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第1章 はじめに 

1.1 研究背景 

近年、内閣府を中心として進められている Society5.01)では、サイバー空間とフィジカル

空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立させる取り

組みが進められている。建設分野においては国土交通省を中心として、建設プロセスにおけ

る i-Construiction2)の導入、および BIM/CIM3)の活用による生産性の向上が推進されてい

る。将来的には、建設分野における BIM/CIM の活用の将来像の一つとして、3 次元技術を

発展させて機械化施工から自動化施工への展開も期待されている。 

現在、BIM/CIMでは 3次元形状モデルを中心としたデータ交換が行われている。一方で、

設計情報をプロダクトモデルで表現する手法が発展拡大することにより、設計図による設

計情報の伝達が行われなくなることも想定される。プロダクトモデルは、「製品を製造する

ために必要な、形状、機能およびその他のデータによって、その製品をコンピュータ内部に

表現したモデル」である 4)。しかし、プロダクトモデルだけでは表現しきれない設計情報も

あり、プロダクトモデルに寸法、注記等を付与する必要も検討されている。BIM/CIM 活用

の一端として、2018 年 3 月に公表された 3 次元モデル表記標準（案）5)では、プロダクト

モデルが持つ情報を 2 次元的に表現する手法として 3DA モデルの表記・表示に関する基準

を定めている。この目的は、設計図書として活用する 3DA モデルの寸法や注記および管理

情報の表記・表示の方法を定め、2 次元図面から 3DA モデルへの円滑な移行を補助するた

め、3DA モデルより切り出した 2 次元図面に従来の CAD 製図基準を踏襲した方法で詳細

な寸法・注記を加える方法を記載することである。 

一方、自動車業界等ではプロダクトモデルに寸法や公差を付与した 3D アノテーティドモ

デル（以下、3DA モデル）が提案されており、ISO 等の基準を整備しながら実務適用を推

進してきた 6)。3DA モデルは、プロダクトモデルに寸法、注記等のアノテーションを付加

して、必要な情報を充足させる手法である。3D アノテーションの利用には、3D アノテー
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ションを扱うことができるソフトウェア・アプリケーションが欠かせない。現在、アノテー

ション平面および 3D アノテーションを扱う機能が実装されており、かつ、土木分野にも対

応しているソフトウェア・アプリケーションは、ダッソー・システムズ株式会社の製品があ

る。今後、3D アノテーションを活用するため、ダッソー・システムズ株式会社の製品を用

いて、アノテーションの利用方法の定義、ソフトウェア・アプリケーションの機能分析等が

必要であると考える。 

このような背景の下、本研究は土木構造物のプロダクトモデルに対する 3D アノテーショ

ンの適用を目的とする。まず、本研究では 3D アノテーションの利用を設計情報の伝達に用

いることを想定する。これに基づいて、土木事業の各プロセスにおいて必要な情報を明らか

にし、設計情報を伝達するために必要な 3D アノテーションを検討し、3D アノテーション

の要件を定義する。次に、ソフトウェア・アプリケーションの 3D アノテーションの作成等

に関する機能を確認する。この結果、3D アノテーションを利用した設計情報の伝達が明確

になり、最終的に、CIM における生産性向上につなげ、プロダクトモデルの活用の一助と

なることを期待する。 

本研究では、橋脚を検討の対象とした。土木構造物のうち橋脚は、道路や鉄道など線形構

造物の一部として計画されるもので、橋脚の計画は道路や鉄道などの上位の計画で定めら

れた条件に基づいて行われる。また、橋梁は線形構造物の一部ではあるものの、橋梁構造物

として他の構造物と明確に分離できる。また、橋梁内においても上部構造、下部構造として、

部材の役割が明確である。このような特徴から、橋梁は他の構造物に比べて、構造物の単位

を限定して 3D アノテーションの利用法を検討することができる。そのため、本研究におい

ては橋梁とくに橋脚に着目し検討を行うものとした。 

また、本研究では 3D アノテーションを前提としているため、本報告書ではアノテーショ

ンと記載する。 
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1.2 実設計例の情報開示について 

本研究における橋梁の事例として、平成 24 年東海環状（大野神戸～大垣西）福井高架橋

詳細設計業務の成果を参照した。この業務は、一般国道 475 号東海環状自動車道の岐阜県

安八郡神戸町福井における道路詳細設計、本線橋の橋梁詳細設計を実施したもので、本研究

では橋梁詳細設計の成果を用いた。なお、当該業務は中部地方整備局に開示請求を行い成果

の写しの交付を受けた。本研究では、情報開示を受けた業務を「事例業務」と呼ぶものとす

る。 

 

1.3 本報告書の構成 

本報告書は全 8 章および付録で構成した。 

第 1 章では、研究の背景と研究の目的を述べる。 

第 2 章では、アノテーションに関する既往の研究および規格類について述べる。 

第 3 章では、橋梁の業務シナリオを設定し、業務シナリオにおける情報伝達の場面の把

握を行い、アノテーションの利用場面を選定する。 

第 4 章では、第 3 章に示したアノテーションの利用場面に適用するための、アノテーシ

ョンとしての寸法の位置づけを検討する。 

第 5 章では、第 3 章で選定したアノテーションの利用場面として「出来形管理」および

「設計変更」に対して、事例業務の橋梁を用いてアノテーション平面の設定およびアノテー

ションの作成を検討し、アノテーション平面およびアノテーションの要件定義の必要事項

を検討する。 

第 6 章では、第 3 章から第 5 章で行った検討に基づいて、アノテーション平面およびア

ノテーションの要件を定義する。 

第 7 章では、ソフトウェアにおけるアノテーションの適用状況を把握する。 

第 8 章では、結論および今後の取組みを述べる。 
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第2章 既往の研究および関連技術 

2.1 既往の研究 

2.1.1 建設業におけるアノテーションの活用 

建設業におけるアノテーションの活用の研究では、製造業での 3 次元情報技術の活用事

例を分析し、公共土木事業が目指すべき方向性を提案した研究がある 1)。この研究では、製

造業における 3 次元情報技術に関する活用事例を基に、どのようなフェーズで、どのよう

な効果、課題、変革があるかを抽出し、次に抽出された事象の公共土木工事への適用を考察

し、最後に公共土木工事が目指すべき方向性を提案している。他に、自動車産業における 3

次元アノテーティドモデルの作成に関する準拠基準である ISO16792 を調査し、土木構造

物における 3 次元アノテーティドモデルの作成に際して準拠すべき事項の調査および実装

検証を行った研究 2)、橋脚のプロダクトモデルに対する寸法公差の適用を検討し、寸法公差

だけではなく幾何公差の導入を提案する研究 3)がある。 

 

2.1.2 海外におけるアノテーションに関する研究 

アノテーションを表現する手法に関する研究としては、web 上でプロダクトモデルと関

連付けて注記としてのアノテーションを表示する方法に関する研究 4)やカメラビューとと

もに文脈に合わせて注記を表示する方法に関する研究 5)、手書きの図形としてのアノテーシ

ョンをプロダクトモデルに直接書き込む方法に関する研究 6)、大規模構造物の計画段階にお

ける共同作業システムに関する研究 7)などがある。 

また、3 次元 CAD（Computer Aided Design）で設計を行う際のアノテーションに関す

る研究としては、設計意図を伝達するために注記の表示や編集を支援する仕組みに関する

研究 8)、増加する注記を活用可能な形に構造化する手法に関する研究 9)、注記を含めたプロ

ダクトモデル軽量化に関する研究 10)、技術的な 2 次元図面に含まれる注記を含む設計情報

を 3 次元デジタルモックアップでの表現可能性に関する研究 11)が見られた。 
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2.2 規格類 

2.2.1 アノテーションに関する規格 

アノテーションに関する規格は、海外でアメリカ機械学会（以下、ASME）、国際標準化

機構（以下、ISO）が制定している。 

ASME は、2003 年に ASME Y 14.41-2003「Digital Product Definition Data Practices」

として製品特性をプロダクトモデルで表す方法を規定した。デジタル製品定義データの作

成および改訂に適用可能な文書の要件を定めている。データセットを作成する 2 つの方法

（モデルのみ、モデルおよび 2 次元図面）で用いることができ、それぞれの方法に共通の要

件、それぞれの方法で異なる要件を示すセクションで構成している 12)。 

ISO は ASME 14.41-2003 を基本にして、2006 年に ISO 16792「Technical product 

documentation – Digital product definition data practice」を発行した。ASME Y14.41 を

基にした ISO 規格で、デジタル製品定義データの作成、編集および表現に関する要件、モ

デル単独あるいはモデルと図面などの 2 つの方法のデジタル形式での記述等を規定してい

る 13)。 

SASIG（Strategic Automotive product data Standards Industry Group）では、ASME 

Y14.41-2003 および ISO16792 を検討し、2008 年に各規格に要件を加えた「SASIG 3D 

Annotated Model Standard」を発行している。 

日本では、一般社団法人日本自動車工業会（以下、JAMA という）、一般社団法人電子情

報技術産業協会（以下、JEITA）から規格が発行されている。JAMA のガイドライン「JAMA 

/ JAPIA 3D 図面ガイドライン – 3D 単独図ガイドライン－」は、「SASIG 3D Annotated 

Model Standard」に対して、日本独自の推奨方法および、ISO 16792 要件の解説を加えた

ものである 14)。 

JEITA では JIS 規格を補完した「JEITA ET-5102 3DA モデル規格 -データム系、 JEITA

普通幾何公差、 簡略形状の表示方法について-」を制定し、日本の電機情報機器・精密機器
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業界で用いる 3DA モデルの特徴を活かした表現方法について項目を示している 15)。 

 

2.2.2 国土交通省 

 CIM 導入ガイドライン（案） 

国土交通省は平成 29 年 3 月に、「公共事業に携わる関係者（発注者、受注者等）が CIM

（Construction Information Modeling/ Management）を円滑に導入できることを目的」と

して、CIM 導入ガイドライン（案）第 1 編～第 6 編および CIM 事業における成果品作成の

手引きを制定した 16)。対象は土工、河川、ダム、橋梁およびトンネルに関する国土交通省

直轄事業（土木）における設計・施工分離発注方式による業務および工事である。CIM 導

入ガイドラインは平成 30 年 3 月に改訂し対象に機械設備が追加され、土工、河川、ダム、

橋梁、トンネルおよび機械設備の 6 分野となった 17)。 

 

 3 次元モデル表記標準（案） 

国土交通省は、平成 30 年 3 月に、「契約図書における CIM モデルの位置付けを、従前の

2 次元図面の参考図書から単独の設計図書へと転換することを企図」して 3 次元モデル表

記標準（案）を制定した 18)。設計図書として活用する 3DA モデルの寸法や注記および管理

情報の表記・表示の方法を定め、2 次元図面から 3DA モデルへの円滑な移行を補助するた

め、3 DA モデルより切り出した 2 次元図面に従来の CAD 製図を踏襲した方法で詳細な寸

法・注記を加える方法も記載する、としている。一方で、3DA モデルから 2 次元図面を生

成し、従前の 2 次元図面に近づけるものではなく、3DA モデルの内容を 2 次元情報として、

伝達するための方法の一つとして示した、としている。 

 

 官庁営繕事業における BIM ガイドライン 

国土交通省官庁営繕部は、平成 26 年 3 月に「官庁営繕事業における BIM モデルの作成
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および利用に関するガイドライン」を制定し、平成 30 年 8 月に最終改訂版を公表した 19)。

このガイドラインは、「官庁営繕事業における設計業務または工事の受注者による BIM モ

デルの作成および利用に当たっての基本的な考え方、留意事項等を示すことにより、官庁営

繕事業の円滑かつ効率的な実施、品質の確保および生産性の向上に資することを目的」とし、

発注者の指定または受注者からの技術提案等により BIM モデルの作成および利用をする

ことにより、発注者に提出する成果物を作成する場合または発注者に確認を受けるために

提示するデータを作成する場合に適用するとされている。また、発注者を介さずに受注者自

らの検討、調整等のために BIM モデルの作成および利用をする場合に参考とする、として

いる。 
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第3章 アノテーションの利用場面の選定 

3.1 概要 

本章では、橋梁の業務シナリオを設定し、業務シナリオにおける情報伝達の場面の把握を

行い、アノテーションの利用場面を選定する。 

橋梁における設計情報の伝達を検討するにあたり、設計情報が伝達される場面を特定す

るため、橋梁に関する汎用的な業務プロセスを設定する。本研究では、汎用的な業務プロセ

スを業務シナリオと呼ぶものとする。業務プロセスは、事業者や橋梁の構造形式ごとに異な

るが、本研究においてこれらを網羅的に扱うことは困難である。そこで、アノテーションの

利用場面をできるだけ汎用的に表現するために、汎用的な業務プロセスとしての業務シナ

リオを設定することとした。業務シナリオは、基本シナリオを上位とし、基本シナリオに含

まれる特定の段階を細分化したシナリオとして、設計シナリオおよび工事シナリオを設定

した。 

 

3.2 業務シナリオの定義 

3.2.1 基本シナリオの定義 

業務シナリオの中で、最も汎用的かつ抽象的なシナリオとしての基本シナリオを定義す

る。基本シナリオは、業務シナリオの最上位に位置するシナリオで、橋梁以外の構造物の業

務にも用いることができること、さらに、特定の契約形態に依存しないことを前提とした。 

基本シナリオの設定に際しては、国土交通省が公開している CIM の概要および米国の

OmniClass を参考にした。国土交通省で公表されている「CIM の概要」では、「調査・測

量・設計」、「施工（着手前）」、「施工（完成時）」および「維持・管理」がある 1)。OmniClass

では事業プロセスについて Table31-Phase で「フェーズは、建設プロジェクト期間中の期

間であり、その内部で発生する建設プロセスの全体的な特徴によって識別される」と定義さ

れ、Inception Phase（開始フェーズ）、 Conceptualization Phase（概念化フェーズ）、 
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Criteria Definition Phase（基準定義フェーズ）、  Design Phase（設計フェーズ）、 

Coordination Phase（調整フェーズ）、 Implementation Phase（実装フェーズ）、 Handover 

Phase（引渡フェーズ）、 Operations Phase（運用フェーズ）、 Closure Phase（閉鎖フェ

ーズ）が示されている 2)。 

本研究においては、これらに基づいて基本シナリオを「計画」、「設計」、「施工」、「運用・

維持管理」および「撤去」の 5 段階を設定した。これらの段階をフェーズと呼ぶこととす

る。 

 

図 3.1 基本シナリオ 

 

基本シナリオでは、調査および測量について、開始段階だけではなくプロジェクト進行中

の各段階でも実施される項目であるとし、すべての段階に含まれるものとした。また、基本

シナリオは、BOT 契約、ターンキー契約、設計施工契約、総価一式請負契約あるいは単価

数量清算契約など特定の契約形態に依存しないこととした。したがって、契約形態により基

本シナリオのフェーズ内またはフェーズ間に生じる「契約」等の行為は、基本シナリオでは

想定しない。このため、基本シナリオではフェーズの実施者や関係者（例えば、発注者や受

注者など）は特定していない。 

基本シナリオの各フェーズを、土木学会の用語辞典 3)に基づいて次のとおり定義する。 

① 計画：土木分野に属する有体物の造成過程および結果を合理的に明示すること。 

② 設計：構造物の構築や土地開発等を行うために、構想、計画をもとに構造計算等を行い

構造物の仕様を仕様書や図面などの文書により明確にする一連の活動。 

③ 施工：発注者と施工者間で結んだ契約（契約書、約款、仕様書、図面等）に基づき、工

事目的物（構造物）を契約金額で、所定の工期内に所定の品質を確保しながら、安全か

計画 設計 施工 運用・ 
維持管理 

撤去 
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つ環境に配慮して建設し完成させること。 

④ 運営・維持管理：構造物に要求される安全性、機能性および耐久性を将来に向かって常

時保持していくこと。維持管理には現状性能の維持と性能の向上があり、その技術的内

容は点検（調査、評価を含む）技術、補修・補強技術、管理運営技術に大別される。 

⑤ 撤去：構造物を解体し撤去する。 

 

3.2.2 設計シナリオの定義 

基本シナリオで示した「設計」フェーズにおける、橋梁の設計に関するシナリオを、設計

シナリオとして設定する。設計シナリオは、橋梁の設計に要する設計条件等が設定されるプ

ロセスを把握することを目的とする。 

道路橋の設計に関する設計シナリオは、事業主体、設計対象により異なる可能性はあるが、

道路橋は道路設計の成果を受けて橋梁設計を行うものとして、岐阜県県土木整備部道路設

計課 橋梁設計要領 4)を参照し、図 3.2 に示す設計シナリオを設定した。 

 

 

図 3.2 設計シナリオ 4) 

 

 

  

道路予備設計（A） 
 

道路予備設計（B） 
B） 

橋梁予備設計 

橋梁詳細設計 

道路概略設計 
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3.2.3 施工シナリオの定義 

基本シナリオで示した「施工」フェーズにおける、橋梁の施工に関するシナリオを、施工

シナリオとして設定する。施工シナリオは、橋梁の施工に要する情報が作成されるプロセス

を把握することを目的とする。 

施工シナリオは、コンクリート橋梁、鋼製橋梁など橋梁の材質や構造形式により異なる。

本研究は、設計成果物が工事のどのフェーズに関与するかを把握するため、国土交通省 関

東地方整備局 土木工事共通仕様書 5)を参照し、図 3.3 に示す工事シナリオを設定した。 

 

 

図 3.3 工事シナリオ 

 

 

  

設計図書の照査 
 

工事 
B） 

工事完成図の作成 

記録および関係書類の作成 

施工計画書の作成 

工事完成検査 

出来形検査 
B） 
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3.3 設計情報の伝達に用いられる情報 

3.3.1 設計成果物の整理 

 橋梁詳細設計で想定される設計成果物 

設計情報の伝達に用いられる情報を把握するため、橋梁の設計成果物を整理した。設計成

果物を、設計業務等共通仕様書 6)および条件明示ガイドライン（案）7)を参照して、表 3.1

の通り整理した。なお、設計成果物の整理の詳細は、付属資料 A に示す。 

 

表 3.1 橋梁の設計成果物 

成果物 橋梁予備設計 橋梁詳細設計 事例業務 

橋梁形式比較検討表 〇   

線形計算書  〇 〇 

設計計算書 

上部工 〇 〇 〇 

下部工 〇 〇 〇 

仮設工  〇 〇 

仮橋  〇 〇 

橋梁付属物  〇  

設計図 

橋梁位置図 〇 〇 〇 

一般図 〇 〇 〇 

線形図  〇 〇 

構造一般図  〇 〇 

構造詳細図  〇 〇 

仮設工詳細図  〇 〇 

数量計算書 〇 〇 〇 

概算工事費 〇   

景観検討報告書 〇 〇  

関係機関協議資料 〇 〇 〇 

照査報告書 〇 〇 〇 

設計概要書 〇 〇 〇 

 

事例業務の成果物と橋梁詳細設計で想定される成果物の関係を、表 3.1 示す。事例業務

の成果物は、橋梁詳細設計における成果物のほとんどが作成されていることが確認できた。 
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 設計概要書 

橋梁予備設計および橋梁詳細設計で行われた検討内容は、それぞれ設計概要書に記載さ

れる。設計概要書の記載事項は、設計業務共通仕様書 8)に示されている。。 

 

① 設計条件 

② 橋梁形式決定の経緯および選定理由 

③ 上部工の解析手法、構造各部の検討内容および問題点、特に考慮した項目 

④ 道路、鉄道、河川の交差条件、コントロールポイント 

⑤ 上部工主要断面寸法、下部工躯体および基礎寸法当設計計算の主要結果 

⑥ 主要材料、工事数量の総括 

⑦ 施工段階での注意事項・検討事項 

図 3.4 設計概要書の記載事項 

 

