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a） 発注準備（BIM/CIM活用項目の検討）

b） 業務・工事の公示

c） 選定と評価

（2） プロセス監理

a） BIM/CIM活用に関する事前協議
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（3） 測量及び地質・土質調査

a） 測量、地質・土質調査における

BIM/CIM活用目的

b） 測量成果（3次元データ）作成

c） 地質・土質モデル作成

（4） 設計

a） 設計におけるBIM/CIM活用目的

b） 関係者間での情報連携

c） BIM/CIMモデルによる数量・工事費・

工期の算出

d） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施
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（5） 施工

a） 施工におけるBIM/CIM活用目的

b） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

（6） 維持管理

a）維持管理におけるBIM/CIM活用目的

b）維持管理におけるBIM/CIM活用方法
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Ver.1.0発注担当者の責務・役割

BIM/CIM活用業務又はBIM /CIM活用工事において円滑な利活用が図られるよう、

発注担当者には以下の役割が求められる。

事業の実施に当たり、BIM/CIMを活用することによってどのような課題を解決するか、

またはどのような業務の効率化を図るか等、BIM/CIMの活用目的を明確にする。

BIM/CIMの活用目的を踏まえ、測量・調査から設計、施工、監督・検査、維持管理・更

新の各段階で実施すべきBIM/CIMの活用項目を設定する。

BIM/CIM活用目的及び活用項目の設定に当たっては、必要に応じて後工程の担当者

や施設管理者等の関係者と必要な調整を図る。

設計図書においてBIM/CIMの活用目的及び活用項目を明示する。

BIM/CIM活用項目の確実な実施のため、BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工事の

各段階で適切な時期に必要な確認等を行う。なお、BIM/CIM活用項目に変更が生じた

場合は、受注者と協議の上で適切に契約変更を行う。

BIM/CIMモデルの確認及び指示を支障なく実施できるよう、受発注者双方のハードウェ

ア、ソフトウェア、通信環境が整備されていることを確認する。
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Ver.1.0発注準備（BIM/CIM活用項目の検討）

発注担当者は、BIM/CIMの活用目的を踏まえ、業務又は

工事等において実施すべきBIM/CIM活用項目について選

定し、要求事項（以下、「リクワイヤメント」という。）として

整理する。

後工程におけるBIM/CIMモデルの効果的な利活用を図る

ため、必要に応じて後工程の担当者や施設管理者等の

関係者の意見を聴取し、リクワイヤメントに反映する。

（※ 次ページに示すリクワイヤメントは標準案として示す項目であり、

事業の目的等に応じて適宜追加・修正すること。）

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

BIM/CIM活用業務・活用工事の
発注準備

BIM/CIM活用目的の設定

発注者指定型

業務・工事の発注

BIM/CIM活用項目に関する事前
協議

発注方式

受注者希望型

実施内容
の変更

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書
の受領

業務・工事の実施

BIM/CIM実施報告書の受領

BIM/CIM成果品の受領と検査

あり　　　　　　　　　なし

成果品の貸与
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Ver.1.0

項目 実施目的（例） 適用が見込まれる場合

① 可視化による設計選択肢の調査
（配置計画案の比較等）

配置計画等の事業計画をBIM/CIMモデルにより可視化し、経済性、構造
性、施工性、環境景観性、維持管理の観点から合理的に評価・分析する
ことを目的とする。

・地形の起伏が大きい等、地形が複雑で2次元図面
のみでは合理的な評価等が難しい場合

・取り合いが複雑で2次元図面のみでは施工性、景
観性等の評価が難しい場合

② リスクに関するシミュレーション
（地質、近接物への影響等）

地質・土質モデルにより地質・土質上の課題等を容易に把握することや、

統合モデルにより既存施設等の近接物の状況を立体的に把握することに
より、後工程におけるリスクを軽減するための対策につなげることを目的
とする。

後工程における手戻り（現地不整合等に伴う再検討、
クレーム等による工事中止等）による影響が大きいと

考えられる場合

③ 対外説明
（関係者協議、住民説明、広報等）

対外説明において、BIM/CIMモデルにより分かりやすく事業計画を説明
することにより、円滑かつ確実に合意形成を図ることを目的とする。

・地形や工事目的物の形状が複雑であり、2次元図面
だけでは完成形状の説明が難しい場合

④ 概算工事費の算出
（工区割りによる分割を考慮）

簡易的なBIM/CIMモデルに概算単価等のコスト情報を紐付けることで、
工区割り範囲の概算工事費を速やかに把握できることを目的とする。

煩雑な工区割り作業が見込まれる場合

⑤ ４Dモデルによる施工計画等の検討
工事発注時における合理的な工期設定、施工段階における円滑な受
発注者協議等を目的とする。

施工条件が複雑であり、２次元図面のみによる協議
等が難しい場合（バースシフトを順次実施する必要
がある等）

⑥ 複数業務・工事を統合した工程管理および
情報共有

複数業務・工事間で共有すべき情報又は引き継ぐべき情報を関係者間で
適切に共有し、迅速かつ確実な合意形成を図ることにより、手戻りなく円

滑に事業を実施することを目的とする。

複数業務・工事間の調整事項が多いまたは合意形
成を図る必要性が高い場合

⑦ 既存地形及び地物の3次元データ作成
（※測量業務に適用）

現況地形の点群データを取得し、3次元データを作成することで、後工程
の詳細設計に円滑なデータ受け渡しを行うことを目的とする。

地形が複雑な場合など、3次元的に地形を把握する
必要性が高い場合

令和４年度 BIM/CIM活用業務の ﾘｸﾜｲﾔﾒﾝﾄ

R４d要求事項（リクワイヤメント）※業務

• リクワイヤメントはいずれも選択式。
• 細部・実施設計のBIM/CIM適用では「3次元モデル成果物作成要領(港湾編)」の適用を必須とし、以下は追加
分。
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Ver.1.0

