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1. 序論 
 
1.1. 研究の背景と目的 

近年，わが国では毎年のように豪雨災害に見舞われている．顕著な被害が起きたものでも，平成

23年 7月新潟県における五十嵐川氾濫，平成 24年 7月九州地方北部における白川氾濫などがあげ

られ，平成 25年 9月近畿地方において桂川や由良川が氾濫している．このため，河川施設が防災・

減災効果を十分発揮するために，維持管理の重要性が以前にも増して高まっている． 

これらの重要性の増加に呼応するように，平成 24 年 6 月に国土交通大臣から社会資本整備審議

会長に対して「安全を持続的に確保するための今後の河川管理のあり方」として，一層の効率的・

計画的な管理や新たな技術開発を進めることにより，国土の保全や地域社会の安全を持続的に確保

していくことを目的として，今後の河川管理のあり方について諮問がなされ，平成 25 年 4 月に社

会資本整備審議会より答申がなされている．答申において，ICTを活用した現場における管理実務

の合理化・高度化等の取り組みについて，一層推進する必要があるとされている 1）． 

土木分野においては，建設 ICT を活用した CIM の導入が始まっている．CIM （Construction 

Information Modeling/（Management））とは，「公共事業の計画から調査・設計，施工，維持管理，

更新に至る一連の過程において，ICTを駆使して，設計・施工・協議・維持管理等に係る各情報の

一元化及び業務改善による一層の効果・効率向上を図り，公共事業の安全，品質確保や環境性能の

向上，トータルコストの縮減を目的とする．一連の過程を一体的に捉え，関連情報の統合・融合に

より，その全体を改善し，新しい建設管理システムを構築するとともに，建設産業に従事する技術

者のモチベーション，充実感の向上に資することも期待する．」ものである 2）． CIM は，形状のみ

ならず材質など属性情報を付与した 3次元モデルを用いるとともに，様々なICTツールを活用して，

維持管理，調査，計画，施工の各フェーズ間でのデータの流通によりマネジメントを可能にする．

ゆえに，今後の河川管理において CIMが十分活用されて行くものと考える． 

本研究は CIMモデルのあり方を示す一つの例として，既存河川施設の維持管理に適する 3次元モ

デルの詳細度と必要な点検情報の確認を目的とする． 

設計，施工時に作成される 3次元モデルは，維持管理において十分な精度を有していると考えら

れるが，既存施設のモデル化に，設計，施工時と同程度の精度を持たすことは，コストがかかり非

効率と考えられる．また，設計，施工時に作成された 3次元モデルが CIMのサイクルに則って維持

管理に利用されるまでには，今しばらく時間がかかる．このため，維持管理に向けた適切な詳細度

を持つ 3次元モデルを簡易に作成し，必要な点検情報が連携できれば，膨大なストックを有する河

川施設を効率よく管理することが可能となり，国土の保全や地域社会の安全を持続的に確保するこ

とに貢献できると考える． 

なお，本研究対象は，水門・樋門等の土木施設部分とする．これらが被災すると，大きな災害に

至ると考えるためである．なお，水門・樋門の他に河川施設は，堤防，護岸，排水機場などがある
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が，堤防や護岸については，国土交通省が平成 23 年度に河川技術開発公募制度により研究が進め

られており 3)，排水機場の機械設備については特に外観の変状がないため 3次元モデルによる管理

は非効率であると考え，本研究の対象としないこととした． 

 

1.2. 本報告書の構成 

本報告書の構成を述べる．第 1章では，本研究に関する背景と目的及び研究の対象について述べ

る．第 2章では，現行の河川管理基準及び指針について調査を行い，3次元モデル化に向けた維持

管理情報を抽出する．第 3章では，河川管理施設において必要な維持管理情報を表現するために適

する 3次元モデルの詳細度について述べる．第 4章では，維持管理情報と 3次元モデルの連携手法

について検討を行い，実際に連携モデルを作成する．第 5章では，結論と今後の課題について述べ

る． 
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2. 河川管理における維持管理情報 
 
2.1. 現行の河川管理 

河川施設の管理は，過去の変状や被災およびこれらに対する修繕や災害復旧の経験に基づいて行

われている．このため，既存河川施設の 3次元モデルは現在行われている河川管理に対応したモデ

ルにすることが重要であると考える． 

河川施設の管理は，国土交通省により規定されている河川管理基準及び指針により行われている．

これらの基準及び指針を表 2-1 に示す． 

 

表 2-1 （河川）指針・マニュアル・ガイドライン一覧 

番号 基準及び指針 概要 

１ 河川砂防技術基準 維持管理編 河川維持管理に必要とされる主要な事項を定

めたもの 

２ 危険水位の設定要領 危険水位の設定について基本的な事項を記し

たもの 

３ 中小河川の特別警戒水位の設定要領 特別警戒水位の設定について基本的な事項を

記したもの 

４ 洪水予報河川における避難判断水位の

設定要領 

洪水予報河川における非難判断水位の設定に

ついて，基本的な事項を記したもの 

５ 河川構造物の耐震性能照査指針 堤防，自立式構造の特殊堤，水門・樋門及び堰

並びに揚排水機場の耐震性能の照査について

記したもの 

６ 「河川堤防設計指針」の改訂 工学的に体系化された現時点における堤防設

計の考え方を示したもの 

７ 樋門等構造物周辺堤防詳細点検要領 既設の樋門や水門等の構造物周辺堤防の点検

結果を踏まえた詳細点検について定めたもの 

８ ドレーン工設計マニュアル 堤防に浸透した降雨ならびに河川水を速やか

に自然排水するためのドレーンについて記し

たもの 

９ ダム・堰施設技術基準（案） ダム・堰・水門等に設置する設備の設計，施工，

検査および保守管理に必要な技術的事項を定

めたもの 

１０ 下流河川土砂還元マニュアル（案） 下流河川への土砂還元の普及と継続的な実施

がなされることについて記したもの 
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番号 基準及び指針 概要 