事例業務で作成された設計概要書は、概ね、前述の共通仕様書の記載事項に準じている。

設計概要書の内容は、大きく分けると、図 3.5 に示すように、①予備設計の経緯、②詳細設

計の内容（設計条件、検討内容）および③施工への伝達事項の 3 項目に分類できる。 

 

 

図 3.5 設計概要書の構成 

第 1 章 設計条件 

第 2 章 予備設計報告書に基づく橋梁形式決定の経緯 

第 3 章 構造各部の検討内容 

第 4 章 道路、河川の交差条件 

第 5 章 主要断面寸法、設計計算の主要結果 

第 6 章 主要材料、工事数量の総括 

第 7 章 施工段階での注意事項・検討事項 

予備設計の経緯 

設計条件 

検討内容 

施工への伝達事項 

詳

細

設

計

の

内

容 
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 施工フェーズに伝達する設計成果物 

次に、設計フェーズから施工フェーズに伝達される橋梁詳細設計の成果物ついて確認す

る。設計フェーズから施工フェーズの関係は、契約形態を考慮しなければならない。そこで、

国土交通省 海外建設プロジェクトにおけるリスク管理方策に関する検討会の参考資料 8)を

参照し、契約形態の関係を図 3.6 のように整理した。 

 

 

図 3.6 契約形態 

 

日本における建設工事のほとんどが総価一式請負契約であることから、本研究でも橋梁

の工事についても同様とした。したがって、設計フェーズは設計者、施工フェーズは施工者

（図 3.6 ではコントラクターと示している）が行う。設計フェーズと施工フェーズの間に

は入札がある。設計フェーズで作成された設計成果物は設計業務の完了で発注者に引き渡

される。発注者は施工フェーズの契約にあたり、設計成果物に基づく設計図書を含めた契約

図書を作成する。契約図書の構成を土木工事共通仕様書 5)を参照して、図 3.7 に示す。 
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図 3.7 契約図書の構成 

 

契約図書を構成する設計図書のうち、設計成果物が直接関与するのは図面と工事数量総

括表でそれ以外は契約段階で作成される。契約図面は契約時に設計図書の一部として契約

書に添付されている図面、工事数量総括表は工事施工に関する工種、設計数量および規格を

示した書類である。このことから、橋梁において設計フェーズから施工フェーズに、工事契

約を経て、設計情報の伝達に用いられる資料は、主として契約図面であるといえる。 

 

3.3.2 設計情報の伝達の場面 

本研究における設計情報の伝達は、前項の設計成果物の整理より、設計情報の伝達の場面

は、図 3.8 に示すとおり設計フェーズから施工フェーズの間とする。 

 

 

図 3.8 設計情報の伝達の場面 

 

 

契約図書 
  

契約書 

設計図書 仕様書 

契約図面 

現場説明書 

質問回答書 

工事数量総括表 

共通仕様書 

特記仕様書 

計画 設計 施工 運用・ 
維持管理 

撤去 

設計情報の伝達の場面 
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3.4 図面による設計情報の伝達 

3.4.1 図面の目的 

本節では、契約図書の一部である「契約図面（以下、図面）」について設計情報の伝達に

おける役割を検討する。 

土木分野では、設計施工分離発注が一般的であり、設計者と施工者は分離している。この

場合において、図面の作成と利用を考えると、通常、図面の作成者は設計者、図面使用者は

施工者となり、設計施工分離発注においては、通常、設計フェーズにおいて設計者と施工者

がコミュニケーションをとることはない。そのため、設計情報は、設計者から施工者に直接

伝達されるのではなく、設計者から発注者、発注者から施工者と、発注者を経由することと

なる。この時に設計情報の伝達の中心になるのが契約図書の一部である契約図面である。 

まず、設計情報の伝達としての図面の目的および具備すべき要件を確認する。JIS Z 

8310:2010 製図総則 12)で定める図面の目的および図面の具備すべき要件を参照し、図 3.9

に示す。 

 

図面の目的 

図面の目的は、図面使用者に要求事項を、確実に伝達することにある。さらに、その図面に示す情報の

保存・検索・利用を確実に行うことができるように、図面を管理した状態にしておかなければならない。 

図面の具備すべき要件 

図面は、要求事項を達成するために、次の要件を満たしていなければならない。 

a) 要求される情報を含む。製作図の場合には、対象物の図形ととともに、必要とする大きさ・形状・姿

勢・位置・質量の情報を含む。必要に応じて、更に材料、加工方法、表面性状、表面処理方法、検証

方法、図面履歴、引用規格・文書、図面管理などの情報を含む。 

b) 表題欄を設ける。 

c) a)の情報を、明確、かつ、理解しやすい方法で表現する。 

d) 曖昧な解釈が生じないように、表現・解釈の一義性を持つ。 

e) 複数の技術分野との交流の立場から、できるだけ広い分野にわたる整合性・普遍性を持つ。 

f) 貿易および技術の国際交流の立場から、国際性を保持する。 

g) 複写および図面の保存・検索・利用が確実にできる内容と様式を備える。 

図 3.9 図面の目的および具備すべき要件 
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土木分野における図面は、原則として土木製図基準に準じて作成される。しかし、事業者

や設計者により作成方法が異なり、図面の作成方法が必ずしも一致しているとは言えない

状況にある。図面の目的は「図面利用者に要求事項を確実に伝達することである」。このこ

とは、土木分野および土木分野以外においても普遍的な基本である。 

そこで、本研究では、図面の作成の目的を図 3.9 に準じることとした。 

 

3.4.2 設計情報の伝達における曖昧さ 

土木分野においては図面の作成、すなわち製図は、土木製図基準で定める一定の規則はあ

るものの、完全に正確で共通化された方法はない。したがって、図面の品質は、図面を作成

した設計者の「経験」と「技術」に依存する部分が多くなる。図面により設計情報を伝達す

るには、図面を作成する設計者の視点だけではなく、図面を利用する施工者の視点も考慮す

ることも品質の良い図面の一つの要件である。設計と施工の経験と技術を持つ設計者が図

面を作成すれば、図面の品質は高いものが期待できる。しかし、図面を作成する目的は、図

面の使用者に要求事項を伝えることであり、図面の作成者と利用者が異なることが前提と

なる。図面の作成者と利用者が違うということは、図面の記載事項を読み取るのは図面の利

用者に依存するということである。 

設計者は図面の作成に際して、その図面から造られる製品で実現するための要求に基づ

いて、図面に材質や形状などを具体的に指定する。しかし、図面の解釈は図面の利用者の経

験、技術力、設計者と関係性に依存し、図面の要求事項が図面の作成者の意図したとおりに

図面の利用者に伝わるとは限らない。設計者が施工者に対して要求事項をできるだけ詳細

に伝達するためには、受け手に解釈の余地がないように図面から曖昧さを完全に排除しな

ければならない。そのため、図面の作成者はありとあらゆる情報を図面に書き加えることに

なる。その結果、受け手は膨大な情報を処理しなければならず、かえって混乱を招くことに

なり、この結果、設計者の意図が伝わらないということが起きる。 
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3.4.3 図面による設計情報の伝達の課題 

 図形の投影法 

土木製図基準では図形は投影図、断面図または部分断面図で描くことが定められている。

投影図は、投影法により第一角法、第三角法による正投影図が基本で、正投影図では表現で

きない場合に矢示法で描くこととされている。第一角法と第三角法はどちらも立面図、正面

図、平面図、側面図、下面図、背面図を表現するが、第一角法と第三角法で側面図の左右が

入れ替わる。第三角法は第一角法に比べて直感的であり、多くの場合、第三角法を用いるこ

とが多い。しかし、第一角法と第三角法の違いに不慣れな場合、投影図から立体図を考える

際に混乱が生じるので、あらかじめ第一角法と第三角法のどちらを使うかを決めておくな

どの注意が必要である。 

 

 寸法の表示 

土木分野では構造物の規模が大きく、基本的に「一品多様図面」となり図面の枚数が多い。

図面の枚数が多いことに加えて、同じ図形を複数の図面に示す必要もあり寸法が多くなる。

この結果、書き間違いや修正漏れなどの誤りが生じる可能性が高くなる。JIS では、「各形

体の寸法または形体間の寸法は、重複指示を避ける。」と規定されているものの、一つの構

造物の図面が何百葉になることから、土木分野においては情報の検索の合理性を確保する

ため寸法の重複指示もやむを得ない側面がある。このため、同一の寸法を複数の図面で表記

しても、誤りが生じない方法が必要である。 

 

3.5 利用場面の選定 

設計フェーズから施工フェーズに伝達される設計情報は、主として図面である。施工フェ

ーズにおいて、契約図書を通じて設計情報を参照する必要がある段階として、本研究では、

図 3.3 に示す工事シナリオの中から、「設計図書の照査」および「出来形検査」を選定した。 
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3.5.1 設計変更 

土木工事は、様々な自然条件・環境条件において構造物を築造するという特徴があり、土

質、湧水等の変化など設計段階では予見できない事態が生じることがある。そのため、土木

工事共通仕様書において設計図書の照査、設計変更の手続きが規定されている。設計変更に

該当する事実が発見した場合、その事実を発見したのが発注者、受注者のどちらであっても、

最終的には発注者が設計図書の訂正または修正を行うこととなる。この結果により発注者

と受注者が協議を行い、工期の変更、請負代金の変更等が行われることとなる。 

土木工事共通仕様書 5)では、設計図書の変更を「入札に際して発注者が示した設計図書を、

発注者が指示した内容および設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注

者が修正することをいう」としている。設計変更の詳細は工事請負契約書 14)の第 18 条、第

19 条で定められている。工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）15)を参照

して、第 18 条と第 19 条の関係を図 3.10 の通り整理した。 

 

 

図 3.10 設計変更の手続き 
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設計変更の開始の手続きは受注者が開始する場合（第 18 条）と発注者が開始する場合（第

19 条）がある。本研究では、設計変更は「設計図書の訂正又は修正」が行われる場面であ

るとして、アノテーションの利用場面に選定することとした。図 3.3 に示した工事シナリ

オでは、設計図書の変更は「設計図書の照査」および「工事」の途中段階で必要に応じて行

われることを想定した。 

 

3.5.2 出来形管理 

出来形管理は、施工された構造物が発注者の意図する規格基準に対して、どの程度の精度

で施工されたか、その施工技術の度合を管理することである。出来形管理は、施工管理基準

の中で各工種の測定項目を定めた出来形管理基準や出来形に対する合否の判定の規格値を

規定しており、それらの基準を遵守し管理を行い契約条件に十分満足するものでなくては

ならない。また、不可視部分の構造物については工事完了後明確に確認できるよう出来形

（写真を含む）等の整理をすることが大切である 16)。 

本研究では、「出来形管理」は、発注者の意図する管理基準を示し、かつ工事の合否の判

定基準にもなる重要な場面であるとして、アノテーションの利用場面に選定することとし

た。図 3.3 に示した工事シナリオでは、「出来形検査」で行われることを想定した。 

 

3.6 まとめ 

本章では、橋梁の業務シナリオを設定し、業務シナリオにおける情報伝達の場面の把握を

行い、アノテーションの利用場面を選定した。本章における検討事項を以下の通りまとめる。 

① 業務シナリオとして基本シナリオ、設計シナリオ、施工シナリオを定義した。 

② 設計フェーズから施工フェーズに伝達される設計情報は、契約図書の一部としての

図面である。 
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③ 図面による設計情報の伝達の課題点を整理した。 

④ アノテーションの利用場面を選定した。 

 

3.7 参考文献 

1) 国土交通省：< http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000037.html> 

2) OmniClass：< http://www.omniclass.org/> 

3) 土木学会：土木用語大辞典, 1999 年 2 月 

4) 岐阜県県土整備部道路設計課：橋梁設計要領, 平成 27 年 4 月 

5) 国土交通省関東地方整備局：土木工事共通仕様書, 平成 30 年 4 月 

6) 国土交通省関東地方整備局：設計業務等共通仕様書, 平成 30 年度版 

7) 近畿地方整備局：条件明示ガイドライン(案) 

8) 海外建設プロジェクトにおけるリスク管理方策に関する検討会：参考資料 

<http://www.mlit.go.jp/common/000142599.pdf> 

9) 土木学会：土木製図基準 [2009 年改訂版] 

10) 日本工業標準調査会：JIS A 0101 土木製図通則 

11) 日本工業標準調査会：JIS Z 8114 製図 - 製図用語 

12) 日本工業標準調査会：JIS Z 8310 製図総則 

13) 大西清：JIS に基づく標準製図法 第 13 全訂版, オーム社, 2016 

14) 国土交通省 中部地方整備局：工事請負契約書(総価契約単価合意方式) 

15) 国土交通省 中部地方整備局：工事請負契約における設計変更ガイドライン 

16) 大分県土木建築部 大分県農林水産部：土木工事施工管理の手引 

 

 

  



 

 

24 

第4章 アノテーションとしての寸法の位置づけ 

4.1 概要 

本章では、第 3 章に示したアノテーションの利用場面に適用するための、アノテーショ

ンとしての寸法の位置づけを検討する。アノテーションの検討にあたり、構造物を表現する

手法として JIS で定義されている 3 次元製品情報付加モデル（3D Annotated Model、3DA

モデル）に着目する。以下、3 次元製品情報付加モデルを 3DA モデルと呼ぶものとする。

本章では、JIS で定義されている 3DA モデルに基づいて、3D Annotated Product Model

（以下、3DAP モデル）を定義し、設計モデルと製品特性関係、製品特性であるアノテーシ

ョンについて整理し、アノテーションの位置づけを示す。 

 

4.2 3DAP モデルの検討 

4.2.1 3DA に関する規格の背景 

1980 年代、ワークステーションやパーソナルコンピューターの普及により Computer 

Aided Design（CAD）システムが実用化された。CAD システムは手書きで行っていいた製

図をコンピュータの上で行う 2 次元製図システムとして使われた 1)。2 次元 CAD という場

合、2 次元製図システムを指している。しかし、手書きの図面と異なり、図形の移動、複写

および変形が行える、画層の概念がある、ファイル入出力による情報共有、印刷出力などに

より、製図の作業効率は向上した。一方で、CAD システムを用いても製図基準等は大きく

変わることはなかったため、製図の考え方自体は手書きの製図とほとんど同じであり、現在

もほぼ変わっていない。一方で、1960 年代後半から、航空機や自動車産業では 2 次元 CAD

を利用していたが、すぐに 3 次元 CAD が使われ始めた。3 次元 CAD のデータを有限要素

解析、Camputer Aided Eingineering（CAE）および Computer Aided manufacturing（CAM）

に応用され、3 次元技術による設計、製造が普及している 2)。設計から製造には 3 次元技術

だけで完結しているわけではなく、設計から製造への情報伝達として 3 次元モデルと 2 次
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元図面が併用されている。しかし、設計工数の増加や、3 次元モデルと 2 次元図面の不一致、

3 次元製図の明確な規定がないなどの問題があり、2 次元図面の情報を含めて 3 次元モデル

単独で表現する規定が必要になった 3)。 

ISO16792:2006 は 3 次元製図を規定する ISO 規格であるが、2 次元製図の規定に従いつ

つ 3 次元製図を規定しているため、3 次元製図には適さない規定があった。日本国内では

JAMA/JAPIA および JEITA において 3D 単独図という団体規格を制定した。これらを背景

に、3 次元製図のルールを標準化するのが JIS B 0060-14)で定めるデジタル製品技術文書情

報（Digital Techincal Product Documentation、DTPD）である。 

DTPD の目的は、JIS において、「製品をデジタル形式の情報で表現することで、従来に

比して更に精度よく、明確に、効率的に、その情報の作成者と使用者との間で要求事項を確

実に伝達させようというものであり、その取扱いの標準を定めるものである。4)。」とあり、

本研究で検討しているアノテーションの利用の目的と一致する。このことから、本研究では、

3 次元技術の実務への導入が先行している自動車業界の取組みを参照し、アノテーションの

位置づけを取り扱う枠組みとして DTPD の概念を用いることとした。 

 

4.2.2 デジタル製品技術文書情報と 3DA モデル 

デジタル製品技術文書情報（DTPD）の構成を図 4.1 に示す。デジタル製品技術文書情報

は、3DA モデルに、部品に関する情報（例：材料、寸法、公差、表面処理などの要求事項）、

組立品または製品関連情報（例：各部品の空間配置、部品の要求事項）、製造関連情報（例：

加工条件、組立条件、検査条件）、品質関連情報およびサービス関連情報をデジタル形式で

連携させた情報の集合体である。これらの情報は、製造データ、解析データ、試験データ、

DMU データ、品質データ、サービスデータおよび DTPD 管理情報として、3DA モデルに

連携させる 5)。 
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図 4.1 デジタル製品技術文書情報（DTPD）が扱うデータの体系 5) 

 

3DA モデルは、図 4.2 に示すよう、3 次元 CAD を用いて作成された設計モデルに、製品

特性（表示要求事項、および/または非表示要求事項）、二次元図面（必要な場合）およびモ

デル管理情報で構成されている 5)。 

 

 

図 4.2 3DA モデル（3 次元製品情報付加モデル）の構成情報 5) 
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本研究においては、3DA モデルの中で、本研究に特に関係する用語の定義を示す 5)。 

① 設計モデルは、3 次元 CAD を用いて作成されたモデル幾何形状および補足幾何形状で

構成されるモデルである。モデル幾何形状は設計モデルの中で点、線および面を表す幾

何要素、補足幾何情報は設計モデルの中で点、線および面を表す幾何要素であり、設計

要求事項をより詳細かつ正確に伝えるために補足的に作成されたものである。 

② 製品特性は、表示要求事項および非表示要求事項である。表示要求事項（アノテーショ

ン）は、設計モデルに関連付けて表示する要求事項（例えば、寸法、公差、表面性状、

溶接、熱処理、注記）である。非表示要求事項（アトリビュート）は、設計モデルに関

連付けて、通常は表示しないが、設計モデルに照会することで表示できる要求事項（例：

寸法、公差、材料、表面処理、注記、記号）である。 

 

4.2.3 3D Annoteted Product Model の定義 

3DA モデルの基本的な定義は JIS B 0060 に準じるが、JIS の定義で不明確な部分および

本研究の適用を考慮して図 4.3 の赤で示す構成要素を変更した。 

 

 

図 4.3 本研究における 3DAP モデル（3D Annotated Product Model）の概念 
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設計モデルはモデル幾何形状と補足幾何形状で構成されているが、本研究ではモデル幾

何形状をプロダクトモデルに変更した。モデル幾何形状の定義は、点、線および面を表す幾

何要素であり、設計モデルは幾何形状と属性情報で構成されることを明確にするため、プロ

ダクトモデルとした。アトリビュートは非表示要求事項で、設計モデルの属性情報を問い合

わせることで表示できる要求事項であるため、属性情報（アトリビュート）として示した。 

設計情報は、アトリビュートとアノテーション平面で構成した。アノテーションおよびア

ノテーション平面は、設計モデルとは区別して画面に表示する情報とする。アノテーション

平面は JIS B 0060-2 に定義されているとおり「表示要求事項を設計モデルに関連付けて指

示する場合に用いる、実際には存在しない概念的な平面。形体の一つ以上の表面と完全に一

致する平面か、または形体に対して直角に交わる平面 5)」とする。本研究では、3DA モデル

との混乱を避けるため、図 4.3 のモデルを「3D Annotated Product Model（3DAP モデル）」

と呼ぶこととした。 

 

4.2.4 設計モデルの要件 

前項の設計モデルの定義に対して、本研究では、JIS、JAMA、JEITA の規格を参考に、

下記の要件を定めるものとした。 

① 設計モデルは、3 次元モデルおよび属性情報（アトリビュート）で構成する、プロダク

トモデルとする。 

② 設計モデルは、原寸で作成する。 

③ 設計モデルは、数学的に完全な公称寸法を含むものとして作成する。 

④ 設計モデルは、対象構造物について必要な部材、形状、サイズ、姿勢を表現し、製造が

保証できる精度で作成する。 

⑤ 設計モデルは、アノテーション平面、アノテーションおよびアトリビュートの関係性を

考慮して作成する。 
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4.3 アノテーションとしての寸法の考え方 