項目 実施目的（例） 適用が見込まれる場合

① BIM/CIMを活用した施工計画の
検討

BIM/CIMを活用した合理的な施工方法や施工手順の検討や、工期設定
等を行うことを目的とする。

必要性が高い場合

② BIM/CIMを活用した監督・検査の
効率化

「ICTの全面的活用」を実施する上での技術基準類を含めて、BIM/CIMモ

デルを活用した効率的な監督・検査を行うことを目的とする。
必要性が高い場合

③ BIM/CIMを活用した変更協議等の
省力化

BIM/CIMモデルに変更協議に係る日時、箇所内容等の情報を検索しやす
いように関連付けることによる変更協議の省力化を目的とする。

変更箇所が多い等により、変更協議に多くの時
間を要することが見込まれる場合

④ リスクに関するシミュレーション
（地質、近接物への影響等）

（※業務と同様） （※業務と同様）

⑤ 対外説明
（関係者協議、住民説明、広報等）

（※業務と同様） （※業務と同様）

令和４年度 BIM/CIM活用工事の ﾘｸﾜｲﾔﾒﾝﾄ

R４d要求事項（リクワイヤメント）※工事

• リクワイヤメントはいずれも選択式。
• 工事におけるBIM/CIM適用では、「３次元モデル成果物作成要領」に基づく成果品がある場合、こ
れを用いた設計図書の照査、属性情報の付与を必須とする。
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Ver.1.0業務・工事の公示

発注担当者は、BIM/CIM活用業務又はBIM/CIM活用工

事の発注に当たり、供用開始時期、業務や工事の難易

度、事業の実施に当たっての課題その他の条件を勘案

の上、適切な発注方式を選定する。

設計図書においてリクワイヤメントを明記し、項目、目的

、主に適用する基準・要領等を明記する。

前工程において作成したBIM/CIMモデルが存在しており

、後工程の業務又は工事における有効活用が見込まれ

る場合、当該BIM/CIMモデルが存在することを設計図書

に明記した上で、発注者指定によりBIM/CIM活用業務

又はBIM/CIM活用工事として発注することを検討する。

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

BIM/CIM活用業務・活用工事の
発注準備

BIM/CIM活用目的の設定

発注者指定型

業務・工事の発注

BIM/CIM活用項目に関する事前
協議

発注方式

受注者希望型

実施内容
の変更

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書
の受領

業務・工事の実施

BIM/CIM実施報告書の受領

BIM/CIM成果品の受領と検査

あり　　　　　　　　　なし

成果品の貸与
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Ver.1.0選定と評価

発注担当者は、業務においてリクワイヤメントを特に指

定していない受注者希望型のプロポーザル方式又は総

合評価落札方式、工事における総合評価落札方式にお

いて、受注者がBIM/CIMの活用を提案した場合、業務や

工事の難易度、事業の実施に当たっての課題その他の

条件を勘案の上、適切に評価する。

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

BIM/CIM活用業務・活用工事の
発注準備

BIM/CIM活用目的の設定

発注者指定型

業務・工事の発注

BIM/CIM活用項目に関する事前
協議

発注方式

受注者希望型

実施内容
の変更

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書
の受領

業務・工事の実施

BIM/CIM実施報告書の受領

BIM/CIM成果品の受領と検査

あり　　　　　　　　　なし

成果品の貸与
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Ver.1.0BIM/CIM活用に関する事前協議

発注担当者は、業務又は工事の着手に先立ち、前工程

において作成した3次元データ等がある場合、どの範囲

のものがどのような目的で作成されたものか、「BIM/CIM

モデル作成 事前協議・引継書シート」等により把握した

上で、適切に受注者に貸与する。

その上で、BIM/CIMの活用に関する事前協議を実施す

る。事前協議においては、BIM/CIMの活用目的、モデル

作成の範囲及び詳細度、使用するソフトウェア、情報共

有環境、ファイル形式、電子成果品の納品方法等につ

いて決定する。

事前協議の結果としてBIM/CIM活用項目に変更が生じ

た場合、受注者と協議の上で適切に契約変更を行う。

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

BIM/CIM活用業務・活用工事の
発注準備

BIM/CIM活用目的の設定

発注者指定型

業務・工事の発注

BIM/CIM活用項目に関する事前
協議

発注方式

受注者希望型

実施内容
の変更

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書
の受領

業務・工事の実施

BIM/CIM実施報告書の受領

BIM/CIM成果品の受領と検査

あり　　　　　　　　　なし

成果品の貸与
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Ver.1.0

事前協議時 納品時 事前協議時 納品時 事前協議時 納品時 事前協議時 納品時

記入日（年月日） 平成28年8月 平成28年12月 平成28年10月 平成29年2月 平成29年6月 平成30年3月 平成30年5月 平成31年3月

基本情報

業務・工事名 △△港測量業務 △△港測量業務 △△港内地質調査業務 △△港内地質調査業務
△△港●●地区基本設計

業務
△△港●●地区基本設計

業務
△△港●●地区細部設計

業務
△△港●●地区細部設計

業務

工期
平成28年8月1日～平成28

年12月25日
平成28年8月1日～平成28

年12月25日
平成28年10月1日～平成

29年2月28日
平成28年10月1日～平成

29年2月28日
平成29年6月1日～平成30

年3月31日
平成29年6月1日～平成30

年3月31日
平成30年5月1日～平成31

年3月31日
平成30年5月1日～平成31

年3月31日
発注者 担当課 調査課 調査課 調査課 調査課 調査課 調査課 調査課 調査課

職員 AAA AAA AAA BBB BBB BBB CCC CCC
受注者 会社名 ○○測量(株) ○○測量(株) ××地質(株) ××地質(株) (株)△△コンサルタント (株)△△コンサルタント (株)△△コンサルタント (株)△△コンサルタント

