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桜田大橋におけるBIM/CIMの取り組み
―鋼橋CIMを活用した施工の見える化―
釧路開発建設部 釧路道路事務所 第３工務課
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本論では、北海道横断自動車道の阿寒ICから釧路西ICにおいて、阿寒川を横断する桜田大橋
の鋼橋上部工工事（4径間連続合成2主鈑桁、トラッククレーンベント架設工法）の施工におい
て、 CIM（Construction Information Modeling / Management）を実施した。工事発注直後は受発注
者共にBIM/CIMに関する知識・経験及び実事例が少ない中、コミュニケーションツールとして
のCIMの有用性（見える化）に着目し、設計照査、施工の各プロセスにおいて、有益となった
その事象の評価と課題、今後の維持管理への展望に関して報告する。
キーワード：i-Construction、ICT、鋼橋

0. 本論の構成
本論では、下記項目に沿って掲題の取り組みと効果を
順に説明するものとする。
1. 今回のCIM試行工事における目的
2. CIM試行リクワイアメントの選定に関して
3. CIM実施効果算定方法について
4. CIM実施計画及びCIM活用工事の見積り書の依頼
5. 各プロセスでのCIM実施内容
6. CIM実施内容の効果のまとめ
7. 本工事でのCIM活用の可能性
8. 課題と今後の展望

した。その評価としては、CIMを活用していない従来の
発注工事と内容・成果を比較しつつ、CIM活用の有益性
の確立と「建設現場の生産性を2025年までに20%向上を
目指す」総理発言を実現させる為、評価指標の整理や今
後の工事の生産性向上へ向けた事例の構築及び他の工事
への横軸展開を視野に置き、実績をまとめることとした。
CIM活用による工事の見える化に対して、従来プロセ
スとの比較から生産性向上の指標及び今後の展開までを
導き出す重要な緒戦となった。

2. CIM試行リクワイアメントの選定に関して
本工事の開始された平成28年当時のCIM実施項目のリ
クワイアメントは下記の通り。

1. 今回のCIM試行工事における目的
国は平成28年（2016年）を「生産性革命元年」とし、
労働者の減少を上回る生産性の向上を図るため「国土交
通 省 生 産 性 革 命 プ ロ ジ ェ ク ト 」 が 掲 げ ら れ 、 iConstructionが推進されている。その中で、ICTの拡大、
新技術開発・導入推進、「新3Kの追加」を目標に、釧
路開発建設部において橋梁分野でのICTの拡充計画の一
環として、桜田大橋上部工事にてCIMを試行するに至っ
た。
要旨の通り、釧路道路事務所においては、初めての
CIM試行工事の為、今回のCIM活用はリクワイアメント
に即したコミュニケーションツールとしての活用にター
ゲットを絞り込み、工事の見える化に重点を置くことと
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【実施内容】
以下a)～e)の項目から原則3項目以上を設定する。
a)は必須となる。
a) CIMモデルにおける属性情報の付与
b) CIMモデルを用いた数量、工事費、工期の算出
c) 施工段階を見据えたCIMモデル構築
d) CIMモデルによる照査の実施
e) 受発注者間でのCIMモデルのデータ共有
今回の桜田大橋上部工事におけるCIM実施項目は、a)、
c)、d)、e)とした。将来の維持管理へ引き継げる有用な
情報となるよう、受注業者と協議の上、選定した。

a) に関しては、維持管理に着目し、初期値として初期
損傷の情報や塗膜情報などを属性値として3Dモデルに
付与するものとした。
c) に関しては、施工ステップ毎の日付を3Dモデルに
リンクすることで、架設計画の検討や協議でCIMを活用
するものとした。
d) に関しては、2D図面では確認困難な上部工と下部
工の干渉確認を3Dモデルにて実施し、維持管理の点検
動線を考慮した構造検討にCIMを活用するものとした。
e) に関しては、データ閲覧ソフトに無償ビューワーを
活用することで、受発注者間の協議における対面会議の
回数軽減や費用面の負担を軽減するものとした。
また、b)を選択しない理由としては、本工事の開始ま
でにソフトウェアをはじめとした周辺環境を整える費用
と時間が十分でなく、本工事での数量に関する活用は控
えることとした。また、その当時の鋼橋におけるCIMモ
デルの必要属性が検討されておらず、施工の実運用に耐
え得る数量算出ロジックが十分に構築できなかった事や、
膨大なデータ量や使用ソフトが限定的になるなど、受発
注者間のデータ共有に適さなものと考えられたことも、
その要因の一つである。

