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“i-Construction”施策推進の一環として、国土交通省

では、BIM/CIM推進委員会を設置し、建設生産プロセ

スへの3次元データの利活用推進に関する目標や方針の

検討、具体的な方策の意思決定が行われています。

そこでは、「積算」に関する事項も検討課題の一つとし

て扱われており、BIM/CIMによる数量算出と積算シス

テムとの連携や3Dデータを主とする積算手法の構築を

目指すこととされています。令和2年9月1日に開催され

た第4回BIM/CIM推進委員会では、積算業務に関しては、

・�従来2次元図面から数量を算出して積算していた積算

業務の流れを、BIM/CIMの3次元データから数量を算

出して積算する方式に移行するための「土木工事数量

算出要領（案）」の改定及び解説資料の作成

・�BIM/CIMの3次元データを用いた自動数量算出を積算

システムと連携させるための手法の検討（積算コード

等）

・�民間積算ベースで予定価格を作成する方策の検討（入

札時、変更時等）

が令和2年度に取組む主な検討事項とされています。（同

委員会資料より）

これらの取組みにより、BIM/CIMの進展に伴って積

算業務も効率化され、建設プロセスにおける生産性の向

上に寄与することが期待されます。

ところで、これらの取組みは何故必要なのでしょうか。

公共事業における現在の積算システムの状況とBIM/

CIM活用への課題を整理してみました。

●現状の『BIM/CIMモデル設計』と『積算システム』

との関係

「数量」に着目した現状の「設計業務」と「積算業務」

の内容は次のとおりです。

【設計】：発注者の示す仕様書に従い、受注者（土木建設

コンサルタント等）が2Dモデルまたは3Dモデル設計を

行った後、そのモデル（データまたは図面）をもとに『土

木工事数量算出要領（案）』（以下、「算出要領」という。）

に基づいて数量計算書を作成し、その数量計算書をもと

に数量総括表を作成する。（図-1）

図-１　設計結果としての数量算出

【積算】：「設計」で作成された図面、数量計算書、数量

総括表をもとに、発注者が予算等の都合を踏まえて、こ

れらの設計成果を工事単位（発注単位）に分割（ロット

分け）する。分割された数量計算書、数量総括表の情報

及びその他の情報（現場条件等）から、『土木工事標準

積算基準書』（以下、「基準書」という。）に基づいた工種、

条件、数量等を積算システムに入力することで工事価格

を算出する。（図-2）

ニュースと解説

BIM/CIMの推進における 「積算」の現状と課題
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ニュースと解説

図-２　算出された数量による積算

●設計業務と積算業務との間のスムーズな情報連携を阻

害する要因

上記のとおり、設計業務では「算出要領」に則って数

量を算出し、積算業務では「基準書」に則って工事価格

を算出していますが、両者で規定されている情報に不整

合があり、それがBIM/CIM導入の際のスムーズな情報

連携を阻害しています。

①「算出要領」による出力データと「基準書」による入

力データとの規格の不整合

「算出要領」は従来2次元図面からの数量算出をベース

としていたため、そのデータの規格（分類項目等）が積

算システムに入力するデータの規格と不整合となってい

ます。また、「基準書」においては頻繁に歩掛改定が行

われますが、「算出要領」が連携して改定されない場合

もあり、それらも不整合の原因となります。（図-3）

②設計成果のみでは不足する情報

「基準書」に則って積算する際に必要となる入力情報

のうち、現状の設計成果（3Dデータ）から算出される

数量データのみでは不足する情報があります。

現場条件や施工方法に係る積算条件（図-3の火薬使用

の有無、破砕片除去の有無など）については、設計業務

時点では確定できない項目もあり、設計成果で表現する

ことができません。

また、設計時点で確定できていたとしても、現場条件

や施工方法は2Dモデルまたは3Dモデル上に表現するこ

とが難しく、どのように表現可能か、またどの程度まで

詳細に表現可能かといった検討が、今後BIM/CIMの3次

元データ活用に向けての課題となっています。

このような土木工事特有の状況を鑑み、今後実施され

ていく「算出要領」の3Dデータ対応作業では、「基準書」

との記載内容の連携を図りながら「現場条件や施工方法」

に関する属性情報をどこまで記載できるかの検討を関係

部署が一丸となって実施していくことが重要であること

がわかります。

以上の課題を解決するため、前出の委員会における取

組みが行われているものです。なお、課題解決の方法と

して、積算基準書等による現在の積上げ式積算方法を維

持した解決策の他、BIM/CIMのための新たな積算方法

の可能性についても検討されています。

� （積算システムセンター長�木下章、参事�大野真希）

図-3　算出要領と基準書の不整合例
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1．はじめに
2020年8月号おいて、国土交通省はインフラ分野のデ
ジタル・トランスフォーメーション（DX）を強力に推
進することを紹介しました。
DXを実現するために、多くのデジタルテクノロジー
が活用されます。そのひとつとして「AI（Artificial�
Intelligence：人工知能）」が挙げられています。
今回は、AI（人工知能）の歴史について紹介します。

