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AEC Collectionによる
BIM/CIM原則適用への対応



本日のアジェンダ

1 国土交通省のBIM/CIM原則適用に向けた動向

2 AEC CollectionとBIM/CIM原則適用

• BIM/CIM原則適用の範囲

• BIM/CIM原則適用時の業務/工事の流れ

• 令和４年度 基準・要領等の改定情報

• AEC Collectionのご紹介

• 各製品群を活用した原則適用への対応



国土交通省の
BIM/CIM原則適用に向けた動向



BIM/CIM原則適用に向けた動向
国土交通省の公開する資料等について

第7回BIM/CIM推進委員会（令和4年2月21日）
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000091.html

BIM/CIM関連基準・要領等（令和4年3月）
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000102.html

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000091.html
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000102.html


BIM/CIM原則適用に向けた動向
原則適用の範囲 ※第7回 BIM/CIM推進委員会資料より

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001464928.pdf


BIM/CIM原則適用に向けた動向
BIM/CIM活用業務・工事件数の推移 ※第7回 BIM/CIM推進委員会資料より

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001464924.pdf


国土交通省公開資料（BIM/CIM推進委員会資料）等を参照

BIM/CIM原則適用に向けた動向

 BIM/CIM原則適用とは？

o 令和5年度に小規模を除く全ての公共工事においてBIM/CIMを原則適用する取り組み

 BIM/CIM原則適用の対象

o 対象工種：一般土木・橋梁上部（対象工種は順次拡大予定）

o 対象範囲：詳細設計・工事（予備設計・概略設計など対象範囲は順次拡大予定）

工事

設計
業務

令和3年度 令和4年度 令和5年度

大規模構造物の詳細設計（約200件／年）

小規模を除く上記以外の詳細設計（約600件／年）

大規模構造物の工事（約200件／年）

小規模を除く上記以外の工事
（約3000-4000件／年）

※件数は日経XTECH「詳細設計で3次元モデルが必須に」から引用

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000093.html
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ncr/18/00150/122700009/


BIM/CIM原則適用に向けた動向
BIM/CIM原則適用時の業務（詳細設計）の流れ

発注者におけるBIM/CIM実施要領（案）

BIM/CIMモデル等電子納品要領(案)及び同解説 (必ず対応)

BIM/CIM モデル成果品の電子データの仕様を規定

(ファイル形式、フォルダ構成…)

3 次元モデル成果物作成要領(案) (必ず対応)

BIM/CIM活用目的を達成するために必要最小限の仕様、
及びBIM/CIMモデルの作成方法を規定

(詳細度、属性情報、寸法や注記…)

リクワイヤメント (発注者が指定した場合に対応)

BIM/CIM モデルの活用方法を規定

(シミュレーション、対外説明、費用や工期の検討…)



BIM/CIM原則適用に向けた動向
BIM/CIM原則適用時の工事の流れ

発注者におけるBIM/CIM実施要領（案）

BIM/CIMモデル等電子納品要領(案)及び同解説 (必ず対応)

BIM/CIM モデル成果品の電子データの仕様を規定

(ファイル形式、フォルダ構成…)

設計３次元モデルを用いた
設計図書の照査、施工計画の検討(必ず対応)

リクワイヤメント (発注者が指定した場合に対応)

BIM/CIM モデルの活用方法を規定

(シミュレーション、対外説明、費用や工期の検討…)



BIM/CIM原則適用に向けた動向
BIM/CIM原則適用の内容

測量・調査・
計画

概略・
予備設計

詳細設計

施工

維持管理

原則適用（必須） リクワイヤメント（発注者が設定）

「3次元モデル成果物作成要領
（案）」に基づく3次元モデルの

作成・活用および納品

設計3次元モデル成果物を用いた
設計図書の照査、施工計画の検討

・可視化による設計選択肢の調査
・リスクに関するシミュレーション
・対外説明
・4Dモデルによる施工計画等の検討
・複数業務・工事を統合した
工程管理及び情報共有

