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１ はじめに 

本研究を進めるに当たって、その背景と抱える課題（目的）等について記す。 

１-１ 下水道事業と下水道施設 

下水道事業に特有の事業形態や、下水道事業を実施するために下水道施設の持つ特徴や、

それらに関連する現状課題等について、記す。 

１-１-１ 下水道の事業形態と商習慣について 

下水道事業は、下水道法に基づく法体系、予算制度（交付金等）や費用負担（使用料や受

益者負担など）のあり方等を踏まえ、他の公共インフラや社会資本、あるいは民間の建設・

建築事業にはあまり見られない特有の事業形態により運営されているものと考えられる。 

まず、下水道法体系上では、公共下水と流域下水の分類、汚水（人間生活由来）と雨水

（自然現象由来）の分類、下水道の目的（都市計画、公衆衛生、水質保全、浸水防除など）、

環境保全（環境基本法や水質汚濁防止法等との連携）や水質基準などの制約条件、事業範囲

（耕作の事業を除く）の限定、排水施設対象範囲（かんがい排水施設を除く）の限定、処理

施設対象範囲（屎尿浄化槽を除く）の限定、法体系（法令＞政令（施行令）＞省令（施行規

則）＞条例（自治体条例）など）の制約、地方分権移譲の方針（規制緩和の流れを受け、法

令＞政令＞省令＞条例へと構造上の要件や技術的な基準などが下りてきている）といった前

提（境界条件や経緯など）がある。 

また、予算制度と費用負担のあり方等の影響を受けて、下水道法施行令の通り国庫補助ル

ールが規定されており、事業計画（事業費用含む）を申請する形態の予算制度上に事業が成

立している一方で、事業経営上は利用料や負担金などの会計的な概念（要素）が入り込んで

いる。たとえば、雨水公費・汚水私費の基本原則や補助金から交付金への移行による影響

（補助金：下水道事業の許認可制度に基づく個別審査を踏まえて国庫補助→交付金：社会資

本整備のための総合交付金として国から自治体を支援（国庫補助））、事業運営するための

会計上の建設改良費・維持管理費といった異なる財源や使途の制約、そして本報で言及する

各オブジェクト要素の特徴の違いに起因する仕様発注（土建）・機能発注（機電）といった

設計・工事における商習慣の特徴などが（実態として）事業文化として根付いていると考え

られる。 

これらを背景として、運用上のルール（ディファクトスタンダート等の文化）が、事業

（プロジェクト）スケジュール管理（Deliverity）と費用平準化（Cost）を重視する（偏重

する）傾向にあり、Dと Cに追われての品質管理の難しさが普遍的な話題として見えてきて

いる。 

Dについては、具体的には、構想（企画）、調査、計画、設計、施工、維持管理（保

全・分析）などに渡る多段階の工程を経るために長期化する傾向にあり、また、調達時の競

争性担保の観点から分離発注（設計／施工／維持管理）が基本原則となっており、各段階を
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通じた品質管理の難しさが浮き彫りになっており、こういった商習慣等をベースとした事業

形態が運用運営に内包されてきたものである。 

さらに昨今では、民間活力による公共事業改革が問われ、民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律、いわゆる PFI法が施行されてから久しく、民間の資金、

経営能力及び技術的能力を活用した効率的・効果的な社会資本整備等を目指し、使用者・利

用者に対する低廉かつ良好なサービスを提供するスキームの実現可能性について、試行的な

取組みが増えつつある。 

こういった背景にあって、地方共同法人である日本下水道事業団（以下、JS）は、下水道

事業団法に基づき、実施設計・建設工事・試験研究等に加え、人材バンクを大きな目的とし

て組織運営してきているところである。 

下水道事業は本来自治体事業であって、事業に必要な各種調達（構想～維持管理の各段階

における委託や請負の発注等）や制度利用（交付金申請や事業計画策定・予算執行、議会対

応、条例制定、使用料徴収など）に係る業務は自治体によって行われるものだが、多様な事

業形態と商習慣等の特徴を起因として、自治体職員の体制・技術等をもってしても事業の

QCDSE1をしきれなくなることがある。 

こういった事業運営の困難さに直面した際に備え、専門人材や専用フレームワーク・ツー

ル等を積極的に活用した事業の効率化・高度化支援を JSは実践提供している。併せて、こ

れらの支援実績を分析した各種傾向分析データを、フレームワークやツール等の基盤となる

各種基準類や運用マニュアル等にフィードバックさせて、事業運営や事業管理の QCDSE バラ

ンスを維持してきている。 

言い換えれば、JSという組織は、常に事業効率化・高度化につながる最先端のフレーム

ワークやシステム等を保有し、その利便性や先見性を（実践を通じて）自治体や国へ提供す

ることが至上命題となっている。（詳しくは 2.2.2 にて記す。） 

１-１-２ストックとライフサイクル 

日本における下水道は、古くは近代に都市部で先行導入された合流式下水道などがある

が、本格的に事業が開始されたのは昭和 40 年頃の下水道法関連の法体系整備が起点となっ

ており、それから 50 年以上経た平成 30 年度現在では既に図 1-1 に示すように、膨大な資

産（ストック）が蓄積しており、人口減少や少子高齢化と相まって確実に再構築の時代に移

行してきている。 

 

                                                
1 QCDSE：一般的に、すべての仕事（Work）において、品質（Quality）・費用

（Cost）・納期（Delivery）の同時達成が理想とされるが、そのバランス取りは難しく、

品質（Quality）が最も優先される。昨今では、周辺環境への影響（Environment）や

安全優先（Safety）の考え方も重要とされている。 
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図 1-1 下水道ストックと経過年数について 

 

実際のライフサイクルとしては、下水処理用プラント機械設備・電気設備については、

第１期躯体構築後に第 1 期設備（第１系列）の供用開始（運用開始）してから第２期・第

３期・・・と設備増設を継続し、第１期設備の供用開始から 20～30 年経過すると、腐食環

境下における曝露や高頻度の起動/停止回数、稼働率の低さ（定格運転時間の短さ）などの

原因により劣化・老朽化が進展するため、更新等の再構築を実施する。土木建築躯体は凡そ

70～80 年前後の寿命とされており、それより短いライフサイクルで再構築を繰返している

のが実態である。 

なお、これら設備の再構築サイクル（約 20～30 年）の間に処理技術の改良・開発も継続

的に進み、既存設備の機能等の陳腐化が影響することも、再構築要件の一つになっている。 

こういった、土建構造物と機電設備のライフサイクルの違いから、少なくとも各処理

場・ポンプ場での機電等オブジェクトについては、３～４世代程度の履歴（来歴）を保持さ

せることが求めれるようになるものと考えられる。 

加えて、事業を取り巻く社会情勢（制度や予算等）や自然環境（自然災害等）などの周

辺条件についても朝令暮改的な変遷を辿ることが影響して、中長期的かつ継続的な事業経営

が求められるため、各種課題（人材、財源、資機材、時間等の最適な配分など）の解決（改

善）のための方針（戦略）や計画（戦術）等の上流工程における検討を効率化・高度化する

ための ICT 利用に期待が寄せられている。 

１-１-３施設構成と WBS 
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前回研究2でも記述した通り、下水処理場・ポンプ場等の実施設を構成する要素や事業プ

ロセスを分類して階層表現で整理し、事業内のヒト・モノ・カネ・コト・時間などの管理や

監理（マネジメント）を効率よく確実に実施するため、JSでは WBS3による整理と PM方式4

を積極的に活用している。 

具体的には、施設（プロダクト）を構成する WBSと作業（ワークやサービス）を構成す

る WBS とを組合せて WP（１箇所１作業の単位）を構成し、複数 WPの組合せにより業務プロ

セス（プロジェクト）表現・記述するものである。こうすることで、業務の流れ（フロー）

におけるヒト・モノ・カネ・コト・時間などを、効率よく確実に管理・監理・監視（モニタ

リング）することが可能となるものである。 

１-２ 本研究の目的と目標 

本研究は、前回研究の成果を踏まえ、その延長上に問題意識を置き、目的と目標を（本

研究の中で）適宜スパイラルアップ的に調整することとした。  

１-２-１ 当初の研究目的や目標について 

本研究開始当初においては、当初研究計画案に記した通り、前回研究の延長線上に本研

究内容を位置付けていた。 

前回研究の概要としては、プロジェクトマネジメントに利用している社内標準 WBS 体系

をベースにプロダクトデータモデルを構築し、IFC 形式による表現方法や管理台帳 RDB への

データハンドオーバ等について試行（プロトタイプ）と検証を繰返し、下水道事業の維持管

理段階における 3次元 CAD データの効率的な利活用に寄与する柔軟かつ拡張性の高いシステ

ム（運用ルール含む）の模索を行ったものである。 

この前回研究のなかで、図 1-2 に示す通り、BIM/CIM（3 次元モデル）データ（ifcxml5等）

と設備管理台帳データ（RDB（リレーショナルデータベース）等）のデータ連携や同期につ

いては、下水道事業のマネジメント上重要な課題として扱う必要があるとしている。 

                                                
2 下水道施設におけるプロダクトデータモデルの構築および 3 次元 CAD データの効率的

な利活用－本格的な維持管理時代到来における情報共有について－報告書（平成 27 年

8 月報告、（一財）日本建設情報総合センター研究助成事業） 
3 プロジェクトマネジメントのためのツールとして、プロジェクトに必要な作業を漏れ

なく抽出しマネジメントしやすいように構造化したものであり、JS では社内標準 WBS
を開発・運用している。 
4 プロジェクトマネジメントとは、一般に、生産性の改善を目的として、プロジェクト

の進めたかの標準型を組織（体制）に合わせて調整した上で形式知化し、組織内に共

有・浸透させる活動とされている。 
5 IFC (Industry Foundation Class)ファイルを XML (eXtensible Markup Language)形
式で記述したもの。インターネットでのデータ交換を主眼としており、RDB 利用との

親和性が高いとされている。 
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図 1-2 BIM/CIM の目的について（前回研究報告書より） 

 

本研究を開始した当初においては、これまで DOA6（データ中心アプローチ）や RDB を重

視しデータモデルを基軸とした検討や検証を重ねてきた経緯から、業務プロセスや制度の度

重なる変更に左右されにくい必要十分なデータマネジメントを目指し、その延長上での維持

管理データ（保全データ）に関する機能・構造展開（階層化（Breakdown））の作業を予定

していた。 

はじめに、実施設計モデル（粗い）をベースにした維持管理モデル（細かい）を構築す

る想定で周辺情報の収集や検討を開始したが、情報収集の過程で想定していなかった情報を

入手したことにより、方針転換をせざるを得ない状況となった。 

１-２-２ 目的の変更について 

前述の維持管理モデル（保全モデル）を構築すべく、設備・機器を構成する部品・部材

について機能・構造展開作業を開始したが、実施設計モデル（LOD300 相当）での維持管理

用データ構造（機器と部品の関係性を示したもの）については、一般化された情報（社内基

準類）を基に可視化することが可能であったが、一般化されているが故にデータ粒度がかな

り粗い状況であった。図 1-3 に示すとおり、粗い構造（構成）では、実際の維持管理（保全

活動や点検作業等）での具体的な要素や行為を記述・記録することがかなり難しいことが推

測される。 

                                                
6 データやデータベースを中心にして処理やプログラムを周辺に構築する、というデー

タ処理アーキテクチャの考え方のこと。業務プロセスの変化に柔軟に対応できるよう

システムを構築する際によく用いられる。 

（ヒト） （モノ） （カネ）

アセットマネジメントの確立

コスト

縮減
効率的な

施設整備

適切な維持

管理

BIM/CIM

持続的な下水道

経営
適切な施設管理

脆弱な体制下で

の経営

適切な情

報共有

収入

確保

設備管理台帳

目的

方向性

手段

ツール
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図 1-3 維持管理データ構造のイメージ 

 

一方、プラント設備・機器等を提供する側である機械メーカや電気メーカ等が個別の設

備や機器等の点検・補修などに利用する詳細なレベルの保全用データ構造（LOD500 相当）

については、設備・機器提供側（製造業界等）へ情報提供を試みたが、個々を構成する部品

や部材の内訳、それらに紐づく保守作業項目や保守作業レベル等の詳細情報や調達関連情報

については非公開扱いとされることから、本研究（展開作業）に必要な情報の取得が困難と

なった。すなわち、保全等を意識したデータ構造（構成部品・部材と保守ノウハウ等の紐づ

けなど）を記述することが実態として困難となったものである。 

そこで、あらためて本研究の目的と方針を再設定することとし、下水道 BIM/CIM 導入普

及推進に向けたこれまでの取組みや周辺状況を洗出す中で、従来の下水処理プロセス用設備

や機器単体に着目してきた調査研究の流れに対して、機器単体では下水処理プロセスを構成

できない（処理プロセスが機能しない）ものがある、という点に着目した。 

すなわち、機器（あるいは設備や施設などのより大きなグループ）間のつながり（系統

やネットワーク等）について、その情報（概念を含む）の管理やマネジメント（監理）を重

視し、いわゆる「系統情報」について、下水道事業における構想企画・計画・設計・施工・

維持管理（運用保守）等の各段階で、下水道 BIM/CIM（３次元モデル）のシステムの中で効

率よく確実に利活用（運用）できるようにすることを大きな方針（目標）とした。 

よって、本研究では、系統情報を事業内で一元的に管理・活用するための仕組みを構築

する際に必要となる、系統情報の電子データ化（オブジェクト表現化）について、その基礎

的な考え方を整理するとともに、3次元モデルデータの中間ファイル形式である IFC 形式に

て記述する仕組み（プロトタイプ）を作成し検証することを目的とした。 

１-３ 本報告書の構成 

本報告書は全６章で構成した。 

第 1章では、研究の背景と目的などについて述べる。 

第 2章では、研究に関連する情報についての事前調査について述べる。 

撹拌機能

機械式エアレーション設備

インペラ〈構
成
部
品
〉

〈構
成
要
素
〉

〈機
能
〉

回転部 支持部
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プーリ

減速機

電動機

軸

駆動部

ベルト
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制御盤

機械保護

電気保護

操作盤

C/C

槽上ｹｰｼﾝｸﾞ軸
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第 3章では、機能・構造展開や系統の概念などについて述べる。 

第 4章では、参考までに、事業内でのデータ授受等について述べる。 

第 5章では、本研究での試行（プロトタイプ）と検証について述べる。 

第 6章では、まとめと今後について述べる。 

１-４ 用語の定義 

【WBS と WP】 

WBS（Work Breakdown Structute の略）とは、プロジェクトマネジメント（あらゆる制

約の中でプロジェクトを予定通りに実施して完了させるための計画立案や実行管理の手法の

一つ）を遂行するために、プロジェクトにおける全作業（Work）を可能な限り細かい単位

（要素）にまで分割して階層構造（木構造など）で管理する手法である。細分化された単位

での必要なコストや人員を割出し、作業全体や各作業間のつながりを可視化し、プロジェク

トの進捗管理や調整に係る精度を向上させることが可能になるとされる。 

WBS において細分化された作業単位（要素）を WP（Work Package）と呼ぶが、JSにおい

ては、下水道施設を構成する要素を施設 WBS、下水道事業および社内業務（監理等）を構成

する要素を作業 WBS として定義し、この２つの WBS の組合せ（対（ペア））を WPとして場

所・作業・コスト・時間等に関する最小単位として運用している。 

なお、本来であれば、WBS と WP を活用するためにプロジェクト遂行を目的とした組織

（OBS（Organization Breakdown Structure））が合わせて構築されることが望ましい、と

される。 

【IFC】 

IFC（Industry Foundation Classes）は、中立かつオープンな CAD データモデル仕様で

あり、特定のベンダー等による管理はされないものである。フォーマットは、建設業界での

ソフトウェア間の相互運用を支援するため、buildingSMART（旧 International Alliance 

for Interoperability 、1995 年設立）により開発されている。 

buildingSMART では、IFC クラスを 

I（Industry） ： 建設業界（Industry） 

F（Foundation）： 共有のプロジェクト・モデルの基礎（Foundation） 

C（Classes） ： 合意のもとに構築するための共通な言語としてのクラス（Classes） 

と定義しており、建設業界のソフトウェア・アプリケーション間のデータ共有化とその相互

運用を可能にしている。また、IFC 準拠のアプリケーションにより、電子情報によるデータ

（図面、レポートおよび仕様書など）を共有することが可能とされている。 

【LOD と LOd/LOI】 

一般的に BIM や CIM では、各プロジェクトの進捗に応じて３次元モデルの細かさ（形状

の複雑さや属性の詳しさ等）に段階を与え、「詳細度」として定義し運用することで、プロ

ジェクトの関係者間の対話と合意の効率性や確実性を担保している。 
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下水道事業の場合は、事業ボリューム（コストや期間等）が比較的大きい建設段階を基

軸にプロジェクトを推進することから、「詳細度を」LOD（Level Of Development、構築段

階）で定義し、形状に関する規定を LOd（Level Of detail）、属性に関する規定を LOI

（Level Of Information）と整理されつつある。具体的な運用としては、例えば、LOD300

相当が実施設計（詳細設計）完了段階、LOD400 相当が建設施工途中段階、というようにプ

ロジェクト進捗段階との整合が図られるものと考えらえる。 

【系統図】 

化学プラントや食品工場等の民需製造業において P&ID 図などで管理されることが多い、

物質や電子、情報等を流通させるネットワークを図示化したものを指す。 

下水道施設を対象とした系統図としては、フローシート図（機械設備、計装）、単線結

線図、システム構成図、接地幹線系統図、アイソメ図等が運用上対象になるものと想定され

る。なお、これまで 2次元形態で取り扱ってきた系統図情報は、線画データ（印刷した紙資

料や PDF 化したもの、あるいは 2次元 CAD データ等）であり、意味を持つオブジェクトと

してのデータ形態ではないものが多いため、この意味付け（オブジェクト化）作業が今後の

データマネジメント上の課題になっていくものと考えられる。 

【系統図モデル】 

従来線画データであった系統図を、グラフ構造の電子データでオブジェクト的に表現す

るためのモデル仕様のこと。 

【系統図データ】 

グラフ構造で作成した系統図モデルをテキスト形式等のデータで表現・記述したもの。 

本研究では、Arrow Tool が出力する HTML 形式と、それを作成したプロトタイプシステ

ムにより変換した IFC 形式を扱うこととした。 

【Arrow Tool】 

グラフ構造を作成する汎用ツールであり、本研究では、プロトタイプシステムを構築す

る際に系統図データ(HTML 形式)を作成するツールとして利用している。 

（当該ツールの詳細については下記を参照 

http://www.apcjones.com/arrows/  

https://github.com/apcj/arrows ） 

【IFC 変換プログラム】 

系統図データ(HTML 形式)を系統図データ(IFCXML形式)に変換するためのプログラム（プ

ロトタイプシステムの一部を為す）のこと。 

【ノード】 
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系統図データ（グラフ構造）において、設備・機器や水槽・水路等の下水処理機能や容

量を持つオブジェクト（デバイス）そのものに相当する他、エッジ同士を接続するための仮

想接続点や設備外側（接続口が明確でない場合等）などの概念的なデバイスも含む。 

【エッジ】 

系統図データ（グラフ構造）において、ノード同士を接続するリンク（つながり）に相

当し、具体的には、流体が流れる配管や水路、固形物が移動するコンベア、電流が流れるケ

ーブル類などの流れ方向をもつネットワークを構成する。 

【エンティティ】 

IFC において設定・定義されているオブジェクト表現（名称）のこと。 

【BLC】 

BIM ライブラリーコンソーシアム（2015 年 10 月設立、https://www.bmmc.or.jp/blc/）

の略称であり、BIM の利用推進・利用効果向上による建設業界全体の業務効率向上を目指し、

業界全体で共有すべき BIM ライブラリー構築のために設立されたもの。（JSは会員として

参画している。） 

（主に建築・建築付帯設備を対象に）3次元モデルの形状情報とともに、材料・機器等

の耐久性やエネルギー仕様等のデータを集約し、オープンなライブラリーを目指して活動し

ている。具体的には、C-CADEC7の Stem8、BE-Bridge9等の成果を活用・拡張し、早期に業界

標準化されたライブラリーを構築・提供することを目指している。 

【bSJ】 

buildingSMARTJapan（旧 IAI）の略称であり、建設業界におけるデータの共有化や相互

運用をを目的として、IFC の策定や標準化活動を行う日本支部を指す。 

建設業界におけるデジタルデバイスを利用した高度情報化に対して、プロジェクトのラ

イフサイクルを通じた共有データ仕様（IFC 等）の定義や利用促進、広報活動といった標準

化活動を実施している。 

具体的には、各種委員会や評議会の事務局運営、セミナーや BuildLive といった利用推

進イベントの主催、IFC 検定の実施などの活動が為されている。 

                                                
7 設計製造情報化評議会（C-CADEC、平成 11 年 5 月発足）は、建設産業の設計や製造

にかかる情報を中心とする電子商取引の基盤整備及び導入や普及の推進を進め、平成

27 年 3 月 31 日に解散している。C-CADEC 成果である Stem、BE-Bridge 等仕様につ

いては、平成 27 年 4 月 14 日付に一般財団法人建築保全センターへ承継されている。 
8 設備機器について、性能・仕様にかかる属性情報、外形図（2 次元）、各種技術図書

（ドキュメント）等をまとめて、機器ライブラリーデータとして交換するための標準

仕様のこと。 
9 複数の CAD／CAM 等ソフトウェア間（BIM ソフトウェア間を含む）において、配

管・ダクト・機器等の属性データ等をデータ交換可能とする仕様のこと。 
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２ 事前調査について 

本研究における具体的なプロトタイプ検討を開始するにあたり、研究に関連する情報に

ついて整理した。特に、オブジェクト表現に関する取組みや考え方について言及している情

報について抽出した。 

２-１ 海外の情報について 

主に、詳細度（形状／属性）の考え方やおよびオブジェクトライブラリーの構成等につ

いて、BLC や bSJ の各種会合等で多数紹介のあった文献等について確認した。 

２-１-１ 詳細度に関する情報 

BIM Forum（The US chapter of bSI） 

BIM Forum は、bSI（builing SMART International）のアメリカ支部における活動を示

しており、IFC を通じて完全にデジタル化された情報交換を推進することや、業界全体でオ

ープンな BIM 規格（IFC 利用等）を推進しサポートすること、などの中長期的な取組みう進

めている。さまざまな参考図書が WEB 上で公開されているが、中でも LOD Specification

（今回は 2017 年版と 2018 年版を確認）において、詳細度（LOD 等）の具体的な考え方やサ

ンプルなどを記述している。 

具体的には。開発レベルで示す LOD 仕様は、モデル内要素の特性に関する BIM ユーザー

間のコミュニケーションの質を向上させることを目的として、米国建築家協会（AIA）が

LOD スキーマを拡張し、さまざまな要素の定義と図解を提供していまる。  

サンプルとして、LOD（Level Of Development）の考え方と参考例（一部抜粋して図 2-1

に示す）の通り、LOD100 相当において概念を記述する案が提示されている。 

特に、配管弁類や電気ケーブル類等により構成される系統概念をダイヤグラムやそれ以前

の概念的なモデルで示し、次の LOD200 相当へ引き継ぐ考え方が重要な部分である。 
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図 2-1 LOD の考え方例（LOD Specification より抜粋） 

