2019/08/07
i-Conは、生産性向上、効率アップが目的な
ので手順は詳細に把握する必要ありません。
要領に書かれています。
#108

ソフトウェアに関する問題 #100
CIM・i-conの手順の把
握が難しい
#108

2019/08/07
社内で推進or研究する部隊があると良さそう
※ BIM/CIMソフトに興味がある人を条件とす
るとか
#108

同感です。2次元で算出できる
なら3次元は要らないです。
#109

凡例
算出は2次元、3次元どちらでもでき
るので、要はどちらが楽かです。
#109

赤囲いは課題として
挙がったもの
以下は記入者の所属別色分け

2019/08/07
IT導入補助・もの補助 などを活
用すると1/2、1/3の補助が得ら
れます。
#110

補修設計では２次元で
数量算出した方が早い
形状が多数あり、ある
程度自由に選択できた
ほうが良い
#109

決まったやり方はないので、自
由に選んでよいのでは？
#109

補修設計に限った話ではなく、
2次元で十分だと思います。
#109

2019/08/07
TREND-CORE8月リリースのバージョンで3D-PDF出力ができるようになります。
#111

発注者

積算のルールとの整合性の問題で
は？
3次元用のルールになってない。
#109

建設会社
建コン
調査・測量
ITベンダー

2次元、3次元どちらでもよくて、効率
化が目的ですよね。
どちらが良いか基準の改訂を前提
に方法を考えるのが良いはず。
#109

大学・研究機関
その他

2019/08/07
3D-PDFソフトとしてSimLab Composer、Bentley View などがおすすめです。
#111
2019/08/07
スマートスケープの3D-PDF for Navisworks、・Tetra 4D Converter を使っています
#111

良い機能ができたとし
ても、中小企業では最
新ソフトがすぐに入れら
れるとは限らない。
#110

2019/08/07
ContextCapture Editor (3D-CADソフトでも出力できます)
#111
2019/08/07
Bentley が無償なのでおすすめですが、モデルが欠落することがあります。
#111

3DPDFに出力するソフトにつ
いて知りたい
#111

2019/08/07
2Dの何倍もの情報を持つので仕方ない部分はあります。
社内ではワークステーション、客先ではノートPCを使用しています。会社を動かす
ための努力も必要かも。
#112
2019/08/07
同感です。
現代はスマホ／タブレットを主に使用すると考えると作り込んでもストレスレスなア
プリが欲しい
#112
2019/08/07
配列複写は編集が難しくなるのでコピー、
またはDynasmoを使ってもらった方がうい
いかも．．．
#113

モデルを作りこみすぎるとPCが重く
て話にならない、低スペックでも 快
適に利用出来るソフトがない
#112
3D配筋に於いて、意図する位置、形
にモデルが作成できない。（オートデ
スク REVITを使用） 具体的には、
鉄筋を配列複写（特に円形に配列
複写）する際、均等に配列できない。
また、オブジェクトを複写していく段
階で部材の長さが若干変化していく。
思うように、長さが変更できない。
#113

数量積算が簡単にできるように
したい
#106
2019/08/07
Infraworksで3D文字を作れ
るようにしてほしい
(配置できるように)
#116

補修設計での数量算出が難し
い
数量としてひびわれの延長が
必要ですが、点群ではひびわ
れの判別が難しく、別の写真を
見ながら長さを手動で計るもし
くは線（ポリライン）を引くという
次の作業が発生し、なかなか
生産性向上につながっていま
せん。
#104

2019/08/07
中小企業にとってたくさんの
ツールは用意できないので
連携強化して欲しい
#117
照明とコンセント以外の電気設備のモデルの
実装ができない。
#101

既設、今回新設範囲、今回撤去範囲、将来設
備の区別ができない。ArchiCADぐらいしか実装
してくれていない。
#102

2019/11/12
基準類の策定やソフトウェ
アの仕様変更などにスムー
ズに対応するための具体手
法を知りたい
#118

まだ、CIMのソフトも充実しているとは思えない。
さまざまなソフトを使用しないと、業務が行えな
い。
#103

2019/08/07
TREND-COREでは三面図から3Dモデル
が簡単にできます。
#113
#114

2019/08/07
BIM開発のソフトウェアベン
ダーを知りたい
#115

3DCADソフトを使用して、3Dモデリン
グする際にモデルの作成方法が分
からない時がある。
#114

IoTへの3Dモデルの導入について、精度やオペ
レーション作業環境に左右される。
#105
4Dシミュレーションで施工機械を動かすシミュ
レーションができない
#107

