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「EU BIM Task Group」は、昨年（2017年）7月に2年
間の活動成果を取りまとめた『EU BIM Handbook』を
発表しました。　　　

本書は、BIMの普及拡大を通じた経済成長と競争力の
促進および公的資金への価値の提供という、欧州の政府
や公共事業発注者が直面する、重要度を増しつつある課
題に対応して、BIMの導入を拡大することを奨励してい
ます。

本書には、表-1に示すEU23ヶ国の政府機関が参加し、
「公共部門におけるBIMプログラムの戦略的枠組み」、「業
界育成」や「共通のフレームワーク」に加えて、参加各
国におけるBIM普及調査結果等が記載されています。

1.『EU BIM Handbook』の目的
本書では、BIMの導入における成功事例や策定された

基準を紹介し、公共機関相互、および欧州建設部門との

整合性を保つために作成されており、主な目的は以下の
とおりです。
■ 共通の理解と言語を構築する
■ BIMの一貫した導入を共有し促進する
■ 策定された基準と共通原則の普及を奨励する

2.『EU BIM Handbook』の構成
本書の構成は、図-2『EU BIM Handbook』　目次（日

本語訳）に示すとおりです。欧州における公共事業発注
者の利害関係者の観点から、以下に示す「BIM」に関す
る主要な課題について、第2章で一般原則として全体の
概略を説明しています。

図-2　『EU BIM Handbook』　目次（日本語訳）
（※日本語翻訳 : JACIC）

第3章では、現行の知識と欧州におけるベストプラク
ティスに基づいて奨励される事例を紹介しています。

EU BIM Handbook の概要
～建設業界における戦略的な効率化・価値、確信、成長の促進～

ニュースと解説

図-1　『EU BIM Handbook』　表紙
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一般原則に関わる主要な課題
■ BIMが公共セクターおよび公共事業発注者に対して

提案する価値
■ BIMの普及を奨励するために公共セクター組織がリー

ダーシップを発揮しなければならない理由
■ BIM導入に向けて欧州共通のアプローチを採用する

ことによるメリット
■ 政府や公共機関が戦略的なレベルでBIMをどのよう

に導入しているか
■ プロジェクトレベルで一貫性のある業務体制を可能

にするBIMの実装における一般的な定義

奨励されるアクションに関わる主要な課題
■ 欧州共通の戦略的アプローチをどのように導入するか
■ 欧州共通のパフォーマンス水準を事業レベルでどの

ように実装するか
■ 公共セクター事業の戦略レベルと実装レベルでBIM

がどのように導入されているか︲事例及びケースス
タディ

3.『EU BIM Handbook』の概要
本書では、BIM導入に向けて欧州全体の戦略的アプ

ローチを調和させる機会が存在すると結論付けています。
デジタル変革を促す政策および公共調達手法は、建設

分野におけるこの変化を支えることができる強力なツー
ルとして奨励されており、そうしたトップダウン型のリー
ダーシップが発揮されない限り、情報技術の低採用率や
偏在は今後も継続していく可能性が高く、結果として、
建設分野での大幅な生産性や価値の向上は望めません。

政府および公共分野の組織は、未だ活用されていない

デジタル技術が建設分野で採用される機会を拡大させる
ためにリーダーシップを発揮することで、より良い公共
サービスの提供および公的資金の価値向上を図ることが
できます。しかしながら、政府の力だけでこの目標を達
成することはできません。このデジタル変革を達成する
ためには、商業モデル、教育、技能開発、中小企業、既
存の慣習等に十分に配慮しながら、欧州全体および各国
レベルで業界と協力することが不可欠です。

本施策の目標は、民間との協力の下に、世界的な基準
を確立し得る高い競争力を持ち開かれたデジタル建設市
場を構築することです。この目標を達成するために、欧
州全体および各国において公共分野の協調された行動が
強く求められています。

