工の品質を向上させることのできるコントラクターが成長してゆくのであろう．アトキン

ソンが述べているように，「分不相応な業者をより厳しくふるいにかける」きっかけが，CIM

導入であるのかもしれない． 

 

図-133 非効率大国ニッポン 68) 

 

木下は，図-134 に示すように，改革を阻む要因を分析している 61)． 

 

 日本の法令は，条文自体を建前論で厳しくしておいて，法律違反かどうかの裁量の余地を

残しているものが多い． 
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 法令を厳格に適用すると不都合であっても，改正せずに運用面で弾力的に工夫しようとす

る傾向がある． 

 柔軟な運用を行うことによって，会計法の不都合な点が顕在化しないようにしてきた．こ

のため，明治会計法制定以来の枠組みを変更しないまま今日に至ったといえる． 

 会計法の場合は，財務省主計局法規課が所管しており，内閣提出法の改正を実現するには，

この所管課が提案しなければならない． 

 国土交通省が会計法の改正が必要と考えることがあっても，それを公式に外部に向かって

発言するには，所管省である財務省と協議して意思統一を行わなければならない． 

 財務省は，各省庁への予算配分権を有しているなど上位の立場にあることから，特に財務

省が所管している法律に対して他省が財務省と異なる見解を公式に発することは極めて

困難． 

 

 近年，国土交通省は，予定価格の上限拘束性の一部緩和や価格に関する交渉方式を取り入れ

るガイドラインを出し，改革の動きを示している．こと自体は，CIM の一層の推進の観点から

も望ましい改革である．しかし，まさに木下が述べているように，「法令を厳格に適用すると

不都合であっても，改正せずに運用面で弾力的に工夫」している施策であり，「明治会計法制

定以来の枠組みを変更しない」状況は依然として続いている． 

 

図-134 改革を阻むもの 61) 
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3. 人間性心理学から見た改革の意義 

 

この章を終えるにあたり，ヴィクトール・フランクルの人間性心理学から，改革をすること

の意義を考える．フランクルは，図-135 に示すように，20 世紀の心理学者・精神医学者であ

る．ユダヤ人である彼は，ド第 2 次世界大戦におけるドイツのユダヤ人強制収容所のひとつで

あるアウシュビッツ強制収容所に収容された数少ない生存者の一人である．ロゴセラピー（実

存分析）を提唱し，人生の意味，意味への意思，意志の自由性などを論じた．ここでは，彼の

多くの著作の中から文献 69)から 73)の内容を紹介し，改革を推進することの意義を考える． 

 

 

図-135 ヴィクトール・フランクル 

 

フランクルは，図-136 および図-137 に示すように，人生の意味は，「意味への意思」を持っ

て，態度・創造・体験の価値を生むことにあり，特に自己超越的に態度価値を実現することに

より，自己実現あるいは幸福が結果として得られるとした．自己超越とは自分自身の欲求と関

わらないことを意味しており，利他性と通ずる． 

他の動物が利用価値をもつのに対して，人間に利用価値を求めるべきではないとし，良心と

いう意味器官を用いて，自律的に束縛されず行動を起こすことができる人間の人格的価値の重

要性を説いた．ここで，人間は「何かからの自由」と「何かへの自由」という二つの自由性を

有しており，前者は束縛からの自由を，後者は行動への自由を意味している．特に後者の自由

は良心に基づいて行動することの自由性であり，これこそが人間の人間たるゆえんであるとさ

れている．自由性を有する行動により，未来は選択され得るのである． 
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図-136 人間性心理学の諸要素 69)-73) 

 

図-137 人間性心理学の要点 69)-73) 

 

また，人生の意味は，人により，日により，時間によって異なってくるものであり，重要な

ことは人生一般の意味ではなく，各人の人生の個々の瞬間における態度決定などによる意味で

ある．このことは，特にある特定の人間の判断が多数の人間の生命を危険に陥れたり，逆に救

ったりすることになる，災害時の避難行動の選択では重要である．また，快楽への意志や力へ
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の意志は，意味への意志の喪失により生まれるとしている．このうちの力の意志は，自己顕示・

達成・支配などの欲求の結果と見ることができる． 

一方，人間は必ず死ぬという有限性を有するが，行動を起こした事実は過去の事柄になるこ

とによって固定化され，永遠に生きるとした．また，体験すること自体にも価値を見出し，特

に避けられない苦悩を体験することが，それが固定化され永遠化されることで価値となるとし

ている． 

マズロー図-138 に示す欲求階層論 74),75)を提唱しているが，人間の根本的な関心は意味への

意思であるというフランクルの見解に同感している 70),73)．一方，フランクルは，低次の欲求

が満たされない時こそ意味への意思といった高次の欲求が差し迫ったものになることがある

ことへの考慮がなされていないことを，マズローの欲求階層論の問題として指摘した 72)． 

 

 
図-138 マズローの欲求階層論 74),75) 

 

