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1. はじめに
1.1 研究の目的
本研究では、統一された空間と時間軸で多種多様な図面データを管理するデータベース（時空
間図面データベース）を構築し、これらの図面データを一元管理することを目的とする。このデ
ータベースには、多種多様な図面データに絶対的な位置と時間情報が関連付けられて格納され、
必要な図面データの検索を効率的に行うことを可能とする。
1.2 研究の意義
時空間図面データベースを構築することにより多種多様な図面の一元管理が可能になる。これ
により、建設事業のさまざまな過程におけるノウハウを共有して効率よく必要な情報を引き出す
ことが可能となり、社会資本の維持管理事業の効率化を図る。
1.3 背景
財政的制約や生産年齢人口の減少、環境への意識の高まり等を背景に、品質、コスト、安全、
環境を含めた建設生産全体の合理化が求められている。
国土交通省中部地方整備局が主催する建設 ICT 導入研究会では、事業を効率的に進めるために
は、建設事業のさまざまな過程における多種多様な図面を一元管理し、ノウハウの共有を図るこ
との必要性を示している。とりわけ社会資本の維持管理においては、それに係わる図面は膨大と
なり、図面の管理はより重要な課題となっている。しかし、現状では、各段階において、データ
の流通がなされていない、最も重要で基盤となる測量データがその都度変更されるなど、一元管
理が行なわれていないなどの課題がある。
1.4 研究の概要
多種多様な図面データの一元管理を実現するため、本研究では以下の項目についての検討を行
う（図 1-1）
。
(1) 時空間データスキーマの検討
統一された空間と時間軸で図面データを管理するために、このデータが持つべき絶対的な位
置・時間情報を検討し、これを定義する。
(2) 図面データと絶対的な位置・時間情報との関連付け
管理すべき図面データの多くは絶対的な位置・時間情報が不明瞭であり、いかにこの位置・時
間情報を明確にするかが課題となる。膨大な量の図面データに絶対的な位置・時間情報を付与し、
統一された空間と時間軸に対応付ける手法について検討する。
(3) 時空間図面データベースのインタフェース
社会資本の維持管理をより効率的に行うため、時空間図面データベースが備えるべきサービス
のインタフェースについて検討を行う。
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(3) インタフェースの検討

時空間図面データベース

多次元データビューア

Web アプリケーション

GIS

図面の一元管理
図面の効率的な検索
図 1-1 研究計画の概要

1.5 研究計画
技術開発実施の研究計画を表 1-1に示す。
表 1-1 研究計画
2010 年

技術開発実施計画
の項目

9月

10 月

11 月

2011 年
12 月

1月

時空間データスキ
ーマの検討
絶対的な情報との
関連付け
インタフェース検
討
検証

とりまとめ
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2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

2. 建設事業における効率化の取り組みと課題（現状の整理）
社会基盤の成熟が進んだ現代において、その維持管理を効率的に行うことが重要な課題となって
いる。そこで 1996 年より建設省（当時）では、設計・施工・維持管理・改修に至るライフサイクル
を通じて、データを蓄積・再利用し、コスト削減、品質確保等を図ることを目的として CALS の取
り組みを開始し、現在では膨大な電子データが蓄積されるようになった（社会基盤情報標準化委員
会、2010）。今後、社会資本の維持管理を行っていくためには、このように蓄積された膨大な電子デ
ータを管理していく必要がある。
また、これら建設 CALS や電子納品の取り組みに加え、近年は情報通信技術の進展に伴い、建設
事業における新たな効率化の取り組みが進められている。これらの取り組みの現状を国の施策等か
ら整理する。
2.1 建設事業における効率化の取り組み
(1) 建設 ICT
建設 ICT について、｢建設 ICT 導入普及研究会｣の Web サイトでは以下のように説明している。
『良好な住宅・社会資本を効率的に整備する上で、建設施工の機械化は大きな役割を果
たしてきました。しかし、近年の社会状況を見ると、財政制約や生産年齢人口の減少、環
境への意識の高まり等を背景に、品質、コスト、安全、環境を含めたさらなる建設生産の
合理化が求められています。
一方、近年、コンピュータや通信技術などの情報化分野で急速な技術革新が進んでおり、
建 設 産 業 で も こ れ ら の 情 報 通 信 技 術 （ 以 下 「 ICT (Information and Communications
Technology)」という）を活用した合理的な生産システムの導入・普及の促進により、技術
集約的産業へ、そしてより魅力的な産業へと変革していくことが期待されています。
国土交通省では、こうした状況を踏まえ、ICT を建設施工に適用して、多様な情報の効
率的な活用により、施工の合理化を図る生産システムとして情報化施工の普及を促進して
います。
また、調査・設計段階、維持管理及び修繕の段階も、一連の建設生産システムとして捉
え、これらの段階での３次元設計の導入や IC タグの活用等の ICT を活用することで、効
率的・効果的な事業執行を図って参ります。
（＊「調査・設計・施工・維持管理・修繕の一連の建設生産システムにおいて、効率化・
高度化による生産性向上に寄与する情報通信技術」を「建設 ICT」といいます。
）
』

建設 ICT の取り組みは情報通信技術を活用して、建設産業の効率化や高度化を目指すもので
ある。建設 ICT 導入推進研究会が提唱する目指す姿を図 2-1に示す。この図にあるように、設
計から維持管理にいたる各行程において、視覚化技術、設計支援、情報共有、測量技術、情報
化施行、現場管理、維持管理システム等の情報通信技術を駆使して、情報の一元化による有効
利用（必要な情報を、必要な人が、必要なときに、必要な場所で）を実現することを目指すも
のである。
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図 2-1 建設 ICT 導入の目指す姿
（http://www.cbr.mlit.go.jp/kensetsu-ict/ict-mokuhyou.html）
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(2) 情報化施行
情報化施行については、建設 ICT を進める上で必要な取り組みである。情報化施工推進会議
事務局（国土交通省 総合政策局 建設施工企画課内）による「情報化施工推進戦略(2008 年 7 月)」
によると、“情報化施工は、建設事業の調査、設計、施工、監督・検査、維持管理という建設生
産プロセスのうち「施工」に注目して、ＩＣＴの活用により各プロセスから得られる電子情報
を活用して高効率・高精度な施工を実現し、さらに施工で得られる電子情報を他のプロセスに
活用することによって、建設生産プロセス全体における生産性の向上や品質の確保を図ること
を目的としたシステムである。”とされている。
つまり、情報技術による高効率・高精度な施工を実現することと、そのうえで、施工で得ら
れる電子情報を他の行程で活用する「情報共有」が重要となる。
情報化施工の実現により、生産効率の向上や少子高齢化による技術者不足への対応、品質向
上、施工現場での安全に寄与し、さらに、社会資本の維持管理費の増大に対しても効果がある
とされている（図 2-2）
。

図 2-2 情報化施工によるメリット
出典：「情報化施工推進戦略(2008 年 7 月)」
社会資本の維持管理への貢献については、発注者として従来の技術や手法にとらわれない新
たな技術を積極的に導入し、調査・設計、施工、維持管理の各段階で得られる情報を利用する
ことで、迅速かつ柔軟な技術者判断を支援することができるメリットが期待できる。情報が少
ない場合、技術者は根拠に乏しい判断をせざるを得ないが、情報量が増えるに従い、データに
基づいたより合理的な判断を行うことができるようになるためである。
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(3) 事業と管理データのライフサイクル
測量、設計、施工、維持管理という事業のライフサイクルのなかでは、工程の各段階に応じ
てそれぞれ図面が必要となる。作成される図面は、電子納品要領（案）や CAD 製図基準(案)の
運用に伴って、情報交換に適した標準フォーマットで作成され、この標準フォーマットを介し
た図面のやりとりが進みつつある。建設事業と管理データのライフサイクルの概念図を図 2-3
に示す。
■ 事業と管理データのライフサイクル

関
係
者

測量業者

発注者

設計会社

施工会社

発注者

測量図面

成
果
図
面

設計図面
発注図面

利代
用表
ツ的
ー
ルな

竣工図面

管理図面

ＣＡＤ
ＧＩＳ
～従来

デ代
ー表
タ的
形
式な

発注者

DM（or DWG、DXF等）
ＳＸＦ（or DWG、DXF等）

今後～

DM（or Shape等）

JPGIS（or DM、SXF等)
ＳＸＦ（or DWG、DXF等）

※ 平成21年4月以降に契約を締結
する直轄業務から適用を開始

JPGIS（or Shape等）
※ 平成21年8月以降に契約を締結す
る直轄工事・業務から適用を開始

※ 平成21年1月以降に契約を締結す
る直轄工事・業務から適用を開始

・ 測量成果電子納品要領（案） 平成20年12月

関
・
要係
領基
準

・ 地理情報標準（JPGIS）に準拠したDMデータ製品仕様書（案）
平成19年3月
・ 地理情報標準（JPGIS）に準拠したDMデータ作成マニュアル（案）
平成19年3月
・ 道路設計用DMデータファイル作成仕様（素案） 平成19年10月
・ 拡張DM-SXF 変換仕様（案） 平成18年6月

・ 地質・土質調査成果電子
納品要領(案) 平成20年12月

・ CAD製図基準(案) 平成20年5月
・ 道路中心線形交換標準（案）基本道路中心線形編 平成18年12月
・ 道路中心線形データ交換標準に係わる電子納品運用ガイドライン
平成20年3月

図 2-3 建設事業と管理データのライフサイクル
このライフサイクルのなかで、真ん中の“設計”から“施工”の段階では、設計図面Æ発注
図面Æ竣工図面という受け渡しがあるが、ここでやりとりする図面は、それぞれ「CAD 製図基
準（案）」という同じ基準に従って作成される。同じ基準に沿って作成される図面なので、技術
的には比較的問題なく図面データのやりとりができると想定される。
一方、設計の段階で、例えば測量業務で作成された平面図を使って基本設計を行いたいとい
うニーズがある。いわゆる公共測量で作成される測量成果については、従来、「公共測量作業規
程」に従って作成され、基本的には“公共測量標準図式データファイル形式”（いわゆる DM デ
ータファイル）で作成されることが多い。今後も測量成果は作業規程に従って作成されるが、
一方で、地理情報標準への対応や電子納品への対応も求められている。測量成果電子納品要領
（案）では、標準的には JPGIS 形式が推奨され、DM 形式や SXF 形式も可能、とされている（こ
の点については後述する）。
そのため、設計の段階で、測量成果である図面を利用する場合、測量図面が SXF 形式で作成
されていればそのまま利用できるが、JPGIS 形式や DM 形式で作成されている場合、変換ツー
ルにより設計で利用する CAD 形式に変換して利用する必要がある。このデータ変換時に、形状
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の変換漏れとか、属性が抜け落ちる等の不具合が発生すると、業務に支障をきたすことになる。
前述の設計から施工段階の間でやりとりされるデータに比べて、測量データと設計データでは、
準拠する基準の違いや業界の文化の違い等もあり、変換や受け渡しに齟齬が生じる可能性が高
いと想定される。
このように、CALS および電子納品の規定に従って作成された図面であっても、データ交換
流通がうまくいかない、手間がかかる、といった課題が生じる可能性が含まれているといえる。
ここで、測量業務で作成する図面と設計で利用する測量成果図との関係について図 2-4に示
す。このように、設計段階において、測量成果として作成する図面を利用できれば効率的であ
り、設計者として測量の図面を使いたいというニーズが発生するのは当然である。
設計で利用ニーズがある測量図面として代表的な地形図は、行政のさまざまな部署や業務で
作成されるが、縮尺 1/2,500 の地形図はベクター形式のデジタルデータがあることが多い。一方、
1/500 レベルの図面はアナログ図面（紙）しか存在しない、そのため設計で使えない、といった
課題もある。