Natspec 

NATSPEC は、オーストラリア国内の非営利団体であり、専門家団体や政府機関を通じて、

建築環境の建設品質と生産性を向上させるための情報提供等を目的として運営されており、

40年以上にわたり全国的・包括的な建築仕様システムを提供してきた。 

建築用の構造仕様や自治体向けの仕様システムなどを構築し、近年では、National BIM 

Guide やその関連文書も発行している。図 2-2 に示すとおり、関連文書にて BIM における詳

細度（LOD）の考え方を記しており、LOD の概念と BIM プロセスの管理におけるモデリング

内容とその有効性（実装レベルや使い方の解釈など）について記述している。 

 

図 2-2 LOD の考え方例（Natspec BIM paper 001: BIM and LOD より抜粋） 

２-１-２ ライブラリーに関する情報 

NBS（National BIM Library） 
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英国内で急成長している BIM ライブラリであり、建築材料から建築機械・電気設備まで、

汎用（ジェネリック）および製造元（メーカ）の両方の BIM オブジェクトが揃えられている。

これらのオブジェクトは、国際的に認められた NBS BIM オブジェクト標準の要件（オブジェ

クト情報、ジオメトリ、動作や表示等）を満たしており、建設業界全体での活用促進を目的

としている。 

BIM オブジェクトを作成する際には、製品（機器等）の幾何学的データを調べ、製品に

関連する仕様と IFC プロパティを決定する。オブジェクトの一貫性を確保するために、同じ

タイプの製品に同じデータセットが用意される。これらによって、オブジェクトが BIM 環境

で期待どおりに機能する（BIM オブジェクトを正確かつ効率的に比較できる）ことが可能と

している。（図 2-3 に示す通り、WEB 上で閲覧・ダウンロード可能な形態でオブジェクトを

公開している。） 

 

図 2-3 ライブラリのサンプル例 

２-１-３ 系統に関する情報 

buildingSMART International Summit, Tokyo 

BIM 標準化や利用促進のため、国際標準化サミット（buildingSMART International 

Summit）が buildingSMART 各支部で年 2回開催されており、2018 年に東京（日本）で開催

された。このサミットでは、BIM/CIM の国際標準化に関係の深い各国の公共機関、発注者、

BIM 技術者などが多数参加し、日本における BIM/CIIM 最新動向、世界各国の BIM/CIM の国

際標準化への取組みや最新動向、OpenBIM に関する技術や課題について、情報提供と議論が

なされた。その中に、系統に関する情報があったため紹介する。 

・空港排水系統のモデル化（IFC 表現）事例 
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土木構造物の共通要素についてコモンスキーマ検討する中で、排水用土木構造物に共通

する要素としての排水系統について、実例を用いた検証等を実施 

 

図 2-4 IR-CS_Drainage And Classification (Jon Mirtschin, RWR2 Joint session 

IRRWR Common Schema, 3.7 RailwayRoom)より引用 

 

・IfcDistributionPort や IfcSpatialZone などのクラスの使い方を提案 

系統や空間接続の概念を利用シーンを想定して関連する IFC クラス

（IfcDistributionPort や IfcSpatialZone など）の周辺を整理し、具体的な使い方を提案

しており、また、IFC2X3 から IFC4 に変遷することで、特に、IfcDistributionPort のユー

スケースについては、圧力損失計算や CFD シミュレーション、ルーティング自動化、仮想現

実等の実現に言及している。 
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図 2-5 BR7_IfcDistributionPort_UseCase, BR7_IfcSpatialZone_UseCase (Yoshinobu 

Adachi, BR7 Projects and Use Cases Presentations, 3.1 Building Room)より引用 

IFC の WEB 解説（図解あり） 

bSI は、IFC2X3 や IFC4 などの IFC クラス等に関する具体的な情報について WEB 上に詳し

く公開している。たとえば、IFC2X3 では、ifcsystem や ifcport 等のクラスで系統や接続関

係の概念を示していたが、IFC4 では、ifcdistributionsystem や ifcdistribution 等のクラ

スで系統や接続関係の概念を整理しているなどの情報がここに掲載されている。（図 2-6 に

サンプル（概念図）を示す。） 
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図 2-6  ifcdistributionsystem や ifcdistribution 等の図解（抜粋） 

２-２ 国内の情報について 

主に、詳細度（形状／属性）に関する考え方や BIM/CIM に移行するに当たりフロントロ

ーディングに影響あろう商習慣等について整理した。 

２-２-１ 詳細度に関する情報 

詳細度の考え方の代表的なものとして、BLC において取り扱われている詳細度の概念に

ついて概要を紹介する。 

BLC では、企画～維持管理（ファシリティマネジメント）まで、様々な事業段階（フェ

ーズ）および体制（組織、メンバー）が想定される建築業界・建築付帯設備の業界における

BIM 先行導入普及推進を目的として、設計・施工・維持管理で用いる標準的なオブジェクト

（形状・属性・詳細度など）に関するライブラリを構築して運営することを目標として活動

している。この活動の中で、図 2-7 に示すとおり、ライブラリ構築に必要なオブジェクト標

準案（概念や方法論等）という考え方（案）を提示している。 

特に、調達する側（発注する側）が設計に用いるジェネリックオブジェクトと、実際に

製作・施工する側が用いるメーカオブジェクトに分けて概念を整理しており、この考え方は

下水道事業においても参考になるものと捉えたところである。 
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図 2-7 プロジェクト段階とオブジェクト標準の概念（BIM オブジェクト標準案より抜粋） 

２-２-２ 商習慣や契約制度に関する考察 

下水道事業の特性や特徴について、主だった情報を整理した上で、商習慣や契約制度と

いった運用について考察した。 

２-２-２-１ 公共事業としての下水道事業 

すでに、1.1.研究背景にて概要を記したが、公共投資の一部である社会資本整備におい

て、その整備事業の流れとしては、構想の企画立案から始まり、事業計画を立てて予算化し、

実施設計（基本や詳細等）を経て、設計図書を拠り所に建設工事が調達（公告・入札・落

札・契約など）されて具現化され、完工・完成した後に維持管理へと引渡されて運転管理・

保全等が実施されるという手順で実施されていることが多い。 

昨今では、公共インフラそのものの物理的な寿命として 100 年以上目指すものもあり、

定常的な点検・補修で賄いきれないような老朽化対策として、大規模修繕や再構築事業も実

施されてきている。 

この公共インフラ整備は、大別して、国（国土交通省等）が（各地方整備局等を通じて）

実施する直轄事業と、自治体が事業主となって実施する事業（下水道はここに含まれる）に

分類される。 

国直轄事業の場合は、事業全体の運営について国財源のみで賄われる場合がほとんどだ

が、自治体が実施する事業の場合は、基本的に会計制度が自治体会計や公営企業会計である

ため、非定常かつコストインパクトの大きい大規模な整備事業（建設工事等）に対する支出

に充てることを目的として、国庫補助や公債等を利用する場合が多い。 

特に下水道事業は、事業主（オーナー）が自治体であることから、整備事業（測量試験

や建設事業等）については建設改良費（資本的支出）、維持管理事業については維持管理費

（収益的支出）により実施され、前者は国庫補助や受益者負担金、公債・企業債等を財源と

し、後者は使用料等を財源とする場合がほとんどである。前者の整備事業（設計や建設等）

の実施には「コスト（建設費）の大きさ」「時間（工事期間）の短さ」「ヒト（専門技術者）

の少なさ」を理由として、国庫補助等の公的予算が必要に応じて適用されてきた一方で、後
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者の施設運営にかかる維持管理費用については、下水道に接続している（利用している）住

民からの使用料収入に財源を大きく頼ることから、大規模点検や修繕等を実施するための積

立など、継続的な工夫が求められてきたところである。 

こういった、予算制度や会計制度のもつ特徴の影響を長年受けたことで、事業段階間の

物理的・時間的・精神的な隔たりは近年大きくなる一方であり、事業全体を通じて一元的に

情報（データ）を管理することのハードルが高くなってきているものと推測される。 

とは言いつつも、昨今は、ストックマネジメント等に基づく「持続可能な」整備事業

（再構築）や「持続可能な」維持管理（点検・修繕）などが「計画的に」実施されるように

なってきており、それらを後押しする予算制度や会計制度も柔軟な形になってきており、計

画性や持続性の担保という観点から、事業全体に渡る情報の一元管理手法が問われている。 

２-２-２-２ 下水道の構成（概要） 

下水道事業には、汚水を対象とするものと雨水を対象とするものがある。 

汚水の場合は、排出源（各家庭や事業所等）から管路施設（下水管路網や中継ポンプ場

など）を経由して収集した汚水を、終末処理場（下水処理場）にて生物処理・物理処理など

を施して、放流基準を満たした放流水を河川・湖沼・港湾等へ排出している。 

一方、雨水の場合は、管路施設（雨水用の水路・渠、調整池など）を経て収集された雨

水を、ポンプ場より河川・湖沼・港湾等へ排出しており、必要に応じてポンプ場内にて放流

前に沈降・沈殿やろ過といった物理的な処理を施している。 

どちらも、単に施設や設備等のデバイスやネットワークが設置されているだけでなく、

それらが接続関係（相互作用）を持ち、大きな括り（グループ）で収集・処理・放流といっ

た機能を発揮するようプロセスを構成し、運用・運営されているものである。 

 

図 2-8 下水道の仕組み（模式図） 
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管路施設は、開渠や暗渠などの水路や配管類、中継するポンプ場や調整池・滞水池など

の施設で構成され、下水（汚水や雨水）を効率よく収集するシステム（ネットワーク）が構

築されている。 

それら収集の終着点が終末処理場（汚水の場合）や雨水ポンプ場（雨水の場合）などに

接続され、適宜処理された後に放流先へ流出し、また、下水（汚水と雨水の両方）中に含ま

れる夾雑物や汚濁物などについては、固体（固形物）として分離・抽出されて減容化・減量

化され、処理・処分（場外搬出）されることなる。 

管路施設と処理場・ポンプ場施設のつながり（系統）にさらに接続する形で、各処理場

やポンプ場の施設内においても、設備・機器等と各種水路・水槽、配管弁類、電気ケーブル

類が接続関係を保持し、これらによって、各処理プロセス（沈降・沈殿、生物反応、ろ過等）

の機能が発揮されており、系統の概念は下水道の目的（内水排除・公衆衛生・環境保全など）

を具現化・達成させるために重要であり、かつ実務で重宝されると考えらえる。 

 

図 2-9 下水処理場（模式図） 

２-２-２-３ 事業段階（フェーズ）毎に分離された調達 

下水道事業の特徴の一つとして分離発注を伴う調達形態を有しているところがある。 

具体的には、構想・計画・設計段階、建設工事段階、維持管理段階の大きく３つに分類

し、それぞれの業界から必要に応じて人材・資機材・時間等のリソースが提供されている。 

また、この 3大グループに適応した形で法律・制度・財源などの制約条件（ルールブッ

ク）が定まっており、この３つの段階の中で委託や請負などの調達業務（受発注や契約等）

がなされている。 

なお、隔てられた各段階を越える（事業（プロジェクト）の上流工程から下流工程へ進

む）際に利害関係を断つことで、各段階入口における調達時の競争原理を働かせて、事業運

営の公共性の担保を行うことが下水道事業の慣例となっており、競争原理を働かせることに

より事業コスト膨張を抑制する間接的な効果も期待できるため、限られた財源を有効活用す

るための毎年度事業費の平準化にも期待されているところである。 

下水道事業は、発注側（事業主や施工主等）や受注側（設計事務所や設計コンサルタン

ト、ゼネコンやプラントメーカ、維持管理（運転管理、保全等）専門企業等）に加えて、事
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業にかかる利害関係者として、自治体の首長や議会（議員）、住民、市民、国など、多種多

様なプレイヤーが存在しているという特徴を持ち、これらの事業に関わる利害関係者が同じ

思想や理念を保有しつつ事業（整備プロジェクトやライフサイクル運営など）が実施される

ことが望ましい。 

従来の 2次元図面（図書）という線画中心のデバイスを用いた情報管理方法では、たと

えば、最新図面データや変更履歴データについての共有・連携・同期といった作業自体が、

実際のプロジェクト推進の時間軸の中でかなり難しいことがわかってきている。 

たとえば、整備プロジェクト（設計・建設等）においては、実態として５～７年程度の

実施期間内において、何度も図面（図書）が更新され、かつ、更新するプレイヤーが入れ代

わり立ち代わりになるため、データ管理（引継ぎを含む）の責任分界が甘くなる傾向が高い

と考えられる。さらに、ライフサイクル運営においては、次の再構築までの運営・運用期間

が 20 年～30 年近くに及ぶこともあり、物理的に携わる利害関係者が何度も入れ替わるため、

運営・運用の中での変更点を網羅的に図面（図書）改訂に反映させて、かつ履歴（来歴）管

理することが難しい傾向にあった。 

こういった、事業に紐づく重要な情報をどう一元管理するかが重要なテーマであり、下

水道事業における継続的な課題であると考える。 

２-３ 詳細度の考え方について（LOD（LOd/LOI）と形状／属性） 

２-３-１ 実務に対する考察 

本研究では、下水道事業実務を前提とした事業段階（プロジェクトフェーズ）を前提と

するため、市販されている下水道施設設計積算関連の図書（公益社団法人日本下水道協会発

行）に基づいて、実施設計のレベル（段階）や業務範囲・情報量について言及した。（ただ

し、管路施設については形状・属性等のデータ管理を２次元の線形情報に寄せて整理する

GIS の普及浸透が進んでいているため、本研究では対象から除く。） 

２-３-１-１ 実施設計段階におけるモデリング範囲について 

標準的な下水道施設（ポンプ場、終末処理場（下水処理場））に係る実施設計には、新

設・増設・再構築の段階（プロジェクト段階ではなく、対象となる下水道施設（根幹施設）

に関連するプロジェクト回数に相当するもの。新設であれば第１回目に相当し、以降、増設

（系列数を増やす等）や再構築（同系列を更新する等）が（土木建築躯体の寿命に達するま

で）繰返される。）があり、それぞれの段階において、基本設計と詳細設計が実施された後

に建設工事の段階へと進むことなる。 

基本設計では、基本条件の確認、処理方式・処理プロセスの検討、配置（レイアウト）

計画や水位関係の検討などが実施され、成果物（ドキュメント）として、施設建設事業計画、

事業概算費用、各工種（土建機電）における平断面図・水位高低図・系統図や機器表などが

作成される。 

詳細設計では、基本設計の成果物（ドキュメント）を参照して、具体的な建設工事発注

のための根拠資料（設計から施工への引継ぎ用書類）として詳細な検討と成果物（ドキュメ
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ント）作成が行われる。成果物（ドキュメント）としては、土木建築の場合は、構造や基礎

に関する計算書、仮設や水理・容量に関する計算書、平断面図・水位高低図に加えて詳細な

意匠図や構造図、配筋図、透視図などが作成され、機械電気の場合は、設備・機器等の配置

（レイアウト）平断面図や水位関係図、各種系統図、箱抜き用参考図などが作成される。ま

た、土建機電の全工種で作成されるドキュメントとして、数量・工期計算書や工事特記仕様

書、見積仕様書、工事予定価格算定用計算書（金抜設計書）といったものがある。 

これまでの事業（プロジェクト）で取扱ってきた各ドキュメントのうち、何をどこまで

BIM/CIM という新しいシステムに移行させて運用可能かどうか、利害関係者間の協議・合意

が継続して実施されることが求められている。 

本研究では、既に公開されている公共事業・民間需要における 3次元モデル取扱い運用

に係る各種規定・ルール類を参考に、基本設計完了時モデルとして LOD200 相当を想定し、

詳細設計完了時モデルとして LOD300 相当を想定した。 

２-３-１-２ 建設工事段階におけるモデリング範囲について 

詳細設計完了後に、詳細設計ドキュメント（建設工事内容を示す図面・仕様書等）を参

考に建設工事調達（公告、応札・入札・落札、契約等）のイベントを経て、建設工事段階に

進むと、現実空間に実物を具現化するために工事に必要な具体的な資機材・人材・時間を細

かく調達することが工事受注側に求められる。 

今現在の下水道事業においては、公平性・競争性の観点から、建設工事調達時のいわゆ

る発注図書（ドキュメント）上に複数者応札が可能な形状と属性の表現が求められている。 

（これらは、BLC で議論されているジェネリックオブジェクトの持つ特徴（公平性・中立性

確保＝メーカが特定されない）と同様の考え方である。） 

そのため、工事発注側から受注側へ受継ぐ情報量だけでは上記資機材等調達に情報不足

なため、発注図書（ドキュメント）をベースに詳述化や詳細追加を実施して施工図書（ドキ

ュメント）を作成し、並行して工事マネジメント用に資機材・人材・時間（スケジューリン

グ）等の入手に必要な情報を構築する。 

そこで本研究では、下水道事業における建設工事プロセスの実態を踏まえ、建設工事竣

工時モデルを LOD400 相当、建設工事完了後に維持管理段階へ受継ぐモデルを LOD500 相当と

想定した。 

具体的な LOd（形状）および LOI（属性）のデータ項目については、今後の BIM/CIM 導入

普及推進を考慮することとし、系統についても（本研究では研究対象としていないが）LOD

（LOd/LOI）のような段階的な詳細度の表現の仕方を今後整理する必要があると考える。 

なお、LOD については、工事発注時（調達時）の考え方の違い（仕様発注／性能発注）

から、職種（土建／機電）により表現・表記する内容を分けて整理する必要があるものと考

えられる。 

２-３-２ ジェネリック／メーカオブジェクトについて 

主に、BLC において議論・集約された考え方にならい、下水道事業（主に下水処理場や

ポンプ場内の施設・設備等を対象）を対象とした場合の考え方などについて考察した。 
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２-３-２-１ BLC ライブラリー 

BLC では、官庁営繕や民間建築業界におけるビル建築（付帯設備を含む）の設計・建

設・運用運営（ファシリティマネジメント）の効率化・高度化等を目指して BIM 導入普及を

推進しており、そのために必要なライブラリーを構築して、広く業界に活用してもらうこと

を目標して活動している。 

このライブラリーの構成の考え方としては、オブジェクト標準体系（ジェネリック／メ

ーカ）ベースを運用しつつ、運用しながら体系全体が適時更新・最適化され続けて、いずれ

は業界全体で使えるディファクトスタンダードに昇華させるという思想のもと、今現在、初

期ベース構築の準備が進んでいるものである。 

２-３-２-２ JS 標準について 

JS（日本下水道事業団）では、下水道事業の主に整備事業（建設プロジェクト）にフォ

ーカスし、事業の全体計画や事業計画・ストックマネジメント計画などの計画設計業務の監

理、基本設計や詳細設計等の実施設計業務の監理、入札・契約を伴う工事調達（発注）、建

設工事の施工監理などを活動のコアとしている。 

これらの活動が、Q（品質）C（経費）D（工期）S（安全）E（環境）の各視点で一定水準

（実際は上下限のある幅）に収まるようにプロジェクトをコントロールする必要があるため、

共通的に適用させる基準類を策定して運用しており、総じて JS標準という略称で呼ぶ。 

具体的には、たとえば、前述の活動を支える源として、人材（ヒト）資機材（モノ）資

金（カネ）知（コト）が必要になってくるが、このうち、人材（ヒト）が実際に起こす行為

について水準（標準）を示す設計指針や設計要領、工事一般仕様などを策定しており、これ

に並んで資機材（モノ）のあり方・あり様の水準（標準）を示す標準仕様や特記仕様、標準

図などが知（コト）の一部分として定められ、毎年度実態を踏まえた改訂が行われている。

これらの行為の標準とモノの標準の組合せを用いることで、効率よく一定水準の事業運営が

可能になっているものと考えられる。 

これらの図書（ドキュメント）は、従来、事業の各段階（計画、設計、施工など）にお

いて、必要に応じて参照される形で利用されてきたものであり、これらの各段階における情

報（データ）の持ち方（あり方）に沿った形での整理を意識されて構成されたものではない。 

しかしながら、実際の業務運用では、各業務（≒各事業段階、計画設計・基本設計・詳

細設計・工事発注・入札契約・工事施工等、およびそれらの監理業務など）で参照するドキ

ュメントが大まかに分かれていることから、今後、事業に BIM/CIM を導入普及浸透させるに

当たって、詳細度（LOD（および LOd/LOI））の設定をするに当たって、BLC で提示されたジ

ェネリック／メーカオブジェクトという概念をもつオブジェクト標準体系の考え方を引用す

ることが有効であるものと考えた。 

２-３-３ 形状と属性の考え方について 

前述の JS基準類（出来形やサービス等の水準に関する規定類）とジェネリック／メーカ

オブジェクトの考え方を照らし合わせながら、下水道事業における下水処理場・ポンプ場の
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詳細度の考え方を簡単に整理した。なお、管路施設については面的なネットワーク網として

