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ＣＩＭの導入を目指す社会的背景 
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＜建設業の現状※＞ 

 就業者数の減少 

   H9：685万人 → H26：505万人（▲26％） 

 高齢化 

   Ｈ26：55歳以上が約34％、29歳以下が約11% 

 労働生産性の低下 

   H2：3,531円／人・時間 → H24：2,518円／人・時間 

建設生産システムの生産性向上が必要   

※出典：総務省「労働力調査」、日本建設業連合会「建設業ハンドブック2014」 

○ 建設投資の急激な減少により、ダンピング受注や下請企業へのしわ寄せ等が横行し、離職者の増加、若手入職者の減少といった構造的な問題が発生。 
○ 現下の大型建築工事等の入札不調・不落を含め、公共事業の円滑な施工確保のため、市場の実態を反映した最新の予定価格での発注や人材の効率的
な活用等の対策を実施。 

○ 今後の復興事業やオリンピック・パラリンピック東京大会による当面の一時的な需要増に対し高齢者の踏み止まりや離職者の再入職等を図りつつ、
2020年以降も見据え、今後懸念される中長期的な担い手不足に対し、官民一体となって、総合的な人材確保・育成策を講じることが必要。 

建設産業活性化会議中間とりまとめ（H２６．６）  【担い手の確保・育成に向けた課題と方向性】 

課
題 

２．誇り（若手の早期活躍の推進）  

３．将来性（将来を見通すことのできる環境整備） 

４．教育訓練の充実強化等 

５．女性の更なる活躍の推進 

１．技能者の処遇改善の徹底  

【中長期的視点に立った総合的な人材確保・育成対策の推進】 
６．建設生産システムの省力化・効率化・高度化 

(１) 新技術・新工法の開発、現場での活用促進 
  ○情報化施工、BIM、ＣＩＭ、情報共有システム等の活用推進   
(２) 発注見通し統合､施工時期の平準化､適正工期の設定 
(３) 受発注者間､元下間のコミュニケーションの円滑化等 
(４) 技術者・技能者の効率的な活用 

① 現場の省力化・効率化 

② 重層下請構造の改善 



○目的に、以下を追加 

 ・現在及び将来の公共工事の品質確保   

 ・公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成・確保の促進 

○基本理念として、以下を追加 

・施工技術の維持向上とそれを有する者の中長期的な育成・確保 

・適切な点検・診断・維持・修繕等の維持管理の実施  

・災害対応を含む地域維持の担い手確保へ配慮                                         

・ダンピング受注の防止  

・下請契約を含む請負契約の適正化と公共工事に従事する者の賃金、安全衛生等の労働環境改善 

・技術者能力の資格による評価等による調査設計(点検・診断を含む)の品質確保     

 等 

ＣＩＭの導入を目指す社会的背景 
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      公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律 

         ○ダンピング受注、行き過ぎた価格競争   ○現場の担い手不足、若年入職者減少       
        ○発注者のマンパワー不足  ○地域の維持管理体制への懸念  ○受発注者の負担増大 