2019/08/07
「3D建機ナビ」という
ソフトで可能です
#107

データ連携に関する問題 #200

凡例
赤囲いは課題として
挙がったもの

データ変換が問題。国内ソフトと海外
ソフトとの連携がうまくいかないことが
多い。
#201
2019/08/07
データ欠落はどちらなのか
・必要なデータ欠落
・不必要なデータ欠落
必要な情報を共有したいですよね
#206

どのデータ変換でしょうか？
特定できれば解決できるかも？
#201 #206

どういうときに上手くいかな
いのか、把握しきれません。
#201

データ連携でデータ
が欠落する
#206

2019/08/07
クラウドが便利かどうかでいうと圧倒的に
便利だと思います。
まずはどのデータからクラウド化するかを
検討することがスタートラインかも
#210
2019/09/02
お客様からクラウドにデータを置くことが
禁止されているためと思います。
便利なことは間違いないのですが、セ
キュリティの問題の有るデータはクラウド
で運用するには、今後のデータ保護のシ
ステム作りから考えなければならないで
すね。
#210

IFC形式についても、どう変
換すべきなのかのガイドラ
インがあればいいと思いま
す。
#208
IDSソフトを使用しています
が、各ソフトの連携が、ま
だうまくできていません。
どのソフトで、どの程度行
えて、連携して複数のソフ
トをうまく使えるようになる
といいのですが。
#209

業界的にクラウドが使用で
きない。
#210

建コン
今標準フォーマット(IFC等)が策
定されているところなので、そ
れで解決するのでは？
#201

既存施設に対してもBIM/CIMによる
データ化を進めるべきなのか？
#212

調査・測量
ITベンダー
大学・研究機関
その他

モデルを作るためのメーカーの3Dデー
タがまだ少ない。
#202

設計の立場として、BIM推進のためにも
施工にデータを渡したいが「結局書き
直すはめになるのでいらない」と言われ
る。
#203

2019/08/07
今後各ベンダーもより使いやすく
普及させていけるように様々な機能や
パーツが提供されていくようになります
#202
2019/09/02
属性の交換はまだ明確ではないですが、少
なくとも形状はIFCとJ-LandXMLで渡るので早
めにこの形式になれておくことは重要かと思
います。
#204
#211

土木でのファイル形式が決
まっていない
#204

2019/08/07
設計段階で付けるべき属性情報
施工にモデルを渡す際に付いていると
良い属性情報など、ガイドラインかとま
でいかなくてもある程度知りたい。
#204
#211

2019/09/02

2019/09/02

発注者
建設会社

土木で使用するソフトウエア
のデファクトスタンダードが無
いまたは統一されたファイル
形式が決まっていない
#211

増加していくデータを管理する手段がク
ラウドだけでは不安が残る
#210

以下は記入者の所属別色分け

OCFのページに互換性につい
て記載されています。
#201

大容量のデーターのやり
取りが問題
セキュリティーが問題
#207
2019/08/07
OCFのWEBの「CIMガイドライン対応ソフト
一覧」に手順のリンクがあります。
#208

私も経験ありますが、データ
がおかしくなることはたくさん
あり、特定しきれないです。
#201

一つ一つ具体化してつぶして
いくしかないですよね。
#201

2019/08/07
設計・施工の壁がある。
一つのデータベースで完結させないと
大変。
#205

スムーズなデータ連携が特に！
VR・AR・MR分野でのBIM/CIM活用には
大きな課題
#205
2019/08/07
メディア／メール／データ交換ストレージ、
色々あるけど共有できるデータベースが
あると良いですよね
#205

人材に関する問題 #300
2019/08/07
BIM/CIMの知識を持った人達
への優遇制度をつくる。
#301

凡例
赤囲いは課題として
挙がったもの

同感です。
うちは総務が単価を決めている
のですが、技術担当の意見が通
らないので、実力と賃金が見合
わないケースがあります。
流出しそう。
#301

以下は記入者の所属別色分け
発注者
建設会社

2019/09/02

建コン
2019/08/07

使える人材を育てても定着しない
(引き抜かれる？)
#301

2019/08/07
まず「施工ステップ」を作ってみては？
Navisのタイムライナーとかで！見栄え
がいいのでうけます。
#305
2019/08/07
何でも良いので１つ3Dモデルを
作って見せてみる。
実物を「見せる」ことが大事。
#305