最後に、本書は、発注者およびサプライチェーンに対
して、大規模な変革が必要となる建設分野のデジタル革
命に向けた第一歩についても解説しています。この変革
は直ちに達成することができるものではなく、戦略的な
BIM採用を成功させるためには、BIM要件の段階的な増
加に伴う調整期間が必要なことがこれまでの経験におい
て明らかになっており、政府および公共分野の発注者が
建設分野をデジタル時代へと移行させるうえで、必要な
支援を行うことを目的として作成されています。　

4．おわりに
本書の日本語版については、公開に関してEU BIMタ

スクグループと調整を行っています。調整が整い次第
JACICのホームページで公開する予定です。

（研究開発部　部長　森田義則） 

ニュースと解説

表-1　EU23ヶ国の政府機関
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第36回「社会基盤情報標準化委員会」の開催
～ 2017年度の活動中間報告および今後の活動について ～

JACIC便り

第36回 社会基盤情報標準化委員会（委員長：柴崎亮

介 東京大学教授、事務局：JACIC）が平成29年12月6日

（水）、TKP赤坂駅カンファレンスセンターにて開催さ

れ、2017年度活動の中間報告等が行われました。

写真1　委員会開催の様子

1．2017年度の活動中間報告
2017年度における組織体系は、下図に示す通り、特別

委員会と3つの小委員会で、各検討テーマに沿った標準

化に係る検討が進められています。

図1　2017年度 標準化委員会　組織図
 

今回の委員会では、特別委員会と各小委員会の活動状

況について報告が行われました。

　（1）特別委員会
＜皆川勝 委員長（東京都市大学）＞

　現在、次の4テーマの検討を行っています。

①  「CIMの全体像とロードマップ」や「土木分野に

おけるモデル詳細度標準（案）」の随時修正

②  クラウド環境を活用したCIMモデルの情報共有

方法および建設生産プロセスのあり方

③ CIM3D部品の運営方法

④ 活動が終了した各小委員会のフォローアップ

　（2）CIM3D部品に関する標準化検討小委員会
＜杉浦伸哉 小委員長（Civilユーザ会）＞

 　現在、CIM3D部品作成ガイドラインを作成してお

り、韓国・建設技術研究院（KICT）との意見交換会

を踏まえ、「部品作成標準化SWG」、「LOD/LOI SWG」

を編成し、同ガイドラインの検討を行っています。

　（3）地盤データ品質標準化小委員会
＜三村衛 小委員長（京都大学大学院）＞

 　地盤に係る事業リスクを低減するため、地盤調査結

果の利活用場面に応じた品質に係るトレーサビリティ

の確保のための検討を行っています。

　（4） 道路分野における点群データの属性管理仕様の
検討小委員会

＜中村健二 小委員長（大阪経済大学）＞

 　道路分野における構造物の特徴を考慮した点群デー

タ管理の標準化手法の開発に取り組んでいます。設計

や維持管理に係る既存仕様とのデータ連携も視野に入

れつつ、位置情報に基づき構造物を定義する点群デー

タ管理の考え方の標準化に関する検討を行っています。

2．今後の活動について
2018年3月1日より、2018年度小委員会の検討テーマに

ついて公募を開始する予定です。

また、次回の社会基盤情報標準化委員会は2018年6月

27日（水）に開催し、2017年度の小委員会活動成果およ

び応募された検討テーマの審議等を行います。

○標準化委員会HP：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

（研究開発部　研究員　田中直樹）
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今月号では、JACIC研究発表会に引き続き開催した研
究助成成果報告会の開催報告を行います。
○アンケート結果の概要

報告会では、15題の研究成果について報告いただきま
した。アンケートにご回答いただいた49名の方（JACIC
関係者分を除く）の所属、及び報告会の満足度は1月号
に示しました研究所発表会の結果とほぼ同様でした。

各報告内容の「有意義さ」に関してご回答いただいた
結果（下図）では、「コンクリート構造物の維持管理に
応用したCIMの構築とその有効利用」、「CIMに対応した
建設技術者育成のためのカリキュラム構築」、「吸着可能
なUAVとCIMデータに基づく自律点検システム及び維
持用CIMとの連携」の順に高い評価を得ています。

