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第１章 まえがき 

１．１ 研究の背景 

 現在，高速道路会社では，道路の保全事業を効率的かつ計画的に実施するために，道路保全情報

システムをデータ基盤として，総合保全マネジメント（Advanced Road Maintenance Management 
Method；以下，ARM3 と略す）を構築中である。しかし、東名高速道路など老朽化路線を抱える

現地事務所では，日々の道路管理において突発的な道路損傷の対応が年々増加する傾向にあり，保

全サービスセンターは安全を最優先とした緊急対応を実施せざるをえない状況である。このため，

計画的に策定された事業費を前倒しして補修を実施しており，計画的な事業執行に与える影響も増

大している。特に舗装事業に関しては，日常点検により発見する突発的な路面陥没やポットホール

の発生により，計画的な舗装改良費が緊急舗装補修費に圧迫されており，予算と実績に計画不整合

を生じてしまい，事業の平準化を目指すためには大きな課題となっている。 
 このような状況を踏まえ，突発的な補修工事に対応し，計画的な保全管理を実現していくために

は，道路構造物の状態及び利用環境をより細かい精度で的確に把握し，これに対する既存データを

収集・統合・分析し，現在の保全計画精度を向上していく必要がある。 
 これまでに，このような問題に対応するため，業務支援に有効なプロトタイプシステムを道路管

理平面図に，保全情報である属性情報や付帯情報などをリンクさせて構築した事例は数例ある 1)～
2)。しかし，これらはどれも既往のデータモデルとの連携不足，急増する突発損傷への対応の遅れ，

道路構造物の管理を評価するための評価指標である KPI（key performance indicator：以下，KPI
と略す）などの評価指標への対応の遅れ，損傷原因の究明，様々な解析を可能にするための図面管

理・運用による維持管理業務の効率化のための機能向上，単体の路面プロファイルの比較だけでは

発見できないような複合的な要因の損傷発見などには対応ができていない 3)。 
 一方，日々の点検業務において蓄積される舗装点検結果を管理用図面である CAD や DB と連携

できていないことも課題の一つである。点検結果と管理用図面とが別々に管理・参照されている現

状では，効率化を図ることができないといえる。例えば，使用頻度の高いEXCEL 上で行った点検

結果の更新結果が直ぐに管理用図面や DB に連動させることができれば，管理用図面と属性値（補

修履歴や IRI 値など）とがリンクした，極めて実用性の高い管理システムが可能となる。 
 もう一つの流れとして，プロセスモデルの構築という問題がある。すなわち，わが国は，高度成

長期の大量建設およびその後の大量ストックの維持管理に至るまでを既に経験し，インフラの計

画・設計・施工・維持管理に至る高い技術力を保有している。しかし，個別の施設についてみると

計画・設計・施工・維持管理というライフサイクルという観点からは情報が一貫していないという

ことが以前からも指摘されている。情報のライフサイクル管理を意識したCALS/EC の試みはわが

国でも1995年から始まって16年が経過するも各フェーズで必要な情報がうまく下流側に流れてい

ない現状がある。その原因としては各道路管理主体において、道路という共通の「業務プロセスモ

デル」が構築されていないことに起因する。 
 この「業務プロセスモデル」とは「3 次元位置・形状情報」を主としたプロダクトモデルと現実

の道路事業関連業務を繋ぐものであり、プロダクトモデル構築上の重要なプロセスと位置付けられ

る。また、今後、国内建設市場規模の縮小という流れからは海外へその市場を求めていくことは自

然な流れであり、早急に、海外案件に対して、道路のプロダクトモデル＋業務プロセスモデルを提
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案することが必須と考えられる。 
 