情報管理する方法（GIS 等）が既に普及浸透しているため、本研究では対象から外している。 

また、本研究において主眼としている系統情報の扱いについては、ここでは言及せずに

3-2 にて詳しく触れることとする。 

２-３-３-１ 下水道事業の各事業段階における詳細度の考え方 

下水処理場およびポンプ場施設を対象として、詳細度 100～500 相当について考え方を整

理した。 

新設・増設の整備事業を対象とするのであれば、構想・計画策定段階を LOD100 相当、基

本設計完了段階を LOD200 相当、詳細設計（発注設計）完了段階を LOD300 相当、製作・施工

図作成途中段階を LOD400 相当、完成・完工段階を LOD500 相当として扱うことで、現物が実

空間に具現化・構築されていく段階を明記しやすいだけでなく、扱う属性データの履歴を含

む整理がし易くなるものと考えられる。 

再構築の場合には、調査分析・計画段階については、たとえば、既設オブジェクトが

LOD500 相当として存在する中で、再構築対象となる新しいオブジェクト（機器や系統など）

の概念を LOD100 相当として扱うなどの運用が想定される。 

再構築計画が策定されれば、この計画に基づいて再構築基本設計・詳細設計（発注設計）

を実施し、再構築工事の発注（調達）が可能となる。 

そこで、新設・増設同様に、再構築基本設計完了段階を LOD200 相当、再構築詳細設計

（発注設計）完了段階を LOD300 相当として整理し、以降の LOD400・500 についても、新

設・増設と同様に整理することで扱い易いデータ構成になるものと考えられる。 

なお、耐震に関する業務（簡易調査／詳細診断・補強計画／耐震補強詳細設計／耐震補

強施工など）については、地震対策方法が耐震補強（鉄骨フレーム補強、耐震壁補強、柱補

強など）や制震・免震装置設置など多岐にわたり、詳細度という概念での整理が難しいため、

今回は検討を省略したが、主に建築工事として実績は存在しているため、別課題である鉄筋

や鉄骨の最適なモデリングに関する議論と合わせ、別途整理整頓が将来的に求められること

になると思われる。 

 

図 2-10 下水道事業における詳細度の考え方（例） 
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２-３-３-２ 形状の詳細度（LOd）の考え方（土建／機電） 

実施設計モデルとジェネリックオブジェクト 

実施設計（基本設計、詳細設計）においてモデリングされるオブジェクトについては、

土木建築は数量発注（仕様を制約条件として調達する発注方法論）であるため、数量カウン

ト・数量計算（Quantity、量）に重点を置いており、一方、機電は機能発注（機能を制約条

件として調達する発注方法論）であり、数量積上げよりも機器性能担保や処理プロセス実現

（Quality、品質）に重きを置いた契約形態になっている。 

従って、実施設計時の土木建築（数量重視）の形状詳細度（LOd）については、工事契約

後に設計数量を実施工数量に置き換えるとともに、実際の調達資機材の仕様や詳細情報にて

更新・履歴管理されることを想定し、基本設計レベル LOd200 相当では、構造形式や配置計

画、動線計画が確認できる程度の形状を保有し、構造物の基本形状や流入渠・放流渠の位置

が大凡把握できるモデル、詳細設計レベル LOd300 相当では、数量算出が可能なレベルで、S

造・RC造・SRC 造などの主構造の形状・寸法が正確なモデルを想定する。 

一方で、機械電気（設備）の形状詳細度（LOd）については、公共調達の観点から工事公

告時に 1社限定となるような資機材調達は避けるため、基本設計レベル LOd200 相当では各

機器オブジェクト機種や機器間ネットワーク（系統）のレイアウト（配置場所など）をおお

まかに表現し、主に下水処理プロセス設計に重点を置いており、詳細設計レベル（工事契約

前の発注図書レベル）LOd300 相当では、下水処理プロセスを実現させるための機能を必要

最低限の情報で表現し、公共調達（競争入札）の原理を踏まえつつ、具体的な採用資機材に

ついては工事契約後に品質管理の観点から個別に仕様や数量等について整理・対処している。 

これらの設計・発注の作業工程における３次元モデルの作りこみが、いわゆるジェネリ

ックオブジェクトの考え方に沿って可能になるものと考えた。 

製作施工モデルとメーカオブジェクト 

工事契約後の設計から施工へ渡るモデルについては、土木建築は予め設計モデル上に調

達予定価格を算定（積算）するために必要な最低限の形状が描かれるため、そのままでは実

施工数量および必要な資機材調達数量を計上することは難しく、実施工・実調達に必要十分

な情報をモデル上に付加・反映させる必要が生じ、これが施工前の受発注で調整する承諾モ

デル（LOd400 相当）になる。 

具体的には、モデリング（可視化）される形状が実空間の細かさに近づくことで、実施

工数量や実出来形寸法を記述・記録できるレベルに達し、施工完了後に受発注の出来形に係

る合意のもとで完工モデル（LOd500 相当）になる。 

従って、工事施工前および途中の土木建築（数量重視）の形状詳細度（LOd400 相当）に

ついては、LOd300 相当に加えて実施工に必要な付帯工（覆蓋や手摺、点検口、梯子・タラ

ップなど）や鉄筋・鉄骨、エキスパンションジョイント等について、正確なモデル（外形・

寸法）が求められることになると考えられる。 

一方、機械電気（設備）については、予め設計モデル上にて調達予定価格を算定（積算）

する際に、大まかな形状・寸法・レイアウトで表現されるため、工事の中で実製作施工に必
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要な情報量が土木建築よりもさらに不足している。そのため、工事受注側では、施工着手前

に準備として、機器製作図・施工図（承諾図）および施工計画書・体制書等を詳細に作成し、

受発注で調整してから実製作施工に進む業務フローとなる。（承諾モデル（LOd400 相当）） 

この LOd400 相当モデルでは、各機器個別の仕様（機種や型番、性能、寸法、重量、接続

仕様等）や、配管弁類・ケーブル等の系統（ネットワーク）についても、それらの仕様（性

能・寸法・接続口など）を設定し、実製作・施工に必要な調達情報と連携されるものになる。

具体的には、配管弁類であれば、設計モデルには表現されないフランジボルトやフランジパ

ッキン、配管サポート・Uバンド、基礎などといった詳細なオブジェクトを作りこむことに

なり、形状としてモデル内に表現させることになる。 

また、設計モデルとは異なり、実際に調達・製造（量産品購入や受注生産）・納品・設

置される資機材を具体的にモデル内に描くことになるため、調達先の製作者固有の形状が表

現されることが望ましいが、後述するように、機器製作者（業界）からは納品資機材の詳細

な形状情報については、製作製造上のノウハウ等機密情報が多量に含まれるため外部への情

報提供が困難であり、また、詳細かつ複雑な製作物に関するデータ自体の総容量が膨大にな

るためにデータを扱う環境（ストレージやネットワーク等）の整備コスト・手間が過大にな

る可能性が考えられる。 

そこで、LOd400 および 500 相当では、製造製作者固有の技術情報をなるべく含まないよ

うな形状でありつつも、工事契約の精算根拠として受発注者間で共有すべき最低限の細かさ

を設定することが望ましい。 

従って、工事施工前および途中の機械電気（性能・機能を重視）の形状詳細度（LOd400

相当）については、LOd300 相当に加えて実施工に必要なレベルで、配管弁類・ケーブル類

の接続部分や支持サポート・基礎類の正確なモデル（外形・形状）が求められることになる

と考えられる。 

２-３-３-３ 属性の詳細度（LOI）の考え方（土建／機電） 

属性については、LOI の各段階を経て属性情報が付与され充実する考え方をベースに考

えるが、各属性項目のうち、数値（寸法など）のように各事業段階で扱うデータが時間軸で

変遷するものについては、そのデータの残し方（上書き、履歴を記録、など）について議論

が収束していないため、ユースケース（どういった場面で活用できるか）の洗出しを中心に

別途検討が必要であると考えている。 

なお、地形や地質、土工や仮設については、それぞれ形状としてモデリングする場合に

は、既に得られている属性データを全てモデルに付与させることを前提としている。 

実施設計モデルとジェネリックオブジェクト 

土木建築（構造物）の場合は、場所（位置関係）や構造、材質・材料、環境など、実施

工の概要（大凡の規模感（調達価格など）や調達条件（入札資格要件など）））を導出する

ために必要十分なモデリングが求められるものと考えられる。従って、ジェネリックオブジ

ェクトとしては、基本検討（構想・企画立案）モデル（LOI100 相当）では構造物（施設）

の名称や位置（おおよその配置）など、基本設計モデル（LOI200 相当）では構造物の主構
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造・形式や大凡の寸法など、詳細設計モデル（LOI300 相当）では施設内の室・エリア名称

や規格（材質・材料や強度等）あるいは環境条件（電気室（防爆・防塵・防水等）、腐食性

ガス（硫化水素・塩害等）、危険物・薬品類など）といったデータを属性として持つことが

望ましいものと考えられる。 

プラント機械電気（設備）の場合は、基本的に土建構造物と変わらないが、機器製作に

関連する情報（データ項目）も属性として保持させることが求められるものと考えられる。

従って、ジェネリックオブジェクトとしては、基本検討（構想・企画立案）モデル（LOI100

相当）では個々の構造物（施設）内に収まる設備名称など、基本設計モデル（LOI200 相当）

では各設備の大まかな仕様（材質・形式・規格・能力・外形寸法・電動機出力・電源等）な

ど、詳細設計モデル（LOI300 相当）では各設備や機器等の仕様（調達に必要十分なデータ）

に加えて関連する環境条件（電気室（防爆・防塵・防水等）、腐食性ガス（硫化水素・塩害

等）、危険物・薬品類など）などのデータを属性として持つことが望ましいものと考えられ

る。 

製作施工モデルとメーカオブジェクト 

土木建築（構造物）の場合は、設計モデルの属性情報に対して、さらに工事契約関連情

報や施工品質に係るデータ、維持管理段階で必要となる情報を付与することで、施工段階か

ら維持管理段階へのデータ受継ぎ後のモデルの有効活用が期待される。メーカオブジェクト

としては、詳細設計モデル（≒発注モデル、LOI300 相当）に加えて、施工モデル（LOI400

相当）では工事契約情報（工事名称、契約額、完成年月日、施工業者名など）や施工品質情

報（コンクリート品質（水セメント比等の品質管理、セメント材料など）、鉄筋鉄骨等の材

料品質（金属材料証明など）など）、維持管理モデル（LOI500 相当）ではさらに点検履歴

や修繕記録等の保全情報や保全区分といったデータを追加属性として持つことが望ましいも

のと考えられる。 

機械電気（設備）の場合は、機器製作と設置施工の２つの作業工程に分かれているため、

それぞれの工程で生じる資産管理上重要なデータ項目を付与することで、施工段階から維持

管理段階へのデータ受継ぎ後のモデルの有効活用が期待される。メーカオブジェクトとして

は、詳細設計モデル（≒発注モデル、LOI300 相当）に加えて、施工モデル（LOI400 相当）

では工事契約情報や製作品質・施工品質に係るデータ、メーカ保証関連情報（保証期間や消

耗品データなど）、維持管理モデル（LOI500 相当）ではさらに点検履歴や修繕記録等の保

全情報や保全区分といったデータを属性として持つことが望ましいものと考えられる。 

ここで、本研究で対象としている系統や空間接続の概念が念頭に浮かぶが、詳しく後述

することとして、ここでは記述を省略する。 

２-４ 保全用データ構造について 

本研究当初は、施設＞設備＞機器と、これまで下水処理施設（終末処理場やポンプ場等）

における構造・構成の階層表現（WBS）および IFC クラスとのデータ連携（ハンドオーバー）

などを主眼にデータ構造を検討してきた流れに乗って、施設＞設備＞機器＞部品＞点検項目、
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といったさらに下位の構造・構成を（実務を鑑みながら）階層化して表現し、実務（維持管

理や再構築調査等）に利活用することを目論んだ。 

しかしながら、設計モデル（LOD300 相当、ジェネリックオブジェクト相当）までについ

ては、社内基準や外部規格類により一般化された情報を扱うため階層表現がある程度可能だ

った一方で、その先の製作施工モデル以降（LOD400 相当以降、メーカオブジェクト相当）

については、詳細な情報収集自体が課題となり、当初目論んだ検討は困難であった。 

２-４-１ 実施設計モデル（設計モデル）における考え方 

実施設計モデル（設計モデル）特に工事発注行為前の詳細設計モデル（LOD300 相当）に

ついては、社内基準類（仕様書や指針・要領など）の一般化された情報をベースに、各機器

の部品構成や点検項目（内容）等を洗出して整理した上で、建設工事等により調達すべき性

能を担保するための機能や構造について大まかに展開作業を試行した。 

工事発注仕様からの整理（LOD300 相当） 

工事発注仕様（LOD300 相当）の情報を元にした展開作業の試行状況を図 2-11 に示す。

下水処理プロセスと代表する機械設備（機器）について展開を試行したが、下水処理プロセ

ス全容を想定した機能展開には至っておらず、下水処理プロセス自体の構造や構成について

整理が必要な状況となった。このため、下水処理プロセス全体を確認する形での機能整理を

実施することとした。 
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図 2-11 設計モデルにおける機能・構造展開（試行状況） 

２-４-２ 製作施工モデル（竣工モデル）における試行（思考）と考察（課題） 

設計モデルからの機能・構造展開と並行して、製作施工モデル（竣工モデル）LOD500 相

当について、機器＞部品＞点検項目をターゲットとした機能・構造展開を実施すべく、実際

の機器についてその構成要素や保全作業に関する情報提供の依頼を検討した。 

２-４-２-１ ヒアリングからの整理（LOD500 相当） 

情報提供依頼を正式に実施する前に、調査への協力体制を構築するため、下水処理用機

器や機材等の納品実績や稼働実績、メンテナンス実績の多い民間数者に打診を実施したが、

体制構築は困難な状況であった。 

機器製作者（メーカ等）側の代表的な見解 

実際に機器等を製作・納品している実績のある国内数者に対して、情報提供の協力につ

いて見解を確認し、下記のような実態状況であることを把握した。 

・実際に製作・納品している個別機器については、同じ機種でも多数の型番が存在していた

り、同じ型番においても製作年度や納入先要望等により詳細な製作仕様が異なっている、な

ど、実態として形状も属性も多種多様なオブジェクトが存在しているため、一般的・典型的

な機能・構造展開の例示が難しい。 

・実際に製作・納品した個別機器の維持管理においては、施設運転管理者等が実施する日常

メンテナンスの他に、定期的な点検や補修、故障や性能低下時の大規模修繕など、製作・納

品側が保有する技術やノウハウ等を活用するが故に 1者随意契約のような外注形態にならざ

るを得ない非定常作業（保全活動）が存在する。言い換えれば、この技術やノウハウ等に抵

触する部品構成や詳細構造については、第 3者に情報提供（開示）することは困難である。 

以上のような状況を踏まえ、本研究当初の目論見であった実機ベースの構造・機能展開

による保全用データ構造の整理・分析等については取り止めることとした。 

個別の特性を表すデータについて 

整理対象とした詳細度（形状：LOd、属性：LOI）と関連のある事項として、下水道事業

（整備事業）では、詳細設計段階を経て調達仕様書（発注図書）を作成する段階において、

公共調達の理念から競争原理が働くように調達仕様（発注内容）調整される。 
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競争原理を働かせるためには、なるべく 1者指定とならないよう、多数参加・応札でき

る入札環境を整える必要があるため、調達仕様（形状・属性・構造・構成・機能・範囲など）

に幅（上下限や範囲など）や曖昧性を保持させ、たとえば、価格競争だけではなく、実績

（製作、納入、施工等の有無・評定点など）や品質管理手法といった多角的な視点での提

示・提案などに対する評定も含め、総合評価的な競争入札が実施されることが多い。 

言い換えれば、各製作者が機器製作時に扱う詳細なデータ（詳細な構成・構造やノウハ

ウ等）に付随する各種技術提案や製作施工計画提示については、入札応札時に他者と競争す

るための固有情報であり、発注機関側に分析用として情報開示することはかなり困難を極め

ることが推測される。 

これらにより、現状は、設計モデルと製作施工モデルには、形状・属性のデータ構造・

構成に乖離があり、両者間のデータ連携・同期は難しいものと思われる。本研究では対象と

しないが、設計モデルと製作施工モデルの間にある「入札・契約制度」について、その全容

把握（WBS やデータモデル等を用いた分析などを想定）や本来のあり方などについて検討・

改訂していくことで、真にフロントローディングにつながる両モデル間のデータ連携・同期

が実現可能になるものと思われる。 

２-４-２-２ 研究方針（内容）の変更について 

個別機器の実製作仕様（詳細情報）を対象とした機能・構造展開は実態として困難とな

ったため、LOD500 相当での機器保全用データ構造の分析作業を断念することとした。 

と同時に研究視点を変えて、研究当初想定していた機器単体の深掘りではなく、機器と

機器をつなぐネットワーク（系統）に着目することとした。これは、先述した bSJ や各アプ

リケーションベンダーの最新の取組み（系統の表現ルールと実装に関する検討や調整など）

の流れにも沿うものと考えられるもので、本研究当初より以前に研究すべき対象として考え

ていたものである。 

具体的には、下水処理施設（処理場やポンプ場など）に課せられた社会使命である下水

処理機能（目的）を達成させるためには、機器単体の設置だけでは実態としてほぼ不可能で

あり、機器と機器のつながり（ネットワーク）を構成した上での、処理プロセス（水や泥な

どを物理化学的に処理する流れなど）の構築が必要かつ重要である。 

この下水道事業上重要な処理プロセス実現のための複数機器組合せ・接続関係に着眼し、

系統（ネットワーク）を研究対象とする方針に変更することとした。 
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図 2-12 系統のイメージ 

２-５ 系統の考え方について 

系統（ネットワーク）の重要性に着目し、この系統の概念や表現の仕方などについて検

討を進めることとした。 

２-５-１ ３D 表現の限界について 

系統について調査研究する前に整理しておくべき事項として、どのような情報（データ）

がどのようなドキュメント上にどのように表記・表現されているのか、という視点で整理を

行った。 

２-５-１-１ 3 次元化が難しいドキュメント（図面等） 

これまで下水道事業とくに処理場・ポンプ場の整備事業（建設事業）を対象に、3次元

モデル（BIM/CIM）による事業形態への移行に向けて各種検証作業や制度検討などの取組み

を実施してきている。 

従来の 2次元図面（線画）に代表されるドキュメント群は、マスターデータとなる基準

類（指針・要領や寸法・重量、性能規定などの水準を示すもの）やテンプレート類（仕様書

や性能計算例など）、それらを元に作成される各業務報告書といったテキストや図表で構成

されたドキュメント（非図面図書）と、2次元 CAD 等で線画で描かれた図面図書（平・断面

図等）に分類される。 

さらに、この図面図書の中で、3次元モデルへの移行が比較的容易である平面図・断面

図・配置図といった具体的なオブジェクト形状や寸法等を示す図面群と、水位高低図やフロ

ーシート図といった概念を示す図面群に分かれる。この後者の概念図面については、すぐに

3次元モデル表現が可能というわけではなく、3次元モデル（形状・属性）とのデータ連

携・同期を目的としたシステムを構築することが望ましいと考えられる。 
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表 2-1  BIM/CIM（3次元モデル）化が難しい 2次元図面の例（参考） 

職種 図面名称 図面の内容 

土木 
建築 

水位関係図 流入から放流までの水槽等の水位を一連で示した図面 
建築工事 

特記仕様書 
建築工事の仕様、機能を工種別に記載した図面 

詳細図 軽量蓋、手摺等の仕様や収まりを記載した図面 
構造細目共通図 鉄筋の定着長や加工方法についての仕様を示した図面 
配筋図   構造物内に配置する鉄筋の径、ピッチ、延長などを記載した図面 

建築付

帯設備 
系統図 換気空調、電話、拡声などの接続関係を示した概略図 

結線図 動力制御盤、分電盤等の回路図を描いた図面 

機械 
機械設備 

フローシート 
全機械の台数(既設/今回/全体)の一覧、配管接続関係を示した概

略図 
全体配管経路図 全機械や施設からの配管経路を一連で示した図面 

電気 

単線結線図 
電力会社の受電から各負荷設備への配電経路の回路図を描いた図

面 

計装 

フローシート 
全計測機器の台数(既設/今回/全体)の一覧、水路と計測機器との

配置関係、検出器からの信号が中央監視制御設備に取り込まれる

ループを示した概略図 

システム構成図 中央監視制御設備と補助継電器盤、計装変換器盤との信号ケーブ

ルの構成を示した概略図 
コントロールセ

ンタ単線結線図 
コントロールセンタの内部回路と配電先を一覧で示す図面 

現場盤一覧表 現場盤の寸法と実装スイッチ類を示した一覧の図面 

接地系統図 電気設備の接地(感電せぬよう大地に電気エネルギーを逃がすこ

と)の接続関係を示した概略図 
配線表 設計積算した配線・電線管の一覧の図面 
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図 2-13 図面図書（ドキュメント）の分類例（参考） 
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２-５-１-２ データ一元管理の重要性 

（下水道事業に限らず）同一事業内（プロジェクト内）で一元的に情報（データ）を共

有・連携・同期させることは、情報分散・散逸を防ぐ観点で非常に重要である。これまでテ

キストベースのドキュメントを用いてプロジェクト運営を実施してきたこともあり、

BIM/CIM（3次元モデル）ベースでの事業形態に移行することを想定し、電子データの扱い

易さを踏まえれば、如何にデータの一元管理が難しいか、それを克服し得るか、が肝要であ

ると考えられる。 

これまでは、各システムや帳票管理の中で個別に作成された RDB や CSV 等をシステム間

でデータ連携する仕組み（データビュー（イベントデータ確認用）を作成し参照）を導入・

運用してきたが、図 2-13 に示す通り、各事業段階で契約関係にある甲乙間で共有するドキ

ュメントは多数多岐に渡り、現状の方法を継続するだけの投資対効果が希薄である可能性が

ある。 

BIM/CIM 化（3次元モデル利用）のタイミングで、例えば、従来メタデータ（PDF や画像

データなど）を OCR 処理等で文字列化してから RDB 等へ流し込むような力技のデータ取扱い

ではなく、最初からオブジェクトデータを複数かつ緩やかな紐付けで取扱うようなシステム

を構築することで、システムへの投資額や工期を削減できるものと考える。たとえば、図

2-15 のようなで DWH（データウェアハウス）的データ管理に移行し、厳密解を成果として求

めるような業務形態ではなく、むしろ傾向分析・把握に焦点を当てて履歴・来歴等時系列デ

ータに重きを置くなど、システムの開発・保守については真に注力（投資）すべき領域や方

法論を見定めることが重要である。今後、DWH 的なデータ管理方法論が、事業全体（ライフ

サイクル）でのデータ一元管理を実現させるための一方策として有効となる可能性も見える。 

特に、下水道事業の場合は、事業運営中に複数の様々なプレイヤーが時期をずらして存

在しつつ、かつ、扱うアプリケーションも多種多様であることが、上記の DWH 的データ管理

の有効性につながるものと考えられる。 

また、BIM/CIM 用に建設業界等で国際的に取決めが議論・調整されてきている中間ファ

イル形式 IFC（IFCXML を含む）についても、その機能を最大限活用することで上記の実現可

能性につながるものとも考えている。 

従来オブジェクト表現が難しかった図面情報やテキストベースドキュメントについても

IFC で記述されることで、IFC ファイルの扱い方（運用ルール）さえ崩れなければ、そもそ

もの事業内データの分散・散逸を防ぐことが可能になるものと考えている。しかしながら、

IFC 形式での記述の中にどこまで含めるかについては、実際のデータ構造やデータ容量増減

のバランスをとりながら設定するなどの試行錯誤が必要であることは把握しているため、場

合によっては、これまでの下水道 BIM/CIM 導入検討での議論の通り、IFC ファイル内に外部

リンク（キー）を記述するだけの対応も（IFC 利用を理想的に実施できるようになるまでの

初期対応として）取り入れる可能性はあるものと考える。 
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図 2-14 DWH（データウェアハウス）の概念イメージ 

