
 
 

2016 年度 B 指定 第 2016-12 号 
 

 

 

i-Construction に関わる 

施⼯データのマネジメント技術の実⽤化 

成果報告書 
 

 

 

 

 

 

 

2018 年 6 ⽉ 

 
 
 
 



 
 

委員構成（2016 年 7 ⽉〜2018 年 6 ⽉） 
 
 
委員構成：       古屋 弘 buildinSMART Japan 

（株式会社⼤林組技術本部 技術研究所） 
              千葉洋⼀郎 パシフィックコンサルタンツ 
 
  



1 
 

⽬ 次 
第 1 章 はじめに ..................................................................................................................... 2 

1.1 研究の背景 .................................................................................................................... 2 
1.2 本研究の⽬的 ................................................................................................................. 2 
1.3 本報告書の構成 ............................................................................................................. 2 

第 2 章 情報化施⼯の進展と課題 ............................................................................................ 4 
2.1 情報化施⼯の国内での進展 ........................................................................................... 4 
2.2 CIM の活⽤におけるプロダクトモデルの概要 ............................................................. 6 
2.3 CIM に関わる標準化の概要 .......................................................................................... 8 
2.4 情報化施⼯の進展における課題 ................................................................................. 11 
2.5 施⼯準備時におけるデータの活⽤例 .......................................................................... 13 

第 3 章 InfraKit について ...................................................................................................... 16 
3.1 海外のデータモデルの活⽤ ......................................................................................... 16 
3.2 InfraKit の概要 ............................................................................................................. 16 

第 4 章 InfraKit の利⽤分析 .................................................................................................. 19 
4.1 欧州における InfraKit の利⽤に関する分析 ............................................................... 19 
4.2 InfraKit の活⽤例 ......................................................................................................... 21 

第 5 章 構造物の維持管理におけるデータモデルの必要性 ................................................. 23 
5.1 本章の⽬的 .................................................................................................................. 23 
5.2 社会インフラの⽼朽化の現状 ..................................................................................... 23 
5.3 維持管理におけるデータモデルの有⽤性 ................................................................... 25 

第 6 章 おわりに ................................................................................................................... 28 
6.1 InfraKit の総括 ............................................................................................................. 28 
6.2 課題 ............................................................................................................................. 29 
6.3 InfrKito を検証して今後あるべきデータ管理の提案 .................................................. 30 

 
 

  



2 
 

第1章 はじめに 

1.1 研究の背景 

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
に関して検討を⾏うこととした。 

1.2 本研究の⽬的 

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を提案することを⽬標とした。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。 

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。 

1.3 本報告書の構成 

本報告書は、全 6 章で構成する。 
第 1 章（本章）では、研究の⽬的および背景を述べる。 



3 
 

第 2 章では、情報化施⼯の進展に関して概説する。 
第 3 章では、本研究の⽬的である InfraKit に関してまとめる。 
第 4 章では、InfraKit の利⽤に関するインタビューからの情報と活⽤例をまとめる。 
第 5 章では、データモデルの活⽤に関して維持管理への適⽤の重要性の根拠を述べる。 
第６章では、結論を述べる。 
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第2章 情報化施⼯の進展と課題 

2.1 情報化施⼯の国内での進展 

BIM（Building Information Modeling）が建築分野で利⽤され始めて久しいが、⼟⽊分野
における 3 次元モデルの利⽤（CIM：Construction Information Modeling）が始ったのは⽐
較的最近で、図 2.1 に⽰すように国⼟交通省が 2012 年に試⾏プロジェクトを始めてからで
ある。 

 
図 2.1 国内の情報化施⼯の進展 

 
CIM は単純に 2 次元図⾯を 3 次元モデルに置き換えるだけではなく、部分最適化から全

体最適化へ建設⽣産システムを⼤きく変⾰させるものである。まず、CIM では、3 次元モデ
ルは単純な幾何学的なデータだけではなく、部材が各々オブジェクトとして定義されてお
り、各オブジェクトには様々な属性情報を付与することができる。次に、プロジェクトの関
係者が 3 次元モデルをライフサイクルを通じて共有しながら、しかもデータを蓄積しなが
ら利⽤していく。そのため、測量、設計、解析、積算、施⼯計画、⼯程、維持管理など多岐
にわたるソフトウェア間でデータが共有できるようになり、図 2.2、2.3 のような活⽤が理
想として⽰されている。 

 

 
図 2.2 CIM の活⽤イメージ 
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図 2.3 橋梁⼯事を例としたデータの活⽤例 