設計業務の各段階

設計業務で求められる
地図情報レベル

～ （例）道路設計 ～

測量作業による数値地形図データ
の作成方法

【 計画段階 】
エリア解析・計画等

数値地形図（5,000～）
数値地形図（5,000）

道路概略設計（Ａ）
〃
（Ｂ）

数値地形図（2,500）

道路予備設計（Ａ）

【
維
持
・
管
理
段
階
】

空中写真測量
（航空レーザ測量）による
数値地形図作成

数値地形図（1,000）

【 設計段階 】
【
工
事
段
階
】

デジタルマッピング

道路予備設計（Ｂ）

数値地形図（1,000）

路線測量
＆
数値地形図修正

数値地形図（～500）

TS地形測量
＆
3Dレーザスキャナ

道路詳細設計
構造物設計等

図 2-4 測量における数値地形データの設計図への利用
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(4) 測量成果の電子納品
図 2-3で見たように、ライフサイクルの各段階でやりとりされる図面は、電子納品要領等の
基準に従っていてもデータ変換が必要となる場合が多い。状況は以下のとおりである。
電子納品は調査、設計業務や工事等、現在は国土交通省で発注するすべての業務に適用され
ている。都道府県や市町村の業務にも適用される例が増え、主に調査業務や工事で発注される
業務で普及しているといえる。
一方、設計業務等計画段階で利用される縮尺レベル 2,500、1,000、500 などの数値地形図を作
成する測量業務の場合はどうか。測量業務の場合は、公共測量作業規程に従って成果が作成さ
れる。この測量作業規程については、平成 20 年（2008 年）に全面改訂され、「公共測量作業規
程の準則」として制定された。ここで測量成果の電子化、地理情報標準への対応が作業規程に
明記された。したがって、測量成果については電子納品が前提となっている。
測量成果の電子納品については、「測量成果の電子納品要領」がその基準となる。測量成果の
電子納品要領は平成 20 年 12 月に最新版が制定され、運用が始まっている。基準点測量、水準
測量、地形測量、航空レーザ測量、路線測量、用地測量など幅広い。このなかで、設計業務等
計画段階で利用される縮尺レベル 2,500、1,000、500 などの数値地形図も対象となっている。
たとえば、地形測量（数値図化）で作成する数値地形図データファイルのファイル形式は、
JPGIS 準拠形式となっている（表 2-1）。備考にあるとおり、標準図式データファイル（いわゆ
る DM 形式）または SXF(P21)形式も選択可能であるが、現実には従来通りの形式である DM 形
式が選択されることが多い。
表 2-1 測量成果電子納品要領（抜粋）

（出典：「測量成果電子納品要領（案）」）
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3. 現状の課題
前節では建設産業における効率化の取り組みを整理したが、取り組みはまだ始まったばかりであ
り、現状は課題も多い。ここでは、建設事業における図面管理の現状がどのようになっているか、
国の施策や取り組みに対する現状がどうなっているか、公表資料や社内技術者へのヒアリング等を
通して、現場の管理状況を確認した結果を示す。
3.1 電子納品の現状
(1) 建設コンサルタンツ協会による現状調査
社団法人

建設コンサルタンツ協会による「建設コンサルタント白書

－現況と課題、今後

の方向－ （平成 22 年 5 月）」によると、電子納品の現状と課題、として以下の趣旨の記述があ
る。
“国土交通省では現在、電子納品は全面実施されている。国で普及している電子納品は都道
府県にも浸透している。協会の平成 21 年度調査によれば、47 都道府県のうち 45 都道府県（約
96%）で電子納品制度を整備・導入している。これら都道府県の大部分が国土交通省の要領・
基準を採用している。政令指定都市においても、その約 67%が電子納品制度の導入を進めてい
る。一方で、このように普及が進む電子納品の課題も明らかとなってきた。ちなみに課題は以
下のとおり。
・電子成果品の原本性確保
・中間成果物に関する課題
・CAD 製図基準（案）適合性チェックソフトの問題点について
・電子納品成果作成に要する経費増大について
・電子納品の品質確保に向けた資格活用について
（以上、抜粋引用）“
以上のように、課題があることを認識しつつ、その課題を解決しながら電子納品の普及を進
めていくことは必要であり意義があることといえる。電子納品の進捗についてまとめると、以
下のとおりである。
・国では全ての工事で電子納品が義務化され実行されている。
・都道府県での導入済みは現状で 96%、政令指定市で 67%とされている
・政令市以外の市町村では、電子納品の進捗はさらに低いと考えられる。

(2) 総務省の地方自治管理概要
総務省では、地方公共団体における情報技術による行政情報化の状況に関して、毎年調査を
行っている。この中で、行政における図面・台帳の電子化を調査している項目があるので抜粋
してみる。電子化されている台帳の状況を表 3-1と図 3-1、図 3-2に示す。図の棒グラフはパー
セントで表現している。
道路台帳に着目すると、都道府県で道路台帳の電子化を行っていると回答したのは 47 都道府
県中、28 県（55.3%）で、市町村の場合 1750 団体中、719 市町村(41.1%)となっている。都道府
県の場合は約半数、市町村では半分を少し下回っている。
なお、調査の性格上、工事や設計図面というより、いわゆる台帳図面を対象としている点に
留意が必要である。
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表 3-1 台帳の電子化
（出典：「地方自治情報管理概要～電子自治体の推進状況（平成２２年４月１日現在）」）
（ ）内数字は％

団体数
都道府県
特別区
市
指定都市
区
市
町
町村
村
小 計
合 計

道路台帳

47
23
19
767
941
1,750
1,797

26(55.3)
19(82.6)
13(68.4)
406(52.9)
281(29.9)
719(41.1)
745(41.5)

河川現況
台帳
17(36.2)
0 (0.0)
5(26.3)
47 (6.1)
15 (1.6)
67 (3.8)
84 (4.7)

都市公園
台帳

港湾台帳

固定資産
課税台帳

公有財産
台帳

15(31.9) 13(27.7)
1 (2.1) 28(59.6)
0 (0.0) 10(43.5)
0 (0.0) 13(56.5)
4(21.1)
7(36.8) 18(94.7) 18(94.7)
19 (2.5) 157(20.5) 670(87.4) 340(44.3)
9 (1.0) 34 (3.6) 674(71.6) 198(21.0)
32 (1.8) 208(11.9)1,362(77.8) 569(32.5)
47 (2.6) 221(12.3)1,363(75.8) 597(33.2)
（ ）内数字は％

住居表示
台帳
都道府県
特別区
市
指定都市
区
市
町
町村
村
小 計
合 計

住民基本
台帳

0 (0.0)
1 (2.1)
10(43.5) 18(78.3)
3(15.8) 16(84.2)
109(14.2) 535(69.8)
49 (5.2) 660(70.1)
171 (9.8)1,229(70.2)
171 (9.5)1,230(68.4)

上水道
台帳

公共下水道
台帳

7(14.9)
0 (0.0)
15(78.9)
463(60.4)
387(41.1)
865(49.4)
872(48.5)

10(21.3)
0 (0.0)
18(94.7)
501(65.3)
406(43.1)
925(52.9)
935(52.0)

海岸保全区
域
台帳

農道台帳

10(21.3)
5(10.6)
0 (0.0)
0 (0.0)
2(10.5)
3(15.8)
7 (0.9) 57 (7.4)
4 (0.4) 35 (3.7)
13 (0.7) 95 (5.4)
23 (1.3) 100 (5.6)

林道台帳
7(14.9)
0 (0.0)
4(21.1)
38 (5.0)
19 (2.0)
61 (3.5)
68 (3.8)

都道府県
100
80
60
40
20
林道台帳
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農道台帳

（表 3-1公表資料から作成）

海岸保全区域
台帳

図 3-1 台帳の電子化状況（都道府県）

公共下水道
台帳

上水道
台帳

住民基本
台帳

住居表示
台帳

公有財産
台帳

固定資産
課税台帳

都市公園
台帳

港湾台帳

河川現況
台帳

道路台帳

0

市町村
100
80
60
40
20
林道台帳

農道台帳

海岸保全区域
台帳

公共下水道
台帳

上水道
台帳

住民基本
台帳

住居表示
台帳

公有財産
台帳

固定資産
課税台帳

都市公園
台帳

港湾台帳

河川現況
台帳

道路台帳

0

図 3-2 台帳の電子化状況（市町村）
（表 3-1公表資料から作成）

次に、道路台帳を電子化していると回答した自治体に対して、道路台帳の電子化の仕様を回
答いただく調査がある。その結果を以下に示す。なお、回答は複数回答可、該当しない場合は
記入しない方式となっている。グラフは割合ではなく回答数で表現している。
表 3-2 道路台帳の電子化仕様
（出典：「地方自治情報管理概要～電子自治体の推進状況（平成２２年４月１日現在）」）
電子化さ
れている
台帳を選
んだ団体
数
都道府県
特別区
市 指定都市
区
市
町
町村
村
小 計
合 計

図面がある場合、その電子化仕様
（該当しない場合は記入しない）
ＤＭ

26
2 (7.7)
19
3(15.8)
13
5(38.5)
406 107(26.4)
281 45(16.0)
719 160(22.3)
745 162(21.7)

ＣＡＤ
（ＳＸＦ）
5(19.2)
2(10.5)
0 (0.0)
16 (3.9)
13 (4.6)
31 (4.3)
36 (4.8)

ＣＡＤ
（ＳＸＦ以外）
5(19.2)
4(21.1)
0 (0.0)
46(11.3)
30(10.7)
80(11.1)
85(11.4)
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ＰＤＦ

ラスター
（ＴＩＦＦ）

7(26.9) 11(42.3)
6(31.6)
8(42.1)
2(15.4)
3(23.1)
39 (9.6) 107(26.4)
39(13.9) 54(19.2)
86(12.0) 172(23.9)
93(12.5) 183(24.6)

ラスター
（ＴＩＦＦ以外）

シェープ
ファイル

1(3.8)
2 (7.7)
1(5.3)
3(15.8)
0(0.0)
3(23.1)
23(5.7) 117(28.8)
18(6.4) 40(14.2)
42(5.8) 163(22.7)
43(5.8) 165(22.1)