アノテーションは、寸法、公差、記号および注記などがあるが、これらの中で最も重要な

要求事項が寸法である。本節では、3DAP モデルに対して、設計情報を伝達する目的のアノ

テーションとしての寸法の考え方を整理する。 

 

4.3.1 寸法記入の方法論 

 寸法記入の原則 

従来の製図にける寸法記入の原則について確認する。寸法は図面の中で最も重要なもの

のひとつで合って、寸法の記入に誤りがある、または、読みにくい書き方をすると、図面の

利用者の作業能率を低下させることとになり、図面の製作者は寸法を記入する場合には特

に注意が必要である 6。寸法記入の原則は、JIS Z 8317 の寸法記入および公差記入の原則を

参照して以下に示す 7)。 

① すべての寸法、図示記号および注記は、図面の下側または右側から見て読むことが

できるように示す。 

② 寸法は、形体または部品を明瞭で曖昧さがないように定義するための幾何学的な要

求事項の一つである。曖昧さのない形体の定義に用いる他の要求事項は、例えば、

機械の分野では、幾何公差（形状、姿勢、位置および振れの公差）、表面性状および

かど（かどの丸み）に関する事項がある。 

③ すべての寸法情報は、必要で十分なものでなければならない。また、関連文書に規

定していない限り、図面上に示さなければならない。 

④ 各形体の寸法または形体間の寸法は、重複指示を避ける。 

⑤ 図面または関連文書には、使用する単位をもっていても、すべての長さ寸法の単位

が同じ場合には、使用する単位を省略してもよい。 
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JIS で定める一般原則は、①、④および⑤は寸法記入のルールとして明確である。しかし、

②は「明瞭で曖昧さがないように」、および③は「必要で十分な」と記されているが、何を

もって「明瞭で曖昧さがない」および「必要で十分な」と言えるのかは示されていない。そ

こで、JIS の製図法を解説している「JIS にもとづく標準製図法」を参照すると、寸法記入

の要点として以下が示されている 6)。 

① 見るものの立場になって、明確な寸法を記入すること。 

② 寸法の記入漏れをしないこと。 

③ 作業現場で、計算しなくても寸法が求められるようにすること。 

④ 寸法の記入法が、製作工程上に便利であるようにすること。 

⑤ 図面を、不鮮明にするような記入をしないこと。 

⑥ 記入方法は、とくに指示のない限り、完成品の仕上がり寸法を用いること。 

 

これら寸法の記入の要点より、図面を利用する者の立場に立って必要十分な寸法を記入

する必要があるということがわかる。しかし、前述の「明瞭で曖昧さがないように」および

「必要で十分な」を解釈するに足りるものではない。従来の製図において、寸法の記入に関

する一定のルールはあるものの、明確な方法論はないため、図面の作成者の経験と技量およ

び慣習によって寸法が記入されてきたものと思われる。そこで、3DAP モデルで設計情報の

伝達として用いるアノテーションとしての寸法について、寸法記入の方法を示す必要があ

る。 

 

 製図の慣習における問題点 

製図において寸法が重要な情報であるものの、寸法記入の明確な方法はないことが分か

った。加えて、寸法記入における慣習上の問題点が指摘された。そこで、3DAP モデルに対

して特に重要と思われる慣習上の問題点を示し、対する本研究における立場を示す。 
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① 図形のサイズは寸法が正しいか。 

手書きの製図では図面を定型サイズの用紙に、図面の目的に応じて定められた尺度

で図形を描く。図面から構造物の寸法を取得するには、三角スケールなどの定規を用い

なければならず、正確な数値を取得することは困難である。そのため、図形のサイズを

知るためには寸法が重要な情報であり、図面に寸法をできるだけたくさん記載する必

要があった。加えて、図形のサイズは図形を測定した値ではなく寸法の数値が正しいと

されてきた。2 次元 CAD を用いた製図では、図形は原寸で正確な値で描かれる。寸法

の記入は、CAD の寸法作成機能により、図形の値を測定した結果を表示できるように

なった。しかし、完成した図面は紙に印刷して利用されるため、結果としては手書きの

製図と同様に、図形のサイズを知るためには多くの寸法が必要であり、図形のサイズは

寸法の数値が正しいということも同じであった。 

この問題点に関して、本研究では、図形のサイズを正確な数値で作図するものとし、

従来のように図形のサイズは寸法により指示された値を正しいとするのではなく、図

形のサイズそのものが正しいものとする。 

 

② 図形のサイズの変更は寸法の数値のみを変更してよいか。 

寸法の数値を変更する場合、寸法の数値の変更によって図形のサイズに極端な影響

がない限り、図形の修正は行わず寸法の数値だけを書き直してきた。CAD を用いた製

図では寸法の数値を変更するのではなく、本来は CAD のデータとして図形の正確性を

維持するために図形のサイズを変更する必要があった。しかし、CAD においても寸法

の数値を変更する操作の方が簡単な場合が多く、手書きの製図と同じように寸法の数

値だけを変更することが多く行われてきた。CAD による製図の利点を無視する使い方

ではあるが、図形の作成は数値データを作成することと同じである認識が浸透してい

ないことがひとつの要因であると考えられる。 
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この問題点に対して、本研究では、寸法の数値は図形から取得した値を示すものとし、

ユーザによる寸法の数値のみの変更は認めないものとする。 

 

4.3.2 アノテーションの基本的概念 

設計モデルが設計情報に該当する情報を保持していたとしても、情報の受け手がその存

在を知らなければ、情報は存在しないことと同義である。そこで、設計情報を伝達するため

の手段としてのアノテーションについて基本的概念を示す。 

アノテーションの基本的概念の検討にあたって、Greg Berrevoets による幾何公差設計法

（GD&T）による設計意図の明確化に関する考え方 8)は非常に参考になる。従来の図面には

非常に多くの寸法が記入されてきた。この結果、製品の検査段階に検査すべき寸法が多くな

り現場に混乱とエラーが頻発するようになった。加えて、図面に示されていない内部情報が

あっても、図面の利用者に正しく伝達されず、図面の正確な要求事項も伝達されないことと

なった。このような問題に対して、3 次元モデルと GD&T を採用するというものである。

まず、3 次元 CAD を用いて数学的に完全な 3 次元モデルを作成する。3 次元モデルは数学

的に完全な公称寸法を含んでおり、クエリによって製造に必要な寸法や属性を提供する。次

に図面には設計者が意図する情報のみを示す。GD&T では基準座標系、データム、技術仕

様のみを示せばよいというものである。 

この考え方は、3 次元モデルが数学的に完全な公称寸法を含むこと、および図面には設計

者が意図する情報のみを示すということである。3 次元モデルが数学的に完全であるとする

ことには、3 次元モデルの利用者の間で完全に合意されるには至っていない。しかし、3 次

元モデルが構造物のある一部分について数学的に描写できない形状であったとしても、3 次

元モデルの数学的な完全性が否定されることはないと考える。従来の 2 次元図面で表現で

きない形状があったとしても、2 次元図面全体の正確性が否定されないことと同じである。

重要なことは、設計者は、3 次元モデルの特性を理解し、寸法記入に頼ることなく設計者の
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要求事項を適切に表現した 3 次元モデルを数学的に正確に作成することである。3 次元モデ

ルが数学的に完全な公称寸法を含んで作成されると従来の寸法記入は不要になり、記入さ

れている寸法の意味はより強調されることになる。寸法は設計者の意図を示すものとして、

3 次元モデル全体の姿勢、測定の基準、検査対象とすべき寸法などを示すものとして用いる

ことになる。 

 

4.3.3 寸法の要件 

前項の寸法に関する検討により、本研究では JIS 規格 7)を参考に、3DAP モデルにアノテ

ーションとして示す寸法の要件を下記の通り定めるものとした。 

① 寸法の数値は、クエリにより設計モデルから取得する。 

② 寸法の数値は、変更してはならない。 
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4.4 まとめ 

本章では、第 3 章に示したアノテーションの利用場面に適用するための、アノテーショ

ンとしての寸法の位置づけを検討した。本章における検討事項を以下の通りまとめる。 

① 3DAP モデルを示し本研究における適用を定義した。 

② 設計モデルの要件を示した。 

③ アノテーションとしての寸法の考え方を整理し、寸法の要件を示した。 
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第5章 橋脚に対するアノテーションの検討 

5.1 概要 

本章では、第 3 章で選定したアノテーションの利用場面として「出来形管理」および「設

計変更」に対して、事例業務の橋梁を用いてアノテーション平面の設定およびアノテーショ

ンの作成を検討し、アノテーション平面およびアノテーションの要件定義の必要事項を検

討する。 

設計モデルは、数学的に完全な公称寸法を含む。そのため、従来の 2 次元図面のような寸

法によるサイズの指示は不要とすることができる。一方で、設計者あるいは発注者が施工者

に対して、ある特定の部分の寸法を厳守することを要求するといった、設計情報を伝達する

ための手段が必要となる。本章では、この目的を満足するために、アノテーションを用いる

ものとし、寸法の意味がより強調される仕組みを検討する。 

事例業務から用いる橋脚は、PU114 橋脚とした。この橋脚は杭基礎の RC 橋脚で、起点

方に鋼桁、終点方に PC 桁が載る。橋脚天端には、上部工の横断勾配に応じ、横断方向に勾

配が設けられている。杭基礎は場所打ち杭である。図 5.1 から図 5.3 に橋脚の構造一般図

を示す。まず、「出来形管理」におけるアノテーションの適用を示す。ここでは、出来形管

理の測定項目に該当する部分をアノテーションの寸法として示すものとする。本研究では、

出来形管理について国土交通省関東地方整備局の土木工事施工管理基準および規格値 1)よ

り「出来形管理基準および規格値」を参照し、RC 橋脚工および場所打杭工の出来形管理基

準を用いるものとした。次に、「設計変更」におけるアノテーションの適用を示す。 

なお、本章ではアノテーション平面およびアノテーションの適法方法を検討することを

目的としており、本章の説明で用いる図に記載するアノテーション平面およびアノテーシ

ョンは、特定の 3 次元 CAD の機能で作成したものではなく、作成結果のイメージとして示

したものである。 
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図 5.1 橋脚構造一般図（その１） 

 

 

図 5.2 橋脚構造一般図（その２） 



 

 

37 

  

図 5.3 橋脚構造一般図（その３） 
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5.2 出来形管理へのアノテーションの適用 

5.2.1 出来形基準および規格値 

出来形管理におけるアノテーションの利用として、事例業務の橋脚に出来形管理の測定

項目に該当する寸法を、アノテーションとして適用する方法を検討する。測定項目は、「出

来形管理基準および規格値 1)」の RC 橋脚工および場所打杭工に基づいて設定するものとし

た。図 5.4にRC橋脚工および図 5.5に場所打杭工の測定項目および規格値の抜粋を示す。 

 

  

図 5.4 RC 橋脚工の測定項目および規格値（一部抜粋） 

 

  

図 5.5 場所打杭工の測定項目および規格値（一部抜粋） 

 

橋脚躯体については、図 5.4 に示す RC 橋脚工の測定項目のうち、「基準高」、「厚さ」、

「天端幅」、「敷幅」、「高さ」、「天端長」および「敷長」に該当する寸法をアノテーションと
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して示す。場所打杭については、図 5.5 に示す場所打杭工の測定項目のうち、「根入長」お

よび「杭径」に該当する寸法をアノテーションとして示す。なお、「偏心量」および「傾斜」

については幾何公差での取扱に関する城古らの研究、また、規格値の表示は寸法公差での取

り扱いに関する城古らの研究 1)を参照するものとし、本研究では対象外とした。 

 

5.2.2 設計図における測定項目の指定 

 橋軸直角方向 

図 5.6 に橋脚一般図から正面図を抜粋して示す。RC 橋脚工および場所打杭工の測定項目

に該当する寸法および値を赤枠で示した。〇の数字は、測定項目の番号を示している。 

 

 

図 5.6 橋脚 正面図 

① 

② ② 

③ 

④ 
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① RC 橋脚工に関する測定項目「天端長」として指定する寸法。図 5.6 では、正面図には

天端長に相当する天端の左端部から右端部までの寸法が示されていないため、柱部お

よび梁部の寸法の合計とする。一般的に、出来形を測定する際に、測定項目として、左

右の張出部（3500mm）と躯体幅（4500mm）を合計して 11500mm を算出すると想像

できる。しかし、天端長が示されていないため、測定項目に対する規格値「-50」がど

の寸法に対するものか「曖昧さ」が残ることになる。一つの想定として、張出部の寸法

と躯体幅の寸法について「規格値」を適用すると考える技術者がいた場合、各寸法の規

格値を「-50」と考えため天端長に対して「-150」を許容することになる。通常このよ

うなことは考えにくいが、これは日本の業務上の習慣であり、近い将来通用しなくなる

可能性を考慮する必要がある。したがって、天端長に一致する寸法を正面図に記載する

必要がある。 

② RC 橋脚工に関する測定項目「高さ」として指定する寸法。図 5.6 では、上部工の横断

勾配を考慮して橋脚の天端にも横断方向の勾配が設けられているため、測定項目の高

さについては、橋脚の左右それぞれにフーチング底面から天端まで高さを設定する。 

③ RC 橋脚工に関する測定項目「敷長」として指定する寸法。図 5.6 では、橋軸直角方向

のフーチングの幅とする。 

④ RC 橋脚工に関する測定項目「厚さ」として指定する寸法。図 5.6 では、フーチングの

左右の厚さとする。 
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 橋軸方向 

図 5.7 に橋脚一般図から断面図を抜粋して示す。RC 橋脚工の測定項目に該当する寸法お

よび値を赤枠で示した。〇の数字は、測定項目の番号を示している。 

 

 

図 5.7 橋脚 断面図 

 

⑤ RC 橋脚工の測定項目「天端幅」として指定する寸法。図 5.7 では、橋脚の橋軸方向の

天端面の幅が柱部と梁部で異なるため、2 つの寸法がある。 

⑥ RC 橋脚工の測定項目「敷幅」として指定する寸法。図 5.7 では、橋脚の橋軸方向のフ

ーチングの幅とする。 

 

 

⑤ 
⑤ 

⑥ 
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 杭 

図 5.8 に場所打杭配筋図から側面図を抜粋して示す。場所打杭工の測定項目に該当する

寸法および値を赤枠で示した。〇の数字は、測定項目の番号を示している。 

 

 

 

図 5.8 杭 側面図 

 

⑦ 場所打杭工の測定項目「杭長」として指定する寸法。図 5.8 では、フーチング下端から

フーチング内への 100mm の埋め込みを含めて 13500mm とする。 

⑧ 場所打杭工の測定項目「杭径」として指定する寸法。図 5.8 では、杭の直径とする。 

 

⑦ 

⑧ 
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5.2.3 設計モデル 

設計モデルは、上部工（鋼桁）、上部工（PC 桁）、下部工および付帯構造物（舗装部、照

明基礎、照明、排水管、点検足場、落橋防止等）の「モデル幾何形状」、道路中心線形、計

画地盤および支持層線を「補足幾何形状」として作成した。なお、本研究では、対象橋脚と

橋脚周辺の上部工との関係を示すことを目的として、上部工は全体ではなく橋脚の直近部

を作成した。 

 

図 5.9 設計モデル（全体） 

 

図 5.9 に示す設計モデルは上部工、下部工、付帯構造物などを表現しており、特に橋脚天

端付近が分かりにくい。そこで、以降の検討において設計モデルとアノテーションの関係を

明確に示すため、設計モデルは図 5.10 に示すように橋脚の主要構造（躯体、フーチングお

よび杭）のみを示すものとし、アノテーションの適用の検討は、RC 橋脚工および場所打杭

工を対象とした。 



 

 

44 

 

図 5.10 設計モデル（橋脚主要構造） 

 

5.2.4 アノテーション平面の設定方針 

 投影図に相当するアノテーション平面 

橋脚の投影図に相当するアノテーション平面の設定方針として、アノテーション平面の

位置、および方向を検討する。なお、本報告書では、アノテーション平面を、領域を持つ平

面として示しているが、これはイメージ図を作成する便宜上、アノテーション平面を領域で

示したものである。本来、アノテーション平面は概念的な平面であり、平面の領域は無限で

ある。 

図 5.6 の正面図を用いて投影図に相当するアノテーション平面を検討する。図 5.6 の正

面図は、図 5.1 の左上の図を抜粋したもので、橋脚の橋軸直角方向の面を道路線形の起点

方から見た図である。事例業務の構造一般図でいう正面図は、橋脚を道路線形の起点方から

見た図と解される。なぜなら、図 5.1 の構造一般図（その１）に正面図が 2 つあり、どち

らも橋脚を起点方から見ているが、一方は起点方の上部工と橋脚の関係を示し、もう一方は

終点方の上部工と橋脚の関係を示しているためである。このことから、構造物に対してどの

面を正面と考えるかは、事業者や構造形式により異なる可能性が高い。 
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正面図として描いた投影図の方向は、事例業務の橋脚ではフーチングと橋脚柱部の起点

方の面が平行であるため、正面図はこれらの面と平行の関係にある。しかし、橋脚の特定の

面あるいは辺に平行であるのか、橋脚を配置する座標系の特定の軸に平行であるか、または

任意の方向を向いているのか一概に判断することはできない。例えば、曲線の線形に配置す

る橋脚でフーチングと橋脚の柱部の面が平行でない場合は、どこを基準に正面図とするか

は設計者の判断によるものとなる。このことから、アノテーション平面には、設計モデルに

対する位置、方向および設計モデル上の参照面といった要素が必要であることいえる。 

以上を考慮して、図 5.11 に橋軸直角方向の正面図に相当するアノテーション平面のイメ

ージを示す。なお、本章で図 5.11 以降の図に赤で示す文字および矢印は、図の説明に用い

るもので、アノテーションではない。 

 

図 5.11 橋軸直角方向に関するアノテーション平面（AP11） 

 

アノテーション平面と設計モデルの関係を表すためには、アノテーション平面、方向を示

す記号および参照面の表示が必要である。 

アノテーション平面は無限の平面で、方向は平面の法線で定める。アノテーション平面の

方向を示す記号の表現方法は問わないが、アノテーション平面に記入したアノテーション

アノテーション平面 

（AP11） 

参照面 

方向 

便宜上の境界面 

アノテーション平面の 

便宜上の位置 
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から離れすぎない位置にあるのが望ましい。 

アノテーション平面の参照面は、設計モデル上の任意の面を指定する。アノテーション平

面の参照面は常に表示していなくてもよいが、アノテーション平面を選択した際には参照

面が強調表示されることが望ましい。図 5.11 は、フーチングの起点方の面を参照面として

指定したイメージである。 

アノテーション平面の位置は、図 5.11 に示すような構造物の投影図を想定する場合、ア

ノテーション平面の方向に対象とする設計モデルがあり、かつアノテーション平面と対象

とする設計モデルが交差しなければどこに配置してもよいが、設計モデルとの関係が把握

できる位置が望ましい。図 5.11 に示したアノテーション平面を AP11 と呼ぶものとする。 

 

 断面図に相当するアノテーション平面 

橋脚の断面図に相当するアノテーション平面の設定方針として、アノテーション平面の

位置、および方向を検討する。 

図 5.7 の断面図を用いて、断面図に相当するアノテーション平面を検討する。図 5.7 の

断面図は、図 5.2 の左上の図を抜粋したもので、橋脚の橋軸方向の面を道路線形の起点方

から見た図である。事例業務の構造一般図でいう断面図は、橋脚を構造中心の位置で切断し

た図と解される。しかし、図面の表記では第三角法の左側面図に類する図形として描かれて

いる。なぜなら、断面図であれば本来記載されない梁部が実線で描かれているためである。

断面図であっても反対側の梁部を描くことはできるがその場合は隠れ線を用いて描くのが

基本である。また、事例業務の橋脚は天端に橋軸直角方向に勾配を持っているものの、断面

図では勾配が表現されていない。しかし、断面図は構造中心位置の橋脚の高さを示し、かつ

橋脚天端の幅が柱部と梁部で異なることを示しており、橋脚を側面から見た際の寸法の取

り合いについては十分理解できる。橋脚天板の柱部の寸法を断面図で表し、橋脚天端の梁部

の寸法を投影図で表すと、図面に記載する図形の数が増える。図面作成のルール上は正しい
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が冗長な図面になるため、情報を簡潔に示す経験上の工夫である。このような工夫は 2 次