・既存地形及び地物の3次元データ作成

・BIM/CIMを活用した監督・検査の効率化
・BIM/CIMを活用した変更協議等の省力化
・リスクに関するシミュレーション
・対外説明

・関係者協議の円滑化
・設計ミスによる
変更協議の削減

・ICT施工への活用に
よる生産性向上



BIM/CIM原則適用に向けた動向
リクワイヤメント（業務）の改定情報（令和４年度） ※第7回 BIM/CIM推進委員会資料より

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001464928.pdf


BIM/CIM原則適用に向けた動向
リクワイヤメント（工事）の改定情報（令和４年度） ※第7回 BIM/CIM推進委員会資料より

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001464928.pdf


BIM/CIM原則適用に向けた動向
３次元モデル成果物作成要領（案）の改定情報（令和４年度）

3次元モデル成果物の作成・活用方法や仕様を規定

 対象工種の拡充

o 令和３年度は道路土構造物、山岳トンネル、橋梁、樋門・樋管

o 令和４年度より、下記工種が追加
築堤・護岸、水門、堰、排水機場、床止め・床固め、
海岸堤防護岸、突堤、海域堤防、砂防構造物、地すべり防止施設

 属性情報を付与する階層構造オブジェクトの明確化

 設計・施工・維持管理各フェーズに応じた
「属性情報の詳細度（LOI）」の追加

 基準点オブジェクトの作成

３次元モデル成果物作成要領（案）より

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001473006.pdf


BIM/CIM原則適用に向けた動向
属性情報を付与する階層構造オブジェクトの明確化

※第6回 BIM/CIM推進委員会資料より（従前）

※３次元モデル成果物作成要領（案）（付属資料１）オブジェクトツリー図より

階層1：道路土構造物

階層2：カルバート（全体）

階層4：鉄筋

階層3：カルバート本体

階層3：ウィング

階層4：コンクリート

 従前は階層構造の属性情報のみを定義

 令和４年度より各階層に対応するオブジェクト
を、オブジェクトツリー図を用いて明確化

例：ボックスカルバートの階層
属性情報の付与は任意

階層１ 階層２ 階層３ 階層４

道路土構造物 　カルバート 　カルバート本体 　コンクリート

　鉄筋

　脱落防止用枕

　継手

　基礎砕石

　均しコンクリート

　杭 　コンクリート

　鉄筋

　ウィング 　コンクリート

　鉄筋

属性情報の付与が必須

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001423083.pdf
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001476032.pdf


BIM/CIM原則適用に向けた動向
設計・施工・維持管理各フェーズに応じた「属性情報の詳細度（LOI）」の追加

 各階層に付与する属性情報に対して、
各フェーズに相当する属性情報のレベルを
「属性情報の詳細度（LOI）」として併記

 属性情報の過度な入力、入力不足を防止

３次元モデル成果物作成要領（案）より （附属資料2）3次元モデル成果物作成要領（案）における属性情報一覧表より

LOI100 LOI200 LOI300

基本仕様

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001473006.pdf
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001476005.pdf


BIM/CIM原則適用に向けた動向
基準点オブジェクトの作成 ※3次元モデル成果物作成要領（案）

（附属資料4）プロセス間連携における基準点の扱いの効果的な運用方法より

 導入の目的

o プロセス間連携のため、後工程において関係する
BIM/CIMモデルの正確な重ね合わせが必須

o 公共基準点に相当する「基準点オブジェクト」を
作成し、これを基にプロセス間連携を目指す。

 求められる仕様

o 位置を決める公共基準点(A)と、
方向を決める公共基準点(B)の２点が必要

o 2D:円、三角形、四角形
3D:逆円錐、逆三角錐、逆四角錐
（ズームイン・ズームアウトしても視認できるサイズ）

o 位置情報が関連する全ての３次元モデル成果物
（地形モデル、構造物モデル等）内に作成

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001472863.pdf
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001472863.pdf