技術者 XXXX XXXX YYYY YYYY YYYY YYYY YYYY YYYY
世界測地系2011－9系 世界測地系2011－9系 世界測地系2011－9系 世界測地系2011－9系 世界測地系2011－9系 世界測地系2011－9系 世界測地系2011－9系 世界測地系2011－9系

JGD2011,TP/9(X,Y),H JGD2011,TP/9(X,Y),H JGD2011,TP/9(X,Y),H JGD2011,TP/9(X,Y),H JGD2011,TP/9(X,Y),H JGD2011,TP/9(X,Y),H JGD2011,TP/9(X,Y),H
公共基準点（A） 点名 10A61 10A61 10A61

成果ID 8095932 8095932 8095932
等級 3級 3級 3級
調製年月日（成果表） 2013/4/25 2013/4/25 2013/4/25
X座標値(m) -36070.539 -36070.539 -36070.539
Y座標値(m) -7413.511 -7413.511 -7413.511
標高（m)　［T.P.］ 7.409 7.409 7.409

公共基準点（B） 点名 10A58 10A58 10A58
成果ID 8095929 8095929 8095929
等級 3級 3級 3級
調製年月日（成果表） 2013/4/25 2013/4/25 2013/4/25
X座標値(m) -35886.248 -35886.248 -35886.248
Y座標値(m) -7614.359 -7614.359 -7614.359
標高（m)　［T.P.］ 15.098 15.098 15.098

・情報化施工データ作成 ・情報化施工データ作成 ・情報化施工データ作成 ・情報化施工データ作成
・地質データ確認
・協議、説明用の合意形成
資料作成

・地質データ確認
・協議、説明用の合意形成
資料作成

・効果的な照査の実施
・協議、説明用の合意形成
資料作成

・効果的な照査の実施
・協議、説明用の合意形成
資料作成

作成データ・モデルの概要

測量データ 新規／更新／未更新 新規 新規 未更新 未更新 未更新 未更新

格納フォルダ名
/SURVEY/CHIKEI/OTHE

RS
/SURVEY/CHIKEI/OTHE

RS
/SURVEY/CHIKEI/OTHE

RS
/SURVEY/CHIKEI/OTHE

RS
/SURVEY/CHIKEI/OTHE

RS
/SURVEY/CHIKEI/OTHE

RS
作成ソフトウェア(Ver.) ○○○○ ○○○○ － － ◇◇◇◇(2021.00) ◇◇◇◇(2021.00)
アドオンツール等(Ver.)
ファイル形式 CSV CSV CSV CSV CSV CSV
単位 m m m m

地形モデル 新規／更新／未更新 未更新 未更新 未更新 未更新

格納フォルダ名
/CIM/CIM_MODEL/LAND
SCAPING/PROJECT_ARE

A

/CIM/CIM_MODEL/LAND
SCAPING/PROJECT_ARE

A

/CIM/CIM_MODEL/LAND
SCAPING/PROJECT_ARE

A

/CIM/CIM_MODEL/LAND
SCAPING/PROJECT_ARE

A
ﾜｲﾔﾌﾚｰﾑ/ｻｰﾌｪｽ/ｿﾘｯﾄﾞ TINサーフェス TINサーフェス TINサーフェス TINサーフェス
詳細度（縮尺・ピッチ） 1m，10mメッシュ 1m，10mメッシュ 1m，10mメッシュ 1m，10mメッシュ
作成ソフトウェア ◎◎◎◎(2021.00) ◎◎◎◎(2021.00) ◎◎◎◎(2021.00) ◎◎◎◎(2021.00)
アドオンツール等(Ver.)
ファイル形式 J-LandXML及びxx形式 J-LandXML及びxx形式 J-LandXML及びxx形式 J-LandXML及びxx形式
単位 m m m m

座標参照系

事前協議時／納品時の別

座標系

モデル作成・更新の目的（想定した活用策、導入効
果など）

段階　※ 測量 地質・土質 予備・基本設計 細部・実施設計

【参考】 「BIM/CIMモデル作成 事前協議・引継書シート」について

「BIM/CIMモデル作成 事前協議・引継書シート」とは、後工程において適切に活用

できるよう、各段階で作成するBIM/CIMモデルの目的、種類（地形モデル、構造物

モデル等）、詳細度、座標系、公共基準点、留意点等を記載するものである。

BIM/CIM活用業務又は工事において受注者が納品するものであり、後工程で有効

活用できるよう、発注者が適切に管理・運用することが重要となる。

BIM/CIMモデル作成 事前協議・引継書シートの記載例（一部）

14



Ver.1.0

（1） 公共調達

a） 発注準備（BIM/CIM活用項目の検討）

b） 業務・工事の公示

c） 選定と評価

（2） プロセス監理

a） BIM/CIM活用に関する事前協議

b） BIM/CIM実施計画書

c） 段階確認

d） BIM/CIM実施報告書

e） BIM/CIM成果品の受領と検査

３．BIM/CIMの利活用の体系 目次
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Ver.1.0BIM/CIM実施計画書