１１ 河川水質試験方法（案） 

河川水質調査要領（案） 

河川水質管理のための調査計画立案にあたっ

ての考え方を詳細に記述したもの 

１２ 水文観測業務の適切な実施等について 水文観測のより一層の品質確保が図れるよう

記したもの 

１３ 河川巡視規程例について 定期的・計画的に河川を巡回し，その異常及び

変化等を発見し，概括的に把握するために必要

な事項を定めたもの 

１４  堤防等河川管理施設及び河道の点検要

領について 

流下能力および施設の変状の発生あるいは変

化を把握するために行うべき目視を中心とし

た点検についてとりまとめたもの 

１５ 河川カルテの作成要領について 河川巡視や点検の結果，維持管理や河川工事の

内容等を継続的に記録するもの 

１６  河川カルテの作成要領（改定） 電子データ化及び共有サーバ等への適切な格

納を行う 

１７ 許可工作物技術審査の手引きについて 許可にあたっての技術審査を容易とするため

に，工作物の種類毎にチェックリストを定めた

もの 

１８ 効果的・効率的な河川維持管理の推進に

ついて（国） 

概ね５年間に実施する具体的な河川維持管理

の内容を定めたもの 

１９ 河川維持管理計画に基づく河川維持管

理の推進について 

河川整備計画に沿って，河川維持管理を適切に

実施するために必要となる具体の内容を定め

たもの 

２０ 効果的・効率的な河川維持管理の推進に

ついて（都道府県等） 

都道府県等管理河川における河川維持管理を

通じて得られる技術的知見等を集積していく 

２１ 都道府県等管理河川における河川維持

管理状況等に関する調査について 

都道府県等管理河川における，河川維持管理状

況及び技術的課題等に関する調査について記

したもの 

２２ 河川構造物の長寿命化計画の策定につ

いて 

堰，水門，樋門，排水機場等の河川構造物の点

検・整備・更新等を，中長期の展望を持って効

果的・効率的に推進していくために定めたもの 

２３ 河川構造物長寿命化及び更新マスター

プラン 

河川構造物に関する長寿命化及び更新に関す

る施策として当面取り組むべき方向をとりま

とめたもの 
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番号 基準及び指針 概要 

２４ 計画的，効率的な河川維持管理に関する

取り組みについて（国） 

長寿命化計画あるいは河川砂防技術基準維持

管理編等に基づいて適切な維持管理に努める 

２５ 計画的，効率的な河川維持管理に関する

取り組みについて（都道府県等） 

河川維持管理計画の作成を進めていく 

 

２６ 河川津波対策について 河川津波は，洪水，高潮と並んで計画的に防御

対策を検討する対象と位置づけるものとし，河

川管理においても海岸管理と一体として計画

的に津波に対応するもの 

２７ 河川管理施設の操作規則の作成基準に

ついて 

河川管理施設の操作規則の作成に際して必要

とされる一般的な技術基準を定めたもの 

２８ 樋門等の操作規則・操作要領作成におけ

る操作員退避検討に当たってのガイド

ライン 

河川管理施設の操作員の退避に係わる検討に

当たっての考え方を示したガイドラインを定

めたもの 

２９ 河川管理施設の操作規則の取扱いにつ

いて 

操作規則の作成に際して必要とされる一般的

な技術基準を定めたもの 

３０ 河川管理施設の操作の委託について 基準改定による旧基準の削除 

３１ 河川管理施設等応急対策基準 河川管理施設等別の応急対策基準について定

めたもの 

３２ 中小河川の堤防等河川管理施設及び河

道の点検要領について 

中小河川の河川管理施設及び河道の変状や異

常等の状況把握をするために実施する，目視を

中心とした点検について，基本的な内容を示す

もの 

３３ 許可工作物に係る施設維持管理技術ガ

イドラインについて 

河川管理者として取り組むべき技術的ガイド

ラインをとりまとめたもの 

出典：国土交通省 HP，水管理・国土保全，基本情報，「指針・マニュアル・ガイドライン等」4） 
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2.1.1. 河川管理の方針 

先に調査を行った各種の河川管理基準及び指針（表 2-1）より，水門・樋門の維持管理に関する

方針について記載のあった主なものを以下に記す． 
1. 河川砂防技術基準 維持管理編 5）（表 2-2） 
7. 樋門等構造物周辺堤防詳細点検要領 6）（表 2-3） 

14. 堤防等河川管理施設及び河道の点検要領 7）（表 2-4） 
15. 河川カルテの作成要領について 8）（表 2-5） 

 
表 2-2 河川砂防技術基準 維持管理編 

記載箇所 方針 

第3章河川維持管理目標 

第 3 節施設の機能維持 

3.1 基本 

・構造物の変状について時系列変化を把握しつつ判断しながら機能を

維持すること 

・河川管理施設の機能維持の目標は，状態把握を重視して設定するこ

と 

第3章河川維持管理目標

第 3節 3.6 堰，水門，

樋門，排水機場等 

・各施設の土木施設部分については，点検を継続し，必要な対策を実

施すること 

・点検及びその結果の分析を積み重ね，対策や維持管理計画に反映す

るように努める 

第 4 章河川の状態把握 

第 6節 河川カルテ 

・河川カルテとして，点検や河川巡視によって得られた河川管理施設

の変状あるいは損傷等のデータを蓄積し，日常より把握している状態

変化の履歴をいつでも見られるようにしておくこと 

・河川カルテは，点検，補修，災害復旧，および河川改修に関する必

要な情報を記載するものであり，河川維持管理の PDCAサイクルを実施

するための重要な基礎資料となる． 

・河川カルテに取得したデータは，膨大なものとなるため，効率的に

データ管理が行えるよう，データベース化して蓄積するように努める 

第 6 章施設の維持対策 

第1節河川管理施設一般 

1.1 土木施設 

・河川管理施設の土木施設部分について，点検等により，各々の施設

が維持すべき機能が低下する恐れが見られた場合には，状態把握（点

検）を継続する等により原因を調査し，過去の被災事例や異常発生事

例を参考として，施設の機能維持に重大な支障が生じると判断した場

合には必要な対策を行う 

・河川管理施設の老朽化対策は，重要な課題であり，そのため長寿命

化対策の検討により，長期的コストにも十分考慮する 
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記載箇所 方針 

第 6 章施設の維持対策 

第 6節樋門・水門  

6.1 本体 

・樋門・水門については，堤防としての機能，逆流防止機能，取水・

排水及び洪水の流下機能等が保全されるよう，維持管理する 

・樋門は，出水時にはゲートを全閉することにより洪水の逆流を防止

し，連続する堤防と同等の機能を確保するよう常に良好な状態を保持

する． 

・水門は，堤防としての機能，本川からの逆流を防止（又は高潮の遡

上を防止）する機能，それが横断する河川の流量を安全に流下させる

機能，また，舟運等に利用する水門（閘門）においては，安全に通航

できる機能等を確保するよう常に良好な状態を保持する． 

 

