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北海道開発技術研究発表会論文

倶知安余市道路におけるi-Constructionの
取組について
―３次元データの活用やICT等新技術導入により
事業の効率化を目指して―
小樽開発建設部 小樽道路事務所 第１工務課 ○大谷 篤嗣
東原 博晃
藤岡 博之
国土交通省生産性革命プロジェクトにおいて令和元年は生産性革命「貫徹の年」に位置づけ
られている。
この貫徹に向け、小樽開発建設部はi-Constructionモデル事務所に位置づけされ、「３次元情
報活用モデル事業」に決定された「倶知安余市道路」での今年度の取組状況について報告する
ものである。
キーワード：生産性向上、ICT、貫徹の年、CIM

1. はじめに
国土交通省が平成28年度より推進する生産性革命プロ
ジェクトにおいて、4年目の今年度は、「貫徹の年」に
位置づけられている。本プロジェクトは、その目標とし
て、建設現場の生産性を令和7年度までの10年以内に2割
向上させることが掲げられている。
こうした全国的な取り組みの中、小樽開発建設部は平
成30年度に、全国10カ所の「i-Constructionモデル事務
所」のうちの一つに、北海道で唯一選定された。小樽道
路事務所が担当する一般国道5号倶知安余市道路（図-1
参照）の改築事業についても、同年度に「3次元情報活
用モデル事業」に指定され、事業の効率化を図るために、
集中的、継続的にBIM/CIMを活用し、3次元データの活
図-1 倶知安余市道路位置図
用やICT等の新技術の導入を加速することとなった。
そこで、本論文では小樽道路事務所が平成30年度から
継続的に実施しているICTの取り組みついて報告する。
(1) 機器スペックに関する課題への対策
加えて、昨年度報告した課題からの改善点と、今年度
表-1に示す通り、昨年度銀山大橋P3橋脚工事及び銀山
の課題に対する今後の解決策を提示することで、ICT活
大橋P2橋脚外一連工事において聞き取り調査を実施した
用を生産性向上に繋げるための方策を提示する。
ところ、発注者と工事請負業者との間でPCの機器スペ
ックに大きな差異があることが明らかとなった。実際の
運用に際しても、関係者が共有できるデータ量が想定さ
2. 既出の課題への対策
れており、今後発注者がボトルネックとならないために、
機器スペックの向上が求められていた。
昨年度明らかとなった課題については、谷口ら1)が詳
このため、本年度は BIM/CIM 用の PC を 1 台導入し、
細にまとめている。本章では、そのうち今年度対策が実
発注者として機器スペックの向上を図った。新旧の
施され、改善が見られたものについて記述する。
BIM/CIM 用 PC のスペックを表-2 にて示す。
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表-1 昨年度のBIM/CIM用PCのスペック
発注者
設計者
Win10
Win10
OS
Pro64bit
Pro64bit
Xeon®
Core i7
CPU
E3-1505M
8700K
2.80GHz
3.70GHz
定格クロック数
4
6
コア数
8
12
スレッド数
4GB
4GB
ビデオメモリ
16GB
32GB
メモリ
SSD 256GB SSD 256GB
SSD/HDD
HDD なし HDD 2TB

受注者① 受注者②
Win10
Win10
Pro64bit
Pro64bit
Core i7
Core i7
7700K
8700
4.20GHz
3.20GHz
4
6
8
12
8GB
2GB
64GB
16GB
SSD 1TB SSD 480GB
HDD 6TB HDD 1TB

表-2 新旧のBIM/CIM用PCのスペック

OS
CPU
定格クロック数
コア数
スレッド数
ビデオメモリ
メモリ
SSD/HDD

平成30年度
Windows10
Pro 64bit
Xeon®
E3-1505M v5
2.80GHz
4
8
4GB
16GB
SSD 256GB
HDD なし

平成31年度
Windows10
Pro 64bit
Xeon®
E2126G
3.30GHz
6
6
5GB
64GB
SSD 480GB
HDD 1TB

写真-1 新しいBIM/CIM用PC

また、この PC 新調に伴い PC の形式がノート型から
デスクトップ型になったことから、31.5 型ワイド液晶デ
ィスプレイのモニターを導入した（写真-1）。
さらに、オートデスク㈱の Autodesk Civil 3D、Revit、
福井コンピュータ㈱の TREND-CORE CIM ビューワー
Free 版、川田テクノシステム㈱の V-nas 3D Viewer など 3
社の代表的なソフトウェアを導入した。
このように、PC 本体だけでなく、モニターやソフト
も含めた機器スペックを向上したことで、取り扱うデー
タの大容量化と、視認性の向上が同時に実現した。また、
複数のソフトウェアに対応できるようになったことは、