２-５-２ 系統データの管理や利活用について 

系統（ネットワーク）を管理あるいは利用する場合には、どのような情報（データ）が

保有される可能性があるか、という観点で整理を行った。 

たとえば、系統に含まれる設備・機器類のコストや数量に係る情報や各種仕様、接続、

履歴に関する情報を系統に紐付かせることで、実務（実施設計や施工管理など）において属

性データ全般の有効活用が期待されるものと考えられる。 

２-５-２-１ コストに係るもの 

系統には、属性としてコストに係る構成部材データ（数量や規格・材質など）が紐づく

ことが期待される。 

数量計上に必要なデータ 

たとえば、設備や機器に関連するデータとして、これまでのテキストベースのドキュメ

ントで管理してきた、機器表（機器一覧リスト）や材料集計表（配管弁類、ケーブル類、基

礎・サポート類、構成加工品など）といったデータ群を、系統（用途・目的別や物性別など）

単位で整理することで、各系統に紐づく数量やグループなどを管理することが可能となり、

この数量管理やグループ管理の情報が次の再構築調査・計画策定や詳細設計時にも活用され

ることが考えらえる。 

ただし、対象範囲や詳細度（拾い上げの程度）に関して予め設定しておく必要はあり、

これが計上される数量の精度を左右することになるものと考えられる。 

積算に必要なデータ 

実製作施工にかかる数量（実績値）をもとに、具現化させる前の事業計画策定・実施設

計段階のコストを算定することは、実数量（実施工値）と金額情報（契約額など）を紐付け
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る上で理想的ではあるが、かなり難しいため、（詳細度設定においても整理されるが）おお

まかな幅・範囲での機能・仕様の調達にかかる必要コストを算定する（積算する）形での業

務を想定することになる。 

計画・設計時の積算の実態としては、おおまかな数量・仕様データに対して、コスト変

換用関数（説明変数は重量や費用、出力など）を適用して概算費用を算出するものであり、

これらを系統単位で整理・管理することで、特に、再構築計画策定時や再構築詳細設計時に

系統単位での施工コスト（製作含む）を算定することに活用可能と考えらえる。 

精算に必要なデータ 

設計段階から工事入札・契約イベントを経て工事段階に進むと、それまで大まかに指定

されていた数量や仕様を、実世界に具現化する（資機材調達内容や施工量などを設定する）

ために、より詳細に記述していき、最終的に受発注間での最終契約金額を精算する過程につ

ながる。 

この精算作業の実態としては、実際に製作・施工する際に必要な実数量（資機材量や人

工数など）にそれぞれの単価を適用して算出するものである。 

これらを系統単位で整理・管理することで、特に、工事の具体的な実施内容や工事変更

契約内容のエビデンスに活用する（第３者に証明・説明できるようにする）ことが可能にな

るため、たとえば、外部監査や会計検査などの第３者機関や、事業オーナーである地方公共

団体（議会や住民含む）などへの説明責任を果たすことにつながるものと考えられる。 

２-５-２-２ 仕様に係るもの 

系統には属性として流体（流れる媒体）と流れ方向に関連するデータが紐づくことが期

待される。これらのデータを利用して、従来実施されてきた設備・機器等の容量計算の精度

向上や、実製作施工の前に十分な検討が難しかった各種分析・解析が可能になるものと考え

られる。 

分析・解析に必要なデータ 

系統に紐づく各設備・機器についての仕様のうち、機能や性能を示すデータとして、流

量や揚程、流速（動圧）や圧力（静圧）といった項目が考えられる。 

これらは、たとえば、従来であれば個別に配管アイソメ図や圧損計算書などで検討・整

理していた配管弁類の仕様について、今後、系統単位での流体シミュレーション（起動から

停止までの稼働状況、中間開度や低負荷運転等の運用ルールやタイマーコントロール変更等

の稼働率影響などを含む）の計算結果をもとに、維持管理に必要十分な分析・解析を実施し

て各種容量計算書等への反映させることで、維持管理段階での運転思想と計画・設計段階で

の設計思想の乖離を防ぐことが可能になると考えられる。 

特に下水道の場合は自然流下管が数多く存在し、圧力配管でも起動停止・低負荷で自然

流下状態（自由表面が存在）となることがあることから、非定常な挙動を可視化・評価する

ための分析・解析ツールが期待されている。 
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また、系統に係る重量データから算定した、基礎やサポート類の形状・仕様や基礎・固

定ボルトの仕様等（長さ、口径、材質等）データを再び系統に紐づけておくことで、これま

で計算精度や品質に対する懸念のあった耐震性能の確認作業（アンカー等の強度計算など）

に対して、たとえば、構造シミュレーションによる耐震計算への利活用（例えば、静荷重・

動荷重・スロッシング等を考慮した最適なアンカー・基礎ボルト・基礎等の設計など）が可

能性として考えらえる。 

他には、例えば、搬出入計画（ルートや必要空間（容量）など）と機器等外形寸法（実

容量）について、搬出入シミュレーション（作業手順や作業員動線など）を用いて、作業手

順を時系列で表現したり、作業動線をあらたな系統概念で表現するなどといった活用法も想

定される。 

あるいは、運転管理性（空間占有状況や維持管理手順・動線など）について、運転管理

シミュレーション（作業手順や作業員動線など）を用いて、作業手順を時系列で表現したり、

作業動線をあらたな系統概念で表現するなどといった活用法も想定される。 

もしくは、耐久性（劣化度合など）について、劣化シミュレーションを用いて、品質保

証レベルや範囲（保証や劣化現象など）の事前把握により、製作施工段階から手戻り・手直

し要素をある程度前倒しにすることなども考えられる。 

いずれ、保全性（補修、点検）についても、保全活動のシミュレーション等を用いて、

維持管理上の重要課題（項目）を抽出して、計画や設計に反映させる、というような将来像

も期待されるところである。 

容量計算のあり方 

属性データ整理の作業から、従来からの 2次元図面からの必要な情報の拾出し・整理・

計算作業の工程が如何に煩雑であるか（3 次元化による解決が来されるか）が言えるものの、

これらに関連する属性情報については、これまで２次元図面・図書ベースの作業スキーム

（方法論）の上で扱われてきたために属性データを扱う工程が非常に洗練されており、直ぐ

には改善改良は進まない（効果が出にくい）ものと考えられる。 

一方、系統（３次元情報）に紐づけた属性データからの自動抽出データを活用した各種

シミュレーションについては、様々なソフトウェア（アプリケーション）の開発動向（毎年

度改訂での機能大幅増強など）から、いずれ本格的な設計支援機能として実装されるだろう

と期待されるところである。 

今後、系統情報を様々なシミュレーション計算と連携・同期させることで、従来は前手

作業で根拠を作りこんでいた施設や設備、機器等の容量計算書についても、その計算条件に

対するエビデンスが担保され、科学的かつ合理的な設計が効率的に実施可能な業務形態にな

るだろうと考えられる。 

２-５-２-３ 接続に係るもの 

系統には、形状・属性としてネットワーク（配管弁類やケーブル類など）のレイアウト

結合（配置計画やルーティングなど）に関するデータ（接続関係を含む）が紐づくことが期

待される。 
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ルーティング検討に必要なデータ 

系統は、接続口（入口）と接続口（出口）の間をつなぐネットワークを形成し、詳しく

は後述するが、流体（媒体）と流れ方向・勾配（自然流下）を基本的な情報として保有し、

関連する機器や構造物の接続関係を記述しフロー（流れ）の概念を構成するものである。 
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図 2-15 ルーティングのイメージ図 (buildingSMART-tech10等より） 

取合い検討に必要なデータ 

系統のルーティングを検討していく過程で、必ず設計要素として（言い換えれば調達を

確実に実施するための設計品質の観点から）、各接続ポイント（接続口）における属性が重

要かつ不可欠となってくる。 

この接続口（出入口）をオブジェクト的に表現するために、形状としては接続口外形

（分岐・合流・閉止（蓋など）の機能表現や規格品形状含む）や中心座標等の可視化、属性

情報としては、接続している複数オブジェクト（デバイス）の個体を認識する識別番号（製

造シリアル番号や固定資産番号など）に加え、分岐・合流・閉止（蓋）といった取合いの機

能に付帯するテキスト（接続点座標値など）や識別コード類（接続向きなど）も記述される

ことが求められる。 

言い方を変えれば、形状・属性のどちらにも、見た目が接続（取合い）している状態だ

けでなく、接続させる・離脱させるという検討作業に必要な接続そのものをオブジェクトと

して表現し保持させることが重要であると考えられる。 

                                                
10 http://www.buildingsmart-tech.org/ IFC および関連する buildingSMART データ

モデル標準を公開するために buildingSMART によって維持されている唯一の公式

Web サイト 
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加えて、系統には流れる媒体（予定を含む）が必ず存在するため、それらの流れ方向と、

ものよっては流量（動圧）・内圧（静圧）や流速等の属性データが求められることが考えら

れる。 

そして、後述する通り、配管弁類や電気ケーブル類などに接続する・される設備・機器

（デバイス）や構造物（土木水槽やタンク設備等）との取合い部分（箇所）についても、系

統の中に形状・属性どちらも表現されることで、前述のルーティング検討での目的の一つで

ある、特定の媒体が流れる系統の全容を表現することが可能になるものと思われる。 

２-５-２-４ 履歴管理の重要性 

系統には、形状・属性として必要十分なデータが紐付いて記述されることが望ましいが、

実事業（プロジェクト）内では（他データ同様に）系統関連データについても現場状況やプ

ロジェクトメンバー内の調整・合意等により、時々刻々と変化していくことが想定され、こ

れらの履歴（来歴）を紐付けて管理できることが（時系列的な傾向分析の観点からも）望ま

しいと考えられる。 

系統情報についても、最新情報の管理だけでなく、事業全体でのデータ更新履歴（来歴）

を記録・蓄積し、これらを次期事業（再構築等）にて分析等活用できるようなデータの持ち

方が重要である。 

これまでの 2次元図面等の紙ベースでのドキュメント管理手法では、加筆修正等の加工

履歴を記述する枠は用意されていたが、成果物作成に直結しない間接的な事務作業は業務優

先度が低くなるなど実務実態等の影響を受け、加筆修正履歴を迅速かつ正確に記録・蓄積す

ることは実現しにくかったものである。 

さらに、3次元化（電子データ化）に伴って、（昨今の OS等 GUI の扱い易さの反面では

あるが）削除やコピー＆ペーストの乱立によるデータの分散・散逸の加速・拡大が懸念され、

履歴管理が重要でありながら困難となることが想定されるため、ユーザ側の運用ルールに任

せるよりもアプリケーションやシステム側に機能として要求すべきものと考える。 

なお、この系統の属性データ項目については、設備・機器や構造物等デバイスの保有す

る属性データに加えて、系統独自の流れや接続などに関する情報も保有させ、維持管理段階

でも現物現実に整合させる形での最新データや履歴の管理が期待される。 

２-５-３ 市販アプリケーションの対応状況（2018 年 11 月現在） 

市販のソフトウェア（アプリケーション）は、昨今の建設業界全体での 3次元化

（BIM/CIM 化）に伴うユーザ数・改良要望数の増加から、毎年度更新により機能強化が著し

く、系統に関連する実装もここ数年で急速に機能追加・改良改善が進んでいる様子が伺える。 

２-５-３-１ 実装されている機能 

市販されているソフトウェアの大多数はレイヤー管理機能を保有しており、この機能を

用いて系統を用途ごとにアイソメ表現する方法は、2次元 CAD の時代から CAD オペレータの

テクニック（技能）として存在しているものの、依然として線画として描いているものが多

く、オブジェクト表現されるような図面はほどんと存在していなかった。 
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しかしながら、昨今の BIM/CIM の普及浸透からのニーズを踏まえ、3次元 CAD ソフトウ

ェア上に系統のオブジェクト的扱いが可能なものが出始めている。 

昨今の市販ソフトウェア（アプリケーション）の開発速度は著しく、実施工に必要な配

管弁類や電気ケーブル類のレイアウト・ルーティング検討から資機材調達まで一貫して一元

的なデータ管理が求められてきている昨今、P&ID 図（２次元図面）と３次元モデル（配管

弁類等）のデータ連携・同期を取るために、システム内にデータベース（RDB 等）を置いて

２D・３Dデータを相互にデータハンドオーバする仕組みで属性管理を行うものも（カスタ

マイズ前提で）市販されてきている。 

今後、ますます系統情報を 3次元仮想空間内で（デジタルデータとして）扱うことが重

要かつ現実的になってくるものと考えられる。 

２-５-３-２ 実装されていない機能 

下水道事業特有の系統図（フローシートや結線図等）については、他事業のものと比べ

て下水道事業特有の表記や表現が多数混在しており、これらをオブジェクト記述し、かつ、

エクスポート／インポートを通じて汎用的なファイル形式（IFC 等）でデータ維持管理可能

なところまでが求められることになる。 

合わせて、下水道事業特有の図面情報として、水位高低図等が存在しており、各空間領

域の接続関係や水槽・水路等の水位（液位）設定（設計）に関する情報は、下水処理プロセ

ス運用上重要なデータであり、いずれ系統情報と連携・同期が必要となるものである。 

こういったこれまで一元的にデータ管理ができなかったものが、統合環境下でデータ作

成・維持管理できるようになることで、図書（ドキュメント類）に関する事務作業が効率化

され、必要工数が大幅に削減されることが期待される。（この削減された工数を、本来最も

注力すべき事業（プロジェクト）の品質向上や品質管理に係る作業や検討に充当することが

最も期待されるところである。） 

２-６ 課題と方針 

3 次元化が困難な２次元情報をなるべく 3次元情報と共に扱えるように、3次元モデル化

（オブジェクト化）に合わせて２次元ドキュメントもオブジェクト表現してデータ連携・同

期をとるような機能に加え、詳細度（LOD 等）や履歴（時系列）に基づくデータ管理の仕組

みが期待される。 

そこで、本研究では、系統情報をどう BIM/CIM の仕組みの中に取り込んでいくかを検討

することを主眼に、まずは、既存アプリケーションやシステム設計等の知見等を踏まえ、空

間同士の接続関係の表現と系統図面を対象に情報収集・整理を行い、系統の基本的な概念を

整理した上で、オブジェクト的表現の基礎部分の検討・検証（プロトタイプ）を実施するこ

ととした。 

３ 機能・構造展開について 
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本研究当初は、設備・機器を構成する部品・部材レベル階層までの機能・構造展開をも

とに、保全・点検用モデルの検討を予定していたが、周辺条件等の変化により、系統（ネッ

トワーク）の概念を整理するための展開作業へ変更して実施した。 

３-１ 適切な管理粒度について 

これまでの研究（検討）を踏まえ、本研究においても事業全体を通じて適切なデータ運

用を可能にするために、これまでの業務実態に沿って、構造物は施設単位、設備・機器類は

機器単位、という考え方を踏襲し、そこに加える形で系統の概念を整理することとした。 

３-１-１ 構造物（土建） 

前回研究と同様に、処理場やポンプ場などの下水処理施設敷地内に配置される土木建築

構造物については、ポンプ棟や水処理棟といった構造物単位（棟屋単位）にてオブジェクト

表現を行い、事業内（プロジェクト内）で取扱うことが適切であると考えられる。 

具体的には、施設 WBS コード体系やフロアコード等で空間要素を定義して３次元モデル

と紐づけてデータ管理することが考えられる。 

一方、建設事業としての進捗度を示す詳細度（LOD）や形状（LOd）・属性（LOI）のよう

な、データを構成する要素を建設進捗段階と整合させる表現が求められるが、施設 WBS コー

ドとフロアコードの組合せが階層構造を持つため、詳細度と階層を合わせることで十分実務

運用が可能と考えられる。 

３-１-２ 機器（機電） 

これまでの検討に沿う形で、プラント機械設備・電気設備関連の機器・設備（デバイス）

については、機器単位の粒度でデータ管理することが（設計・施工・維持管理等の業務実態

を踏まえ）適切であると考える。 

さらに将来的には、タイプオブジェクトなど、特徴や特性別によるグルーピングを用い

たマスタデータ管理（履歴管理等）によるデータマネジメントの高度化・効率化等を目的と

して、ファミリ・タイプ（カテゴリ）を設定し分類した形での物理要素を設定することを目

指しており、IFC ファイル形式で扱えるエンティティ（カテゴリ、ファミリ、タイプなど）

を有効活用した属性データ記述・管理が可能になるものと期待される。 

３-１-３ 系統（ネットワーク） 

これまでの 2次元図面を基本とした業務の実態では、建設工事範囲（≒工事発注範囲≒

詳細設計範囲）そのものが、下水処理プロセスの単位で区切られて発注されている（下水処

理プロセスの変更や追加・削減が工事単位になっている）ことが多く、この工事範囲内（工

事単位）での系統（ネットワーク）が下水処理用途（目的）とほぼ合致する傾向にあったた

め、系統については、工事契約（専門業者）単位で扱うことが実務的であるように見える。 

しかし、近年は再構築（更新）案件が増えてきているため、工事範囲とプロセス単位が

完全には合致しないなど、扱いが煩雑になる場合が発生する可能性があるため、用途（目的）

単位で扱うことが適切であると考える。 



43 
 

３-１-３-１ プラント機械設備の場合 

具体的に機械設備（下水処理プラント機械設備）の場合には、水処理プロセス単位（沈

砂系統、主ポンプ系統など）や汚泥処理プロセス単位（汚泥濃縮系統、汚泥脱水系統など）

といった単位で区切られた範囲内に、これらのプロセス実現に実用十分な配管弁類や電気ケ

ーブル類等の系統（配管弁類）が含まれる形で記述されることが期待される。 

 

図 3-1 プラント機械設備の典型的な系統の整理 

３-１-３-２ プラント電気設備の場合 

一方で、下水処理プラント機械設備とは異なり、プラント電気設備の場合は、下水処理

プロセス全体に同じような機能（動力／制御／計装／通信／接地など）を構成しているため、

プロセス単位での範囲決め（区切り）が困難であり、本研究では、電気設備特有の機能（用

途）別により分類・構成された系統（ケーブル類）により記述されることを想定した。 
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図 3-2 プラント電気設備の典型的な系統の整理 

３-１-３-３ 構造物との関係性について 

特にプラント機械系統については、単純に配管弁類だけで系統（ネットワーク）が構築

されているわけではなく、下水処理プロセスを構成するために必要な機器・設備や、水槽や

水路といった土木建築構造物によって区切られた空間（処理機能（自然流下、沈降沈殿、撹

拌、貯留、微生物反応（曝気、消化）など）を有する空間領域）が含まれることになる。 

系統の一つである配管弁類については、機器と機器をつなぐ系統や、機器と空間を接続

する系統も含まれ、これらの要素を組み合わせて系統を構成することにより、処理プロセス

が実現することとなる。 

３-２ 展開作業（試行） 

BIM/CIM（３次元モデル／マネジメント）において系統情報を扱うための準備として、下

水処理場・ポンプ場施設内のさまざまな要素を整理・分類するために、機能・構造展開作業

を試行した。（今回作業は、今後の IFC 動向や業務範囲等の変遷を見据え、現時点で可能な

限りの試行として行ったものである。） 

３-２-１ 系統を意識した展開作業 

前回研究において整理した概念モデルの見直しを含め、系統情報の概念を追加する作業

を行った。前回研究の流れを踏襲し、プロジェクトマネジメントに必要な施設構造を階層表

現した施設 WBS を３次元的な表現と紐付けることで空間要素として整理し、ライフサイクル



45 
 

を通じた実務（調査、設計、施工、維持管理等）において重要である構造物等の特性や特徴

ごとに物理要素として再整理した上で、系統について概念を整理した。 

具体的には、空間要素の概念モデルについては前回研究において整理した概念モデルを

踏襲し、物理要素の概念モデルについては第１～２階層までは前回研究を踏襲するものの、

第３～４階層については実際に設置される個別機器（例えば、１号汚水ポンプや No.1-1 汚

水ポンプ VVVF 盤など）を表現の対象としていたものを、本研究においては、各設備や機器

の有する機能特性や構造特徴などを基にして分類した機能ごとに整理することとした。 

系統の概念モデルについては、この機能分類を考慮した上で、水処理プロセスや汚泥処

理プロセスをもとに検討・整理することとした。 

 

図 3-3 空間要素の概念モデル案（施設 WBS（処理場・ポンプ場）を元に整理） 
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図 3-4 IFC クラス階層イメージ（参考） 
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図 3-5 物理要素の概念モデル案（根幹施設とプラント機電） 
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処理プロセスを実現させ

るためのグループとして分

類し、機能分類（物理要

素）の組合せと紐づけ 

系統を洗い出し 
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図 3-6 系統の概念モデル案 

３-２-２ LOD100（コンセプトモデル）への着目 

概念モデルを再整理するにあたり、詳細度（LOD）で表現される建設事業（プロジェクト）

の進捗段階に照らし合わせ、上流側（構想や企画立案等）で扱われることを想定した概念的

なモデル（LOD100 相当のコンセプトモデル）に着目し、これまで曖昧であった LOD100 相当

の段階でのモデリングについて、その方向性を整理することとした。 

 

図 3-7 LOD100 相当（コンセプトモデル≒処理プロセス）のイメージ 

３-２-２-１ 構想や企画立案の事業段階について 

機械系統は下水処理プロセスをベースに、電

気系統は場所の概念が薄いため、機能を発揮す

る系統として整理 
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LOD100 相当に該当する事業段階は、下水道事業運営全般のあり方や方針等について検討