発注担当者は、受注者が事前協議の結果を踏まえて作

成する「BIM/CIM実施計画書」の提出を受けて、記載内

容を確認する。なお、事前協議の結果と不整合がある場

合は、BIM/CIM実施計画書の修正を指示する。

BIM/CIMモデルを活用した検討を実施する上で、

BIM/CIM活用項目の追加又は変更を指示しようとする

場合は、受注者と協議の上で「BIM/CIM実施（変更）計

画書」の提出を求めるとともに、必要に応じて契約変更

を行う。

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

BIM/CIM活用業務・活用工事の
発注準備

BIM/CIM活用目的の設定

発注者指定型

業務・工事の発注

BIM/CIM活用項目に関する事前
協議

発注方式

受注者希望型

実施内容
の変更

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書
の受領

業務・工事の実施

BIM/CIM実施報告書の受領

BIM/CIM成果品の受領と検査

あり　　　　　　　　　なし

成果品の貸与

16



Ver.1.0BIM/CIM実施計画書の記載例（構成のみ）

＜BIM/CIM実施計画書＞

1. 業務もしくは工事の概要

2. 検討体制

2.1  BIM/CIM担当技術者

2.2  体制組織図

3. 工程表

4. BIM/CIMを活用した検討等

4.1  実施項目

4.2  BIM/CIMモデルの作成及び更新

4.3  BIM/CIMモデルを活用した検討

4.4  使用するソフトウェア、オリジナルデータの種類

5. BIM/CIMモデルを活用した契約図書の照査

（※記載例の詳細については【ICT活用工時（浚渫工）の実施方針及び新たに導入する基準 等】

「BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施報告書(例) 港湾編」を参照。）
17



Ver.1.0

（1） 公共調達

a） 発注準備（BIM/CIM活用項目の検討）

b） 業務・工事の公示

c） 選定と評価

（2） プロセス監理

a） BIM/CIM活用に関する事前協議

b） BIM/CIM実施計画書

c） 段階確認

d） BIM/CIM実施報告書

e） BIM/CIM成果品の受領と検査

３．BIM/CIMの利活用の体系 目次
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Ver.1.0段階確認

「BIM/CIM実施計画書」に基づき以下の項目を実施する。

・3次元モデルの作成目的、仕様等が明確化されているか

・関係者協議にて利用できる3次元モデルとなっているか

・設計照査が適切に実施されているか

・成果品となる3次元モデル成果物が適切なものであるか

（モデルの詳細度、属性情報など）

発注者が指定するリクワイヤメントがある場合、リクワイヤ

メントが適切な時期に達成されていることを確認するため、

いずれの設計業務においても段階確認を行う必要がある。

段階確認を行う時期については、BIM/CIM活用に関する受

発注者の事前協議の際に決定しておく。

＜例＞業務着手時・関係者協議・設計照査・施工計画確認・完了検査等

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

BIM/CIM活用業務・活用工事の
発注準備

BIM/CIM活用目的の設定

発注者指定型

業務・工事の発注

BIM/CIM活用項目に関する事前
協議

発注方式

受注者希望型

実施内容
の変更

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書
の受領

業務・工事の実施

BIM/CIM実施報告書の受領

BIM/CIM成果品の受領と検査

あり　　　　　　　　　なし

成果品の貸与
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Ver.1.0

（1） 公共調達

a） 発注準備（BIM/CIM活用項目の検討）

b） 業務・工事の公示

c） 選定と評価

（2） プロセス監理

a） BIM/CIM活用に関する事前協議

b） BIM/CIM実施計画書

c） 段階確認

d） BIM/CIM実施報告書

e） BIM/CIM成果品の受領と検査

３．BIM/CIMの利活用の体系 目次
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Ver.1.0BIM/CIM実施報告書

発注担当者は、成果品の受領に先立ち、BIM/CIM実施報

告書を確認する。

具体的には、「BIM/CIM実施計画書」（「BIM/CIM実施（変

更）計画書」がある場合は当該「BIM/CIM実施（変更）計画

書」）によりBIM/CIM活用項目を確認するとともに、

BIM/CIM活用項目の履行結果が「BIM/CIM実施報告書」

に記載されていることを確認する。

BIM/CIM活用業務・工事の流れ

BIM/CIM活用業務・活用工事の
発注準備

BIM/CIM活用目的の設定

発注者指定型

業務・工事の発注

BIM/CIM活用項目に関する事前
協議

発注方式

受注者希望型

実施内容
の変更

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書
の受領

業務・工事の実施

BIM/CIM実施報告書の受領

BIM/CIM成果品の受領と検査

あり　　　　　　　　　なし

成果品の貸与
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Ver.1.0BIM/CIM実施報告書の記載例（構成のみ）

＜BIM/CIM実施報告書＞

1. 成果物

1.1  成果物一覧

1.2  成果物の納品ファイル形式及び閲覧方法

2. BIM/CIMモデルを活用した検討の実施概要

3. 創意工夫内容

4. BIM/CIM活用効果

5. 基準要領に関する改善提案

6. ソフトウェアへの技術開発提案事項

7. BIM/CIM実施報告書の概要

（※記載例の詳細については【ICT活用工時（浚渫工）の実施方針及び新たに導入する基準 等】

「BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施報告書(例) 港湾編」を参照。）
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Ver.1.0

（1） 公共調達

a） 発注準備（BIM/CIM活用項目の検討）

b） 業務・工事の公示

c） 選定と評価

（2） プロセス監理

a） BIM/CIM活用に関する事前協議

b） BIM/CIM実施計画書

c） 段階確認

d） BIM/CIM実施報告書

e） BIM/CIM成果品の受領と検査

３．BIM/CIMの利活用の体系 目次
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Ver.1.0BIM/CIM成果品の受領と検査