 
国⼟交通省の推進する CIM は、このような理想に向けて官⺠⼀体となり推進され⼀定の

成果を上げつつある。特にこの中で 3D データの活⽤は⾶躍的に進み、データ活⽤の基礎と
それらの利⽤技術のレベルアップが⼤きく進んできている。このような 3D データの活⽤は
ICT 施⼯との親和性も⾼く、図 2.4 に⽰すように ICT 建機や機器（主に GNSS などの測量
装置）と⼀体となり、近年データの統合管理も⽬指すようになりつつある。統合マネジメン
トシステムに関しては国内外に図中に⽰すようなシステムがあり、それらは 2018 年現在で
少しずつではあるが運⽤されており、CIM の推進に少なからず寄与している。 

2018 年度現在⾏われている CIM の試⾏においては、可視化による近隣住⺠との合意形
成や、施⼯シミュレーションによる不具合・不整合の事前チェック、数量計算などに活⽤さ
れ成果が報告されている（図 2.3 参照）。今後はプロダクトモデルとして、施⼯中の⼯程や
原価管理にも活⽤されることは容易に想像できるが(4D、5D 管理)、さらに他のアプリケー
ションとのデータ交換も XML や IFC(Industry Foundation Classes)を⽤いて実施され、建
設プロジェクトの変⾰が期待されている。 
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図 2.4 データモデルの活⽤の近年の取り組み 

 

2.2 CIM の活⽤におけるプロダクトモデルの概要 

CIM の対象とする道路、橋梁、トンネルなどの様々な構造物、それらの設計・施⼯・維
持管理などライフサイクルにおいて必要とされる情報の中核となるのが、オブジェクト指
向技術に基づいた 3 次元プロダクトモデルである。 

プロダクトモデルとは、⼀般的には⼯業製品を設計・製造するための三次元データに製品
のライフサイクル上で必要な多くの情報を統合的に盛込んだもので、物体を構成する部品
をオブジェクトとして扱い、それぞれに形状や材質等の属性情報を持たせ、それらを関連づ
けていくことによって製品のデータモデルを構築するものと定義されている。当然、建設分
野へ適⽤する場合は、プロダクトは「構造物」のことを意味する。構造物の 3 次元データを
設計や施⼯で利⽤するためにフェーズを超えた⼀体的なデータモデルとして定型化したも
の、というのがプロダクトモデルの意味になる。例えば図 2.5 は、建設に関わる⼈や機械が
どのような機器やソフトウェアに関わり、どのような情報が発⽣し、それらがどのように繋
がっていくのかを図⽰したものであるが、図中に⽰すようなデータ連携やデータ交換は相
互に寄与し、これらを円滑化させることが重要であることがわかる。また図 2.6 はそれをデ
ータの論理構成として⽰したものである。 
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図 2.5 建設プロジェクトにおける情報の連携（ロバストネスト図） 

 

 

図 2.6 CIM のデータ活⽤の理想的な構成 
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2.3 CIM に関わる標準化の概要 

2.3.1 標準化に関わる規格 

データモデルの活⽤において、そのデータ⾃⾝や活⽤の標準化は重要である。それらは図
2.7に⽰すような数々の規格をより所とする。このような状況下で、建築分野が中⼼となる
BIM（Building Information Modeling）においては、BIM データ連携の要となる 3 次元建物
情報モデルとして IFC(Industry Foundation Classes)が国際標準化(ISO 16739;2013)され、
建築プロジェクトの設計、施⼯、維持管理など、様々なプロセスにおける情報伝達⼿段とし
て実⽤化が進んできている。IFC の策定は ISO TC184 SC4 とリエゾン関係を締結している
⾮営利国際組織 buildingSMART International によって⾏われており、そのプロダクトモデ
ル定義は、ISO 10303 略称 STEP（Standards for the Exchange of Product model data）によ
って提供されている標準が活⽤されている。 

⼟⽊分野においても、道路、橋梁、鉄道、港湾、トンネルなどの⼟⽊分野で IFC を鋭意開
発中であるが、LandXML と建築⽤の IFC を利⽤して⼟⽊分野でもデータ交換がある程度
は可能となってきている。ただし、これらは必ずしも体系化されているだけではなく、表 2.1
に⽰すような企画が提案されており、それらを活⽤することとなっている。 
 

 

図 2.7 データ活⽤における数々の規格（概念図） 
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表 2.1 国内で利用されてきたプロダクトモデル等 