１．２ 研究の目的 

 本研究では，現地事務所の保全計画策定を効率化するとともに，策定作業を支援することを目的

として，幾何情報（CAD，SXF）および属性情報（SAF，XML）をデータベースと連携させるこ

とを試みた。SAF の中に含まれる IRI 等点検情報と SXF とを連動させることにより、データベー

スで点検情報を更新することによって，例えば，ある舗装面の色（補修レベル）などが連動して変

更できると考えた。 
 具体的には，SXF 対応 CAD で道路平面図に対して舗装維持管理用の属性を SXF 属性として付

加し，CAD システムから属性付き SXF ファイルを出力する。次に，SXF を CAD から出力すると，

幾何情報の sfc ファイルと属性情報の saf ファイル（XML 形式）が出力される（CAD システムの

現有機能）。そして，出力された saf ファイルを舗装維持管理専用 DB で読み込み，舗装点検情報な

どを蓄積し，蓄積された舗装点検結果（更新された結果）を元に saf ファイルを更新することを考

えた。属性の適用方法は，SXF Ver.3.1 の属性付加機構を利用し、属性ファイル用属性付加機構

（ATRF）を適用する。構築した DB 上から，web 経由で，道路情報（中間ファイル：EXCEL）の

アップロードとダウンロード，車線ごとのＩＲＩ表示，および，CAD 図面と属性情報との連携が可

能となる。 
 
【参考文献】 

1) 保田敬一，追野京哉，山崎元也：属性図面付道路管理図面の電子プロトタイプシステムの構築，

土木学会，土木情報利用技術論文集，Vol.12，Ⅰ-9，pp.79-86，2003.10. 
2) 山崎元也，吉田眞純，遠藤 実，保田敬一：属性情報付 GIS 管理システムにおける機能向上に

関する研究，土木学会，土木情報利用技術論文集，Vol.13，Ⅰ-16，pp.135-142，2004-10. 
3) 草野成一，山崎元也，堀 隆一，保田敬一，千葉洋一郎：情報の統合化による舗装保全計画支援

システムの構築，土木学会，土木情報利用技術論文集，Vol.17，pp.21-28，2008.11. 
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第２章 維持管理用データモデルの現状 

2.1 関連研究 

 道路維持管理業務を支援する研究としては，窪田らが Web GIS を用いた道路維持管理のための

情報ポータルの構築を行なっている 1)～3)。この研究は，長期にわたる道路維持管理における情報

を扱うために，道路データモデルを核とする実データを用いた時空間情報ポータルを開発する特徴

を有している。 
 本研究に関連する，道路舗装の維持管理に関する研究として，保全情報精緻化を目指した舗装支

援システムの提案 4)や舗装保全計画支援システムの構築 5)，属性情報付道路管理図面の GIS 管理

システム 6)～7)などがある。いずれも，管理用図面に維持管理用の属性を付加することを目的にし

て構築されているが，維持管理情報そのものが幅広く，定義・体系化することが困難であるため，

日常の維持管理業務でよく用いられる内容を抽出してシステム化している。 
 その他，関連研究として，RFID と GIS を用いた道路施設管理支援システム 8)，電子国土 Web
システムを用いた図面データ管理システム 9)，道路台帳と走行画像を用いた点検作業支援システム

10)がある． 
 以上，列挙した研究では，道路データモデルそのものを定義している研究は少なく，維持管理用

データがあまりにも広範囲であることを考えると，体系化には今後の取り組みが望まれる次第であ

るが，維持管理業務で使用頻度の高い，例えば，管理用図面上に維持管理属性（補修履歴，IRI 値

など）をリンクさせる試みや，更新した点検情報を web 経由で DB と連動させる取り組みなどは先

行して実施する価値は高い。 
 
2.2 データの連携の現状 

 2.1 で述べたように，維持管理業務で最も使用頻度が高いのは管理用図面（平面図）である。こ

れは，文献 11 に示すように，維持管理面での利用で対象となる図面種別（平面図，一般図，構造

図，縦横断図）における頻度では，どの機関も平面図が最も利用頻度が高いことがあげられる。全

体でも 43%と約半数が平面図を利用していることが管理機関のアンケート調査から得られている。

また，文献 11 における図面の維持管理面での主な利用方法を表 2-1 に示す。 
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表 2-1 図面の維持管理面での主な利用方法 11) 

 利用方法 比率 利用場面 
① 補修時に使用 40% 図面確認，補修工法検討，維持管理計画策定，補修計画策定

など 
② 発注図面の元図とし

て利用 
21% 修繕工事，補修工事，補強・補修設計，点検調査，塗装工事

など 
③ 確認のため使用(図面

を確認するケース) 
21% 構造物損傷時,災害・各種申請・苦情等の位置確認,道路占用,

道路状況,建築確認,道路現況,橋やトンネル等位置確認,管渠

補修時,占用物件の位置,施設管理者,法規制範囲,整備時期,地
下埋設物,過去の履歴 

④ 資料として利用  
 

18% 警察協議，地元住民等への説明，建築確認，道路占用の許認

可の検討，災害時の応急的資料，協議資料，下水道管渠の改

築更新，工法検討，特殊車両通行申請審査時，添架協議，補

修方法検討，位置情報，現状分析，損傷発見時の補修検討，

近接協議，許認可 
⑤ 協議用（説明時）に利

用  
13% 警察協議，他機関協議，地元説明会，近接協議，添架協議 

 
 よって，利用頻度の高い平面図に属性情報をリンクさせることは維持管理業務において極めて利

用価値が高いといえる。ただし，管理用平面図に属性情報をリンクさせ，更新した点検結果をCAD
図面や DB と連携させたような研究はこれまでにない。点検結果は日々蓄積されるが，整理・抽出・