なお研究助成成果報告会においても報告題数は多く、
各研究の報告時間を短くせざるを得なかったことから、
今年もポスターセッションを実施し、参加者の方に研究
者の方々と直接意見交換、情報交換いただけるようにし
ましたが、十分なご活用に至らなかったことは今後の課
題です。

○次年度に向けて
報告会の最後に、研究助成審査委員会の島崎委員（日

本大学教授）から以下の趣旨のご講評をいただきました。
今後とも改善に取り組んでいく予定です。

・ 発表内容がCIMなどに集中している面があるので、
研究助成の公募時に、より広い分野のトピックが応
募されるよう配慮すべき。

・ 今後の考え方、研究の進め方についてはB/Cも考え
ながら、ぜひ汎用性について考えていただきたい。
基礎的研究から実際に使える研究をぜひこれから進
めていただきたい。

※ 報告資料等はJACIC HPに掲載しています。（アンケー
ト結果も1月末に掲載しました）

　　http://www.jacic.or.jp/josei/itiran_2017.html

（建設情報研究所首席研究員　宮川勇二）

平成29年度　研究助成成果報告会の開催報告
JACIC便り
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水害廃棄物発生量の把握とその適正な処理のあり方
コンクリート構造物の維持管理に応用したＣＩＭの構築とその有効利用

