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ド大学などで、三次元ＣＡＤ、データベ

根本的に解決するために、スタンフォー

〇年代には似たような状況で、これを

つとなっている。実は、米国でも一九八

を感じないから、担い手不足の原因の一

的に生産性が低い業界には若者は魅力

と比べて低い労働生産性であろう。一般

が、特に重視されているのは他の産業

建設分野は様々な課題を抱えている

と「コンカレントエンジニアリング」

して設計する
「フロントローディング」

階に皆で同時進行的に協調的に前倒し

モデルを中心にプロジェクトの初期段

ったが、ＢＩＭでは三次元プロダクト

ーターフォールモデル法が一般的であ

生産の四つの設計を順番に進めるウォ

従来、建築設計は、意匠、構造、設備、

進めていく新しい仕事の方法である。

がら統合的に設計・施工・維持管理を

群がデータを一元的に共有・活用しな

ロダクトモデルを様々なソフトウェア

生産性の二割向上を目指すこと

二〇二五年度までに建設現場の

」
一 六 年 か ら「 i-Construction
と称する施策をスタートさせ、

にＣＩＭを導入・推進し、二〇

事も開始した。その後、積極的

し、翌二〇一三年からは試行工

）と名付け、一
Information Modeling
一件の試行業務（設計）を開始

は土木のＢＩＭをＣＩＭ
（ Construction

のような中、二〇一二年、国土交通省

比べると件数は非常に少なかった。そ

もＢＩＭの採用は見られたが、欧米に

のＤＸの根幹を担っており、国土交通

ＢＩＭ／ＣＩＭは建設生産システム

則適用することとしている。

木プロジェクトにＢＩＭ／ＣＩＭを原

年度からは、小規模を除くすべての土
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ース、ロボット、ＡＩ等を建設分野に応

を行う。これによって格段の効率化と

とした。二〇一八年からはＣＩ

はじめに

用した研究が開始されていた。当時は

コスト削減、工期短縮、品質向上が可

こととした。ＢＩＭ／ＣＩＭの

「統合化」と呼んでいたが、その研究成

我が国でも、国土交通省は二〇一〇

試行件数は順調に伸び、二〇二

ＭをＢＩＭ／ＣＩＭと表記する
年にＢＩＭの試行を開始し、いくつか

Ｘ」の推進を開始し、二〇二三

〇年度から「インフラ分野のＤ
ったが、その後続かなかった。民間で

の国の建物をＢＩＭで設計や施工を行

能となった〈図１〉
。

果が徐々に一般に使われ始めた二〇〇四
年頃に、ＢＩＭ（ Building Information
）という言葉が流行り始め、
Modeling
瞬く間に世界中に広まった。
ＢＩＭとは、標準化された三次元プ
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図１．従来の建築設計方法とＢ
ＩＭによる方法
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なメリットがあり、建設分野は将来ど

