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１．DXやデータドリブンに
よって得られる
業界全体の効果



設計者側が求める姿



DXやデータドリブンによって得られる業界全体の効果

■DXやデータドリブンによる効果

◆デジタルデータ（情報）の有効活用
・加工 ：計測、可視化（3D、AR/VR）
・共有 ：受け渡し、保管、検索
・連携（API）：新旧対比、IoT、AI

◆生産性向上：事業継続・拡大
◆価値創造 ：異業種連携・取込
◆技術進歩 ：新たな解析方法・設計方法

★プロセス改革 ：2D×紙を前提とした慣習の見直し
★Society5.0への仲間入り ⇔サイバーセキュリティ



施工者側が求める姿



3Dモデル

開示資料

3D詳細部

技術提案

施工計画

協調領域プラットフォームによる情報入手

公告時に3Dモデルや数量計算等をデジタルデータで提供されれば、精緻な施工計画や適切な技術
提案につながり、早期着工やトラブル防止につながるものと考える。

地質モデル

数量計算
積算



協調領域プラットフォームが扱うデータ

①帳票,図面の保管管理 ②BIM/CIMデータの管理 ③施工管理(生)データの管理

施工管理データ

出来形管理

品質管理

工程管理

…etc

構造物

土工形状

疎結合な相
互関係

属性情報に保存するの
ではなく、工種+測点
や緯度経度等によるジ

オコーディング

ICTプラットフォーム

BIM/CIMのフォルダ構成は、新
しいデータ構成の在り方を踏ま
えて見直す必要あり。

インデックス

各データに対して、共通のインデックス情報(工事名、工
種/構造物名、測点/位置、日時など)を用意することで、
工事の関連性を維持すると共に、3Dモデルベース、工種
ベース等利用シーンに応じて必要な表示方法を可能とする。

データはそれぞれ独立して活用可能な形にしておき、何かしらのメタデータで連携させる



建設業界にもシェアリングエコノミー

全国で空車情報を共有する
物流情報プラットフォーム
サービス

タクシー配車
プラットフォーム
サービス

生産性向上
CO2排出量削減にも



調査・測量側が求める姿



点間の曲面補間によるサーフェスモデル
（地質事象に合ったアルゴリズムを選定）

真の地盤形状 物理探査等による
高い密度の地盤情報

より信頼性の高い3次元地質・地盤モデル

既存地盤DB、調査報告書
文献資料、工事実績の地盤情報

などによる科学的な解釈

3次元地質・地盤モデルの信頼性を向上させるイメージ※

※引用 3次元地質解析技術コンソーシアム. 3次元地質解析マニュアル. 2020.



発注者側が求める姿









DXの機能と効果

• 共有領域にデータがあることで関係者が同時に情報が得られる

情報伝達の高速化

• 必要な情報が瞬時に得られる

情報の検索機能の向上

• 物理的な場所を必要としないので、長期間・大量の情報を保存できる

情報の保存性の向上

• 生データとして保管されることで様々なデータを使った分析が容易にできる

情報の分析・解析が容易



ＤＸの機能

働き方改革

技術の伝承
担い手確保

生産性向上

持続可能性

少ない時間で同様の成果が上
がる

暗黙知を形式知にして技術の
伝承と向上を図る

少ない資源（労働力）で大きな
成果が上がる

事業投資先を最適化して受注
向上を図る

情報伝達の高速化

情報の検索機能の向上

情報の保存性の向上

情報の分析・解析が容易



２．データ連係が引き起こす
デジタルコンストラクション
ロボティクスコンストラクション













デジタルコンストラクション（情報化施工）のイメージ

維持管理の高度化・効率化

・デジタルツイン

・各種センシング技術の導入

・GNSS，損傷自動抽出（AI）

・施工履歴情報の活用 など

３D設計による効率化

・アライメント

・施工計画（４D）

・積算対応（５D） など



VRゴーグル

モーション
センサー

モーション
センサー

作業用PC

橋梁点検トレーニング

デジコン技術の活用例 ①点検技術者教育

橋梁点検技術者の教育

・現場点検を臨場体験

・最新の損傷状況を確認



デジコン技術の活用例 ②MR技術による合意形成の効率化

合意形成の効率化

・複数人で同一の３Dモデルを共有

・新設橋の設計計画の確認

・点検調査データの逐次更新

・損傷部材の詳細情報を共有

・机上での臨場検査が可能

など
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重機系ロボティクス

建物系ロボティクス



Data Platformを活用し、CMSとFMSの
連携の重要性
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３．データ連携や連係に必要
な取組みとそのプロセス



