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1．はじめに
建設工事の積算業務とは、歩掛（材料費・労務費・機
械経費など）等に基づき工事費を構成する費用を積み上
げ、全体の工事費（予定価格）等を計算する業務です。
その積算業務は、国土交通省が制定する積算基準書等に
基づいて、コンピュータシステムの助けを借りて行われ
ています。
平成一ケタ代後半に職員一人一人にパソコンが貸与さ
れ、積算業務で用いられるシステムは、汎用機版システ
ム（リモートバッチ方式）から、クライアント・サーバ
方式へと進化しました。その頃から、CALS/EC施策が
推進され、その説明資料には「自動積算」という文言が
ありました。近年では、国土交通省がBIM/CIM、
i-Constructionの推進を説明する資料の中で、「自動積算」
の文言を見つけることがあります。
「積算業務が自動化」される「自動積算」は、究極的
には、「図面が完成した時点で予定価格が算出され、積
算業務が完了すること」と定義すると、現状からの道程
はまだ遙かに遠いと思われます。一方で、この道程の方
向性を考える手掛かりは、現在、国土交通省が進めてい
る施策の中にもあるように思われます。
本稿では、積算業務を行う前段階の業務（数量計算、
数量集計等）との連携から、積算業務を効率化（一部自
動化）するための手順や仕組みの可能性について、筆者
が考察したことを記述します。
2．積算業務の前段階業務からのデータの流れ
設計コンサルタント会社が提出した構造物の設計成果
から、工事発注（予定価格の積算等）に至るまでに行わ
れる作業手順は、概ね次のようになります。
1）数量計算書（コンサルタント成果）のチェック
2）施工計画を踏まえた具体的な施工条件の選定
3）発注する工事単位の工事数量の調整（工区割り）
4）歩掛、積算条件等の積算システムへの入力
5）積算システムでの工事費（予定価格）算出
上記手順1）〜4）で積算上の数量と条件に着目すると、
数量計算書（コンサルタント成果）は、発注する工事単
位とは関係なく当該設計業務の対象となった構造物全体
及び部材単位の数量として提出されており、積算システ

ムに入力し積算するために必要となる数量等のデータを
作成するためには、次のような資料を順番に作成する必
要があります（図1参照）。
1）国土交通省が定めている「土木工事数量算出要領
（案）」に基づいた、主に構造物を構成する工事目的物と
なる基本単位（工事工種体系での細別（レベル4））ごと
に集計した（単位）数量計算書
2）施工計画、施工条件を踏まえた積算システムに入力
するための積算条件（規格（レベル5）、積算要素（レベ
ル6）の情報を付加した数量集計表
3）積算システムにデータを自動的に取り込むための
CSV又はXMLデータ形式化された入力データファイル
である数量総括表
上記の資料作成を効率化できる手順や仕組みを構築す
ることが、積算業務の効率化に向けた解決策と考えられ
ます。それは、コンサルタント成果のデータから積算シ
ステムへのデータ連携の自動化、システム化の推進が求
められていると考えられます。
3．データの流れを阻害する要因
積算業務の効率化が図られない、データ連携が容易に
実施できない原因、隘路としては、次のような事項が考
えられます。
（積算業務フロー（手順）に起因するもの）
1）コンサルタント成果（数量計算書等）が「土木工事
数量算出要領」（数量集計表様式）に則って作成されて
いない。
2）コンサルタント成果（数量計算書等）が同要領に則っ
て作成されていても、積算基準書（工事工種体系）の改
訂と整合してほぼ毎年度改良される積算システムとの連
携に際しては、工事発注時点の積算基準書に則った様式
の数量計算書等への時点修正が必要となる。
3）各年度の事業予算、発注工事規模やランクに応じた
発注ロットとするために、工事発注が具体的に動き始め
る段階で、工期設定の適正化の視点を含めて、工区割り
（工事数量）との繰り返し調整が必要となる。
（社会制度（仕組み）に起因するもの）
4）数量計算書の作成は設計コンサルタントの下請け企
業が、数量総括表の作成は発注者支援（積算補助）業務