更新などはデータの操作性から EXCEL にて行われることが多い。すなわち，属性情報を EXCEL
で管理し，更新の都度，幾何情報データ（p21 ファイル）と属性データ（SAF：XML）とに EXCEL
をファイル変換（アップロード）できれば，管理用図面に更新した属性情報がリンクした状態とな

る。 
 
2.3 維持管理用データモデルの必要性と道路業務での課題 
 2.1 でも述べたように，維持管理用データモデルを定義することは，維持管理データがあまりに

も広範囲であること（構造物の種類の多さ，維持管理業務の多様性など），体系化に時間を要するこ

となどから直ぐにはその実現は難しいといえる。既往の研究でも，維持管理用データモデルを定義・

体系化している研究は現状ではないといえる。 
 一方，製造や建設分野では，構造物の情報を定義しモデル化したものをプロダクトデータモデル

（Product Data Model）という．プロダクトデータモデルは，構造物の計画，設計，施工，維持管

理において生じる 3 次元形状情報と属性情報を併せ持ち，これらを定義し体系化したものである．

社会基盤構造物のライフサイクルで発生する情報は，多くの利用者やシステムによって利用される

情報を抽出して分析することによってプロダクトデータモデルで表現することができる．従来まで

の社会基盤構造物に係わるシステムでは，システム毎に異なる情報形式が利用されてきたために，

関係者間やシステム間で情報を交換・共有することが困難であった．また，現状の情報交換は，そ
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れぞれのフェーズでの個別の情報交換が主となっており，計画，調査，設計，施工，維持管理へと

続く社会基盤構造物のライフサイクルでの真に利用可能な形態での情報流通については十分に考え

られていない．プロダクトデータモデルを活用した業務を行うことは，現行の業務プロセスを変革

し，新しい業務を実現とすることである．プロダクトデータモデルの構築にあたっては，複数の業

務に共通して利用できる情報を定義し設計する必要がある 12)． 
 このように，近年は CIM（Construction Information Modeling）を中心とする 3D 化の流れも

あり，維持管理用のプロダクトデータモデルの必要性は高まっているが，現実的には，プロトタイ

プ化しやすいパートおよび利用頻度の高い業務を選定し，先行して試行することが解決策と考えら

れる。 
 
【参考文献】 
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2) 窪田 諭，小澤田貴泰，加藤 誠，小田島直樹，阿部昭博：道路維持管理システムの長期運用によ
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評価，情報処理学会論文誌，Vol.49，No.6，pp.1844-1858 ，2008. 
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12) 窪田 諭：道路維持管理における道路データモデルを核とする時空間情報ポータルの開発，

JACIC 助成研究，第 2010-08 号，2011.11. 
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第３章 データの連携 

3.1 連携方法 
（１）データ連携のイメージ 

 データ連携のイメージを図 3-1 に示す。 

 
 
 CAD 図面上では，点検結果などの属性情報を表示できるが，これらを SAF ファイルとしてＸＭ

Ｌで記述し，形状寸法情報である幾何情報データはＰ２１形式（CALS/EC 標準形式）として，2
つに分離し，CAD では幾何情報（Ｐ２１）と属性情報（ＳＡＦ）の両方を入出力できる。点検情報

などの属性は維持管理業務では EXCEL 等のソフトで操作した方が効率が良く，クラウド上におい

た DB へ EXCEL を送信・受信できるようなファイル変換プログラムを作成した。これにより，DB
での更新結果をＳＸＦファイルの属性データへ反映させることが可能となる。 

 
図 3-1 データ連携のイメージ 

P21
ファイ
ル

SAF
ファイ
ル

幾何情報データ 属性データ
（XMLファイル）

＋

SXFファイル出力

SXFファイル

フ
ァ
イ
ル
変
換
プ
ロ
グ
ラ
ム

DB
ファイ
ル

SXFファイルの属性
データをDBに変換

DBの更新結果をSXFファイルの
属性データに反映

属性データが更新された
SXFファイルを再読み込み

当初属性

SXFファイルの再読み込
みで属性が自動更新

属性表示

点検データDB

4
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 また，前述のデータ連携を可能にするためのデータ階層図を図 3-2 に示す。 
 

 
 
（２）データの連携方法 

 データの連携方法は以下のとおりである。 
(1) SXF 対応 CAD で道路平面図に対して舗装維持管理用の属性を SXF 属性として付加する。 
(2) CAD システムから属性付き SXF ファイルを出力。SXF ファイルは Ver.3.1 のみ対応とする。