3. CIM実施効果算定方法について
効果の算定方法は、従来の実施プロセスと比較でき
るものに関しては、定量化して比較するものとする。属
性付与など新しい試みで従来の方法と比較出来ない項目
がある場合は、従来の実施プロセスの工数と今回のCIM
実施工数の残りの工数にて比較し、軽減される工数を効
果算定とするものとする。
この効果算定の指標の最適化に関しては、今後発注
される他のBIM/CIM適用工事の実績を重ねつつ、適切な
指標の構築を継続して行うものとする。

4. CIM実施計画及びCIM活用工事の見積り書の依頼
CIMの実施計画の策定にあたり、受注業者にて作成
したCIM実施計画書（案）を元に受発注者協議の上、CIM
担当技術者、組織体制、CIM実施工程表、CIM実施内容、
実施目的、実施方法、CIMモデルの作成仕様、情報共有、
成果物の納品、などの各項目に関して協議を進めた。
また、本指定工事においては、受注者に「別紙－５
ＩＣＴ活用工事、ＣＩＭ活用業務・工事の見積り書の依
頼について」（国土交通省 平成３０年度向け 「ICT
の全面的活用」を実施する上での技術基準類 H30.4.2
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初版登録）に基づきCIM実施項目の作業見積もり書の作
成を依頼した。CIM実施項目の費用に関しては、施工業
者によって違うソフトウェア選定、価格設定や各工事で
の作業の難易度などをいかに指標として確立するかが難
しく、本工事に於いては、発注者側にCIM実施作業の内
訳を詳細に記すように指示を出すことで、詳細度に応じ
たCIMモデルのサンプル作成、CIMモデルの作成・更新に
関する技術員の人工、それに係るハードウェア、ソフト
ウェア賃貸借費用などCIM実施計画書の内容に基づく見
積り額、その作業内訳や根拠に関して協議を進め、見積
り額を了承するに至った。今後いかにCIM実施内容の見
積り額の指標を確立していくかが大きな課題となる。

5. 各プロセスでのCIM実施内容
実施計画書に基づき、各施工の作業プロセスにてCIM
を活用した具体的な内容や成果事例を報告する。また、
工事に関しては現在、施工の最中であり、成果がまだ確
認されない段階のプロセスもある。成果が確認されない
ものに関しては、その見通し、想定される効果を書き記
すこととする。なお、本項は便宜的にCIMに関するデー
タサイクルの順、(1) 設計照査、(2) 架設計画、(3) 維持管
理を報告する。
(1) 設計照査
設計照査の適用リクワイアメントは下記の通り。
d)CIMモデルによる照査の実施
e)受発注者間でのCIMモデルのデータ共有
上部工や下部工の3Dモデルと付属物の3Dモデルを統合
し可視化することにより、従来の2D図面照査では確認困
難な干渉箇所の発見や受発注者間の合意形成に活用。3D
モデルを協議の初期段階に作成（フロントローディン
グ）し、干渉チェック、クリアランスのチェックなど設
計照査の時間短縮、干渉箇所の見過ごし防止だけでなく、
施工性の確認を実施することで、従来の設計照査と比較
し、施工段階での後戻りが軽減され、生産性や施工品質
の向上に貢献した。また、干渉箇所のビフォーアフター
を3Dモデルで表現し、設計照査の改善協議の効率化にも
寄与した。

図-1 従来の2D図面照査と3Dモデルでの干渉確認

PCへの負荷の少ないビューワーソフトウェアを活用す
ることで、受発注者間でCIMモデルのデータ共有が容易
に図れた。それらのソフトウェアで協議を実施すること
により、従来の2D図面での協議と違い、干渉事象の把握
時間、協議の目線合わせなど協議の効率化が図れ、改善
内容の齟齬を無くし、照査時間、協議時間の短縮に貢献
した。

隔距離（クリアランス）を3Dモデルを活用して厳密に
距離を把握し、架設計画に反映することが可能となる。
また、埋設物の情報や地質情報を地形モデルを統合モデ
ルに流用して可視化することで工事中の事故をより確実
に防止できる施工計画が可能となり、CIMの更なる活用
効果が向上する。作業員への安全教育においても、3D
モデルの各ステップシーンを日々のKY活動や作業要領
にも活用することで、作業の効率化だけでなく、より一
層の安全な現場作りに貢献することが可能となる。輻輳
する工事関係者、第三者においても、工事説明など使用
用途を膨らませていくことで、CIMの有効性を拡大でき
る。
(3) 維持管理での活用提案
維持管理での適用リクワイアメントは下記の通り。
a)CIMモデルにおける属性情報の付与
e)受発注者間でのCIMモデルのデータ共有

