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[研究目的] 

近年、内閣府を中心として進められている

Society5.0では、サイバー空間とフィジカル

空間を高度に融合させたシステムにより、経

済発展と社会的課題の解決を両立させる取り

組みが進められている。建設分野においては

国土交通省を中心として、i-Constructionお

よびCIMの活用による生産性の向上が推進さ

れている。現在、BIM/CIMでは3次元形状モデ

ルを中心としたデータ交換が行われている。

しかし、プロダクトモデルの形状および属性

だけでは表現しきれない設計情報もあり、プ

ロダクトモデルに寸法、注記等を付与する必

要も検討され始めた。自動車業界等ではプロ

ダクトモデルに寸法や公差を付与した3Dアノ

テーティドモデルが提案されている。3Dアノ

テーションの利用には、3Dアノテーションを

扱うことができるソフトウェア・アプリケー

ションが欠かせない。 

このような背景の下、橋脚を検討の対象と

し土木構造物の業務プロセスにおける3Dアノ

テーションの適用を目的とする。 

 

[研究手順] 

本研究は以下の手順で行った。 

(1) アノテーションに関する既往の研究およ

び規格類について調査する。 

(2) 橋梁の業務プロセスに基づいて、業務シ

ナリオを設定し、業務シナリオにおける

情報伝達の場面の把握を行い、アノテー

ションの利用場面を選定する。 

(3) アノテーションの利用場面に適用するた

めの、アノテーションとしての寸法の位

置づけを検討する。 

(4) 選定したアノテーションの利用場面に対

して、橋梁の事例を用いてアノテーショ

ン平面の設定およびアノテーションの作

成を検討し、アノテーション平面および

アノテーションの要件の必要事項を検討

する。 

(5) アノテーション平面およびアノテーショ

ンの要件を定義する。 

(6) ソフトウェアにおけるアノテーションの

適用状況を確認する。 

 

 [研究成果] 

 本研究は、CIMにおける3Dアノテーション

の活用法の研究として、設計段階から施工段

階への設計情報の伝達に供するためのアノテ

ーション平面およびアノテーションについ

て、橋脚を事例として検討し、要件を定義し

提案した。この研究の結論の要点を示す。 

① 設計モデルは設計段階で想定した正確な

値で作成する。これにより、数学的に完

全な公称寸法を持つものとする。 

② 設計モデルに対してアノテーション平面

を作成し、アノテーション平面に設計モ

デルと連動した投影図や断面図を作成す

る。 

③ アノテーション平面に記載するアノテー

ションは、設計モデルのサイズを示す寸

法ではなく、出来形検査や設計変更に必

要な寸法など、設計情報の伝達など設計

者や施工者の意図が明確な情報に絞って

記載する。 
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The Cabinet Office of Japanese Government has recently promoted Society 5.0. This initiative aims to 
improve economic development and resolve social issues by using a system that highly integrated cyber space 
and physical space. The Ministry of Land, Infrastructure Transport and Tourism has been promoting the i-
Construction and Construction Information Modeling (CIM) to improve productivity in the construction 
industry. Currently, three-dimensional shape model and attribute are mainly used for data exchange in CIM. 
However, there is design information that cannot be expressed using only three-dimensional shape model. 
Therefore, some studies have been started to use dimensions and notes as annotation for expressing design 
information. 

The purpose of this study is to utilize three-dimensional annotation for delivering design information from 
design stage to construction stage in the infrastructure projects. Firstly, we have selected two use-cases of 
delivering design information from design stage to construction stage. Next, we have studied a creation 
method of three-dimensional annotation for use-cases that we previously selected. We also have confirmed the 
function of creation three-dimensional annotation of the specific commercial software. Finally, we have 
defined requirements of three-dimensional annotation to deliver design information in CIM. 
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