工事請負業者のソフトウェアの選択肢をできるだけ狭め
ないことにも繋がったと考えられる。こうした機器の機
能を十全に活かせれば、関係者全体の生産性向上が期待
できると考えられる。
しかし、現在この PC はイントラネットのみにしか接
続できず、大容量転送システムは利用できるものの、3
次元データなどを共有する情報共有システムを直接利用
できないため、効率的に使えているとは言い難いのが実
情である。
(2) 標準ファイル形式に関する課題への対策
国土交通省が定める「CIM 事業における成果品作成
の手引き（案）」（令和元年5月）では、CIM事業にお
ける成果品納入の際に、オリジナルファイルを必須とし
ている。その上で、国際標準の採用を念頭に、ソフトウ
ェア製品が対応している場合、3Dデータの受け渡しに
用いる標準ファイル形式として、IFC 2×3（構造物モデ
ル）、LandMXL（地形モデル等）での納品を求めてい
る2)。
このうちIFCについては、昨年度の調査時点において、
あるソフトウェアでIFC形式に変換して出力したデータ
が、異なるソフトウェアで読み取れるかどうかが保証さ
れていなかった。標準ファイル形式を用いたデータのや
りとりの概念図を図-2に示す。
しかし、一般社団法人building SMART Japanが2019年3
月に「土木IFC検定」の結果を公表し、表-4の5本のソフ
トウェアが出力検定と入力検定の両方に合格している3)。
なお、入力検定にはビューアー系とCAD系の2種類があ
り、デキスパート施工Revoは前者、その他のソフトウェ
アは後者の検定に合格している。
また、LandMXLについても、一般社団法人OCFが
「LandXMLに準じた3次元設計データ対応検定」の結果
を公表しており、2019年12月末段階で表-5の20本のソフ
トウェアが認証を得ている4)。
このように、異なるソフトウェア同士でのデータのや
りとりを可能にする標準化ファイル形式に関しては、対
応ソフトウェアを検定・公表することで標準化ファイル
形式が利用できることを保証する仕組みが機能し始めて
おり、ソフトウェア開発者と検定組織の今後の更なる取
り組みの進展に期待したい。
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【イメージ】
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？

図-2 データのやりとりのイメージ図

表-4 土木IFC検定合格ソフトウェア一覧 （出力検定と入力
検定の両方に合格したソフトウェアのみ記載）
メーカー
福井コンピュータ(株)
オートデスク(株)
川田テクノシステム(株)
ALLPLAN Deutschland GmbH
(株)建設システム

ソフト名
TREND-CORE
Autodesk Revit
V-nasClair/ i-ConCIM_Kit
ALLPLAN
デキスパート施工Revo

表-5 LandXMLに準じた3次元設計データ対応検定合格ソフト
ウェア一覧
メーカー

(株)エムティシー

オートデスク(株)
川田テクノシステム(株)
(株)建設システム
(株)三英技研
(株)ニコン・トリンブル
(株)ビーガル
(株)ビッグバン
(株)フォーラムエイト

福井コンピュータ(株)

ソフト名
道路・鉄道線形計画システム
APS-MarkⅣ Win
道路横断図システム APS-ODAN
現況高さ編集ソフト APS-ZE Win
交差点設計図化システム APS-C
Win
Autodesk Civil3D
道 路 平 面 ・ 縦 横 断 図 CAD VROAD・V-ROAD/M/ i-Conオプシ
ョン
V-nasClair/ i-ConCIM_Kit
SiTECH 3D
STRAXcube
LANDCube
Trimble Business Center
BIGAL 3DViewer
Bigvan LandXML Viewer
Bigvan LandXML Editor
UC-win/Road
TREND-CORE
TREND-POINT
EX-TREND 武蔵 建設CAD
TREND-ONE
Mercury-ONE