BIM/CIM原則適用に向けた動向
BIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説

※BIM/CIMモデル等電子納品要領（案）及び同解説より

納品されるBIM/CIMモデル 納品ファイル形式

地形モデル

J-LandXML及びオリジナルファイル土工形状モデル

線形モデル

構造物モデル IFC 2x3 及びオリジナルファイル

統合モデル オリジナルファイル

地質・土質モデル オリジナルファイル

※リクワイヤメントとして特別な検討を行う上では、ファイル形式は規定しない

J-LandXML, IFCといった共通データフォーマットでの納品を規定

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001472866.pdf


AEC CollectionとBIM/CIM原則適用



AEC Collectionについて
ソフトウェア群の紹介

Revit
多分野に対応した、
建物の計画、設計、施工、管理

Civil 3D
土木インフラの
設計と図面作成

Autodesk Docs
クラウドベースの共通データ環境、
プロジェクト情報の管理

Insight
Revit と相互に連携した
建物の性能解析

FormIt Pro
Revitと相互に連携した
3Dスケッチ

Robot Structural Analysis 
Revitと相互に連携した
汎用構造解析

3ds Max
ビジュアライゼーション、
アニメーション、レンダリング

Autodesk Rendering
クラウドレンダリング

Vehicle Tracking
車両スイープパス解析

Fabrication CADmep
MEP 詳細設計、ドキュメント作成

Autodesk Drive
クラウドストレージ

Structural Bridge Design
橋梁構造解析（日本語非対応）

ReCap Pro
リアリティキャプチャ、
3D スキャンニング

AutoCAD Plus
2D/3D CAD ソフト
*業種別ツール、各種アプリ含む

InfraWorks
土木インフラの
コンセプト設計と解析

Advance Steel
Revit と相互に連携した
鋼材の詳細設計

Navisworks
統合モデル、干渉チェック、
5D シミュレーション

Dynamo
ビジュアルプログラミングツール



デスクトップソリューション

AEC Collectionについて
BIM/CIM原則適用に対応する主な製品

クラウドソリューション



AEC Collectionの使い方
各種ソフトウェアの使い分けとBIM/CIM モデル等電子納品要領（案）及び同解説への対応

地形モデル

土工形状モデル

線形モデル

（橋梁・トンネル）

統合モデル

モデル種別 3Dモデル作成・編集 BIM/CIMモデル作成 納品モデル

J-LandXML形式
＋DWG 形式

構造物モデル
（全般）

IFC 形式
＋RVT 形式

オリジナル形式
各種ファイル
形式のモデル

読込み

読込み

読込み

読込み

読込み

読込み

変換

変換

変換

J-Tool

※共通データフォーマット



 業務（設計）

o 原則適用

• 3次元モデル成果物作成要領（案）

o リクワイヤメント

• 可視化による設計選択肢の調査
（配置計画案の比較等）

• リスクに関するシミュレーション
（地質、騒音、浸水、既設構造物への影響等）

• 対外説明（関係者協議、住民説明、広報等）

• 概算工事費の算出（工区割りによる分割を考慮）

• 4Dモデルによる施工計画等の検討

• 複数業務・工事を統合した工程管理及び情報共有

• 既存地形及び地物の3次元データ化

 工事（施工）

o 原則適用

• 3次元モデル成果物作成要領（案）
に基づく成果品を用いた
「設計図書の照査」と「施工計画の検討」

o リクワイヤメント

• BIM/CIMを活用した監督・検査の効率化

• BIM/CIMを活用した変更協議等の省力化

• リスクに関するシミュレーション
（地質、騒音、浸水、既設構造物への影響等）

• 対外説明（関係者協議、住民説明、広報等）

BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
業務・工事における原則適用とリクワイヤメント

※下線付は令和４年度より追加・修正



BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
「3次元モデル成果物作成要領（案）」

 3次元モデル成果物の作成及び活用

1. 3次元モデル作成の流れ

2. 業務途中における3次元モデルの活用

▪ 設計照査

▪ 段階確認

▪ 3D→2次元形状データの活用

 3次元モデル成果物の要件

1. 納品対象

2. 3次元モデル成果物の仕様

▪ 詳細度

▪ 属性情報（LOI）

▪ 2次元図面位置

▪ 3次元モデル上における境界条件

▪ 基準点オブジェクト

▪ 成果物のファイル形式 ※下線付は令和４年度より追加・修正



BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
「3次元モデル成果物作成要領（案）」

 3Dモデルの作成

o 詳細度300が基本

o 特別な検討のために作成した
3Dモデルの詳細度はこの限りでない

 対応ソフトウェア

 対応例

o 道路・土工モデル：Civil 3D

o 土木構造物モデル：Revit

o コンセプトモデル：InfraWorks

※ソフトウェア間でのモデル連携も可能（例：InfraWorks→Revit）



 2次元形状データの活用

o 3Dモデルから断面を切り出し、
２次元形状データを作成

o ２次元形状データを元に寸法・注記等を
付与し、２次元図面を作成

 対応ソフトウェア

 対応例

o 道路モデルの2D縦断図・横断図作成：Civil3D

o 構造物モデルの2D図面作成：Revit

3次元モデルから
2次元形状データ作成

2次元形状を活用して
2次元図面を作成

BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
「3次元モデル成果物作成要領（案）」



BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
3次元モデルから切り出した2次元形状データの活用（参考）