＜目的＞インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保 

＜背景＞ 

☆ 改正のポイント：目的と基本理念の追加 

H26.4.4 

 参議院本会議可決（全会一致） 

H26.5.29 

 衆議院本会議可決（全会一致） 

H26.6.4 

 公布・施行  



（発注者） 

（発注者） 

３次元モデル 

（設計レベル） 
３次元モデル 

（施工レベル） 

３次元モデル 

（管理レベル） 

３次元モデル 
（施工完了レベル） 

・発注業務の効率化 

 （自動積算） 

・違算の防止 

・工事数量算出（ロット割）
の効率化 

・起工測量結果 

・細部の設計 

 （配筋の詳細図、現地取り
付け等） 

・干渉チェック、設計ミスの削減 

・構造計算、解析 

・概算コスト比較 

・構造物イメージの明確化 

・数量の自動算出 

・点検・補修履歴 

・現地センサー（ICタグ等） 

 との連動 

・施工情報（位置、規格、
出来形・品質、数量） 

・維持管理用機器の設定 

・施設管理の効率化・高度化 

・リアルタイム変状監視 

・干渉チェック、手戻りの削減 

・情報化施工の推進 

・地形データ（３次元） 

・詳細設計（属性含む） 

 （施工段階で作成する方
が効率的なデータは概略
とする） 

・設計変更の効率化 

・監督・検査の効率化 

施工（完成時） 

・現場管理の効率化 

・施工計画の最適化 

・安全の向上 

・設計変更の効率化 

・完成データの精緻化・高度化 

維持・管理 

調査・測量・設計 

（発注者） 

・適正な施設更新 

・３Ｄ管理モデルの活用 

【得られる効果】 

【作成・追加するデータ】 

【得られる効果】 

【作成・追加するデータ】 

【得られる効果】 

【作成・追加するデータ】 

【得られる効果】 

【作成・追加するデータ】 

【得られる効果】 

【得られる効果】 

【得られる効果】 

【得られる効果】 
・時間軸（４Ｄ） 

【追加するデータ】 

施工中 

３次元モデルの連携・段階的構築 

施工（着手前） 

３次元モデル例 

ＣＩＭの概要 

 「CIM」とは、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、維持管理の各段階においても３次元モデルに連
携・発展させ、あわせて事業全体にわたる関係者間で情報を共有することにより、一連の建設生産システムの効率化・高度化を
図るものである。 ３次元モデルは、各段階で追加・充実され、維持管理での効率的な活用を図る。 
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ＣＩＭ導入ロードマップ（制度検討の具体化） 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 

部分的試行による利活用・効果検証 
                     

相互フェーズでの利活用・効果検証  
産学官協働によるCIM構築・課題検証（H26～H27)                  

ＣＩＭ試行 

要領・基準 

導入ガイドラインの策定への課題整理               

データモデル取扱検討(試行事業) 
 ・設計業務 ・測量調査 ・工事                 

契約方式 効果的な契約方式の検討  
              

導入適用範囲の策定  

高度な維持管理システム、法令制度等を踏まえた、 
ＣＩＭ導入による管理者の業務改善の検討 
                 老朽化社会インフラおける高度な維持管理に関する方針策定等 

 ・社会資本老朽化対策会議 
 ・社会資本メンテナンス戦略小委員会 
 ・社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会 

教育・訓練 

関連する展開・動向 

 ＣＩＭ導入 
  ガイドライン策定 

(先導的導入事業) 
 

CIMの導入展開に伴う 
公的な普及・研修制度の策定 

維持管理 
プロセス 

現行基準の課題整理              

契約図書 

Ｅｘ．設計・施工一体型 （詳細設計付工事）(設計施工JV) 
   詳細施工計画付設計 
   計画-設計・施工マネジメント型・・・   

先導的導入事業の契約方式の策定   
Ｅｘ．デザインビルド、VE、PPP・・・ 

   インセンティブ、マネジメントフィー・・・              

契約図書取扱方針の策定  
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ＣＩＭの概要 

 調査・設計・施工・維持管理の効率化・高度化 

• 設計ミスや手戻りの減少 

• 合意形成の促進 

• 工事現場の安全性向上 

• 適確な維持管理 
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ＣＩＭ導入により期待される効果 

 工期短縮 

 生産性向上 

 品質確保 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

試行業務のH24～H26の推移：年度毎の件数 
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業務 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

試行業務の検証 
・H24からH26年度の試行業務40件の受注者に対し、調査票による効果、課題を検証 
・H27.3時点で未着手、または検証途中を除く業務38件で集計（意見項目185件） 
 

【具体的な意見】 
●品質向上（27件） 
 ・可視化による条件誤認の防止に寄与（2次元図面で分かりづらい構造条件等）。 
 ・橋台付近の踏み掛け版、排水、擁壁等との取り合い部分の不整合有無を確認。 
 ・将来の点検作業や点検動線の可視化による構造チェックに活用。 
 ・鉄筋フックの掛け方等、施工段階を見据えた視点での確認に活用。  等 
●効率化（12件） 
 ・可視化による取合いの位置、3次元CAD上での座標チェック等、作業の効率化が図れた。  
 ・3次元モデル作成時に、2次元図面の照合を行うことで、設計照査を省力化。 等 

効果：可視化による品質向上、効率化 
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業務 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

【具体的な意見】 
●受発注者等打合せ（12件） 
 ・立体的な部材の交錯、地形と構造物の相互関係の理解に効果があった。 
 ・時間的変化も加えた施工計画の視覚的な説明が可能となり、施工前の三者会議（発注者， 
  設計者，施工者）などに、円滑に活用できた。 
 ・３次元モデル活用で、関係者間の「思い違い」「認識の差」が排除できた。 等 
 