ＢＩＭ／ＣＩＭの活用によりどのよう

避けて通れるものではない。本稿では、

用を開始しており、将来を見据えた時、

速道路、電力などのインフラ会社も適

省だけでなく、地方自治体や鉄道、高

効率化でき、より良い設計の実現につ

ても、
理解するための時間が短縮され、

発注者あるいは施工者間の協議におい

が生じにくくなる。これは、設計者と

でわかるので、いらぬ誤解やトラブル

般市民でも形状や位置関係などが一目

〈図２〉
。特に、図面に慣れていない一

どが瞬時に自動的に求められる
〈図３〉
。

各部材の体積や重量、切土・盛土量な

図２．３次元モデルと従来の２次元図

集

②

できるようになるので、設計の最適化

が可能となる。

設計作業では、数値解析や技術計算

ソフトウェアに必要な入力データを作

成するが、そのかなりの部分が構造物

や地盤の幾何学的な形状データで、二

次元図面の場合は、技術者が図面から

座標値などを丹念に読みとって、手入

力しなければならない。一方、ＢＩＭ

干渉を自動的にユーザに教えてくれる

渉チェック」機能があり、部材同士の

ある。しかし、三次元ＣＡＤには「干

まい、現場でトラブルを起こしがちで

ぶつかってしまうような設計をしてし

二次元図面では、梁とパイプなどが

くなる。

更するだけで良く、そうしたミスがな

かないため、部材の寸法は一回だけ変

／ＣＩＭでは、モデルデータは一つし

くすことは困難である。一方、ＢＩＭ

すと、不整合といったミスを完全にな

ず、技術者の士気にも影響を及ぼす。

たらば、同じ作業を繰り返さねばなら

のかかる作業を行う。設計変更があっ

で体積を求めるという大変時間と労力

積をプラニメータで求め、平均断面法

って描き、そこに構造線を入れて、面

図から数多くの断面図を、等高線を切

る。また、盛土や切土の場合は、平面

鋼部材の体積や面積、重量などを求め

いて、電卓を叩いて、コンクリートや

寸法を記入したりしながら、数式を書

図面の一部をコピペして色を塗ったり、

数量計算作業は、二次元図面では、

ＶＲ（バーチャルリアリティ）ソフト

三次元モデルデータを作成すれば、

をデー
土工については LandXML 1.2
タ交換標準として利用している。

Ｃ（ Industry Foundation Classes
）
、

り、現状では、構造物についてはＩＦ

ータの国際標準化の努力がなされてお

件となる。そのため、三次元モデルデ

ＡＤとデータの互換性があることが条

し、解析や設計計算ソフトが三次元Ｃ

のはもちろん、ミスが激減する。ただ

で良く、時間的に大幅に効率化できる

タを解析や設計計算ソフトに渡すだけ

／ＣＩＭでは、三次元ＣＡＤからデー

ため、こうしたミスを未然に防ぐこと

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て

ですぐに景観検討ができる。
ＶＲでは、

インフラ分野

ところが、三次元ＣＡＤを用いれば、

図３．切土・盛土区間の道路の３次元モデル

ができる。

れる。途中で寸法の変更などを繰り返

これにより、複数の設計案を比較検討

のように変化していくのかを展望する。
ながる。
通常、一つの構造物について、一〇〇
枚を越す縮尺が異なり、見る方向や断

設計でのメリット
ＢＩＭ／ＣＩＭの三次元モデルは立

面などが様々な図面を描くため、同じ

③側面図
②正面図
③

部材が異なる形で何枚もの図面に現わ

体を可視化しているため、従来の二次
元図面に比べてはるかにわかりやすい

特
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①平面図
①

際に現場で設計した構造物などの収ま

ンテッドリアリティ）を用いると、実

変えることもできる。ＡＲ（オーグメ

れ、その場で構造物の色や質感などを

に入り込んでいるかのように感じら

立体視ができ、まるで自分がその環境

率化することができる。

とにより、面倒な積算作業を大きく効

ているので、積算ソフトと連携するこ

また、各オブジェクトの数量もわかっ

単価など様々なデータを付与できる。

の場合は工場名や製作年月日、型式、

配合、鋼部材の鋼材名、工場製作部材

また、
トータルステーションを用いて、

そのまま使うことができて効率的だ。

設計段階から三次元データであれば、

に準拠した三次元デー
LandXML 1.2
タを作成する必要があった。しかし、

る が、 従 来 は、 二 次 元 図 面 か ら

Ｇ／ＭＣ）が標準的な工法になってい

ットＰＣで納品や設置完了のチェック

やＱＲコードを付けて置けば、タブレ

次製品や仮設材にＩＣタグ
（ＲＦＩＤ）

ぐに把握できる。現場に納品される二

インターネットで各部材のチェック情

や寸法をすぐに確認することができ、

スが発生しなくなる。

な図面間での寸法値の齟齬といったミ

元図面が作成できるので、従来のよう

く、しかも三次元モデルから直接二次

て、二次元図面がなくなるわけではな

三次元モデルデータにしたからと言っ

動的に作成する機能がある。従って、

面で切ることによって二次元図面を自

三次元ＣＡＤには、三次元モデルを

ことによって実現でき、従来のような

次元モデルのオブジェクトを紐づける

ェアで作成し、各作業を示すバーと三

ャート（ガントチャート）のソフトウ

四次元モデルは、工程計画表をバーチ

としてアニメーションで表現できる。

三次元に時間軸を加えた四次元モデル

に描いていたが、
ＢＩＭ／ＣＩＭでは、

施工の手順を二次元のコマ漫画のよう

で記した通りである。さらに、
従来は、

Ｍ／ＣＩＭを利用するメリットは設計

どの設計、数量算出を行う上で、ＢＩ

てる必要があり、工事用道路や仮橋な

積算を行うためには、施工計画を立

現場で危険なところをビジュアルに示

案などの意見が出しやすくなる。
また、

め、効率的であり、ミスが減り、改善

ＣＩＭモデルであれば一目瞭然のた

まく行かないことがあるが、ＢＩＭ／

る際、二次元図面では意思の疎通がう

すくなる。建設現場で作業員に指示す