発注担当者は、BIM/CIM成果品を受領した場合は、特記

仕様書に記載したBIM/CIM成果品が『BIM/CIMモデル等

電子納品要領（案）及び同解説 港湾編』に基づき納品さ

れていることを確認する。

受発注者間での協議により決定したソフトのバージョンで

適切に納品されていることを確認するとともに、BIM/CIM

活用の成果及びBIM/CIMモデルが適切に格納されている

こと、属性情報及び参照資料のリンク切れが発生してい

ないこと等を確認する。

＜BIM/CIM成果品の標準例※＞

BIM/CIMモデルデータ

BIM/CIM実施計画書、BIM/CIM実施（変更）計画書

BIM/CIM実施報告書

BIM/CIMモデル作成 事前協議・引継書シート

BIM/CIMモデル照査時チェックシート

その他BIM/CIMモデル作成に関する書類
BIM/CIM活用業務・工事の流れ

BIM/CIM活用業務・活用工事の
発注準備

BIM/CIM活用目的の設定

発注者指定型

業務・工事の発注

BIM/CIM活用項目に関する事前
協議

発注方式

受注者希望型

実施内容
の変更

設計変更

BIM/CIM実施（変更）計画書
の受領

業務・工事の実施

BIM/CIM実施報告書の受領

BIM/CIM成果品の受領と検査

あり　　　　　　　　　なし

成果品の貸与
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Ver.1.0
【参考】 BIM/CIMモデル等電子納品要領（案）及び同解説に基づくフォルダ構成

成果品の作成内容

納品媒体

成果品の照査

基本事項

成果品の作成

【 主 な 構 成 】

対応ソフトウェア

BIM/CIMモデル等電子納品要領に基づくBIM/CIMデータフォルダの構成は

以下のとおり。

・・・・・・ BIM/CIM活用業務及びBIM/CIM活用工事における
          BIM/CIMモデル等の成果品

【成果物モデル】

DOCUMENT

BIMCIM_MODEL

LANDSCAPING

BIMCIM

・・・

GEOLOGICAL

ALIGNMENT_GEOMETRY

STRUCTURAL_MODEL

INTEGRATED_MODEL

REQUIREMENT

MODEL_IMAGE

【要求事項モデル】

・・・・・・ 「BIM/CIMモデル照査時チェックシート」
          「BIM/CIMモデル作成事前協議・引継書シート」
          「BIM/CIM実施計画書」
          「BIM/CIM実施報告書」　等

・・・・・・ BIM/CIMモデル

・・・・・・ 地形モデル（広域を含む）

・・・・・・ 地質・土質モデル

・・・・・・ 土工形状モデル及び線形モデル

・・・・・・ 構造物モデル

・・・・・・ 統合モデル

・・・・・・ 動画等

・・・・・・ 特別な検討のために作成したBIM/CIMモデル、
          関連資料等

成果品のフォルダ構成 各フォルダに格納する内容

25



Ver.1.0

（3） 測量及び地質・土質調査

a） 測量、地質・土質調査における

BIM/CIM活用目的

b） 測量成果（3次元データ）作成

c） 地質・土質モデル作成

（4） 設計

a） 設計におけるBIM/CIM活用目的

b） 関係者間での情報連携

c） BIM/CIMモデルによる数量・工事費・

工期の算出

d） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

３．BIM/CIMの利活用の体系 目次（続き）

（5） 施工

a） 施工におけるBIM/CIM活用目的

b） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

（6） 維持管理

a）維持管理におけるBIM/CIM活用目的

b）維持管理におけるBIM/CIM活用方法

26



Ver.1.0測量におけるBIM/CIM活用目的

BIM/CIMで用いる地形モデルを新たに作成するため、面的に3次元計測する測量手

法が用いられる。

測量業務を実施する目的（予備・基本設計、細部・実施設計における3次元データを

活用した検討）に応じて、地形モデルに必要となる範囲や精度が異なるため、所要

の精度を満たす地形モデルを作成する必要がある。

面的に3次元計測を行う測量手法には複数種類の手法が存在するが、各測量手法

は得手不得手があることから、目的に応じた測量手法の使い分けや、組み合わせ

が必要である。

3次元測量は、「国土交通省公共測量作業規程」「マニュアル」「水路測量業務準則」

および「水路測量業務準則施行細則」に規定する手法で行い、所定の精度管理を

行うことが必要である。複数の測量手法を組み合わせる場合には、それぞれの要求

精度を考慮して利用する。

27



Ver.1.0地質・土質調査におけるBIM/CIM活用目的

地質・土質モデルを作成することによって、本体構造物と地質・土質構成等における

位置関係を立体的に把握することで、関係者間での地質・土質調査成果に対するイ

メージや地質・土質上の課題等を容易に共有することができる。そのため、追加す

べき補足調査や計画立案に関する検討を円滑に進めることが期待できる。

地質・土質モデルは、各事業の特性や測量・調査、設計、施工、検査及び維持管理

・更新における各事業段階で使用目的が異なるため、モデルの種類ごとの特性に

留意し、目的に応じたモデルを選択する。

地質・土質モデルを次の段階に継承する場合は、モデルの作成や更新、追加の方

針、モデルの品質等の引き継ぐ情報の記録方法について検討する必要がある。

28



Ver.1.0

（3） 測量及び地質・土質調査

a） 測量、地質・土質調査における

BIM/CIM活用目的

b） 測量成果（3次元データ）作成

c） 地質・土質モデル作成

（4） 設計

a） 設計におけるBIM/CIM活用目的

b） 関係者間での情報連携

c） BIM/CIMモデルによる数量・工事費・

工期の算出

d） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

準備中

３．BIM/CIMの利活用の体系 目次（続き）

（5） 施工

a） 施工におけるBIM/CIM活用目的

b） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

（6） 維持管理

a）維持管理におけるBIM/CIM活用目的

b）維持管理におけるBIM/CIM活用方法
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Ver.1.0

（3） 測量及び地質・土質調査

a） 測量、地質・土質調査における

BIM/CIM活用目的

b） 測量成果（3次元データ）作成

c） 地質・土質モデル作成

（4） 設計

a） 設計におけるBIM/CIM活用目的

b） 関係者間での情報連携

c） BIM/CIMモデルによる数量・工事費・

工期の算出

d） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

３．BIM/CIMの利活用の体系 目次（続き）

（5） 施工

a） 施工におけるBIM/CIM活用目的

b） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

（6） 維持管理

a）維持管理におけるBIM/CIM活用目的

b）維持管理におけるBIM/CIM活用方法
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Ver.1.0設計におけるBIM/CIM活用目的