３次元形状測定技術

橋梁モデルBrIMのＣＩＭへの適用
地盤情報を活用した首都直下型地震身による地盤災害の予測と対策

リモートセンシングデータを用いた平野部における建蔽率推定手法の構築

３次元空間測量を用いたマルチ・ハザードマップの作成 など

インタラクティブ・ロボティックスによる橋梁診断スキームの構築

吸着可能なＵＡＶとＣＩＭデータに基づく自律点検システム及び維持用ＣＩＭとの連携

地形データアーカイブ整備による建設及び災害復旧支援

橋梁の維持管理技術の国際展開

３次元地形モデルの表示及び作成手法

ＣＩＭに対応した建設技術者育成のためのカリキュラム構築

防災情報データベースの構築とその活用
シームレス三次元地盤モデル構築

報告内容の有意義さ（％）

おおいにある あまりない まったくない わからない少しある

22
37

10
24

22
14

18
12

29
16
16
16

33
12
12

31
35

37
39

24
33

39
49

31
43

41
49

31
51

49

18
8

31
10

20
18

16
18

16
16
20

14
14

10
12

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
2

0

4
0

0
6

6
8

0
4

6
6
4
2

2
4

4

27701307 JACIC news_2月号.indd   4 2018/01/30   9:31:59

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran_2017.html


- 5 -

2018.2月号

1．国際土木委員会の設置
我が国では、建設分野における生産性向上に向けて

i-constructionが進められており、CIMの導入・活用の

ためのガイドライン等3次元データの活用の環境整備が

推進されてきました。世界的には、民間団体のbuilding 

SMART International（以下bSIという）が3次元データ

モデル仕様の国際標準化を進めており、日本としてもグ

ローバル化する建設分野において、こうした標準化活動

に参画することが重要となっています。

現在、bSIでは、平成32年を目途に国際標準の策定作

業が進められており、これから重要な時期を迎えること

になります。

このため、国際動向の把握、日本としての意向の反映

など日本のCIM整備とbSIの標準化活動との整合を図る

ため、昨年9月に国際土木委員会（委員長矢吹信喜大阪

大学大学院教授）をbuildingSMART Japan（以下bSJと

いう）とJACICとの共同で設置しました。

昨年12月19日に第1回の国際土木委員会を開催しまし

たのでご紹介します。

2．審議内容
2-1　国際土木委員会の役割

国際土木委員会の役割として以下の3つ

の機能を有し、関係者間の連携及び支援を

行うことが確認されました。行政や民間団

体等とbSI、bSJをしっかりとつないで参

ります。

① bSIの国際会議後の情報共有や分野共通事項等の

方針検討の場

② bSIからbSJを経由してくる情報、要請等の国内関

係者への伝達、調整機能

③ CIM導入推進委員会国際標準対応WG等とbSJ（bSI）

との連絡調整機能

また、オブザーバーについては、候補者のうち一部を

委員として参加要請することが提案され、引き続き検討

することになりました。

2-2　国際会議参加報告
昨年10月30日から11月2日までロンドンで開催された

bSIの国際会議の報告を行いました。各分野の進捗状況

や日本の参画状況などを報告し、情報共有とともに港湾

のように参画できた分野もあれば、鉄道のように参画で

きていない分野もあるなど課題も明らかになりました。

会議には世界28の地域から約330名の参加があり、日

本からは建築、土木の分野を合わせて16名が参加しました。

2-3　今後の活動方針
前述のとおり、国際標準化における日本の課題として、

bSIのInfrastructureROOM（分野別の分科会）において、

参加が不十分な分野が存在し、参加しないと情報を入手

することも難しくなっています。こうした中で国際土木

委員会の対応分野を拡大することが重要であり、本委員

会への参加者を拡大して情報を共有することから始め、

今後の対応方針を検討していきます。このため、国交省

の内部局や民間団体の参加を呼びかけて国際土木委員会

の充実を図ることとなりました。

3．bSI国際会議の東京開催
bSIの国際会議は年2回春と秋に開催され、今年は3月

26日から29日までフランスのパリで、10月16日から19日

まで東京で開催されます。東京での開催が決まり、これ

を契機に日本の体制の充実を図り、CIMの推進につなげ

て行きたいと思います。

目まぐるしく変化する技術や国際動向を的確に把握し

ながら適切な対応が取れるように国際土木委員会の活動

を進めて参ります。

（国際土木委員会　事務局長　尾澤卓思）

JACIC便り

第1回国際土木委員会の開催
～ 3次元データモデル仕様の国際標準化 ～

ｂSI

・Infrastructure Room

ｂSJ

bSJ・JACIC
国土交通省

・技術調査課

・国土技術政策総合研究所

国際土木委員会のオブ
ザーバー

・民間団体

社会基盤情報標準化
委員会

CIM導入推進委員会
国際標準対応WG

土木委員会
小委員会、WG

JACIC

情報
確認、意見、意思

要請、指示 等
の流れ

国際土木委員会

国際土木委員会の位置づけと情報の流れ
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1．はじめに
平成29年10月にイギリス・フィンランドを対象に

BIM/CIMに関連する最先端の技術動向について海外調
査を行いました。今回は、フィンランドオウル大学にお
けるBIMに関連する研究動向について、その概要を紹介
します。

2．オウル大学におけるBIMに関する研究動向
（1）オウル大学の紹介

オウル大学は1958年に設立され、生化学・分子医学、
教育、人文科学、電気工学、医学、建築、科学等の10学
部があります。VTT（オウル大学国立技術研究センター）
などの研究機関や優秀な学生を大学に供給するための組
織・分野があり、総合的な研究が実施可能な環境となっ
ています。

（2）InfraBIM
Rauno教授によりInfraBIMの研究が行われており、こ

れはフィンランド国内で初めてのものです。

 

（3）BISG
Juha教授の研究グループであるBiomimetics Intelligent  

Systems Group（BISG）では、主にコンピュータ科学
と生物学を融合させたバイオミメティクス（生体のもつ
機能や形状を模倣し、工学・医療分野に応用すること。）
に関する研究を行っています。研究は1980年代から開始
されており、現在は以下の4グループに分かれて研究が
行われています。
 Data analysis and inference（データの分析・推定に

係る研究グループ）
 Robotics（ロボットの開発に係る研究グループ）
 Secure software（ソフトウェアのセキュリティに係

る研究グループ）
 Bio-IT（人工知能の活用に係る研究グループ）

1）Data analysis and inference
本研究グループでは、データマイニングやマシンラー

ニングに係る研究を行っています。また、データ計測技
術（センサ）やセンサにより取得したデータを元にモデ
リングを作成するための研究も実施しています。研究範
囲は、生理学や産業プロセス等で、研究成果を活用して、
オウル大学からスピンオフして創業された企業も多く存
在しています。
2）Robotics