SXF を CAD から出力すると，幾何情報の sfc ファイルと属性情報の saf ファイル（XML 形式）が

出力される（CAD システムの現有機能）。 
(3) 出力された saf ファイルを舗装維持管理専用 DB で読み込み，舗装点検情報などを蓄積する。 
(4) 蓄積された舗装点検結果（更新された結果）を元に saf ファイルを更新する。 
(5) 更新された saf ファイルを読み込んだ際に舗装点検情報の IRI 値に基づいたハッチングを表示

[赤，黄，青の 3 ランクでハッチング図形を表示]。 
(6) 管理道路 1 件に対して，DB は 1 システム，平面図は複数枚の関係となるため，データ管理上

のルール付が必要となる。 
(7) 車線ごとに舗装維持管理を行うため，図形番号のルール付が必要となる。 
 なお，点検情報データ連携内容としては，図形番号，IRI 値，IRI レベル（色：青，黄，赤），レ

ーンごとの面積，点検日時，舗装種別（表層，基層，上層路盤等），画像ファイル名である。 
 
（３）構築した属性セット 
 属性の適用方法を以下に示す。 

 

図 3-2 データ階層図 

SFC SAF＋

SFC SAF＋

SFC SAF＋

・
・
・
・

movie

道路※

mpeg

mpeg

・
・
・
・

図面ファイル名 命名規則

SFCファイル名は図面の路線名称と作図範囲(キロポスト)で表す
“路線名称-KP○○○.○-○○○.○.SFC”
○○○.○は半角数字でキロポストを小数点以下1桁で指定
場合によっては作図範囲がラップするケースもあります

SAFファイルはSFCファイルと同じ名称(拡張子を除いた部分)で作成
されます

※道路フォルダ名は任意名

mpegファイル名 命名規則
路線名_履歴番号_管理番号.mpeg

履歴番号および管理番号は「道路維持管理モデル属
性セット（案）Ver.1.01」の規則により付番する

mpegファイルは道路フォルダ下に「movie」
フォルダを作成し管理を行う

路線名称-KP012.1-
012.2.SFC
路線名称- KP012.1
-012.2.SAF

路線名称- KP012.2
-012.3.SFC
路線名称- KP012.2
-012.3.SAF

路線名称- KP012.3
-012.4.SFC
路線名称- KP012.3
-012.4.SAF

路線名称_01_11200008.
mpeg

路線名称_01_11200009.
mpeg
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 SXF Ver.3.1 の属性付加機構を利用し、属性ファイル用属性付加機構（ATRF）を適用する。 
 属性はハッチングフィーチャに適用するものとし、本属性セットで規定する属性を付加する。ま

た、属性とフィーチャは 1対 1の関係とする。属性ファイル用属性付加機構で用いる SXF 属性 XML
のタグは、次項のとおりとする。 
（１）SXF 属性 XML のタグの適用方法 
 属性ファイル用属性付加機構で用いる SXF 属性 XML のタグは、以下のとおりとする。ここで，

SxfAttributeXML タグの一例を表 3-1 に示す。 
 

 
 また，フィーチャごとに適用する属性項目の詳細の一例を表 3-2 に示す。 
 

表 3-1 SxfAttributeXML タグの一例 

 

タグ属性名 省
略

本属性セットでの適用 記述例

ｖｅｒｓｉｏ
ｎ

バージョン 不
可

SXFのバージョン（現在の
バージョンを必ず記述する）

“3.1”

date 作成日 不
可

ファイル作成年月日を記述 “2013-02-18”
“

sxfFile SXFファイ
ル

不
可

対応するSXFファイル名 “新東名高速道路_
KP20.01-21.1.sfc”

applicat
ion

アプリケー
ション

不
可

ファイルを作成したアプリケー
ション名（CAD名等）を記述

“V-nas2013”
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 なお，本研究で提案した「道路維持管理モデル属性セット（案）」は参考資料に添付する。 
 
  

表 3-2 Attr タグの記述の一例 

 

図形名称 舗装点検情報

フィーチャ

ハッチング（既定義）
ハッチング（塗り）
ハッチング（ユーザー定義）
ハッチング（パターン）

属性付加機構 ATRF

属性名称
タイ
プ

単位 値

共通

路線名称 STR －

管理道路名
ex)
“新東名自動車道”
下り線2車線目の145ブロック目

点検間隔 LEN m

点検間隔を記述
半角文字で小数点以下1桁までを記述
ex)
“10.0”
“100.0”
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3.2 データモデルの実装 

 データモデルの実装方法としては，既存の JHDM として定義された【幾何情報モデル】とは別

に，「保全情報」に関するデータモデルを集めたパッケージ群【保全情報パッケージ】を新たに定義

した（図 3-3 参照）。 
 

 
 