発注担当者は、設計業務においてBIM/CIM活用項目を設定する場合は、前工程で

作成された3次元データ及び当該業務で作成するBIM/CIMモデルを適切に活用し、

当該工程だけでなく後工程（設計、積算、施工、維持管理、更新）で活用することも

念頭に置き、特記仕様書等においてリクワイヤメントとして明示する。

受注者は、技術的能力を活用しながら、技術基準を踏まえ、特記仕様書等に示され

たリクワイヤメントの実施及びBIM/CIMモデルの作成を行う。

なお、国土交通省の港湾構造物に係る細部・実施設計については、原則として『3次

元モデル成果物作成要領（案）港湾編』によることとしているが、当該要領は工事に

おいて設計意図の伝達・設計照査・施工計画・工事検査に活用する等の目的を達

成するための最小限の仕様を定めたものであり、次頁以降に示すb)～d)のBIM/CIM

活用項目の実施を求めるものではない。

b)～d)のBIM/CIM活用事例を参考にしつつ、発注担当者は当該要領の上乗せ分と

して実施するBIM/CIM活用項目を検討するとともに、受注者は自らの業務の効率化

のためのBIM/CIM活用を図ること。
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Ver.1.0

【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、細部・実施設計業務における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、細部・実施設計の最終成果
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４年度の適用範囲は、「BIM/CIM導入ガイドライン（案）港湾編」における港湾構

造物を対象とする。

【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要
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Ver.1.0【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

＜契約図書（2次元図面）の作成＞

2次元図面は、3次元モデルからの切り出し、または投影して作成した2次元形状デー
タを元に、寸法線や注記情報を加えて作成する。

3次元モデル
（形状情報の詳細度300）

3次元モデルに2次元図面
の切り出し位置を明示

2次元図面

「3次元モデル成果物作成要領（案）」適用範囲

3次元CAD・BIM/CIMソフトウェアで作成 2次元CADで作成

切り出した作成形状に不足する部材等
を加え、寸法・注記等を追加して作成

切り出して作成
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Ver.1.0【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

【形状情報の詳細度】
本要領が定める3次元モデル成果物の形状情報の詳細度は、300を基本とする。ただ

し、業務途中で段階的に作成される3次元モデルの詳細度はこの限りではない。

3次元モデル成果物の形状情報の詳細度は300とするが、設計照査に必要な項目とし
て挙げられている項目の検討のため、より詳細度の高いモデル作成が必要となる場合
等はこの限りでない。なお、設計照査に使用した3次元モデルは検討結果として成果品
の対象とする。

＜例＞設計照査： 過密配筋部（形状情報の詳細度400）
上部工と係船柱の過密配筋となる箇所について、該当部分の鉄筋等を3次元モデルで
作成し、干渉等について設計照査を行う。
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Ver.1.0【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

【属性情報】

3次元モデル成果物に付与する属性情報は、4段階に階層分けを行う。なお、細別（階
層4 ）への属性情報の付与は、対象となる部材によって任意とする。ただし、発注者に
よるリクワイヤメントに応じて、必要となる部材に対してそれぞれ属性情報を付与する場
合もある。

3次元モデルに直接付与する属性情報は、2次元図面の注記情報である名称、判別
情報、規格・仕様とする。その他の属性情報は任意とする。

分類 対象 定義 付与

階層1 レベル１
構造全体

桟橋、防波堤、護岸、岸壁 等 必須

階層2 レベル２
構造体

地盤改良工、基礎工、本体工、上部工、付属工 等 必須

階層3 レベル３
構成要素

改良部、基礎マウンド、ケーソン、上部コンクリート、防舷材 等 必須

階層4 レベル４
部材

コンクリート、鉄筋、伸縮目地、取付金具 等 任意

基本属性情報の階層

階層分けした属性情報の付与機能がないソフトウェアにおいては、階層毎に属性情報
を付与することができないため、１つの構造体・構成要素・部材に対して、各階層の属性
情報を各々付与してもよいこととする。 35



Ver.1.0【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

桟橋式係船岸のオブジェクト分類・属性情報の付与例

【階層2】入力必須※

ID ****************
オブジェクト分類名 付属工

判別情報（名称） -
種類・形式 -

【階層3】入力必須※

ID ****************
オブジェクト分類名 防舷材

判別情報（名称） No.〇(F1)
種類・形式 -
規格・仕様 -

【階層3】入力必須※

ID ****************
オブジェクト分類名 杭

判別情報（名称） No.〇(P1)
種類・形式 鋼管杭JISA5525
規格・仕様 SKK400,φ1500

【階層2】入力必須※

ID ****************
オブジェクト分類名 本体工

判別情報（名称） -
種類・形式 -

【階層2】入力必須※

ID ****************
オブジェクト分類名 上部工

判別情報（名称） -
種類・形式 -

【階層1】（モデル全体）入力必須※

ID ****************

オブジェクト分類名 岸壁

判別情報（名称） ○○桟橋

【階層4】任意

ID ****************
オブジェクト分類名 コンクリート

判別情報（名称） -
規格・仕様 普通 24-8-20N

【階層3】入力必須※

ID ****************
オブジェクト分類名 床版

判別情報（名称） No.〇(C1)
種類・形式 RC
規格・仕様 5.0mx5.0mx0.5m

【階層3】入力必須※

ID ****************
オブジェクト分類名 梁

判別情報（名称） No.〇(B1)
種類・形式 RC
規格・仕様 20.0mx1.0mx1.0m

【階層3】入力必須※

ID ****************
オブジェクト分類名 桁

判別情報（名称） No.〇(G1)
種類・形式 RC
規格・仕様 25.0mx1.0mx1.0m
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公共基準点（A）（B）の選定にあたっては、測量成果等にもとづき、対象物に最も近い
公共基準点から選定する。
また、基準点オブジェクトの形状は以下が望ましい。
• 3Dの場合は逆円錐、逆三角錐、逆四角錐とする。
• 2Dの場合は円、三角形、四角形を標準とする。
• 形状は、ズームイン、ズームアウトを行っても視認できるサイズとする。