ニュースと解説
積算業務の新時代に向けて
～～ 積算業務の効率化を進めるために ～～
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を受託した企業が、それぞれ別々に作業を行うことから、
数量計算書と数量総括表をデータ連携して（自動化して）
業務の効率化を図る必要性を、発注者や設計コンサルタ
ントの職員、社員が重要課題として認識していない。
4．積算業務の効率化に向けて
国 土 交 通 省 で は 重 要 施 策 と し て、BIM/CIM、
i-Constructionを推進し、構造物設計及び施工等を、従
来の2次元図面による方法から3次元図面（CIMモデル）
を活用する方法に転換していくため、様々な基準類（CIM
導入ガイドライン等）の整備を進めています。CIMモデ
ルに付与される属性情報（数量、規格等）は、設計、施
工、維持管理での利用場面に着目して付与されており、
数量総括表データとして積算システムと連携可能となる
情報としては不十分です。
CIMモデルは、まだまだ進化過程にあり可能性が期待
できますが、一方で、CIMモデルに積算システムと連携
可能な情報をすべて属性情報として持たせるのは、デー
タの受け手となる積算システムが毎年の積算基準改訂を
受けて改良されること、発注者によって使用する積算シ
ステムが異なること、等を考慮すると、課題があるので
はないかと思います。
上記のための解決策としては、CIMモデルから提供さ

れるデータ（数量、規格等）と積算システムで使用するデー
タ（積算条件（規格（レベル5）、積算要素（レベル6））、等）
を仲介する「（仮称）積算情報入力支援システム」を開
発適用することではないかと考えます。ただし、その支
援システムも、入力側のCIMモデルの進化と出力側の積
算システムの改良に併せて、頻繁に改良が必要となると
思われ、技術的な対応方法の工夫が必要と思われます。
現状においてもこの視点に立ち、一部の民間ベンダー

では、2次元図面からの数量算出と数量総括表へのデー
タ連携機能を持たせたシステムを開発し、設計コンサル
タントの下請け企業に提供しています。
今後はさらに進んで、一般土木工事全般で、CIMモデ
ルの機能を用いて算出された数量計算書から積算条件を
付与した数量総括表（入力データファイル）を作成する
システムの開発が期待されます。その際、昨今進展が目
覚ましいAI技術を用いることにより、過去の積算実績
データを分析学習したAIが、積算条件を自動的に（初期
値として）データ化することも可能ではないかと思われ
ます。設計コンサルタントと発注者の双方がこのような
仲介システムを保有することで、積算業務の効率化や積
算業務の正確性の向上が図られるものと考えられます。
5．おわりに
CIMモデルの進化で、今後の積算業務や発注契約事務
のあり方が根本的に変わる可能性も考えられます。しか
し、現状の制度を前提としても、AI技術の導入や積算基
準の統合化、積算システムの汎用化を進めることで、積
算業務の一部自動化や効率化の可能性は十分にあると考
えられます。
一方で、AI技術の特性を活かすには、積算結果の実
績データの集積と活用という、言わば静脈系の地道な作
業のシステム化、効率化にも眼を配る必要があります。
さらには、積算担当者が基準書に依らないオプション入
力することで折角集積されたデータが有効活用困難なも
のとなることがないよう、積算システム及び積算担当者
双方の対応と配慮も必要であることを、最後に指摘した
いと思います。
� （建設情報研究所　総括首席研究員　　　　　
� （前）積算システムセンター長　渡部秀之）

ニュースと解説

図1　積算業務に必要なデータの流れと積算業務プロセス効率化の可能性
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（一財）日本建設情報総合センターでは、財団の目的に合致した建設分野における情報・システムを活用した調査研
究を対象に研究助成を行っており、平成31年度は、以下のとおり助成の対象を公募しています。

1．公募期間
　平成31年4月16日（火）〜令和元年6月30日（日）

2．研究助成の対象課題

①�建設情報の標準化に関する調査研究
②�3次元モデルや3次元データの活用による建設生産性向上、維持管理の効率化・高度化に関する研究
③�建設分野におけるデータベース、データプラットホームの活用に関する調査研究
④ �ICT等に関する技術（AI、IoT、VR、AR、センシング技術、画像処理技術等）の建設分野における活用に
関する調査研究