No 名称 形式 作成機関 作成日 概要 

1 

JHDM（Japan 

Highway 

Data 

Model） 

XML 
日本道路公

団 
2005 年 1 月 

JHDM は，日本道路公団内の技術系の業務で使用さ

れる情報項目から，必要な概念・理論を抽出し，

標準化された記述・方法論で整理体系化された高

速道路のプロダクトモデル． 地形，線形，土工，

橋梁，トンネル，舗装等をクラスをもつ． 

2 
SIMA フォー

マット 

CSV

，

XML 

日本測量機

器工業会 

(JSIMA)  

  

SIMA フォーマットは，日本測量機器工業会が測量

データの標準化を図るために制定したデータ形

式．測点，画地，路線，縦横断観測及び現況とい

った測量データが対象．中部地方整備局 ICT 導入

普及研究会 3 次元データの流通手法検討会では，

設計から施工段階に道路横断データの受け渡しに

横断 SIMA データ形式を提案している． 

3 

道路中心線

形データ交

換標準

（RoadGM） 

XML 

国土交通省

国土技術政

策総合研究

所 

平成 19 年 1 月 

平成 25 年 1 月改

定 

道路の平面線形と縦断線形を合わせた中心線形デ

ータの 3 次元プロダクトモデル．道路設計用 CAD

やそこから出力される設計成果をもとに，日本の

道路設計に適したモデルとして作成した．国土交

通省の道路設計では，特記仕様書に電子納品成果

物の１つとして記述されており，対応する道路設

計ソフトウェアが開発されている． 

4 

TS による出

来形管理に

用いる施工

管理データ

交換標準 

XML 

国土交通省

国土技術政

策総合研究

所 

平成 18年 10 月 

平成 20 年 3 月改

定 

平成 23 年 9 月改

定 

平成 25 年 1 月改

定 

「TS を用いた出来形管理要領」のうち施工管理デ

ータ（基本設計データおよび出来形計測デー

タ）」について，その交換に用いるデータの仕様

を定めたものである．このうち，道路プロダクト

モデルとなる基本設計データは，道路中心線形と

出来形管理を行う横断面から構成される． 

5 

道路工事完

成図作成要

領 

SXF 

国土交通省

国土技術政

策総合研究

所 

平成 18年 8月 

平成 20 年 3 月改

定 

平成 20 年 12 月

第 2版 

道路工事完成図作成要領は，GIS の道路地図データ

更新に役立てるために，GIS データと親和性の高い

SXF Ver.3.0以上の CAD データで道路工事完成図の

作成仕様を定めたものである．様々な用途に共通

で利用可能な道路の基本データ（30 地物）をモデ

ル化している．地物をレイヤに分けて管理すると

ともに，設置日等の属性情報は SAFファイルに記

入する．また，道路中心線上にある測点は，属性

として高さ情報を保持する． 

6 

 3 次元設計

データ交換

標準（素

案） 

XML 

国土交通省

国土技術政

策総合研究

所 

平成 25 年 3 月 

3 次元設計データ交換標準は，道路中心線形

（RoadGM）と横断形状を組み合わせた道路の 3 次

元モデルである．このうち横断形状は，LandXML の

CrossSect と GradeModel を参考に，横断面ごとに

横断形状の構成点を表現する横断面のモデルと，

幅員，比高等の横断構成の適用区間を定めた構成

要素モデルの２つのモデルを定義している．モデ

ルの対象は，道路面，土工部法面，舗装． 

7 

LandXML1.2 

に準じた 3

次元設計デ

ータ交換標

準（案） 

XML 

国土交通省

国土技術政

策総合研究

所 

平成 25 年 3 月素

案策定 

平成 26年 2 月意

見照会反映版 

3 次元設計データ交換標準を，LandXML1.2 として

表記した場合の内容及びデータ構造・形式を定め

たものである．横断形状は DesignCrossSectSurf

（LandXML1.1 から追加された）を用いて表現して

いる．LandXML1.2 の仕様にない属性情報は，desk

（注記）または，Feature を使用して定義とてい

る． 
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2.3.2 LandXML の概要 

LandXML は、⼟地開発業界や運輸業界で使⽤されている⼟⽊・測量データのための新し
い標準 XML データフォーマットで、電⼦的に設計を提出するための標準フォーマットと
して CAD からのインポート／エクスポートやマシンコントロールデータとして利⽤され
ている。LandXMLは表 2.2 の内容を XML形式で記述したもので、特に道路などの線形構
造物では図 2.8 に⽰す構成要素が中⼼となる。 