3.3  XML ファイル取り込み機能 
 SXF ファイルを XML 化したファイルを DB に取り込む際，DB 取り込み情報および検索要件は

下記の通りとした。 
(1) 取り込み項目 
 ①図形番号 
 ②色（赤，黄，青） 
 ③時間（年月日） 
 ④画像（写真，ビデオ） 
 ⑤点検情報 
 ⑥材料 
(2) 検索要件 
◆ 閾値（⑤点検情報）以上の箇所表示（①図形番号，②色別，③時間） 
◆ 場所検索（④画像） 

 

図 3-3 実装されたデータモデル 

データモデルの実装方法
既存のJHDMとして定義された

【幾何構造モデル】とは別に｢保全情報｣に関するデータモデル
を集めたパッケージ群【保全情報パッケージ】を新たに定義

業務データ(属性データ)部と
空間データ(GM_＊)部から構成

空間データ部は空間データを格納
するオブジェクトデータ型である
SDO_GEOMETRY型で定義

オブジェクトの数に応じてテーブル数
が増加するがテーブルの結合処理が生
じないため扱いが簡単

テーブルの結合コストが生じるが
空間データのメインテナンス性と
空間検索処理が有利

位置指定はKPが用いられ対象とする
道路構造物の種類が少ないことから
処理が簡単なAパターンを採用

DBのテーブル
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 なお，DB 取り込み後，①グラフや時間履歴および②図形番号や色，時間（年度），舗装材料が表

になっており，検索や集計が出来るイメージを表示対象とした。 
(3) 実装 
 言語：php＋JavaScript（グラフ表示等），DB：mySQL 
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第４章 プロトタイプ開発 

4.1 仕様とシステム構成 
 プロトタイプ開発に際して検討した仕様の概略を図 4-1 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 仕様の概略 
 
 開発した機能は，①データ連携機能，②データ検索機能，③データ更新機能，④データ出力機能

の 4 つである。特徴は，EXCEL フォーマットを中間ファイル形式とすることで，データの更新修

正などが容易となったことである。 

① データ連携機能 

② データ検索機能 

③ データ更新機能 

④ データ出力機能 

a.データの統合 

道路維持管理モデル属性セット情報を SAF 形式の

ファイルとして CAD システムから連携し、点検日を

キーとして格納する。 

b.データの分析 

格納した道路維持管理モデル属性セット情報を検索

し、結果をグラフ表示して可視化する。 

c.データメンテナンス 

決められた Excel フォーマットの道路維持管理モデ

ル情報を投入する事により、データの追加・更新が

可能となる。 

d.データ出力 

SAF ファイルに出力する事により、CAD システム

への連携が可能。 
また、Excel フォーマットに出力する事で、データ

修正が容易となる。 
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 また，構築したシステム構成は図 4-2 のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

                                       
    

 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 

図 4-2 構築したシステム構成 
 
 将来的には，点検データの増大による PC の負荷を低減するために，クラウド方式とし，web 上

でアクセス可能になったことが特徴である。web ブラウザ上から SAF ファイル（属性情報）を DB
（mySQL）へアップロードし，web 上で様々な検索・抽出が可能となる。 
 
 
 

・システム方式： 
  Web 方式 CAD 

システム 
・データベース： 
  mySQL 

SAF ・web サーバ： 
  Apache 

・プログラミング言語： 
  PHP 

道路維持管理情報モデル検索システム 

道路維持管理 
情報 

mySQL 

SAF 

利用者 
・web ブラウザ 
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4.2 DB検索要件と開発した検索機能 
 下記の要素を検索可能としている。 
・道路：CAD から取り込んだ SAF ファイルの路線を選択します。 
・点検日：点検日をリストから選択します。 
・KP 開始：グラフ表示する KP 開始位置を指定します。 
・IRI：IRI 値の上限～下限をリストから選択します。 
        スケールは 0mm～9.5mm まで 0.5mm 刻み。 
・舗装種別：CAD から取り込んだ SAF ファイルの舗装種別をリストから選択します。 
・IRI 管理基準：IRI のしきい値をリストから選択します。 
        スケールは 0.5mm～10.0mm まで 0.5mm 刻み。 
 なお，検索した結果を Excel ファイルに出力する事が可能です。 
 また，CAD から取り込んだ SAF ファイルの道路維持管理情報の各要素を、下記の要領で検索可

能としている。さらに、検索結果はグラフとして可視化することで、UI の利便性を担保しています

（図 4-3 参照）。 
 

 
図 4-3 検索画面の一例 
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4.3 クラス図 
 データモデルのクラス図を図 4-4 に示す。 
 
SXF 道路情報 

道路名 

点検間隔 

 
 
 
 
 