⑤�建設分野の各プロセス（調査、設計、施工、維持管理、防災対応等）におけるICT活用に関する研究
⑥�建設分野の情報技術者の育成に関する調査研究
⑦�市民学習（インフラ整備・管理や防災等）への活用に関する調査研究
⑧�その他（上記①〜⑦以外で、財団の業務に関連する課題）

3．助成対象者
上記研究項目に関心を有する大学、高等専門学校、民間�（各種団体が運営する委員会等も含む）�等の研究者とし、

学識経験者等による審査のうえ決定します。
助成を申請される研究者は、1人あたり1件とします。（共同研究の場合も同様）

4．助成期間
助成期間は、令和元年9月1日から令和2年11月30日まで（1ヵ年）もしくは令和3年11月30日まで（2ヵ年）としま
す。

5．助成金額及び採択件数（各研究枠をあわせて6件程度を予定）

2ヵ年の研究：助成額�600万円以内　　　助成件数　1件以内
1ヵ年の研究：助成額�300万円以内　　　助成件数　未定
上記以外に若手研究者（令和2年4月1日時点で満35歳以下）の研究（期間1ヵ年）
� ：�助成額�100万円以内　　　助成件数　2件以内

公募案内の詳細は、JACICのホームページ（http://www.jacic.or.jp/josei/h31/）に掲載していますので、確認のうえ、
ご応募ください。
平成30年度は、2ヵ年の研究1件、1ヵ年の研究2件、若手研究者の研究1件（合計4件）を採択しました。

問合せ先　　一般財団法人�日本建設情報総合センター　建設情報研究所　榎村、清水
TEL：03-3584-9518／FAX：03-3505-0414　　E-mail：grant-prog@jacic.or.jp

� （建設情報研究所　研究員　清水知子）

JACIC便り

平成31年度（一財）日本建設情報総合センター研究助成公募案内

http://www.jacic.or.jp/josei/h28/
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BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向（その39）
― 第2回BIM/CIM推進委員会が開催されました ―

1．はじめに
国土交通省では、建設現場簿の生産性を2025年度まで
に2割向上を目指すため、平成29年（2019年）度から
BIM/CIMを本格的に導入しつつあります。
本号では、去る4月23日に開催された第2回BIM/CIM
推進委員会での議事内容について概要を紹介します。

2．これまでのBIM/CIM事業の実施状況
BIM/CIM活用業務・工事については、平成24年度か
ら橋梁、ダム等を対象に3次元設計を導入し、平成30年
度には212件（設計業務：147件、工事：65件）でされて
います。

第2回BIM/CIM推進委員会資料（抜粋）

3．平成30年度における主な取り組み成果
BIM/CIMを推進するため4つのWGにおける検討結果
が報告されました。主なものを以下に紹介します。
①　CIM導入ガイドライン（案）の改定
　Ø　下水道編（素案）、地滑り編（素案）の作成
　Ø　地質・土質関係の改定（各基準等との整合性）
　Ø　品質向上に向けた見直し
②　3次元表記標準（案）の改定
　Ø　�共通編・道路土工・河川土工・橋梁上部工・橋

梁下部工の改定
③　�3次元データを契約図書とする試行マニュアル（案）

の作成
　Ø　�契約図書を3次元データのみとしたときの課題

や活用効果等を把握するための試行が現場で行
えるよう必要な事項をとりまとめたマニュアル
を作成

④　ソフトウェア確認要件（案）の作成
　Ø　�互換性が確保されたIFC及びLandXML型式の3

次元データを作成できるソフトウェアであるか
を確認するための要件を明確化

⑤　BIM/CIM成果品の検査要領（案）の作成
　Ø　�橋梁詳細設計（鋼橋・コンクリート橋）を対象

に、BIM/CIM成果品の検査要領（案）、BIM/
CIM設計照査シート、BIM/CIM設計照査シー
トの運用ガイドライン（案）を作成

4．平成31年度の主な取り組み
今後のBIM/CIM運用拡大に向け、全体ロードマップ
や新・3次元データ利活用方針の方向性について審議す
るとともに、今年度の主な取り組みとして以下の項目に
ついても審議されました。
Ø　リクワイアメントの構成の見直し
Ø　�3次元情報活用モデル事業におけるBIM/CIMの高
度利用