地表面を走行するロボットや無人飛行に関するロボッ
ト等の開発に係る研究、ナビゲーションや環境調査等の
ロボットを構築するためのモジュールやアーキテクチャ
の設計などを行っています。
3）Secure software

ソフトウェアの信頼性を確保するためのソフトウェア
の不具合に係るテストやセキュリティやプライバシー保
護のための製品やサービスの開発、また、ソフトウェア
だけでなく、クラウドサービスについての検討を行って
います。
4）Bio-IT

人工知能を活用した新たなサービスやシステムに関す
る研究を行っています。

（4）Robotのインフラ分野への適用
Roboticsでは、インフラ分野へ活用するためのロボッ

トについて以下のような研究を行っています。
 1） 災害調査用のロボット

地震や津波等の災害が発生した際に被害状況を調査す
るためのロボットとして、地上走行型、飛行型、水中調
査用のロボットを開発しています。
 2） マシンコントロール・マシンガイダンス

オウル大学、VTT、TerraSolid社が共同で全自動化
された建設機械（マシンコントロール）について共同で
研究しています。また、Infrakitを活用して情報を入手し、
現場作業者に施工機械の位置情報、施工情報、現場状況
等の情報を提供することで、マシンガイダンスを実施す
る研究も行っています。

3．おわりに
次回はフィンランドのBIMのツールとして利用されて

いるInfrakit について紹介する予定です。

（研究開発部　次長　徳重政志）

CIMの動向（その25）
― フィンランドオウル大学におけるBIMに関連する研究紹介 ―

CIMコーナー
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1．はじめに
昨年（平成29年）11月に九州地方整備局において河川・

ダムを管理している若手職員に対して『河川CIMの今後
の可能性について』と題して、CIMをもっと身近に感じ
て欲しいという視点で講演を行いました。現在河川・ダ
ム事業へのCIM活用の試みは盛んに行われていますが、
今回の講演依頼が来る環境になるまでには2年ほどの年
月がかかっており、導入に取組を始めたのは平成26年末
からでした。

2．河川・ダム事業へのCIM導入の試み
九州地方整備局は、九州地方CIM導入検討会（委員長：

小林一郎熊本大学教授）を平成25年7月に設置しCIM導
入に向けた取組始めました。河川管理への取組は平成27
年2月の整備局とJACICの共同開催の「河川における
CIM活用勉強会」から始動しました。それ以降は、検討
会の河川分科会のなかで議論が進められました。その結
果、全河川が保有している河道管理の基本データを見え
る化することで、河道変化の “気づき” を増やし差し迫っ
た危険を確実に把握することが可能となる「基本フレー
ム（2.5次元）」を位置づけました。（『CIMを学ぶⅢ』を
参照）

今後は、各河川の特性に応じて目的毎に見える化（応
用型）の充実を図って行くこととなります。

図2-1　基本フレームと応用型（河川分科会資料より）

ダム事業におけるCIMの導入は、4ダムの各事業段階
別（調査、設計、施工、管理）のCIM活用状況の情報共
有を行い、活用促進を図って行っています。

3．3次元モデルを操られる人材育成
整備局は管理へのCIMの導入と合わせて、小林委員長

の指導のもと、CIMを自ら活用できる人材育成にも力を
入れています。4ダムの若手職員4名による『CIM操作チー
ム』、その上司である4名の係長による『CIM活用チーム』
を編成し、定期的な勉強会と常時Web上での意見交換
を行いCIMモデルの操作並びに活用を行える人材の育成
を進めています。