3. CIM活用工事における取り組み（事例紹介）
(1) CIMモデルの施工への反映とWebカメラの活用
銀山大橋P6橋脚外一連工事において、3次元モデルを
全面的に活用し、施工ステップに関する合意形成や、フ
ーチング打設計画のシミュレート（図-3参照）、鉄筋の
自動数量算出等を実施した。
また、Webカメラを用いた出来型確認を試行した。動
画の通信にはSkypeを利用した。
今年度から北海道開発局でもSkype for Businessの利用が
開始されており、工事請負業者を招待しての利用も可能
である。しかし、国土交通省基盤システムによって録画
機能が制限されており7)、試行後の成果や課題の把握が
困難となる恐れがあることと、仮にSkype for Businessに招
待されたとしても、全ての工事請負業者が動画の通信に
耐えうる回線を確保できるとは限らないことから、今回
は通信回線を確保している工事請負業者に依頼して、工
事請負業者が所有するノートPCとWifiルーターを一時的
に道路事務所に置いてもらい、発注者がそれを利用する
形での試行となった。
試行の結果、写真-2のように、出来型確認に必要な数
値の読み取りは問題なく行えることが確認できた。Web
カメラを用いた出来型確認の対象ではなかったが、コン
クリート表面なども、写真-3の画質で確認することがで
きたため、現場状況の確認など、他の用途においても積
極的に活用できる可能性が示唆された。
試行の効果として、現場までの移動時間が実際に削減
できることが示されたことが挙げられる。なお、本工事
の現場までの移動時間は往復1時間30分である。

(3) 情報共有システムの課題への対策
BIM/CIMモデルをやりとりする場となる情報共有シス
テムにおいて、「PDF、LandXML、IFC、P21、SFCを標
準とする」3次元データ等表示機能の機能が、CIM活用
工事における必須機能として、「工事施工中における受
発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.1）」(国土
交通省国土技術政策総合研究所)に明記されている5)。
3次元データ等表示機能は、昨年度の調査段階では1社
のみが有していた機能であり、かつブラウザに発注者標
準のInternet Exploreを用いるとIFC形式のデータが読み込
めないという大きな問題があったが、今年度においては
もう1社が対応し計2社が、PDF、IFC、LandXML、P21、
SFCのファイル形式に対し3Dビュー機能を有しているこ
とが公表されている6)。

図-3 CIMモデルを活用した施工シミュレート

写真-2 Skypeの画質（数値）
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写真-3 Skypeの画質（コンクリート表面）

今後、倶知安余市道路の事業進捗に伴い、共和～倶知
安間など、より現場が遠距離となる工事本数が増大する
ことから、発注者自前のWebカメラで通信が可能となれ
ば、請負業者と発注者双方の移動時間の縮減によって、
生産性がより向上することが期待できる。
(2) 点検への活用を考慮したBIM/CIM納品の試行
登川大橋（B橋）上部工事において、維持管理と点検
への活用を考慮したBIM/CIM納品を試行している。維持
管理に関連する図面などの資料へのリンクを3Dモデル
上に併記するとともに、5年ごとの法令点検の結果をフ
ォルダ内に記録できる形式とした。
イメージ図を図-4に示す。（案）と記載されているよ
うに、維持関連に関連する資料へのリンクの形式を、部
材ごとにするのか、点検ポイントごとにするのか等の詳
細については、受発注者間で協議をしているため、本稿
の締切時点では確定していない。
本試行により、保存期間が5年の検定書類を廃棄した
後に仮に橋梁が破断した際にも、例えば溶接記号など、
見たい情報に素早くアクセスできるようになると考えら
れる。

こうした取り組みは、施工時の生産性のみを個別最適
化することに捕らわれず、維持管理や点検に加え、災害
などでの破損をも考慮した上で、ライフサイクル全体で
発生する作業の効率化に寄与するものであると考えられ
る。換言すれば、生産性の全体最適化に寄与し、維持管
理や点検時の効率性を向上させるという点で、「＋α」
をもたらす取り組みと言える。
なお、本工事における3Dモデルは、工事請負業者が
Autodesk社のNaviswoksによって作成しているが、モデル
作成時においては、前述した異なるソフトウェア同士で
標準化ファイル形式に出力できる範囲が限定的というこ
ともあり、オリジナルファイルのみでの納入を予定して
いる。この場合、今後モデルに舗装の情報を加える際に
も、同じソフトウェアを使用することが必要となる。将
来的に異なるソフトウェア同士でやりとりできるデータ
の範囲が広がることで、モデルの内部参照で維持管理に
必要な情報をやりとりできるようになることを期待した
い。
(3) 3Dモデリングの活用とICT活用の場の創出
登川大橋（A橋）上部工事において、鋼橋の制作に3D
モデリングを活用した。3Dモデルを元に、可動部の干
渉チェックなどの照査を効率化し、工場制作に必要な図
面や指示書、加工用NCデータを作成し、鋼板の切断と
孔開けを自動化した。また、施工手順をCG化すること
により、工程の確認などを容易にした。
また、本工事のもう一つの白眉は、現場内にもICTを
活用する場を設置するという「＋α」の取り組みである。
インフォメーションセンターと呼ばれる施設を敷地内に
設置し、その中に椅子を並べ、大型モニターとPCを設
置することで、現場見学会や安全パトロールなどにおけ
る工事概要の説明などに活用している。