Ø　�対象拡大（大規模構造物の詳細設計に加え、概略
設計・予備設計でも積極的に導入）

Ø　建築分野における検討WGを新たに設置

第2回BIM/CIM推進委員会資料（抜粋）

5．おわりに
第2回BIM/CIM推進委員会資料は、国土交通省のホー
ムページで公開される予定ですので、詳細はそちらのほ
うでご確認下さい。
国土交通省は、i-Constructionの普及により2025年ま
でに建設現場の生産性を2割向上を目指し、BIM/CIMを
i-Construction�のエンジンと位置づけています。
JACICは、BIM/CIMの推進を継続的に支援してまい
ります。関係者の皆様方のご指導・ご鞭撻が不可欠です
ので宜しくお願い致します。

� （研究開発部　次長　徳重政志）
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近畿地方センターの活動
はじめに
今月から我が国の元号は、「平成」から「令和（れいわ）」
へと改元されました。
この新元号には、「人々が美しく心を寄せ合う中で文
化が生まれ育つ」という意味が込められているというこ
とで、心を寄せ合う場所は安全安心が確保され、国も人
も豊かなる経済活動を育む所として、我々も確実にイン
フラ整備が支えていくミッションがあると思います。
「i-Constructionの貫徹」により、建設業の生産性が更
に向上することにより、近年発生した多くの災いから1
日も早く復旧、復興させ、国土強靭化の取り組みを強力
に展開していかなければと感じています。
近畿地方センターでは、i-Conを支援させていただく
JACICの各種取組みや耳よりな情報をより多くの皆様に
知っていただき、ご活用いただけるよう活動しています。
ここで最近の主な取り組みについて報告し、今後の予定
についてご紹介します。

■「けんせつビデオセミナー」の開催
建設業界では、担い手確保、生産性向上などの取り組
みが喫緊の課題で、様々な講習会等が開催されています。
こうした講習会の最新情報を、国・自治体および地元企
業の技術者に向けて幅広く共有するため「けんせつビデ
オセミナー」を（一社）近畿建設協会とJACICの共同主
催で開催しています。
12月6日（木）に豊岡市内、7日（金）に福知山市内で
開催しました。総数61名にご参加頂きました。
本セミナーは参加無料でCPD取得もできます。アン
ケート結果では、参加者の皆様から有意義であると好評
を頂いています。今後もこの取り組みを継続します。

写真-1　けんせつビデオセミナー in 福知山の様子

■BIM/CIMの取組み紹介（福井CIM勉強会）
現在、CIM活用に向けた動きが加速している中、地方

（福井）の現場においては、①3次元モデル導入が進まな
い�②ICT工事で納入されたデータが活用されていない
という課題があります。
これに対して福井県内の関連技術者等が集まり情報交
換を行い、解決方法を議論した上で3次元設計のあり方
及び納品データの活用方策等を確立させることを目的
に、福井河川国道事務所において「福井CIM勉強会」が
H30.3に設置されました。
本勉強会には、熊本大学�小林一郎�特任教授のご指導

を頂きながら、建設会社、建設コンサルタント、CAD
ベンダー、福井河川国道事務所、アドバイザーとして（財）

先端建設技術センター、JACICも参加しています。3月
18日（月）に、第4回福井CIM勉強会が開催され、これ
までの取り組みが報告されたところです。今後、報告書
として取りまとめられる予定です。

■「電子入札近畿連絡会議」の開催（予定）
本会議は、JACICと近畿管内の国・府県・市町村・公
共団体等の各発注機関との電子入札システムに関する意
見交換の場として毎年開催しております。
今年は、6月28日（金）に大阪キャッスルホテルで開
催（想定約60機関、100名規模）を予定しています。
各発注機関で運用されている電子入札システムの課題
等について円滑なコミュニケーションを行いたいと思い
ます。よろしくお願いします。

写真-2　電子入札近畿連絡会議（昨年）の様子

■「建設技術展2019近畿」への共催・出展（予定）
JACICは、マイドームおおさか（大阪市中央区）にて、
10月23日（水）・24日（木）の2日間開催予定の「建設技
術展2019近畿」へ共催・出展します。
ブースでは、i-Constructionの推進を支援するため、
JACIC“i-Con”チャレンジ戦略で取り組むJACICクラ
ウドの構築、新現場力についての他、コリンズ・テクリ
スのリニューアル情報、建設副産物システム等建設関係
の各種情報に関する技術についての展示を行う予定で
す。技術展にご来場の際は是非お立ち寄りください。