表 2-3 樋門等構造物周辺堤防詳細点検要領 

記載箇所 方針 

Ⅱ．本点検要領の位置づ

け及び方針 

・樋門・水門等の構造物およびその周辺堤防の外観調査，函内調査を

行い，必要に応じて連通試験等の調査を実施する． 

・調査結果は，既存の資料とあわせて重要点検箇所台帳として整備・

活用する． 

 

表 2-4 堤防等河川管理施設及び河道の点検要領 

記載箇所 方針 

Ⅲ河川管理施設（堤防を

除く）の点検  

1.目的 

・構造物本体を対象とした目視点検は，劣化の状況，構造の変形，流

失状況を目視し，その状況等からより詳細な点検又は補修の必要性に

ついて判断するために行う 

Ⅲ河川管理施設（堤防を

除く）の点検  

2点検事項  

2.1一般 

・河川管理施設の土木構造物部分について，コンクリート構造，矢板

等の鋼構造，及びブロック等の積構造に分けて点検事項を定める 

・河川管理施設の変状の経過観察を行うために，必要な場合には計測

定点を設ける 
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表 2-5 河川カルテの作成要領について 

記載箇所 方針 

記 ・河川カルテは事務所内の情報共有や更新を容易にするため，原則，

電子データで管理する． 
・河川カルテは河川の状態を把握する基本的な資料であるため，河川

巡視等により発見した変状等の重要情報を適切に記載する． 
・古い様式で蓄積された河川カルテも破棄せずに保存する． 
・河川カルテは河川の維持管理状況を把握する基本情報のため，維持

管理関連予算要求の説明資料や被災時の災害復旧申請に資する基礎資

料になる． 

 
 
2.1.2. 河川管理の情報 

先に調査を行った河川管理基準及び指針（表 2-1）より，水門・樋門の維持管理に関する調査項

目について記載のあった主なものを以下に記す． 

7. 樋門等構造物周辺堤防詳細点検要領 6）（表 2-6） 

14. 堤防等河川管理施設及び河道の点検要領 7）（表 2-7） 
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表 2-6 樋門等構造物周辺堤防詳細点検要領 

箇所 対象構造 調査項目 

重要点検箇

所台帳（樋門

編） 

基本諸元 施工区分，水系名，河川名，種別，管理事務所・管理

者，完成年月，担当出張所，目的，位置，排水機場と

の接続，設置箇所の微地形区分，建設時の施工状況，

施工関係者，埋め戻し高，本体構造，寸法，本体基礎，

底版厚さ，計画敷高，遮水矢板設置箇所，門扉構造，

取付護岸 

被災および工事履歴，調

査記録等 

被災原因および内容，補修あるいは工事内容，既往外

力（計画高水位，観測地点の警戒水位，完成から後に

警戒水位を超えたときの水位），沈下記録（周辺堤防の

沈下，広域地盤沈下），水防点検記録（点検年月，異常

箇所の有無・内容，住民からの報告），構造物調査記録

（調査年月，調査目的，調査方法，調査結果の概要），

点検箇所の重要水防箇所ランク，堤防の浸透に対する

概略点検ランク，点検実施年 

補修あるいは工事の位

置・内容を示す図面 

概略図面 

箇所 対象構造 調査項目 

外観観察記

録表 

門柱 傾倒：川表側・川裏側；傾倒なし 

クラック：幅 cm；クラックなし；補修箇所 

本体各部の接合部 開き：幅 cm；開きなし；補修箇所 

止水板：あり；なし；確認できず 

段差：高さ cm；段差なし 

管渠と翼壁・水叩きとの

接合部 

開き：幅 cm；開きなし；補修箇所 

止水板：あり；なし；確認できず 

段差：高さ cm；段差なし 

 

表 2-7 堤防等河川管理施設及び河道の点検要領 

箇所 対象構造 調査項目 

構造物 
本体 

コンクリート構造，鋼構造 不同沈下，傾き，劣化，腐食，隙間，吸出し，クラ

ック，損傷，磨耗，継ぎ目の開き，土砂堆積，水草

の繁茂，破損，変状，沈下，崩れ 

ブロック等の積構造 沈下，崩れ，はらみ出し，変状，損傷，腐食 
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2.1.3. 河川管理の様式 

7樋門等構造物周辺堤防詳細点検要領 6）で規定されている，河川台帳の様式を表 2-8～15 に示す． 

表 2-8 河川管理様式（1） 
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表 2-9 河川管理様式（2） 
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表 2-10 河川管理様式（3） 
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表 2-11 河川管理様式（4） 
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表 2-12 河川管理様式（5） 
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表 2-13 河川管理様式（6） 
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表 2-14 河川管理様式（7） 

 

 

16 
 



表 2-15 河川管理様式（8） 
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2.2. 3 次元モデルに紐付ける維持管理情報 

河川管理施設は，過去の変状や被災およびこれらに対する修繕や災害復旧の経験に基づいた管

理が行われてきた．このため，2.1.1.で抽出された河川管理の方針においても，河川構造物の状

態把握が時系列に行えるとともに状態変化の履歴を確認できるように調査・点検結果を整理する

こととしている．よって，3次元モデルによる河川施設の維持管理においても，現在用いられて

いる調査・点検情報は引き継がれるべきものと考える． 

2.1.3.で抽出された維持管理に関する情報は，河川施設全体に係る基本諸元などと河川施設の

特定部位に係るクラックなどに区別できる．このため，3次元モデルで維持管理を行う際にも，

モデル全体に紐付くものとモデルの特定部位に紐付くものに分けて整理した．ここで，河川施設

全体に係る維持管理情報は，本体構造や寸法など竣工時に係る情報と水防点検記録や構造物調査

記録など竣工後に係る情報に分けて整理した（図 2-1）． 

また，河川施設の特定部位に係る維持管理情報は，河川施設の本体構造の変状（外形が変わる）

に係る傾倒や沈下などと河川施設の特定箇所に係るクラックやジャンカなどに分けて整理した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 維持管理情報の分類 

 

 

河川施設の維持管理情報 

竣工時に係る維持管

理情報 

竣工後に係る維持管理

情報 

本体構造の変状に係る

維持管理情報 

特定箇所に係る維持管

理情報 

河川施設全体に係る

維持管理情報 

河川施設の特定部位に

係る維持管理情報 
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2.2.1. 3 次元モデル全体に係る維持管理情報 

3次元モデル全体に係る維持管理情報を表 2-16に示す． 

 