社内も含め、発注者に関心
を持ってもらうことも停滞気
味
#305

企業として
社員としての魅力が必要
なのでは
#301

2019/09/02
単純に待遇の可能性があります。
余裕のある会社なら良いですが、
オペレータさんに高い賃金を払
えない会社もあるかと思います。
#301

人材について、自社で
育てたり、派遣の人を
育てたりしているが、
覚えるとさらっと他の
会社に行ってしまう。
#301

調査・測量

会社の魅力って、それぞ
れの立場で違うので、派
遣さんの立場で考えてみ
ないと気付かないかも知
れませんね。
#301

ITベンダー
大学・研究機関
その他

CIMってModeling(モノ)よ
りManagement(ヒト)といわ
れますが、まだまだ人を
中心に考えていない感じ
ですね。
#301

2019/08/07

2019/08/07
悩みや技術を利益として共有す
る場があれば、どんどん告知して
いくべきですね！！
#302 #306 #307

2019/08/07
BIMとCIMの垣根や発注者・設計者・施工
者が皆で悩みを共有し、意見を出し合う場
があれば良いし、そういう場を作っていき
ましょう！！
#302
#306
#307

2019/08/07
海外ではCIMやBIMの技術が広まっていて
実績等があります。
その理由を提示すれば良いと思います。
#308

2019/08/07
日本国内はメリットが活かしきれない環境
にあるように思います。
#308

2019/08/07
Civil User Group
BIM Design 土木インフラ向け(WEBサイト)
上記は無料トレーニングの教材や講習会
があります。
#308

ソフトウェアのユーザーグループがあった
りしますので、そちらを頼られてはいかが
でしょう。
#302
#306

相談できる人が居ない
#306
一人で作業なので一緒に悩んだり、相
談する人がいない
相談できる専門の窓口がほしい
#302

2019/08/07

維持管理者がBIM/CIMモデルを用いて
維持管理し、そのBIM/CIMモデルを設備
改修時に設計者が用いるようにすべき。
#303

今まで設計・施工分離だったためか、両
者からBIMを統括する立場の人間が出
てこない。もしくはうまく双方で通訳でき
る人材がいない。
#307

CIMの技術者が少なく、作業効率が悪い
#304

会社にBIMを推進しろと言われるが、人
手や経費に関しては利益が確実ではな
いので会社としては出せない。
#308

(小人数)小さな会社で、上
(先輩等)が理解してくれない
と、「必要ナシ」との一言で
手を出すこともできない場合
がある。
仕事を指示する人がCIMを
理解して欲しい。
#308
2019/08/07
短期的には利益が出なくても将来への投
資が会社を成長させるのではないでしょう
か。
人材・設備・ノウハウ等
#308

BIM/CIMモデルを現場で活用できるよう
な仕組み（Mixed Reality等）で現場が楽
になる様な取り組みをするとよいと思い
ます。
#309

2019/08/07
学生に無料か少額で扱えるCIMやBIMに
関するツールが増えるとありがたいです。
#304

2019/08/07
大学でCIMを学ぶ機会が増えているので、
少しずつ人材も増えると思います。
#304
2019/08/07
2019/11/12
ソフト導入後の操作方法習得までの例を
知りたい
#310

Autodesk製品は学生は無料です。
#304

2019/08/07
Autodesk製品のなかで有償のものもある
ので、例えばBIM360等も無償化されるとあ
りがたいです。
他社製品も無償化されるとありがたいです。
#304

その他 #400
2019/11/12

2019/08/07
必要に応じて2Dの活用はなくならない
でしょうが、3Dをコアに2D図面の不整
合を少なくすることから始めてはいか
がでしょうか
#401

2次元の併用とい
う観点でなく、CIM
モデルを活用した
事例を知りたい
#417

2019/08/07
2Dではできない3Dならではの部分を作らないと
コストだけかかってバリューが出ない。
設計や工事だけでなく保守や運用にも使えると
か、3Dデータを活用できるバリューを考えること
が重要かと思います。
#403

凡例
赤囲いは課題として
挙がったもの
以下は記入者の所属別色分け
発注者
建設会社
建コン
調査・測量
ITベンダー
大学・研究機関

2019/09/02
8/27 「BIM/CIM ポータルサイト【試行版】」を開設し
ました！～BIM/CIM
関連情報へのアクセシビリティの向上～
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya
20190827.pdf
#405

2次元の発注図が現場と合っていな
い。
#404

二次元の図面を必要としている「現
場」が多く、3D活用をしようと働きか
けても乗ってこない。
#401

3Dならではの現場が楽になる仕組
を提供することが必要と思います。
Mixed Realityでの作業支援など。
#401
2019/08/07

CIMに関する新しい情報などが分か
りづらい
#405

国交省が出している「CIM事業にお
ける成果品作成の手引き(案)」に書
かれています。
基本的には部材ごと線形モデルや
構造物モデルなどをフォルダに分
けてDVDで納めます。
#402