元図面ではよくみられるが、設計モデルでは 2 次元図面のような図形の簡略化は不可能で

あり、事例業務の断面図のような場合は、断面図と投影図をそれぞれ作成する必要がある。 

以上を考慮して、図 5.12 に橋軸方向の断面図に相当するアノテーション平面のイメージ

を示す。 

 

図 5.12 橋軸方向に関するアノテーション平面（AP21） 

 

アノテーション平面と設計モデルの関係を表すためには、5.2.4(1)と同様に、アノテーシ

ョン平面、方向を示す記号の表示が必要である。 

断面図の場合、設計モデルの必要な断面の位置にアノテーション平面を設定すればよい

ため、投影図の場合のような参照面は不要である。図 5.12 のアノテーション平面を AP21

と呼ぶものとする。 

 

 側面図に相当するアノテーション平面 

図 5.7 の断面図が示す寸法を記載するため、側面図に相当するアノテーション平面を作

成する。橋軸方向の側面図に相当するアノテーション平面を図 5.13 に示す。図 5.13 に示

アノテーション平面 

（AP21） 

方向 

便宜上の境界面 アノテーション平面の位置 
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したアノテーション平面を AP12 と呼ぶものとする。 

 

図 5.13 橋軸方向に関するアノテーション平面（AP12） 

 

 第三角法におけるアノテーション平面の展開 

投影図と断面図に関するアノテーション平面の設定方針を示した。次に、第三角法による

投影図の作成方針を示す。第三角法による投影図は、対象物の形・機能の特徴を最も明瞭に

表すように選んだ投影図（主投影図）のまわりに、その対象物のその他の五つの投影図をい

くつかまたはすべてを配置して描く正投影 3)で、主投影図を含めて 6 面の投影図がある。 

第三角法の 6 面の投影図はそれぞれ直角に交わるため、主投影図が決まれば、残りの 5 つ

の投影図は自動的に決まることになる。 

図 5.14 に第三角法におけるアノテーション平面の展開のイメージを示す。図 5.14 は、

図 5.11 に示すアノテーション平面（AP11）を主投影図として、主投影図を含む 6 つの投

影図に相当するアノテーション平面を表している。 

アノテーション平面の方向は主投影図に相当するアノテーション平面の方向が決まれば、

他のアノテーション平面の方向は自動的に決まる。ただし、すべてのアノテーション平面の

方向に設計モデルがなければならない。 

アノテーション平面 

（AP12） 

参照面 

方向 

便宜上の境界面 

アノテーション平面

の便宜上の位置 
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アノテーション平面の位置は、図 5.11 に示すアノテーション平面（AP11）と同様である

が、図 5.14 に示すような設計モデルの Bounding Box を基準として主投影図に相当するア

ノテーション平面と等距離にあることが望ましい。 

 

図 5.14 第三角法のアノテーション平面の展開 

 

5.2.5 アノテーションとしての寸法の記入および投影図 

アノテーション平面に対するアノテーションとしての寸法の記入は、アノテーションと

しての寸法の要件（4.3.3 参照）に従うものとする。ここでは、図 5.11 に示すアノテーショ

ン平面（AP11）を用いて、寸法の要件「①アノテーションとしての寸法は、アノテーショ

ン平面に記入する」について検討する。 

図 5.15 に示すアノテーション平面（AP11）は、アノテーション平面（AP11）と設計モ

デルを正対させた図である。橋梁直角方向の設計モデルの天端の長さ表す寸法をアノテー

アノテーション平面 

（主投影図） 

（正面図） 

参照 

方向 

アノテーション平面 

（右側面図） 

アノテーション平面 

（左側面図） 

アノテーション平面 

（平面図） 

アノテーション平面 

（背面図） 

アノテーション平面 

（下面図） 

Bounding Box 
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ション平面に示した。しかし、アノテーション平面と設計モデルは位置が離れているため、

回転させると図 5.16 のような位置関係になり、アノテーション平面上の寸法が設計モデル

のどの位置の長さを示しているかわからなくなる。 

 

図 5.15 アノテーション平面における寸法の記入（正対させた図） 

 

 

図 5.16 アノテーション平面における寸法の記入（回転させた図） 

 

アノテーション平面が投影図に相当する位置にある場合、アノテーション平面上に設計

モデルの投影図が作成できれば、アノテーション平面上の寸法の位置は明確になる。そこで、

アノテーション平面 

（AP11） 

設計モデル 

寸法 

設計モデル 

寸法 

アノテーション平面 

（AP11） 
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アノテーション平面に設計モデルの投影図を作成する。図 5.17 に、アノテーション平面

（AP11）に投影図を示したイメージを示す。 

 

 

図 5.17 アノテーション平面における投影図の表示 

 

これにより、アノテーション平面図に記入する寸法は、設計モデルに対して記入するので

はなく、アノテーション平面上の投影図に対して記入することになる。 

アノテーション平面図に作成する投影図は、設計モデルとは独立した平面上の図形であ

るが、設計モデルと連動して設計モデルの変更に追従することが望ましい。また、投影図に

対して設定した寸法もモデルの変形に追従することが望ましい。 

 

5.2.6 出来形管理の測定項目に対応したアノテーションの記入 

5.2.4 におけるアノテーション平面の設定方針、5.2.5 の寸法の記入などの検討によりア

ノテーション平面にアノテーションを記入する準備が整った。本節では、事例業務の橋梁に

ついて図 5.6 から図 5.8 に示した出来高管理の測定項目に対応したアテーションの記入を

行う。本研究では、出来形管理の測定項目としてアノテーション平面上に記入する寸法を、

「モデル制御寸法」と呼ぶこととする。 

設計モデル 

寸法 

アノテーション平面 

（AP11） 

投影図 
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まず、図 5.6 の橋脚 正面図に示した測定項目に対応するモデル制御寸法を図 5.18 に示

すアノテーション平面（AP11）に記入する。 

 

図 5.18 アノテーション平面（AP11） 

 

図 5.18 のアノテーション平面（AP11）は橋脚の起点方にあり、橋脚の起点方の面の投影

図が作成されている。図 5.19 に、図 5.6 の測定項目に対応したモデル制御寸法を記入した

イメージを示す。図 5.19 の赤の〇数字は図 5.6 の測定項目の番号と一致している。なお、

赤の〇数字はアノテーションではない。 

アノテーション平面 

（AP11） 

設計モデル 投影図 
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図 5.19 AP11 に関するモデル制御寸法 

 

次に、図 5.7 の断面図に示した測定項目に対応するモデル制御寸法を、図 5.20 に示すア

ノテーション平面（AP21）、および図 5.21 に示すアノテーション平面（AP12）に記入す

る。 

 

 

図 5.20 アノテーション平面（AP21） 

② 

① 

② 

③ 

④ 

アノテーション平面 

（AP21） 

設計モデル 

(透過表示) 

断面図 
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図 5.21 アノテーション平面（AP12） 

 

図 5.20 のアノテーション平面（AP21）は橋脚の橋軸直角方向の中央の断面図が作成さ

れており、図 5.21 のアノテーション平面（AP12）は橋脚の右側面の投影図が作成されて

いる。図 5.22 および図 5.23 に、図 5.7 の測定項目に対応したモデル制御寸法を記入した

イメージを示す。⑦および⑧は杭のモデル制御寸法である。事例業務の橋脚は図 5.8 に示

すように杭の全長は 13500mm であるが杭頭部の 100mm がフーチング内部にあるため、

投影図では杭の全長を表していない。そのため、杭に関するモデル制御寸法は断面図に相当

するアノテーション平面（AP21）に記入した。図 5.23 のモデル設置値は、⑦「天端幅」お

よび⑧「敷幅」に該当する測定項目をモデル制御寸法で記入した。 

アノテーション平面 

（AP12） 

設計モデル 投影図 
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図 5.22 AP21 に関するモデル制御寸法 

 

 

図 5.23 AP12 に関するモデル制御寸法 
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5.2.7 まとめ 

 出来形管理へのアノテーションの適用として、アノテーション平面の設定方針およびア

ノテーションの記入を示した。アノテーション平面に記入するアノテーションをモデル制

御寸法とすることで、設計者あるいは発注者の意図が明確となる。本節におけるまとめを以

下に示す。 

① 投影図、断面図に相当するアノテーション平面の設定方針、アノテーション平面の設定

に必要な位置、方向、参照面について示した。 

② アノテーション平面に対して設計モデルと連動した投影図または断面図を作成する方

針を示した。 

③ アノテーション平面を用いたアノテーションの表示は、2 次元図面のようなモデルの省

略を行わないため、場合によりアノテーション平面が多くなることがある。 
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5.3 設計変更への適用 

5.3.1 モデル制御寸法と連動する設計モデルの変更制限 

 アノテーション平面に示されたモデル制御寸法は、設計者あるいは発注者が施工者に対

して設計意図を伝達することを目的として設定する。モデル制御寸法は、目的の構造物に対

して契約条件となる重要な値であることから、施工者が任意に変更できることは望ましく

ない。そのため、モデル制御寸法は、発注者あるいは発注者が指定したモデルの管理者以外

が変更できないようにする必要がある。モデル制御寸法は、設計モデルに対して設定するも

のであり、モデル制御寸法による変更制限は設計モデルの変更制限を行うことと言える。 

本研究では、モデル制御寸法の変更は、設計変更の該当項目に相当するとして、施工者に

モデル制御寸法の変更が設計変更の対象であることが明確に伝えることを目的として、モ

デル制御寸法と連動する設計モデルの変更制限を検討する。 

 

5.3.2 設計モデルの変更制限の検討 

 モデル測定値による拘束の考え方 

モデル制御寸法による設計モデルの変更制限モデルの変更制限として、モデル制御寸法

が記入された部分について設計モデルの変更制限を考える。例えば、図 5.19 のモデル制御

寸法の記入において、①「天端長」のモデル制御寸法が、設計モデルの天端長に相当する部

分の変更を制限するというものである。ここで、モデル制御寸法、投影図および設計モデル

の関係を再確認すると、5.2.6 で検討した通り、モデル制御寸法として用いる寸法の数値は

投影図から取得し、投影図は設計モデルから作成するという関係にある。この関係からモデ

ル制御寸法が設計モデルのどの部分の変更を制限するか整理する。 

アノテーション平面に記入したモデル制御寸法と設計モデルの関係を理解するため、設

計モデルとアノテーション平面の位置関係を図 5.24 に示す。 
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図 5.24  設計モデルとアノテーション平面の位置関係 

 

図 5.24 のアノテーション平面を、図 5.25 から図 5.27 に示す。 

図 5.25 はアノテーション平面（AP11）に対してモデル制御寸法として示した寸法、およ

び寸法を記入する際に指定した投影図の点を示している。本研究ではモデル制御寸法の作

成に際して指定した投影図の点を拘束点と呼ぶものとする。図 5.26 はアノテーション平面

（AP21）について、図 5.27 はアノテーション平面（AP12）について、モデル制御寸法と

して示した寸法および拘束点を示している。また、各図には、図 5.24 に示す設計モデルの

座標値系に対応させたアノテーション平面の座標系を示した。なお、各図中に赤で示す、拘

束点の番号（RP1、RP2 等）と点を示した〇および座標系の表示は、アノテーションではな

い。 

 

アノテーション平面 
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設計モデル 
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（AP21） 
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図 5.25  アノテーション平面（AP11）に関する拘束点 

 

図 5.26  アノテーション平面（AP21）に関する拘束点 
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60 

 

図 5.27 アノテーション平面（AP12）に関する拘束点 

 

図 5.25 のアノテーション平面（AP11）にモデル制御寸法として示した寸法は 6 カ所あ

り、拘束点は 6 カ所である。 

図 5.25 に示すモデル制御寸法で「天端幅」に相当する寸法の拘束点は RP1 と RP2 であ

る。モデルの変更制限は、寸法を表示した方向の拘束点の移動を制限する方法とする。「天

端幅」に相当する寸法は X 軸と平行であり、拘束点 RP1 および拘束点 RP2 は X 軸方向の

移動を制限する。 

 

 橋脚の設計モデルの変更制限 

図 5.25 から図 5.27 から橋脚の設計モデルに対応する拘束点を抽出し、測定項目、寸法

値、拘束点および拘束の方向の関係を整理して表 5.1 に示す。拘束点の拘束の方向は、右手

系座標系としてベクトルの成分（x,y,z）で示す。 

 

RP1 RP11 

RP12 RP2 

Y 

Z 

RP5 RP13 
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表 5.1 橋脚の設計モデルに関する拘束点 

アノテーション平面 測定項目 値 拘束点 拘束の方向 

AP11 天端幅 11,500 RP1 (1,0,0) 

   RP2 (1,0,0) 

 高さ（左） 14,859 RP1 (0,0,1) 

   RP4 (0,0,1) 

 高さ（右） 14,341 RP2 (0,0,1) 

   RP5 (0,0,1) 

 敷幅 10,500 RP4 (1,0,0) 

   RP5 (1,0,0) 

 厚さ（右） 2,500 RP3 (0,0,1) 

   RP5 (0,0,1) 

AP21 天端長 3,500 RP6 (0,1,0) 

   RP7 (0,1,0) 

AP12 天端長（左） 3,400 RP1 (0,1,0) 

   RP11 (0,1,0) 

 天端長（右） 3,400 RP2 (0,1,0) 

   RP12 (0,1,0) 

 敷長 10,500 RP5 (0,1,0) 

   RP13 (0,1,0) 

 

表 5.1 で整理した拘束点と拘束の方向を、橋脚の設計モデル上に示すと図 5.28 のように

なる。図 5.28 の拘束点上の矢印は、拘束の方向を表している。この図に示す通りモデル制

御寸法に対応する拘束点は設計モデルの一部の頂点の変更を制限することになる。 
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図 5.28 橋脚の設計モデルと拘束点の関係 

 

 杭の変更制限 

図 5.26 から杭の設計モデルに対応する拘束点を抽出し、測定項目、寸法値、拘束点およ

び拘束の方向の関係を整理して表 5.2 に示す。 

 

表 5.2 杭の設計モデルに関する拘束点 

アノテーション平面 測定項目 値 拘束点 拘束の方向 

AP11 杭長 13,500 RP8 (0,0,1) 

   RP10 (0,0,1) 

 杭径 1,500 RP9 (0,1,0) 

   RP10 (0,1,0) 
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表 5.2 で整理した拘束点と拘束の方向を、杭の設計モデル上に示すと図 5.29 のようにな

る。杭の拘束点を設定したアノテーション平面（AP21）は杭の中心部の断面図であり、円

筒形の杭に対して拘束点は上面および下面ともに四半円点を指定している。 

 

図 5.29 杭の設計モデルと拘束点の関係 

 

 

5.3.3 拘束点による設計モデルの変更制限の有効性 

設計モデルに拘束点を設定した場合に、拘束点による設計モデルの変更制限が有効であ

るか、ごく簡単な形状を例に検討する。図 5.30 は、1 辺 1000mm の立方体を設計モデルと

し、正面図に該当する位置にアノテーション平面を設定した例である。アノテーション平面

には設計モデルの投影図を示し、投影図の右側と下側にモデル制御寸法を設定し、設計モデ

ルの変更制限を検討する。図 5.31 は、図 5.30 に設定したモデル制御寸法による拘束点の

位置を示している。投影図の右側に設定した縦方向のモデル制御寸法による拘束点が
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RP100 点と RP102 点で、Z 軸方向の移動を制限する。投影図の下側に設定した横方向のモ

デル測定値による拘束点が RP101 点と RP102 点で X 軸方向の移動を制限している。 

 

 

図 5.30 アノテーション平面およびモデル制御寸法の設定 

 

 

図 5.31 モデル幾何形状の拘束点 

 

 設計モデルの頂点の変更制限  

図 5.32 は、モデルの頂点を拘束した場合を想定した変形例である。図 5.32 の変形例は、

設計モデルの形状モデルをソリッドモデルの表現方法の一つである Boundary 

Reprsentation（B-rep）で表現した場合を想定したものである。B-reps モデルは、「境界表

現」 とも呼ばれ、独立した複数の面で形状を表現する。 

拘束点はそれぞれ図 5.32 に示す矢印の方向の移動を拘束されているが、それ以外の頂点
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は自由に移動することができる。図 5.32 は、極端な変形例であるが、設計モデルをソフト

ウェアで操作した場合、このような結果を表示することは可能である。しかし、構造物の設

計モデルということを前提とすると、図 5.32 のような設計モデルの変形ができることは意

図するものではない。 

 

 

図 5.32 設計モデルの変形例 

 

図 5.33 は、設計モデルの形状モデルをソリッドモデルの表現方法の一つである掃引で表

現した場合を想定したものである。掃引モデルは、特定の断面を特定の方向あるいは軸線に

沿って引き延ばして形状を表現する。図 5.33 では XY 平面上に 1 辺 1000mm の断面（灰

色の正方形）があり、Z 軸方向の 1000mm の軸線（赤の線）に沿って断面を掃引させるこ

とで図 5.31 に示す設計モデルを得るものである。設計モデルの形状モデルを掃引体とした

場合、拘束点の設定は断面の頂点に該当する RP101 点と RP102 点は設定できるが、RP100

は対応する頂点がないため、拘束点として設定できない。設計モデルの変更制限は、拘束点

をデータとして保持できるか否かは重要な要件であるため、形状モデルの表現方法により

拘束点が設定できないということは避けなければならない。 
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図 5.33 設計モデルの形状モデルを掃引体で保持する場合 

 

 モデル幾何形状全体を拘束する場合 

設計モデルに設定した拘束点をデータに保持する方法として形状モデルの頂点に拘束点

の情報を設定すると、図 5.32 の B-rep、図 5.33 の掃引体の例を示したような形状モデル

には適していないことが判明した。そこで、形状モデルではなく、設計モデルそのもの変更

を拘束する方法を図 5.34 に示す。図 5.34 ではモデル制御寸法を作成したアノテーション

平面の投影図全体の変更を制限し、同時に投影図の元となる設計モデル全体の変更を制限

するものである。この場合、一つでもモデル制御寸法が設定された設計モデルはどの部分の

変更もできなくなるというものである。設計モデルに変更制限がある場合は、アノテーショ

ン平面にモデル制御寸法の有無を確認することで、設計モデルのどの部分を変更制限して

いるか確認することができる。特に、図 5.29 に示す場所打杭などの円形の断面の一点を拘

束点とする場合は、頂点に拘束点を設定するよりも、設計モデル全体を拘束する方が合理的

である。 
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図 5.34 アノテーション平面およびモデル制御寸法の設定 

 

ただし、この方法はあらかじめモデル制御寸法による変更制限の範囲を考慮した設計モ

デルの作成が必要である。本章で示した橋梁の設計モデルの場合、図 5.35 に示すように設

計モデルを躯体、フーチング、杭に分割して作成する必要がある。 

 

図 5.35 設計モデルの分割 
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5.3.4 変更制限の運用の想定 