都道府県

ラスター
（ＴＩＦＦ以外）

シェープ
ファイル

ラスター
（ＴＩＦＦ以外）

シェープ
ファイル

ラスター
（ＴＩＦＦ）

ＰＤＦ

ＣＡＤ
（ＳＸＦ以外）

ＣＡＤ
（ＳＸＦ）

ＤＭ

12
10
8
6
4
2
0

図 3-3 道路台帳の電子化仕様（都道府県）
（表 3-1公表資料から作成）

市町村
200
150
100
50
ラスター
（ＴＩＦＦ）

ＰＤＦ

ＣＡＤ
（ＳＸＦ以外）

ＣＡＤ
（ＳＸＦ）

ＤＭ

0

図 3-4 道路台帳の電子化仕様（市町村）
（表 3-1公表資料から作成）
この結果、都道府県では電子化済みと回答した 28 団体中、一番多いのはラスター形式（TIFF）
の 11 県となっている。その次に PDF 形式、CAD 形式と続く。
CAD 形式は SXF が 5 県、SXF 以外が 5 県となっている。回答の詳細を確認したところ、SXF
形式と SXF 以外の両方を選んでいた県（つまり、SXF 形式と SXF 以外のたとえば DWG 形式の
両方を納品している）が 1 県あった。残りの 4 県は SXF 形式と回答した県と、SXF 以外の形式
と回答した県が 4 県であった。
一方、市町村においても一番多い形式はラスター形式となっていた。ほぼ同数で DM データ
形式と回答している。
道路台帳図は、行政が作成する道路に関する調書であり、道路法で作成が義務付けられてい
るものである。道路管理や維持のために作成され、税金算定の基礎資料や道路占有管理、新設
や改良の維持管理、境界管理等に利用される。経験的に行政が作成する道路台帳はアナログ図
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面が多く、この調査結果はそのことを裏付けている。また、道路台帳の利用目的から、行政と
してはアナログ（紙）図面でも日常管理には不便がないことや、電子化しようにも予算がない
ことなどから、電子化がなかなか進まない現状がある。既に述べたように現在は公共測量作業
規程でも電子化が求められているが、アナログのままであることも多いし、アナログ図面をス
キャニングしてラスター化し、これを“電子化”としているケースも多い。
なお、建設コンサルタンツ協会の調査では、都道府県の 96%が電子納品制度を導入している
とされていたので、その結果と一見矛盾するように見えるが、前述のとおり、建設コンサルタ
ンツ協会での調査は、工事や維持管理に関する発注での電子納品を想定しているのに対し、総
務省調査では、いわゆる道路法にもとづく占用物件等道路管理上の基礎事項を表現した道路台
帳図を想定しているものと思われるため、単純に比較や評価ができない点に留意が必要である。
総務省調査では回答者がその点を明確に区別せず回答しているケースもあると想定される。
例えば、通常 1/500 の精度で作成されている道路台帳図・道路現況平面図といわれているもの
を指して回答したケースと、道路管理や工事で発注している測量図を想定して回答したケース
が混在している可能性がある。したがって、ここで電子化されていないと回答している場合で
も、工事図面では電子納品が行われている可能性もある。
仮に上記のように図面の位置づけがあいまいであったとしても、都市公園台帳や固定資産、
上下水道等の台帳類と横並びで調査している性格上、大部分はいわゆる道路台帳図・道路現況
平面図を想定して回答していると想定される。
この調査結果から、「道路台帳図」をベクトル形式の電子データとして管理している場合は、
DM 形式や Shape 形式が一般的であること、および、紙図面として管理しているケースも多く
存在し、それら紙図面をスキャニングしたラスター図面で管理していると想定できる。以上か
ら、測量成果として作成される 1/500 程度の道路台帳図は、ラスターで管理されている（いわ
ゆるアナログ図面をスキャニングしたもの）ケースが相当数あることが明らかである。
なお、総務省の本調査によると、今後の電子化整備方針についての回答は以下のとおりとな
っている。
表 3-3 今後の電子化整備方針
（出典：「地方自治情報管理概要～電子自治体の推進状況（平成２２年４月１日現在）」）

（ ）内数字は％
今後の電子化整備方針
（電子化されている、されていないに関わらず回答）
団体数

都道府県
特別区
市
指定都市
区
市
町
町村
村
小 計
合 計

47
23
19
767
941
1,750
1,797

対象区域 新規のも
の全域を ののみ整
整備
備
16(34.0)
13(56.5)
11(57.9)
302(39.4)
207(22.0)
533(30.5)
549(30.6)

6(12.8)
2 (8.7)
0 (0.0)
58 (7.6)
39 (4.1)
99 (5.7)
105 (5.8)
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ラスター整
重要な部
備済みの
予定はない
分のみ整
ものをベク
備
トル化
2(4.3)
0(0.0)
0(0.0)
17(2.2)
15(1.6)
32(1.8)
34(1.9)

4(8.5)
19(40.4)
1(4.3)
7(30.4)
1(5.3)
7(36.8)
21(2.7)
369(48.1)
10(1.1)
669(71.1)
33(1.9) 1,052(60.1)
37(2.1) 1,071(59.6)

その他
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
1(0.1)
1(0.1)
1(0.1)

都道府県
20
15
10
5
0
都道府県

対象区域の全域
を整備

新規のもののみ
整備

重要な部分のみ
整備

ラスター整備済み
のものをベクトル

予定はない

その他

16

6

2

4

19

0

予定はない

その他

1052

1

図 3-5 今後の電子化整備方針（都道府県）
（表 3-3公表資料から作成）

市町村
1200
1000
800
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400
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0
市町村

対象区域の全域を 新規のもののみ整 重要な部分のみ ラスター整備済み
整備
備
整備
のものをベクトル
533

99

32

33

図 3-6 今後の電子化整備方針（市町村）
（表 3-3公表資料から作成）

電子化されている、されていないに関わらず回答する設問であるが、大部分が「電子化の予
定はない」と回答している。
以上、総務省の調査から自治体における台帳電子化の実態を整理した。道路台帳等の測量成
果については、電子化が遅れている実態が確認された。また、電子納品を実施済みといっても、
紙図面をスキャニングしてラスター化したケースが相当数含まれることも明らかとなった。
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3.2 現場におけるヒアリング
上記のような現状の政府の取り組みをふまえ、今後の社会資本の維持管理を効率的に行うこと
に向けて、現場の情報管理がどのようになっているのかについて、社内で技術者へのヒアリング
を行った。
(1) 測量、設計の現場における図面管理状況のヒアリング
ヒアリング対象は、仙台、川崎、大阪、広島、九州に在籍している測量や設計の技術者であ
る。日常業務のなかで、国や県、市町村など地方自治体で工事事務所での設計業務にあたる技
術者や、測量を行う技術者を主に対象とした。民間企業とは、たとえば高速道路や鉄道、電気、
水道、下水道等のライフライン施設管理事業者を指している。
ヒアリングで得た結果を以下に列挙する。（順不同）
■行政による図面管理の実態
・ 行政が図面を使っていない、倉庫にしまわれている。
・ 共有される仕組みができていない。
■社会資本の維持管理をするという意識が行政側から感じられない
・ 施設は設計とおりに作成されていると限らない。施工後の形状をキチンと把握する仕組み
になっていない。
・ 施設の日常管理も重要。何か起きたときのために、過去のデータや資料を閲覧できる状態
にしておくべきと思うが、管理されていないようである。なぜなら、数年前の資料を要求
してもすぐに出てこない。
・ 古い工事図面は倉庫に保管されている（ないかもしれない）はずだが、倉庫にいかないと
あるかどうかすら、わからないという。ほとんどの事務所がそうだが、これから社会資本
の維持管理が重要になっていくのは明白なので、せめて図面の所在はわかるようにしてお
くべきである。
・ 管理者として、図面や情報を把握できていない。→管理できるような仕組みを用意する必
要があるのではないか。
■重複整備が気になる
・ 事業の縦割り、データも縦割り、重複して整備している。
・ 地図情報レベル 500、1000、2500 くらいの基本的な図面は、市町村であれば都市計画課や
道路管理課、等、複数の部署で同じような図面を整備している。市町村と県、国との間で
も重複整備がある。情報の共有ができていないのではないか。
■災害が起こったときの対応
・ 災害のとき、生命に関わるものを優先に対処しようとするはず、そのとき、順位付けを行
うにも図面や情報を効率よく抽出できるようにしておく必要がある。
・ 災害時には、設計時点の情報、最近の現況写真、これまでの工事や補修の履歴など、過去
の情報までとらえて管理する必要がる。→情報の串刺し、位置と時間で管理する
・ そして、事務所間や本庁でも情報を閲覧できて、情報共有する仕組みが求められる。
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■情報の共有
・ 上記のような情報共有とまでいかなくても、少なくとも、測量、設計、施工、維持管理の
ライフサイクル間で情報の共有や図面の受け渡しができるよう、いろいろ取り組みがなさ
れているはずである。
・ 実際、昔から各所で「理想の姿」が提唱されているが、成果の電子化やフォーマットの議
論に終始しているようで、一向に理想の姿に近づいている感じがしない。
・ 例えば、情報共有のためのフォーマット（SXF 等）を発注者自身が上手く使いこなせない。
・ だから、次の工程に成果がわたらない。頼んでもすぐに出てこない、あるかどうかわから
ないといわれる場合もある。
・ でてきてもフォーマット変換に苦労する。市販の CAD 形式で渡してもらえればたいていの
場合は簡単に読めるのだが。
■維持管理には過去の資料も有用
・ エンドユーザーの利便性を考えるべきである。
・ 時間との関連、古地図とまでいわずとも、より古いアーカイブを共有できると維持管理に
役立つ。
・ 維持管理には設計時の状況、過去の状況、現状の状況を時系列に把握する必要がある。正
確ということだけでなく、いろいろな面で利便性の高い地図情報に着目し、共有するべき
である。
・ 設計図面でだけでなく、旧版地形図で昔の道路の位置や、河川の位置、土地利用の状況も
わかれば、維持管理に役に立つ。
・ 東日本大震災の例を見るまでも無く、土木施設の維持管理には過去の情報があると維持管
理の方針を検討するにも有効
■ライフサイクルに応じた図面の管理
・ ライフサイクルの各段階に応じたアーカイブを活用して最適な維持管理をすべきである。
・ 例えば、路線の基本設計では土地の風土をふまえた設計をすべき。
・ 詳細設計では、インフラ設備との関連性とか施工性を重視する。
・ 施行段階では、他の設備とのネットワークを考慮する。
・ 維持管理では、現況を把握し、当初の設計思想や、現況地形の変化などをふまえた維持管
理計画を立案する。
・ といった具合に、それぞれの場面でアーカイブを活用できるようにしておくと維持管理に
役に立つはずである。
■維持管理の手法が確立されていないという問題もある
・ これまでのような投資が見込めないなか、維持管理はますます重要になっている。これま
では作るだけ作ってきたが、維持管理は重視されてこなかった。
・ しかし現状は、維持管理手法が確立されているとはいえない。真に、現場で維持管理に役
立つことは何か、維持管理に必要な仕組みを作る必要がある。
■維持管理に設計図は役に立たない
・ 維持管理に設計図を参照するという人がいるが、それは違う。現場の施工は設計図とおり
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にできるとは限らない（できるわけがない）のだから、維持管理の場面で設計図は役に立
たない。
・ 役に立つとすれば竣工図である。しかし完成竣工図も現場の状況を表しているとはいえな
い。設計図のなかの寸法値を単に書き直すだけの場合が多いため。
・ 今後、維持管理を真剣にやっていくためには、施工直後の現況を 3 次元地形としておさえ
ておくことが有用である（図 3-7）
。
・ これに、過去の工事履歴とか管理図面もあわせて一元管理しておくべきである。
各測点における任意点の出来形管理ではなく、地
地上レーザスキャナを用いて面的に出来形を評価し、管
理の高度化を図ります。計測点数を増加することによって、品質・精度管理の向上を実現する。