2．AI（人工知能）とは
AI（人工知能）という言葉が初めて用いられたのは
1956年です。アメリカのダートマス大学で開催された
ダートマス会議で、計算機科学者・認知科学者のジョン・
マッカーシー教授により提案されたものです。
AI（人工知能）は、人間のような知能を持ったコン
ピュータのようなもので、自ら学習することが特徴であ
るとされていますが、その定義は多くの研究者によって
異なっています。これは、「そもそも『知性』や『知能』
自体に定義がない」ことに起因しているようです。
3．AI（人工知能）研究の歴史
現在、AI（人工知能）は携帯電話、生活家電等、身
近なものとして受け入れられつつあり、AI技術の進歩
には目を見張るものがあります。
AIの研究が盛んになったのは1950年代後半からです
が、ブームと冬の時代（停滞期）が交互に訪れ、現在は
第三次のブームとして脚光を浴び、進化しつつあります
（表-1参照）。
4．AI（人工知能）の利活用
現時点でのAI（人工知能）は「どのような分野でど
のように使用するか、あるいは使用しないかは、あくな
でも人間が設定するものである」という段階であり、多
くの組織で検討・研究が進められようとしています。
AI（人工知能）の活用が、現在我が国が抱えている様々
な課題や、将来、我が国が抱える可能性がある様々な課

題解決に役立つかどうかについて27人の有識者にアン
ケートした結果、14人が「かなり役にたつ」、12人が「あ
る程度役にたつ」と、多数の有識者がAI（人工知能）
は課題解決に寄与すると考えているようです。また、具
体的にどのような課題解決に寄与するかについては聞い
ており、建設分野に関わる意見は次のようなものがあり
ました。
Ø　労働力不足や過酷労働、それに起因する問題
Ø　職人の知識/ノウハウの体系化による維持と伝承

5．AI（人工知能）の未来
1980年代からAI研究者の間で使用されるようになっ
た言葉として「シンギュラリティ（技術的特異点）」が
あり、人間とAI（人工知能）の臨界点を指す言葉で、
人間の脳と同レベルのAI（人工知能）が誕生する時点
を現しています。
シンギュラリティ（技術的特異点）という言葉が注目
を集めるきっかけを作ったアメリカの発明家レイ・カー
ツワイルは、「人工知能が人間の知能と融合する時点」
と定義しています。
AI（人工知能）が人間と融和する形で進化すること
で社会が大きく変容し、またAI（人工知能）の発展に
よるDXが起こることが予測されています。
6．さいごに
今後BIM/CIMの推進が進むにつれ、受発注者ともど
も各種ツールが導入されていくことでしょう。既存の
ICTのみならずAI（人工知能）の活用も肝要です。今後
の研究開発を期待したいと思います。

参考資料
・�総務省「ICTの進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関
する調査研究」（平成28年）
・平成28年版　情報通信白書
� （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その55）
― DX実現のためのAI ―

BIM/CIMコーナー

表-1　AI（人工知能）研究の歴史
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1．九州建設技術フォーラムの開催概要
10月20日、21日の2日間、福岡国際会議場で「九州建
設技術フォーラム2020」が開催されました。開催趣旨は、
新しい建設技術の開発・活用・普及の促進をより効果的
に図るため、「産」「学」「官」それぞれが新技術の開発・
活用の取り組みについて情報を発信し、「産」「学」「官」
で技術情報のプレゼンテーションや展示、新技術相談等
の形をとりながら連携を深め九州のさらなる建設技術の
発展を目指すと言うことです。
JACICは、九州建設技術フォーラム2020を後援すると
ともに、「JACICクラウド」技術を出展しました。その
概要を報告します。

2．今年度の開催状況
九州建設技術フォーラム2020では、56機関が参加し、
来場者数は、2日間で2,342人（昨年：▼576人）でした。
JACICの展示ブースには100名を超える方が訪ねてくだ
さいました。

【九州建設技術フォーラム2020の会場風景】

3．JACICの出展内容
JACICは、JACICクラウド技術を出展し、モニターで
の動画展示、パネル展示、パンフレット配付を行うと共
に、デジタルツインの実感などの新たな取り組みを実施
しました。