し構想や企画などにとりまとめる業務が中心であり、後流工程においてこの構想や企画等を

深掘りし（階層的に詳述化し）全体計画や事業計画などの実施プランが策定され、その後具

体的に建設や維持管理の形で調達できるよう設計段階へと移行するものである。この

LOD100 相当から LOD200 相当（基本設計レベル）の段階へ移行するまで、現状どのような実

態となっているのか、周辺状況含めて推測・整理した。 

新増設から再構築へ 

下水処理場やポンプ場などの施設については、躯体（土木建築構造物）が竣工して数十

年が経過しているものが多くなってきており（ストックが増加・蓄積）、新増設は少なくな

る一方で、設備ライフサイクルに準じた設備更新（再構築）のプロジェクト（調査から建設

まで）が急増してきている。 

たとえば、下水処理場の水処理施設躯体であれば、その寿命（経済寿命）は約 80年前後

である一方、下水処理プラント設備（機電）の経済寿命は約 20年～30年前後となる傾向が

あり、躯体が構築されて寿命まで使い切る間に設備・機器類は３～４世代程度の入替え（更

新）が発生するものと考えられる。 

また、この設備更新サイクル（約 20～30 年前後）は、水処理プロセス・汚泥処理プロセ

ス等の処理技術の開発速度に比較して長めであるため、次の更新時期に入る前に設備劣化と

ともに技術の陳腐化も進むものと考えられる。 

なお、既存と同じ仕様のものを必要十分であるかの再検討なしに入替えるような単純更

新については、近年国庫補助金等の交付要件を満足しきれなくなってきており、事業運営視

点での再構築（水量や機能、範囲、型式などの再検討を前提とした基本設計見直しなど）の

整備事業（プロジェクト）が企画立案されることが多くなってきている。 

広域化や統廃合へ 

下水道事業においては再構築の時代が到来しており、また、整備事業への国庫補助制度

が、下水道施設整備のための補助金制度から社会資本整備のための交付金制度になったこと

もあり、社会資本（公共インフラ）の側面からより効果的な企画立案が優先的に予算化され

やすい状況にあるものと推測される。 

平成の市町村大合併も相まって、下水道事業においても事業の効率化や高度化を目的に、

事業（整備や維持管理等）の広域化や統廃合を構想・企画立案するものが増えてきている。

たとえば、事業広域化に伴い、資機材・人材等調達や廃棄物処分等のソフトウェア的な合理

化・低廉化を図ったり、流入水量予測の見直し（施設規模見直し）などに伴う下水処理場や

ポンプ場の施設単位での統廃合（ネットワーク管や処理場のポンプ場化など）といったハー

ドウェア的な対応が方針化され、実施計画策定につながることが想定される。 

調査・分析へ 
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事業運営全体の改善や見直しに掛かるような構想・企画立案の実務においては、柔軟か

つ合理的な検討が必要であり、それらを支える必要十分かつ有益な周辺情報の収集・分類・

整理等が重要である。 

この情報収集・分類・整理等の調査分析作業工程は、従来よりアナログ方式（人海戦術

かつ線画多用）になる傾向があるため、上流工程としての効率化・高度化（レベルアップ）

を目的とした LOD100 相当モデル（コンセプトモデル）が具現化されれば、事業全体のフロ

ントローディングや抜本的な品質向上等に繋がる可能性がある。 

具体的なイメージとしては、たとえば、これまでベテランの実務者が頭の中で描いてい

た３次元的なイメージを元に２次元スケッチ（概念図）を起こしていた作業に代わり、電子

データとして 3次元空間（仮想空間）内にラフスケッチしつつコンセプトを創り上げていく

ようなシステムを想定する。実務者の技能レベルやノウハウ（経験則）に大きく左右されず、

かつ、利害関係者間の思想・認識の共有・合意形成を迅速かつ精度よく実現させるものであ

る。 

また、この３次元的なレイアウト概念（コンセプトモデル）が、従来から活用されてい

るフレームワークである 2次元概念図（空間接続や系統など）とデータ連携・同期されて、

検討結果を反映した加筆修正の履歴（来歴）を記録しつつ、次の段階（下流工程）である

LOD200 相当の基本設計モデル（再構築基本設計を含む）に受継がれることで、事業全体の

効率化・高度化に寄与するものと期待する。 

３-２-２-２ LOD100 以降について 

構想・企画立案の段階から基本設計段階に至るまでの流れを踏まえ、下水道事業におけ

る詳細度（LOD）については、下記のように整理・分類されることが実務運用上有効である

ものと考えた。 

LOD100 相当：コンセプトモデル 

基本的な構想（グランドデザイン）や整備事業（計画）の企画立案等を想定 

LOD100～200： 

基本構想から具体的な事業全体計画・整備事業計画の策定までの検討履歴を段階的に記

述していくことを想定 

LOD200 相当：基本設計モデル 

策定された計画（事業計画やストックマネジメント計画など）に基づく基本設計を想定 

LOD300 相当：詳細設計モデル（≒工事発注モデル） 

基本設計された範囲の中から、実際に調達（工事発注）する範囲を絞り込んで詳細に設

計することを想定（工事者（施工者）が確定すると引き渡されるモデル 

LOD400 相当：施工モデル 
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施工図相当、発注モデルと付帯図書（ドキュメント）から調達内容を紐解き、実際に実

空間に具現化させるために必要十分な情報量（形状、属性）を記述したモデル 

このモデルと紐づく資機材等の調達情報が揃ってから現場着手が可能になり、工事完了

時にはこのモデルと実空間の整合が図られているものと想定 

LOD500 相当：維持管理モデル 

点群やモデルなどによりオブジェクト表現されたもの 

維持管理（運転・保全等）に必要十分な属性データが記述されている想定 

といった段階的な記述方法が（実務に照らし合わせて）考えられる。 

これまでは、2次元図面で表現がなされてきた LOD200 相当以降のモデリングへの注力に

終始していたが、これからは、暗黙知であった LOD100～200 の部分について明確に記述（モ

デリング）していくことにより形式知化し、実務運用に耐え得るように下水道 BIM/CIM の

QCD バランスを確保していくことが求められるところである。 

３-２-２-３ 下水道用設計標準歩掛表11（参考図書）を踏まえた整理 

LOD100 相当のコンセプトモデルとは、白本（下水道用設計標準歩掛表）に業務として

位置づけされているような基本構想や基本検討、あるいは、事業計画立案前の企画段階（PJ

案件形成段階）において、従来の２次元ドキュメント（テキストや図表、線画等により構成）

をベースとした調査・分析・検討等作業を実施していたものを、３次元モデル（BIM/CIM）

を中心とした考え方に置き換えようというイメージである。 

従来暗黙知であった LOD100～200 の部分については、例えば、LOD200 相当の基本設計

モデルが出来上がるまでに、処理場・ポンプ場であれば、流入から放流までの水処理フロー

や汚泥処理方法等を念頭に場内の施設配置（レイアウト）や地下管廊の経路、土木建築構造

物の階高（高さ深さ）などを記した候補案（ラフデザイン（ユースケースをもとにシナリオ

を反映したもの））を複数作成しつつ、それらを実現させるための概算費用や時間制約、法

規要件などの周辺諸要件について検討を深め、候補を絞り込む作業が行われる、などの実務

作業が想定される。 

この一連の作業工程（作業行為）は、これまで熟練技術者の経験則や暗黙知に強く影響

を受けるものであり、合理性や客観性などの観点からの品質管理は困難であった。 

しかしながら、昨今の熟練技術者数の減少や少子高齢化を背景として、今後、これらを

方法論やモデル等により形式知化して利害関係者間で共有・合意するためのツールやシステ

ムに置き換えることが社会的な急務であると考えられる。 

３-２-２-４ 各 LOD 相当において想定されるユースケースについて 

                                                
11 公益社団法人日本下水道協会が発行している。同協会発行の「下水道用設計積算要領」

と並び、下水道事業における設計・施工に係る委託業務等の発注予定価格を算定する

ための根拠や解説を記した資料である。 
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LOD100～200（基本構想から具体的な事業全体計画・整備事業計画の策定までの検討履歴

を段階的に記述するもの）において、具体的に何をどこまで３次元情報化（可視化）するこ

とが期待されるのか整理する。 

① 新設の場合 

土木建築構造物については、 

・敷地出入口を踏まえた搬出入等の動線計画 

・下水処理方式（分流式／合流式など）や水処理方法・汚泥処理方法を踏まえた、敷地内に

配置する施設の平断面計画（レイアウト） 

・地下管廊（施設と施設を物理的につなぐ空間）配置の平断面計画（レイアウト） 

・流入口・放流口での水位計画を踏まえた各施設の階高や高さ・深さの計画 

・同水位計画を踏まえた施設間をつなぐネットワーク（管渠、配管、ケーブル類など）の配

置計画（レイアウト） 

などが主に検討の主だった部分となり、これらの検討課題と並行して、各空間領域やそ

の組合せに対する空間機能と空間接続の概念整理（マスボリューム検討など）を行い、ドキ

ュメント化することになる。 

一方、プラント機械電気の場合は、前述の土木建築構造物におけるレイアウト検討・空

間検討や、下水処理方式や水処理・汚泥処理方法を踏まえた大まかな処理プロセスの流れ

（処理フローの概念的なもの）をもとに、具体的な処理フローを検討し、大まかな系統（土

建＋機電）の概念をドキュメントに落とし込むことになる。 

② 増設の場合は、 

基本的に詳細設計レベル（LOD200 以降 300 まで）から始まる工程になるため、LOD100～

200 相当モデルでの検討は不要だが、基本設計完了時から事業を取巻く周辺条件（対象水量

や処理区域、上位計画など）の大幅な変更があった場合は基本設計見直しまで遡るため、そ

の場合を想定する。 

この場合の土木建築構造物については、 

・既設の躯体（構造物）から繋がる形での増設躯体（構造物）の外形 

・地下管廊の増設部分の配置計画（レイアウト） 

・増設部分の水位計画と施設階高や高さ・深さの計画 

・同水位計画を反映させた、既設と接続する水路や管路の計画 

などが主だった検討部分となり、これらと並行して、増設部分が既設側につながる前提

での空間機能と空間接続の概念整理（マスボリューム検討など）を実施し、ドキュメント化

（LOD100～200 相当モデル化）することになる。 

一方、プラント機械電気の増設では、既設処理フローからの分岐や合流、集合、切断

（閉切）などを考慮しつつ、増設部分を含めた処理プロセスの流れ（処理フロー概念）元に、

具体的な処理フローを検討し、既設との接続領域を含め、増設部分の大まかな系統（土建＋

機電）の概念をドキュメント化（LOD100～200 相当モデル化）することとなる。 
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③ 再構築の場合には、 

単純な設備・機器更新に対する国庫補助金等充当のハードルが低くはないことから、全

体計画・事業計画見直しに踏み込んだ再基本設計（再構築基本設計）にて、周辺状況や条件

等の変化を反映させた検討が求められてきているため、その場合を想定する。 

土木建築構造物については、 

・躯体修復や防食施工の有無／現況（土木） 

・耐震補強の有無／現況（建築） 

といった、既設構造物の状態把握から始まり、処理水量実態や事業経営状況、汚泥処分

費用などといった周辺条件等を十分に考慮し、再構築する対象の有無／範囲や施工ボリュー

ム概数量等の検討を主に実施し、特に処理プロセスの物理的な境界部分（壁・床・天板や接

続部分（流出入口など）等）に係る制約条件や仕様要件（防食施工含む）等をドキュメント

化（LOD100～200 相当モデル化）することになる。 

一方、プラント機械電気については、前述の通り単純更新は減り、ストックマネジメント

の観点から設備・機器本体だけでなく周辺領域（再構築する最小単位）も含めた老朽化や陳

腐化の解消に重点を当てた検討を行うこととなる。 

たとえば、処理プロセス方式変更による設備・機器（主機）の機種変更や追加・削減だ

けでなく、プラント機械設備であれば、配管弁類のルーティング変更や工事仮設物（仮設配

管や水槽など）の配置検討、あるいは、水路・水槽内施工に伴う水替工の手順・内容の検討、

主機変更に伴う関連機器（補機類）変更有無の検討など、機能発揮するグループ単位で、既

に具現化された処理プロセスの運用を考慮した検討が求められる。 

プラント電気設備も同様に、監視制御方法の変更に伴う電気ケーブル類のルーティング

変更や、工事用仮設電源の設置検討（仮設電源ケーブルのルーティング含む）など、既存の

電気設備運用状況を考慮した検討が求められる。 

こういった、再構築領域（範囲や対象など）やそのレベル（総入替や一部更新、長寿命

化（延命化）など）について大まかな概念を検討する際には、処理プロセス運用（稼働時間

や負荷、関連機器など）を考慮した処理フローの再検討（処理プロセス再構築の大まかな概

念形成）がかなり重要であり、この思考（暗黙知）をドキュメント化（形式知化）すること

を目的として、LOD100～200 相当モデルを考えることが重要である。 

 

以上を簡単にまとめると、従来暗黙知であった重要な構想・企画立案ノウハウ等を可視

化して共有・調整・連携し形式知化させる業務工程に LOD100～200 相当モデルを適用し、

LOD200 相当モデルで表現される基本設計モデルの品質向上や業務効率化を図ることが重要

である。 

３-２-３ 系統の概念について 

これまで記した背景や経緯等を踏まえ、本研究における系統の概念を整理する。 

３-２-３-１ 2 次元図面における系統図（フロー図等） 
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現時点で 3次元モデルを使用した表現・表記が困難である 2次元図面は多数あり、大別

して系統図と接続図（水位高低図など）に分かれると記した。 

接続図については、2次元図面の状態でも情報が不足しており、たとえば、水位高低図

については、計画水位一つとっても全体水量と第 1期水量が異なるために生じる水位差や、

実際は水量変動（日変動や月変動、年変動など）による運転水位設定（HWL や LWL など）の

変更などの実態として存在している情報（データ）を表現表記して利用するまでには至って

いない。 

こういった接続図（水位高低図など）については、前述の必要な情報（データ）が系統

に紐づいて記述されることが想定されるため、今回は省略することとした。 

３-２-３-２ 下水道事業において想定される系統 

具体的に、下水処理場・ポンプ場を対象として系統情報として扱うべきものを洗出した。

また、物理要素の分類との齟齬が生じないように、流れる媒体の種類や特性等により分類・

整理することとした。 

プラント機械設備 

プラント機械設備で扱う系統については、扱い易さや物性などを考慮して、流体（液体、

気体）、固体、圧力に関するものに分類して整理した。 

① 流体（液体、気体）に関するもの 

プラント機械設備における系統として、配管弁類内部を流れる流体（濃度や密度が一様

に分布し、沈殿沈降物や浮遊物など相の異なる領域がほとんど存在しない（無視できる）前

提である）に着目して系統を分類・整理することが可能である。代表的なものを以下に示す。 

【水に関するもの】 

・汚水系統：汚水管渠から処理場・ポンプ場に接続・流入する流入下水から始まり生物反応

槽（生物処理）や沈殿池（物理処理）等を通じて処理されるまでの汚濁水を扱う系統 

・処理水系統（二次処理水系統）：水処理プロセスを経た後の未消毒・未ろ過の処理水を扱

う系統であり、主に水槽や水路の水面浮遊物を叩き落とすための消泡水等に用いられる。一

次処理（沈殿）、二次処理（生物処理＋沈殿）のプロセス種別から、標準活性汚泥法（生物

処理＋沈殿）では二次処理水系統と呼ぶこともある。 

・雑用水系統：処理水を薬品や紫外線などにより消毒した用水を扱う系統であり、主にプラ

ント機械設備・機器内に供給される洗浄水等に用いられる。 

・ろ過水（急ろ水、砂ろ水など）系統：雑用水を繊維ろ過や砂ろ過等でろ過した水を扱う系

統であり、陸上（槽外）ポンプや揚水ポンプ等の軸封水や潤滑水等に用いられる。 

・放流水系統：二次処理水が消毒された後から河川・湖沼・海岸等に放流されるまでの区間

を示す系統であり、放流先水位が高い場合には排水用（放流用）ポンプが設置され、このポ

ンプについても系統に紐づく（含まれる）ことになる。 

・汚泥系統（濃度 15％程度以下）：汚濁物濃度が１％程度以上の泥液を扱う系統であり、

水処理プロセス・汚泥処理プロセスそれぞれに付帯する系統がある。 
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【水処理プロセスに付帯するもの（液状のもの）】 

汚泥濃度が高くなる（約 15％以上になる）と流動性が極端に悪化して圧力損失が増大す

るため、この濃度以下を液体として、以上を固体として扱うような設備・機器設計方針が適

切とした。 

・初沈汚泥・生汚泥系統：最初沈殿池にて沈殿した汚泥を引抜き、濃縮プロセスに経て、混

合・消化・脱水のいずれのプロセスに入る直前までの系統を示す 

・返送汚泥系統：最終沈殿池にて沈殿した汚泥を引抜き、生物反応槽入口に返送する系統を

示す 

・余剰汚泥系統：最終沈殿池にて沈殿した汚泥を引抜き、濃縮プロセスを経て混合・消化・

脱水のいずれのプロセスに入る直前までの系統を示す 

・混合生汚泥系統：生汚泥系と余剰汚泥系が混合されるプロセスから、濃縮・消化・脱水の

いずれのプロセスに入る直前までの系統を示す 

・濃縮汚泥系統：濃縮プロセスから、消化・脱水のいずれのプロセスに入る直前までの系統

を示す 

・消化汚泥系統：消化プロセスから、脱水プロセスに入る直前までの系統を示す。 

【空気に関するもの】 

・散気用空気系統：生物反応槽にて微生物等に酸素を供給するための曝気（散気）に必要な

空気を供給する系統を示すものであり、送風機から散気装置（散気板・筒など）までつなが

っている。 

・燃焼用空気系統：汚泥焼却炉や消化ガスボイラー等における燃焼に必要な酸素を供給する

ための空気供給系統を示すものであり、送風機や誘引ファンなどが系統に紐づくかたちにな

る。 

・換気系統：ポンプ場でディーゼルエンジンやガスタービン等をポンプ駆動用動力源とする

場合に、原動機室への酸素供給や排熱を目的として設置される換気用系統を示すものであり、

給気系統と排気系統で構成される。 

【薬品（液状）に関するもの】 

液状の薬品注入系統は、薬品貯留・供給機・配管弁類等で構成され、主に、汚泥濃縮・

脱水プロセスの直前で混合・調質する際に用いられる凝集剤（無機／有機）注入系統、水処

理プロセスで処理水に対して消毒を行うための消毒液（次亜塩素酸ナトリウム等）注入系統、

脱臭プロセス（系統）において必要な脱臭用薬液を注入する系統などが考えられる。 

【油に関するもの】 

内燃機関やボイラー等に燃料油を供給する燃料系統、大型高速の回転機器（揚水ポンプ、

送風機、遠心脱水機、原動機等）に潤滑油を供給する潤滑油系統、大型低速の間欠運転機器

（掻寄機や除塵機など）に潤滑グリースを供給するグリス系統、などが考えられる。 

【ガスに関するもの】 

低減・除去の必要がある臭気を集めて脱臭装置に搬送する脱臭系統、内燃機関やボイラ

ー等に燃料ガスを供給するガス系統、などが考えられる。 

【蒸気に関するもの】 
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消化槽の加温・撹拌や脱水汚泥乾燥等を目的として蒸気（熱と水分）を供給する系統が

ある。 

② 固体に関するもの 

プラント機械設備における系統として、搬送装置や配管弁類内を移動する固体（固形物

や湿潤塊など）に着目して系統を分類・整理することが可能である。 

代表的なものを以下に示す。 

【汚泥（濃度約 15％以上）に関するもの】 

先述の通り、汚泥濃度が高くなると流動性が極端に低下し、固体（脱水汚泥）として扱

うことになり、この脱水汚泥を移送させる系統が考えられる。主に、搬送装置（コンベア）

や貯留装置（ホッパ）等で構成される。 

【篩渣に関するもの】 

流入汚水や汚泥（生汚泥や余剰汚泥）の中に含まれる毛髪やゴミ塊など（篩渣）を除

去・回収し、洗浄・脱水プロセスを経て貯留装置まで移送する流れを系統として考えられる。 

【ふさ（スカム等）に関するもの】 

沈殿池における浮遊物（スカム等）を除去・回収し、ポンプ井や流入分配槽などに返送

する系統が考えられる。 

【沈砂に関するもの】 

流入汚水中に含まれる砂分が沈降したものを除去・回収し、洗浄・脱水プロセスを経て

貯留装置まで移送する流れを系統として考えられる。 

【薬品（粉体）に関するもの】 

例えば、汚泥脱水プロセスに用いられる石灰や高分子凝集剤、無機系凝集剤などが代表

的な薬品（粉体）として想定されるが、供給する移送距離が短いために装置内で系統が完結

することが多いため、ここでは省略する。 

【焼却灰や乾燥物等に関するもの】 

脱水汚泥を熱処理するプロセスについては、プロセス構築事業者（民間事業者）のそれ

ぞれが保有する固有技術や特許等に触れる可能性があるため、ここでは省略するが、熱処理

プロセスにおいても処理媒体である汚泥が移送される系統を中心に、各種ユーティリティ等

の接続する系統が存在するものと考えられる。 

③ 圧力がかかるもの 

【圧縮空気に関するもの】 

空気作動弁などの圧力作動機器の動力源として圧縮空気を供給するための系統を示すもの

であり、空気圧縮機（コンプレッサ）から圧力作動機器までつながっている。 

【圧力蒸気に関するもの】 

弁作動用（圧縮空気に同じ） 

３-２-３-２-１ プラント電気設備 



58 
 

プラント電気設備の系統については、下水処理プロセス（水処理・汚泥処理等）の流れ

（処理フロー）に沿った構成ではなく、各処に存在する個々のデバイスどうしを接続して機

能（目的）を発揮させるための構成がなされているため、この機能分類に従って整理するこ

ととした。 

【動力に関するもの】 

受変電装置、開閉器・遮断器、進相用コンデンサ、配電盤、自家発電機、UPS（無停電電

源装置）等をつなぐ電力供給系統 

【制御に関するもの】 

CC（コントロールセンター）、インバータ盤、動力制御盤、シーケンサーユニット、監

視操作盤、工業計器盤、ロガー（記録装置）等をつなぐ制御系統 

【計装に関するもの】 

計測用センサー、発信器、変換器等をつなぐ計測信号系統 

【通信に関するもの】 

シーケンサーユニットの稼働状況、DCS に上がる各種信号（電流、トルク、振動、など）

等を伝達する通信系統 

【接地に関するもの】 

高周波ノイズ対策や地絡対策のためのアース系統 

などが想定される。 

３-２-３-２-２ 建築付帯設備（建築機械設備／建築電気設備）（参考） 

建築付帯設備については、他分野における官庁営繕や民間建築等において、すでに BIM

導入普及が進む中で汎用的な考え方が整理されてきているため、詳細については省略する。 

下水処理場・ポンプ場で想定される系統としては以下のものが考えられる。 

【給排水衛生に関するもの】 

各建屋（管理棟、沈砂ポンプ棟、汚泥棟など）において必要となる、上水、温水・冷却

水、雑排水、雨水排水などの系統が考えられる。 

【空調換気に関するもの】 

各建屋（管理棟、沈砂ポンプ棟、汚泥棟など）において必要となる、換気（給排気）、

個別空調、集中型空調、蒸気暖房などの系統が考えられる。 

【消火設備に関するもの】 

各建屋（管理棟、沈砂ポンプ棟、汚泥棟など）において必要となる、消火用給水や消火

用ガス供給などの系統が考えられる。 

【動力に関するもの】 

各建屋（管理棟、沈砂ポンプ棟、汚泥棟など）において必要となる、送風用ファンや給

水用ポンプなどの駆動用電力供給の系統が考えられる。 

【電灯に関するもの】 

各建屋（管理棟、沈砂ポンプ棟、汚泥棟など）において必要となる、照明用電力供給の

系統が考えられる。 

【火報・警報に関するもの】 
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各建屋（管理棟、沈砂ポンプ棟、汚泥棟など）において必要となる、非常用の火災報知