SXF ファイル 
道路名 

SXF 属性セット識別番号 

SXF 区間 

SXF 属性セット名 

SXF 属性セットのバージョン 

SXF 属性セット設計者 

SXF のバージョン 

ファイル作成年月日 

SXF ファイル名 

アプリケーション名 
 

SXF 地点情報 
道路名 

SXF 属性セット識別番号 

図形識別番号 

履歴番号 

管理番号 

上り線フラグ 

下り線フラグ 

車線番号 

車線表示順 

区間情報 

区間開始 

区間終了 

図形名称 

IRI 

色 

面積 

舗装種別 

点検日 

施行日 

動画ファイル 
 

図 4-4 データモデルのクラス図 
 

1 1 * * 
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4.4 検索画面 
 実際に構築した検索の画面（図 4-5，図 4-6 参照），車線ごとの IRI 表示画面（図 4-7，図 4-8 参

照），中間ファイルのダウンロード画面（図 4-9 参照），ファイルのアップロード画面（図 4-10 参照），

XML および EXCEL のダウンロード画面（図 4-11 参照）を以下に示す。 
 このように，すべての処理が WEB ブラウザと EXCEL で可能となっており，特別なソフトウェ

アが必要ということはない。 
 検索は，上下線の区分（上り線，下り線），点検年月日，管理レベル，舗装面積，舗装種別での選

択が可能となっている。 
 

 

 
図 4-5 検索画面（TOP） 
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図 4-6 検索画面 

図 4-7 車線ごとの IRI 表示（１） 
  

 

 



 

図 4-9 
18 

図 4-8 車線ごとの IRI 表示（２） 

 中間ファイル（EXCEL）のダウンロード  

 

 



 

図 4-11
19 

図 4-10 ファイルのアップロード 

11 XML および EXCEL のダウンロード 

 

 



 

4.5 データの連動 
 CAD 図面と属性との連携が可能となったことを示すため，①

（図 4-12 参照），②CAD 図面と点検情報

連携の画面（図 4-14 参照）を以下に示す。

 

 

図 4-13

図 4-
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図面と属性との連携が可能となったことを示すため，①CAD 図面と補修履歴情報との連携

図面と点検情報 IRI 値との連携（図 4-13 参照），③CAD
参照）を以下に示す。 

13 CAD 図面と点検情報 IRI 値との連携 

-12  CAD 図面と補修履歴情報との連携 

図面と補修履歴情報との連携

CAD 図面と動画との
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図 4-14 CAD 図面と動画との連携 
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4.6 システムの評価 
（１）EXCEL と CAD データとの連携 
 市販の汎用 CAD ソフトである V-nas クレアを用いて，複数の路線の CAD 図面と点検結果とを

使用してシステムの評価を行った（図 4-15 参照）。 

 
 Excel と CAD データとの連携により、舗装の点検、維持管理を簡単に行うことができることを

確認できた。また，舗装の点検結果（IRI 値）は Excel データで管理するが，Excel データの IRI
値が CAD データに反映され、舗装のメンテナンスが必要な個所が図面上に表示されることも確認

できた。 

 

 
 

   
図 4-15 EXCEL と CAD データの連携（１） 

 
Excel で管理している点検結果が CAD データに 

反映されます。また、CAD 上で点検データを修正し、

Excel に結果を戻すことも可能です。 
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（２）数量集計と履歴確認 
 ここでは，①舗装点検時に計測した IRI 値の結果を Excel データに保存できることを確認すると

ともに，②管理基準値により、IRI 値が一定の値を超えている個所は、CAD 上で赤色に表示される

こと，③管理基準値は任意設定が可能であること，④CAD で IRI 値を修正した場合には、Excel
データに戻すことも可能であることを確認した（図 4-16 参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-16 EXCEL と CAD データの連携（２） 
 
（３）今後の検証に向けて 
 V-nas 以外の他社 CAD との比較を行い，汎用性の検証を行っていく上で，実施可能な項目を以下

に列挙する。 
●NEXCO の資産（CAD 図面）を有効利用し、舗装工事の保全計画策定を行う。 
●汎用的なデータ交換仕様（SXF）を利用 
NEXCO 電子納品仕様（SXF）対応、AUTOCAD 等との互換性確保 
●点検データ（IRI データ）⇔CAD の双方向自動更新が可能 
●汎用性のあるデータモデルを使用し、DB 拡張機能を有する 

管理基準位置以上の区間を抽出し、舗装

面積から数量を集計できます。 

点検日 

H25.3.10 

データは点検日ごとに管理されるた

め、履歴確認が可能です。 
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第５章 3次元化に向けての取り組み 

 