公共基準点成果表から得られる値は標高（T.P.）であり、港湾で一般的に用いられる
高さ基準（C.D.L.）とは異なるため、事前協議・引継書シート等にC.D.L.とT.P.の関係性を
明示するなどして誤りが生じないようにする。

【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

【3次元モデルから切り出した2次元平面の位置】
3次元モデルには、2次元形状データを切り出した平面の位置を示す。

3次元モデルには、2次元図面の切り出し位置がわかるように、測点番号を示す。

【基準点オブジェクト】
後工程におけるBIM/CIMモデルの正確な重ね合わせ等のため、BIM/CIMモデルの位

置を定める公共基準点（A)、向きを定める公共基準点（B)の2点を受発注者間により選
定し、当該公共基準点を基準点オブジェクトとして作成する。
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Ver.1.0【参考】 ３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

【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）設計意図の伝達・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
1）点検計画の策定 （作業船等の配置、狭隘箇所の点検方法の検討等に活用）

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 （埋設物の破損対策等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（点検診断記録表、

写真台帳等）を参照資料として管理し、検索性を向上）

5）点検作業の効率化 （3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

資料を閲覧）

6）点検結果の可視化 （水中ドローンや水中3Dスキャナー等の機械点検結果を、3次元モデルに参照資料とし

て付与し可視化）
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（3） 測量及び地質・土質調査

a） 測量、地質・土質調査における

BIM/CIM活用目的

b） 測量成果（3次元データ）作成

c） 地質・土質モデル作成

（4） 設計

a） 設計におけるBIM/CIM活用目的

b） 関係者間での情報連携

c） BIM/CIMモデルによる数量・工事費・

工期の算出

d） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

３．BIM/CIMの利活用の体系 目次（続き）

（5） 施工

a） 施工におけるBIM/CIM活用目的

b） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

（6） 維持管理

a）維持管理におけるBIM/CIM活用目的

b）維持管理におけるBIM/CIM活用方法
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Ver.1.0設計におけるBIM/CIM活用（関係者間での情報連携）

＜土留め（自立矢板）の例＞

活用事例：横浜港大黒地区岸壁（-12m）取付部細部設計他業務

活用内容：BIM/CIMモデルの対外説明への活用

属性情報の付与、浚渫土量の精査などを行い対外説明用資料として活用した。

土留部浚渫前の統合モデル 土留部浚渫後の統合モデル

図面上のボタンクリックで
外部リンクした属性情報に
アクセス

●ボタンをクリック：【属性情報】竣工図（詳細図、一般図等）へのリンク
●ボタンをクリック：【属性情報】設計資料（当初設計資料）へのリンク
●ボタンをクリック：【属性情報】調査資料（土質調査報告書、調査報告書）へのリンク
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（3） 測量及び地質・土質調査

a） 測量、地質・土質調査における

BIM/CIM活用目的

b） 測量成果（3次元データ）作成

c） 地質・土質モデル作成

（4） 設計

a） 設計におけるBIM/CIM活用目的

b） 関係者間での情報連携

c） BIM/CIMモデルによる数量・工事費・

工期の算出

d） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

３．BIM/CIMの利活用の体系 目次（続き）

（5） 施工

a） 施工におけるBIM/CIM活用目的

b） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

（6） 維持管理

a）維持管理におけるBIM/CIM活用目的

b）維持管理におけるBIM/CIM活用方法
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Ver.1.0設計におけるBIM/CIM活用（BIM/CIMモデルによる数量・工事費・工期の算出）

＜重力式係船岸の例＞

活用事例：福山港細部設計等業務（その３）

活用内容： BIM/CIMモデルと数量算出結果の整合照査

ソフトウェアの機能を用いて工事数量を算出し

想定する施工順序や工区割り等と連動する形で

数量が算出できるように施工ステップに沿った

BIM/CIMモデルを作成した。

モデル全体 地形・構造物の数量算出
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（3） 測量及び地質・土質調査

a） 測量、地質・土質調査における

BIM/CIM活用目的

b） 測量成果（3次元データ）作成

c） 地質・土質モデル作成

（4） 設計

a） 設計におけるBIM/CIM活用目的

b） 関係者間での情報連携

c） BIM/CIMモデルによる数量・工事費・

工期の算出

d） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

３．BIM/CIMの利活用の体系 目次（続き）

（5） 施工

a） 施工におけるBIM/CIM活用目的

b） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

（6） 維持管理

a）維持管理におけるBIM/CIM活用目的

b）維持管理におけるBIM/CIM活用方法
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Ver.1.0設計におけるBIM/CIM活用（BIM/CIMモデルによる数量・工事費・工期の算出）

＜ジャケット式桟橋の例＞

活用事例：東京港中央防波堤外側地区岸壁（-16m）（耐震）支持力検討業務

活用内容：取り合いの確認

対象施設の他、隣接する既存護岸の一部もモデル化し、隣接する施設との

取り合いの検討に活用した。
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Ver.1.0設計におけるBIM/CIM活用（BIM/CIMモデルによる数量・工事費・工期の算出）