や異常警報等の報知用系統が考えられる。 

【通信に関するもの】 

各建屋（管理棟、沈砂ポンプ棟、汚泥棟など）において必要となる、場内放送や場内

PHS 通信を可能にする通信回線系統が考えられる。 

などが想定される。 

３-３ 概念モデルについて 

前回研究では、JS（日本下水道事業団）にて開発した施設 WBS コード体系を用いて 2次

元ベースでのフレーミングを行い、プロジェクトマネジメントに用いる空間定義（施設・設

備の存在目的（用途や機能等））と実空間での位置（設置場所）を関連付け、効率的な下水

道事業（特に整備事業（プロジェクト））の実現を目指していたが、BIM/CIM（3次元モデ

ル）による業務革新を図るため、施設 WBS を 3次元化する考え方とその具体的な案（空間要

素の概念モデル）を示した。 

また、物理的な形状や特性だけでなく、下水道事業の各業務プロセスに着眼し、設計・

施工で分業化（分類）されている 6 工種（職種：土木、建築、建築機械設備、建築電気設備、

プラント機械設備、プラント電気設備）に分けて階層表現することで、モデルの理解しやす

さを向上させる案（物理要素の概念モデル）を示した。 

加えて、これらの空間要素と物理要素を ifc クラスで表現することで RDB との親和性を

高め、中間 RDB を用いた維持管理台帳等へのデータハンドオーバーが実現可能であることを

確認したところである。 

これらを踏まえ、本研究では、空間要素・物理要素について、より実務利用を考慮した

構成に見直し、さらに系統の概念を追加して整理することで、BIM/CIM 実用化に向けた取組

みを一層深めることとした。 

３-３-１ 空間要素について 

空間要素の概念モデルについては、前回研究にて施設 WBS コード体系を元にした階層構

造を示しており、これを踏襲してプロジェクトマネジメント実務に整合した施設 WBS として

いる。 

３-３-２ 物理要素について 

前回研究では、物理要素の概念モデルについて、作業 WBS を主眼に置いた６工種（職種）

による階層構造を第１～２階層と表現し、第 2～４階層については実空間に実際に設置され

る個別機器（イベントデータ的なオブジェクト）を表記していたが、実務利用を考慮し、 

・各設備・機器等について、要求される機能ごとにグルーピング・分類する。 

・各設備・機器等について、提供される性能（要件）ごとにグルーピング・分類する。 

・これまで整理してきた第３・４階層については、個別イベントデータとして管理する。 

・機能や性能（要件）を示すタイプ（グルーピング）を第３・４階層に適用する。 

プラント機械設備については、要求機能と性能（要件）を分類し整理した。 
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３-３-３ 系統 

系統の概念モデルについては、下水処理プロセスからの整理（プラント機械設備）と、

系統の持つ機能分類からの整理（プラント電気設備）を用いて、概念整理を進めた。 

３-４ 機器関連情報の整理（参考） 

３-４-１ 機器基本仕様について 

下水道事業への BIM/CIM（3次元モデルを活用した業務革新）導入検討に当たり、前回

研究からこれまで、ライフサイクル全般における情報（データ）の一元管理を目指して、設

計・建設モデルデータの一部（属性データ）を維持管理用 DB（固定資産台帳等）に連携さ

せる方法論（データハンドオーバ）とプロトタイプによる試行・検証を繰返してきた。 

主に、個別機器単位でのデータ管理に焦点を当てた試行錯誤を重ねてきてきているが、

その延長線上において、計画・設計の実務側から、機器単体だけでなくその周辺情報（属性）

のデータ集約と蓄積、それらのデータ分析による傾向抽出及び見える化（可視化）、なども

求められてきている状況である。 

３-４-１-１ これまでの取組みについて 

実務における状況 

JS では、個々の設備・機器について、実施設計や工事発注時点での仕様については、設

計要領や標準仕様書・特記仕様書等を参照して作成され、工事契約後の仕様については、JS

工事関連図書（一般工事仕様（施工／製作））を参照しつつ各受注者が製造または購入した

実物の仕様を電子データとして納める形になっている。 

実態として、工事発注時点の仕様には、周辺条件に関する情報が（契約図書の中に）ド

キュメントとして存在しているものの、工事契約後に作成される仕様については、こういっ

た設計思想を含めた周辺条件情報が引き継がれて残ることが少ない。 

言い換えれば、工事完了後の維持管理段階において取扱う仕様（属性データ）にも、

元々構想や計画策定時に想定されていた周辺条件や関連情報が付与されにくい（設計思想が

引き継がれにくい）という実態にあるものと推測される。 

前回研究での試行 

前回研究では、まずは、調達に必要な最低限の属性データ（型式、寸法、電動機出力、

材質、装置構成など）を機器仕様として整理し、IFC で定義されている Pset（プロパティセ

ット）で表現することとした。こうすることで、モデルデータ（属性データ）の設備管理台

帳等へのデータハンドオーバを実現させるための中間 RDB を具現化させることが可能である

ことを実証した。 

中間 RDB に格納されるデータは空間要素と物理要素の両方であり、中間 RDB 各エンティ

ティ値のうち Name や NominalValue などのデータ項目と、設備管理台帳等の設置場所・機器
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仕様のデータ項目をマッピングさせることで、モデルデータから設備台帳データへのハンド

オーバが可能になり、実際にプロトタイプを用いて実現性があることを検証したものである。 

３-４-１-２ 今後について 

図 3-13 に、機器周辺に影響を受ける可能性のある様々な条件等について想定されるイメ

ージを示す。本研究では、論理データモデル等での表現については省くが、考え方としては、

機器仕様や維持管理行為と同様に、紐づけられる周辺条件についても履歴（来歴）を管理し

て記録・蓄積し、これらの履歴データを分析して傾向を捉えて評価することで、本来あるべ

き個別機器仕様や標準仕様の要件へフィードバックさせることが期待されるものである。 

 

図 3-8 機器周辺情報のイメージについて（参考） 

３-４-２ 属性（プロパティ）管理の考え方について 

ライフサイクルに渡るデータマネジメントの重要性・必要性は問われているものの、一

方で、ライフサイクル（約２０～３０年以上）データ保持・維持の継続性や、継続のための

管理体制の持続性などを考慮すると、従来からの RDB 化だけに頼るのではなく、多くの利害

関係者による閲覧・参照・記録・蓄積・分析などの実作業が実態として可能な環境づくりも

目指す必要があるものと考える。 



62 
 

３-４-２-１ 管理方法の多様性について 

BIM/CIM（3次元モデル）を活用した業務形態へ移行していくにあたり、これまで 2次元

図面・ドキュメントベースで扱っていた情報（データ）について、完全に電子データ化（ペ

ーパレス化）することを念頭に再考することが重要であると考えられる。たとえば、個別の

設備・機器などのオブジェクトに紐づく情報として、 

・個別オブジェクトが存在することに起因する情報：設計情報、製作・購入仕様、施工履歴、

維持管理履歴など 

・個別オブジェクトを内含する上位計画やプロジェクト、施設などの情報：特に目的や用途、

場所などのオブジェクトの存在する意義・意味を示す情報 

・上記２種類の情報を紐付けるための、規程や基準、水準を示す情報 

などが考えられるが、従来の２次元図書に基づく業務形態では、物理的に分散した形で情報

（データ）が存在しており、検索や参照に多大な労力や時間（工数）を要している。 

今後、３次元モデル活用に移行するに当たって、３次元情報（データ）が持つデータ量

の大きさに加えて、これら関連する（紐づく）大量かつ詳細な情報（データ）の取扱いにつ

いても議論・再考の余地があるものと思われる。 

特に、ライフサイクルに渡る情報管理という観点では、履歴（来歴）を残すことが重要

になってくるものの、そのデータ量次第ではシステム構築・運用に掛かるコストや労力のむ

やみな増大を招く可能性もあり、たとえば、 

・集約する方法：すべてのデータを属性として管理し、IFC 等の汎用的な表記ルールにて記

述する方法 

・分散させる方法：オブジェクトを判別するために必要な最低限のデータ項目のみオブジェ

クトデータ内に収めておき、残りは別ファイル（メタデータ等）や別アドレスとして保存し

ておき、そのリンクをオブジェクトデータ内に記述するにとどめる方法 

なども方法論として考えられるところである。 

３-４-２-２ データ記述方法の多様性について 

今現在目指しているデータベースシステムは、XML 表現のファイルやスクリプト等を含

め、基本的に RDB（リレーショナルデータベース）に集約・管理することを目指し、SQL に

よるデータ取扱い（参照や加工・削除など）を基軸に進めているが、これまで２次元ドキュ

メントで人力検索・参照してきた（≒印刷した冊子や図書類を人の眼で読み込んでいた）情

報を３次元化する際には、電子データとして自動的に紐付けられることが求められることに

なり、その情報量や操作量が膨大かつ複雑怪奇になるだろうことが直感的に推測できる。 

言い換えると、RDB のような形態でデータ管理するシステムの構築・維持管理には、近

く限界がやってくる（人材もコストも追い付かなくなる）だろうことが推測されるが、ライ

フサイクル約２０年～３０年間以上のスパンでのデータ維持管理が必要であることには変わ

らないため、たとえば、DWH（データウェアハウス）のような RDB よりは緩い紐付けでのデ

ータ群管理や、ビッグデータ分野で話題のキーバリュー型やドキュメント指向型のデータ管

理といった NoSQL 的な取組みについても検討・検証を深め、中長期に渡ってデータが存続し
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続ける（分散・散逸しない）ようにすることが期待される。（データ間の厳密なリレーショ

ンが確保されていなくても、各データ間のつながりの曖昧さを人間が補完して、最終成果物

の要件達成を目指す、という考え方（思想）も、今後のシステム設計において十分検討に値

するものと思われる。） 

４ データ授受について（参考） 

４-１ ワークフロー案（設計／施工） 

業務を３次元化する（総電子化する）過程で集約すべき情報量が増大することや、履歴

管理を厳密に実施することが重要となり、これらを字るげんするためには、あらかじめ業務

フロー（ワークフロー）やデータ交換手順等をある程度定めてから運用することが重要であ

り、データ分散・散逸を防ぐためには有効であると考えられる。 

４-１-１ 一般論として 

BIM/CIM 実運用の中で可視化してゆくべき課題として、データの流れや交換を可視化す

ることは重要であり、たとえば、標準的なワークフローを図示化して、これに基づいたモデ

ルデータ授受や、モデルデータ詳細度および付帯する属性データについての管理状況を見え

る化する手法が確立されることが理想であり期待されるところである。参考までに、図 4-1

に下水道用設計標準歩掛表をベースとしたワークフロー案（試作）を示す。 

 

図 4-1 各事業フェーズと詳細度を意識したワークフロー案 
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４-１-２ JS における考え方について 

一方、JSでは、事業主（オーナ）である自治体からの要請（委託）を受けて、主に監理

業を担う立場にあることから、独自に導入・運用・改善等を進めているプロジェクトマネジ

メント（PM）手法（プロジェクト管理手法）を適用して、個別の事業管理を実施しているた

め、今後、下水道 BIM/CIM（3次元モデル）導入を推進するに当たり、この PM手法の運用ル

ールを踏まえた社内データ管理用ワークフローが求められることになると思われる。 

特に、データ維持管理（改変履歴（来歴）管理やデータ品質管理等）の最適化に向けて、

運用体制の確保や必要なアプリ・インフラ等の構築、各データに紐づいて発生する各種イベ

ント内容やその回数、モデルデータの分岐や統合など、システム全体の合理化・効率化に向

けた（インフラ・アプリ・体制等の）検討や改善が必要になるものと考えられる。 

４-２ モデルデータ利用案（データ交換） 

データ維持管理（保有保持、履歴管理、更新（加工修正）、属性管理など）については、

将来的な理想形（ToBe）として BIM マネージャ等を専任して担務させる（外注を含む）が望

ましいが、現状の商習慣や調達制度の延長線上で当面は、各プロジェクトに関わる企業や組

織のうち代表者（たとえば、発注側が指定した企業など）が責任を持ってデータ維持管理

（品質管理、履歴管理等）を実施することが期待される。 

 

図 4-2 モデルデータ利用イメージ案 
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４-２-１ 同一事業者内で事業（整備事業等）が完結する場合 

新設工事案件は該当する場合がほとんどなく（ユニットプロセスなどの設備製作を重点

化して現地施工をほぼ無くした場合などを除く）、特に設備工事の増設案件が該当すると考

えられる。 

一般的な下水処理場・ポンプ場の建設は、土木建築構造物（系列躯体や専用建屋など）

の増設竣工後に順を追ってプラント機電工事が施工に入るパターンが標準的であるが、実務

上は、躯体建設コストのスケールメリット（主にコスト効）を働かせるため、当初から全系

列あるいは計画系列単位、合棟建屋で構造物が構築されている場合が多く、そのため、増設

プロジェクト内に土木建築工事（系列増設）が含まれずに系列分のみのプラント機電設備工

事だけが工事対象となるような整備事業（プロジェクト）が存在する。 

こういった同一事業者内で完結するようなパターンであれば、データ散逸を防ぐことは

難しくはないものと考えられるが、パターンとして下水道事業では稀である。 

４-２-２ 複数事業者が横断する場合 

一方、下水道事業における整備事業（プロジェクト）のほとんどは、複数事業者の設

計・施工が同時多発的に進行し、なるべく短い期間で処理プロセスを実空間に具現化し、い

ち早く運用開始に漕ぎ着けようと努力するものである。 

新設案件の場合には、 

・場内土工＞土木構造物＞建築構造物＞※＞外構等場内整備 

（※：建築付帯設備＞プラント機械設備＞プラント電気設備） 

という順序で整備事業（プロジェクト）が進行し、かつ、各工程がオーバーラップする期間

が期待されるため、モデルデータは、設計コンサルタント業者（土木設計担当）から使い始

めて電気設備「施工」事業者が仕上げて完結し、維持管理側へ引き渡すイメージである。 

この場合は、同じ事業者がプロジェクト開始から終了までモデルデータを一元管理する

ことは難しく、途中で交代や引継ぎが必要となるためにモデルデータ品質管理が曖昧になる

というリスクを包含する可能性が高い。 

また、再構築事業の場合には、一般的に、 

・再構築調査・計画＋耐震診断＞再構築設計（土建機電）＋耐震設計＞躯体修復（土木）＋

耐震補強（建築）＞建築付帯設備更新＞プラント機械更新＞プラント電気更新 

という順序でプロジェクトが進行するため、モデルデータは、設計コンサルタント業者（計

画担当）から使い始めて電気設備「施工」事業者が仕上げるイメージであり、こちらも同じ

プレイヤー（事業者）がモデルデータを一元管理することは品質管理や履歴管理の観点から

相当に難しいものと考えられる。 

４-３ 履歴管理（来歴管理）の重要性 

BIM/CIM（３次元モデル）をベースとした業務形態に移行していくのであれば、これまで

扱いを明確にしてこなかったデータの網羅性や履歴（来歴）管理、データそのものの品質や
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品質管理手法といった観点での情報管理（データマネジメント）が非常に重要になってくる

ものと考えられる。 

このデータマネジメントについては、情報システム分野や薬剤開発分野などにおける先

端技術領域での開発プロジェクト管理では一般的であり、既にＭＳProject や Redmine など

といった専用のプロジェクトマネジメントツールによる進捗管理や履歴管理、リソースコン

トロールによる品質確保などに適用されており、各業務工程の可視化や手戻り・手直しを最

小限にする改善活動にも有効活用されているのが実態である。 

下水道事業も然りだが、公共インフラ系の建設工事主体の一見アナログな事業であって

も、結局はプロジェクト管理やリソース制御（ヒト・モノ・カネ等）が重要なことには変わ

らず、こういった管理ツールの積極的な転用は有効であると考えられ、系統情報（接続情報

含む）についても同じような取組みが期待されるところである。 

５ プロトタイプによる検証など 

５-１ コンセプトモデル（LOD100）について 

実務で BIM/CIM を運用する際に、従来明確にオブジェクト表現してこなかった基本構想

や企画立案段階でのコンセプトデザイン（概念設計）に利活用するため、下水道 BIM/CIM 導

入普及推進の中で LOD100 相当モデルについて検討し整理した。 

また、ここでいう LOD としては、LOD100 相当：基本構想・企画立案段階（コンセプトモ

デル）、LOD200 相当：基本設計モデル、LOD300相当：詳細設計モデル、LOD400 相当：施工

モデル、LOD500 相当：竣工モデル（≒維持管理初期モデル）といった Level Of 

Development（事業進捗）で整理している。 

 

 
図 5-1 詳細度（LOD）の考え方（再掲） 



67 
 

 
図 5-2 ３次元モデル表現と 2次元概念の適切な組み合わせ（イメージ） 

５-１-１ 基本構想（コンセプトモデル）について（レイアウト／ネットワーク） 

下水処理場やポンプ場等を対象としたコンセプトデザイン（概念設計）において重要な

検討項目として、レイアウトやネットワークのラフデザインが挙げられる。 

５-１-１-１ ３D モデル化可能な２D 図書と困難な２D 図書 

これまで、２次元図面（平断面図等）をもとに３次元モデルを作成し、これを利活用す

ることを目的に下水道 BIM/CIM の検証を進めてきたが、一方で、３次元モデルで表現が困難

とされる概念情報（ドキュメント）の取扱いが課題となっている。 

具体的には、３次元モデル表現できるものとして、各工種（職種）ごとの平面図・断面

図・立面図や配管弁類経路図・ケーブルラック類経路図などがある一方で、水位高低図や系

統図のような３次元表現の難しい概念図が存在する。 

３次元表現の難しい図面としては、たとえば、 

・施設単位での配置関係や接続関係等のレイアウトを表現するもの：水位高低図など 

・設備間や機器間などの接続関係（ネットワーク）等を表現するもの：フローシート、単線

結線図など 

・設置される設備や機器等の一覧を示すもの：機器一覧表など 

といったものが存在する。 

５-１-１-２ ３D モデル化困難な２D 図書のオブジェクト化 

水位高低図のようなレイアウトをオブジェクト表現するには、施設だけでなく、施設内

にある下水処理（水処理や汚泥処理等）プロセス／機能を実現させるための空間領域をオブ

ジェクトとして位置付けるとともに、それらの空間配置や接続関係を汎用的に記述するルー

ルが必要となる。 

同様に、フローシートや単線結線図のような、オブジェクト間の接続関係についてもオ

ブジェクトとして位置付けて記述する汎用的なルールが求められる。 

５-１-２ レイアウトのオブジェクト的表現方法の検討 

まず、空間配置や接続関係等の概念的な情報を電子データを通じて取扱うことを前提に、

仮想的な３次元空間内におけるレイアウト情報のオブジェクト的な表現方法を検討した。 
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これまでの２次元ドキュメントを基本とした基本構想や基本設計初期の段階においては、

処理場等の実現場や下水処理方法・プロセスを熟知した熟練監理技術者等により、基本設計

図書の基となる３次元的なイメージを脳内に描写しつつ、検討内容を概念的なフロー図等に

落とし込みながら、各種検討を実施してきた。 

しかしながら、この方法には、検討に関わる体制（関係者数や層など）、検討作業に従

事するメンバー個体差（経験値や則など）、検討時間（納期）や業務経費（コスト）などと

いったバラつき要因が大きく影響する可能性があり、品質を一定水準に保持することが難し

いと考えらえる。 

特に、少子高齢化や労働生産性向上といった社会背景を踏まえ、品質を担保しつつ効率

化や高度化を実現させる代替手法として ICT 活用に期待がかかり、BIM/CIM 導入についても

ICT 活用に含まれることから、その役割を担う必要があるものと考えられる。 

５-１-２-１ 空間接続について（土木建築） 

下水処理機能を有する各空間（沈殿池や反応槽、ろ過池など、土木建築構造物によって

構築されるもの）間の接続関係や水位関係などを２次元ドキュメント（図書）を頼りに把

握・理解するという従来手法に代わり、BIM/CIM モデルによる設計手法を支援する機能とし

て、各空間の接続関係を３次元モデルで可視化・視覚化し、従来熟練技術者のみが把握・理

解していた２次元図面からの脳内３次元的情報（暗黙知）を、より直感的に他者と共有でき

るような情報（形式知）として表現する方法について、基礎的な検討を行った。 

５-１-２-２ 空間接続表現の考え方 

具体的な表現方法としては、市販の意匠構造系３次元 CAD ソフトウェアを基盤として、

下水道事業に関連する構想・企画等に活用できるような設計支援ツール（オプションやアド

オン等）を想定する。 

特に、下水処理場・ポンプ場に関連する設計技術者による利用を想定しており、これま

での考察や検討を踏まえ、必要となる主な機能として下記 4点を抽出した。 

１．３Dビューにおいて、ゾーン（機能を有する空間、SpatialZone に相当）に入力登録さ

れた室名・面積・容積・用途などの属性情報を可視化・視覚化できる機能 

２．３Dビューにおいて、３Dモデルとして配置された接続部分（空間と空間の接続情報を

持たせるオブジェクト、Port に相当）とゾーンの干渉を検知して、干渉部分が着色等で強

調表現され、当該接続部分がどのゾーンに関連するオブジェクトなのか視覚的に認識できる

機能 

３．各ゾーンに出入口（流入口・流出口に相当）の情報を付与し、流れ方向の情報（接続す

る空間の水位関係も表現可能）を付与する機能 

４．上記１と３に関する形状・属性情報を IFC 形式で外部に書出し、他の３次元 CAD ソフト

ウェア（設備系 BIM/CIM 等）に読込ませることにより、接続関係情報の連携・同期・共有が

可能になる機能 
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参考までに、試行的に作成したモデルを図 5-3 に示す。