図-4 登川大橋（B橋）CIMモデル（案）
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(4) AIによる切羽判定
新稲穂トンネルR側仁木工区工事において、AIによる
切羽判定を実施した。各断面の切羽の写真と現場職員が
入力した点数をクラウドサーバーに格納し、AIの学習モ
デルが切羽の評価点と地山強度を算定、切羽観察簿とし
て出力する仕組みである。これにより、前方探査の精度
向上と断層の出現などの事前予測を図るとともに、切羽
断面の確認や情報共有を容易にすることを目的とする。
これまで熟練技能者の経験に頼るところの大きかった
切羽の判定だが、現場外でも確認できるAIを介した切羽
観察簿は、技術者の育成に役立ち、長期的な視野で見た
際の生産性向上にも寄与すると考えられる。というのも、
今年度の国土交通白書8)でも謳われている通り、現在の
技能労働者約340万人に対し、今後10年間で高齢化など
で建設業を離職する技能労働者は約110万人と推計され
ており、それによる負の影響を低減することも生産性革
命プロジェクトの使命であるからである。これもまた、
施工時だけでない生産性の向上を図るという点で、「＋
α」の取り組みと言える。
(5) ICT土工による丁張のない曲線路の造成
ワイス改良外一連工事においてICT土工を実施し、マ
シンコントロール油圧ショベルによって、写真-4に示す
工事用道路を造成した。S字状に湾曲した道路構造に合

わせた切土と盛土が必要となるため、従来工法では丁張
りに神経を使う工事だが、TLSで取得した点群データに
よって3次元データを作成できたため、丁張りが不要と
なり、作業を縮減できた。福井コンピュータ社の
TREND-POINTビューアーを用い、写真-5に示す3次元ビ
ューを閲覧することができたため、1年目職員の筆者で
も掘削土量などが一目で確認でき、従来の平均断面法を
用いるのに比べて、設計変更の際の数量確認が省力化さ
れたと実感している。
しかし一方で、すぐに必要なデータが手に入る利便性
のコインの裏表として、そのデータが出てくる課程が見
えにくくなるという、いわゆるブラックボックス化が起
こりやすくなるのではという懸念も感じられた。
(6) i-Construction技術の研修
技術のブラックボックス化という事態を回避し、また
i-Constructionに関する旗振り役として機能し続けるため
にも、BIM/CIMに対する我々発注者の理解を深め、知識
を涵養することが肝要である。
そのため、小樽道路事務所とHRS(株)の合同でiConstructionの勉強会を実施したり、デジタル北海道研究
会と産学官CIM・GIS研究会から講師を招いて、ハンズ
オンによるAutoCAD Civil 3D、Revit、Infraworksの講習会
を開催するなど、発注者側もi-Constructionの仕組みを理
解できるような取り組みを鋭意実施している。