モデル制御寸法による設計モデルの変更制限については、業務プロジェクトに応じて変

更制限を行う権限、変更制限を解除する権限の管理者をあらかじめ決めておく必要がある。

例えば、施工段階において、発注者と施工者が設計モデルを利用する場面を想定する。この

時、モデル制御寸法が設定されている設計モデルの変更制限の管理は発注者が行うものと

する。発注者は施工者に対して、設計モデルに基づく実構造物の施工を求めており、このよ

うな場合、施工者は設計モデルの寸法に従って実構造物を施工しなければならない。このた

め、変更制限されている設計モデルを施工者が自由に変更することはできない。しかし、何

らかの理由で設計変更が生じ設計モデルの変更が必要になった場合、発注者と施工者の協

議の上、発注者は設計モデルの変更制限を一時的に解除し、発注者または施工者のいずれか

が設計モデルの修正を行う。設計モデルの修正が終わり、モデル制御寸法の値も変更された

ことを確認したうえで、発注者は再び設計モデルの変更制限を行う。このような運用を行う

ことで、設計情報や発注者の意図を設計モデルで表現可能になると考える。 

 

5.3.5 まとめ 

モデル制御寸法による設計モデルの変更制限に関する検討結果をまとめる。 

① アノテーション平面上で、モデル制御寸法を設定した投影図または断面図の変更制限

を行う。 

② 変更制限の対象となるアノテーション平面上の投影図または断面図に連動する設計モ

デルの変更制限を行う。 

③ 設計モデルはモデル制御寸法の設定を考慮して作成する。 

④ モデル制御寸法による設計モデルの変更制限の運用の想定を示した。 
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5.4 アノテーションの作成手順 

アノーション平面の作成、投影図の作成、アノテーションとしてのモデル制御寸法の作成、

およびモデルの変更制限までイメージを示すため、図 5.36 から図 5.43 にこれらの一連の

手順の案を示す。この手順の案では、図 5.36 に示す橋脚の設計モデルに対して、アノテー

ション平面の作成、投影図の作成、モデル制御寸法の作成および設計モデルの変更制限を行

うことを想定する。 

 

図 5.36 作成手順（1）設計モデルの作成 

 

図 5.37 はアノテーション平面を作成する最初の操作として、アノテーション平面の対象

となる参照面の作成イメージを示している。起点方のフーチングの面を参照面として指定

（①）する。 

 

図 5.37 作成手順（2）アノテーション平面の作成（1） 

設計モデル 

設計モデル 

アノテーション平面を 
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図 5.38 は、図 5.37 で作成した参照面により作成されたアノテーション平面のイメージ

を示している。アノテーション平面の方向は、アノテーション平面と設計モデルの位置関係

により自動的に決定される。アノテーション平面の位置は、アノテーション平面が設計モデ

ルと交差しない、かつ、アノテーション平面の方向に設計モデルがある範囲で、任意に決め

ることができる。 

 

 

図 5.38 作成手順（2）アノテーション平面の作成（2） 

 

図 5.39 は、アノテーション平面に投影図を作成する手順のイメージを示している。投影

図を作成するアノテーション平面を選択（①）し、投影図を作成する設計モデルを選択（②）

する。 

 

図 5.39 作成手順（3）投影図の作成（1） 

アノテーション平面 

アノテーション平面 

の方向 

アノテーション平面の位

置を決められる範囲 

②設計モデル 

を選択 

①アノテーション平面 

を選択 
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図 5.40 は、アノテーション平面に投影図を作成した結果を示す。投影図は、アノテーシ

ョン平面と設計図の向きに応じて自動的に作成される。 

 

 

図 5.40 作成手順（3）投影図の作成（2） 

 

図 5.41 はアノテーション平面図に作成した投影図に対してモデル制御寸法を作成した

イメージを示す。寸法の数値は投影図から取得された値を示している。 

 

 

図 5.41 作成手順（4）モデル制御寸法（寸法）の作成 

 

図 5.42 は設計モデルの変更制限の手順を示している。変更制限を行うアノテーション平

投影図 

モデル制御寸法 
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面を選択（①）、アノテーション平面の変更制限を行う（②）。変更制限の方法は、例えばア

ノテーション平面を右クリックし、コンテクストメニューから変更制限を選択するなどの

方法が考えられる。 

 

図 5.42 作成手順（5）設計モデルの変更制限（1） 

 

図 5.43 は、設計モデルの変更制限の結果のイメージを示す。アノテーション平面に対し

て変更制限が行われた場合、アノテーション平面の移動、回転、寸法の変更、寸法が作成さ

れている投影図の変更、その投影図に関連する設計モデルの変更が制限される。変更制限さ

れたアノテーション平面上にある寸法が作成されていない投影図およびその投影図に関連

する設計モデルは変更制限の対象とはならない。 

 

 

図 5.43 作成手順（5）設計モデルの変更制限（2） 

①アノテーション平面 

を選択 

②アノテーション平面 

の変更制限 

アノテーション平面 

の変更制限 

変更制限されていない 

投影図 

変更制限された 

設計モデル 

変更制限されてい

ない設計モデル 
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5.5 アノテーション平面の表示 

ひとつの設計モデルに対して多くのアノテーション平面が作成されることが想定される。

同時に複数のアノテーション平面を表示すると、視認性が低下し、設計情報を伝達する意図

が損なわれる可能性がある。ひとつのアノテーション平面に雑多な目的のアノテーション

を記入するのではなく、目的に応じたアノテーション平面を作成して必要なアノテーショ

ンを記入する方法が望ましい。そこで、アノテーション平面には、用途が識別できる情報が

必要になる。これにより、例えば図 3.1 に示す基本シナリオに応じたアノテーション平面

を作成し、フェーズごとに表示・非表示を切り替えるなど、柔軟な対応が可能になる。 

 

5.6 補足幾何形状の利用 

橋梁の設計モデルには、目的構造物として作成する上部工、下部工以外の様々な情報が含

まれている。例えば、図 5.44 に示す、FH、施工基面など目的構造物の高さの基準であり、

設計モデルもこれらの基準に従って作成される。ただし、これらは完成後に実際の現場に存

在するものではなく、設計モデルにおいても区別する必要がある。そこで、設計モデルには

含まれないが、業務の遂行にあたって必要な情報を補足幾何形状として作成することとし

た。ここでは、例として図 5.44 に赤枠で示す道路中心線および施工基面、図 5.45 に示す

支持層線を補足幾何形状として作成することとした。 
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図 5.44 橋脚 正面図 

 

 

図 5.45 橋脚 杭概略図 
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補足幾何形状の作成結果を図 5.46 に示す。図 5.46 は、モデル幾何形状と補足幾何形状

で目的構造物を表現する設計モデルとなる。 

 

図 5.46 設計モデル（モデル幾何形状と補足幾何形状） 

橋脚の上部工、下部工、付帯構造物はモデル幾何形状であり、赤で示す道路中心線、計画

地盤、支持層線は補足幾何形状である。補足幾何形状は図の見やすさのために赤で示してい

るが、モデルデータには色の情報を保持していない。また、補足幾何形状に表示している「道

路中心線」、「計画地盤」および「支持層線」という引出線は、補足幾何形状の属性情報の名

称をアトリビュートとして示したもので、引出線自体はモデルデータに保持しない。モデル

の基準値は補足幾何形状に関連するアノテーションとして示した。図 5.46 の道路中心線の

補足幾何形状は、道路中心線そのものではなくモデルの基準値をわかりやすくするための

補助線として設定したものである。 
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5.7 まとめ 

本章では、アノテーションの利用場面として「出来形管理」および「設計変更」に対して、

事例業務の橋梁を用いてアノテーション平面の設定およびアノテーションの作成を検討し、

アノテーション平面およびアノテーションの要件定義の必要事項を検討した。本章におけ

る検討事項を以下の通りまとめる。 

① 出来形管理を利用場面とするアノテーションの利用方法を示した。 

 設計モデルの投影図、断面図および第三角法によるアノテーション平面の設定

方針を示した。 

 アノテーション平面に設計モデルと連動する投影図を作成する方針を示した。 

 アノテーション平面に記入する寸法は、設計モデルおよび投影図と連動するも

のであることを示した。 

 アノテーション平面に対する寸法の記入方法を示した。 

② 設計変更を利用場面とするアノテーションの利用方法を示した。 

 設計モデルの変更制限の方針を検討した。 

 設計モデルの変更制限は、アノテーション平面に変更制限を行う目的で示され

た寸法に連動する設計モデルを対象とすることを示した。 

 設計モデルはモデルの変更制限を考慮して作成する必要があることを示した。 

③ アノテーション平面の作成方法の例を示した。 

④ アノテーション平面を業務プロセスの段階に応じて表示する方針を示した。 

⑤ 補足幾何形状の利用法を示した。 
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第6章 アノテーションおよびアノテーション平面の要件の定義 

6.1 概要 

本章では、第 3 章から第 5 章で行った検討に基づいて、アノテーション平面およびアノ

テーションの要件を定義する。 

まず、アノテーション平面およびアノテーションについて、ISO 167921)、および JAMA2)

の基準類に定義されている要件を整理する。次に、SO 16792 および JAMA の検討を参照

して、第 3 章から第 5 章で行った検討に基づく、アノテーションおよびアノテーション平

面の要件を定義する。 

 

6.2 既往の基準類における要件 

ISO 167921)、JAMA2)の基準で定めているアノテーション平面およびアノテーションに

関す要件を以下に示す。 

 

6.2.1 ISO 16792 の規定 

 アノテーションに関する要件 

ISO 16792 の 5.1.11)より、アノテーションに関する要件を参照する。 

① すべての寸法の値はモデルから取得する。 

② すべての角度の値はモデルから取得する。 

③ アノテーションがアノテーション平面に対して垂直に見える場合は、ISO 3098-1 およ

び ISO 3098-5 の適合性要件を適用する。 

④ アノテーションがアノテーション平面に対して垂直に表示されている場合、同じアノ

テーション平面内の他のアノテーションとオーバーラップしてはならない。 

⑤ すべてのアノテーションは、1 つまたは複数のアノテーション平面で指定しなければな

らない。 
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⑥ アノテーションの可読性を保証するために、文字は、モデルの回転後に上下に移動する

ことができる。モデルの回転後に読み取り方向が更新されることを確認する。モデルに

適用される各アノテーション平面における正しい読み取り方向を決定する手段を含む。 

 

 アノテーション平面の関する要件 

ISO 16792 の 7.3.41)より、アノテーションに関する要件を参照する。 

① 3 次元でモデルを操作しても、アノテーション平面の方向はモデル幾何形状に対して維

持される。 

 

6.2.2 JAMA 3D 図面ガイドラインの規定 

 アノテーションに関する要件 

JAMA 3D 図面ガイドライン 10.2.12)より、アノテーションに関する要件を参照する。 

① 3 次元モデルに対して、アノテーションを明確な方向と適切な場所に表記するため、投

影図または断面図を設定しなければならない。 

② 3 次元モデルに引出線や幾何公差、寸法線など多くのアノテーションを設定する場合は、

投影図または断面図を用いたり、アノテーションを適切に配置したりし、アノテーショ

ンどうしが重なって見づらくならないようにする。 

③ アノテーションの色は画面および 3 次元モデルの色に対して、保護色にならないよう

に設定する。 

④ アノテーションを指示するための引出線や寸法補助線などを、形状を表すために不要

な 3 次元モデル要素に示してはならない。 

 

 アノテーション平面の要件 

JAMA 3D 図面ガイドライン 10.32)より、アノテーションに関する要件を参照する。 
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① アノテーションを 3 次元モデルへ指示する場合は、ISO16792 の 7.3.4 「アノテーショ

ン平面」にしたがってアノテーション平面を設定し、これにアノテーションを設定する。 

② アノテーション平面をそのまま投影図または断面図にできる。 

 

6.3 アノテーションおよびアノテーション平面の要件 

前節の基準類における要件を考慮し、第 3 章から第 5 章で行った検討に基づいて、アノ

テーションおよびアノテーション平面の要件を定義する。アノテーションの要件は、アノテ

ーションとして作成する寸法、引出線、注記に共通する要件と寸法のみの要件を区別する。 

 

6.3.1 アノテーションの要件 

 アノテーションに共通する要件 

① アノテーションは、ひとつのアノテーション平面に記入しなければならない。 

（説明） アノテーションを複数のアノテーションに跨って記入すると、本来、寸法

の記入を想定したアノテーション平面の判別が困難になることが考えられ

る。 

 

② アノテーションは、画面の下側または右側から見て読むことができるように示す。 

（説明） JIS Z 8317 では「図面の下側または右側から見て」と規定されているが、

ここでは画面の下側または右側からとした。画面とは、ディスプレイを想

定している。 
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図 6.1 画面に対する文字の向き 

 

③ アノテーションは、アノテーション平面に対して垂直に記入してはならない。 

（説明） アノテーション平面に対して垂直にアノテーションを記入すると、アノテ

ーション平面を画面に正対させた際にアノテーションが識別できなくなる。 

 

図 6.2 アノテーション平面に垂直のアノテーション 

 

④  アノテーションの可読性を維持するため、アノテーションを設計モデルの回転後に

調整することができる。 

（説明） 設計モデルの回転に応じて、アノテーション平面上のアノテーションが回

転した際、回転前に記入したアノテーションの配置が崩れたり、アノテー

ションが重なったりすることがある。このような場合、アノテーションの

可読性を維持するため、アノテーションの配置を調整する必要がある。 

画面の下側から読める文字 

画面の右側から

読める文字 123 12
3 ディスプレイ 

画面 

アノテーション

平面に垂直のア

ノテーション 
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⑤ アノテーションに色を用いる場合、画面および設計モデルの色に対して、容易に識別で

きる色でなければならない。 

（説明） 設計モデルの回転に応じて、アノテーション平面上のアノテーションが回

転した際、回転前に記入したアノテーションの配置が崩れたり、アノテー

ションが重なったりすることがある。このような場合、アノテーションの

可読性を維持するため、アノテーションの配置を調整する必要がある。 

 

 アノテーションとして記入する寸法の要件 

⑥ 寸法の値（角度を含む）は、アノテーション平面において設計モデルと連動する投影図

または断面図から取得しなければならない。 

（説明） アノテーション平面の投影図および断面図は、アノテーション平面に必要

な部分を設計モデルから抽出して作成したものである。アノテーション平

面に作成される投影図および断面図は、設計者または発注者が、何らかの

目的をもって表示した図形であるから、図形そのものもアノテーション平

面を作成する目的の一つであるといえる。したがって、寸法の値もアノテ

ーション平面の投影図および断面図から取得する必要がある。また、投影

図または断面図のサイズが変化した際には、寸法の値も変化しなければな

らない。 

 

⑦ 寸法の値を変更してはならない。 

（説明）設計モデルのサイズは設計モデル自身が持っている。アノテーション平面

の寸法は投影図および断面図から取得した値を示しており、寸法の値は設

計モデルの特定のサイズを設計情報として明示するものであるから、設計
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モデルと寸法の値は常に一致していなければならない。 

 

⑧ ひとつのアノテーション平面の中で、寸法の重複指示を避ける。 

（説明）JIS Z 83173)の寸法記入の原則に従って、重複指示を避けることとした。 

 

 

図 6.3  アノテーション平面（AP11）に関する拘束点 

 

⑨ すべての寸法の単位が同じ場合には、単位を省略できる。 

（説明）JIS Z 83173)の寸法記入の原則に従って、単位を省略できることとした。 

 

6.3.2 アノテーション平面の要件 

⑩ 設計モデルを操作しても、アノテーション平面の位置および方向は設計モデルに対し

て維持される。 

（説明） 設計モデルの回転、変形、部分追加、部分削除等の操作を行っても、設計

モデルとアノテーション平面の位置、方向を維持する。ただし次のような

重複指示 
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場合などは、その限りではない。 

 設計モデルが完全に削除された。 

 投影図を作成するアノテーション平面と設計モデルが交差した。 

 投影図を作成するアノテーション平面の法線の方向上に設計モデルが

存在しなくなった。 

 断面図を作成するアノテーション平面と設計モデルが交差しなくなっ

た。 

 

⑪ アノテーション平面の作成に際して使用した設計モデルの参照位置（アノテーション

平面の横方向、縦方向）を強調表示できる。 

（説明） アノテーション平面と設計モデルの関係を表示するため、アノテーション

平面の選択などにより、アノテーション平面の作成に使用した設計モデル

上の参照位置を表徴表示する。 

 

図 6.4 参照位置の協調表示 

 

⑫ アノテーション平面に設計モデルの指定した部分について、投影図または断面図をア

ノテーションとして作成できる。 

（説明） アノテーション平面の法線の方向に設計モデルがある場合は、設計モデル

①アノテーション平面 

を選択 
②設計モデル上の参照 

位置を強調表示 
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の指定した部分の投影図をアノテーションとして作成する。アノテーショ

ン平面と設計モデルが交差する場合は、設計モデルのしていたい部分の断

面図をアノテーションとして作成する。 

 

⑬ アノテーション平面に作成した設計モデルの投影図および断面図は、設計モデルの変

更に追従しなければならない。 

（説明） 設計モデルとアノテーション平面図の投影図および断面図は、常に同じサ

イズを表現する。設計モデルの変更により、自動的に投影図および断面図

も変更されることが望ましい。 

 

⑭ アノテーション平面上のアノテーション、投影図または断面図およびこれらに関連す

る設計モデルの変更の制限、制限の維持、制限の解除ができる。 

（説明）設計情報として意図した設計モデルのサイズについて、モデル制御寸法を

用いた設計モデルの変更制限を行う。変更の制限および解除については、

モデルの管理権限者を想定し、モデルの管理権限者のみが行えるような機

能が望ましい。 

 

 

6.4 まとめ 

本章では、第 3 章から第 5 章で行った検討に基づいて、アノテーションに関する 9 つの

要件を定義し、アノテーション平面に関する 5 つの要件を定義し、それぞれに要件の説明

を示した。 
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第7章 ソフトウェアの機能の把握 

7.1 概要 

本章では、ソフトウェアにおけるアノテーションの適用状況を把握する。ソフトウェアは、

本研究の開始時点でアノテーション平面の作成等の機能があることが確認できた、ダッソ

ー・システムズ株式会社の CATIA を用いるものとした。まず、第 6 章で定義したアノテー

ションおよびアノテーション平面の要件に対する適用状況を確認する。次に、第 5 章に示

した設計モデルへのアノテーションの記入についてソフトウェアの適用状況を確認する。

また、アノテーションに関する関連機能について確認する。 

 

7.2 ソフトウェアの概要 

ダッソー・システムズ（Dassault Systemes S.E.）は、フランスで最大のソフトウェア会

社で、戦闘機ミラージュで知られるダッソー・アビアシオン（Dassault Aviation）が自社の

設計用に開発した 3D-CAD である CATIA の開発部門を母体に、1981 年に設立された。 

CATIA（Computer graphics Aided Three dimensional Interactive Application、キャテ

ィア）は、ダッソー・システムズが開発したハイエンド 3 次元 CAD ソフトシリーズである。

航空機メーカーであるダッソー・アビアシオン（Dassault Aviation）が自社の製品設計用

に開発してきたソフトウェアをダッソー・システムズに分社化後汎用化したものである。 

1981 年から 1988 年にかけて、CATIA V1～3 がリリースされ、ワイヤーフレーム・サー

フェスに対応し、重工系など複雑で大規模なアセンブリにおける設計・開発を必要とするユ

ーザが多く用いた。1993 年に CATIA V4 がリリースされ、UNIX、ソリッドに対応した。

現在でも重工系のユーザを中心に利用されている。 

1999 年に CATIA V5 がリリースされ、Windows OS 対応し、日本の大手自動車会社の多

数が基幹 CAD として採用した。自動車業界の CATIA の初期の主な目的は「デジタルモッ

クアップ」による解析などで、高額の費用が掛かる試作車の製作台数を減らすことであった。
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CATIA という場合、通常 V5 のことを指す。現在も航空宇宙、自動車、産業装置から家電