図-2 無償ソフトウェアによるビフォーアフター
モデル確認

(2) 架設計画の検討と協議
架設計画の適用リクワイアメントは下記の通り。
c)施工段階を見据えたCIMモデル構築
e)受発注者間でのCIMモデルのデータ共有
本工事は、阿寒川を横断する橋梁の為、クレーンの設
置場所や資材の搬入経路、地組立ヤードの確保など事前
の検討項目が多く、現場状況の見落としによる後戻りの
要因を多く含む工事である。今回、架設検討用の3Dモデ
ルを作成するにあたり、現場の河川や地形モデル、橋脚
の3Dモデルなどを統合し、現地状況を忠実に再現し、更
に、架設計画図に忠実な架設工程の順序を反映した架設
ステップのシーンや日付を統合モデルに関連付けた。そ
れらの3Dモデルや架設動画を活用することで、従来の2D
の架設計画図と日程表の相互確認に比べ、架設ステップ
を1つの画面で確認することができ、架設計画の検討、
周知及び合意形成の各協議時間が大きく短縮された。

本工事は2019年2月現在は施工中の為、維持管理に関
しては下記「1) ウォークスルー（点検動線の確認）」
に関しては実施済みであるが、「2) 維持管理に必要な
初期値情報の付与」に関しては、まだ実施前であり、本
論ではCIM実施計画書の実施予定内容を報告するものと
する。
1) ウォークスルー（点検動線の確認）
架設ステップと同じく、点検動線のポイントとなる
様々なシーンを3Dモデルに付与することにより、点検動
線の見える化を実施した。加えて、ヒューマンモデルを
点検時のシーンに追加することで、高さ、幅などの距離
感が空間的に把握でき、マンホールや狭隘部の通行性の
検証及び点検時の障害物や不安全箇所などの発見が容易
となり、維持管理性が向上する。また、従来の2D図面と
比べ、危険予測や点検個所のイメージが容易となり、安
全確認の精度向上や点検動線に関する協議の時間短縮に
も貢献できる。将来、実際の点検時にはこのCIMモデル
を用いて、複雑な点検経路の事前の点検検討や、効率的
な点検経路の洗い出しも可能となり、維持管理の引継ぎ
の効率化につながる。

図-3 桁の落とし込みとクレーン配置と地組立
図-4 梯子と検査路の位置関係の不安全改善検討
その他、今後のCIMの活用においては、活用工事現場
の近隣にある鉄塔や電線、鉄道など周辺構造物を3Dモ
デルとして統合することで、クレーンと近接構造物の離
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2) 維持管理に必要な初期値情報の付与
維持管理に必要となる出来形の初期情報を3Dモデルに

属性情報として付与し一元管理することで、長期的な維
持管理の情報管理に役立てる。本工事においては具体的
に、初期損傷情報及び対応内容、桁端部の出来形状況、
基準点情報を属性情報とし3Dモデルの所定箇所にリンク
情報として付与する。区画ごとの構造物名称は3Dモデル
に直接付与する。

6. CIM実施内容の効果のまとめ
CIMの実施内容の効果を以下にまとめる。ただし、本
工事は2019年2月現在は施工中であり、まだ効果を確認
出来ていない項目や、まだ比較材料が少なく評価できな
い項目があり、今後他の工事での効果を取集し、指標化
することで、効果の分析精度を高める。今回の結果に関
しても、記録に留めるだけでなく、今後の情報蓄積、分
析に活用し、CIMの実施改善に際して意味のある結果と
し活用する。全ての情報が集まり次第、妥当性を検証し、
分析を進める。
(1) 設計照査協議
CIM導入による受注者の設計照査の工数削減効果を表1に記す。協議日数の削減効果が受発注者共通の削減効
果となり、設計照査での発注側の効果は5人日となった。

図-5 3Dモデルへの属性情報の付与イメージ
出来形の初期情報の例として、桁端部の塗膜情報に
関しては、特に桁端部は損傷が激しい箇所である為、塗
膜の劣化状況を短いスパンで確認する必要がある。その
為、属性情報作業の収集概要としては、完成後3年間毎
年1回、橋脚上から両桁端部の塗膜状況を定期確認、写
真撮影するものとし、毎年3Dモデルに属性データを付与
しDVDに納めて提出する。その桁端部の撮影に関しては、
受注者の自主点検作業として、計画書等を取りかわし、
現場へ立ち入る際は、その都度監督職員に確認の上、許
可を得るものとした。