このフォーマットは多くのソフトウエアがサポートしており、標準データとしての利⽤
価値も⾼く、近年ではこれを拡張しさらなるデータモデルとしての標準化が試⾏されつつ
ある。 

 
表 2.2 LandXML の構成（記述される内容） 

 

 

図 2.8 LandXML の主な構成要素 
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2.4 情報化施⼯の進展における課題 

以上のように、近年わが国では i-Construction は急速に普及し活⽤例が増加しつつある。
この背景には前述の通り、ハードウエアとソフトウエアの進化、それらのシステム化と利⽤
の促進、関連する規格や基準の整備、ユーザの熱⼼な取り組みが背景にあり、普及と利⽤が
進んでいる。しかし、これらの進展とともに以下のような課題も明らかになりつつある。 
① i-Construction における 3D データの利⽤は、⾒える化、出来型管理、およびそれらを
実現する新技術（ドローン、点群データなど）が中⼼となり、それらの活⽤のみに焦点
があたりつつある 

② CIM ガイドラインにおいて納品⽅法などは基準化されつつあるが、データ管理は施⼯
者等に任されている → 施⼯における様々な機械／⼯区ごとの管理とならざるを得
ない 

③ プロダクトモデルという概念でデータを管理する仕組み（ツール）が存在しない 
④ 仮に③を実現しようとした場合、システム構築に要する⼯数が⼤きくなる懸念があり、

プロジェクトのコストアップの要因となってしまう 
例えば図 2.9 には ICT 施⼯に適している⼟⼯事を例にした図を⽰しているが、⼟⼯事で

さえ様々な機械が使⽤され、それらを統⼀のデータで監視する必要があるとともに、発注者
の⽴場からすると、⼯事を⼯区分割して発注することが多く、それらをどのように管理する
かが課題となる。⼯区ごとに ICT ツールを導⼊し管理を⾏ってもらい i-Construction のガ
イドラインにのっとっと納品⾏ってもらうだけでも良いが、施⼯中の管理は盲⽬的になっ
てしまう可能性もある。これではせっかく 3D データを活⽤して⼯事というプロジェクトを
合理化しようとする⽬的の⼀部が⽋如しかねない。 

この問題を解決する⽬的で、特に施⼯を中⼼としたデータマネジメントに近年⼤きなト
レンドが起こりつつあり、プロジェクトデータマネジメントとして、例えば「Sightlink」 
「Visionlink」、「ICON」などが重機メーカーや測器メーカーから提供され利⽤が始まって
いる。そのようなシステムの⼀つとして、フィンランドの InfraKit も欧州を中⼼に利⽤実績
を積み上げ、国内でも紹介され始めている。システムのプロジェクトにおける利⽤ターゲッ
トを図 2.10 に⽰す。 
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図 2.9 i-Construction の普及に伴う課題（土工事を例とした場合） 

 

 
 

図 2.10 データマネジメントの課題 

（設計から維持管理までの一元管理は制度上まだ難しい） 
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2.5 施⼯準備時におけるデータの活⽤例 

2.3節で⽰した情報化施⼯における標準化の重要性は、ここでも⼟⼯、特に⾛路⼯事を
例にした場合、以下のような利⽤⽅法が考えられる。 

データモデルは、図 2.10 に⽰すように設計の 3 次元化が⽬的ではなく、データを建設プ
ロジェクトの中で有効に利⽤することに本質がある。そのためにデータ交換や様々な建設
機械やツールで利⽤しやすくするためにデータの標準化を⾏ったり、あるデータを元にコ
ンバータなどを使って他のアプリケーションで利⽤したりする。例えば⼟⼯におけるデー
タモデルは図 2.11〜図 2.13 に⽰すような活⽤が可能となる。 

3 次元データモデルは図 2.11 に⽰すように、線形や断⾯データとして分解され、施⼯前
の現場と設計図⾯との相互チェックに利⽤可能である。 

データは LandXMLで記述することにより後⼯程で容易にデータが活⽤できることとな
る。 

 
図 2.11  施工準備におけるデータの利用例 

 
施⼯時においては、基本データは TSやGNSS などの測量器に直接取り込むことも可能

となる。図 2.12 に⽰すように，施⾏後の測量データを計画データと⽐較することで出来形
管理に活⽤することができる。また、施⼯機械（重機）へのデータ転送も容易となり、
MC（マシンコントロール）やMG（マシンガイダンス）にて活⽤される。施⼯終了後は 3
次元データを取り込み、図⾯や帳票が作成可能となる。 