代表点における出来形をTS等で
CHECK

計測し、設計のデータと比較する

任意の点における出来形を 面的
に地上レーザで計測し、設計のデ

NO.○○

ータと比較する

NO.△△

従来の出来形管理
NO.○○

出来形管理の高度化

NO.△△

図 3-7 施工直後に実施する 3 次元計測（イメージ）

■東日本大震災の被災地で
・ 災害対策の初動期には図面を見ている余裕はなかった。
・ 復旧、復興に向けた取り組みでは、まず現況を把握することが重要。それとあわせて、被
災前の状況を把握するための図面や航空写真、現地写真等の情報が必要だった。
・ 被災後に、過去の記録写真を準備することはできない。平時から施設の維持管理をしてお
くことが重要である。施設の 3 次元データを取得しておけば復旧・復興対策立案に有用。
・ 災害の発生有無にかかわらず、平時から維持管理のために、図面や現地状況を把握できる
情報を整理（管理）しておく必要がある。
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■電子納品にも課題がある
・ 電子納品のルールは県や市町、自治体によって仕様が異なる（プラスαがある）
。
・ 例えば、独自仕様のデータ項目は、標準のチェックツールですべてエラーとなる。
・ 苦労して仕様に適合させて SXF 形式のデータをつくっても、現場では AutoCAD データが
欲しいといわれて、SXF データが活用されない。
・ 現場では電子納品の成果は歓迎されない。かえって困るといわれる。
・・・というのが実情
である。
・ ある自治体で客先の検査をうけたが、単なる“電子納品チェッカー”による形式検査にな
っている。＝＞これでは「電子納品」確認検査であり、本来は内容を精査すべきではない
か。本末転倒と感じる
■測量 CAD と設計 CAD の相性の問題
・ 設計段階の初期では、測量業務で作成された平面図を使いたいが、アナログしかない場合
がある。仮にデジタル形式であっても DM フォーマットであり変換が必要。変換するのも
一筋縄ではいかない。
・ 独自仕様のデータ項目が追加されていることがよくあるため、必要な項目や不要な項目の
判断がしづらい。変換時にエラーとなることも多い。
・ 測量の仕様ではケバ、被覆の記号が一体で管理されている。データ作成時はラインをひい
て後からケバの記号を発生しているはずだが、客先から借りる DM 成果データは、ケバが
一体となっている。これを設計 CAD で使うためにバラすとデータが重くなり、使いづらい。
■変換、データ交換
・ AutoCAD の最新版はようやく P21 が扱えるようになった。
・ これまでは（現在でも、すべてが最新版の AutoCAD を使っていないので状況は同じ）、別
途変換ツールで P21 形式へ変換した。ところが文字化けすることが多く、無理やり手作業
もいれて変換している。大変な労力をかけている。
・ 本来、データ交換を容易にするための仕組みのはずが、うまく機能していない。かえって
手間がかかるのはおかしいのではないか。
■標準化はコストがかかる。現場は疲弊している
・ 電子納品等の標準化はコストがかかる。面倒。あまりいいことはない。
・ 行政は標準化のフォーマットのことなどわかっていない。末端の現場レベルでは特にその
傾向が強く、業者も含めて、電子納品への対応はできていない。
・ 行政が業者へわたした他業務の「電子納品の成果」を業者が再利用できない。業者が行政
に助けを求める。行政は内容がわからないので、結局、電子納品の成果を作成したコンサ
ルタントや測量業者へデータ変換依頼が入ることになる。
・ そういった事例は特殊事例ではない。本当に頻繁にある。疲れる。対応が大変。一体、何
のための標準化なのか。
■図面管理の専門部署がないとダメかも
・ 図面を管理する専門の機関、または部署でもない限り、いくら予算つけて電子納品を進め
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ても、なかなかデータの再利用や情報共有は実現しないのではないか。
・ GoogleEarth のような仕組みにはかなわない。
・ 多様な人が自由にオープンに使える仕組みが必要。
＝＝＝＝＝
ヒアリングでは、現状の課題や将来のあり方について様々な意見を伺うことが出来た。特に、
普段現場で管理状況を目にしている技術者の意見から、現場における管理状況の実態が把握で
きた。予想以上に、維持管理に向けた情報管理に程遠い状況であるといえる。

(2) ライフライン施設管理事業者に情報共有の状況
(1)では主に、社会資本の維持管理に資する図面の管理状況について、社内技術者へヒアリン
グを行った結果を示した。
ここでは、おもにライフライン施設を管理する事業者の状況に精通している技術者へヒアリ
ングを行った結果を示す。ポイントは、ライフライン設備を管理する上での図面の管理情況や
情報共有の課題についてである。なお、ライフライン施設を管理する事業者とは、例えば、高
速道路や鉄道、電気、水道等のライフライン施設管理事業者である。また、電気や水道事業者
と道路占有関係で情報のやり取りが発生している県の道路管理部門の状況も併記して示した。
○電力会社
・ 日常的に GIS を多用することは無く CAD がメイン。維持管理の際に、全体をみるときは
紙図面の全体図（インデックス）を見る。この全体図から詳細に見たい場所の図面を探す。
必要な図面は紙でとりだし、新規設備や変更設備があれば平面図（紙）に記載する。
・ この書き込んだ図面から CAD データをおこす。CAD を利用して管理する。
・ 国と県からもらう道路現況図は、たいていが紙図面である。マイラーから紙に焼いたもの。
・ 施設管理に使っている図面は 1/250 が基本であるが、道路管理者からもらう図面は 1/500
が多い。事業者の管理方法や管理図面の縮尺がバラバラであり、CAD でデータを共有する
のは理想かもしれないが難しい。
○県の土木事務所（道路管理）
・ その県の道路管理部門には、CAD も GIS もないと聞いている。個人的にフリーソフト CAD
を使っていることはあるかもしれない。
・ 埋設物管理では、1/1000 施設占用図（紙）を使う。道路内に何が何メートル占有している
ことがわかる程度の図面で、精度はない。
・ 県から市へ管理を移管する際に、移管部分のみデジタルデータを整備して市とやりとりし
た。業者から市へデータを渡すとき、市に希望のデータ形式を聞いた。すると、国のフォ
ーマット（電子納品の形式）で渡すとデータ変換が大変なので、市としては使っていない
と聞き、市販 CAD 形式データを渡した。
○水道事業者
・ 従来は紙図面で施設の位置を管理していたが、今年度から GIS で管理している。
・ 工事の際は、電力、ガス、下水、通信に対して埋設管調査を行うが、詳細な位置がわかる
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わけではなく、工事範囲に何が埋まっているかを把握する程度、後は試掘で確認。
・ 他の事業者が水道施設を確認にくれば、同様にシステムから出力して渡すが、自分たちの
設備位置情報も正確とは限らない。みんな大体の位置、目安であることを理解して使って
いる。
○高速道路管理会社
・ ライフライン施設管理事業者との関係で、施設の埋設されている深さ、昔の図面、細い道
路など、実情がわからないといったことはよくある。
・ 日常の施設管理は CAD を使っている。維持管理用には管理用平面図を使用している。
・ 工事図面は蓄積されていくが、管理用平面図に反映されることはない。
・ 土木部門、設備部門、用地部門それぞれに管理用図面があるがお互いの連携はしていない。
・ 設備占用の図面はあるが、すぐに閲覧できるように整理されているわけではなく、工事ご
とにまとめてぐしゃっと管理しているだけである。
＝＝＝＝
以上から、民間事業者の間でも、それぞれ個別に、電子化や情報共有に課題があることがわ
かった。
また、ある県では道路管理を紙図面で行っている実態や、ある市では電子納品の形式を採用
していない事実があることも把握された。前述の他地域でのヒアリングにも共通意見があり、
特に市町村では電子納品が定着していないケースが多いことがわかる。

(3) ヒアリング結果のまとめ
工事や測量で電子納品が進む中、上記ヒアリング結果から幾つかの課題があることを確認で
きた。これらヒアリングで得た意見から、社会資本の維持管理に向けた課題として代表的な意
見を整理し、今後の解決の方向性を整理した（表 3-4）。
表 3-4 ヒアリングのまとめ
カテゴリー

課題

解決の方向性

電子納品全
般

・ 現場レベル（自治体、業者）で普及
していない
・ 独自ルールがあり対応が大変
・ 交換・共有に手間がかかる。CALS
本来の目的が達成できていない
・ データ形式にこだわるあまり、目的
を見失っている

・ 今は現場で十分に普及してい
るとはいえないが、今後広く
普及することでメリットがで
てくる。
・ 将来的に必要な対応であり、
引き続き普及に努める

図面の管理
（再利用）

・ 測量～維持管理の各段階で関係する
図書が多いため、情報の一元管理が
難しい
・ 再利用にデータ変換が必要だが、使
用するツールが異なるためデータ交
換性が悪い
・ 測量～維持管理の各段階で利用を想
定したデータであり、他の段階で利

・ データ交換性などは、上記同
様、今後広く普及することで
解決することが期待される。
・ 将来的に、電子納品された情
報共有の実現を目指して普及
に努める。
・ 一方、社会資本の維持管理の
ために図面管理は必要。
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用しにくい場合がある

Æ過去の紙図面も含めて効率
的な管理を行う。

情報の共有

・ 行政がデータを活用していない、倉
庫にしまったままとなっている。
・ 図面や必要な情報が管理されていな
い。
・ そのため、災害時に必要な図面をす
ぐに探せない。共有の仕組みができ
ていない。

・ 維持管理を効率よく行うた
め、必要な図面を効率よく抽
出できるようにしておく必要
がある。
・ 現実的対応として、ラスター
図面や写真画像、映像を含め
た情報共有とデータ管理を行
う。

時系列管理

・ 必要な図面をすぐに引き出せないの
で、災害時、対策の優先度や対策の
計画が立てられないおそれがある。
・ 設計時点の情報、過去の現況、現在
の状況など時系列に把握できる状況
になく、維持管理に支障がある。

・ 維持管理のために、過去の情
報も利用できるよう時系列管
理を行えるようにする。

今後、現状で課題があるとはいうものの電子納品を進めていくことが望ましいことは間違い
ない。重要なことは、社会資本の維持管理を進めていくことを考えたときに、今後整備する図
面は電子納品に従うとしても、電子納品の形式に準拠しない図面や、過去に整備された図面も
あわせて管理する必要がある、ということである。そうでなければ、既存の社会資本の維持管
理を行っていくことが出来ないからである。
さらに、現地で撮影した写真や画像などのコンテンツや、現場施工直後の 3 次元データもあ
れば、維持管理には有用である。現状は、これらの膨大なコンテンツは、業務ごとあるいは種
類ごと個別に管理されているのが現状で、欲しい場所の図面や情報を効率よく探すことができ
ない。したがって、これらの情報もあわせて位置と時間から情報を検索でき、維持管理できる
仕組みが求められる。図 2-1 建設 ICT 導入の目指す姿でもそのことは示されている。
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4. 目指す姿
本研究では、これから社会資本の維持管理が重要になってきている中、維持管理に重要な図面や
多様な情報を効率的に管理するため、位置と時間をキーにして多様な情報を関連付けて時空間図面
データベースを構築する。その結果として、建設事業の各工程においてノウハウや情報を共有し、
社会資本の維持管理に資することを目標としている。
そのために前章では、図面管理の現状や、現状の課題を整理した。本章ではこの後に述べる目指
す姿を対比させる形で、まず、あらためて現状の課題を整理する。そのうえで、目指す理想の姿を
提示する。
4.1 現状の課題から明らかとなった従来の姿
従来は、電子納品が実施されたとしても、物件ごと工事ごとファイリングされている現状があ
った。そのため、業務名、工事名からしか図面を探すことが出来ない。例えばある位置の、ある
時期の図面が欲しい、と思った場合も、すぐに探すことができない。このような状態では、災害
時に、迅速に図面や必要な情報を取り出すことが出来ない。
一方、古い過去の図面や設計資料は紙図面が中心である。紙図面は倉庫に保管、または、折図
として報告書といっしょにファイリングされている。上記同様、すぐに必要な図面を探すことが
できない。また、ある工事や調査の報告書としてファイリングされている資料が見つかったとし
ても、一つの物件や工事でも、多種、多数の図面があり、その中から必要な図面を探すことはま
た一苦労である。図面を単独で見るだけでは位置が良くわからない場合が多く、平面図でも複数
あり、必要な場所の平面図がすぐ探せないため、インデックス図から探すことになる。
インデックス図から候補の図面を探しだしても、図面の向きがバラバラなので直感的に把握で
きないといった課題もある。
仮に紙図面をスキャニングしてラスター化してあったとする。この場合、位置情報のついた状
態で保存されているならば、測地系座標で管理する GIS や CAD で表示させれば、正しい位置に
表示される。しかしながら、紙図面をラスター化して、これに位置座標をつけて保存してあるこ
とは稀である。結局、欲しい場所の図面データを引き出すためには、ファイル名（図郭番号等で
付与されたファイル名）とリンクしたインデックス図をみて探すしかない。