さらに、今後4ダム以外の九州の直轄ダムへも情報共
有の場を広げていく予定と聞いています。

図3-1　ダムCIM操作・活用チームの役割イメージ
（ダム分科会資料より）

4．講演『CIMをもっと身近に感じて』
このような職場環境のもと、九州地方整備局の若手職

員に対して発注者として『CIMをもっと身近に感じ取っ
て欲しい』という視点で事例を示しながら講演を行いま
した。若手職員は、発注者として簡易な3次元モデルが
作れ（モデラー）、そのモデルを活用出来る技術者（コー
ディネーター）に、さらに将来にはCIMを使って、事業
をマネジメントできるCIMマネージャーになって行って
欲しいとの想いを伝えました。

 図4-1　役割分担表（小林教授資料より）

九州地方整備局は、着実に職員のCIMに対する意識が
変わってきており、CIMの可能性を見いだしながら実践
していこうとしており、今後仕事のやり方が大きく変わっ
ていくでしょう。これからのさらなる変革が楽しみです。

（九州地方センター長　大塚強史）

九州における発注者CIMの取組状況
地方便り
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「JACIC情報」は、当センターが年2回発行している機
関誌です。今回の117号は2018年2月1日の発行予定で、

「建設技術者のICT教育」を特集します。
最近の情報化の進展は著しく、建設業界においても、

CIM、i-Constructionを初めとして、ICTを活用した設
計・施工等の技術が進んでいます。建設技術者に、もの
づくりの教育に加えて、ICTスキル教育が必須となって
います。高等専門学校、大学等、そして企業内における
建設技術者への教育にスポットを当てて最近の動向等を
含めて特集します。

【主な内容】
■巻頭言：大阪大学　教授　矢吹　信喜
■特別寄稿

・高知工科大学　名誉教授　草柳　俊二
・宮城大学　教授　蒔苗　耕司
・ （一社）日本建設機械施工協会 情報化施工委員会　
　　委員　鈴木　勇治

■国土交通省等の動き
・国 土交通省　大臣官房　技術調査課　

事業評価・保全企画官　竹下　正一
・国土交通省　国土交通大学校
・ 埼玉県 県土整備部　建設管理課　総合技術センター

■教育機関における建設技術者人材育成
・金沢工業大学　副学長　鹿田　正昭
・名城大学　教授　鈴木　温
・岐 阜工業高等専門学校　環境都市学科　

教授　吉村　優治

・群 馬工業高等専門学校　環境都市学科　 
教授　先村　律雄

・松 江工業高等専門学校　環境・建設工学科　 
教授　大屋　誠

・日 本工学院八王子専門学校 
文部科学省委託事業事務局

■建設関連業における技術者の確保と育成の事例
・（公社）日本測量協会　専務理事　瀬戸島　政博
・（一社）群馬県建設業協会　会長　青柳　剛
・ ㈱ ネクスコ東日本エンジニアリング　 

土木システム開発課　兼崎　弘憲
・㈱ 熊谷組　国際支店　海外技術部　濱　慶子
・西 武建設㈱　土木事業部環境エンジニアリング部　 

三村　卓
・可児建設㈱　代表取締役　可児　憲生
・八 千代エンジニアリング㈱　 

CIM推進室長　藤澤　泰雄
・（一財）日本建設情報総合センター　 

　　　コリンズ･テクリスセンター長　杉原　直樹
■公共調達コーナー
「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の
実施状況と改善への取り組み」

　　国土技術政策総合研究所　社会資本マネジメント研究室
■賛助会員コーナー

・株式会社エース
・大林道路株式会社
・金下建設株式会社
・中央復建コンサルタンツ株式会社
・村本建設株式会社
・ユニコシステム株式会社

■その他　JACICのページ等

【JACIC情報について】
● 定期購読を受け付けています。毎号1000円＋消費税

です。今回のみの購入も可能です。
　  定期購読している方は、測量系CPD協議会が認定

する「測量CPD」年間5ポイントも取得できます。
● バックナンバー　http://www.jacic.or.jp/books/

jacicjoho/ki_main.html
● ご購読のお申し込み、お問い合わせは、経営企画部
（電話03-3584-2404）までお願いいたします。

（経営企画部　参事　横山輝行）

JACIC情報117号の発刊
JACIC通信
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