表 2-16 3次元モデル全体に係る維持管理情報 

対象 調査項目 

竣工時に係る情報 
（基本諸元等） 

施工区分，水系名，河川名，種別，管理事務所・管理者，完成年 

月，担当出張所，目的，位置，排水機場との接続，設置箇所の微 

地形区分，建設時の施工状況，施工関係者，埋め戻し高，本体構 

造，寸法，本体基礎，底版厚さ，計画敷高，遮水矢板設置箇所， 

門扉構造，取付護岸 

竣工後に係る情報 
（被災および工事履歴，

調査記録等） 

被災原因および内容，補修あるいは工事内容，既往外力（計画高 

水位，観測地点の警戒水位，完成から後に警戒水位を超えたとき 

の水位），沈下記録（周辺堤防の沈下，広域地盤沈下），水防点検 

記録（点検年月，異常箇所の有無・内容，住民からの報告），構造 

物調査記録（調査年月，調査目的，調査方法，調査結果の概要）， 

点検箇所の重要水防箇所ランク，堤防の浸透に対する概略点検ラ 

ンク，点検実施年 

 

2.2.2. 3 次元モデルの特定部位に係る維持管理情報 

3次元モデルの特定部位に係る維持管理情報を表 2-17 に示す． 

 

表 2-17 3次元モデルの特定部位に係る維持管理情報 

対象 調査項目 

本体構造の変状（外形が

変わる）に係る情報 

沈下  （段差）高さ cm，なし  

傾き あり（方向記載），なし 

隙間 （開き）幅 cm，なし，補修箇所 

特定箇所に係る情報 劣化  あり，なし 

腐食 あり，なし 

吸出し あり，なし 

損傷 あり，なし 

クラック 幅 cm（方向記載），なし，補修箇所 

止水板 あり，なし，確認できず 
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3. 河川管理施設における 3 次元モデル化についての検討 
 
3.1. BIM における 3 次元モデルの詳細度 

河川施設を詳細に 3 次元モデル化することは，河川施設の状況が視覚的に非常にわかりやすく

把握でき，維持管理において非常に有用である．しかしながら，詳細な 3 次元モデルを作成する

ためには多くの作業労力を必要とするため，費用対効果が見込めない場合が考えられる． 

このため，維持管理において適切な 3 次元モデルの詳細さを決めておくことが有効であるが，

現在，土木分野において 3 次元モデルの詳細さを表す基準は見当たらない．土木分野に先行して

3次元モデルを利用している建築分野では，3次元モデルの詳細さを表す基準として，国土交通省

大臣官房官庁営繕部より策定された「官庁営繕事業における BIM モデルの作成及び利用に関す

るガイドライン平成 26年 3月」9）（以下「BIM ガイドライン」と称す）のほか，米国の AIA(American 

Institute of Architects)により LOD（Level of Development）として定義されている． 

なお，LOD は BIM Forum によって「Level of Development Specification（August 22, 2013）」10）

（以下「LOD Specification」と称す）に用例がまとめられている． 

 

3.1.1. BIM ガイドライン 

「BIM ガイドライン」では，詳細度を「BIM モデルの作成及び利用の目的に応じた BIM モデ

ルを構成するオブジェクトの詳細度合いをいう．」こととして定義づけられている 9)．その詳細度

の目安を，設計業務においては①基本設計方針策定モデルの詳細度，②基本設計図書作成モデル

の詳細度，③実施設計図書作成モデルの詳細度，及び工事における④完成図等作成モデルの詳細

度モデルの 4ケースに分けられている（表 3-1～4）． 

 

 
 

表 3-1 基本設計方針の策定のための BIMモデルの詳細度の目安（参考） 
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表 3-2 基本設計図書の作成のための BIM モデルの詳細度の目安（参考） 
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表 3-3 実施設計図書の作成のための BIMモデルの詳細度の目安（参考） 
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「BIMガイドライン」9） 

 

「BIM ガイドライン」は，基本設計，実施設計，工事完成などの利用シーン別にモデル化する

部位（構造耐力上主要な柱・梁など）が規定されているが，各要素の詳細度については，利用目

的に応じて確認するとされており，具体的な詳細度は明記されていない． 

 

3.1.2. LOD Specification 

「LOD Specification」10)は，3 次元モデルが持つ形状や属性情報の詳細度を明確にすることに

より，利用者の目的に沿った 3 次元モデルを作成するための指針である．LOD は，モデルの詳細

度を 6 段階に分類している． 
以下，LOD の定義を表 3-5に示し，鉄骨柱の LOD 別の用例を

表 3-4 完成設計図書の作成のための BIMモデルの詳細度の目安（参考） 
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表 3-6 に示す． 

  
表 3-5 LODの定義 

番号 レベル 定義 

1 LOD100 モデルは記号や一般的な形状で表される．属性情報は単位体積当たりな

ど一般的な値を用いる． 

2 LOD200 モデルは一般的な概略図で表されるが，形状や配置は近似値で表される．

属性情報は概算の数量や諸元がモデルに紐付けられる． 

3 LOD300 モデルは固有の形状や配置で表される．属性情報は各要素について正確

な数量や諸元がモデルに紐付けられる． 

4 LOD350 モデルは固有の形状や配置で表されるとともに，他の要素の配置につい

ても表される．属性情報は他の要素との接合状況などを含めた正確な数

量や諸元がモデルに紐付けられる． 

5 LOD400 モデルは固有の形状や配置で表されるとともに，接合部材についても表

される．属性情報は接合部材の情報も含めた固有の正確な数量や諸元が

モデルに紐付けられる． 

6 LOD500 モデルは現地と同様の形状や配置で表される．属性情報は現地の正確な

数量や諸元がモデルに紐付けられる．このモデルは，実際の完成状態で

ある． 
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表 3-6 鉄骨構造（鉄骨柱）における LODの用例 

レベル 概要（モデルに要求される詳細度） 概略図 

LOD100 ・鉄骨構造は，基礎モデルを含んでいる，もしく

は区別のない概略形状． 

 

LOD200 ・概算の床面積 
・構造部材の概略構成 
・確定した構造柱の配置 

 
LOD300 ・主要な鉄骨柱の正確な寸法と配置 

属性情報 
・鉄骨の諸元 
・接続の詳細 
・仕上げ（塗装やメッキ）の情報  

LOD350 ・接続部の正確な高さと位置 
・主要な部材の接続に用いるベースプレートやア

ンカーロッド 
・その他部材の正しい向き 
・スチフナやスリーブ貫通部等の補強部材  

LOD400 ・溶接箇所 
・傘木 
・キャップ，パテ 
・ワッシャー，ナット 
・全ての組立部材  

「LOD Specification」10）（一部加筆） 

 
※LOD500 については，LOD400 と同等レベルの形状データに実際の材料情報を反映させている

ものであるため，AIA の定義に対して補足の必要がないとして「LOD Specification」では用例が

記載されていない． 
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3.2. 河川管理施設の維持管理における 3 次元モデルの詳細度 