図 4-1 北が上でない図と、GIS で重ねたイメージ図
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結果として、図面の再利用がなかなか進まない。どこに何があるのかがわからない。事務所管
理範囲内の情報を俯瞰的に把握することができない、といった状況である。
ところで、維持管理の場面ではどうなるか、維持管理を行うには何が必要か。おおよそ次のと
おりである。
○段取り
・ たとえば現地パトロールの結果、修繕が必要な箇所が見つかる
・ 事務所に戻り報告のうえ、対策が指示される
・ 当該箇所の図面をみたい.Æ 探す
・ 現地にいく。状況を確認する
・ 対策工事を発注する
・ 工事進捗は写真で管理、必要に応じて作業指示をだす
・ 工事完了後、受け入れ検査を行う
・ 図面や写真は維持管理のために保管する
○現状の、図面や情報の管理が上手くできていない状態では、維持管理のときに、必要な情報
をすぐに引き出すことができない。したがって、維持管理のためには、必要なときに必要な場所
の図面や情報がすぐに見つかることが求められる。

4.2 目指す姿

– 位置と時間をキーにした情報管理 –

社会資本の維持管理で、図面を効率的に管理する。施設の管理者が、欲しい図面をすぐに見つ
けることができる。
・ 例えば、Web 上で GoogleMas を表示して、見たい場所を簡単に表示する。
・ すると、GoogleMas には、その付近にどんな図面があるのか、ピンが表示されている（図
面インデックスの機能）
。そこから、必要な図面を探すことができる。
・ 図面だけでなく、現況写真や、地上映像など、あらゆる管理情報が一元的管理されている。
また、設計時の図面、数年前の資料、最新の 3 次元地形データ等の資料など過去の図面も
時系列に管理されている。
・ GoogleMap 上で必要な場所付近のピンをクリックすると図面が表示される。過去の図面が
見たければ、時間を指定すれば、必要な時期の図面がでてくる。
・ 写真や現地映像も管理されているので、同様に欲しい場所、欲しい時間の情報を即座に探
して表示することが出来る。
・ 現地映像から確認した結果のコメント等を、記録し、他の関係者へ情報共有することがで
きる。
このような位置と時間による情報管理イメージを以下の図に示す（図 4-2）。
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① GoogleMaps で 概 略
位置を表示する

②探していた図面データが
③現地地上映像などのコ

連動して表示される

ンテンツも表示される

⑦ 施設の 維持 管理に必要な
コ メ ン ト を 記載 で き 、 関 係 者 と

④ピンをクリックすると

共有することができる

位 置に 関連付 けら れた 情報
を確認できる

⑤ 時 系列に 管 理さ れた 情報 の リ ス
トから、 必要な 時期の図面を探す
こ とが で き る。 （ 任意 の 時点を 検 索
することも可能）

⑥ 現 地 の 3 次元 計 測 デ ー タも
ビューアで確認できる。
任意の視点で表示が可能。
複 数 時 期 のデ ー タ も 管 理 さ れ
て いる

図 4-2 位置と時間による情報管理のイメージ
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5. 時空間軸をベースとした多様な図面データの効率的な管理モデルの構築
5.1 時空間データスキーマの検討
(1) 検討内容
時空間データベースとは、2 次元、または 3 次元の空間情報と、1 次元の時間情報を持つレコ
ードを管理するためのデータベースである。時空間データベース構築に関する研究は数多く行
われている。これらの検討を大別すると、データ記述に関する検討とデータ管理構造に関する
検討に分類される。データ記述に関する検討とは、実世界のあらゆる事象の空間的情報と、時
間的情報をモデリングし、その記述方法（時空間データスキーマ）を定義することである。一
方、空間データ管理構造とは、時空間情報を持つデータを効率よく取得したり、データの追加・
削除等の操作を行うためのデータ構造である。ただし、図面データ管理システムというシステ
ムの目的を考慮し、以下の点を前提条件とし、これを効率的に実現するためのシステムについ
て検討する。
・ 図面データ登録の際、入力するパラメータは最低限とするようにする。これは、図面デー
タ管理システムではできる限り多くの図面データを収集し、管理することが求められるた
め、データ入力の際の労力を最小限とし、実運用に耐えるシステムとするためである。
・ 図面データの位置情報は厳密でないことを前提とする。厳密な位置情報の付与を要求する
と、データ入力に必要な作業量が増大するためである。
・ 入力データにあいまいさを認めるため、データ検索時にはその条件に合致する図面の「候
補」を示すこととする。すなわち、検索結果に誤った図面が含まれることも認めるとする。
以降では、上記のような図面データ管理システムとして適した時空間データスキーマと空間
データ管理構造について述べる。

時空間図面データベース

図面
+ 位置情報
+ 時間情報

図面

図面データ

+ 位置情報
+ 時間情報

図面
+ 位置情報
+ 時間情報

図面
時空間データ管理構造

+ 位置情報

（時空間インデックス）

+ 時間情報

図 5-1 時空間図面データベースの概念図
(2) 時空間データスキーマ
実世界上の時々刻々と変化する地物を表現するモデルについては長く検討が行われてきた。
太田ら[8]は静的な（運動を伴わない）地物の時間情報を、瞬間と期間の二つのプリミティブで
表現した。また、動的な（運動を伴う）地物（運動幾何モデル）の記述についても言及してい
る。図面を表現することを考えたとき、この位置・形状が大きく変わることはないため、この
表現としては静的モデルが適していると考えられる。このモデルでは、時空間的に完全な位相
構造を保持することが特徴である。そのため、データ構造が複雑化することと、データ投入時
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には他の要素との時空間的関係等多くのパラメータを入力する必要がある、という問題点が挙
げられる。
これらの多くの入力項目を必ずしも得られるわけではない、という観点から、関本ら[9]によ
り FEO モデルが提案されている。このモデルは、フィーチャー（Feature）、イベント（Event）、
オブザーベーション（Observation）の 3 つのモデルにより構成される拡大時空間データベース
モデルである。この枠組みに生起確率最大基準（最尤法）を適用することで、実世界の変化を
推定することも可能である。ただしこれは概念モデルの提案であり、現時点ではこの実装モデ
ルが存在しない。
このほか、地物の時間データを生成開始時刻、生成終了時刻、消滅開始時刻、消滅終了時刻
で表現する時空間データベース構造として KIWI+がある[10]。KIWI+では、地物が必ずしもこれ
らの 4 つの時刻情報を持つ必要がなく、フラグによりこれを制御可能にしている。しかし、本
研究において管理する対象は図面に限られている。図面データが持つ時間情報は、通常その作
成日、あるいは対象物の竣工日のみである。
以上の通り、実世界を表現することを目的として、様々なデータモデルが提案されているが、
これらのモデルは、図面を管理するためには複雑であったり、さらに最適化の余地があるとい
える。そこで以下では、図面データベースのための時空間データモデルについて検討する。
[空間データスキーマ]
図面の幾何形状を考えた場合、過去に作成されたものはそのほとんどは紙図面として保管さ
れており、ここでは図面に記述されている各要素が形状も矩形である。近年は電子化が進み、
その多くが電子データとして保管されている。電子データとしての図面は、様々な形状の図形
の集合とみなすことができる。しかし、ここでは過去の図面を活用することが目的の一つであ
るため、紙図面も電子化された図面も一元的に管理することが望ましい。また、ここでは図面
の個々の要素の管理が目的ではなく、あくまで管理の単位は図面であるため、電子データにつ
いても矩形として取り扱うこととする。
このような矩形データとしての図面であるが、これに位置を与える方法には様々な方法が考
えられる。もっとも単純には、図面を点データとして管理する方法である。図 5-2に図面を点
として扱い、地図上（Google マップ）に表示した例を示す。図中、青いピンで表示された位置
に図面が存在する。この場合、図面データの登録にあたっては 1 点の入力のみを必要とし、こ
れを簡素化できるメリットがある。一方で、図面の位置情報にあいまいさが残り、図面を地図
情報やその他の空間情報と重ね合わせて確認することはできないデメリットがある。
図面を矩形として管理する場合には、その位置だけではなく、縮尺や傾き等を地図（実世界）
に合わせて修正する必要がある。この方法としてはヘルマート変換、アフィン変換による変換
が考えられる。ヘルマート変換のパラメータを取得するには、図面と実世界との対応付けを 2
点について行わなければならない。アフィン変換の場合にはこれが 3 点必要となる。
より高い調整能力を持った変換として、TIN モデルとアフィン変換を統合した手法が提案さ
れており、地図同士の重ね合わせ等に使用されている。この手法は非常に高い調整能力を持ち、
古地図の幾何補正に適用した事例[11]も報告されているが、前述の方法に比べ非常に多くの対応
点の入力が必要となる。
以上の通り、図面と実世界の対応点をより多く取るほど、図面をより厳密に地図上に重ね合
わせることが可能となる。ところで、本システムの目的は図面管理であり、そのためには図面
に与えられる位置情報は厳密である必要はない。また、システムへのデータ追加時処理をでき
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るだけ簡略化するために、入力データの数はできる限り少ないことが望ましい。
よって、図面と実世界の対応付けはヘルマート変換により行うものとし、図面データにはそ
の位置情報として図面の左上隅と右下隅の実座標を与えるものとする（図 5-3）
。