データ連係のための属性情報の付与3D汎用CADの機能改良

3DAモデル

Click

３次元モデル成果物作成要領の適用（R3年度）

３Dソフトウエアの機能要件

・２D切り出し機能の強化

・アノテーション機能（曲面処理）

・IFC検定適合ソフトへの機能改良

・パラメトリック設計

・ジェネリックオブジェクト整備

など

データ連係のための属性付与

・積算要求に対するデジタル対応

・数量モデルの有効活用

・DX実装検討業務の実施

・IFC整備によるソフト機能の強化

など

上部構造の属性設計図面（モデルから切り出し）



土木関連で扱うデータの種類

工事情報

• 工事契約情報
• 監理技術者情報
• 工事経歴情報
• ・・・

現場施工情報

• 施工計画書
• 工事打合せ簿
• 施工体制
• 工程表
• 作業日報
• 図面（BIM/CIM）
• 中間・竣工検査
• 工事写真
• ・・・

現場計測データ

• 埋設計器
• トンネル変位計測
• 上部工キャンバー
• 騒音振動計測
• 周辺地盤変位
• シールド機挙動
• ・・・

構造化データ 非構造化データ

DVD等の媒体保管、もしくは廃棄電子保管管理システムへ保管



非構造化データの管理

データに意味情報
（メタデータ）を付与する

＋ メタデータはデータそのものではなく、

そのデータを表す属性や関連する情報
を説明したあらゆるデータのこと



メタデータ例

フォルダにメタデータを付与







各種事業における3次元地質・地盤モデルデータ
連携プロセス※

※引用 3次元地質解析技術コンソーシアム. 3次元地質解析マニュアル. 2020.



ガイドラインや成果物作成要領など、一貫性を感じない？

■要領・基準類の一貫性

◆ 広範囲網羅のなかで、意図・意識は読取れる
◆ ある工種に着目すると、流れは見える

◆ 異なる工種間の足並みは？（横並びは必要？）
◆ 着地点が変化するので、追いかけが続く？

★土木（旧建設、旧運輸）、建築の区別は続くのか？
★国、自治体、民間での独自整備は望ましいか？

★ユーザーとしては、統一されている方が良い
★これまでのやり方を改める議論があっても良い



■BIM/CIMガイドライン共通編「BIM/CIMの概念」

■ BIM/CIMガイドライン共通編「BIM/CIMの概念」

あらためて「BIM/CIM」とは?



あらためて「BIM/CIM」
とは?

■英国NBS(National Building Specification)webサイト「BIMとは何ですか? 」

BIM（Building Information Modelling）
とは、プロジェクトのライフサイクルを

通じて建設プロジェクトの情報を
作成・管理するためのプロセスです。

あらためて「BIM/CIM」とは?



BIMはどのように役立つのか？
BIMは、建築物のすべての構成要素に関する

すべての情報を一箇所に集めます。
BIMでは、設計のさまざまな側面をより効果的に統合するな
ど、あらゆる目的のために誰もがその情報にアクセスできる
ようになります。このようにして、ミスや不一致のリスクを
低減し、中止コストを最小限に抑えることができます。

あらためて「BIM/CIM」とは?



Level of BIM maturity BIM成熟度レベル

土木学会 土木情報学委員会 欧州CIM技術調査団

欧州における CIM 技術調査 2014 報告書

レベル2を実現していく
ために、ISO19650を
適用していく必要がある。

ISO19650-2
(情報マネジメント)

インフラ分野での
情報マネジメント
責任分担表を埋めてみる。
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事業計画・調査 設 計 施工 維持管理

発注者(事業者)

設計発注 工事発注 完成

建設
コンサルタント

ゼネコン

フェーズを一気通貫するデータにするために

業
務
分
担
の
量

一気通貫するデータとは?



３次元モデル成果物作成要領（案）について

0

【目的】
3次元モデル成果物作成要領（案）は、工事における契約図書を従来どおり2次元図面
とすることを前提として、設計品質の向上に資するとともに、後工程において契約図書に準じ
て3次元モデルを活用できるよう、詳細設計業務における3次元モデル成果物の作成方法及
び要件を示すことを目的とする。

・本要領は、2次元図面による工事契約を前提としており、詳細設計の最終成果物として3
次元モデルだけでなく2次元図面の作成も求めることから、2次元図面の全ての情報を3次
元モデルとして作成するのではなく、本要領に基づくBIM/CIMの活用目的を達成するため
に必要となる最小限の仕様を3次元モデルとして作成することを求める。

・単に3次元モデル成果物の要件を定めるだけでなく、設計当初から3次元モデルを作成し、
関係者協議、受発注者による設計確認、設計照査を実施の上、最終的な3次元モデル
成果物につなげるための基本的な作成方法を提示する。