 
3.2.1. 河川管理施設の 3 次元モデルに適用する詳細度の定義 

河川構造物の維持管理に利用する 3 次元モデルに適する詳細度を検証するために，樋門・樋管

の本体構造と本体構造の特定部位に係るクラックなどの維持管理情報に分類して詳細度別にモデ

ル化を行った．本体構造の特定部位に係る維持管理情報をモデル化したものは，さらに本体構造

の変状（外形が変わる）に係る情報をモデル化したものと本体構造の特定箇所に係る情報をモデ

ル化したものに分けて作成した（図 3-1）． 
なお，3 次元モデル全体に係る維持管理情報は，基本諸元などであるため個々の情報では管理

しないため 3 次元モデル化を行わない． 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-1 3次元モデルの細分化 

 

河川施設の維持管理のための 3 次元モデル 

本体構造をモデル化 

特定部位に係る維持管

理情報をモデル化 
本体構造の変状に係る情

報をモデル化 

特定箇所に係る維持管理

情報をモデル化 
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詳細度の定義は，表 3-7 に示した．なお，詳細度の呼称は，「LOD Specification」に準じたも

のとしている．LOD500 については，LOD400 に施工情報が追加されるものであるから，検証の

対象外とした． 

 
表 3-7 詳細度の定義 

詳細度 
本体構造 

対象箇所 例 詳細度の定義 

LOD100 一般  任意の記号で表す 

LOD200 

一般  概略図で表す 

主部材 柱，梁，床版，扉体 近似値もしくはわかりやすく誇張するなど

してモデル化 

接合部 目地 モデル化せず 

LOD300 

一般  正確な寸法から外形をモデル化（ハンチな

どはモデル化せず） 

主部材 柱，梁，床版，扉体 

 

正確な寸法からモデル化（面取りなどはモ

デル化せず） 

接合部 目地 正確な位置で（単線）で表示 

補剛材 リブ，連結板 モデル化せず 

LOD350 

一般  正確な寸法から外形，内法をモデル化（ハ

ンチなどはモデル化） 

主部材 柱，梁，床版，扉体 

 

正確な寸法からモデル化（面取りなどはモ

デル化） 

接合部 目地 正確な位置からモデル化（止水板などはモ

デル化せず） 

補剛材 リブ，ガセットプレー

ト，連結板 
正確な寸法からモデル化（ボルト孔などは

モデル化せず） 

接合材料 ボルト，ナット モデル化せず 

LOD400 

一般  すべてをモデル化 

主部材 柱，梁，床版，扉体 正確な寸法からモデル化 

接合部 目地 正確な寸法からモデル化（止水板などはモ

デル化） 

補剛材 リブ，ガセットプレー

ト，連結板 
正確な寸法からモデル化（ボルト孔などは

モデル化） 

接合材料 ボルト，ナット 外形をモデル化 

27 
 



詳細度 
維持管理情報 

対象箇所 例 詳細度の定義 

LOD100 一般  任意の記号で表す 

LOD200 

一般  概略図で表す 

特定箇所に係るも

の（線的性状） 

クラック 調査結果から直線でモデル化 

特定箇所に係るも

の（面的性状） 

劣化，腐食，吸

出し 
調査結果から近似形もしくはわかりやすく

誇張するなどしてモデル化 

本体構造の変状に

係るもの 

傾倒，沈下（段

差），隙間 

調査結果から近似形もしくはわかりやすく

誇張するなどしてモデル化 

LOD300 

一般  調査結果から外形をモデル化 

特定箇所に係るも

の（線的性状） 

クラック 調査結果から線形（単線）をモデル化 

特定箇所に係るも

の（面的性状） 

劣化，腐食，吸

出し 
調査結果から外形（変状範囲がわかる）を

モデル化 

本体構造の変状に

係るもの 

傾倒，沈下（段

差），隙間 

調査結果から主部材のみをモデル化 

LOD350 

一般  調査結果から外形，内法をモデル化 

 

特定箇所に係るも

の（線的性状） 

クラック 調査結果から線形（幅を持つ）をモデル化 

特定箇所に係るも

の（面的性状） 

劣化，腐食，吸

出し 
調査結果から外形（変状範囲内の境界がわ

かる）をモデル化 

本体構造の変状に

係るもの 

傾倒，沈下（段

差），隙間 

調査結果から主部材と接合状況をモデル化 

LOD400 

一般  すべてをモデル化 

特定箇所に係るも

の（線的性状） 

クラック 調査結果から線形（幅を持つ）をモデル化 

特定箇所に係るも

の（面的性状） 

劣化，腐食，吸

出し 
調査結果から外形（変状範囲内の状態がわ

かる）をモデル化 

本体構造の変状に

係るもの 

傾倒，沈下（段

差），隙間 

調査結果からすべての部材についてモデル

化 
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3.2.2. 河川管理施設の詳細度別 3 次元モデル 

3.2.1.に定めた詳細度の定義に則り3次元モデル化を行い，以下の項目についてまとめた．3次

元モデルの作成条件を表 3-8に示す． 
①本体構造の3次元モデル 

河川施設の本体構造について，詳細度別に作成した3次元モデルを表 3-9に示す． 

LOD300～400に示す拡大図は，扉体における桁なし（LOD300），桁あり・ボルトなし（LOD350），

桁あり・ボルトあり（LOD400）を表している． 
②本体構造の特定部位に係る維持管理情報の3次元モデル 

本体構造の特定部位に係る維持管理情報について，詳細度別に作成した 3 次元モデルを表 3-10

～14 に示す．なお，維持管理情報を表すための本体構造は，便宜上 LOD300 を用いている． 
表 3-10 に示す LOD100～200 の拡大図は，門柱における傾倒を示し，記号化（LOD100），わ

かりやすく誇張した表現（LOD200）を表している． 
表 3-11 に示す LOD300～400 の拡大図は，接合部における沈下及び隙間を示し，目地材なし

（LOD300），目地材あり・追従変形なし（LOD350），目地材あり・追従変形あり（LOD400）

を表している． 
表 3-12 に示す LOD300～400 は，コンクリートの肌落ちを示し，肌落ちの範囲（LOD300），

肌落ちの範囲と剥離の状況（LOD350），肌落ちの範囲と鉄筋の状況（LOD400）を表している． 
表 3-13 に示す LOD300～400 は，コンクリートの損傷を示し，損傷の範囲（LOD300），表面