人生の意味は，「意味への意思」を持って，態度・創造・体験の価値を生むことであり，特

に，改革に当たっては，自己超越的に態度価値を実現することにより，自己実現あるいは幸福

が結果として得られる．世間というしがらみや，従来からの慣習にとらわれず，自分の保身を

考えず，自らの態度を決めることが重要である．  

良心という意味器官を用いて，自律的に束縛されず行動を起こすことができる人間の人格的

価値が人間としての価値であり，良心に基づいて行動することの自由性こそが人間の人間たる

ゆえんである．人生の意味とは，各人の人生の個々の瞬間における態度決定などによる意味で

ある．  

人間は必ず死ぬが，行動を起こした事実は過去の事柄になることによって固定化され，永遠

に生きる．裏を返せば，重要な局面において行動を起こさなかったこと，誤った選択をするこ

となどもまた過去に固定化され，それを消し去ることはできないのである．  

改革を議論する際には，これらのことを常に念頭に置き，各々個人が，改革の議論に加わる

ことの意味を高めることが必要であり，そのことによってのみ，改革は人類の福利に貢献する

ものとなるのであろう．  

 

安全欲求

生理的欲求

承認欲求

所属欲求

自己実現欲求
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1．  結論 

 

 本研究では，CIM において重要であるのは情報マネジメントであるという前提のも

と，都市内地下駅舎建設事業の仮設構造物を対象に CIM モデルの作成と，更新タイミ

ングの異なる 2 つの 2 次元図面間の比較を行った．CIM モデル化により 2 次元図面で

は不整合が生じてしまうという限界を示し，また，モデル化には CIM による情報の統

合を前提とした情報を扱わなければ，有効な CIM モデルは作成することができないこ

とを確認した．2 次元図面間の比較では，施工中の設計変更を抽出し，CIM の活用可

能性を探ることで，CIM の利点にも埋設管情報の精度など与条件に依存してしまうと

いう限界があることや，設計における図面の承認プロセスが CIM モデルの成否を左右

することを示した．  

これら実事例の分析を行うことで得られた情報マネジメントにおける検討事項か

ら，PAS1192-2 という設計施工段階における「情報マネジメント要件に関する具体的

なガイダンスを提供する」文書から日本国内における情報マネジメントの向上のため

に重要だと考えられる要素から，制度検討の方針を示した．そこでは情報マネージャ

ーの任命を義務付け，発注者の要件を満たすような情報マネジメントについての計画

を要求するなどが制度検討として重要である．また，事業に関わる発注者・施工者・

設計者が各々役割を明確にしたうえで事業を取り組むことが，CIM による生産性向上

を推進すると考えられることを示した．  

発注者の情報要件 (EIR)や BIM 実行計画 (BEP)などの概念はすでに韓国が積極的に取

り入れており，受発注者がそれぞれ BIM を活用しやすいように BIM 実行計画 (BEP)と

発注者の情報要件 (EIR)のテンプレートも作成されている．情報化施工に検討の中心が

偏りつつある日本国内であるが，上記のような CIM モデルの運用に不可欠である情報

のマネジメントの制度検討こそ も重要なことと思われる．  

 建設執行の原則的方式である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、そのうえで、

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 BIM/CIM の活用によ

り担保することが，BOM/CIM の利用することの成果を 大化するために不可欠である。

また、設計施工一括方式においては、コンサルタントと請負企業の役割を明確に意識

したコンサルタントと請負企業による JV 方式を導入するべきである。これにより、発

注者は協調的環境で設計に対して発注意図を的確に実現でき、施工者は施工性の担保

された高品質な設計により設計変更リスクを回避できる。 

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。特に、コンサルタントについては、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。そのためのインセンティブとしては、コン
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サルタントの「発注者のお手伝い」からの脱却、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。 

また、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必要である。すなわち、

設計フェーズにおいて発注者・設計者間でコスト、リソースおよびスケジューリング

情報を共有することが必要である。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。そこで、設

計時並びに施工時において、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情報共有してゆくよう、これら情報の契約にお

ける位置づけを変更することが必要となる。 

 

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。 
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わが国では，世界的に見て特異な「世間」という狭い「社会」の論理が優先され，過度の集

団主義が存在し，他者の規範でしか自分の行動を規定することができず，改革は進みにくい．

CIM に関する取り組みについては例外ということはできないであろう． 新の技術が効果的に

利用できるような建設プロセスや契約執行形態の変革をしつつ，この技術を導入するべきであ

る． CIM の本質が，設計時における仮想施工・仮想製作による，ライフサイクルコストの低減

とより良質な社会資本の整備にあるとすれば，企業の規模や，プロジェクトの規模に関わらず，

機会は均等に与えられるべきである．  

人生の意味は，「意味への意思」を持って，態度・創造・体験の価値を生むことであり，従来

からの慣習にとらわれず，自らの態度を決めることが重要である．人生の意味とは，各人の人

生の個々の瞬間における態度決定などによる意味だからである．人間は必ず死ぬが，行動を起

こした事実は過去の事柄になることによって固定化され，永遠に生きる．裏を返せば，重要な

局面において行動を起こさなかったこと，誤った選択をすることなどもまた過去に固定化され，

それを消し去ることはできない．  

これらのことを念頭に置き，個々人が改革の議論に加わることの意味を高めることが必要で

あり，そのことによって改革が人類の福利につながるものとなる．  
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