●地元協議等（5件） 
 ・様々な視点からの見せ方が可能となり、地元説明で十分な理解が可能となった。 
 ・計画地周辺の状況（隣接渓流，現況道路など）が認識しやすく、 
  地元住民の理解促進につながった。                   等 

効果：可視化による協議打合せの円滑性向上 
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業務 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

【具体的な意見】 

●干渉確認（12件） 

 ・過密配筋箇所の干渉確認を目的に、自動チェックシステムを活用。 

 ・図面では発見しにくい干渉箇所を自動抽出し、設計精度が向上。 

 ・鉄筋とPC鋼材、鉄筋と支承ｱﾝｶ等との干渉回避が、瞬時に確認でき、有効。 

 ・地下埋設物と構造物との干渉の把握に活用。               等 

効果：可視化による干渉確認 
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業務 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

課題：人材教育・コスト 

【具体的な意見】 
●人材教育（11件） 
 ・CIMに精通している人材が不足しているため、講習会等の情報を収集し、参加させる必要があった。 
 ・３次元モデルの樋門等のパーツが無いため、従来（２次元）以上に工数がかかる（熟練度の課題）。 

 ・オペレーター育成と社内ネットワーク環境への適応等、稼動させるまでにハードルがあった。 
●コスト（４件） 
 ・全国的にモデルを作成できる技術者が不足しているためか、作成費用も高額。 
 ・新規ソフトウェアの操作が未成熟のため、ベンダーTELサポートを導入する必要があり、 
  作業経費とは別に負担が必要となった。                       等 
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業務 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

CIMの課題：機器ソフト 

【具体的な意見】 
●機器ソフト（27件） 
 ・属性付加によりデータ容量が大きくなるため、ソフト改良等による処理速度向上が課題。 
 ・発注図として必要な図面（鉄筋加工）が描けないなどの課題も判明。 
 ・構造物を控除した土工埋戻し数量の算出ができないなど、ソフトウェア上の課題も判明。 
 ・３次元での視点移動、可視化操作には習熟が必要であり、ツールの操作性の向上を期待する。 
 ・ソフトウェアが稼働できるスペックのPCを導入する必要があった。         等 
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業務 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

CIMの課題：作業量 

【具体的な意見】 
●作業量（17件） 
・必要以上に精緻な３次元モデルの作成は手間が膨大で非効率となるため、３次元モデルの作り込み 
 レベルを見極める必要がある。 
・下部工配置上の重要な要素となる地下埋設物については、作り込みレベルを上げる等、メリハリを 
 つけることが効率的であると考えられる。  
・現況地形および計画の3次元モデルの構築の作業負担が多く、幅杭決定や以降の詳細設計に活用  
 できるための精度を満足しようとすると、かなりの作業量となる。 
・3Dモデル作成はある程度の2Dモデルを作ることから始めるため、作業の効率化とはならない。等   
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H26年度の試行事業のとりまとめ 

試行工事のH25～H26の推移：年度毎の件数 
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工事 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

試行工事の検証状況 

工種の内訳 

意見（84件）の内訳 
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受注者別の内訳 

17件 

67件 

工事 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

試行工事の検証状況 
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工事 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

【具体的な意見】 
●施工の手戻り削減（23件） 
 ・3Dモデルを用いた鉄筋干渉チェックにより、干渉箇所を確認・修正することにより、施 
  工段階での手戻りを削減できた。 
 ・最初の製作主桁をモデル化し、干渉箇所を事前に把握でき、鉄筋加工などの手戻りを無 
  くすことができた。  
 ・現場架設に先立って事前に施工性や干渉をチェックし、手戻りを削減することが出来た。 
 ・ﾄﾝﾈﾙ坑口上部ｱﾝｶｰと掘削の影響範囲の干渉を照査し、ｱﾝｶｰの破損を未然に防止し、 
  手戻り、再施工がなくなった。 
 ・狭い立抗内の切梁、水道管、埋設管等の干渉で間違い、漏れのないチェックができ、 
  仮設計画に係る所要時間が短縮された。                    等 
 

効果：可視化、干渉チェックによる施工の手戻り削減 
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工事 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