エリア（空間）間を配管

（接続 Port に相当）で接

続し、エリア（空間）同士

がつながっていることを 3

次元的に表現 

色分けされた各エリア（空間）を配管接続

で繋げたモデルとし、接続部分には方向性

（流れ方向）の情報を付与して、水位検討に

も活用することを想定 
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図 5-3 空間の接続状況を表現したモデル案 

５-１-２-３ LOD200 以降への継承について 

空間接続状況をオブジェクト表現する方法を用いて、たとえば、基本構想や事業化計画

におけるコンセプトデザインモデルを制作し、利害関係者と共有・合意形成を図りながら、

このモデルをベースとした基本設計（再構築含む）モデル（LOD200 に相当）を構築してい

くような使い方が考えられる。 

また、後述の系統オブジェクトとの連携・同期・共有も可能にすることで、下水処理

場・ポンプ場内の処理プロセスフローのコンセプトをオブジェクト表現させることが実現し、

３次元モデル（意匠構造・設備機器オブジェクト（形状・属性）のデータ群）との連携・同

期が可能になるものと考えらえる。 

これらにより、従来の２次元ドキュメント（図書）をベースとした非効率・低品質にな

りがちな業務形態から、３次元モデル（オブジェクト）をベースとした業務形態にレベルア

ップして、業務（事業）全体の効率化・高度化が図れるものと思われる。 

3 次元空間（仮想空間）での設計検討を支援

するため、LOD100（コンセプトモデル）相当に

おける検討に用いて、最終的に LOD200（基本

設計）モデルのベースとすること想定 
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５-１-３ 系統のオブジェクト的表現方法の検討 

次に、フローシートや単線結線図のような、従来２次元図面上に概念的に描いてきたネ

ットワーク（系統）について、これらもオブジェクト間の接続関係を示すものとしてオブジ

ェクト的な表現方法を検討した。 

このネットワーク（系統）についても、これまでは２次元図面（概念図）を基本として、

基本構想から始まって基本設計・詳細設計・製作施工・維持管理までの各事業段階において、

処理場等の実現場や下水処理方法・プロセスを熟知した熟練技術者等により、３次元的なイ

メージを脳内に描写しつつ、２次元の概念図上に検討内容を落とし込みながら、各種検討結

果の共有や実態把握に活用してきたのが実態であり、BIM/CIM 導入普及推進により業務革新

のためにオブジェクト化が急務であると考えている。 

しかしながら、従来の系統図面は事業全体で活用される概念図でありながら、概念図で

あるがゆえに 2次元の線画で描画されるものにとどまり、３次元モデルとの連携・同期等は

難しいものとされている状況である。 

今回は、この概念図と３次元モデルとの連携・同期を実現させるべく、ネットワーク

（系統）を示す２次元ドキュメント（概念図）を対象に、オブジェクト的表現方法の検討と

試行錯誤（プロトタイプによる検証）を行った。 

５-１-３-１ 機械設備（機器と配管弁類）と電気設備（盤とケーブル類） 

オブジェクト化の対象となる２次元ドキュメント（概念図）としては、以下の図面が該

当するものと考えられる。（建築付帯設備としての建築機械設備（給排水衛生等）や建築電

気設備（電動機、電灯、通信等）については、BIM/CIM 導入が先行している民間建築業界に

準じるものとし、今回は対象外とした。） 

【プラント機械設備】 

・機械設備フローシート（配管弁類系統と機器仕様表は同図面内に包含） 

【プラント電気設備】 

・動力単線結線図 

・計装フローシート図（計装・制御） 

・システム構成図（通信回線を含む） 

・接地回路図 

（機器一覧表は、現状の市販 3次元 CAD 上で作成が可能であるため対象外とした。） 

５-１-３-２ ノード（端末）とエッジ（ネットワーク）による表現（位相表現） 

ネットワーク（系統）をオブジェクト化する際に、今回は、機器や空間などの処理プロ

セス・機能を表す端末オブジェクトをノードとし、このノードをつなぐネットワークオブジ

ェクトをエッジとして取扱い、ネットワークトポロジー（位相）の考え方を適用させて表現

することとした。 

５-１-３-３ LOD200 以降への継承について 
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空間接続状況をオブジェクト表現する方法と同様に、たとえば、基本構想や事業化案件

を扱う際に、各種ネットワークに関するコンセプトデザインを概念として描画して利害関係

者と共有・合意形成を図りながら、この概念モデルをベースとした基本設計（再構築含む）

モデル（LOD200 相当）に連携・同期していくような使い方が考えられる。 

また、空間接続状況と系統コンセプトの双方の情報の連携・同期を可能にすることで、

従来の２次元ドキュメント（図書）をベースとした業務形態から、３次元モデル（オブジェ

クト）をベースとした業務形態にレベルアップして、業務（事業）全体の効率化・高度化が

図れるものと思われる。 

５-２ 設備フローシート（系統図）のオブジェクト化について 

3D モデルと系統情報を連携・同期させることを最終的な目標として、その前段階となる

半自動で系統図（ネットワーク図）を電子化して、BIM/CIM で標準的に用いられるオブジェ

クト（IFC 形式（IFCXML を含む）にて表現・記述）として取扱いできるようなシステムの基

礎検討を実施した。 

５-２-１ IFC の利用について 

IFC にはソフトウェア開発者向けに仕様書があり、オブジェクト指向プログラミングに

基づくクラス・ライブラリを定義している。 

ある 1つのソフトウェアで作成されるオブジェクトは、他の IFC 仕様準拠のソフトウェ

アと情報を交換することが保証されるものであり、他のソフトウェア上で暗黙的にオブジェ

クトを自動認識することになる。 

つまり、IFC 準拠であるソフトウェアであれば、電子情報によるデータ（図面、レポー

トおよび仕様書など）を共有することが可能になり、データの一貫性と整合性の保証が図ら

れるものである。 

こういったオブジェクト指向の仕組みであるという観点から、建設・建築産業界ではい

ち早く導入普及が推進されており、下水道事業においても親和性の高いものと考えらえるた

め、継続的に利用していくこととしているところである。 

また、IFC は今現在 4.1 というバージョンであり、次期 5.0（2020 年発行予定）に向け

て buildingSMART にて議論や試行、とりまとめなどが進んでいる状況である。 

今後もその動向を注視しながら、使い勝手の良いツール／システムの提案が求められる。 

５-２-２ プロトタイプ（制作と検証） 

既存の系統図面（線画で描画したもの）をベースに、電子化された系統図データを生成

するシステム（プロトタイプ）を制作し、実際にこのプロトタイプを用いて系統図データの

サンプルを作成し、系統図データ作成作業における本システム機能を検証した。 

５-２-２-１ システム概要 

本システムの目的は「系統図データ(IFC)」を得ることであるが、図 5-3 に示すように、

「系統図データ(IFC)」の元データである「系統図データ(HTML)」を作成するための「Arrow 
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Tool」と、「系統図データ(HTML)」を変換し「系統図データ(IFC)」を出力する「IFC 変換

プログラム」とに分かれる。 

また、系統図データ(HTML)の作成から、系統図データ(IFC)の出力までの作業フローを図

5-4 に示す。 

 
図 5-4 システム構成 

 

 

図 5-5 システムフロー 

５-２-２-２ 機能詳細 

利用プログラム 

グラフ構造を作成する汎用ツールは多数存在するため、今回の利用プログラムについて

は、最も扱い易いもの（下記の通り）を選定して使用した。 

・Arrow Tool： 

系統図を作成す

る

エクスポート

IFCへ変換

系統図データ(html)

Arrow Toolでの作業

IFC変換プログラムで

の作業

系統図データ(IFC)

既存系統図面(DWG)
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グラフ構造を作成する汎用ツール 

本システムでは、系統図データ(HTML)を作成するために利用している。 

http://www.apcjones.com/arrows/ 

https://github.com/apcj/arrows 

・IFC 変換プログラム 

系統図データ(HTML)を系統図データ(IFC)に変換するためのプログラム 

系統図データ（html）作成について 

概要 

Arrow Tool を用いて、既存図面（フロー図）を元にした設備フロー図を手動で起こす。 

Arrow Tool は非常に簡単な操作でネットワーク（グラフ）図を記述可能なツールであり，

CAD などと異なり複雑な図を作成することはできないものの，ノードとエッジに任意のプロ

パティ（属性データ）を設定することが可能であるため，IFC データへ変換するための元デ

ータの作成に適しているものである。 

実行手順 

(1)Arrow Tool を起動する。 

(2)フロー（配線や配管に相当）の接続先や接続元になる機器やコネクタ等を「Node」で表

現し，名称や属性を設定する。（ノード（Node）には、水槽や水路といった空間領域も概念

として含まれる。） 

 

図 5-6 ノード編集の方法 

(3)フロー（配線や配管に相当）を「Relationship」で表現し，同様に名称や属性を設定す

る。 
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図 5-7 エッジ編集の方法 

 

(4)系統図が完成したら、データをエクスポート(Export Markup)する。 

開いたダイアログに表示される HTML ソースをコピーして、メモ帳などのテキストエディ

タにペーストして保存する。 

 

図 5-8 系統図（イメージ） 

 

※作業を中断する場合もデータはエクスポートして外部保存し、その後作業を再開する場合

には、[Export Markup]ボタンを押下した後に開くダイアログ（HTML ソースが表示される）
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に、(4)で保存したソースをペーストして[SAVE]ボタンを押下することで、作業の継続性が

担保される仕組みである。 

表記ルール 

今回は、簡易的にデバイス（ノード）とネットワーク（エッジ）を表現するため、プラ

ント機械設備フローシート等の表記ルール等を参考にして、一定の表記ルールを定めた。 

具体的には、元図面から系統図データ(HTML)を起こす際に、人が見て理解しやすくする

ためと、変換プログラムが矛盾なく変換できるよう、ノードとエッジのラベルの表記ルール

を以下のように定めた。 

系統図データ(HTML)のノードの表記ルールを表 5-1 に、エッジに対する表記ルールを表

5-2 に示す。 

 

表 5-1 ノードの表記法 

表記 種別 意味 備考 

沈殿池 沈殿池 沈殿池  

タンク タンク タンク  

>< 弁 仕切弁  

>/< 弁 逆止弁  

>E< 弁 電動偏心構造弁  

>M< 弁 電動ボール弁  

>X< 弁 電油操作バタフライ弁  

>・< 弁 玉形弁  

>C< 弁 定風量弁  

>S< 弁 電磁弁  

P 設備 ポンプ 吸込スクリュー付汚泥ポンプ、水中汚

水汚物ポンプ 

DEV 設備 その他機械設備 汚泥掻寄機、電動パイプスキマ、スカ

ムカゴ吊上装置、攪拌機、排ガス水洗

塔、散気装置 

堰 堰 堰 初沈流入可動堰、反応タンク流入可動

堰、ステップ流入可動堰、返送汚泥計

算堰、バイパス可動堰 

+ 概念 管路と管路の接続に用いる 実際の物は存在せず、Arrow Tool 上

での配置の都合で用いるのみ 

外 概念 処理場の外部  

 

表 5-2 エッジの表記法 

表記 種別 意味 備考 

汚水 管 汚水管  

汚泥 管 汚泥管  

D 管 池配水管  

SC 管 スカム管  

F 管 ろ過水管、処理水管  

A 管 空気管  
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上水 管 上水管  

水路 水路 水路  

inc 概念 ①-inc->②で、②が①の内部に含まれてい

ることを示す。 

 

rel 概念 ①-rel->②で、①と②が直接接続されてい

ることを示す。 

 

プロパティについて 

今回はプロトタイプなので、ノードやエッジの判別が可能な最低限の仕様等をプロパテ

ィとして記述した。各ノードとエッジに設定したプロパティ（属性値）を表 5-3 に示す。 

 

表 5-3 プロパティの設定 

名称 意味 単位 備考 

name 設備等の名称 なし  

spec 設備や管の仕様 なし  

width 設備等の巾 mm、または m  

length 設備等の長さ mm、または m  

depth 設備等の深さ mm、または m  

power 電気設備の消費電力 kW  

stroke 堰のストローク mm、または m  

diameter 管の径 mm  

diameterA 管の呼び径 A なし  

 IFC 変換プログラムについて 

概要 

前節で作成した系統図データ(HTML)を IFC に変換するプログラム（プロトタイプ）を制

作した。 

実行手順 

(1)コマンドプロンプトを起動する。 

(2)変換プログラムが存在するフォルダに移動する。（実行ファイル名：flow2ifc.exe） 

(3)Arrow Tool で作成した HTML ファイルを指定して実行する。 

※実行ファイルをソースコードからビルドする際は、gradle（ビルドツール）をインス

トールし、ソースフォルダにてビルドコマンド（>gradle installDist）を実施することが

可能である。 

変換仕様について 
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IFC 変換プログラムで、系統図データ(HTML)を系統図データ(IFC)に変換する際に用いる、

ノード・エッジから IFC エンティティへの変換ルールを、エンティティ・プロパティ・形状

に分けて、表 5-4 の通りに設定した。 

表 5-4 エンティティへの変換ルール 

表記 オブジェクト IFC エンティティ 

沈殿池 沈殿池 IfcFlowStorageDevice 

タンク タンク IfcFlowStorageDevice 

>< 仕切弁 IfcFlowController 

>/< 逆止弁 IfcFlowController 

>E< 電動偏心構造弁 IfcFlowController 

>M< 電動ボール弁 IfcFlowController 

>X< 電油操作バタフライ弁 IfcFlowController 

>・< 玉形弁 IfcFlowController 

>C< 定風量弁 IfcFlowController 

>S< 電磁弁 IfcFlowController 

P 吸込スクリュー付汚泥ポンプ IfcFlowMovingDevice 

P 水中汚水汚物ポンプ IfcFlowMovingDevice 

DEV 汚泥掻寄機 IfcDistributionElement 

DEV 電動パイプスキマ IfcDistributionElement 

DEV スカムカゴ吊上装置 IfcDistributionElement 

DEV 攪拌機 IfcDistributionElement 

DEV 排ガス水洗塔 IfcDistributionElement 

DEV 散気装置 IfcDistributionElement 

 堰 初沈流入可動堰 IfcFlowController 

堰 反応タンク流入可動堰 IfcFlowController 

堰 ステップ流入可動堰 IfcFlowController 

堰 返送汚泥計算堰 IfcFlowController 

堰 バイパス可動堰 IfcFlowController 

+ 概念（接続） IfcFlowFitting 

外 概念（外部） IfcFlowTerminal 

汚水 汚水管 IfcFlowSegment 

汚泥 汚泥管 IfcFlowSegment 

D 池配水管 IfcFlowSegment 

SC スカム管 IfcFlowSegment 

F ろ過水管 処理水管 IfcFlowSegment 

A 空気管 IfcFlowSegment 

上水 上水管 IfcFlowSegment 

水路 水路 IfcFlowSegment 

inc 概念（包含） IfcFlowTerminal 

rel 概念（関連） IfcFlowFitting 
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表 5-4 に示したエンティティの内、IfcFlowSegment が系統図データ(HTML)のエッジに相

当し、その他の IfcFlowStorageDevice、IfcFlowController、IfcFlowMovingDevice、

IfcDistributionElement、IfcFlowController、IfcFlowFitting、IfcFlowTerminal はグラ

フのノードに相当する。 

これらのエンティティは IFC のルールに従い、接続部を示す IfcDistributionPort を伴

ってモデリングされる。 

IfcRelConnectsPorts は接続部同士を、IfcRelConnectsPortToElemet は接続部と設備や

管等のオブジェクトが関連している（ここでは接続している）ことを表現するための概念的

なエンティティであり、IFC におけるモデリングで多用されるものである。 

図 5-8 に、例として、電動ボール弁と仕切弁がろ過水管・処理水管で繋っている様子を

モデリングした結果を示す。 

系統図に現われるオブジェクトとしては 3つのみ（電動ボール弁、過水管・処理水管、

仕切弁）であるが、IFC に変換すると 13個のエンティティが必要になることが分かる。 

実際には、後述するプロパティセットの分のエンティティも必要になるため、さらに必

要なエンティティ数は増える。 

また、IfcDistributionPort には流れの方向を示す FlowDirection という属性を持って

おり、図中では SOURCE から SINK 方向へ、つまり、電動ボール弁（左上）から仕切弁（右下）

に向かって水が流れることを表現している。 

 

図 5-9 IFC におけるモデリング例 

 

ObjectType = 電動ボール弁

: IfcFlowController

ObjectType = 仕切弁

: IfcFlowController

ObjectType = ろ過水管・処理水管

: IfcFlowSegment

: IfcRelConnectsPorts

: IfcRelConnectsPorts

: IfcRelConnectsPortToElement

FlowDirection = SOURCE

: IfcDistributionPort

: IfcRelConnectsPortToElement

FlowDirection = SOURCE

: IfcDistributionPort

FlowDirection = SINK

: IfcDistributionPort

RelatedElement

RelatingPort

: IfcRelConnectsPortToElement

: IfcRelConnectsPortToElement

FlowDirection = SINK

: IfcDistributionPort

RelatedPort

RelatingPort

RelatingPort

RelatingPort

RelatingPort

RelatedElement

RelatedElement

RelatedElement

RelatedElement

RelatingPort
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従来の 2次元図面である系統図には、様々な設備とその属性情報が記載されているが、

設備と記載される属性情報の対応に厳密なルールが定義されているわけではなく、図面の修

正者がその都度に必要に応じて属性を追加しているものと考えられる。 

つまり、それらの対応付けをシステム化することは不可能であるため、本システムでは、

系統図データ(HTML)に含まれるプロパティをそのまま、系統図データ(IFC)にも保持させる

こととした。 

具体的には、IFC のプロパティセットという、各エンティティに任意の属性を追加でき

る仕組みが存在するため、それを用いて、図 5-9に示すようなモデル構造に変換する。 

図中では、ある設備が spec と diameter という 2つのプロパティを保持している様子を

示している。 

ただし、系統図データ(HTML)における"name"と"description"プロパティの値はプロパテ

ィセットではなくて、IfcRoot の"name"属性と"description"属性に設定する（表 5-5 に示

したエンティティはすべて IfcRoot を継承しているため、"name"属性と"description"属性

が存在する）こととした。 

 
図 5-10 エンティティとプロパティの関連（オブジェクト図） 

 

系統図データ(HTML)には、設備や管の形状情報は含まれていないため、系統図データ

(IFC)においても形状を表現することはできない。 

系統図データにおいては、設備や管の形状は重要ではなく、それらが相互に接続されて

いる様子（ネットワーク構造）が表現されていれば十分と考えられる。（形状を含まない

IFC データであっても、上述した変換方法によりネットワーク構造を保持したまま IFC に変

換できる。） 

Name = 汚水管

: IfcDistributionElement

: IfcRelDefinesByProperties

RelatedObjects

: IfcPropertySet

RelatingPropertyDefinition

NominalValue = DCIP

Name = spec

spec : IfcPropertySingleValue

HasProperties

Unit = mm

NominalValue = 350

Name = diameter

diamter : IfcPropertySingleValue

HasProperties
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しかしながら、BIM/CIM において形状表現を含まない IFC データは稀であり、IFC を読み

込み可能なソフトウェア（3D CAD やビューア等）も形状があることが前提となっている。

また、形状を持たない IFC データは、人が目視することができないために、利便性が下がる

ことが懸念される。 

そこで、本システムでは、系統図データが保持しているネットワーク構造とそれぞれの

属性を目視で確認できることを目的として、元の系統図データ(HTML)から形状を生成するこ

ととし、その生成ルールを表 5-6 の通り設定した。 

 

表 5-5 形状の変換ルール 

エンティティ種別 形状 形状エンティティ 色 

IfcFlowStorageDevice 高さが固定の円柱 IfcSweptDiskSolid なし 

IfcFlowController  高さが固定の円柱 IfcSweptDiskSolid なし 

IfcFlowMovingDevice  高さが固定の円柱 IfcSweptDiskSolid なし 

IfcDistributionElement  高さが固定の円柱 IfcSweptDiskSolid なし 

IfcFlowController  高さが固定の円柱 IfcSweptDiskSolid なし 

IfcFlowFitting  高さが固定の円柱 IfcSweptDiskSolid なし 

IfcFlowTerminal  高さが固定の円柱 IfcSweptDiskSolid なし 

IfcFlowSegment 平面方向に延びる円柱 IfcSweptDiskSolid なし 

  

 ライセンスについて（参考） 

ツールに関するライセンスについて 

 本システムで利用している Arrow Tool は、github(https://github.com/apcj/arrows) 

でソースコードが公開されており、誰でも利用できるようになっているがライセンスが明記

されていない。 

クラウドで提供されている Arrow Tool (http://www.apcjones.com/arrows/) を使う分

にはライセンス上の問題はないが、github からソースをダウンロードして利用する場合は、

作者 (https://github.com/apcj) にライセンスを確認する必要がある。 

ライブラリーに関するライセンスについて 

IFC 変換プログラムでは、apstex 社の IFC Java Toolbox 4.3.1 を利用している。 

このライブラリは有償のライブラリであるが、研究等の非商用利用については無償で利

用できるものであり、本プロトタイプ開発については無償で利用している。（本システムを

実際の業務に利用する際はライブラリを購入する必要がある。） 

Java(開発言語)に関するライセンスについて 

 本プロトタイプは、Java8 から最新バージョンである Java11 までで動作するようにプ

ログラミングされている。 
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Java11 以降の Oracle によるバグフィックスやセキュリティパッチは有償サポートを結

んだユーザに対してのみ提供されることになり、Java11 以前のバージョンへのサポートは

無償であるものの、Java9 と Java10 へのサポートはすでに終了しており、LTS（長期サポー

ト対象バージョン）である Java8 のサポートも 2019 年 1月末に終了する。 

一方で、Oracle が提供する Java のオープンソース実装である OpenJDK は、現状通りに

無償で利用できる。 

本システムにおいては、Java の有償化への対応については、取り得るオプションは以下

のいずれかになるものと想定している。 

1.開発元の Oracle 社と有償サポート契約を締結し、2021 年 9 月まで Java11 を利用する。

Java11 のサポートが切れる時点で、次の LTS である Java17 への対応を（必要であれば）実

施する。 

2.有償サポート契約を締結せずに、OpenJDK を利用する。半年毎にリリースされる Java

への対応を（必要であれば）実施する。 

半年毎に Java への対応が必要になる事態は非常に煩雑であるが、IFC 変換プログラムで

は、現時点で Deprecated（廃止予定）であるメソッドを利用していおらず、また、後述す

るように規模の小さいプログラムであるため、数年間はソースコードの変更なしに、

OpenJDK で動作させることが可能と予想するが、今後の動向によるものと考えている。 

５-２-２-３ システムの検証の目的について 

本検証を実施することで、IFC 変換プログラムが、作成された系統図データ(HTML)を正

しく系統図データ(IFC)に変換できることを確認するものである。 

５-２-２-４ 検証方法について 

検証フロー 

以下の検証フローに従い、既存図面の一部分の系統図データ(HTML)を作成し、IFC 変換

プログラムで系統図データ(IFC)に変換する。 
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図 5-11 検証フロー 