図 5-2 図面を点として表現した例

図面

実世界
図 5-3 図面と実世界の対応付け

[時間データスキーマ]
図面を時空間データベースにより管理する目的は、ある時点における対象物の状態（または
計画）を取得することである。例えば、「2005 年 4 月 1 日における道路の状態を示す図面」を
検索する、といった用途が考えられる。以下では、このような図面の管理を実現するための時
間データモデルについて述べる。
図面は、ある時期における事象の状態を示しており、多くの図面はその時点の時間情報を持
つ。例えば竣工図であれば、その対象物が竣工した時点における状態を記述しており、時間情
報は竣工日となっている。現況図であれば、その図面に与えられた日時における状況を示して
いる。設計図の場合は、その時点における計画を示している。
このように図面には多くの場合 1 つの時間情報が与えられる。そして、この時間情報はその
時点における対象物の状態、あるいは計画を示すものである。そして、一般的にこの状態はよ
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り新しい図面が作成されるまで継続すると考えられる。そこで本システムでは、図面の時刻情
報としてその図面の作成日（あるいは竣工日）を持ち、図面間の時間的連続関係（時間トポロ
ジー）は、図面の位置情報、時間情報から動的に生成するモデルを適用する。このように時間
トポロジーを動的に算出する仕組みとすることにより、以下のメリットが生じる。
・ 図面データ追加時の入力パラメータを最小限とすることができる。
・ 図面データの追加・削除を行っても他の図面データに影響を与えない。
・ データ構造が簡素化され、実装が容易になる。

完成図
D1(x1, y1, x1', y1' t1)

補修工事図面
D3(x3, y3, x3', y3' t3)
現況図
D2(x2, y2, x2', y2' t2)

t1

t2

t3

時間軸

時刻 t における図面は D2
図 5-4 時間データモデル

図面
+ 左上座標値
+ 右下座標値
+ 日時

図 5-5 図面クラス
図 5-4に本システムにおける時間モデルの概要を示す。図中、Dn は本システムにおける図面
データを表し、その左上隅の実世界における座標値を(xn, yn)、右下隅の座標値を(xn', yn')とする。
tn は、図面に与えられた時間である。これをクラス図で示すと図 5-5になる。
データベース中の図面同士が時間トポロジーを持つかどうかは、その位置情報により判断す
る。この判断時には閾値εを設定し、図面の領域をεだけ拡大し、この領域同士が重なりを持
つかどうかにより判断する。例えば図 5-6の例では、実線の矩形が図面の領域を示し、これを
εだけ拡大したものが判定用の領域である。図面の領域同士は重なりを持たないが、判定用領
域は重なりを持つので、これらの図面間は時間トポロジーを持つと判断する。
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ε

ε

図 5-6 時間トポロジーを持つかどうかの判定
このように、図面の領域を拡大し、一部でも重なりがあれば時間トポロジーを持つと判断す
るのは、本システムでは図面の位置情報は厳密な位置ではないということと、後に更新された
図面が必ずしもほぼ同じ領域を対象としているとは限らないためである。例えば道路の図面を
考慮した場合、ある道路の図面を作成する場合、これを複数の区間に分割し、区間ごとに作成
する。同じ道路について異なる時期に図面を作成するとき、必ずしも同じ区間に分割されると
は限らないためである。
以上のように、動的に時間トポロジーを復元するモデルでは、近接して位置情報を与えられ
た図面同士は時間トポロジーを持つと判断されるため、異なる対象物の図面同士も、時間トポ
ロジーを持つと判断されることがある。しかし、本システムではユーザーに対し「候補」を示
すことを目的とするため、この問題については考慮しないものとする。
(3) 時空間データ管理構造
データ管理構造は、R-tree や R*-tree、KD-tree、MD-tree といった多次元データ構造管理構造
を、空間軸（2 次元、または 3 次元）と時間軸の 3 次元、または 4 次元データ管理構造として使
用することで実現できる。例えば時空間データベース Hawks[12]は、R*-tree をベースとしたデー
タ管理構造を使用して実現している。
一方で、空間軸と時間軸のデータ分布のばらつきの違いや、時間軸におけるデータ参照の局
所性等により、時空間データベースに特化したデータ構造やシステムも提案されている。例え
ば大沢ら[13]は、空間データ管理構造である GBD 木を拡張し、最新の状態へのアクセスを最適化
する構造を提案している。
一方本研究で対象とする図面データ管理システムでは、前述の通り空間軸の情報を使用して
時間的トポロジーを動的に復元し、その後時間軸の探索を行うモデルを適用した。そのため、
ここで必要となる空間データ管理構造は 2 次元データ管理構造であるため、空間データベース
の構築に一般的に使用されている、R-tree、または R*-tree 等を適用する。R-tree はすでに多くの
データベースにおいても実装されている。
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5.2 図面データと絶対的な位置・時間情報との関連付け
(1) 現状の課題の再整理
以上から、測量、設計、施工、維持管理の事業の各段階で、図面を共有・再利用できていな
い現実があることが明らかとなった。今後の、社会資本の効率的な維持管理のために図面を効
率的に活用することが求められている。そのために、事業の各段階の多種多様な図面を効率的
に管理する必要がある。全ての図面が位置精度・時間精度ともに整合した状態で管理されてい
れば、効率よく必要な図面を引き出すことができ、かつ、最新の地形情報を最低限の労力で把
握できることになる。

(2) 膨大な図面データに絶対的な時空間情報を効率的に付与する手法の検討
膨大な図面データの活用促進のためには、図面データを簡単に検索・参照・再利用できる共
通基盤が必要であり、基盤構築にあたっては位置情報を検索キーとすることが有効であるとさ
れている[14]。
現在、電子納品要領の仕組みに従って電子化されている図面データは、基本的にメタデータ
や管理情報ファイルに位置情報を保持している。一方、図面の電子化が進む以前に作成された
図面の多くは紙図面として保管されており、この管理が課題である。こうした紙図面は絶対的
な位置情報を持たないため、いかに効率的に位置情報を付与（標定）するかが重要となる（図 5-7
の赤波線部分）。
基準・要領に
準 拠 し た CAD
データ

メタデータ・定義文書等

自動処理または支援ツールによる

から情報を抽出

抽出手法の検討

図面
データ

一図面ずつ標定する
標定点をできるだけ少なくし効率的に補

基準・要領に
準拠してない

図面標定が必要

CADデータ

補正する方法もある
（接合はマッチラインや中心線を使う）

ベクターデータと異なり、あらかじめ図面接

紙図面をスキ
ャニングしたラ

正するため、あらかじめ図面接合してから

図面標定が必要

合する手法は困難であり、一図面ずつ標
定する

スターデータ

Æ効率的な手法を開発する必要がある

図 5-7 図面データへ位置情報を付与する考え方
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そこで、これら紙図面をスキャニングしたラスター図面データを対象として、これに効率的
に位置情報を付与する手法について検討する。図面の標定手法としては、できる限り対応付け
る点（基準点）の数を少なくする手法が大崎ほか[15]や布施ほか[16]により提案されている。これ
らの手法は、あらかじめ接合する図面同士の縮尺を一定の縮尺に合わせることを前提としてい
たり、隣接する図面同士の接合を、マッチライン（図面内で隣接する図面との区切りを示す線）
や、マッチライン上の道路中心線位置で行うことを前提としている。しかし、紙図面をラスタ
ー化した図面データの場合は、縮尺を合わせることが困難である。また、ラスターデータであ
るため、マッチラインや道路中心線の識別が困難であり、これらの手法を適用することは難し
い。
そこで、5.1で検討したように、過去に蓄積された膨大な量の紙図面に位置情報を効率的に付
与する必要性から、最低限の位置情報として、図面上の 2 点を地図上の位置（絶対的な位置）
と対応付けることとし、これを効率的に行うための手段について検討する。図面データのイン
デックス管理のためにはこの仕様で十分なためである。これにより、図面を地図座標系に変換
するためのヘルマート変換パラメータを求めることを目的とする。
なお、ここで図面の絶対的な位置とは、精度が出来るだけ高い位置情報を差すのではなく、
個々の図面の存在位置、住所に相当する概念である。この結果、地図と図面をオーバーレイ表
示したり、同縮尺で並べて表示したりすることができるようになる。
一方、時間情報についても5.1で検討したとおり、図面の作成日や竣工日等、図面に記載され
ている情報を付与することとする。

(3)

図面に位置情報と時間情報を付与する手順

手動で位置情報と時間情報を付与する際の手順は次のとおりである（図 5-8）。

開始

わからない

対象図面の位置が
わかるか？
わかっている

①図面の概略位置を
探索する

②図面の標定
（2 点指定）

時間情報付与
③時空間図面
データベースへ登録

図 5-8 図面に位置と時間を付与する手順
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ここで、
①図面の概略位置を探し、図面と地図を並べて表示する。
概略位置の探索には、図面に記載されている文字情報と、道路や周辺地物の幾何形状をも
とに地図を探索する。
②道路の角や建物等、図面と地図の対応が明瞭な点を、目視により 2 点探し、
これを基準点とする（図 5-9）。

基準となる地図
（GoogleMaps のような
地図でも良い）

補正対象のラスター図面
（北が上ではない）

概略の位置でよいため、高価
な CAD や GIS を使わなくても
良い。Web ブラウザ上で動作
するシステムイメージ

概略の位置でよいため、
正確な地図をわざわざ収
集する必要はない。

図 5-9 図面標定イメージ
③時空間図面データベースへの登録イメージ
図面標定位置
（絶対位置との関連付けによ
り画像位置補正済み）

補正済み
ラスター画像
の輪郭

図面
+ 左上座標値
+ 右下座標値
+ 日時

時空間図面 DB への登録は、補
正後のラスター画像の左上、右
下座標値を登録、
日時は図面作成日時を登録

図 5-10 時空間図面データベース登録イメージ
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(4)

図面の概略位置探索

上記（3）に示した手順のうち、多くの時間を要するのは①の概略位置を探す作業である。そ
こで以下では、概略位置の探索を自動化する手法について述べる。
図面には様々な文字情報が記載されている。これらの文字情報は、位置や大きさ、間隔が一
定ではないため、その抽出は困難であった。しかし近年では図面 OCR 技術の進展により、図面
からでもある程度の文字情報を抽出することが可能になった。そこで、図面から抽出した文字
情報から概略位置を求める。このとき、図面に概略位置を与える基準点は 1 点、または 2 点求
めるものとする。
文字情報から位置情報への変換には、国土交通省国土政策局が公開している国土数値情報と
大字・町丁目レベル位置参照情報を使用する。
1) 図面から抽出できる文字情報
ここでは道路現況図の例を図 5-11に示す。図には管理対象である道路が水平となるように
なっており、図面情報が北方向を示してはいない。また、今回使用する道路現況図では、接
続する道路名、道路に隣接する建物の名称等が記載されている。

図 5-11 道路現況図の例

図面に記述されている文字情報を大まかに分類すると表 5-1のように分類することができ
る。

表 5-1 道路現況図の文字情報
種別

内容

市町村名

図面中央上部に市町村名が必ず記述される

大字・町丁

隣接する街区の大字・町丁目名

目名
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道路名

接続する道路名

隣接する地

隣接する地物の名称。会社名や建物名のような固有名称であ

物名称

ったり、駐車場や車庫といった一般名称のこともある。

管理用注記

関連施設についての注記。

標高・距離

標高や区間先頭からの距離を示す数値。標高は横書きで、距
離は縦書きで記載される。

そこで図面から抽出した文字情報を、国土数値情報の表 5-2の項目や大字・町丁目レベル
位置参照情報と照合し、これを位置情報に変換する。この照合は、次節で述べる手順に従っ
て行う。
表 5-2 国土数値情報のうち利用する項目
大項目