表-1 受注者の設計詳細における効果
工場製作工・設計照査
CIM 実施目的

モデルによる設計照査精度の向上・協議の効率化

検証内容

橋梁本体、付属物、下部工、障害物件などの３Ｄモデリングを行い、干
渉チェックを実施・設計照査の効率化を図り、これにより、設計照査や
協議にかかる日数を大幅に削減可能となった。

評価算定根拠

設計照査や協議に要する時間の短縮度、手戻り削減日数

従来方法

2D図面による設計照査、協議
・設計照査（実例から想定）＝１８日
・設計見直し、修正等（手戻り相当）＝７日
・協議に要した日数（実例から想定）＝１０日

計 35 人
日

CIM 実施

CIMモデルを活用しての設計照査、協議
・設計照査（モデル作成含む）＝１９日
・設計見直し、修正等＝３日
・協議に要した日数＝５日

計 27 人
日

効果参考値
（削減日数）

8 人日

(2) 架設計画協議
受注者の工数削減効果を表-2に記す。協議日数の削減
効果が受発注者共通の削減効果となり、発注側の効果は
2人日となった。
図-6 桁端部の塗膜撮影に関する取り交わし
表-2 受注者の架設計画における効果

将来的にi-Constructionの情報集約型のデータ共有プラ
ットフォームが構築された際に、共有される3Dモデル
に維持管理に必要な情報（定期点検個所、要領、手法）
をインプットする必要がある。この様な形で、その次世
代の運用の為にも、各工事にて維持管理へ引継ぎが必要
な維持管理の情報を想定し管理し、維持管理データの準
備を進める必要がある。
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鋼橋架設工・仮設工
CIM 実施目的

施工計画，安全管理，協議への有効活用

検証内容

ＣＩＭモデルを使用し作業計画を可視化し施工計画、安全管理、協議
活用となった。

評価算定根拠

計画や協議に要する時間の短縮度

従来方法

２次元図面による計画、協議
・資料作成日数＝５日
・説明協議日数＝３日

計8 人日

CIM 実施

CIMモデルを活用しての計画、協議
・資料作成日数＝４日
・説明協議日数＝１日

計5 人日

効果参考値
（削減日数）

3 人日

(3) 維持管理協議
CIM導入による受注者の維持管理の計画における現時
点での工数削減効果を表-3に記す。協議日数の削減効果
が受発注者共通の削減効果となり設計照査での維持管理
協議の効果は2人日となった。将来、維持管理でのCIMの
効果が発揮される。
表-3 受注者の維持管理の計画における効果
工場製作工・維持管理
CIM 実施目的

動線確認・安全管理の精度向上

検証内容

３Ｄモデル上で点検経路などの動線確認を行い、維持管理性・安全性
についてチェックを実施し、従来の紙図面ではイメージしづらいことも視
覚的に容易に確認ができ、不安全な経路を発見、および構造変更の
提案となった。

評価算定根拠

検討や協議に要する時間の短縮度、手戻り削減日数

従来方法

2D図面による検討、協議
・点検計画検討（実例から想定）＝６日
・設計見直し、修正等（手戻り相当）＝３日
・協議に要した日数（実例から想定）＝３日

計 12 人
日

CIM 実施

CIMモデルを活用しての検討、協議
・点検計画検討（モデル作成含む）＝３日
・設計見直し、修正等＝１日
・協議に要した日数＝１日

計5 人日

効果参考値
（削減日数）

7人日

(4) 効果のまとめ
2D図面での従来作業とCIM活用時の比較を図-7に記す。
結果としては、3Dモデルの作成及び修正時間が従来に比
べ新たに発生するものの、協議などコミュニケーション
に活用する詳細度は300程度であり、その負荷は工事に
多大な影響を与えるものではない。モデルの作成、活用
の工数においては、従来の2D図面を活用する作業に比べ、
後戻りや協議時間などの削減に効果があり有用であるこ
とが示された。もちろん、現状未実施である項目や実施
済みの工数及びその作業内容に関しても、あらためて今
後のCIM実績報告書や詳細なCIM作業のヒアリング結果を
交えて振り返りの機会を十分に設け、その妥当性に関し
て受発注者間で分析や協議を進める予定である。
表-4 受発注者の各プロセスにおけるCIM活用の効果
CIM 実施プロセス