 

検証データ 

検証データとして、既存の下水処理施設の 2次元図面である系統図を用いて、最初沈殿

池付近をモデリングしたデータを用いた。 

この沈殿池には、初沈汚泥掻寄機が設置されており、単純な設備同士の配管による接続

とは異なり、包含された関係も表現する必要のある個所があるため、モデリングに創意工夫

が必要であることから、検証データとして適切であると考えたものである。 

検証データに相当する元図面の箇所を図 5-12 に、Arrow Tool によってモデリングした

系統図データを Arrow Tool によって図示した様子を図 5-13 に示す。 

系統データを作

成する

エクスポート

IFCへ変換

形状比較（目視

確認）

系統データ(html)

イメージデータ(SVG)

Arrow Toolでの作業

IFC変換プログラムで

の作業

系統データ(IFC)

既存図面(DWG)
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図 5-12 系統図の検証対象箇所（検証範囲） 

参照元データ 

（設備フローシートの一部） 
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図 5-13 系統図データ(HTML) 

 

５-２-２-５ 検証結果 

作成した IFC 変換プログラムの実行コマンドを図 5-14 に、実行後に得られた IFC ファイ

ルを IFC ビューアである BIMVision (https://bimvision.eu/en/free-ifc-model-viewer/)

で読み込んだ結果を図 5-15〜17 に示す。 

形状を伴って変換されていることと、管路と設備の属性がビューアで確認できること、

が確認された。 

系統図（設備フローシート）

の一部をもとに、接続関係を

描画（手作業） 
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図 5-14 IFC 変換プログラム実行コマンド 

 

 

図 5-15 変換後 IFC データ 

$ flow2ifc -h 

flow2ifc — 系統図モデルを IFC に変換するコンバータ 

 

flow2ifc [options...] <系統図ファイル(html)> 

$ flow2ifc 系統図データ.html 

ＩＦＣ変換してビューワ

で閲覧し、ＩＦＣ表現によ

る再現性を確認 
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図 5-16 変換後 IFC データの Structure（構造）と Location（位置情報） 
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図 5-17 初沈流入可動堰のプロパティ（属性データ） 

 

変換元データと変換後データを比較した結果を以下に示す。 

対象範囲における全ての設備と配管類が想定通りに変換されていることが確認された。 
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図 5-18 変換テスト用データ（html） 

 

表 5-6 変換テスト結果 

（Nx（x:1～12）、Ex(x:1～16)は、図 5-18 中の各ノード・エッジを示す） 

  名称 説明 オブジェクトタイプ プロパティ 備考 

N1 OK OK OK OK プロパティ 5種 

N2 OK OK OK OK プロパティ 3種 

N3 OK OK OK OK   

N4 OK OK OK OK   

N5 OK OK OK OK   
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N6 OK OK OK OK   

N7 OK OK OK OK プロパティ 3種 

N8 OK OK OK OK   

N9 OK OK OK OK   

N10 OK OK OK OK   

N11 OK OK OK OK   

N12 OK OK OK OK   

E1 OK OK OK OK   

E2 OK OK OK OK   

E3 OK OK OK OK プロパティ 2種 

E4 OK OK OK OK   

E5 OK OK OK OK   

E6 OK OK OK OK プロパティ 2種 

E7 OK OK OK OK プロパティ 2種 

E8 OK OK OK OK   

E9 OK OK OK OK プロパティ 2種 

E10 OK OK OK OK プロパティ 2種 

E11 OK OK OK OK プロパティ 2種 

E12 OK OK OK OK プロパティ 2種 

E13 OK OK OK OK   

E14 OK OK OK OK プロパティ 2種 

E15 OK OK OK OK プロパティ 2種 

E16 OK OK OK OK プロパティ 2種 

 

５-２-２-６ 考察 

システムに関する考察 

汎用のグラフ作成ツールである Arrow Tool を用いることで、想定よりも少ない労力（工

数）で、IFC 形式の系統図データを作成するプロトタイプシステムを構築することができた。

実際にプロトタイプを利用して、現在想定している作業フロー（図 5-11）を実行できたこ

とは、プロトタイプシステムとして十分に役割を果たしているものと考えられる。 

システム開発について 

本プロトタイプシステムは、想定よりも安価にシステムを開発し構築できたが、以下の

3つの理由によるものと考えられる。 

・ 既存のモデリングツールを用いたこと 

・ 既存の IFC ライブラリを用いたこと 

・ IFC 変換プログラムは、UI（ユーザインターフェイス）を持たないコマンドライン

プログラムとしたこと 

ただし、本システムはプロトタイプであり、実運用のためには追加開発が必要であるた

め、今後の開発の参考となるように開発工数等の実績を表 5-7 に示しておく。 
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表 5-7 IFC 変換プログラムの開発実績 

項目 値 

開発言語 Java 

クラス数 16 

ステップ数 773 

テストコードステップ数 753 

開発工数 10 人日 

系統図データ（html）について 

ノードとエッジの表記ルールは、表 5-2 と表 5-3 のようにまとめたが、それらは、本プ

ロトタイプで対象とした系統図から抽出したオブジェクトを分類したものであり、他の系統

図にも同様のルールで対応できるかについては、今後調査が必要となる。 

また、プラント電気設備の系統図に対応するためには、電気系統用の表記ルールを整

理・設定することも必要である。 

一方、プロパティについては、どのようなプロパティデータが入力されても IFC プロパ

ティセットに変換できるようにシステム化できたため、他の施設系統図や電気系統図におい

ても同様に適用可能であるものと考えられる。 

系統図データ（ifc）について 

図 5-14〜5-16 に示したように、元データ設備の配置情報をほぼ保ったまま、IFC モデル

に変換することができたため、系統データの全体像や属性を専用ツールではなく既存の IFC

ビューアで確認することができたのは大きな成果と言える。 

しかしながら、設備や配管類を形状により区別することは不可能であり、それぞれのオ

ブジェクトをクリックして名称や属性を個別に確認して区別しなくてはならないツールとな

った。 

今後、形状を設備の種類毎に変化させたり、各系統の色を変更するなどして、視認性を

上げるなどの創意工夫が継続的に必要であると考えられる。 

系統図製作作業について 

本システムでは、汎用のグラフモデル（ネットワークモデル）のモデリングツールであ

る Arrow Tool を利用して系統図データを作成したが、汎用のツールであるため自由度は高

いものの、系統図を作成するツールとしては機能が不足していると思われる。 

今回はシステム構築の試行・検証が主な目的であったため、システムを用いた作業効率

等の検討はしていないが、効率良く作業を実施するには、設備や配管類を種類毎に手入力す

るのではなく、メニューから選択するなどのユーザインタフェース周りの創意工夫も必要に

なると考えられる。 

また、規模の大きい（情報量の多い）図面が制作可能かどうかの検証もできていないた

め、実運用に耐えうるかどうかについては今後の課題である。 
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機能について 

本プロトタイプシステムの機能は、主に以下の 2つである。 

・ 系統図データ(HTML)の人手による作成 

・ 系統図データ(HTML)から IFC データへのプログラムによる変換 

実運用を想定した場合、取扱うデータサイズが大きくなることが予想されるため、今後、

以下のような機能が必要になると考えられる。 

・ 系統図データ(IFC)から系統図データ(HTML)への逆変換機能 

・ 系統図データの整合性・再現性などのチェック機能 

・ 検索機能や置換機能 

 

IFC に関する考察 

IFC のバージョンについて 

① IFC への対応状況 

IFC スキーマは、表 5-8 に示す通り、buildingSMART において順次改訂が続けられている。

最新のスキーマは IFC4x1 であるが、本システムの IFC 変換プログラムが出力する IFC ファ

イルのバージョンは IFC2x3 TC1 であり、最新バージョンより 10年古いバージョンである。 

しかしながら、現状では、ISO 標準バージョンである IFC4 においても対応するソフトウ

ェア（3D CAD やビューア）が少なく、IFC4.1 に対応するソフトウェアは稀であり、流通し

ている IFC ファイルの量や、対応するソフトウェアの種類では、圧倒的に IFC2x3 が多いの

が現状である。 

よって、本プロトタイプの対応としては IFC2x3のみの出力とし、今後の IFC5（2020 年

発行予定）の開発状況や、市場のアプリケーションの IFC4 への対応状況を見ながら、IFC4

や IFC5 への対応方法を検討していくこととした。 

 

表 5-8 IFC スキーマの改訂履歴（引用: http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/） 

バージョン リリース Identifier ISO 内容 

4.1.0.4 2017 IFC4x1  Extension for civil 

infrastructure with 

alignment curves and solids. 

4.0.2.1 2017 IFC4 ISO 16739-

1:2017 

Technical Corrigendum to 

unify general and parametric 

elements. 

4.0.2.0 2016 IFC4  Addendum for advanced 

boundary representations. 

4.0.1.0 2015 IFC4  Addendum for optimized 

polylines and arcs. 

4.0.0.5 2013 IFC4 ISO 

16739:2013 

Platform improvements with 

NURBS geometry. 
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2.3.0.1 2007 IFC2x3_FINAL  Documentation expansion and 

fixes. 

2.3.0.0 2006 IFC2x3_FINAL  Extensions for presentation 

styling. 

2.2.1.0 2004 IFC2x2_FINAL  Extensions for mechanical 

and electrical domains. 

2.2.0.0 2003 IFC2x2_FINAL   

2.1.1.0 2001 IFC2x_FINAL   

2.1.0.0 2000 IFC2x_FINAL ISO/PAS 

16739:2005 

 

2.0.0.0 1999    

1.5.1.0 1998    

1.5.0.0 1997    

1.0.0.0 1997    

 

② IFC4 への対応について 

IFC 変換プログラムの IFC4 への対応について調べるため、検証で出力した IFC ファイル

を分析し、IFC 変換プログラムが出力するエンティティの種類を調査した結果と、それらエ

ンティティの IFC4 での対応状況を表 5-9 に示す。 

IFC4 で廃止されたエンティティは存在しないものの、IFC4 で変更されたエンティティが

いくつか存在している。 

これらの変更点について詳しく調査したところ、対応が必要なエンティティは、属性名

が変更になった IfcOrganization と IfcPerson エンティティ、エンティティ同士の接続方法

が変更された IfcRelConnectsPortToElement エンティティらの合計 3種類のエンティティで

あった。 

組織を示す IfcOrganization エンティティは、属性"Id"が"Identification "に変わった

だけであり、本変換プログラムを IFC4 に対応する場合は、IFC 出力の際に属性名を変更し

て出力すれば良いと考えられる。人（プロジェクトオーナーなどを表わす）を示す

IfcPerson エンティティも同様である。 

ポート（接続部）と、ポートを保持するオブジェクト間の関連を示す

IfcRelConnectsPortToElement は、IFC2x3 ではオブジェクト側の型が IfcElement であり、

ほとんどすべての物理的なオブジェクトにポートを接続することが可能であったが、IFC4

からは IfcDistributionElement にのみ接続するように変更されており、伝送に関係するオ

ブジェクトのみが接続対象となっている。 

また、IfcRelConnectsPortToElement の利用は、接続が取外し可能な場合にのみ利用し、

接続が固定の場合は IfcRelNests を利用するようにモデリングのルールが変更されている。 



94 
 

従って、本変換プログラムを IFC4 に対応する場合は、現在

IfcRelConnectsPortToElement を利用している箇所を IfcRelNests に変更して出力すること

になると考えられる。 

以上の IFC4 における変更は、出力する系統図モデル(IFC)の構造はほぼそのままで良く、

属性名とエンティティ種類を変更するだけであるため、変換プログラムに大きな変更は不要

であり、比較的簡単に対応できるものと考えられる。 

しかしながら、接続の取り外しを考慮する場合は、各オブジェクト毎に取り外しの可否

を整理し、変換プログラムに反映させる必要があることが分かった。 

 

表 5-9 利用しているエンティティの IFC4 での対応 

IFC エンティティ IFC4 での有無 IFC4 での変更点 

IFCAPPLICATION ○ なし 

IFCBUILDING ○ なし 

IFCBUILDINGSTOREY ○ なし 

IFCCARTESIANPOINT ○ なし 

IFCDIRECTION ○ なし 

IFCDISTRIBUTIONELEMENT ○ 将来 ABSTRACT になる予定 

IFCDISTRIBUTIONPORT ○ なし 

IFCFLOWCONTROLLER ○ 将来 ABSTRACT になる予定 

IFCFLOWFITTING ○ 将来 ABSTRACT になる予定 

IFCFLOWSEGMENT ○ 将来 ABSTRACT になる予定 

IFCFLOWSTORAGEDEVICE ○ 将来 ABSTRACT になる予定 

IFCFLOWTERMINAL ○ 将来 ABSTRACT になる予定 

IFCORGANIZATION 
○ 属性名が"Id"から

"Identification"に変更 

IFCOWNERHISTORY 
○ ChangeAction 属性が必須から任

意に変更 

IFCPERSON 
○ 属性名が"Id"から

"Identification"に変更 

IFCPERSONANDORGANIZATION ○ なし 

IFCPOLYLINE ○ なし 

IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE ○ なし 

IFCPROJECT 

○ RepresentationContexts 属性と 

UnitsInContext 属性が必須から

任意に変更 

IFCPROPERTYSET ○ なし 

IFCPROPERTYSINGLEVALUE ○ なし 

IFCRELAGGREGATES 

○ RelatingObject 属性と

RelatedObjects 属性の型の継承

関係が変更 

IFCRELCONNECTSPORTS ○ なし 
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IFCRELCONNECTSPORTTOELEMENT 
○ 接続対象エンティティの型が変

更 

IFCRELCONTAINEDINSPATIALSTRUCTURE ○ なし 

IFCRELDEFINESBYPROPERTIES 
○ RelatedObjects 属性の型の継承

関係が変更 

IFCREPRESENTATIONCONTEXT ○ ABSTRACT に変更 

IFCSHAPEREPRESENTATION ○ なし 

IFCSITE ○ なし 

IFCSWEPTDISKSOLID 
○ StartParam と EndParam 属性が

必須から任意に変更 

 

５-３ 課題と今後の方針案について 

空間接続をオブジェクト表現する方法を検討したが、要件定義までは実施したも

のの、実際のアプリケーションの設計・構築に至っていない。 

今後、実務利用を想定した具体的なアプリケーション制作に着手する想定だが、

公的機関としての立ち位置を考慮して、 

・社内利用に限定する：市販 CAD ソフトのアドオン・オプションなどへ 

・社外ユーザによる仕様も想定：版権や民業への影響を踏まえつつ、下水道事業

全般での利活用をイメージして構築（あるいは手法を提示） 

という方向性で考えている。 

一方、系統情報のオブジェクト化（IFC 化）については、なるべくフリーウェア等

を利用した描画により、オブジェクト化（IFC 化）に掛かるシステム化（ツール化）

を最小限の設計・構築コスト・時間で実現し、社内利用に限定することを当面の目

標・方針としている。 

今回の試行・検証の成果としては、 

・ 汎用のモデリングツールで作成した系統図データから、IFC 形式の系統図

データを生成することができたこと。 

・ 系統図作成支援システムの基本形を提示できたこと。 

・ 任意のプロパティ（属性）を IFC に変換可能であったこと。 

・ 変換後の IFC データに形状を含めることができたこと。 

が挙げられる一方で、課題として、 

・ 系統図作成（モデリング）ツールの操作性の悪さ 

・ 他の系統図面に対応 

・ 電気系統図への対応 

・ IFC データをビューアで表示した際の視認性の悪さ（設備の区別が困難、

水の流れの方向が分からないなど） 

・ IFC4 への対応 

・ 他システムとの連携が考慮されていないこと 
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などが残っている状況である。 

実際に系統図作成支援システムの運用が開始されたとすると、相当数の図面を系

統図データ(IFC)に変換することになり、今回の検証で扱わなかったような種類の設

備や電気系統図も含まれるはずである。 

また、このオブジェクト化作業において最もコストがかかるのは、人手で実施す

る必要がある Arrow Tool を用いた系統図データ(HTML)の作成であるが、今回は、IFC

データの作成の実現に主眼を置いたため、そのような運用上の問題については詳しく

検証するに至っていない。 

今後は、実運用に近い形態での複数の図面を用いた実証を行なう必要があるもの

と考えている。 

また、IFC は世界標準のデータ形式であり対応アプリケーションも多いが、今回は

1種類のビューアによる検証しか実施していないため、データの利活用を促進して業

務効率化を実現するために、他アプリケーションを用いた検証（例えば、3次元 CAD

ソフトウェア上における編集など）や編集後データの逆変換（相互変換）などについ

ても、詳しく検証する必要があるものと考えられる。 

なお、今回の検証は、スタンドアロンアプリケーションにおける利活用に留まっ

ており、BIM/CIM の理想形である複数関係者間での利活用までには至っていないため、

ネットワークを介してデータを共有するようなシステムを構築することを目的に、デ

ータベースにデータを格納する仕組みについても検討が必要と考える。 

本システムで出力した系統図データをデータベースに格納することを考えると、

系統図データ(HTML)はグラフ構造であるため、グラフ型データベースに格納する手法

が考えられる。 

多くのグラフ型データベースにはクエリ言語が搭載されており、これを用いて、

格納されたグラフデータ対して様々な問い合わせを実施することができるため、系統

データの分析やデータチェック（設備同士の接続確認等）などの様々なデータ利活用

への応用が期待できる。 

６ まとめ 

６-１ 本研究の成果等について 

６-１-１ 系統の概念等について 

下水道事業における BIM/CIM 実用化に向けて、下水処理場・ポンプ場施設等を対象とし

て、詳細度の整理、系統の概念の整理、オブジェクト表現の検討などを実施し、系統情報の

IFC 表現に関する基礎的な知見をとりまとめた。 

６-１-２ 系統のオブジェクト表現について 
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3 次元モデルと系統モデルの連携・同期を目的として、系統のオブジェクト表現を実現

させるプロトタイプを制作・検証した。 

・汎用のモデリングツールで作成した系統図データから、IFC 形式の系統図データを生成す

ることができたこと。 

・系統図作成支援システムの基本形を提示できたこと。 

・任意のプロパティ（属性）を IFC に変換可能であったこと。 

・変換後の IFC データに形状を含めることができたこと。 

などを確認することができたものである。 

６-１-３ 業務の 3 次元化に向けて 

下水道 BIM/CIM の導入に向けて、当面の運用上では、３次元モデルと概念モデル（２次

元）を併用した業務形態が想定されるが、近く将来的には、概念（ラフデザイン）を３次元

空間上に直にスケッチできる仕組みが強く期待されるところである。望ましい。下水道

BIM/CIM 導入による下水道事業運営の効率化・高度化に向けては、投資対効果を見極めなが

ら継続的に取り組んでいく必要があるものである。 

BIM/CIM 導入に向けて 

BIM/CIM 導入初期段階では、関係者（プロジェクトチームや事業運営チーム等）のうち、

一体誰が最初にモデリングするのか、その作業分担や費用負担、責任分界などについての運

用ルールの設定が必要である。 

また、事業段階を経るに従って変遷していく詳細度に応じてモデリングされる形状や属

性の相違（履歴）をどう管理（記録）するか、モデルデータの維持管理についても、同様に

運用ルールの取り決めが求められるものである。 

こういった、これまでに表面化しなかった新たな作業や役割の分担に係る重要性が、実

際に下水道 BIM/CIM を導入するにあたって露見してきており、さらに普及浸透が進むにつれ

て、モデリングコストやモデル維持管理コストの負担分散や、詳細度基準の管理や監理とい

った、継続的な課題として浮き彫りになってくるだろうと推測される。 

期待される解決方針 

これまで 2次元の図面やドキュメントを用いてデータ管理をしていた業務形態ではあま

り要求（需要）が露呈しなかった「データ維持管理」について、BIM/CIM 導入（業務の 3次

元化（オブジェクト化））にあたっては、たとえば、既に専用のクラウドサービス等が市販

されていることもあり、モデルデータ維持管理業やモデルデータ制作・加工修正業といった、

新たな業種が注目されるが推測される。（元来、モデルデータのオーナは自治体であり、自

治体からの委託のような業務形態になろうことが推測されるところである。） 

６-２ 今後の予定について 

本研究で試行・検証したプロトタイプを基盤に、今後、本格運用に向けて改良や機能追

加等を図っている予定である。 
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系統モデル 

空間接続については、水路・水槽オブジェクト（土建構造物ではなく空間領域）と系統

オブジェクト（機電設備）との接続をモデル化（オブジェクト化）し、この空間接続モデル

と系統モデルを同期させることを考えている。 

また、上記モデルを IFC で取扱い可能にするための系統モデリング（フロー／結線等）

ツールの制作や、3次元空間内での系統デザイン（レイアウトやルーティング等のラフスケ

ッチなど）の機能開発や試行などを通じて、ToBe（あるべき姿の）システムへ昇華すべく、

継続的な改修改善（スパイラルアップ）を進める予定である。（併せて、本格的な運用に耐

え得るように、非機能要求についても分析しながら実施する想定で考えている。） 

水位関係（高低）モデル 

本研究では検討まで及ばなかったが、複数工種（土木・建築・機械・電気など）間の各

槽やタンク・ピット部などおける、水位設定データ等については一元管理が望ましいため、

事業全体での一元管理が期待されている。そのため、設計・施工・維持管理（運用）等の各

事業段階における水位設定データを、3 次元情報や水位高低図（2 次元概念図）に紐づけて、

かつ履歴管理可能ツールについて、要求分析から詳しく深堀して検討すること考えている。 

その他 

その他、ポンプ等デバイス周辺の関連するデバイス（補機類）やネットワークを含めた

範囲（系統の下階層にあるイメージ、「回路」が該当するものと推測）や、実際の運転管理

や維持管理（保全等）の対象となる範囲といった、実際に維持管理（運転、保全等）を行う

上で取扱う領域（機能範囲）について、統合管理するグループとして定義・整理し、その特

性や特徴などをデータ蓄積・分析評価できるような仕組みについても検討を進めることを考

えている。 
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