 ３次元モデルを編集すると、切り出した２次元形状データも連動して更新され、手戻り削減が可能に



BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
「3次元モデル成果物作成要領（案）」

 属性情報(LOI)

o フェーズによりLOIは変化

o 一部属性については、参照資料として
付与することも可

 対応ソフトウェア

 対応例

o プロパティセットの作成：Civil 3D

o パラメータの作成：Revit

o リンクの作成：Navisworks

o カスタムプロパティの作成：Navisworks



BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
「3次元モデル成果物作成要領（案）」

 基準点オブジェクトの作成

o モデル間の正確な位置合わせのため、
基準点オブジェクトを作成

o 位置を決める公共基準点（A)、
向きを決める公共基準点（B）の２点

o 形状・視認性についても要対応

 対応ソフトウェア

 対応例

o ポイントの追加：Civil 3D



BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
BIM/CIM活用工事における原則適用

 施工計画の検討

o 4D（3Dモデル+時間）シミュレーション

o 施工方法の検討

 対応ソフトウェア

 対応例

o 4Dシミュレーション：Navisworks

o 詳細な施工シミュレーション：Navisworks

o 多数の関係者間での施工検討：Navisworks

• 東急建設様ユーザー事例（銀座線渋谷駅移設工事）

東急建設の渋谷 UiMが支援する東京メトロ銀座線渋谷駅の移設工事

https://redshift.autodesk.co.jp/ginza-line-shibuya/


BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
リクワイヤメント（業務）

 可視化による設計選択肢の調査

o 配置計画等をBIM/CIMモデルにより可視化し、
様々な観点から合理的に評価・分析することが目的

o 統合モデル、パラメトリックモデル等により
複数案の作成、比較が可能

 対応ソフトウェア

 対応例：（右図）

o 橋梁の架橋位置・橋梁形式の比較：InfraWorks

• 昭和土木設計様のユーザー事例

• ボックスカルバートのパラメトリックモデル：Revit

出典：ＵＡＶを活用した橋梁景観設計 ～ショート Ver～

https://www.youtube.com/watch?v=Xql8fO51ZJw


BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
リクワイヤメント（業務）

 複数業務・工事を統合した工程管理及び情報共有

o 複数業務・工事間で共有すべき情報等を関係者間で
適切に共有、迅速な合意形成を図ることが目的

o クラウド上での情報共有・管理が可能

 対応ソフトウェア

 対応例

o クラウドによるプロジェクト管理：Docs



BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
リクワイヤメント（業務）

 既存地形及び地物の３次元データ作成

o 現況地形の点群データを取得し、
３次元データを作成、後工程へ受け渡し

 対応ソフトウェア

 対応例

o 点群データからサーフェスモデルの作成
：Civil3D

※点群データの出典：静岡県ポイントクラウド



BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
リクワイヤメント（業務・工事）

 リスクに関するシミュレーション
（地質、騒音、浸水、既設構造物への影響等）

o 環境シミュレーション

o 統合モデル上での干渉確認

 対応ソフトウェア

 対応例

o 浸水リスクの分析：InfraWorks

o 斜面の分析：InfraWorks

o 重機と周辺構造物の離隔確認：Navisworks



BIM/CIM原則適用・リクワイヤメントへの対応方法
リクワイヤメント（業務・工事）

 対外説明

o 統合モデル作成による事業計画の完成形表現

o 環境シミュレーション、ウォークスルー等による
ビジュアライゼーション

 対応ソフトウェア

 対応例

o 鉄道高架橋の住民説明：InfraWorks



学習リソース
BIM design 土木・インフラ向け

https://bim-design.com/infra/


セミナー情報
https://bim-design.com/infra/event/

Civil 3D, InfraWorks, ReCap 2023 新機能
ご紹介オンラインセミナー

開催日時：2022 年 5 月 18 日（水）13:20〜14:30 （70分）

3D・BIM/CIMモデルを作成するAEC Collection製品の選択

開催日時：2022 年 5 月 25 日（水）13:30〜14:30

応用技術主催：Civil 3D オンライン 無料体験会
（道路設計編）

開催日時：2022 年 5 月 20 日（金）13:30〜15:30

開催日時：2022 年 5 月 27 日（金）13:30〜15:30

大塚商会主催：オートデスクの日
Otsuka & Autodesk Collaboration Day 2022

開催日時：2022 年 5 月 20 日（金）10:00〜18:00

オンデマンド

Live セミナー

AEC Collectionを活用した施工段階におけるデータ連携・活用
～床版撤去工の施工検討～（解説）

開催日時：2022 年 6 月 1 日（水）13:30〜14:30

https://bim-design.com/infra/event/


トレーニング教材
https://bim-design.com/infra/training/

業務・ソフト連携 ソフトウェア

https://bim-design.com/infra/training/


製品紹介
https://bim-design.com/infra/product/

https://bim-design.com/infra/product/


ユーザ事例
https://bim-design.com/infra/case/

https://bim-design.com/infra/case/
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