受発注者

発注者

受注者

設計照査

協議時間の短縮
品質向上

点検動線の安全
性確保

設計照査の効率
化、施工性の向上

架設計画

協議時間の短縮
安全性の向上

地域の方々への
工事説明

現場作業の効率
化

維持管理：
ウォークスルー

協議時間の短縮
安全性の向上

維持管理への引
継ぎ

実用性の向上

維持管理：
出来形の初期値

品質の確保

維持管理への引
継ぎ

検査報告への流
用
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図-7 2D図面での従来作業とCIM活用時との比較

7. 本工事でのCIM活用の将来的な可能性
CIMには様々な可能性があり、本工事にて試験的に有
効なCIMモデルの活用を模索し、トライアル・アンド・
エラーとして、CIM実施項目にない下記数項目に関して
も、受注業者に協力をいただき、本工事内で実施するこ
ととした。その実施内容を下記に記し、既に実施してい
る内容に関してはその結果を記すものとする。
(1) 安全教育
現場作業員の安全教育にCIMモデルを活用し、現場の
安全性の向上に努める活動とする。従来の写真や資料で
は、その工事に特化した危険予知が不十分で、安全性の
確保とならないケースがある。今回、架設工事までに3D
モデルが作成されており、統合モデルがより現場に近い
状態が再現されている。それらの3Dモデルを交えて安全
教育を行う予定である。その安全教育の充実に期待した
い。
(2) ドローン撮影による地形モデルの作成
施工ICTの一環として、ドローンにて撮影した高解像

度画像を利用し地形の一部を試験的にモデル化を実施し
た。結果としては、活用に十分な精度が出ず、統合モデ
ルへの反映は今回は見送ることとした。ただし、今後は
ソフトウェア、ハードウェア共に技術の高度化に耐えら
れるものとなりつつある。今後も引き続き別の工事など
で高解像度技術のトライアルを重ねる。
(3) VRを活用した地域交流、研修や教育
JICA研修にて本工事の現場見学会の座学の一環として
本工事の統合モデルを活用し、施工現場を再現したVR体
験会を開催した。JICA研修のタイミングでは架設作業が
開始されておらず、VRの世界にてこれから架設される橋
のイメージを共有することが可能となった。JICA研修員
の方々にも、工事完成イメージを持っていただけただけ
でなく、土木工事とVR技術の融合への驚きやご興味もい
ただいた。また、第3工務課内への工事完成イメージの
プレゼンでもVRが活用され、2D図面や3Dモデルの確認だ
けでは感じることのできない現場の臨場感から、安全性
や施工性、維持管理などの新たな目線や工事の切り口を
持って協議が可能となった。VRの利用用途は工事前の完
成イメージの共有だけでなく、現場の安全教育の活用や
新人教育、今後はオンライン検査や各種協議などの有効
活用を模索したい。VRだけでなくARなど新しい技術を取
り込むことでの有効性を継続的に推進・検討するものと
する。

8. 課題と今後の展望
(1) 課題
本工事におけるCIM（BIM/CIM）の試行は、先に述べた
通り、協議の時間短縮、構造の理解、施工計画の共有な
どでその効果を発揮しているが、まだ多くの課題が残る。
①基準類・評価指標の整備、②異業種交流、③海外BIM
システムの流用、④データフォーマットの標準化、⑤情
報共有インフラ整備、⑥必要な属性情報の精査、⑦CIM
実施項目の見積り指標策定など、様々な課題が残る。設
計コンサル、施工者とも協力し、課題を克服し、生産性
の更なる向上に向けた取り組みを実施する必要がある。
(2) 今後の展望
本工事での取り組みや、現在持ち得る新技術の情報を
工種に因らない工事関係者と共有し、他の工事にて効果
のあるCIMの実施項目を横軸に展開し、推進・分析を進
める事を残された課題や問題を解決する為の今後のアク
ションとする。また、積み上げた成果だけでなく工事の
課題・問題点の振り返りから、その解決や良き事例を
個々で所有することなく、積極的に受発注者双方の工事
関係者各位へ公開及び共有することで、早い段階におい
て工事関係者各位に協力を要請する。そして、次の新し
いステージへ受発注者双方でステップアップし、より良
い実績を重ね、大きな生産性の向上につなげる。もちろ
ん、受発注者双方がWinWinの関係を築く前提である。
(3) 総括
今後、他の工事においても効果の高い CIM 実施項目を
選定し、様々な課題・問題を順序立てて解決すればコミ
ュニケーションツールとしての CIM の活用効果は無限大
となる事を確信する本工事となった。
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図-8 JICA研修のVR体験会の様子
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