・数量算出における3次元モデルの活用については、受注者の任意とする。

【対象工種】
令和２年度の適用範囲としては、「BIM/CIM活用ガイドライン（案）」における道路土工、
山岳トンネル、橋梁、河川（樋⾨・樋管）を対象とし、今後適用範囲を順次拡大する予定。



３次元モデル成果物作成要領（案）について

【後工程における3次元モデル成果物の活用場面（想定）】
本要領に準拠して作成される3次元モデル成果物は、後工程において以下のような活用場
面が考えられる。

（１）工事において考えられる活用場面
1）意図の伝達・設計照査・施工計画・工事検査に活用
2）設計時に作成した２次元図面の３次元化により、ICT活用工事において活用可能

（２）維持管理において考えられる活用場面（※道路の場合）
1）点検計画の策定（立体的な構造形状と周辺地形をもとに、足場の設置、作業車の配置、点検箇所へのアプロー

チ、狭隘箇所の点検方法等の検討に活用）

2）関係者協議（点検や補修工事等の関係者協議に活用）

3）点検作業や補修工事における安全確認（第三者被害防止措置、地下埋設物の破損対策などの必

要な安全対策の検討に活用）

4）資料の一元管理（3次元モデルをプラットフォームとして、構造物に施工記録や点検記録（写真、スケッチ等）を

紐づけて管理し、検索性を向上）

5）点検作業の効率化（次元プラットフォームで一元管理された情報をタブレットに保管し、点検作業に必要な資料

3を閲覧）

6）点検結果の可視化（属性情報を有する画像を3次元モデルへ紐づけすることにより合理的に可視化）

7）損傷原因の究明（点検結果の可視化により、損傷と構造物の位置関係が明確になる）

8）ロボット点検（ロボット点検の実施方法の検討や、点検で撮影した膨大な写真等の管理に活用）
1



 BIM/CIMの活用目的、適用範囲、BIM/CIMモデルの考え方、BIM/CIM
活用の流れ、各段階における活用等を参考として記載したもの。

 本ガイドラインを参考に、適用する事業の特性や状況に応じて発注者・受注
者等で判断の上、BIM/CIMモデルを活用する。

BIM/CIM活用ガイドライン（案）とは

３Ｄモデル

属性情報

（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）

0



BIM/CIM活用ガイドライン（案）の改定

1

①「構造物モデル等の作成」から「事業の実施」に主眼を置き各段階の活用方法を示す。
②各段階の構造物モデルに必要となる形状の詳細度、属性情報の目安を示す。

○ 測量及び地質・土質調査

測量成果（3次元データ）作成

地質・土質モデル作成

○ 設計

現地踏査

関係機関との協議資料作成

景観検討

設計図（一般図）

橋梁附属物等の設計

設計図（詳細図）

施工計画

架設計画

数量計算

○ 施工

設計図書の照査

事業説明、関係者間協議

施工方法（仮設備計画、工事用地、

計画工程表）

施工管理（品質、出来形、安全管理）

工事完成図（主要資材情報含む）

○ 維持管理

各段階における活用項目

BIM/CIMを活用して設計、施工業務の効率化・高度化に取り組むこと
を推奨する「活用項目」について、業務内容から選定し事例として記載。

○各「活用項目」では、2次元
情報等に基づき行っていた業
務を、BIM/CIMモデルを活用
して立体的に把握し、また、関
連情報を属性情報等として付
与することで情報の利活用性
を向上させ、業務の高度化、
効率化を図ることを目的に整
理。

○その際に活用するBIM/CIM
モデルの要件を目安として整理。



５年後の世界



事業の進展に伴い更新される
3次元地質・地盤モデルのイメージ※

※引用 3次元地質解析技術コンソーシアム. 3次元地質解析マニュアル. 2020.



建設コンサルタントの役割

●オープンイノベーションとは，いわゆる協調領域

「知識の流入と流出を自社の目的にかなうように利用して，社内イノベーションを加

速するとともに，イノベーションの社外活用を促進する市場を拡大すること」

（ヘンリー・チェスブロウ編著「オープンイノベーション」2008年11月より抜粋）

●供用１００年間の運用段階（維持管理）の場面・・・５年後の姿

「自力で技術開発を行うのではなく，建設業界以外の様々な業界の知恵も最大限に活

用し，効率的な方法で社会基盤を管理する方法を，道路管理者とともに構築する」

・SIP，建設DX，BIM/CIM活用，点検支援技術性能カタログ等の活用

・コロナ禍で加速したオンライン活用のさらなる応用展開方法の検討

・現在立ち上がっている様々なコンソーシアムの活用 etc..

・仮想空間と現実空間との融合，すなわちSociety5.0の実現





現場の進化を！あなたが世界を変えていくヒーローになろう！
『BE A HERO』



インフラの自然災害リスク及びストック効果
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