写真-3　昨年（建設技術展2018近畿）の様子

以上で活動報告としますが、ご興味のある取り組みに
つきましては、ご助言、お問合せ等いただきますれば幸
甚と考えています。
� （近畿地方センター長　南後和寛）

地方便り
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平成31年度JACIC事業計画について
平成31年3月22日に開催された理事会において、平成
31年度JACIC事業計画が承認されました。以下にその概
要を紹介します。

＜＜平成31年度の基本方針と重点事項＞＞
平成31年度の国家予算では、防災・減災、国土強靭化
のための緊急対策を集中的に実施することとされてお
り、公共事業関係費では、成長力を高める生産性向上の
ためのインフラ整備への重点化を推進することとされて
います。また、国土交通省においては、平成31年を生産
性革命プロジェクトの4年目として、「i-Constructionの
貫徹の年」と位置付け、国、地方公共団体、地域企業等
でのICTの活用を推進することとしています。
このような背景のもと、JACICでは、建設プロセス及
び公共調達に関わる様々な情報の提供及びシステムの開
発・提供や、情報共有化のための標準化活動、BIM/
CIMの導入推進のための調査・研究、ICTの活用促進の
ための広報・啓発活動等を行うことにより、建設生産シ
ステムの高度化を図り、i-Constructionの実現を支援し、
生産性の向上を推進することとしています。
平成31年度は特に、以下の事項について重点的に取り
組みます。
（1）「JACIC“i-Con”チャレンジ戦略」に基づき、令和
2年度のJACICクラウドの運用開始に向けて、JACICク
ラウドによる情報共有・活用の試行及びICTを活用した
現場の生産性及び技術力の向上のための取組を行います。
（2）大幅なシステム刷新を行ったコリンズ・テクリスに
ついて、JACICから直接データを送信している機関に新
システム対応のデータを令和2年度から提供開始するた
めの準備を進めます。
（3）電子入札コアシステムについて、基盤ソフトウェア
（Java）の利用環境の変更に対応した新たなアプリケー
ション「電子入札補助アプリ」を開発し11月頃に利用者
に提供します。
（4）COBRISの新規契約をした地方公共団体を中心に、
「建設発生土情報交換システム」の利用拡大を図るため、
試行として年度内の無料利用を実施します。
（5）BCP計画の課題解決のため、電源設備の整った場所
への本部事務所の移転等、非常時対応能力の確保を進め
ます。

＜＜個別事業計画＞＞
■　建設情報化推進事業
当事業は、公益事業として実施する事業です。
▲�自主研究開発事業
自主研究として、「JACIC“i-Con”チャレンジ戦略」
に基づき、
①�建設生産プロセスを通じて関係者間で3次元モデル等
の建設情報を共有し、利活用するシステムの調査検討
②�BIM/CIMに関する動向の調査や人材育成に必要とな
る教育訓練体系の調査
③�地方公共団体等が主催するセミナーへの講師派遣や
地方の建設技術展示会への職員派遣によるBIM/CIM普
及・広報活動
④�河川・ダム等の現場を対象に建設プロセスに着目し
た管理者のBIM/CIM活用についての検討
など、BIM/CIMの推進に資する取り組みを行います。
標準化活動では、「社会基盤情報標準化委員会」のも
とで、「小委員会」と「特別委員会」を実施し、「特別委
員会」では、検討結果を「建設生産管理システムのあり
方に関する提言」として公表する予定です。
また、国際的な標準化活動では、JACICと（一社）
building�SMART�Japanが共同で設置した「国際土木委
員会」を運営し、bSI会議へ参加するとともに、国内の
関係機関における情報共有化等を推進します。
▲�研究助成事業
ICTを活用した新現場力の構築やその他の建設性賛成
向上に寄与する調査研究を対象に、大学等研究機関や民
間の研究者に対して助成を行います。
▲�広報事業
i-Construction推進に向け、「JACIC“i-Con”チャレン
ジ戦略」等に関するセミナーの地方開催を実施します。
▲�建設分野の国際貢献に資する事業
4月に東京で開催される「CECAR」と11月に仙台で
開催される「ICCBEI2019」の国際会議参加します。また、
「ICCBEI2019」と関連したJACICセミナーを仙台市で開
催します。