など、大規模ビジネスから小規模ビジネスまで幅広く基幹 CAD として採用されている。 

2008 年に CATIA V6 がリリースされ、CATIA（CAD）と ENOVIA（PLM）が融合した。

インターフェイスやモデリング操作のほとんどは V5 から継承されているが、ファイル管理

がファイルベースからデータベースに変更されたことにより、従来のファイル管理という

概念はなくなった。大規模な産業装置のメーカーにおける採用例 1)、2)がある。 

2014 年に CATIA V6 をさらに強化し、ダッソー・システムズのソフトウェアを統合し、

3D を中心とした統合プラットフォームソフトウェアである 3DEXPERIENCE がリリース

された。通常、設計業務において CAD データを用いた解析を行う場合は、ソフトウェア間

でデータを変換する必要があるが、同一のプラットフォームにすべての機能を実装するこ

とで、作業をシームレスに行うことができる。このプラットフォームに色々な役割を持った

人が参加することで、仮想的な「大部屋」による開発が可能となった。最新の R2014x では

インターフェイスが V6 から変更されているが、V6 は 3DEXPERIENCE の基盤のアーキ

テクチャとして継承されている。 

現在は、3DEXPERIENCE を用いて機械・電気・ソフト・環境などを表現し、デジタル

の世界に現実に近い製品を作り上げる「デジタルツイン」を推進している。この考え方は自

動車/航空業界だけでなく、産業機械やハイテク製品に関しても広がりつつある。特に自動

車業界における 3 次元単独図の運用において、中心的なツールとして利用されている。 

一方、建設業界では、すでに多くの BIM/CIM ソフトウェアが利用されており、IFC を中

心としたデータ共有の仕組みに注力している。3DEXPERIENCE では、1 つの例として

「AEC データモデル」という IFC の規格に基づいたデータ管理の仕組みを持っており、

3DEXPERIENCE へ取り込まれた IFC データは、オブジェクトのデータとして分解され 3

次元データだけでなくプロパティ情報の活用などにも利用することが可能である。建設業

界では、特に中国でのプロジェクトでの活用実績 3)、4)がある。 
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7.3 アノテーションおよびアノテーション平面の要件に対する対応状況 

7.3.1 要件の確認 

第 6 章で定義した、アノテーションおよびアノテーション平面の要件について CATIA で

の対応状況を確認した。確認の結果を以下に示す。要件通りの機能がある場合を「〇」、類

似の機能が存在しユーザの操作方法により要件を満たすことができる場合を「△」、機能が

ないおよびユーザの操作方法によっても要件を満たすことができない場合を「×」とし、各

要件の確認結果を示した。 

 

7.3.2 「アノテーションの要件」の確認 

 「アノテーションに共通する要件」の確認 

① アノテーションは、ひとつのアノテーション平面に記入しなければな

らない。 ······················································································· [ △ ] 

（結果） 現在の機能では、同一のアノテーションを複数のアノテーショ

ン平面に記入することができるため、ユーザのアノテーション

の記入法で対応する必要がある。 

 

② アノテーションは、画面の下側又は右側から見て読むことができるよ

うに示す。 ···················································································· [ 〇 ] 

（結果） 通常の寸法等の作成時に読み取り方向を指定できる。 

 

③ アノテーションは、アノテーション平面に対して垂直に記入してはな

らない。 ······················································································· [ △ ] 

（結果） 現在の機能では、アノテーションをアノテーション平面に対し

て垂直に記入できるため、ユーザのアノテーションの記入法で
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対応する必要がある。 

 

④ アノテーションの可読性を維持するため、設計モデルの回転後にアノ

テーションを移動することができる。················································ [ 〇 ] 

（結果） アノテーションの位置の修正ができる。 

 

⑤ アノテーションに色を用いる場合、画面および設計モデルの色に対し

て、容易に識別できる色でなければならない。 ··································· [ 〇 ] 

（結果） アノテーションの色は、個別に設定できる。 

 

 「アノテーションとして記入する寸法の要件」の確認 

⑥ 寸法の値（角度を含む）は、アノテーション平面において設計モデル

と連動する投影図または断面図から取得しなければならない。 ·············· [ 〇 ] 

（結果） 投影図または断面図から寸法の値を取得できる。 

 

⑦ 寸法の値を変更してはならない。 ······················································ [ △ ] 

（結果） 現在の機能では、寸法を値は、通常の寸法ではなく「疑似寸法」

にすることで変更できるようになるため、ユーザの寸法の記入

法で対応する必要がある。 

 

⑧ ひとつのアノテーション平面の中で、寸法の重複表示を避ける。 ··········· [ △ ] 

（結果） 現在の機能では、ひとつのアノテーション平面においてアノテ

ーションの記入に制限はないため、ユーザの寸法の記入法で対

応する必要がある。 
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⑨ すべての寸法の単位が同じ場合には、単位を省略できる。 ···················· [ 〇 ] 

（結果） 寸法の設定で単位の省略ができる。 

 

7.3.3 「アノテーション平面の要件」の確認 

⑩ 設計モデルを操作しても、アノテーション平面の位置および方向は設

計モデルに対して維持される。 ························································· [ 〇 ] 

（結果） アノテーション平面の位置は維持される。 

 

⑪ アノテーション平面の作成に際して使用した設計モデルの参照位置

（アノテーション平面の横方向、縦方向）を強調表示できる。 ·············· [ × ] 

（結果） 現在の機能では、アノテーション平面の作成方法として、設計モ

デル上の参照を用いることは想定されていない。 

 

⑫ アノテーション平面に設計モデルの指定した部分について、投影図ま

たは断面図をアノテーションとして作成できる。 ································ [ 〇 ] 

（結果） アノテーション平面に設計モデルの投影図および断面図を作成

できる。 

 

⑬ アノテーション平面に作成した設計モデルの投影図および断面図は、

設計モデルの変更に追従しなければならない。 ··································· [ 〇 ] 

（結果） 投影図および断面図は設計モデルの変更に追従する。 

 

⑭ アノテーション平面上のアノテーションおよび投影図または断面図の

変更の制限を行うことまたは解除することができる。 ·························· [ × ] 
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（結果） 現在の機能では、投影図および断面図の変更制限はできない。 

 

7.3.4 まとめ 

アノテーションおよびアノテーション平面の要件は全部で 14 あり、要件の確認の結果

「〇」とした要件は 8、「△」とした要件は 4、「×」とした要件は 2 であった。 

「△」とした要件は要件①、要件③、要件⑦および要件⑧であった。これらは、CATIA が

持つアノテーションおよびアノテーション平面の機能に対して、より使い方の制約を加え

るものであり、現時点ではユーザがこれらの要件に注意してアノテーションおよびアノテ

ーション平面を作成する必要があることが判明した。次に、「×」とした要件は要件⑫およ

び要件⑮であった。これらはアノテーションおよびアノテーション平面に対してさらに付

加的な機能を要求であり、現時点では対応していないことが判明した。 

これらの結果より、本研究で定義した要件を実務に適用する場合には、アプリケーション

の機能の追加を行う必要があることが判明した。 

 

7.4 アノテーション作成の対応の確認 

7.3 において、第 6 章で定義した要件の対応状況を確認した。次に、5.4 アノテーション

の作成手順に示したアノテーションの作成手順について、CATIA の現状の機能の適用可能

範囲について確認した。5.4 アノテーションの作成手順の対応は次の通りである。 

作成手順（1）設計モデルの作成 ································································ [ 〇 ] 

作成手順（2）アノテーション平面の作成 ···················································· [ △ ] 

作成手順（3）投影図の作成 ······································································ [ 〇 ] 

作成手順（4）モデル制御寸法（寸法）の作成 ·············································· [ 〇 ] 

作成手順（5）設計モデルの変更制限 ·························································· [ × ] 
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作成手順（1）設計モデルの作成は、「〇」とした。設計モデルは問題なく CATIA の機能

で作成できる。CATIA では、3 次元形状モデルをパラメーターで作成できるため、作成し

た設計モデルの汎用性が高いといえる。 

作成手順（2）アノテーション平面の作成は、「△」とした。7.3 で確認したとおり、CATIA

は、本研究で提案している参照（図 5.37）を用いた手法には対応していないため、CATIA

の機能による一般的なアノテーション平面を作成した。図 7.1 に正面の投影図に関するア

ノテーション平面、図 7.2 に断面図に関するアノテーション平面、図 7.3 に側面の投影図

に関するアノテーション平面の作成結果をそれぞれ示す。 

作成手順（3）投影図の作成は、「〇」とした。CATIA の機能で作成できる。設計モデル

の変更に投影図も追従できることを確認した。図 7.1 に投影図の作成結果を示す。 

 

 

図 7.1 正面の投影図に関するアノテーション平面（AP11）および投影図の作成結果 

 

アノテーション平面 

（AP11） 

設計モデル 投影図 
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図 7.2 断面図に関するアノテーション平面（AP21）および投影図の作成結果 

 

 

図 7.3 側面の投影図に関するアノテーション平面（AP12）および投影図の作成結果 

 

作成手順（4）モデル制御寸法（寸法）の作成は、「〇」とした。アノテーション平面上の

投影図に対して寸法を作成できることを確認した。図 7.4 から図 7.6 に寸法の作成結果を

示す。 

 

アノテーション平面 

（AP21） 

設計モデル 
断面図 

アノテーション平面 

（AP12） 

設計モデル 投影図 
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図 7.4 AP11 に関するモデル制御寸法 

 

 

図 7.5 AP21 に関するモデル制御寸法 

① 

③ 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑥ 

⑨ 

⑩ 
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図 7.6 AP12 に関するモデル制御寸法 

 

作成手順（5）設計モデルの変更制限は、「×」とした。7.3 で確認したとおり、CATIA は、

本研究で提案しているモデル設定による設計モデルの変更制限は対応していない。したが

って、帆研究で提案するアノテーションの作成手順として、アノテーション平面の作成およ

びアノテーション平面に対するアノテーションの 表示までは対応できることが確認でき

た。 

 

7.5 関連機能の確認 

7.5.1 アノテーション平面の作成方法 

CATIA では、アノテーション平面の作成方法として図 7.7 に示す 5 つの機能がある。 

 

 

図 7.7 アノテーション平面の作成方法 

⑦ 

⑧ 

⑦ 
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① 「主図からのビュー」：正面・右側面・左側面・平面・下面・背面の 6 種類から、必要

な平面を作成する。図 7.8 に示すような、第三角法の正投影図に対応するアノテーシ

ョン平面を作成することができる。 

 

図 7.8 主図からのビューの例 

 

② 「基準からのビュー」：任意の平面を指定し作成する。 

 

図 7.9 基準からのビューの例 
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③ 「アイソメトリックビュー」：アイコンクリックの際に表示している方向から作成す

る 

 

図 7.10 アイソメトリックビューの例 

 

④ 「オフセット断面ビュー」：スケッチで断面のカーブを作成し、カーブに沿って作成

する 

 

図 7.11 オフセット断面ビュー 
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⑤ 「矢視断面ビュー/切断ビュー」：スケッチを使って矢視断面/切断面を作成する 

 

図 7.12 矢視断面ビュー/切断ビューの例 

 

7.5.2 アノテーション平面の管理 

CATIA では、作成したアノテーション平面は、図 7.13 に示すようにリストで管理でき

る。また、図 7.14 に示すように画面表示である View とリンクしており、アノテーション

平面と画面表示をサムネイルで管理することができる。 

 

 

図 7.13 アノテーション平面の管理 
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図 7.14 アノテーション平面と View の関連 

 

7.5.3 設計モデルの変更とアノテーションの連動 

設計モデルの変更とアノテーションの連動について示す。 

図 7.15 に設計モデルの変更のイメージを示す。 図 7.15 の左側の図は変更前の橋脚の設

計モデルを示し、右側の図は梁の高さを変更した橋脚の設計モデルを示す。 

 

 

図 7.15 設計モデルの変更 

変更前 変更後 

梁の高さ

を変更 
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CATIA では、変更前後の設計モデルを重ね合わせて、変更箇所を強調表示することがで

きる。図 7.16 では、設計前後のモデルを重ね合わせた時、変化していない部分を青、変化

している部分を赤で示している。図 7.16 のように示すことで、変更後に梁の高さが違うこ

とを容易に確認できる。 

 

 

図 7.16 モデルの変更箇所の明示 

 

設計モデルの変更により、アノテーション平面に表示している寸法の値も変更される。図 

7.17 は設計モデルの変更により、寸法も変更していることを示している。 
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図 7.17 設計モデルの変更による寸法の変化 

 

7.6 まとめ 

本章では、ダッソー・システムズ株式会社の CATIA を用いてアノテーションの適用状況

を確認した。本章における検討事項を以下の通りまとめる。 

① 第 6 章で定義したアノテーションおよびアノテーション平面の要件に対する適用状

況について、14 の要件のうち、11 の要件で対応できることを確認した。 

② 第 5 章に示した設計モデルへのアノテーションの記入について、モデル制御寸法に

よる設計モデルの変更制限以外は対応可能であること確認した。 

③ アノテーション平面の作成方法および管理方法について機能を確認した。 

④ 設計モデルの変更とアノテーションの連動について確認した。 

 

以上の確認より、本研究で提案したアノテーションおよびアノテーションの要件につい

て、一部の要件に対応するため、アプリケーションの機能の拡張等が必要であるといえる。 

なお、本研究では、アノテーションおよびアノテーション平面の機能の確認として、2011

年に JAMA / JAPIA で作成した「CAD 機能要求ガイドライン for 3D Annotated Model」

を参照し、ソフトウェアの機能の確認を行った。確認の結果は付属資料に示す。 

変更前 変更後 

寸法も変更される 
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第8章 結論と今後の取組み 

8.1 結論 

本研究は、CIM における 3D アノテーションの活用法の研究として、設計段階から施工

段階への設計情報の伝達に供するためのアノテーション平面およびアノテーションについ

て、橋脚を事例として検討し、要件を定義し提案した。第 3 章では、橋梁の業務シナリオを

設定し、業務シナリオにおける情報伝達の場面の把握を行い、アノテーションの利用場面を

選定した。第 4 章では、第 3 章に示したアノテーションの利用場面に適用するための、ア

ノテーションとしての寸法の位置づけを検討した。第 5 章では、アノテーションの利用場

面として「出来形管理」および「設計変更」に対して、事例業務の橋梁を用いてアノテーシ

ョン平面の設定およびアノテーションの作成を検討し、アノテーション平面およびアノテ

ーションの要件定義の必要事項を検討した。第 6 章では、第 3 章から第 5 章で行った検討

に基づいて、アノテーション平面およびアノテーションの要件を定義した。第 7 章では、ダ

ッソー・システムズ株式会社の CATIA を用いて、第 6 章で定義したアノテーションおよび

アノテーション平面の定義の確認、アノテーションの作成手順の確認を行った。これらの検

討より、本研究における結論を以下に示す。 

① アノテーションの活用の前提として、設計モデルは設計段階で想定した正確な値によ

り、数学的に完全な公称寸法を持つものとして作成する。これにより、従来の 2 次元図

面のような、寸法の誤記や直し漏れといった寸法に起因するミスを削減することがで

きる。 

② 設計モデルに対してアノテーション平面を作成する。アノテーション平面は、設計モデ

ルの見せ方および設計情報を伝達するために必要な寸法の指示に必要である。ただし、

アノテーション平面が多く作成されることが想定されるため、アノテーション平面を

管理する機能が必要である。 

③ アノテーション平面に設計モデルと連動した投影図や断面図を作成する。これにより、
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従来の 2 次元図面のように、投影図や断面図を個別に作成する必要がなくなり、正面

図と側面図の不一致をなくすことができる。また、アノテーション平面に投影図や断面

図を作成することで、アノテーション平面に記載するアノテーションと設計モデルの

関係がより把握しやすくなる。ただし、従来の 2 次元図面のような図形の省略（中間部

分の省略、繰返し図形の省略等）はできないため、投影図や断面図を適切に表示しない

と、図形が複雑化する恐れがある。 

④ アノテーション平面には、出来形検査や設計変更に必要な寸法、注記など、設計情報と

して扱うことが明確であり、かつ、モデルの作成者から利用者へデータとして受け渡す

必要のあるアノテーション（寸法、引出線、注記）を記載する。アノテーション平面へ

の過剰なアノテーションの記載を避けることにより、設計情報としてのアノテーショ

ンをより明確に表すことができるようになる。ただし、文字、寸法の端末記号（矢印）

などの表示には尺度の設定が必要である。 

⑤ 設計モデル、アノテーション平面およびアノテーションといった 3DAP モデルは、設

計情報の伝達として必要十分な情報を作成する。一方で、設計計算書、設計概要書等の

3DAP モデルで構成できない情報も多く必要になるため、4.2.2 に示すデジタル製品技

術文書情報の概念等を参照して情報の関連付けを柔軟に行う。 

⑥ アノテーション平面およびアノテーションの実務適用に当たっては、6.3 に示したアノ

テーション平面およびアノテーションの要件を考慮する。 

 

8.2 今後の課題 

今後、本研究で定義したアノテーション平面およびアノテーションを建設プロジェクト

の実務で展開するため、アノテーションの利用者である設計者、施工者および発注者の立場

からさらに利用場面を想定し、アノテーション平面およびアノテーションの検証を重ねる。

同時に、アノテーション平面およびアノテーションの実務適用にはソフトウェアの機能の
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拡張や開発が必要であることから、ソフトウェア開発会社に 6.3 に示したアノテーション平

面およびアノテーションの要件を提示し、ソフトウェアの機能の充実を検討してく。 

これらを実現するためには、建設業界の合意形成も必要であることから、本研究の理解者

を広げるために様々な方法で情報展開を行っていく。 

 

  



 

 

107 

謝辞 

本研究にあたり、前田建設工業株式会社の城古雅典氏には施工段階における設計情報の

扱われ方やモデル活用について貴重な知見を提供していただきました。ダッソー・システム

ズ株式会社の森脇明夫氏には製造業における 3 次元モデルの活用実績等について知見を提

供していただきました。また、同社の和泉弘龍氏には 3D Experience による 3 次元モデル

の作成、活用等について教示いただきました。株式会社 IHI インフラシステムの津田久嗣

氏ならびに新田あゆみ氏には、橋梁の製作の実際および設計モデルの作成における貴重な

知見を提供いただきました。最後に、西木也寸志氏には、3 次元モデルおよびアノテーショ

ンに対する氏の技術的な知識を教示いただきました。皆様に対し、ここに心から感謝申し上

げます。 

 

  



 

 

108 

  



 

 

109 

付録 

A.1 設計成果物の整理 

A.1.1 設計シナリオ：道路概略設計 

道路概略設計は、設計図書に基づいて、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献および設

計条件等に基づき、目的構造物の比較案または最適案の提案、各種施設物の基礎的諸元の設

定を行い、事業を実施しようとする最適の路線を選定することを目的とする。道路概略設計

は、使用する地形図の縮尺（1/5000 または 1/2500）により、概略設計（A）と概略設計（B）

に分かれる場合がある。 

 

 

図 A. 1 道路概略設計の流れ 

 

貸与資料の整理 

設計計画の作成 

現地踏査の実施 

路線の選定 

主要構造物の計画 

設計図の作成 

START 

END 

概算工事費の算定 

照査の実施 

報告書の作成 

協議資料の作成 
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表 A. 1 道路概略設計のタスク 

No タスク 内容 成果物 

1-1 貸与資料の整理 
設計に必要な資料を貸与する。  地形図（縮尺 1/5,000 または

1/2,500） 
 地質調査成果 

1-2 設計計画の作成 
業務の目的・主旨を把握したう

えで、設計図書に示す業務内容

を確認し、業務計画書を作成す

る。 

 業務計画書 

1-3 現地踏査の実施 

 

設計図書に示す予定路線の当該

計画地域における地形、地質､地

物、植生、用排水、土地利用状

況および文化財の把握・確認を

行う。 

 現地踏査報告書  

1-4 路線の選定 

 

当該地域の自然、社会的条件並

びにコントロール物件を考慮

し、設計条件に適合した可能と

思われる比較案（3 案を基本と

する）の路線を選定する。路線

選定に際し、路線の平面線形、

縦断線形は主要構造物（トンネ

ル、橋梁、函渠、擁壁、土工構

造物等）、連絡等施設を考慮して

計画し、最適路線を選定する｡ 

 路線の比較案（最適路線の選定） 

1-5 主要構造物の計画 

 