説明することにより、格段にわかりや

リーンに映し出して、四次元モデルで

ったのが、三次元モデルデータをスク

議では、二次元図面だとわかりにくか

元請の施工会社と協力会社の間の会

自動的にできる。

タが三次元であれば、座標値の比較が

土工の出来形検査を行う際、設計デー

ＭＲで現実の状況に重畳させることに

地質情報やボーリングデータをＡＲや

の地下構造物の施工では、三次元的な

かを確認できる。また、トンネルなど

施工ミスがないか、寸法に狂いはない

デルデータと実際の状況を比較して、

を用いれば、現場で設計した三次元モ

ＡＲやＭＲ（ミクストリアリティ）

較管理）を科学的に行えるようになる。

とにより、予実管理（予算と実績の比

計画出来高と実績出来高を比較するこ

も即時に算出できる。四次元モデルで

ことができ、そのデータから、出来高

三次元モデルとタブレットＰＣを用い

をし、
きちんとした生産管理ができる。

報をサーバに送れば、現場事務所です

り具合を確認することができる。
また、

ＢＩＭ／ＣＩＭモデルデータは、単

経験と勘で作成していた工程計画が科

すことができ、安全管理、安全教育に

より、技術的な判断を支援することが

３Ｄプリンタにデータを入力すれば、

に幾何学的な形状が三次元になってい

学的に作成できる上に、最適化を図る

大きく貢献している。
従来は、現場に大きな図面の束を持

やＭＲによって得られる重畳映像を、

できる。また、インターネットでＡＲ

積算と施工計画でのメリット

三次元模型がすぐにできる。

るだけではなく、
「オブジェクト指向」

ことも可能となる。

って行き、閲覧したり書き込んだりし

現場から発注者の事務所に送ることに

れば、出来形を現場で容易に確認する

という考え方に基づいて、一つ一つの

ていたが、三次元データでは、タブレ

よって、発注者が一々、時間をかけて

部材、例えばＰＣ橋梁のセグメントや

土工ではＩＣＴ施工のうち、マシン

ットＰＣを持っていき、各部材の属性

施工でのメリット

ノ）になっており、種々の属性を与え

ガイダンスとマシンコントロール（Ｍ

橋脚などが、一つのオブジェクト（モ
る。属性には、コンクリートの強度や

20

「遠隔臨場」と名付けている。

がなくなる。国土交通省では、これを

検査をするために現場を往復する必要
入してきた職員でも経緯をすぐに把握

して残しておくことができるので、転

改造などのプロセスを四次元モデルと

できるようになる〈図４〉
。

そうした工事の発注図面はあっても、

完成後、
増築や改造などが行われるが、

図面を、ほとんどの組織が持っ
As︲Is
ていないということである。
構造物は、

は、 構 造 物 の 現 状 を 表 し た 正 確 な

維持管理における大きな問題の一つ

ズ間でデータを捨てずに、特に施工段

は、設計、施工、維持管理の各フェー

してしまっている。ＢＩＭ／ＣＩＭで

報の多くが引き継がれておらず、散逸

要になるが、現状はそうした必要な情

ために設計や施工段階の各種情報が必

事故が発生した場合、原因を究明する

供用中の構造物に破損や崩壊などの

それを構造物全体の図面集に反映させ

階での各種計測データを属性情報とし

維持管理でのメリット

るのは大変だからだ。一方、ＢＩＭ／

になっても旧来の契約方式と組織のま

までは、せっかくＢＩＭ／ＣＩＭを適

用しても、それなりの効果は見込める

ものの、本来の爆発的な効果は難しい

だろう。

最近、国土交通省では、発注者責任を

果たすためには、プロジェクトに合った

契約方式を柔軟に選択していくことを、

特に地方自治体などに勧めている。ＥＣ

Ｉ（ Early Contractor Involvement
）
や詳細設計付工事発注方式といったＢＩ

Ｍ／ＣＩＭの効果が発揮しやすい方式が

徐々に採用されつつあり、今後、その効

とが課題である。一方、ＢＩＭ／ＣＩ

するのに相当な時間と労力がかかるこ

表示されているので、全体として把握

検報告書で損傷箇所が二次元図面上に

を行うことが義務化されているが、点

トンネルは五年に一回は近接目視点検

我が国では、二〇一四年から橋梁と

究明に大いに役立つはずである
〈図５〉
。

て残しておくことが出来るため、原因

により、ＢＩＭ／ＣＩＭを適用してい

方式の中で部分最適化された三者関係

あるから、従来の設計・施工分離発注

のだと考えている。現在は、過渡期で

な効率化を生み出すイノベーションな

く、将来もっと普及すれば、異次元的

記したが、本来はこんなレベルではな

以上、ＢＩＭ／ＣＩＭのメリットを

することになろう。ＢＩＭ／ＣＩＭは

り、
「バーチャルジャパン」を将来形成

ジタルツイン」の基盤となるものであ

る。これは、最近話題となっている「デ

ＡＴＥＡＵなどを開発・整備しつつあ

ラットフォームや３Ｄ都市モデルＰＬ

国土交通省では、国土交通データプ

果を定量的に評価し、ＢＩＭ／ＣＩＭと

ＣＩＭでは、常に最新の構造物の現状

Ｍでは三次元モデルデータ上に点検結

るが、本来のＢＩＭ／ＣＩＭではフロ

そうした基盤の大きな要素となるもの

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て

おわりに

相まって推進されることを期待している。

を表した正確なモデルに誰でもアクセ

果を記載していけば一目瞭然であり、

ントローディング、コンカレントエン

であり、土木だけでなく、建築もＢＩ

今後の展望

スできるようになる。さらに、増築や

四次元モデルを使えば経年劣化の度合

ジニアリングによって「全体最適化」

インフラ分野

いが容易に把握できる。

集

Ｍを推進していくことを期待している。

図５．
従来はフェーズ間でわずかなデータしか引き継がれなかったが、
Ｂ
ＩＭ／ＣＩＭでは基本的にデータを捨てずに引き継ぐ

を目指すべきなのである。ＩＴの時代

特
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図４．橋梁の補修工事の経緯を示す４次元モデル