項目 （種別）

国土骨格

行政区域（面）

施設

公共施設（点）、発電所（点）、ダム（点）、バス停留所（点）
、
燃料給油所（点）、市町村役場等及び公的集会施設（点）、医
療機関（点）
、観光資源（点）

指定地域

小学校区（点）

2) 概略位置探索手順
図面の概略位置探索は次の手順に従って行う。
①図面からすべての文字情報を抽出する。
②抽出された文字情報のうち、数字のみで構成される文字情報を除去する。このよう
な文字情報は標高や距離を示す文字情報である可能性が高いためである。
③全ての文字情報と国土数値情報の行政区域データを照合する。行政区域データは、
市町村の行政区域を示す面データである。ここで一致するデータが見つからなかっ
た場合は、市町村レベルでの図面の位置確定ができなかったため、これ以上の自動
探索は不可能と判断し探索を終了する。
④照合対象の国土数値情報と大字・町丁目レベル位置参照情報を、③で一致した行政
区域で絞り込む。
⑤抽出された文字情報と国土数値情報のうち施設の大項目に含まれる項目（公共施
設、医療機関等）と小学校区を照合する。一致するデータが存在した場合、その位
置を図面の概略位置とし、探索を終了する。このようなデータが複数あった場合は、
これらの位置の重心を概略位置とする。
⑥抽出された文字情報と大字・町丁目レベル位置参照情報を照合する。一致するデー
タが複数存在した場合、それらの位置の重心を概略位置とする。一致するデータが
一つであれば、これを概略位置とする

以上の手順で概略位置を決定したとき、国土数値情報の施設や指定地域と一致する文字情
報があった場合は、図面に記載された地物の位置に合わせて概略位置を決定したため、図面
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の本来の位置の近くに概略位置を決めることができたと考えられ、基準点の探索は容易に行
うことができる。
一方、大字・町丁目レベル位置参照情報で照合した場合は、大字や町丁目に応じて概略位
置の精度が変わる。この場合は、一致した大字・町丁目位置参照情報が多いほど、概略位置
の精度は高まると考えられる。

(5) 検証
静岡県静岡市は政令指定都市であり県道の管理を行っている。本研究では、静岡市が管理す
る県道の道路現況図を使用し、そこから抽出した文字情報で概略位置を決定できるかどうかの
検証を行った。検証は 24 枚の図面について行った。概略位置探索では、③において行政区域デ
ータと一致する文字情報が見つからなかった場合は概略位置確定が失敗となるが、今回使用し
た図面ではこれに該当するものはなかった。

図 5-12 図面ごとの文字情報との一致レコード数
図 5-12は、国土数値情報と大字・町丁目レベル位置参照情報のそれぞれと照合を行い、一致
した文字情報の数を示している。図中青のグラフが国土数値情報の施設情報と一致した文字情
報の数である。全 24 図面のうち、12 図面が一つ以上の施設レコードにより概略位置が確定し
ている。
図中赤のグラフは大字・町丁目レベル位置参照情報と一致した文字情報の数である。全 24 図
面のうち 18 図面は 3 つ以上の町丁目レコードにより概略位置が確定している。3 図面は 2 つの
町丁目レコードにより概略位置が、3 図面は 1 つの町丁目レコードにより概略位置が確定した。
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(6) 図面に位置を与える他の方法
上記では手動で図面標定を行う際に、補正する図面と、基準となる地図情報を並べて表示し
て対応点を目視で指定する方法としたが、ほかに以下のような方法もある。
1) 既知の位置情報を図面に付与
図面に記載された道路の角や建物の角、道路関連施設の位置など、図面上の特定の位置に
関する絶対的な情報があれば、そこから位置情報を付与することも可能である。例えば、現
地で過去に GPS 機能付のカメラや携帯電話等で撮影された写真があれば、その画像に付与さ
れている位置情報をもとに、ラスター図面に位置情報を付与することができる。

現地で撮影済みの
位置情報つき写真

簡易計測（GPS)
のため、実際の測
定位置とズレがあ
るが、概略図面位
置を付与する目的
からは問題ない

実際の測定位置
位置情報付与
補正対象のラスター図面

補正済み（イメージ）

図 5-13 既知の位置情報を図面に付与
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2) MMS（モバイルマッピングシステム）の計測データから図面に位置情報を付与
現地であらかじめ MMS により計測済みのデータがあれば、これからラスター図面に位置
情報を付与することが可能である。
MMS とは、レーザスキャナ、GPS/IMU（位置姿勢計測装置）
、デジタルカメラの統合シス
テムであり、自動車にこれらシステムを搭載し、走行しながら道路周辺の 3 次元情報（地形
データ、地物形状データ、画像）を取得するシステムである（図 5-14、図 5-15）
。

GPS／IMU

全天周カメラ

GPS

カメラ画像

デジタルカメラ

レーザースキャナ

レーザー
車内設備

図 5-14

MMS の構成

カメラ画像データ
色つき点群データ
現況図データ

レーザー点群データ

3次元ビューア
2次元GIS

連携

その他計測データ

図 5-15

MMS で取得するデータの例

これら MMS で取得するデータのうち、点群データはレーザーで取得した個々の点の集ま
りであり、ひとつひとつに衛星測位による正確な座標値(X，Y，Z 座標)が保持されている。
したがって、あらかじめ現地を MMS により取得していれば、対象地区の位置座標は正確に
網羅されていることになり、これらの情報とラスターの図面上の位置が特定できれば、ラス
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ター図面に位置情報を付与することができる。MMS による座標取得とラスター図面への位置
情報付与のイメージをに示す。

MMS による点群データ
（各点に衛星測位による
座標が保持されている）

位置情報付与

補正対象のラスター図面

図 5-16

MMS による位置情報取得とラスター図面標定

(7) 時空間図面データベースを使用した図面管理イメージ
標定が行われた図面はオルソ画像のようなラスター型の空間情報コンテンツと同様に取り扱
うことが可能である。このような空間情報コンテンツのほか、全周囲映像や位置情報を持った
写真等を統合管理し、ネットワークを通じて情報共有をするための仕組みとして時空間画像コ
ンテンツサーバがすでに実現されている（池田ほか、2010）。
そこで、位置情報を与えられた図面を空間情報コンテンツとしてここに追加し、図面管理を
行った。図 5-17にシステムの実行例を示す。本システムには Web ブラウザを使ってアクセスす
る。図面は画面下部に表示され、画面右上には図面と同じ位置の Google マップが表示されてい
る。この二つの画面は連動していて、どちらかの画面でスクロール操作を行うと、他方もそれ
に連動する。
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図 5-17 図面管理システムの実行イメージ

図面上に橙色で表示されている線は、そこに全周囲画像があることを示しており、その上で
クリックすると左上にその箇所の全周囲映像が表示される。この映像上でマウスをドラッグす
ると別の方向の画像を表示することができる。このように図面に位置情報を与えることにより、
位置情報をキーとして様々な空間情報コンテンツと連動して管理することができ、図面をより
有効に活用することができる。
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5.3 時空間データベースのインタフェースの検討
(1) 位置情報をキーとした図面と全周囲映像の統合管理
社会資本の維持管理を効率よく行っていくために、図面や情報を効率よく引き出すための仕
組みが求められている。その仕組みを実現するために、統一された空間と時間軸で多種多様な
図面データを管理する時空間図面データベースを構築することが必要となる。5.1ではその時空
間図面データベースの構造について定義した。5.2では定義した時空間データベースのスキーマ
に従って位置情報と時間情報を効率的に与える方法について検討した。そして本節では、ユー
ザーが時空間データベースにアクセスするためのインタフェース（UI）の検討を行った。具体
的なインタフェースのイメージは、4.2 目指す理想の姿 で提示した“図 4-2 位置と時間によ
る情報管理のイメージ”である。ここで提示されている機能の中には、すでに前節で述べたよ
うに、全周囲映像や位置情報を持った写真等を統合管理してネットワークを通じて情報共有を
するための仕組みである時空間画像コンテンツサーバ（池田ほか、2010）等、すでに実現され
ている機能もある。そこで、現状実現している機能と、今後実現すべき開発課題に相当する事
項を整理した（表 5-3）
。
表 5-3 時空間データベースにアクセスするインターフェースの機能
No
①

目指す姿で提示した機能
GoogleMaps で概略位置を表
示する

機能の概要
図面インデックス機能
（概略図から必要な情報を探
す）

②

探していた図面データが連動し
て表示される
現地地上映像などのコンテンツ
も表示される
ピンをクリックすると、位置に関連
付けられた情報を確認できる
時系列に管理された情報のリス
トから、必要な時期の図面を探
すことができる。（任意の時点を
検索することも可能）
現地の 3 次元計測データもビュ
ーアで確認できる。
任意の視点で表示が可能。
複数時期のデータも管理されて
いる
施設の維持管理に必要なコメン
トを記載でき、関係者と共有す
ることができる
図面（ラスターデータ）を登録す
る

ネットワークを通じた情報共有
（位置と時間情報による情報管
理）

③
④
⑤

⑥

⑦

その他

その他

図面（ベクターデータ）を登録し、
他のコンテンツと連動して管理で
きる

達成度（今後の開発課題）
未開発
Æインデックス図（GoogleMaps）
上に登録図面の概略位置を表
示し図面データと連携させる
開発済み
Æよりユーザーライクな操作性へ
の改良

図面インデックス機能
（リストから必要な情報を探す＋
時間トポロジーをもつ図面の自
動探索機能）
多次元ビューアとの連携機能

部分的に開発済み
Æリストから図面を選択表示す
る機能は開発済み、時間属性
の管理機能の開発
未開発
Æ多次元ビューアや、他の GIS
ソフトウェア等との連携機能を開
発

ネットワークを通じた情報共有

開発済み

ラスター図面の登録

改良必要
Æ登録可能だが、位置情報か
らより効率的に登録できる仕組
みが必要
未開発
Æベクター図面を登録し、他の
コンテンツと連携して統合管理
する機能の開発が必要

ベクター図面の登録、連携機能
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(2) 管理手法の概要
上記インタフェースを実現するためには、位置情報をキーとして、図面や画像、全周囲映像
などの各種コンテンツを統合管理する必要がある。
全周囲映像データベースについては、すでに時空間コンテンツサーバとして構築する技術が
確立している[17]。全周囲映像データベースは、全方位カメラと GPS を搭載した自動車を走行さ
せることにより取得した映像データベースである。時空間コンテンツサーバでは、全周囲映像
がその位置・方向情報とともに格納される。このほか、スナップ写真画像コンテンツ、背景画
像コンテンツを格納することができる。スナップ写真コンテンツは、点に関連付けられた画像
コンテンツである。背景画像コンテンツは、地図画像やオルソフォト等であり、画像とその 4
隅の座標が保持される。これらのデータは Web ブラウザを通じて閲覧することができる。
図面と全周囲画像の統合管理のためには、時空間コンテンツサーバに、図面データを背景画
像コンテンツとして登録、管理することが必要となる。図 5-18に本システムの概要を示す。図
面データはその位置情報とともに時空間コンテンツサーバーに蓄積される。サーバーには図面
のほか、位置・方向情報を持った全周囲映像が格納される。これらのデータは Web ブラウザに
よりインターネットを経由して閲覧することができる。Web ブラウザ上には、図面データと全
周囲映像のほか、他のサーバーから取得した地図データを表示することができる。