【具体的な意見】 
●安全教育、安全管理（14件） 
 ・安全教育訓練にモデル化した動画での施工手順を利用し、説明への理解度が向上した。 
 ・危険予知活動に３Dモデル化したものを使用し、安全意識の向上が見受けられる。 
 ・可視化による安全対策にかかる説明作業の効率化ができ、無事故無災害で竣功できた。 
 ・管路の土被り、既設埋設管の不可視部分の可視化で安全向上できた。 
 ・新規入場者への工事内容、迂回路の説明、工事内容、施工範囲等、安全教育に活用した。 
 ・吊り足場をモデル化し、現場作業者の安全教育の効率化、理解度向上に活用出来た。  等 

効果：安全教育、安全管理の向上、効率化 
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工事 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

【具体的な意見】 
●施工管理、品質管理（12件） 
・施工時の品質管理データを三次元モデル上に登録し、データ検索の簡素化に寄与。 
・現場検査でのタブレット端末活用で，検査時間および書類作成等の時間を削減することができた。 
・土工等の出来形管理に活用し、作業の効率化を図ることができた。            等    

効果：施工管理、品質管理の効率化 
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工事 



H26年度の試行事業のとりまとめ 

【具体的な意見】 
●あまり効率化に結びつかない（従来とあまり変わらない）（9件） 
 ・工事の内容、規模によっては、平面図と横断図で十分な場合がある。 
 ・施工ステップ毎のｺﾝｸﾘｰﾄ打設数量の自動算出を行ったが、単純な形状では非効率だった。  
 ・占用等埋設物の防護対策等では、離隔寸法等の現地確認が必要で、協議時間の短縮化は厳しい。 
 ・施工中の形状変更に対応できないため、参考値程度 等 
●ソフトへの課題（5件） 
 ・全主桁のコンクリート施工記録（属性情報）の、リアルタイムの入力が困難だった。 
 ・3次元モデルおよび切羽写真等のデータ容量が膨大化した。 
●モデル作成の課題（3件） 
 ・干渉ﾁｪｯｸ等の効果はあるが、モデル図化する作業に時間を要する。 
 ・モデル更新等の作業に相当な時間を要する。 

課題を残す意見 
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工事 



ＣＩＭの概要 

 調査・設計・施工・維持管理の効率化・高度化 

• 設計ミスや手戻りの減少 

• 合意形成の促進 

• 工事現場の安全性向上 

• 適確な維持管理 
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ＣＩＭ導入により期待される効果 

 工期短縮 

 生産性向上 

 品質確保 

効果を確認 

今後効果を検証 



産学官によるＣＩＭの構築 

22 

これまで 

• 直轄事業において、様々な工種の設計業務、工事において試行を実施 

• 各フェーズ（設計、工事）における効果や課題を整理 

＜産学官によるＣＩＭの構築＞ 
 

 ＣＩＭ導入ガイドラインの策定に向けて 

 

 ＣＩＭの導入効果がより発揮されると考えられる分野を４つ選定 

  （橋梁、トンネル、ダム、河川） 

 

 直轄事業におけるＣＩＭ試行事業の中から５つの案件を選定し、 

   産学官が連携した検討体制を構築 

 

 維持管理までの（を踏まえた）ＣＩＭモデルを構築 
   

⇒ 実モデル構築を通じて、課題の抽出、対応を検討 
※全国でのＣＩＭ試行は引き続き実施 



産学官によるＣＩＭの構築 

検討期間 
 2年間（H26年度～H27年度） 

 

 

 
 
 
 
検討内容 
 ・建設生産プロセスの各段階（調査、設計、施工、維持管理）に必要なモデル構築の精度 

 ・各段階で付与すべき属性情報 

 ・各段階間のデータ受渡しに関する課題と対応 

 ・受発注者間のデータ共有に関する課題と対応 等 
 
各団体の係わり（産、学、官） 
 産：CIM技術検討会等 

 学：土木学会 

 官：国土交通省（本省、地方整備局、事務所、国土技術政策総合研究所） 

H26年度 H27年度 Ｈ28年度 

 
 
 
 

先導的導入事業 
 ガイドライン策定 

＜産学官CIMモデル構築＞ 

実施計画 
 

 モデル構築・意見交換・検証 
（モデル精度、属性情報、情報連携等） 
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 1.目的 