気泡とジャンカの境界（LOD350），表面気泡とジャンカの区別（LOD400）を表している． 
表 3-14に示すLOD300～400の拡大図は，クラックを示し，1本線（LOD300），2本線（LOD350），

2 本線・鉄筋の明示（LOD400）を表している． 
③3次元モデル作成に要した時間 
詳細度別の3次元モデル作成に要した時間を表 3-15に示す． 
 

表 3-8 3 次元モデルの作成条件 

条件 内容 

使用コンピュータ CPU：Intel Core i7-3720QM 2.6GHz 

Memory：16GB 

Graphics：NVIDIA Quadro K2000M 

OS：Windows 7 Professional 64bit 

使用ソフト Autodesk Revit Structure 2014 

作成者 CADオペレータ（3次元CAD経験1年程度） 

モデル化対象 一般的な樋門・樋管の土木部分 
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表 3-9 詳細度別本体構造の 3 次元モデルの一覧表 

LOD100 LOD200 

  
LOD300 LOD350 

  
LOD400 
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表 3-10 詳細度別維持管理情報の 3 次元モデルの一覧表（1） 

本体構造の変状に係る情報（傾き）門柱 

LOD100 LOD200 

  
LOD300 LOD350 

  
LOD400 
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表 3-11 詳細度別維持管理情報の 3 次元モデルの一覧表（2） 

本体構造の変状に係る情報（沈下，隙間） 

LOD100 LOD200 

  

LOD300 LOD350 

  
LOD400 
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表 3-12 詳細度別維持管理情報の 3 次元モデルの一覧表（3） 

特定箇所に係る情報（劣化） 

LOD100 LOD200 

 

 

LOD300 LOD350 

  
LOD400 
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表 3-13 詳細度別維持管理情報の 3 次元モデルの一覧表（4） 

特定箇所に係る情報（損傷） 

LOD100 LOD200 

 

 
LOD300 LOD350 

  
LOD400 
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表 3-14 詳細度別維持管理情報の 3 次元モデルの一覧表（5） 

特定箇所に係る情報（クラック） 

LOD100 LOD200 

 

 

LOD300 LOD350 

  

LOD400 
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表 3-15 詳細度別モデル作成のための所要時間一覧表 

 LOD100 
（分） 

LOD200 
（分） 

LOD300 
（分） 

LOD350 
（分） 

LOD400 
（分） 

本体

構造 
図面の判読

（14 枚） 
40 70 120 150 200 

操作台 5 5 5 10 10 

門柱 5 10 20 35 45 

函体 5 15 25 45 45 

扉体（戸当た

り金物含む） 
－ － 240 600 900 

管理橋 － － 290 360 450 

胸壁 － － 20 20 20 

翼壁 － － 60 120 180 

樋管 － 15 20 30 30 

小計 55 115 800 1370 1880 

特定

部位

に係

る維

持管

理情

報 

傾き 5 10 10 10 10 

沈下（止水板

含む） 
5 10 20 30 60 

隙間（止水板

含む） 
5 10 20 30 60 

劣化 
（鉄筋含む） 

5 10 20 60 60 

損傷 5 10 20 30 50 

クラック 
（鉄筋含む） 

5 5 10 40 40 

小計 30 55 100 190 280 

 合計時間 85 
1 時間 25 分 

165 
2 時間 45 分 

900 
15 時間  

1560 
26 時間 

1980 
36 時間 

 

詳細度 
項目 
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3.2.3. 河川管理施設の 3 次元モデルに適する詳細度の選定 

詳細度別に作成した 3 次元モデルを比較して，河川施設の 3 次元モデルによる維持管理に適す

る詳細度を選定する． 
（1）本体構造モデルに必要な詳細度 

本体構造モデルに必要な詳細度は，本体構造の特定部位に係る維持管理の調査結果が本体構造

モデルに明確に表示できる程度である．このためには，各部材が正確に配置されていることが必

要であり，段差，開きなど部材の接合状況が明示できることが必要である．（表 3-16） 

 
表 3-16 詳細度別本体構造モデルの評価一覧表 

詳細度 概要 評価 

LOD100 

 

全体形状がわからないため維持管理に利用する

レベルではない． 
× 

LOD200 

 

維持管理情報を明示するには寸法が不正確であ

るため維持管理に利用するレベルではない． 
× 

LOD300 

 

外形が正確であり接合位置も正確であるため維

持管理情報が明示できる． 
○ 

LOD350 

 

接合部の開きまでモデル化するため維持管理情

報がわかりやすく明示できる．ただし，費用対効

果より不利と考える． 

△ 

LOD400 

 

接合部の構成部材までモデル化するため維持管

理情報に対して過剰な詳細度と考える．費用対効

果においても不適と考える． 

× 
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（2）本体構造の変状（外形が変わる）に係る情報のモデルに必要な詳細度 

本体構造の変状（外形が変わる）に係る情報のモデルに必要な詳細度は，変状の有無，位置，

傾倒の方向，沈下・隙間の寸法が明示できることが必要である．（表 3-17） 

 

表 3-17 詳細度別維持管理情報（本体構造の変状に係る）モデルの評価一覧表 

詳細度 概要 評価 

LOD100 

 

変状は 3次元モデルで表現されないが，変状の有

無，位置の表示はシンプルでわかりやすい． 

○ 

LOD200 

 

変状は 3次元モデルで表現される．正確性は無い

がわかりやすい．ただし，誇張された表現が実物

の状態と間違われる恐れがある． 

△ 

LOD300 

 

変状は正確に 3 次元モデルで表現される．ただ

し，正確であるがゆえに，変状の小さい傾倒や段

差がわかりにくい． 

× 

LOD350 

 

変状は正確に 3 次元モデルで表現される．ただ

し，正確であるがゆえに，変状の小さい傾倒や段

差がわかりにくい． 

× 

LOD400 

 

変状は正確に 3 次元モデルで表現される．ただ

し，正確であるがゆえに，変状の小さい傾倒や段

差がわかりにくい．モデルの変更が多岐にわたる

ため費用対効果においても不適と考える． 

× 

 