 舗装は２次元図面（幾何情報＋属性セット）に深さ方向の属性（表層厚，基層厚，路盤厚など）

を付与することで，擬似的な３Ｄを実現できると考え，市販の 3D-CAD で読み込み・表示が可能と

なることを確認する。 
 表示例を図 4-17 に示す。また，舗装のモデル化と舗装のデータ入力例を図 4-18 に示す。 
 なお，3D モデルを考慮した SXF 属性の設定方法を参考資料に添付する。 

 

 

図 4-17 舗装の３Ｄ表示例 
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図 4-18 舗装のモデル化と舗装のデータ入力例 
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第６章 あとがき 

 
 本研究では，高速道路管理用平面図に属性情報を付加したものを CAD システム上に取り込み，

データベースと連動させることを試みた。 
 国土交通省の道路工事完成図面作成要領（案）に準拠した CAD 図面（属性付き）を A-CAD に

て SXF 変換し，B-CAD でも取り込めることを確認した後，XML ファイルに変換し，CAD システ

ムへの取り込みと DB との連動（EXCEL ファイルによるデータ交換）が可能になることを示した。 
 今後の課題は，管理事務所で本システムを実際に使用することによる検索および保全計画策定支

援の更なる効率化である。すなわち， 
・巡回や点検によって発見された補修個所の位置情報を GPS 付き携帯電話より取得しているが、

満足な精度を得られなかったため、改善する必要がある。 
・PSS で使用するデータは個別のシステムから取得しているが、現在、保全情報に関する DWH を

構築中であり、将来的に DWH とのデータ連携を検討する必要がある。 
・複数指標の表示について、同時表示できる数に制限があるため画面スクロール操作が必要となっ

ている。より比較し易いユーザーインターフェイスとなるように工夫が必要である。 
 今後の拡張性および汎用性に関しては， 
・ほとんどの PC で扱うことのできる EXCEL を交換ファイルとしており，EXCEL 上でデータを

更新できるため，汎用性が非常に高い。 
・クラウドをベースにしているため，今後の拡張性も期待できる。 
・自治体ではまだ PMS は普及には至っておらず，今後使いやすいツール（クラウド型，EXCEL
データ交換，CAD-DB 連携可能）が開発されれば維持管理計画の策定が効率的に行えるようになる。

今後は事務所での実際の使用など利用頻度を多くして更なる改善を重ねていくことで汎用性が高ま

ることが期待できる。 
 参考までに，保全計画ツールの完成イメージを図 5-1 に示す。 
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図 5-1 保全計画ツールの完成イメージ 

・統合的保全計画：点検情報(変状診断),舗装構成,舗装履歴,路面性状,CS等の一覧から判断
・管理水準明確化：範囲の自動抽出と調整･評価により効率的な修繕計画策定が可能
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A fundamental study on 3D data model 
for maintenance applying road operation process model 

Yamasaki, M. 1 and Yasuda, K. 2 
1 Tokyo University of Agriculture  2 Central Nippon Expressway Co. Ltd. 

Having the objective of supporting the development of maintenance plans, the novelty of 
the present study lies in promoting efficiency in the development such plans at the site office, 
by linking geometrical information (CAD, SXF) and attribute information (SAF, XML) to a 
Data Base. By linking inspection information, such as IRI which is included in SAF, to SXF, 
and inspection information on the data base can be updated, for example, being able to link 
and update information on pavement surface color (repair level) is meaningful. 
 Attribute information such as inspection results can be displayed on the CAD 
drawing, and, by defining these on XML as SAF file, shape dimensions information which are 
geometrical information data are divided into two as P21 format (CALS/EC standard format) 
and both geometrical information (P21) and attribute information (SAF) can be input and 
output through CAD. 

As in maintenance works, attributes such as inspection information is more efficiently 
operated through software such as EXCEL, and a program to convert files into files that can 
be send to and received from the Data Base on the cloud as EXCEL was developed. Thus, it is 
possible to update the result in the Data Base to SXF file attribute data. The data were linked 
as follows: (1) Add attribute for pavement maintenance data as SXF attribute on road plane 
view by a SXF compatible CAD; (2) Output SXF file (Ver. 3.1) including attribute through a 
CAD system. By outputting SXF through CAD, geometrical information (SFC) and attribute 
data SAF (XML format) are output (existing function of CAD); (3) Read the output SAF file 
into the pavement maintenance Data Base, and accumulate information such as that of 
pavement inspection; (4)  SAF file is updated based on the accumulated pavement inspection 
results (updated results). 

In developing the prototype, language: PHP + JavaScript (for graph, etc.), Data Base: 
MySQL were mounted. In searching, lane division (inbound lane, outbound lane), inspection 
date, management level, pavement area, pavement type can be selected.  