路線計画上、平面・縦断的コン

トロールとなる主要構造物（鉄

道・道路との交差、渡河地点）

について、現地踏査、文献資料

等からの形式の選定を行い、概

略設計図を作成する。 

 主要構造物の選定 
 概略設計図 

1-6 設計図の作成 

 

比較路線それぞれについて、設

計図面を作成する。 
 

 路線図：市販地図に用途地域およ

び主要コントロール物件を図示

し、比較路線を含めた計画路線を

記入する。 
 平面図：地形図に当該地域の社会

的、自然的、文化的、コントロー

ル要因を明示し、路線（曲線要

素）、主要構造物、連絡等施設並

びに縦断線形要素を記入する。ま

た、比較路線を記入する。 
 縦断図：図面に、交差道路、鉄道、

河川等の名称を記入し、主要構造

物（トンネル、橋梁、函渠）につ

いて寸法、形状、形式が判るよう

に明示する。計画高は地形図の縮

尺 1/5,000 および 1/2,500 に対

し各々100m および 50m 毎、並

びに主要点に対し明記する。 
 標準横断図：道路幅員、道路構造

の代表的な横断形状箇所を選定

し作成する。 
 横断図：縦断計画を行った同一点

および地形の変化点について横
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断図を作成する。この時、路面の

片勾配は考慮しない。 

1-7 協議資料の作成 

 

設計図書に基づき、関係機関との

協議用資料・説明用資料を作成す

る。 

 関係機関協議資料 

1-8 概算工事費の算定 

 

比較案それぞれに対し、概算工事

費を算定する。なお、概算用地補

償費の算定もあわせて行う。 

 概算数量 
 概算工事費 

1-9 照査の実施 

 

下記に示す事項を標準として照

査を実施する。 
① 基本条件の決定に際し、現

地の状況の他、基礎情報を

収集、把握しているかの確

認を行い、その内容が適切

であるかについて照査を行

う。特に地形、地質条件、土

地利用、周辺整備などにつ

いては、設計の目的に対応

した情報が得られているか

の確認を行う。 
② 設計条件および現地条件な

ど、基本的条件の整理が終

了した段階での照査を行

う。また、地形、地質、土地

利用、周辺整備、支障物件

（地下埋設物等）などが設

計に反映されているかの確

認を行う。 
③ 設計方針および設計手法が

適切であるかの照査を行

う。 
④ 設計図、概算工事費の適切

性および整合性に着目し照

査を行う。 

 照査報告書 

1-10 報告書作成の作成 

 

業務の成果として、設計業務の成

果に準じて報告書を作成する。な

お、以下の項目について解説し、

取りまとめて記載した設計概要

書を作成する。 
① 計画の経緯 
② 計画地域の現況および将来

計画のまとめ 
③ 計画条件検討経緯およびそ

の結果 
④ 当該計画地域の社会的、自

然的、文化的、コントロール

要因の説明 
⑤ 比較路線の選定経緯と最適

路線の計画概要および今後

の課題 
⑥ その他留意事項 

 設計概要書 
 リサイクル計画書 
 コスト縮減留意事項 
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A.1.2 設計シナリオ：道路予備設計（A） 

道路予備設計(Ａ)は、概略設計によって決定された路線について、空中写真図、地質資料、

現地踏査結果、文献、概略設計等の成果品および設計条件等に基づき、目的構造物の平面線

形、縦横断線形の比較案を策定し、施工性、経済性、維持管理、走行性、安全性および環境

等の総合的な検討と橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、概略形式、基本寸法を計画し、

技術的、経済的判定によりルートの中心線を決定することを目的とする。なお、設計図書に

基づき中心線座標の計算を行う。 

 

 

図 A. 2 道路予備設計（A）のフロー 

 

 

 

貸与資料の整理 

設計計画の作成 

現地踏査の実施 

路線の選定 

設計図の作成 

協議資料の作成 
 

START 

照査の実施 

報告書の作成 

概算工事費の算定 
 

END 
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表 A. 2 道路予備設計（A）のタスク 

No タスク 内容 成果物 
2-1 貸与資料の整理 

 
設計に必要な資料を貸与する。  道路概略設計成果 

 地質調査成果 
 地形図(縮尺 1/1,000) 

2-2 設計計画の作成 業務の目的・主旨を把握したうえで、

設計図書に示す業務内容を確認し、

業務計画書を作成する。 

 業務計画書 

2-3 現地踏査の実施 設計図書に示す予定路線の当該計画

地域における地形、地質､地物、植生、

用排水、土地利用状況および文化財

の把握・確認を行う。 

 現地踏査報告書 

2-4 路線の選定 路線選定に際し、路線の平面線形、

縦断線形は、主要構造物（トンネル､

橋梁、函渠、擁壁、土工構造物等）

の位置、概略形式、基本寸法等を考

慮して計画するものとする。 

 路線選定 

2-5 設計図の作成 設計図を作成する。  路線図：市販地図等に路線、主要構

造物、コントロールポイント、連絡

等施設等を記入する。 
 平面図：航測地形図に社会的、自然

的、文化的要素ならびにコントロ

ール物件を明示し、路線の平面線

形（半径、緩和曲線パラメータ）、

縦断線形要素（縦断勾配、理論変換

点での標高、勾配、縦断曲線長、縦

断曲線半径）、構造物（橋梁、高架、

トンネル、函渠、管渠、擁壁、特殊

法面等）の位置、形式、基本寸法等

および連絡等施設を記入する。こ

の他、付替道路、付替水路、側道、

用排水溝等も記入する。なお、用排

水は流向も明示する。 
 縦断図：縦断図は、20ｍ毎の測点

および主要点について計画高を記

入する。また、交差道路、鉄道、河

川等の名称も記入する。この他各

種構造物（橋梁、高架、トンネル、

函渠、管渠）の位置（測点）、形式、

基本寸法も表示する。 
 標準横断図：道路幅員、道路構造の

代表的な横断形状箇所を選定し作

成する。 
 横断図：横断図は、縦断計画を行っ

た同一地点について作成する。擁

壁、特殊法面、土工構造物等につい

ては、現地踏査並びに過去の実施

例等を参考に計画する。また、盛

土・切土の法勾配についても道路

土工指針等を参考に標準的な勾配

を採用する。 
 構造物計画図：延長 50m 以内の橋

梁・トンネル等の主要構造物につ
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いて、現地踏査を基に、標準設計や

既往の資料を参照し、位置、形式、

基本寸法を計画し、一般構造図を

作成する。また、延長 50m を超え

る主要構造物および擁壁、特殊土

工構造物で標準設計以外の特殊な

形式、規模のものを計画する場合

は、設計図書に基づき、一般構造図

を作成する。 
2-6 協議資料の作成 設計図書に基づき、関係機関との協

議用資料・説明用資料を作成する。 
 関係機関協議資料 

2-7 概算工事費の算

定 
比較案それぞれに対し、概算工事費

を算定する。なお、概算用地補償費

の算定もあわせて行う。 

 概算数量 
 概算工事費 

2-8 照査の実施 下記に示す事項を標準として照査を

実施する。 
① 基本条件の決定に際し、

現地の状況の他、基礎情報を収集、

把握しているかの確認を行い、その

内容が適切であるかについて照査を

行う。特に地形、地質条件、土地利

用、周辺整備などについては、設計

の目的に対応した情報が得られてい

るかの確認を行う。 
② 設計条件および現地条件

など、基本的条件の整理が終了した

段階での照査を行う。また、地形、

地質、土地利用、周辺整備、支障物

件（地下埋設物等）などが設計に反

映されているかの確認を行う。 
③ 設計方針および設計手法

が適切であるかの照査を行う。 
④ 設計図、概算工事費の適

切性および整合性に着目し照査を行

う。 

 照査報告書 

2-9 報告書の作成 業務の成果として、設計業務の成果

に準じて報告書を作成する。 
 設計概要書 
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A.1.3 設計シナリオ：道路予備設計（B） 

道路予備設計(Ｂ)は道路予備設計(Ａ)により決定された中心線に基づいて行われた実測路

線測量による実測図を用いて、図上での用地幅杭位置を決定することを目的とする。 

 

 

図 A. 3 道路予備設計（B）のフロー 
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表 A. 3 道路予備設計（B）のタスク 

No タスク 内容 成果物 

3-1 貸与資料の整理 
 

設計に必要な資料を貸与する。  道路予備設計(Ａ)  
 地質調査成果 
 測量成果 

3-2 設計計画の作成 業務の目的・主旨を把握したうえで、

設計図書に示す業務内容を確認し、

業務計画書を作成する。 

 業務計画書 

3-3 現地踏査の実施 設計に必要な現地状況を把握するた

めに、現地踏査を行う。現地踏査に

当たっては、現地での交差道路、用

排水系統等の現地状況の確認および

道路予備設計(Ａ)計画されている構

造物の位置等の基本的事項の把握を

行う。 

 現地踏査報告書 

3-4 縦断の設計 既存資料および現地踏査に基づい

て、平面線形との組合わせ、橋梁、

トンネル等の主要構造物の位置、形

式、基本寸法を考慮のうえ縦断線形

を設計する。 

 縦断計画図 

3-5 横断の設計 実測横断図を用い、地質調査結果に

基づき土層線を想定し法面勾配と構

造を決定し、道路の横断構成、側道、

水路等を設計する。 

 横断計画図 

3-6 道路付帯構造物

の設計 
一般構造物［擁壁（小構造物を除く）、

函渠、特殊法面保護工、落石防止工

等をいう。］および、管渠（応力計算

が必要なもの）、溝橋、大型用排水路

（幅 2ｍまたは高さ 1.5ｍを超える

もの）､地下道、取付道路（延長 10
ｍ以上）、側道、階段工（高さ 3ｍ以

上）等について、設計図書に基づき

現場条件、設計条件に合致するよう

設計する。 

 設計計算書 

3-7 小構造物の設計 受注者は、前項に定める以外で原則

として応力計算を必要とせず標準設

計図集等から設計できるもので、石

積またはブロック積擁壁、コンクリ

ート擁壁（高さ 2ｍ未満）、管渠、側

溝、街渠、法面保護工、小型用排水

路（幅 2ｍ以下かつ高さ 1.5m 以
下）、集水桝、防護柵工、取付道路（延

長 10ｍ未満）、階段工（高さ 3ｍ未

満）等の位置、形式、基本寸法等を

決定するものとする。 

 設計計算書 

3-8 用排水の設計 既存資料および現地踏査の結果に基

づいて用排水系統の計画、流量計算

を行い、用排水構造物を設計する。

特に現地における既設の関連用排水

現況、将来計画等を十分把握して適

切な設計を行うものとする。使用す

る用排水構造物は、標準設計図集を

 設計計算書 
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参照するものとする。 
3-9 設計図の作成 以下の設計図を作成する。  路線図：市販地図等に路線、主要構

造物、コントロールポイント、連絡

等施設等を記入するものとする。 
 平面図：実測平面図を用い、設計し

た縦断・横断の成果および橋梁、ト

ンネル等の主要構造物等、計画し

た全ての構造物を記入するものと

する。 
 縦断図：実測縦断図を用い、計画し

た縦断線形に基づき 20m 毎の測

点、主要点および地形の変化点等

の計画高計算を行い作成する。縦

断図には主要構造物および道路横

断構造物を記入するものとする。 
 標準横断図：切土、盛土等の断面に

ついて代表的な横断形状の箇所を

選定し作成する。 
 横断図：実測横断図を用い、標準と

して 20m 毎の測点について横断

設計に基づき作成する。土層別の

土量、法長および幅杭等、必要な事

項を記入するものとする。 
 一般図：一般構造物（函渠、擁壁等）

の一般図を作成する。 
3-10 協議資料の作成 設計図書に基づき、関係機関との協

議用資料・説明用資料を作成する。 
 関係機関協議資料 

3-11 用地幅杭の計画 縦断・横断・道路付帯構造物・小構

造物および用排水設計に基づき用地

幅杭位置を求める｡ 

 幅杭設計 

3-12 概算工事費の算

定 
概算工事費を算定する。概算用地補

償費の算定もあわせて行う。 
 概算工事費 
 概算用地補償費 

3-13 照査の実施 下記に示す事項を標準として照査を

実施する。 
① 基本条件の決定に際し、現地の

状況の他、基礎情報を収集、把握

しているかの確認を行い、その

内容が適切であるかについて照

査を行う。特に地形、地質条件、

土地利用、周辺整備などについ

ては、設計の目的に対応した情

報が得られているかの確認を行

う。 
② 設計条件および現地条件等、基

本的条件の整理が終了した段階

での照査を行う。また、地形、地

質、土地利用、周辺整備、支障物

件（地下埋設物等）等が設計に反

映されているかの確認を行う。 
③ 設計方針および設計手法が適切

であるかの照査を行う。 
④ 設計図、概算工事費の適切性お

よび整合性に着目し照査を行

う。 

 照査報告書 
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3-14 報告書の作成 業務の成果として、設計業務の成果

に準じて報告書を作成する。なお、

以下の項目について解説し、取りま

とめて記載した設計概要書を作成す

る。 
① 計画の概要 
② 地域の現況および関連協議資料 
③ 各種検討の経緯とその結果 
④ 設計計算書 
⑤ 概算事業費 
⑥ 用地幅杭調書 
⑦ その他必要事項 

 設計概要書 
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A.1.4 設計シナリオ：橋梁予備設計 

橋梁予備設計は、設計図書、既存の関連資料を基に、上部工、下部工および基礎工につい

て比較検討を行い、最適橋梁形式とその基本的な橋梁諸元を決定することを目的とする。 

 

 

図 A. 4 橋梁予備設計の流れ 
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表 A. 4 橋梁予備設計のタスク 

No タスク 内容 成果物 

4-1 貸与資料の整理 設計に必要な資料を貸与する。  道路概略設計報告書 
 道路予備設計報告書 
 地質調査報告書 
 実測平面図（縮尺 1/200～1/500） 
 実測縦横断面図（縮尺  1/100～

1/200） 
 周辺施設（既設、計画）に関する資

料 
4-2 設計計画の作成 業務の目的・主旨を把握したうえで、

設計図書に示す業務内容を確認し、

業務計画書を作成する。 

 業務計画書 

4-3 現地踏査の実施 架橋地点の現地踏査を行い、設計図

書に基づいた設計範囲および貸与資

料と現地との整合性を目視により確

認する。また、地形・地質等の自然

状況、沿道・交差・用地条件等の周

辺状況を把握し、合わせて工事用道

路・施工ヤード等の施工性の判断に

必要な基礎的な現地状況を把握す

る。 

 現地踏査報告書 

4-4 設計条件の確認 設計図書に示された道路の幾何構

造、荷重条件等設計施工上の基本条

件を確認し、当該設計用に整理する。 

 設計概要書 

4-5 橋梁形式比較案

の選定 
橋長、支間割の検討を行い、架橋地

点の橋梁としてふさわしい橋梁形式

数案について、構造特性、施工性、

経済性、維持管理、環境との整合な

ど総合的な観点から技術的特徴、課

題を整理し、評価を加えて、監督職

員と協議のうえ、設計する比較案 3 
案を選定する。 

 橋梁形式比較案 

4-6 基本事項の検討 設計を実施する橋梁形式比較案に対

して、下記に示す事項を標準として

技術的検討を加える。 
構造特性（安定性、耐震性、走行性） 
施工性（施工の安全性、難易性、確

実性、工事用道路および作業ヤード） 
経済性 
維持管理（耐久性、管理の難易性） 
環境との整合（修景、騒音、振動、

近接施工） 

 設計概要書 

4-7 設計計算の実施 上部工の設計計算については、主要

点（主桁最大モーメントまたは軸力

の生じる箇所）の概算応力計算およ

び概略断面検討を行い、支間割、主

桁配置、桁高、主構等を決定する。

下部工および基礎工については、躯

体および基礎工の形式規模を想定

し、概算の応力計算および安定計算

を行う。 

 設計計算書 
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4-8 設計図の作成 橋梁形式比較案のそれぞれに対し、

一般図（平面図、側面図、上下部工・

基礎工主要断面図）を作成し、鉄道、

道路、河川との関連、建築限界およ

び河川改修断面図等を記入するほか

土質柱状図を記入する。なお、構造

物の基本寸法の表示は、橋長、支間、

桁間隔、下部工および基礎工の主要

寸法のみとする。 

 橋梁位置図 
 一般図 

4-9 景観検討の実施 橋梁形式の選定に必要な概略の景観

検討を行う。 
 景観検討報告書 

4-10 協議資料の作成 設計図書に基づき、関係機関との協

議用資料・説明用資料を作成する。 
 関係機関協議資料 

4-11 概算工事費の算

定 
橋梁形式比較案のそれぞれに対し、

概算工事費を算定する。 
 数量計算書 
 概算工事費 

4-12 橋梁形式比較一

覧表の作成 
橋梁形式比較案に関する検討結果を

まとめ、橋梁形式比較一覧表を作成

する。橋梁形式比較一覧表には一般

図（側面図、上下部工および基礎工

断面図）を記入するほか、技術的特

徴、課題を列記し、各橋梁形式比較

案の評価を行い、最適橋梁形式案を

明示する。 

 橋梁形式比較検討表（最適橋梁形

式案） 

4-13 照査の実施 下記に示す事項を標準として照査を

実施する。 
① 基本条件の決定に際し、現地の

状況の他、基礎情報を収集、把握

しているかの確認を行い、その

内容が適切であるかについて照

査を行う。特に、地形、地質条件

については、設計の目的に対応

した情報が得られているかの確

認を行う。 
② 一般図を基に橋台位置、径間割

り、支承条件および地盤条件と

橋梁形式の整合が適切にとれて

いるかの照査を行う。また、埋設

物、支障物件、周辺施設との近接

等、施工条件が設計計画に反映

されているかの照査を行う。 
③ 設計方針および設計手法が適切

であるかの照査を行う。 
④ 設計計算、設計図、概算工事費の

適切性および整合性に着目し照

査を行う。 

 照査報告書 

4-14 報告書の作成 業務の成果として、設計業務の成果

に準じて報告書を作成する。なお、

以下の項目について解説し、取りま

とめて記載した設計概要書を作成す

る。 
① 設計条件 
② 橋梁形式比較案毎に当該構造物

の規模および形式の選定理由 
③ 道路、鉄道、河川の交差条件、コ

 設計概要書 
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ントロールポイント 
④ 主要部材の概略数量 
⑤ 概算工事費 
⑥ 主桁主要断面寸法、下部工躯体

および基礎寸法、くい本数等概

略計算の主要結果 
⑦ 橋梁形式比較一覧表 
⑧ 詳細設計に向けての必要な調

査、検討事項 
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A.1.5 設計シナリオ：橋梁詳細設計 

橋梁詳細設計は、予備設計等で決定された橋梁形式について、設計図書、既存の関連資料

および予備設計で検討された設計条件に基づき、橋梁の上部工、下部工、基礎工、架設工等

の工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な設計図、設計計算、

数量計算、施工計画、報告書等を作成することを目的とする。 

 

 

図 A. 5 橋梁詳細設計のフロー 
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表 A. 5 橋梁詳細設計のタスク 

No タスク 内容 成果物 

5-1 貸与資料の整理 設計に必要な資料を貸与する。  橋梁予備設計成果 
 道路線形計算書 
 実測平面図（縮尺 1/200～1/500） 
 実測縦横断面図（縮尺  1/100～