1）JACICクラウドでの新たな取り組み
JACICクラウドは、i-Constructionの本格的な推進を
支援するため、3次元データや映像データ等を共有化し、
即時性、同時性を活かして建設業界の仕事を変革させる
クラウド技術です。
JACICクラウドを利用することで、発注者や受注者双
方でのコミュニケーションを円滑に行うことができ、災
害対応や公共調達の一元化等が可能となります。
新しい試みとして、九州建設技術フォーラム2020の技
術プレゼンテーションの際に、JACICクラウドを用いて、
JACIC本部（東京都）ならびに会場のブースに、プレゼ
ン会場の映像を配信しました。

さらに、九州建設技術フォーラム2020にて、JACICク
ラウドを用いて、株式会社ダイヤコンサルタント様の展
示ブースと本部を通信で繋げて、双方向での意見交換を
行いました。

【JACIC本部と展示内ブースでの意見交換】

2）デジタルツインの実感
QRコードを自分のスマートフォンで読み込むことに
よりサイバー空間上の統合CIMモデル（VR画像）や
360�°カメラで撮影した位置情報をもった画像が地図上
に反映される体験をしていただきました。
サイバー空間で成果品の確認、評価、改善を検討して
フィジカル空間へ結果を反映させ、業務や工事の効率化
や高度化を図ることができるようになるデジタルツイン
のイメージを実感してもらうことができました。

【JACICの活動内容を説明する様子】

� （経営企画部　主事　藤井翔太）

九州建設技術フォーラム2020への出展報告
JACIC からのお知らせ

【JACICクラウドで技術プレゼンを配信】
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はじめに
今年は新型コロナウイルス感染症の影響でさまざまイ
ベントが中止または延期される中、3密を回避した「建
設技術展2020近畿」と「建設セミナー」」の取り組みに
ついて紹介させていただきます。

■「建設技術展近畿2020」への共催・出展
10月21日〜22日に開催された建設技術展近畿は、開催
20周年の年にあたり長年出展してきた企業等への感謝状
贈呈式があり、JACICも感謝状をいただきました。
今年はコロナ影響で出展者の減少も懸念されました
が、出展者数171、ブース191とほぼ例年並みの数となり
ました。会場の対策は出展者・来場者の体調管理を徹底
し、通行は一方通行で、密を避けるために1ブースあた
り来場者の対応人数は2人までと制限を設けられる中で
の開催でした。また、建設技術展近畿で人気のあった橋
梁模型コンテストの会場制作部門が中止となったことは
残念でした。

写真-1　建設技術展近畿2020の様子

JACICは、IT・ICT部門にブースを出展しました。ブー
ス内ではJACICの事業内容をはじめICTによる生産性の
向上のための現場改革を実現するための情報基盤として
JACICクラウドの全体像、クラウドを通じての情報共有
による新たな仕事のやり方、インフラ分野のDXを推進
するためのJACICi－Conチャレンジ戦略、コリンズ・テ
クリスによる建設情報の一元化、防災ルームのデモビデ

オの放映、コロナ禍の取り組みとして非接触で可能なデ
モとしてブース来場者に自信のスマホでQRコードを読
み込んでもらい緯度経度を持った360°カメラで撮影した
画像共有システムやCIMモデルのVR体験等のPRをさせ
ていただきました。
JACICブースへは2日間で133名の方に来場いただき誠
にありがとうございました。

写真-2　建設技術展近畿2020の様子

■「けんせつセミナー」の開催
建設事業は、今日、生産性の向上に向けi-Constru�ction
をはじめ様々な取り組みが展開されています。特に抜本
的な生産性や安全性向上を図るため、インフラ分野のⅮ

Xを強力に推進する必要があります。こうした新たな取
り組み等の情報について、特に、都市部、地方部を問わ
ず広く技術者を対象に情報共有を行い技術力の向上を
図っていく事を目的に（一社）近畿建設協会と共催で開
催しています。
昨年までは、地方部を中心にビデオセミナーという形
で開催をしておりましたが、今年は、開催方法を変更し、
大阪会場30名程度の講演会を開催し、その模様を地方部
へ200名程度のWEB配信を下記の予定で実施します。
開催時期：令和3年1月下旬〜2月中旬
開催場所：OMMビルB1近畿建設協会会議室
プログラム：「（仮）建設行政を取り巻く最近の話題」
　　　　　　「（仮）BIM／CIMの動向」
多数のご参加をおまちしております。
� （近畿センター長　水野浩次）

近畿地方センターの活動
地方便り
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