38 
 



（3）本体構造の特定箇所に係る情報のモデルに必要な詳細度 

本体構造の特定箇所に係る情報のモデルに必要な詳細度は，変状の有無，位置，クラックの方

向と開きの寸法が明示できることが必要である．（表 3-18） 

 
表 3-18 詳細度別維持管理情報（特定部位に係る維持管理）モデルの評価一覧表 

詳細度 概要 評価 

LOD100 

   

変状の状況がモデル

ではわからないため

利用には不適． 

× 

LOD200 

 

 

 

変状の状況がモデル

ではわからないため

利用には不適． 

× 

LOD300 

 
 

 

変状の外形が正確で

あり，3 次元モデルに

貼付することにより

わかりやすく明示で

きる． 

○ 

LOD350 

 

 

 

変状の状況が正確に

表現されるが，クラッ

ク幅など詳細にモデ

ル化しても判別がつ

かず，費用対効果にお

いて不利と考える． 

△ 

LOD400 

 

 

 

変状の状況が正確に

表現されるが，クラッ

ク幅など詳細にモデ

ル化しても判別がつ

かず，費用対効果にお

いて不適と考える． 

× 
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（4）河川管理施設の 3次元モデルに適する詳細度の選定 

以上のことから，河川管理に適する 3次元モデルの詳細度を表 3-19 にまとめる． 

 
表 3-19 河川管理施設の 3 次元モデルの詳細度 

対象部位 LOD 

本体構造モデル 

 
300 

維持管理情報（本体構造の変状に係

る）モデル 
100 

維持管理情報（特定部位に係る維持

管理）モデル 
300 
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4. 河川管理施設の CIM（マネジメント） 
 
4.1. 維持管理情報と 3 次元モデルの連携手法 

維持管理情報を 2.2.において河川施設全体に係る維持管理情報と河川施設の特定部位に係る

維持管理情報に分類した．これらの維持管理情報を 3次元モデルで表す手法について検討を行う．

維持管理情報と 3 次元モデルの連携を確認するに当たり使用したソフトは，本体構造モデルの作

成と同じ Autodesk Revit Structure 2014 である． 

なお，3 次元モデルの作成や維持管理情報と 3 次元モデルの連携は，特定のソフトに依存する

ものではなく 3次元モデルの作成や属性情報が付与できる CADソフトであれば使用できる． 

 

4.1.1. 河川施設全体に係る維持管理情報と 3 次元モデルの連携 

河川施設全体に係る維持管理情報は，重要点検箇所台帳などにまとめられた基本諸元や被災履

歴などである．現段階では，これらの維持管理情報は従来の紙面にまとめられた台帳を電子デー

タ化（pdf 化）して 3 次元モデルに紐付ける．これにより，現在の維持管理手法を踏襲すること

ができるとともに，既往の調査結果の一元管理が可能になる．3次元モデルへの紐付けは，3次元

モデルに施設名称をパーツとして組み込み，そのパーツに参照機能（ハイパーリンク）を付与す

る．参照先は，当該 pdf ファイルもしくは当該資料が格納されたフォルダを指定する（表 4-1）． 

なお，将来的には台帳入力のシステム化が望ましい．これにより維持管理情報が一度の入力で

3 次元モデルに連携されることから，河川管理の効率化が図ることができデータベース化が進む

と考える． 

 

表 4-1 河川施設全体に係る維持管理情報と 3 次元モデルの連携 

モデル 属性情報 
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4.1.2. 河川施設の特定部位に係る維持管理情報と 3 次元モデルの連携 

 
(1) 河川施設の本体構造の変状に係る維持管理情報 

河川施設の本体構造の変状に係る維持管理情報は，3.2.2（4）において記号化して表示する傾

倒や段差である．これらの維持管理情報は，本体構造モデルに貼付する記号をパーツとしてモデ

ル化してパーツから読み取ることのできない方向や高さの情報を属性として付与する（表 4-2）．

これにより，傾倒の方向や段差の高さが明らかになるとともに自動集計が可能になる． 

 
表 4-2 河川施設の本体構造の変状に係る維持管理情報と 3 次元モデルの連携 

モデル 属性情報 

段差  

 

傾倒 

 
 

隙間 
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(2) 河川施設の特定箇所に係る維持管理情報と 3次元モデルの連携 

河川施設の特定箇所に係る維持管理情報は，3.2.2（4）において外形をモデル化するクラック

やジャンカなどである．これらの維持管理情報は，本体構造モデルに貼付するパーツとしてモデ

ル化してパーツから読み取ることのできない幅や深さの数値情報を属性として付与する（表 4-3）．

これにより，クラックの幅やジャンカの深さが明らかになるとともに自動集計が可能になる． 

 

表 4-3 河川施設の特定箇所に係る維持管理情報と 3 次元モデルの連携 

モデル 属性情報 

劣化 

  

損傷 

 
 

クラ

ック 
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4.2. 維持管理情報と 3 次元モデルの連携モデル 

河川管理施設に適する詳細度を持たせた本体構造と維持管理情報の連携モデルを図 4-1 に示

す． 

 
凡例 

番号 維持管理情報 

① 施設名称 

② 段差 

③ 傾倒 

④ 隙間 

⑤ 劣化 

⑥ 損傷 

⑦ クラック 

 
図 4-1 3 次元連携モデル 

① 

④ 

② 

③ 
⑤ 

⑦ 

⑥ 
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5. 結論と今後の課題 
 
5.1. 結論 

本研究では，3 次元モデルを用いて既存河川施設の維持管理を行うために，必要な維持管理情

報と 3 次元モデルに適する詳細度の選定を行い，維持管理情報と 3 次元モデルの紐付け方法の検

討を行った． 
維持管理情報については，現在使用されている管理情報を調査して，3 次元モデル全体に係る

維持管理情報と 3 次元モデルの特定部位に係る情報として 3 次元モデルで利用できるように分類

した．3 次元モデルの詳細度については，土木分野において基準が見当たらないため，「LOD 
Specification」に則った形で河川管理施設及び維持管理情報に対する定義付けを行った．その定