内 容 



14 
 

 
図 2.12  施工管理におけるデータの利用例 

 
また施⼯完了時においては、データを標準形式のデータで保存することが可能となる。

図 2.13 には道路の施⼯完了時のデータ変換の例を⽰すが、施⾏後の図⾯データは国内での
標準データフォーマットである SXF（P21 ファイル）やLandXMLで保存されたものを完
成図書として出⼒する例を⽰している。 

 

図 2.13  施工完了時のデータ変換例 

 
さらにこれらのデータは図 2.14 に⽰すように維持管理への適⽤も可能となる。データの
納品⽅法に関しては現在も検討されているが、標準データの活⽤は様々な維持管理におけ
る状況で有効活⽤されるであろう。  

内 容 

内 容 



15 
 

 

図 2.14  施工完了後のデータの維持管理への適用例 
 
  

内 容 
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第3章 InfraKit について 

3.1 海外のデータモデルの活⽤ 

国内では i-Construction の推進に伴い 3D データの活⽤とともに、それを中核とした 3D
モデルの活⽤が、ハードウエア及びソフトウエアの普及により着実に進みつつある。しかし、
その動きは特に欧州に⽐べ遅く、さらにアジアにおける中国や韓国の BIM の活⽤も急進し
ていることを謙虚に受け⽌める必要がある。 

極端に⾔うと、近年では海外では 3D モデルの活⽤は必須であり、維持管理等を⽬標に⾒
据えたデータモデルを活⽤が当たり前になりつつある。例えば、FHWA における橋梁管理 
（IFC-Bridge互換データ）や施⼯管理システムをクラウドで運⽤、さらに IFC によるデー
タ交換の標準化を推進などが、欧州の技術者を中⼼に進みつつある。 

ところで、ここで重要なポイントとして、3D モデルの活⽤に関してその基本的な技術で
ある 3D-CAD の運⽤に関して、技術者、作業員ともスキルは⾼いことは特筆すべき点であ
る。国内の建設分野の⽣産性の低さが問題となっているが、労働環境や⾃然を相⼿とした未
確定の分野に挑戦するリスクを考慮しても、それだけでは⽅つけられない課題がここにあ
る。この背景には、契約における「総価契約」や「インセンティブ」にも原因があり、海外、
特に欧⽶では、重機施⼯業者は機械を効率的に運⽤するためシステム(GNSS など)の積極的
な導⼊や、CAD などの個⼈スキルの向上に投資を惜しまない傾向がある。すなわち、個⼈
的な技術の向上に関わる投資はそのリターンが望めるという事実があるからこその実態で
あると考える。 

このような技術的なスキルの差の他に、データマネジメントを容易にすることのできる
システムの構築とその安価な運⽤が⾏われており、これもデータモデル活⽤を後押しして
いる。この⼀つが今回調査検討を⾏った「InfraKit」である。 

 

3.2 InfraKit の概要 

フィンランドの取り組み（InfraFIMBIM）は各国から注⽬されている。VTT フィンラン
ド国⽴技術研究所が、数年前から本格的に⼟⽊⽤のプロダクトモデルの開発と利⽤を進め
ており、BIM が世界で最も進んでいる国と⾔える。その技術の⼀つにOulu ⼤学と VTT が
中核となり作り上げ、現在は⺠間会社となって利⽤が進んでいる「InfraKit」がある。InfraKit
はデータ交換フォーマットとして LandXML を⽤いていることが特徴的で、データ交換仕
様を詳細に記載した MVD（Model View Definition）にまとめ上げており、その仕様「MVD 
for LandXML v1.2」が，buildingSMART 技術⽂書としても公開されている。概要を図 3.1
に⽰すが、このモデルは設計データの標準化のみならず、施⼯でのデータ利⽤も考慮してお
り、3 次元データで作成された設計モデルがそのまま重機の施⼯データとして利⽤され、施
⼯結果は出来⾼、出来形管理にも利⽤されている。 
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図 3.1 InfraKit の概要 

 
InfraKit の特徴は、ICT 建設機械や測量機器およびそのもとになる 3D データを図 3.2 に
⽰すようにクラウドサーバで⼀元管理し、建設中のデータを共有し様々な技術者がそれら
を共有することが中⼼となる技術である。現在、欧州を中⼼に 10 カ国、約 1000 の現場で
稼働中で、2018 年現在その中に⽇本も含まれる。また、システムのターゲットを、①
Constructor ②Designer ③Project Owner としてカスタマイズを⾏っていることも重要なポ
イントである。 