Then, using a commercial general-purpose CAD software, the system was evaluated 
applying CAD drawing of a number of routes and their inspection results. It was confirmed 
that by linking EXCEL and CAD data, pavement inspection and maintenance can be easily 
performed. 
 Finally, considering that a pseudo-3D presentation is possible by adding the attribute 
(surface layer thickness, base layer thickness, road bed thickness, etc.) as depth axis to a 2D 
drawing (geometrical information + attribute set), and input and display through a commercial 
3D-CAD was confirmed to be possible. 
 
KEYWORDS:  3-D data model, process model, data converter, Web pages, web DB 
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１．研究の背景と目的 
 現在，高速道路会社では，日々の点検業務に
おいて蓄積される舗装点検結果を管理用図面で

あるCADやDBと連携できていないという問題が
ある。点検結果と管理用図面とが別々に管理・
参照されている現状では，効率化を図ることが
できない。例えば，使用頻度の高い EXCEL 上で
行った点検結果の更新結果が直ぐに管理用図面
や DBに連動させることができれば，管理用図面

と属性値（補修履歴や IRI 値など）とがリンク
した，極めて実用性の高い管理システムが可能
となる。 
 本研究では，現地事務所の保全計画策定を効
率化するとともに，策定作業を支援することを
目的として，幾何情報（CAD，SXF）および属性

情報（SAF，XML）をデータベースと連携させる
点に新規性がある。SAF の中に含まれる IRI 等
点検情報と SXF とを連動させることにより、デ
ータベースで点検情報を更新することによっ
て，例えば，ある舗装面の色（補修レベル）な
どが連動して変更できる点に意義がある。 

 
２．データ連携方法 
 CAD 図面上では，点検結果などの属性情報を
表示できるが，これらを SAF ファイルとして XM
L で記述し，形状寸法情報である幾何情報デー
タは P21 形式（CALS/EC 標準形式）として，2つ

に分離し，CAD では幾何情報（P21）と属性情報
（SAF）の両方を入出力できる。 
 

 

P21
ファイ
ル

SAF
ファイ
ル

幾何情報データ 属性データ
（XMLファイル）

＋

SXFファイル出力

SXFファイル

フ
ァ
イ
ル
変
換
プ
ロ
グ
ラ
ム

DB
ファイ
ル

SXFファイルの属性
データをDBに変換

DBの更新結果をSXFファイルの
属性データに反映

属性データが更新された
SXFファイルを再読み込み

当初属性

SXFファイルの再読み込
みで属性が自動更新

属性表示

点検データDB

4

 点検情報などの属性は維持管理業務では EXCE
L 等のソフトで操作した方が効率が良く，クラ
ウド上においた DBへ EXCEL を送信・受信できる

ようなファイル変換プログラムを作成した。こ
れにより，DBでの更新結果をＳＸＦファイルの
属性データへ反映させることが可能となる。 
 データの連携方法は以下のとおりである。 
(1) SXF 対応 CAD で道路平面図に対して舗装維
持管理用の属性を SXF 属性として付加する。 

(2) CAD システムから属性付き SXF ファイルを
出力。SXF ファイルは Ver.3.1 のみ対応とする。
SXF を CAD から出力すると，幾何情報の sfc フ
ァイルと属性情報の saf ファイル（XML 形式）
が出力される（CAD システムの現有機能）。 
(3) 出力された saf ファイルを舗装維持管理専

用 DB で読み込み，舗装点検情報などを蓄積す
る。 
(4) 蓄積された舗装点検結果（更新された結果）
を元に saf ファイルを更新する。 
(5) 更新された saf ファイルを読み込んだ際に
舗装点検情報の IRI 値に基づいたハッチングを

表示[赤，黄，青の 3ランクでハッチング図形を
表示]。 
 
３．プロトタイプ開発 
 実装は，言語：php＋JavaScript（グラフ表示
等），DB：mySQL で行った。 

 検索は，上下線の区分（上り線，下り線），点
検年月日，管理レベル，舗装面積，舗装種別で
の選択が可能となっている。 
 
４．評価と考察 
 市販の汎用 CAD ソフトを用い，複数の路線の

CAD 図面と点検結果とを使用してシステムの
評価を行った。Excel と CAD データとの連携に
より、舗装の点検、維持管理を簡単に行うこと
ができることを確認できた。 
 
５．3 次元化に向けての取り組み 
 舗装は２次元図面（幾何情報＋属性セット）
に深さ方向の属性（表層厚，基層厚，路盤厚な
ど）を付与することで，擬似的な 3D を実現で
きると考え，市販の 3D-CAD で読み込み・表示
が可能となることを確認した。 
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