＜矢板式係船岸の例＞

活用事例：伏木富山港（富山地区）岸壁（-10m）（2号）（改良）取付細部設計

活用内容：鉄筋干渉確認による品質の向上

上部工を詳細度400で作成し、鉄筋と

その他部材（既設矢板、頭部補強工、

係船柱ならびに係船柱アンカー等）と

の干渉確認に活用した。

統合モデル 配筋CIMモデル
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Ver.1.0設計におけるBIM/CIM活用（BIM/CIMモデルによる数量・工事費・工期の算出）

＜臨港道路の例＞

活用事例：岩国港臨港道路基本設計等業務

活用内容：支障物件との施工干渉確認

支障物件との施工干渉の確認として、架空線とクレーンブームの干渉チェックやクレ

ーン配置検討に活用した。
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Ver.1.0設計におけるBIM/CIM活用（BIM/CIMモデルによる数量・工事費・工期の算出）

＜ジャケット式桟橋の例＞

活用事例：横浜港本牧地区岸壁（-16m）（耐震）細部設計

活用内容：狭隘部における溶接作業の可否判断

上部工において過密配筋部の検証、地盤と杭の根入長の確認、既設構造物等の規

制が厳しい狭隘な施工条件での干渉評価、溶接作業判断に活用した。
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（3） 測量及び地質・土質調査
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（5） 施工

a） 施工におけるBIM/CIM活用目的

b） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

（6） 維持管理

a）維持管理におけるBIM/CIM活用目的

b）維持管理におけるBIM/CIM活用方法
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Ver.1.0施工におけるBIM/CIM活用目的

発注担当者は、施工においてBIM/CIM活用項目を設定する場合は、前工程で作成

されたBIM/CIMモデル又は当該工事で作成するBIM/CIMモデルを適切に活用し、

当該工程だけでなく後工程（施工、維持管理、更新）で活用することも念頭に置き、

特記仕様書等においてリクワイヤメントとして明示する。

受注者は、技術的能力を活用しながら、技術基準を踏まえ、特記仕様書等に示され

たリクワヤメントの実施及びBIM/CIMモデルの作成（※必要な場合）を行うが、

BIM/CIMモデルがない場合の3次元モデルの作成は任意とする。

なお、国土交通省の港湾工事（構造物工事）において『3次元モデル成果物作成要

領（案）港湾編』に基づくBIM/CIMモデルがある場合は、設計図書の照査及び属性

情報の付与を必須とするが、施工計画の検討、監督検査の実施、出来形を反映し

た3次元モデルの作成については任意とする。

次頁以降に示すb)のBIM/CIM活用事例を参考にしつつ、発注担当者は実施する

BIM/CIM活用項目を検討するとともに、受注者は自らの業務の効率化のための

BIM/CIM活用を図ること。
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＜ジャケット式桟橋の例＞

活用事例：平成30年度 横浜港本牧地区岸壁構造検討業務

活用内容：施工手順の確認

施工手順に矛盾がないかの確認を行い、施工後のイメージを可視化しプレゼン用

資料として活用した。

施工におけるBIM/CIM活用（BIM/CIMモデルによる効果的な照査の実施）
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＜直杭式横桟橋の例＞

活用事例：名古屋港飛鳥ふ頭東地区岸壁（-15m）桟橋部撤去工実施設計

活用内容：施工手順・施工方法の確認

施工ステップを設定し、受発注者間の打合せ・協議における施工手順、施工方法の

説明等に活用した。

施工におけるBIM/CIM活用（BIM/CIMモデルによる効果的な照査の実施）
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＜矢板式係船岸の例＞

活用事例：福山港細部設計等業務（その2）

活用内容：施工計画照査と騒音・振動の周辺影響照査

設計段階において計画した施工手順をもとに、施工の概略の流れが把握できるよう

施工ステップを作成し、施工計画の照査、騒音・振動の周辺影響照査にも活用した。

施工中の周辺影響（騒音・振動）の照査

施工計画ステップ

施工におけるBIM/CIM活用（BIM/CIMモデルによる効果的な照査の実施）
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＜矢板式係船岸の例＞

活用事例：平成31年度 清水港日の出岸壁（-12m）改良工事

活用内容：計画工程の確認や鋼管杭の仮置計画

CIMモデルに時間軸を与え４Dシミュレーションを実施し、計画工程の確認や鋼管杭

の仮置計画に活用した。

施工におけるBIM/CIM活用（BIM/CIMモデルによる効果的な照査の実施）
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＜直杭式横桟橋の例＞

活用事例：舞鶴港第2ふ頭地区岸壁（-10m）改良等工事

活用内容：施工方法・施工手順の検討や安全性向上に活用

3次元モデルと現実空間を重ね合

わせて表示させるMRゴーグルを

使用し、プレキャスト部材を所定の

据付位置に誘導可能か検証した。

交通規制検討、可視化による危険

予知活動、周辺環境との位置関係

を3次元モデル化してVRゴーグル

を用いた安全教育を行った。

施工におけるBIM/CIM活用（BIM/CIMモデルによる効果的な照査の実施）

MRゴーグル（HoloLens）

VRで見ている内容の例VR体験状況

干潮時CIM 満潮時CIM

MRゴーグル使用状況

CIMモデルと現実空間
の重ね合わせ状況 55
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（3） 測量及び地質・土質調査

a） 測量、地質・土質調査における

BIM/CIM活用目的

b） 測量成果（3次元データ）作成

c） 地質・土質モデル作成

（4） 設計

a） 設計におけるBIM/CIM活用目的

b） 関係者間での情報連携

c） BIM/CIMモデルによる数量・工事費・

工期の算出

d） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

３．BIM/CIMの利活用の体系 目次（続き）

（5） 施工

a） 施工におけるBIM/CIM活用目的

b） BIM/CIMモデルによる効果的な照査

の実施

（6） 維持管理

a）維持管理におけるBIM/CIM活用目的

b）維持管理におけるBIM/CIM活用方法

準備中
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