 
図 3.2 InfraKit の一般的な活用方法 
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前述の通り、InfraKit は MG/MC と接続し運⽤することを基本としている。このため計
測機器や MC/MG との相性も問題となるが、の接続状況も問題となるが、2018 年現在、
MOBA(NOVATRON)、Leica、Trimble、TOPCONと地域限定であるが接続を可能してい
る。ただし、現在は Infrakit のサーバーに直接接続するのは、MOBA のみであるが、今後
はクラウド間接続で対応する予定であるとしている。 

ところで、このようなシステムで課題となるのは、導⼊費⽤⾯だけではなく、その運⽤に
関する問題である。システムを導⼊してもそれを使いこなせなければ意味が無くなるわけ
であるが、InfraKit 導⼊と運⽤⽅法は⾮常に合理的である。Infrakit を導⼊する際には、ユ
ーザ側で ADMINISTRATOR LICENSE を必ず 1 ライセンス持ってもらい、ユーザー側で
プロジェクトの管理することが基本となる。その後以下のような運⽤を⾏っている。 

� 導⼊時に利⽤されるユーザー全員に対して導⼊トレーニングを実施し、ユーザー側
が決めた管理者に対して特に分厚くトレーニングを実施することで、ある程度問題
解決が出来る体制を構築するようにしている 

� MC/MGやGNSS ローバーとクラウド間の接続については、代理店/パートナーに
対してトレーニングを⾏い、適切なサポートが出来るような体制を構築している 
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第4章 InfraKit の利⽤分析 

4.1 欧州における InfraKit の利⽤に関する分析 

建設プロジェクトにおける 3D モデルの導⼊とその運⽤に関しては様々な問題があり推
進が遅れていた。これまでの施⼯管理を⼀変させることができた InfraKit は図 4.1、図 4.2
に⽰す⽬標を掲げて導⼊され、改良と拡張がなされてきた。それらの導⼊と機能拡張に伴う
課題も徐々に解決していったと⾔うことで、今回 InfraKit の調査に際してして、その課題解
決に関して話し合う場を持つことができた。この課題を以下列挙する。 
【データモデルおよびその管理に関する課題】 
① これまでの ICT などの導⼊での問題は、データがデジタル化されていない 
② 未だに古くて⾮効率的な⽅法（図 4.1）を使⽤しており、データ共有も考えないこと
から、いろいろなデータを互いに通信しない 

③ 最新のシステムは国内でもすでに使⽤されているが（GNSS、3D機械制御システム）、
それらを統⼀管理する意志も弱く、さらにユーザは仮にデータ管理システムを使っ
ても彼らのサイトで起こっているのか分からない 

④ 損失と余分な費⽤は膨⼤である：巨⼤な時間、お⾦、再作業、機械作業とそれに付随
する⾮効率的な資源割り当て 

これらに関する InfraKit の解決策は以下の通りである。 
【課題に対する解決策】 
① Infrakit は BIM クラウドとして機能し、プロジュクト全体を管理することを⽬標と

した 
② 建設現場において、⼈員、機械およびすべてのデータをすべてリアルタイムで利⽤で

きるようにした 
③ Infrakit BIM クラウドは、通常道路⼯事で使⽤されることを想定し、⼀般的には⼯事
規模 10〜200万ユーロクラスの⼯事を当初ターゲットとした 

④ 現在、より⼩さい規模のプロジェクトでの利⽤も可能とした 
なお、これらの開発の成果として Infrakit はプロジェクトにおける施⼯管理予算の 20％

を節約すると⾔われている。ただし、残念ながらこの件に関する明確な数値の根拠は⽰して
もらう事ができなかった。 
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図 4.1 これまでの施工管理方法 

 

 
図 4.2 InfraKit が考えるの施工管理方法 
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4.2 InfraKit の活⽤例 

InfraKit はその特性上から道路⼯事を中⼼に活⽤されているが、近年ではその⼯種も多様
化してきている。活⽤例を図 4.3〜図 4.5 に⽰す。 

図 4.3 は道路⼯事での利⽤例を⽰している。各⼯区を横断しての施⼯状況をWeb で管理
することが可能であることを⽰しており、施⼯状況（この図の場合重機の稼働状況）を⼀覧
することができる。各⼯区または重機をクリックすることでその稼働状況や施⼯概況を 3D
で確認することが可能となっている。なお、この閲覧は基本的なWeb ブラウザのみで可能
となっている。 
 

 
図 4.3 道路工事における InfraKit の利用例 

 
 