■　公共調達情報提供事業
発注機関の適正な業務執行の支援と効率化を目的とし
て、公共調達に関する必要な各種情報を提供します。
▲�入札情報提供事業（統合PPI）
利用者の利便性向上、セキュリティ強化等のシステム

JACIC通信
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更新を行います。
▲�コリンズ・テクリス事業
前年度にリリースした新システムの着実な運用を図る
とともに、コリンズ・テクリスのデータをJACICから直
接送信している地方整備局や一部地方公共団体のシステ
ムに向けて、新たなサービスの提供を令和2年度から実
施するための準備を進めます。

■　公共調達支援システム事業
公共工事の入札・契約に係わる業務の効率化を支援す
る各種システム事業を実施します。
▲�積算システム事業
引き続き市町村を含む地方公共団体での土木工事標準
積算基準データの活用を支援します。
▲�電子入札システム事業
オラクル社のJava（JRE8）無償サポートが平成31年1
月に終了したため、暫定的に有償サポートを利用してい
きます。また、今後の安定したシステム運用に向けて、
Javaアプレットを利用しない新しい方式の「電子入札補
助アプリ」を11月頃にリリースし、発注機関及び応札者
に提供します。

■　建設情報提供サービス事業
建設事業の効率化、建設技術の向上及び建設生産性の
向上を目的として、建設情報の利活用環境の提供や建設
関連情報の提供を行います。
▲�i-Con推進事業
国土交通省によるi-Constructionの本格的な推進と3
次元データの利活用のためのプラットフォーム整備の動
きを支援できるよう、「JACIC“i-Con”チャレンジ戦略」
に基づき、JACICクラウド構築や現場まるごとi-Con化
を進め、新現場力の構築を目指します。
平成31年度は、JACICクラウドの試行運用を行い、既
存システムサービスの有効利用、クラウド会議室機能に
よる事業計画・事業管理の高度化や現場作業の効率化を
試行し、JACICクラウドセンター（仮称）の準備を進め、
令和2年度からのJACICクラウドの運用を目指します。
さらに、社会基盤情報プラットフォームの構築に向けた
検討を進めます。
また、発注者における3次元データ活用スキル向上の

ため、「発注者BIM/CIM研修」など国や地方公共団体向
けの研修を実施します。
▲�建設副産物情報サービス事業
減システムの保守期限が近づいていることから、新シ
ステムの検討・構築を進めます。
また、建設副産物情報交換システム（COBRIS）を契
約利用する地方公共団体が新たに建設発生土情報交換シ
ステムを利用する際の年度内無料サービスを実施してシ
ステムの普及を図り、建設発生土のリサイクルを促進し
ます。
▲�建設情報提供サービス事業（JACIC�NET）
建設関連情報を広く収集し、インターネットによる会
員制サービスとして提供します。
▲�建設技術審査証明事業
民間において自主的に研究・開発された新技術の普及
促進に寄与するための建設技術審査証明事業について、
審査証明及び普及活動を行います。

■　建設情報調査研究開発事業（受託事業）
国等からの業務受託を通じて建設情報システムに関す
る調査研究及び開発・改良を実施します。
平成31年度は、i-Constructionの推進を支援し、建設
情報の有効活用や建設生産管理システムの向上に寄与す
るものとして、「BIM/CIMの推進」、「建設情報を利活用
するプラットフォームの構築」、「積算の高度化に向けた
システム開発やデータ分析」、「建設リサイクルの推進」、
建設分野の新情報通信技術の活用促進」等に関する調査
業務を受託して実施するよう努めます。

＜＜あとがき＞＞
平成31年度は、以上の各事業を着実に実施することに
より、建設分野の情報化とi-Constructionを推進し、建
設分野の生産性向上に寄与することを目指します。
なお、本計画については、建設事業に係る各分野の動
向や建設情報に関連する技術の進歩等、建設分野を取り
巻く環境の変化に対して柔軟かつ迅速に対応し、社会の
要請に応えた効果的な事業となるよう努めます。
� （経営企画部長　小川智弘）

JACIC通信
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