初めてのCIMでの納品業務であるた
め最後の納品イメージがまだつかめ
ていない。
#402

国交省の歩掛が細かく、それを
BIM/CIMモデルに実装するのが、あ
まりにも大変。
#406

現況の3Dモデルを作成するとき、PU
側溝・橋梁・ガードレール他、どこま
で作成するか迷う。
#403

2019/08/07

2019/08/07

2019/08/07
目的に応じて3D化する範囲も決まってくるかと思います。
干渉確認であれば細部までモデル化する必要がありますし、景観で
あれば全体イメージができるモデルで良いかと思います。
#403

2019/11/12

電子納品となっても納品物ではCD 〇枚、製
本 〇部、A1 〇部、縮小版 〇部と、今だに
求めてくる発注者様
「BIM/CIMだ！！」って言っても、プラス3Dモ
デルという事では．．．
#407

構造物以外の属性付与の方法がわ
からない
#419

2019/08/07
予備・詳細によっても変わりますが基本的には特記にどこまで書かれ
ているかによると思います。
書かれていない場合は発注者との協議でどこまで作り込むか話し合
う必要があります。
#403

10年前からCIM/BIMに対してできる
ことから始めましょう！と言ってきた
が、10年たった今でも、まだ先の話
と言われてしまう。
電気通信分野です．．．
#408

2019/08/07
“現場”とはスマホやBIM/CIMを扱い
慣れた若い世代がいる場所なのか。
将来を考えてみると“現場”は違って
見えると思います。(独言)
#409

2019/08/07
調査段階から3Dで発注すると効率的だとは思いますが、追加でかかる費用
が妥当かどうかの判断が難しいです。
特に、事務屋に理解してもらうことが厳しい。
BIM/CIMが全体最適になることは明白ですが、設計や施工といった部分等
に何とかコスト低減が見込めないものか．．．
#410

2019/11/12
従来のやり方と比較して、BIMCIM導入にはコストがかかる。
発注者側の導入目的、意図、幅広い視点、観点で費用対効果を説明して、導
入に向けた合意形成を図りたい。
#413

その他

2019/08/07

2019/08/07

2019/08/07
土木としての知識に加えてソフトウェアやITなどの知識が重
視されてきたように感じ、ITに明るくない人には土木だけで進
めていくには厳しくなってきたように感じます。
#411

2019/11/12
パラメトリック設計、モデルの
ストックについて課題となって
いる
#414

2019/11/12
ウェアラブル端末
の効果・課題を知
りたい
#415

調査・設計分野の取り組みを加速させなければ、建設
サイクルの効率化は進まないと地方では感じます。
案）地方の調査・設計を全て発注者指定型とする。
#412

2019/11/12
今のシステムでCIMの本格化に対応で
きるのか不安。わかりやすい事例以外
に、複雑な事例も知りたい。
#416

2019/11/12
評価基準を
知りたい
#418

2019/11/12
受発注者ともにCIMの制度面だけでなく
作業内容についても理解が深まること
が理想。
#420

共通テーマ ～10年後の建設業が理想に近づくために、BIM/CIMの目指すべき姿～

凡例
赤囲いは課題として
挙がったもの
以下は記入者の所属別色分け
発注者
建設会社
建コン
調査・測量

意見・コメント募集中です

ITベンダー
大学・研究機関
その他

「どうなりたいか」と結びつける

上手くいっていない現実
導入に関する現実のハードル
本来の目的にたどり着かない
2019/08/07
i-Conは、生産性向上、効率アップが目的な
ので手順は詳細に把握する必要ありません。
要領に書かれています。
#108

2019/08/07
良い機能ができたとしても、中小企業で
は最新ソフトがすぐに入れられるとは限
らない。
#110

CIM・i-conの手順の把握が難しい
#108

中小企業にとってたくさんの
ツールは用意できないので
連携強化して欲しい
#117

データの再利用性・3Dの手軽さ
メリットを活かすことを考えたい
2019/08/07
土木としての知識に加えてソフトウェアやITなどの知識が重
視されてきたように感じ、ITに明るくない人には土木だけで進
めていくには厳しくなってきたように感じます。
#411

モデルを作るためのメーカーの3Dデー
タがまだ少ない。
#202

2019/08/07
3Dならではの現場が楽になる仕組
を提供することが必要と思います。
Mixed Realityでの作業支援など。
#401

データ連携でデータが欠落する
#206

現状の運用と理想のずれ
2019/11/12
受発注者ともにCIMの制度面だけでなく
作業内容についても理解が深まること
が理想。
#420

土木でのファイル形式が決まっていな
い
#204

2019/08/07
企業として
社員としての魅力が必要
なのでは
#301

CIM技術者の育成・定着
一人で作業なので一緒に悩んだり、相
談する人がいない
相談できる専門の窓口がほしい
#302

CIMの技術者が少なく、作業効率が悪い
#304