4. 今年度の課題と今後の展望

写真-4 ICT土工により造成した工事用道路

写真-5 工事用道路の3次元モデル

(1) 積算基準のさらなる拡充
新たにICTが活用できる工種が毎年増えるなど、積算
に関する基準書に関しては、国も積極的に取り組んでい
るところであるが、すでに基準が制定された工種につい
ても、より一層の取り組みが求められる。例えば、4年
前の生産性革命元年から行われているICT土工でも、幅
が4.0m未満の盛土工など、一部において単価が制定され
ていない項目がある。ワイス改良外一連工事においても、
盛土工（写真-5の赤色で着色した部分）については、盛
土幅が基準を満たさなかったため、ICT土工を承諾行為
とせざるを得なかった。
今後も引き続き各種調査を通じて積算基準書を充実さ
せることで、北海道開発局及び各地方整備局発注の工事
においてより実態を反映した積算に努めるとともに、都
道府県や市町村の発注工事においてもi-Constructionを推
進しやすい環境を構築していく必要がある。
(2) 通信環境の確保
特に山間部の改築事業において、現場の工事事務所の
通信環境がi-Consturction推進のネックとなることがある。
3次元データのやりとりに際しては、大容量のデータ通
信となることから、光回線などが望ましいと考えられる
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民を相手にしたICT活用の場を自ら創出する」など、生
産性の全体最適化に寄与する「＋α」の取り組みが行わ
れている。すなわち、「今、ココ」にいる関係者だけで
なく、工事後に携わる人々をも意識した取り組みが進ん
(3) 新技術（Webカメラ）へのキャッチアップ
Webカメラを用いた通信については、今年度は工事請
でいる。
その際、我々発注者には、3次元データが適切に引き
負業者の全面的な協力により実現したが、他の工事にお
継がれる環境を構築する責務があると考えられる。昨年
いても移動時間の縮減が期待できることから、今後は請
と同様の指摘になるが1)、施工―維持管理間の情報連携
負業者によらず、我々発注者側で対応できる環境を整え
を深めるためにも、電子納品の際に既存の竣工書類と作
ることが望ましいと考えられる。
業が重複するという事態を解消できるよう、今後もICT
そこで、将来的に発注者がWebカメラを用いた通信を
活用工事の動向を踏まえつつ、納品に関する基準の見直
自前で行えることを視野に入れ、出来型確認の試行後に
しが必要であると考えられる。なお、データの引き継ぎ
小樽開発建設部と小樽道路事務所間で、Skype for Business
をより円滑にするという目的意識を持った取り組みとし
の練習を行った。当初は操作に慣れず、お互いの顔が移
て、国土交通省は「設計－施工間の情報連携を目的とし
らない状態もあったが、最終的には同日中にお互いの顔
た４次元モデルの考え方(案）」を令和元年5月に公表し
が表示された状態で通信出来た。今後、より多くの職員
ている9)。最終的には、設計―施工―維持管理（点検）
がWebカメラに慣れていけば、本部と事務所など、これ
まで移動を要していた打ち合わせの効率化が期待できる。 に至るまで、貫徹した形で3次元データを適切に引き継
ぐことができ、「+α」の気配りが取りこぼされない環
一方で、工事請負業者とのWebカメラの際に、懸念さ
境を構築されれば、建設業全体の生産性が本当の意味で
れるのがセキュリティ面の問題である。例えば、自席の
飛躍的に向上できると考えられる。
様子がWebカメラで通信されてしまうと、過去のコンプ
ライアンス違反事例と同様、工事請負業者には非公開に
謝辞：工事請負業者である協成建設工業(株)、(株)横河
すべき情報が映り込むリスクが懸念される。
ブリッジ、(株)日立造船、西松・草分JV、(株)長組の皆
この際の方策としては、主に2通りが考えられる。
様には写真を提供して頂き、取材に快く応じて頂くなど、
1つ目は、既存の回線を用いることを前提に、セキュ
多大なご協力を賜った。皆様のご協力に対し、ここに謝
リティ面の問題に真正面から取り組み、出来型確認など
意を示す。
に求められる通信方法などを整理した上で既存のSkype
が、工事事務所にはADSL回線しかない現場もあり、デ
ータのアップロードに苦労しているのが実態である。

for Businessに工事請負業者を招待する方法である。例え
ば、出来型確認で発注者側の映像が現場に流れる必要は
本当にあるのだろうか、その必要もなく、セキュリティ
面からも発注者側の映像を流さないのが望ましいのであ
れば、相手のカメラのon/offを変更できない設定にする
などの対策が考えられる。ただし、すでに前章で指摘し
たとおり、録画機能が制限されているなど、よりよい通
信方法を模索するためのPDCAサイクルが回りにくい環
境では、この取り組みは広がりにくいため、こうした仕
様についても見直しが必要であると考えられる。
2つ目は、既存の回線を使うことを前提とせず、セキ
ュリティ面での問題をアウトソーシングするものである。
内部回線とは接続しない通信端末、例えば、通信容量制
限のないスマートフォンまたはポケットWifiと接続でき
るノートパソコンなどを事務所に1組用意することで、
既存の回線に対するセキュリティの問題を気にすること
なく工事請負業者と通信が出来ると考えられる。
(4) 「+α」を取りこぼさない環境の構築
前章でも紹介したように、現場でのICT活用は、「自
分たちの施工段階だけの生産性向上を求める」のではな
く、「維持管理や点検、技術の承継を効率化し、地域住
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