新しい建設管理システムを構築するCIMを
実現するため、三次元オブジェクト等を活用
し、様々な技術的な検討を行うことを目的と
する。 
  
2.構成 
日本建設情報総合センター 
先端建設技術センター 
日本建設機械施工協会 施工技術総合研
究所 
建設物価調査会  
経済調査会  
国土技術研究センター 
日本建設業連合会 
全国建設業協会  
建設コンサルタンツ協会 
全国測量設計業協会連合会 
全国地質調査業協会連合会 
オープンCADフォーマット評議会 
 
3.オブザーバ 
国土交通省 大臣官房 技術調査課 
   総合政策局 公共事業企画調整課 
   国土技術政策総合研究所 
   国土地理院 
土木研究所 
 
 

1.目的 
CIMを導入するために現行の制度、基準等についての
課題を整理・検討し、CIMの導入を促進することを目的
とする。 
 
2.構成 
国土交通省 大臣官房 技術調査課 
           〃  官庁営繕部整備課 
           〃  公共事業調査室 
     総合政策局 公共事業企画調整課 
     水管理・国土保全局 河川計画課 
     道路局 国道・防災課 
     国土総合技術政策総合研究所 
       総合技術政策研究センター 
       建築研究部 
   国土地理院 企画部測量指導課  
土木研究所 技術推進本部  
建築研究所 
土木学会 土木情報学委員会 
建築学会 建築生産BIM小委員会 
日本建設業連合会 
全国建設業協会 
建設コンサルタンツ協会 
全国測量設計業協会連合会 
全国地質調査業協会連合会 情報化委員会  
 
3.オブザーバ  
日本建設情報総合センター、先端建設技術センター 
日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所、 
国土技術研究センター、経済調査会、建設物価調査会 

CIM技術検討会 CIM制度検討会 

産学官によるＣＩＭの検討体制構築の位置付け 

土木学会 

土木情報学委員会 等 
  

連携 
 

産 官 

制度・基準上の課題 技術的課題（疑問） 

学術的知見 

制度的課題解消、最小化 課題（疑問）の解消、最小化 

産・学・官協働による実モデルを通じた検討 
（H26～H27) 

連携 

学 
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産学官CIM 橋梁CIM 

トンネルCIM 

ダムCIM 

河川CIM 

産：CIM技術検討会 
学：大阪大学 矢吹 信喜教授 
官：大臣官房技術調査課、 
  水管理・国土保全局 
  道路局、国総研 
 
事務局 
（一財）日本建設情報総合センター 

□横浜栄IC・JCT 
産：（一社）建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会、（一社）日本建設業連合会 
  （一社）日本橋梁建設協会 
学：東京都市大学 皆川 勝 教授 
官：大臣官房技術調査課、道路局、国総研 
  関東地方整備局技術管理課、横浜国道事務所 

□大落古利根川側道橋 
産：（一社）建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会、（一社）日本建設業連合会 
  （一社）日本橋梁建設協会 
学：東京都市大学 皆川 勝 教授 
官：大臣官房技術調査課、道路局、国総研 
  関東地方整備局技術管理課、北首都国道事務所 

□佐久間道路浦川地区第一ﾄﾝﾈﾙ 
産：（一社）日本建設業連合会、（一社）建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会 
  （一社）全国地質調査業協会連合会 
  （一社）ｵｰﾌﾟﾝCADﾌｫｰﾏｯﾄ評議会 
学：熊本大学 小林 一郎 教授 
官：大臣官房技術調査課、道路局、国総研 
  中部地方整備局技術管理課、浜松河川国道事務所 

□胆沢ダム 
産： （一社）日本建設業連合会、（一社）建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会 
学：宮城大学 蒔苗 耕司 教授 
官：大臣官房技術調査課、水管理・国土保全局、国総研 
  東北地方整備局技術管理課、北上川ダム統合管理事務所 
 

□荻原築堤護岸他工事等 
産： （一社）日本建設業連合会、（一社）全国建設業協会、 
   （一社）建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会 
学：熊本大学 小林 一郎 教授 
官：大臣官房技術調査課、水管理・国土保全局、国総研 
  北陸地方整備局技術管理課、千曲川河川事務所 

検討体制（産学官CIM） 

産学官によるＣＩＭの構築の検討体制 
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