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近年、建設分野においては、土木構築物の形状及び属性が一体となったオブジェクトデータを作成

し、土木事業のライフサイクルに渡って活用しようとするCIMの活動が積極的に行われている。これ

により、土木構築物の3Dオブジェクトデータが数多く作成されたが、その蓄積と活用については十分

な取り組みがなされていない。その原因としては、２次元CADによる図面の電子化とことなり、3Dオ

ブジェクトデータは複雑であり、その作成はもとより、データ交換、蓄積、共有が容易に行えないこ

とが挙げられる。この原因は、BIM/CIMに関わる制度面以外にも阻害条件があるものと考え、特にデ

ータの蓄積、交換や検索技術等の課題を考える事とした。この解決策の一つとして、クラウドサービ

スが幾つか提案されつつある。このようなシステムは重機や測量器システム（例えばGNSSやICTツー

ル）の密接に関係したものも多く、それらの利用はハードウエアとのセットなってしまう事が多く、

これも一つの課題である。 

このような状況の中で、重機や測量機器に依存せず多くの実用実績を持つフィンランドの

「InfrKit」に着目した。この運用に関する状況を研究・検討して施工データマネジメントに関して

検討を行った。 

本研究では、作成を除くデータ交換、蓄積、共有に焦点をあて、作成された３Ｄオブジェクトデータ

の活用に関する技術に関する検討と考察を目的とする。具体的には、最新の Web 技術を活用し、３Ｄ

オブジェクトデータのデータ交換、蓄積、検索、閲覧等と行う Web サービスを提供しているフィンラ

ンドの InfraKit に関して、その技術と運用状況を分析し、データモデルの活用に関する課題と今後の

方向性に関する検討結果を明らかにし、今後の BIM/CIM の推進を加速する方策としてデータ管理の

あるべき姿を結論でデータマネジメントモデルとして提案した。クラウド(Web)サービスにより PC、

タブレット、スマートホンはもとよりウェラブル機器や IoT 関連装置等へのデータ配信も可能となり、

データ共有がより容易になり、BIM/CIM の運用が推進されることとなるものと考える。

蓄積されたデータをテキスト検索や空間検索のように指定された条件に基づき抽出する新しい技術

等も近い将来実用化されることも想定され、データの運用のみならず蓄積は様々な場面で利用される

ようになることとなるであろう。すなわち、この中核となる３Ｄオブジェクト（プロダクトモデル）の

活用も同様に広がるものと考えた。
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In recent years, in the field of construction, CIM(BIM) has been actively engaged in creating 
object data in which the shapes and attributes of civil engineering structures are integrated and 
utilizing them throughout the life cycle of civil engineering business. As a result, many 3D object 
data for civil engineering structures have been created, but sufficient efforts have not been made 
to store and use them. The reason is that the drawings are digitized by 2D CAD, 3D object data 
is complicated, and it is not easy to exchange, store and share data as well as to create it. We 
think that the cause of this is that there are hindrances in addition to the institutional aspects 
related to BIM/CIM, and we decided to consider issues such as data storage, exchange, and search 
technology. Some cloud services are being proposed as one of the solutions. Many of these systems 
are closely related to heavy equipment and surveying instrument systems (such as GNSS and 
ICT tools), and their use is often combined with hardware, which is also an issue. 

Under such circumstances, we focused on the Finnish "InfrKit", which has many practical 
achievements without depending on heavy machinery or surveying equipment. We researched 
and examined the situation regarding this operation and examined the construction data 
management. 

The purpose of this research is to examine and consider the technology related to the utilization 
of the created 3D object data, focusing on data exchange, storage, and sharing except creation. 
Specifically, we analyze the technology and operation status of InfraKit in Finland, which 
provides web services that utilize the latest web technology such as data exchange, storage, 
search, and browsing of 3D object data, and analyze the data. We clarified the issues regarding 
the use of the model and the results of future studies, and proposed the ideal form of data 
management as a data management model as a measure to accelerate the promotion of BIM/CIM 
in the future. With cloud (Web) services, data can be delivered not only to PCs, tablets, and 
smartphones but also to wearable devices and IoT-related devices, making data sharing easier 
and promoting BIM/CIM operations. Think. 
It is expected that new technologies such as text search and spatial search that extract the stored 
data based on specified conditions will be put to practical use in the near future. Will be. In other 
words, it is thought that the utilization of this core 3D object (product model) will also spread. 
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