また⼯事写真の管理も可能となっており、図 4.4 は⼯区における施⼯状況写真の管理の

例を⽰している。この写真はWeb上で共有することが可能で、現場のコメントの記⼊やそ
の返答もシステム上で⾏えることとなっている。また、図 4.5 に⽰すように 3D のビュア
ー機能や慎重管理も⾏う事が可能である。 
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図 4.4 工事写真管理の利用例 

 

 
図 4.5 進捗管理の利用例 
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第5章 構造物の維持管理におけるデータモデルの必要性 

5.1 本章の⽬的 

⼟⽊構造物は社会インフラを構成し、⻑期間使われることが普通である。⽇本の⾼度成
⻑期には社会インフラの整備・充実が⼤きな⽬的で、新設構造物を作る事とそれに伴う技
術開発が主体であったが、⽇本は安定期に⼊り、⼈⼝構成の変化や⽼齢化社会に突⼊した
と同時に、社会資本を構成する構造物の⽼朽化が問題となりつつある。⽼朽化した構造物
は最終的には更新することが必要であるが、⽼朽化の兆候の把握や構造物の⻑寿命化を⾏
う上で、既設構造物の維持管理の重要性が再認識されている。 

維持管理に関しては、調査点検技術においてロボット化や ICT の活⽤が盛んになりつつ
あるが、設計データの 3D の活⽤に伴うデジタル化、情報を包含して管理するデータモデ
ルの活⽤が新しい構造物の維持管理に貢献するはずであるという観点から、その根本とな
る社会インフラの現状に関してまとめた。 

 

5.2 社会インフラの⽼朽化の現状 

構造物は完成後に供与され時間とともに⽼朽化してゆく。この⽼朽化は外観だけではな
く機能や性能の低下をもたらし、これらを満⾜できなくなると更新、もしくは廃棄（廃
⽌）となる。⽇本は⾼度成⻑期に社会インフラの整備が急速に進んだが、これらも時間の
経過とともに⽼朽化が進みつつある。表 5.1 には 2015 年現在の⽇本の主な社会インフラ
の管理者別の平均年齢（竣⼯後の年数）を⽰している。構造物の平均年齢は 30 年を超え
る物が多く、特に橋梁やトンネルにこの傾向が強いことが解る。さらに，図 5.1 には橋⻑
2m以上の橋梁の建設年度別、および共⽤後の経過年数の分布を⽰すストックピラミッド
を⽰すが、市町村の管理する橋梁の平均年齢は 35 年であり、中には 70 年を超えるものも
存在する。 
また、図 5.2 には 1955 年から 2009 年までの公共⼯事のうち、道路、港湾、空港、公共
住宅、下⽔道、都市公園、治⽔、海岸⼯事の投資額と平均年齢（ヴィンテージ）を⽰す。
社会資本投資が活発であると新設構造物が増えるので平均年齢は下がるが、これらは当然
完成後から⽼朽化が始まるので、更新もしくは新設構造物が少なくなると平均年齢は⾼く
なってゆく。 
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表 5.1 日本の社会インフラの現状 

 
 

 
図 5.1 道路橋（橋長 2m 以上）の施設数と年齢 
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図 5.2 投資額と構造物の平均年齢（ヴィンテージ） 

道路，港湾，航空，公共賃貸住宅，下水道，都市公園，治水，海岸 

 
 

5.3 維持管理におけるデータモデルの有⽤性 

構造物の劣化は必然であるが、その進み具合は管理や利⽤⽅法の変化によって異なって
くる。例えば管理を⾏わずに、設計時の想定を超えた利⽤⽅法や外⼒が加わるような条件
では劣化は早く進むことは概念的に理解できると思う。社会インフラの事故（崩壊事例）
は、旧来は設計や施⼯ミスによるものが多かったが、近年ではこの管理が不⼗分であった
ことに起因する事故も、例えば表 5.2 に⽰すように起こるようになってきた。 

構造物の維持管理は、のような事故を無くすことにも⽬的があるが、社会インフラの更
新に伴う費⽤の圧縮も重要な⽬的の⼀つである。これは，例えば表 5.1や図 5.1 に⽰した
ように、構造物の⽼朽化が進みつつある中で、これらの更新時期が同時期になると更新費
⽤の問題や、仮に費⽤を⼯⾯できた場合でも施⼯能⼒の制約から必要な更新が⾏えなくな
る恐れが発⽣する。これらに対して、構造物を適切に管理し⻑寿命化を図ることにより、
限られた資本と労働⼒を適切に分配することも可能となる。 
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ここで重要な点は、⼀般的に、構造物の⻑寿命化を図るためには、維持管理の⼤きな柱
として点検とモニタリングを⾏い、その結果から適切な補修・補強などを⾏う事が重要で
あるてんである。概要を図 5.3 に⽰すが、特にモニタリングにおいては、設計データ（図
書）のみならず、構造物の施⼯完了時点からの情報を適切に管理し、それらを活⽤するこ
とが重要である。このモニタリングにおける参照データこそ「データモデル」が活かされ
るべきであり、その有⽤性と重要性が発揮されるものと考える。特に近年の点群データの
活⽤（ドローンやレーザースキャナなど）と構造物の設計データとの精査照合においてデ
ータモデルの有⽤性は今後ますます⾼まるものと考える。 
 