義に基づいて，既存河川施設の本体構造モデルと維持管理情報のモデル化を行い，維持管理に適

する詳細度の選定を行った． 
これらの分類された維持管理情報と適切な詳細度を持った 3 次元モデルとを紐付ける検討を行

い，維持管理情報を付与した 3 次元モデルを作成した．作成した 3 次元モデルは，河川施設の維

持管理に十分役立つものであると確認できた． 

 
5.2. 今後の課題 

今後の課題について以下の 2 点を挙げる． 
① 3 次元モデルの詳細度の普遍化 

本研究では，河川管理施設の維持管理に 3 次元モデルを利用するために 3 次元モデルの詳細度

を定義した．今後，3 次元モデルにおける詳細度の定義を普遍化することにより，各種土木構造

物における設計や施工についての各段階に必要な 3 次元モデルの詳細度について基準化できると

考える（表 5-1）． 
また，「LOD Specification」に倣って構造物や部材を想定して，その用例についてまとめるこ

とも有効であると考える． 

 
表 5-1 設計図面と 3 次元モデルの詳細度（参考例） 

設計 図面 縮尺 詳細度（LOD） 

基本設計 全体計画図 1/10000,1/5000 LOD100 

施設平面図 1/2500,1/1000 LOD200 

構造一般図 1/100,1/50 LOD300 
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設計 図面 縮尺 詳細度（LOD） 

詳細設計 全体計画図 1/5000,1/2500 LOD100 

施設平面図 1/500,1/300 LOD300 

構造一般図 1/100,1/50 LOD350 

構造詳細図 1/50,1/30 LOD350 

加工図 1/20,1/10 LOD400 

 
② 3 次元計測データの利用 

既存河川管理施設は膨大なストックを有しており，これらをモデル化するために資料を収集し，

図面を読み込み，CAD ソフトを用いてモデリングすることは多大な労力と時間を要する．このた

め，コストのかからない 3 次元モデルの作成手法の確立は，河川管理施設 3 次元モデルによる維

持管理の普及に向けた大きな課題である． 
課題の解決に向けて，レーザースキャナーによって計測された 3 次元点群データやひび割れ計

測システム（KUMONOS）によって得られるクラックの 3 次元形状データなど，現地で取得さ

れる高精度な 3 次元計測データの利用方法の確立が望まれる． 
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   The main objective of this study is to identify the required inspection information and LOD (level of 
details) of 3-D modeling suitable for the maintenance of existing river facilities. 

The 3-D modeling related information in regard to river management was selected as per the current 
format of the river ledger and guidelines of river management under the authority of the Ministry of Land, 
Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) 

There is no standard to specify level of 3-D modeling details in the field of civil engineering. Therefore, 
the following two reference documents from the field of building construction were selected as references for 
this study. Firstly “the Guideline of the making and use of BIM model in government buildings projects” 
published in March, 2014 by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), Minister’s 
Secretariat, Government Buildings department. Secondly” Level of Development Specification”（August 22, 
2013 from BIM Forum of the United States） 

By referring to these two guidelines, several levels of 3-D modeling details were defined for the 
applications both in the main structure and maintenance management of river facilities.  The level of 3D 
modeling details in maintenance management is determined by evaluating both the level of details and the time 
that was spent on the making of the 3D models. 

In addition, the integrated modelling between detailed main structure and maintenance management 
information was created after examining how maintenance information should be incorporated into 3D 
modeling. The 3D models are proven to be effective in actual maintenance management of river facilities. 
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近年，わが国では毎年のように豪雨災害に

見舞われている．このため，河川施設が防災
・減災効果を十分発揮するために，維持管理

の重要性が以前にも増して高まっている．
「安全を持続的に確保するための今後の河川

管理のあり方」として，ICTを活用した現場に

おける管理実務の合理化・高度化等の取り組
みについて，一層推進する必要があるとされ

ている．土木分野においては，建設ICT を活
用したCIMの導入が始まっている．今後の河川

管理においてCIMが十分活用されて行くもの

と考える． 
本研究はCIMモデルのあり方を示す一つの

例として，既存河川施設の維持管理に適する3
次元モデルの詳細度と必要な点検情報の確認

を目的とする． 
河川施設の管理は，過去の変状や被災およ

びこれらに対する修繕や災害復旧の経験に基

づいて行われている．このため，既存河川施
設の3次元モデルは，現在行われている河川管

理に対応したモデルにすることが重要である
と考える．河川施設の管理は，国土交通省に

より規定されていることから河川管理基準及

び指針について調査を行った． 
これら河川管理基準や指針及び現在用いら

れている河川台帳の様式より，3次元モデルに
紐付く維持管理情報の抽出と選定を行った．

維持管理に関する情報は，3次元モデル全体に
紐付くものとモデルの特定部位に紐付くもの

に分けて整理した．ここで，河川施設全体に

係る維持管理情報は，竣工時に係る情報と竣
工後に係る情報に分けて整理した．また，河

川施設の特定部位に係る維持管理情報は，河
川施設の本体構造の変状に係るものと河川施

設の特定箇所に係るものに分けて整理した． 

3次元モデルを詳細に作成することは，河川
施設の状況が視覚的に非常にわかりやすく把

握でき，維持管理において非常に有用である
が，多くの作業労力を必要とするため費用対

効果が見込めない場合が考えられる．このた 

め，維持管理において適切な3次元モデルの詳

細さを決めておくことが有効であるが，現在，
土木分野において3次元モデルの詳細さを表

す基準は見当たらない． 
そこで，建築分野から国土交通省大臣官房

官庁営繕部による「官庁営繕事業におけるBI

Mモデルの作成及び利用に関するガイドライ
ン平成26年3月」と米国のBIM Forumによる「L

evel of Development Specification（Augus
t 22, 2013）」について調査を行った． 

これらガイドラインや仕様書を参考に，河

川管理施設の3次元モデルに適用する詳細度
の定義付けを行い，本体構造及び維持管理情

報について詳細度別にモデルを作成した．作
成したモデルの詳細さとモデル作成のための

所要時間を合わせて評価を行い維持管理に適
するモデルの詳細度を選定した． 

さらに，維持管理情報と3次元モデルの連携

について確認を行い，河川管理施設に適する
詳細度を持たせた本体構造と維持管理情報の

連携モデルを作成した．作成した3次元モデル
は，河川施設の維持管理に十分役立つもので

あると確認できた． 

本研究では，河川管理施設の維持管理に3
次元モデルを利用するために3次元モデルの

詳細度を定義した．今後，3次元モデルにおけ
る詳細度の定義を普遍化することにより，各

種土木構造物における設計や施工についての
各段階に必要な3次元モデルの詳細度につい

て基準化できると考える．また，構造物や部

材を想定してその用例についてまとめること
も有効であると考える． 

加えて，コストのかからない3次元モデルの
作成のために，レーザースキャナーにより計

測された3次元点群データやひび割れ計測シ

ステム（KUMONOS）により得られるクラックの
3次元形状データなど，現地で取得される高精

度な3次元計測データの利用方法の確立が望

まれる． 
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