1/200） 
 道路等詳細設計成果関連部分 
 地質調査報告書 
 周辺施設（既設、計画）に関する資

料 
 幅杭設計成果 

5-2 設計計画の作成 業務の目的・主旨を把握したうえで、

設計図書に示す業務内容を確認し、

業務計画書を作成する。 

 業務計画書 

5-3 現地踏査の実施 架橋地点の現地踏査を行い、設計図

書に基づいた設計範囲および貸与資

料と現地との整合性を目視により確

認する。また、地形・地質等の自然

状況、沿道・交差・用地条件等の周

辺状況を把握し、合わせて工事用道

路・施工ヤード等の施工性の判断に

必要な基礎的な現地状況を把握す

る。 

 現地踏査報告書 

5-4 設計条件の確認 設計図書に示された道路の幾何構

造、荷重条件等設計施工上の基本条

件を確認し、当該設計用に整理する。 

 設計概要書 

5-5 設計細部事項の

検討 
使用材料、地盤定数、支承条件、構

造細目、付属物の形式など詳細設計

に当たり必要な設計の細部条件につ

いて技術的検討を加え、これを当該

設計用に整理するとともに適用基準

との整合を確認する。 

 設計概要書 

5-6 設計計算の実施 詳細設計計算に当たり、橋梁予備設

計で決定された橋梁形式の主要構造

寸法に基づき、現地への搬入条件お

よび架設条件を考慮し、下記に示す

事項について詳細設計を行う。鋼橋

の設計を行う場合は、疲労の検討を

行う。 
① 上部工については、橋体、床版、

支承、高欄、伸縮装置、橋面排水

装置、落橋防止、その他付属物等 
② 下部工および基礎工について

は、梁、柱、フーチング、躯体お

よび基礎本体等 

 設計計算書 

5-7 設計図の作成 橋梁位置図、一般図、線形図、構造

詳細図、構造一般図、支承、高欄、

伸縮装置、排水装置等の詳細設計図

を作成する。 

 橋梁位置図 
 一般図 
 線形図 
 構造一般図 
 構造詳細図（上部工、下部工、基礎

工） 
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 仮設工詳細図 
5-8 数量計算の実施 数量計算を実施し、数量計算書を作

成する。 
 数量計算書 

5-9 景観検討の実施 橋梁細部構造の決定に必要な景観検

討を行う。 
 景観検討報告書 

5-10 動的照査の実施 設計図書に基づき、動的照査を行う。  動的解析報告書 
5-11 座標の計算 道路線形計算書、平面および縦断線

形図等に基づき、当該構造物の必要

箇所（橋台、橋座、支承面、下部工、

基礎工等）について、線形計算を行

い、平面座標および縦断計画高を求

める。 

 線形計算書 

5-12 架設計画の作成 上部工の架設計画について、現地の

立地条件および輸送・搬入条件等を

基に、詳細な架設計画を行う。 

 設計概要書 

5-13 仮設構造物設計 設計図書に基づき、上部工施工時お

よび下部工施工時の仮設構造物の設

計を行う。 

 仮設工設計計算書 

5-14 仮橋設計の実施 設計図書に基づき、仮橋の設計を行

う。仮橋、仮桟橋の詳細設計は、設

計計画、設計計算、設計図、数量計

算、照査、報告書作成の業務内容を

行う。 

 仮橋設計計算書 

5-15 橋梁附属物等の

設計 
設計図書に基づき、道路標識、照明、

添架物、遮音壁等の橋梁附属物の設

計を行う。 

 橋梁付属物設計計算書 

5-16 施工計画の作成 構造物の規模、道路・鉄道の交差条

件、河川の渡河条件および、計画工

程表、施工順序、施工方法、資材・

部材の搬入計画、仮設備計画等、工

事費積算に当たって必要な計画を記

載した施工計画書を作成する。施工

計画書には設計と不可分な施工上の

留意点について取りまとめる。 

 施工計画書 

5-17 協議資料の作成 図書に基づき、関係機関との協議用

資料・説明用資料を作成する。 
 関係機関協議用資料 

5-18 照査の実施 下記に示す事項を標準として照査を

実施する。 
① 基本条件の決定に際し、現地の

状況の他、基礎情報を収集、把握

しているかの確認を行い、その

内容が適切であるかについて照

査を行う。特に、地形、地質条件

については、設計の目的に対応

した情報が得られているかの確

認を行う。 
② 一般図を基に橋台位置、径間割

り、支承条件および地盤条件と

橋梁形式の整合が適切に取れて

いるかの照査を行う。また、埋設

物、支障物件、周辺施設との近接

等、施工条件が設計計画に反映

されているかの照査を行う。 
③ 設計方針および設計手法が適切

 照査報告書 
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であるかの照査を行う。また、架

設工法と施工法の確認を行い、

施工時応力についても照査を行

う。 
④ 設計計算、設計図、数量の正確

性、適切性および整合性に着目

し照査を行う。最小鉄筋量等構

造細目についても照査を行い、

基準との整合を図る。特に、上部

工、下部工および付属物それぞ

れの取り合いについて整合性の

照査を行う。 
5-19 報告書の作成 業務の成果として、設計業務の成果

に準じて報告書を作成する。なお、

以下の項目について解説し、取りま

とめて記載した設計概要書を作成す

る。 
① 設計条件 
② 橋梁形式決定の経緯および選定

理由 
③ 上部工の解析手法、構造各部の

検討内容および問題点、特に考

慮した項目 
④ 道路、鉄道、河川の交差条件、コ

ントロールポイント 
⑤ 上部工主要断面寸法、下部工躯

体および基礎寸法等設計計算の

主要結果 
⑥ 主要材料、工事数量の総括 
⑦ 施工段階での注意事項・検討事

項 

 設計概要書 
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A.2 設計モデル 

 

図 A. 6 設計モデル（平面図） 
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図 A. 7 設計モデル（正面図） 
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図 A. 8 設計モデル（右側面図） 
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図 A. 9 設計モデル（左側面図） 



 

 

131 

 

図 A. 10 設計モデル（背面図） 
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 図 A. 11 設計モデル（下面図） 
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A.3 ソフトウェアの機能の確認 

A.3.1 概要 

アノテーションおよびアノテーション平面の機能の確認として、2011 年に JAMA / 

JAPIA で作成した「CAD 機能要求ガイドライン for 3D Annotated Model」を参照し、ソ

フトウェアの機能の確認を行った。以下に確認の結果を示す。 

 

A.3.2 管理データに関する機能の確認 

 管理データの表示 

 ファイルを開いたとき、管理データが同時に表示される。 ························ [ 〇] 

 管理データは、3 次元モデルの回転に同期しない。 ·································· [ 〇] 

 管理データは、三次元モデルとは別に表示／非表示を切替できる。 ············ [ 〇] 

 管理データは、三次元モデルから独立してスケールを設定できる。 ············ [ 〇] 

 管理データの表示位置をユーザが調節できる。 ········································ [ 〇] 

 管理データと 3D モデルの関連付け  

 管理データと三次元モデルを関連付けできる。 ········································ [ 〇] 

製品仕様と 3D モデルの整合性 

 三次元モデルに製品仕様の情報を包含できる。 ········································ [ 〇] 

 製品特性の表示 

 製品特性を表示できる。 ······································································ [ 〇] 

 寸法公差、幾何公差のリストアップ 

 選択した寸法公差・幾何公差をファイルとして出力できる。 ····················· [ 〇] 

 寸法公差と幾何公差は識別番号を付与できる。 ········································ [ 〇] 

 配管関連情報のリストアップ 

 配管作成時に、各ベンドＲの値と座標値をリストアップできる。 ··············· [ 〇] 

 座標値には、識別番号(No.)を付与できる。 ············································· [ 〇] 

 任意のリストの内容を画面表示またはファイルとして出力できる。 ············ [ 〇] 

 

A.3.3 検索に関する機能の確認 

 部品の検索性向上 

 すべての部品に部品番号と部品名称を属性情報として登録できる。 ············ [ 〇] 
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 要素検索 

 要素タイプ（点、線、サーフェス、ソリッドなど）やアノテーションをユー

ザが検索できる。 ··············································································· [ 〇] 

 検索結果からそれらを選択できる。 ······················································· [ 〇] 

 検索結果から要素タイプを選択できる。 ················································· [ 〇] 

 アノテーションを指示する同一面の検索 

 指定した面と同一平面上の面を検索できる。 ··········································· [ ×] 

 

A.3.4 モデル作成に関する機能の確認 

 設計変更箇所の表示 

 修正前の 3 次元モデルと修正後の 3 次元モデルを重ね合わせて、モデルの変

更箇所をハイライトできる。 ································································ [ 〇] 

 部品以外の形状表現 

 工具や治具および搬入用部品などを部品とは別に管理できる。 ·················· [ 〇] 

 部品とは別の表示属性を持つことができる。 ··········································· [ 〇] 

 表示属性は、3 次元表示と印刷時をそれぞれ設定できる。 ························· [ 〇] 

 紙に印刷するときの外形形状を 2 点鎖線で表現できる。 ··························· [ 〇] 

 シーラの作成 

 任意の隙間形状に対して、範囲と深さを設定し、充填形状を作成できる。 ··· [ 〇] 

 充填形状には、属性が付与できる。 ······················································· [ 〇] 

 変形する部品の表現 

 "部品の取り付けスペースを設定し、部品を変形させて取り付けることがで

きる。変形の精度は要求しない。 

 変形後と変形前の形状を保持できる。" ·················································· [ 〇] 

 部品の可動状態の表現 

 部品の可動状態を表すため、始点・終点・包絡形状を表現できる。 ············ [ 〇] 

 始点・終点・包絡形状に対してアノテーションを付与できる。 ·················· [ 〇] 

 可動前後の部品を識別できる。 ····························································· [ 〇] 

 可動状態は部品として認識しない。 ······················································· [ 〇] 
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A.3.5 モデル表示に関する機能の確認 

 断面表示の除外指示 

 ユーザが、任意の形状に対を断面表示から除外指示できる。 ····················· [ 〇] 

ネジ穴の簡略表現 

 ネジ穴の位置と各サイズを指定して、ネジ穴簡略表現に従ったネジ穴形状が

自動作成できる。 ··············································································· [ 〇] 

 オフセット断面の作成 

 オフセット断面を作成できる。 ····························································· [ 〇] 

 3D モデルの表示／非表示制御 

 ユーザが任意に設定した Box（縦、横、奥行き）形状の表示範囲内のみを表

示できる。 ························································································ [ 〇] 

 断面の外形線の強調表示 

 断面の外形線が強調表示できる。 ·························································· [ 〇] 

 他の強調表示とは区別できる。 ····························································· [ 〇] 

 線種および太さの変更 

 3 次元モデルのエッジ線種および太さを変更できる。 ······························· [ 〇] 

 ユーザ指示による六面 View の定義 

 ユーザが設定した View 方向を基準として、上下左右裏面の派生 View を作

成できる。 ························································································ [ 〇] 

 

A.3.6 View に関する機能の確認 

 View および Section への寸法記入 

 寸法を断面上に表記できる。 ································································ [ 〇] 

 アノテーションの同時表示 

 異なる View および Section に設定したアノテーションを同時に表示できる · [ 〇] 

 複数の View および Section の同時表示 

 複数の View および Section を同時に表示できる。 ··································· [ 〇] 

 View および Section のレイアウトをユーザが任意に変更できる。 ·············· [ 〇] 

 Saved View の作成と保存 

 スケールや方向の設定と他の要素を含めた View または Section をユーザが
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作成でき、保存できる。 ······································································ [ 〇] 

 View および Section のリスト選択 

 View および Section を選択できる。 ····················································· [ 〇] 

 アノテーション平面の並び替え 

 アノテーション平面および View の並びを任意に変更できる。 ··················· [ 〇] 

 アノテーション平面の同時作成 

 View および Section 作成時は、View および Section 平面が自動的にアノテ

ーション平面として定義されること。 ···················································· [ 〇] 

 View の表示の再現 

 View は、モニターのサイズ、解像度、縦横比に関係なく、画面に合わせて

表示できる ························································································ [ 〇] 

 サムネイル機能 

 View および Section をサムネイル表示できる。 ······································ [ 〇] 

 サムネイル一覧から選択して View および Section を表示できる。 ············· [ 〇] 

 サムネイル一覧で View および Section のソート、View および Section の名

称を変更できる。 ··············································································· [ 〇] 

 

A.3.7 寸法に関する機能の確認 

 座標値の表示 

 座標値をアノテーションとして表示できる。 ··········································· [ 〇] 

 板厚と板厚方向の指示方法 

 シェルモデルで、サーフェスから出した矢印とテキストを用いて板厚の方向

と板厚値を表すことができる。 ····························································· [ 〇] 

 サーフェスの厚さの方向は、矢印の向きによって定義できる。 ·················· [ 〇] 

 補助線の補助線の表示 

 補助線がフィーチャと接触しない寸法が選択された場合、その補助線に対す

る補助線を表示できる。 ······································································ [ ×] 

 補助線の補助線の表示／非表示をユーザが選択できる。 ··························· [ ×] 

 引出線による寸法記入 

 穴、シャフト、面取り、フィレットの寸法を引出線でも表記できる。 ········· [ 〇] 
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 寸法の整列と編集 

 寸法を整列できる。 ············································································ [ 〇] 

 複数の寸法を１つの累積寸法に切り替えができる。 ································· [ ×] 

 形状変更・削除での寸法の挙動 

 要素の修正（削除）で、影響を受けるアノテーションを明示できる。 ········· [ 〇] 

 アノテーションを削除、再定義することなく、修正した値を持つアノテーシ

ョンとして確定できる。 ······································································ [ 〇] 

 リンク寸法の追従 

 形状寸法を修正した場合には、そこに関連付けられた寸法を自動的に更新で

きる。 ······························································································ [ 〇] 

 注記を含めたパラメトリカルなコピー 

 要素のコピーとともに、関係する寸法をコピーできる。 ··························· [ 〇] 

 コピー後も、寸法は修正可能で、形状とのリンクを維持できる。 ··············· [ 〇] 

 容易な要素選択 

 寸法作成時に、大きな部品上の小さな要素を選択できる。 ························ [ 〇] 

 

A.3.8 アノテーションに関する機能の確認 

 アノテーション指示箇所 

 ユーザが意図した箇所に引出線を記入できる。 ········································ [ 〇] 

 アノテーション位置の修正 

 アノテーション平面上で引出線、補助線、寸法線の節点の位置をそれぞれ独

立して修正できる。 ············································································ [ 〇] 

 複数箇所へ同一製品特性を指示する方法 

 一つのアノテーションに複数の部品を関連付けできる。 ··························· [ 〇] 

 アノテーションが選択された際、関連付けられたすべての部品をハイライト

できる。 ··························································································· [ 〇] 

 アノテーションと複数のフィーチャの関連付け 

 アノテーションは任意の数の引出線（または引出線なし）で複数の要素と関

連付けできる。 ·················································································· [ 〇] 

 複数箇所指示アノテーション 

 複数の要素に関連付けたアノテーションを作成した場合、関連付けた要素に
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ユーザが定義したシンボルを加えることができる。 ································· [ 〇] 

 シンボルの位置はユーザが調節できる。 ················································· [ 〇] 

 画面に垂直なアノテーションの非表示化 

 画面に対して垂直なアノテーションを非表示にする。ただし画面を回転させ

た場合は、アノテーションを表示する。 ················································· [ ×] 

 注記セットと 3 次元モデルの位置関係の維持 

 注記および注記記号セットの向きは、3 次元モデルを回転させた場合でも、

自動的に変わらない。 ········································································· [ 〇] 

 表示されている View および Section 内のアノテーションは、読める方向に

一時的に切り替えられる。 ··································································· [ 〇] 

 照合番号アノテーションの記入 

 アセンブリモデルに照合番号のアノテーションを記入できる。 ·················· [ 〇] 

 アノテーション表示方向の切り替え 

 画面に対するアノテーションの向きをユーザが任意に切り替えできる。 ······ [ 〇] 

 アノテーションのフォント指定 

 一つのアノテーションに、複数のフォントとサイズを設定できる。 ············ [ 〇] 

 デジタル要素間の関連付けの維持 

 3 次元モデルの作成履歴が消えても、3 次元モデルの形状とアノテーション

の間の関連付けは維持される。 ····························································· [ 〇] 

 

A.3.9 溶接の表示に関する機能の確認 

 線要素を用いた区間の設定 

 線要素を使用して、区間が指示できる。 ················································· [ 〇] 

 区間に対して、属性を指示できる。 ······················································· [ 〇] 

 区間は製品形状の変形に追従する。 ······················································· [ 〇] 

 区間は任意の線種・太さ・色で表現できる。 ··········································· [ 〇] 

 スポット溶接打点のリスト作成 

 スポット溶接の打点のリストを作成できる。 ··········································· [ 〇] 

 リストをファイルとして出力できる。 ···················································· [ 〇] 

 ユーザが任意の項目を追加できる。 ······················································· [ 〇] 

 



 

 

139 

A.3.10 表面性状の表示に関する機能の確認 

 領域の設定 

 面要素を使用して、領域が指示できる。 ················································· [ 〇] 

 領域に対して、属性を指示できる。 ······················································· [ 〇] 

 領域は製品形状の変形に追従する。 ······················································· [ 〇] 

 領域に対し、ハッチング・テクスチャマッピングが設定できる。 ··············· [ 〇] 

 複数面に対して同一の表面性状を指示 

 複数の面に対して、同じ表面性状が指示できる。····································· [ 〇] 

 表面粗さの簡略記号指示 

 表面粗さを、簡略記号によって指示できる。 ··········································· [ 〇] 

 寸法補助線への表面性状指示 

 寸法補助線上に表面性状記号を指示できる。 ··········································· [ 〇] 

 

A.3.11 公差に関する機能の確認 

 ISO に従った幾何公差指示 

 寸法を移動した場合、幾何公差枠も位置関係を保ったまま移動できる。 ······ [ 〇] 

 寸法と幾何公差枠の統合 

 寸法と幾何公差枠を統合できる。 ·························································· [ 〇] 

 寸法公差、幾何公差の間接・直接記入法 

 寸法公差、幾何公差をアノテーションとして間接記入法または、直接記入法

で付加できる。 ·················································································· [ 〇] 

 寸法公差の表記 

 寸法公差を表記する時に、±寸法公差、上下寸法公差、許容限界表示を選択

できる。 ··························································································· [ 〇] 

 許容限界表示で表記する場合、3 次元モデルは基準寸法値または公差域の中

央値で作成できる。 ············································································ [ 〇] 

 寸法・寸法公差数値の位あわせ 

 寸法と公差は、小数の同じ位で四捨五入した状態で表示できる。 ··············· [ 〇] 

 はめあい公差指示 

 はめあい寸法の公差指示では、寸法とはめあい公差を、関連付け、グループ
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化または寸法メモができる。 ································································ [ 〇] 

 はめあい公差の表記 

 はめあい記号を表記できる。 ································································ [ 〇] 

 真直度指示 

 補助ジオメトリが指示できる。 ····························································· [ 〇] 

 複合位置度公差指示 

 ユーザが、複合位置度公差を定義できる。 ·············································· [ 〇] 

 

A.3.12 データムに関する機能の確認 

 幾何公差のデータム設定 

 幾何公差を指示する時、モデルに定義済みのデータムのリストから対象を選

択できる。 ························································································ [ 〇] 

 データムターゲットを追加する時、そのデータムターゲットのラベルに対し

連番を自動的に付与できる。 ································································ [ 〇] 

 データムの名称を変更した時、参照先の幾何公差の記号が自動的に変更され

る。 ································································································· [ 〇] 

 データムターゲット記号の要件 

 モデルの表面上の位置を限定したデータムターゲットが設定できる。 ········· [ 〇] 

 寸法補助線へのデータム付与 

 寸法補助線にデータムを付与できる。 ···················································· [ 〇] 

 円筒軸に対するデータム定義 

 ユーザが、円筒の軸をデータムとして定義できる。 ································· [ 〇] 

 公差記入枠下へのデータム付加 

 ユーザが、公差記入枠の下にデータムを付記できる。 ······························ [ 〇] 

 複数の離れた面に対するデータム指示 

 同一平面上にある複数の離れた面に対して、同じデータムが指示できる。 ··· [ 〇] 

 データムを選択すると、対象となる全ての面がハイライトされる。 ············ [ 〇] 