表 5.2 老朽化に伴う事故例

 

 

 
図 5.3 点検とモニタリング 
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なお、参考として、維持管理の重要性は先達の残した貴重な事例を紹介する。例えば図
5.4 に⽰す橋梁は、100 年、それ以上の年⽉を経過した構造物であり、現在も供⽤中であ
る。この管理においてはデジ⽴つデータを利⽤しないレガシーなものであったが、今後の
国内における維持管理のあり⽅の参考となる事例である。 

 

 

 
図 5.4 維持管理によって長寿命化を実現した構造物 
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第6章 おわりに 

6.1 InfraKit の総括 

今回の検討では、データモデルの活⽤をその管理システムに焦点を当て、フィンランドの
InfraKit を分析することによりその有⽤性を明らかにした。InfraKit 活⽤のメリットは以下
の通りである（図 6.1参照）。 
� インフラ建設のプロセスを効率的に管理 
� どこでも誰もが設計モデルにアクセスできる 
� 誰もが必要なデータにアクセス可能 - 24 時間 365⽇ 
� 現場でリアルタイムの品質管理が可能（ただし形状管理のみ） 
� すべてのプロジェクトを調和させることが可能 
� ユーザはプロジェクトコストの 20％を節約すると述べている 
 

 
図 6.1 InfraKit の情報の流れ（概要） 

 
なお、本研究にあたりフィンランドのユーザーに直接インタビューした結果を以下列挙

する。 
� 機械のオペレータは次に何をすべきかを InfraKit を⽤いて知ることができる 
� 施⼯データの取得が効率的でオペレータ⾃⾝でそれを可能にする 
� マネジメント作業をフォローアップすることが可能 
� 1⼈の測量⼠が 40台のバックホウを管理した事例もある 
� Infrakit はデータ管理を容易にし，誰もが同じものにアクセスできることから間違い
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が少なくなった 
� 情報を楽に簡単に取得できる 
� オンサイト管理が導⼊を監視すると同時にモデルを設計し、品質管理においてその

データを利⽤するが、このようなことは以前は不可能だった 
� 施⼯現場から多くの賞賛を受けた機能の⼀つは写真管理機能 
� 写真を撮るのは簡単で，その写真を特定の場所に⾃動的に表⽰することが可能 
� Infrakit を⽤いる前は，施⼯指⽰などはマネージャー（職⻑）が⾏っていた。 ⼯事全

体を把握している職⻑は良いが，オペレータである⾃分は施⼯状況の全体をうまく
把握できない。それはあたかも⾃分の頭から袋をかぶせられたような状況で，⾒て，
聞いていない，適切にコミュニケーションできないような状況である。 

6.2 課題 

InfraKit は様々なメリットがあることをこれまでに述べてきたが課題も存在する。簡易
的なデータモデルの管理は可能であるが、それは擬似的なものであり本来のデータモデル
管理ではない点である。図 6.2 に⽰すが InfraKit は形状管理が主体であり、さらに
LandXMLをその管理の中核としている。ただし、このシステムも進化を遂げつつあり、
InfraGMLへの対応も明⾔していることをここに追記する。 

 

 

図 6.2 InfraKit の課題 
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6.3 InfrKito を検証して今後あるべきデータ管理の提案 

InfraKit は今後主流となるクラウドサービスを先駆的に⾏い成功を収めている事例であ
る。ただし、まだ充分とは⾔えない部分もある。本検討と検証を⾏った最後に、データモ
デルの管理の⽅向を図 6.3 のように提案する。データは必ずしも⼀箇所に集約する必要は
無く、またある部分では個別のデータ形式で保有していても良いと考える。ただし図 6.3
に⽰す点線枠の部分に関しては標準化が重要である。この部分の共通利⽤は⾼頻度で⾏わ
れる可能性が⾼く、この部分に関しては可読性を担保しておくべきであると考える。 

 

 
図 6.3 データマネジメントの提案 

 