位置情報

図面データ

全周囲映像

時空間コンテンツサーバー

Internet

Web Map Server

Web ブラウザ

図 5-18 図面と全周囲映像の統合管理システム概要
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図 5-18の Web ブラウザには、画面下部に図面（道路現況図）が表示されている。図面上の橙
色の点線は、全周囲映像の撮影軌跡であり、ここをダブルクリックするとその地点の全周囲映
像が右上に表示される。画面左上には Google マップが表示され、図面の表示位置・縮尺と連動
して表示される。
(3) システムの動作例
1) 現況の確認
本システムでは、図面の管理は地図情報と連動して行う。ユーザーはまず、目的とする図
面の位置を知るため、Google マップを利用して移動する。図面の位置まで移動すると、図面
表示領域に図面データが表示される。このとき、図面と地図は同一縮尺となるように表示さ
れる。図面と地図上には全周囲画像が撮影された位置が表示されるので、これをクリックす
ることにより全周囲画像がその位置の全周囲画像を表示し、現況を確認することができる。
図 5-19は、図面の現況を全周囲画像で確認している例である。画面上部に全周囲画像が、
下部には道路現況図が表示されている。この例では、道路現況図には道路沿いに植栽があり、
歩道に隣接してビルがあることになっている。しかし全周囲画像を使用して確認すると、歩
道脇のビルは取り壊され、現在は工事中となっている。またこの工事に伴い、道路沿いの植
栽が一部撤去されている。

図 5-19 図面と現況の相違例
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2) 過去の写真と現況との比較
時空間コンテンツサーバーでは、位置情報を持った写真を格納することもでき、写真もま
た全周囲画像と同様に、図面と並べて表示することができる。例えば、図 5-20では画面左上
に全周囲画像、右上には全周囲映像とは異なる時期の写真、下部に図面を表示している。こ
のように、過去の状況と現況との比較を、図面を確認しながら行うことも可能である。

図 5-20 図面と全周囲映像、現地写真の表示

3) 多様な図面や多様なコンテンツによる情報共有
上記紹介した事例の応用となるが、同様の手法により、多種多様な図面を関連付けて管理
することが可能である。以下に事例を示す（図 5-21、図 5-22）。
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市が管理する県
道の道路現況図

市道の道路現況図

図 5-21 管理対象が異なる図面の表示

レ ー ザ ー 計 測 （ MMS)点 群 デ ー タの
オルソ画像

現地地上映像

図 5-22 レーザー計測による点群データから作成したオルソ画像の表示
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4) 災害対応（東日本大震災）における情報共有事例
2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震では、沿岸部を中心に甚大な被害が発
生した。
位置情報をキーとして図面と全周囲映像を関連付け、統合的に管理するデータベースの効
果を確認するため、東日本大震災で被害を受けた石巻市や東松島市周辺を対象として、被災
後の時系列で管理した航空写真は全周囲映像、被災前の航空写真は地図、図面類を時系列で
管理する時空間データベースを試作した。東日本大震災における情報共有の事例を以下に示
す。
図 5-23は、右上に Google 地図が表示され概略位置を示している。カメラマークをクリッ
クすれば現地で撮影された写真等のコンテンツが表示される。これらは時間情報もあわせて
管理されている。一方、左上は旧版地形図を表示している。明治後期から大正にかけて整備
された地形図であり、過去の道路の位置や旧河道、昔の土地利用を確認できる。これらは現
地の全周囲映像とあわせて時間情報とともに管理されている。
図 5-24は旧版地形図上で住宅地図の表示を ON して、重ねて表示したイメージである。現
況地図、現況の全周囲画像で被災状況を確認しながら、過去の土地利用と重ねて被災状況の
分析が可能となる。

旧版地形図

全周囲映像

図 5-23 旧版地形図と全周囲映像
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住宅地図

図 5-24 住宅地図の表示例

図 5-25、図 5-26、図 5-27は、土地条件図を表示している。旧版地形図、全周囲映像、オ
ルソ画像等とあわせて総合的に分析が可能となる。

旧版地形図

土地条件図

現地地上映像
図 5-25 土地条件図の表示例①
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旧版地形図

土地条件図

全周囲映像

図 5-26 土地条件図の表示②

旧版地形図

土地条件図

オルソ画像
図 5-27 土地条件図の表示③
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図 5-28と図 5-29は、二時期の全周囲映像を並べて表示している例である。また、図 5-30
は二時期のオルソ画像を並べて表示している。被災後の状況を定期的に撮影しておくことで、
復興の状況を確認し共有することが可能となる。被災前の画像があれば、被災前と被災以後
の状況を統合管理することも可能である。

全周囲映像

全周囲映像

2011年3月27日

2011年4月13日

図 5-28 全周囲映像の履歴管理①

2011年3月27日

2011年4月13日

図 5-29 全周囲映像の履歴管理②
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オルソ（被災後）

オルソ（被災前）

全周囲映像
図 5-30 オルソ画像の履歴管理

東日本大震災では、防潮堤などハード対策に限界があることも露呈したが、多重防御によ
る対策、ソフト対策もあわせた対策が求められているといえる。また、平時から、道路や橋
梁、トンネル、鉄道、下水道、電気通信などのライフライン施設や、堤防、水門、防波堤な
どの社会基盤施設に対して、適切な維持管理をしていくことが重要であることが改めて示さ
れたといえる。特に高度経済成長期に整備された施設も多く存在するため、施設の維持管理
の重要性はますます高まっている。実際、今回、東日本大震災の被災地の情報共有を試行す
るにあたって、現地の行政やコンサルタント技術者から以下のような重要な指摘をうけた。
・ 施設の維持管理にあたり、古い過去の地図、図面等の情報や航空写真が有効である。
・ 平時から詳細な現況地形を記録しておくことも重要である。
今後、災害対応にむけ、過去の情報を整理しておくとともに、平時から全周囲映像や 3 次
元データ等を計測し、これらの多種多様な情報を位置と時間をキーにして統合管理しておく
ことが重要である。このような情報共有を実現することは、今後の維持管理を効率的、効果
的に進めていくために有効である。
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6. 結論（まとめと今後の課題）
本研究では、建設事業の現場への普及を目指し、情報の一元管理に特化したデータ管理モデル、
機能、インタフェースの設計を行った。
情報の一元管理を可能にする時空間図面データベースの設計では、図面データ管理システムのデ
ータベースに要求される要件を定義し、そのためのデータ構造について述べた。膨大な図面を管理
するためには、図面データをデータベースに登録するにあたり、入力パラメータを最低限とするこ
とが必要である。そのため、位置情報にあいまいさを許容したうえで、動的に時間トポロジーを復
元するモデルについて述べた。
位置情報の効率的な付与については、膨大な図面データに時空間情報を効率的に付与する手法の
検討を行った。特に、紙図面をスキャニングしたラスターデータに対して位置情報を与えるために、
そこに記述された文字情報を抽出し、国土数値情報と大字・町丁目レベル位置参照情報と照合する
ことにより、その概略位置を決定し、標定作業を効率的に行う手法について研究を実施した。この
手法を用いて静岡市街地の道路現況図の概略位置探索を行い、半数については図面本来の位置にほ
ぼ合わせることができ、残りの図面についてもその近くに合わせることができた。
インタフェース検討では、位置情報をキーとして図面と全周囲映像を関連付け、統合的に管理す
るデータベースを構築した。本システムは Web を通じてアクセス可能で、図面とその周辺の全周囲
映像を同時に表示し、現況を確認することができる。実際に道路台帳図と全周囲画像を表示し、遠
隔地においても図面と現況との相違も確認することができた。
また、東日本大震災の被災地である石巻市や東松島市周辺を対象として、被災後の時系列で管理
した航空写真は全周囲映像、被災前の航空写真は地図、図面類を時系列で管理する時空間データベ
ースを試作し、位置と時間をキーとして情報を効率的に管理する時空間図面データベースの効果を
確認した。
以上から、多種多様な図面の一元管理を実現することを確認した。本研究で確立したデータ管理
モデルは、図面データ以外の世の中の様々な情報管理にも応用が可能であり、本技術をベースとし
て、時空間情報に結び付けが可能な様々なデータの一元管理する仕組みへと発展させることが可能
である。
今後の課題として、位置情報の付与に関して今回使用した図面は市街地のものであり、比較的多
くの文字情報を取得することができたが、中山間地の図面の場合には、抽出できる文字情報は大幅
に少なくなる。また、大字・町丁目の区域も市街地に比べ大幅に広くなるため、概略位置の精度が
大幅に低下すると予想される。このような中山間地の図面の概略位置探索の精度を高めることが今
後の課題としてあげられる。
今後は、図面の位置情報や時間情報がメタデータや電子納品の管理ファイルに格納されている
CAD 図面に対して、自動処理で時空間図面データベースへの登録を行う機能の実装や、よりユーザ
ーライクなインタフェースの改良などを実施する予定である。
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RESEARCH ON THE CONSTRUCTION OF AN EFFICIENT
MANAGEMENT MODEL FOR VARIOUS DRAWING DATA BASED ON
A SPATIO-TEMPORAL AXIS
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Asia Air Survey Co., Ltd

In order to carry out the maintenance of social infrastructure efficiently, it is necessary
for the various types of drawing data in each process of the construction industry to be under
centralized management and for the information to be shared. However, at present the situation
is that drawing data is not under centralized management. In particular, drawings prepared
in the past are stored for the most part as paper drawings, and the efficient management of
these paper drawings is an unresolved problem. Accordingly, in this research we constructed
a spatio-temporal drawing database, that is, a database for the management of a wide variety
of drawing data on unified spatial and temporal axes, for the purpose of centralized management
of drawing data including past drawings. In this database a wide variety of drawing data is
stored with links to location information and time information, enabling searches for the
necessary drawing data to be carried out efficiently.
In the research, we designed a data schema for the efficient attachment of location
information and time information relating to a massive amount of drawings.
We investigated methods of efficiently endowing spatio-temporal information to huge amounts
of drawing data. In particular, in order to assign location information to correspond to raster
data from scanned paper drawings, we conducted research into a method of carrying out the
orientation work by extracting the textual data on the drawing and comparing the national land
numerical information against the location reference information at the village/town and
street level and thus determining the general location.
We constructed a database that links the drawings with omnidirectional imagery of the
surrounding area, taking location information as the key. This system can be accessed via the
Web. Displaying the drawing and the omnidirectional image of the surrounding area enables
verification of the present situation. By actually displaying the road register and
omnidirectional image, we were also able to verify the differences between the drawing and
the present situation even from a remote location.
This research confirms that it is possible to consolidate drawing data by means of location
and time. The data management model established in the present research could also be applied
to the management of many different kinds of data in addition to drawing data. On the basis
of this technology, it will be possible to expand the model into a mechanism to consolidate
all kinds of data for which the linkage of spatio-temporal information is possible.
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drawing data, position data, data management.
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第 2010-7号 時空間軸をベースとした多様な図面データの効率的な管理 山田秀之・アジア航測株式会
モデルの構築に関する研究
社
１．はじめに
財政的制約や生産年齢人口の減少、環境へ
の意識の高まり等を背景に、品質、コスト、
安全、環境を含めた建設生産全体の合理化が
求められている。
国土交通省中部地方整備局が主催する建設
ICT導入研究会では、事業を効率的に進めるた
めには、建設事業のさまざまな過程における
多種多様な図面を一元管理し、ノウハウの共
有を図ることの必要性を示している。とりわ
け社会資本の維持管理においては、それに係
わる図面は膨大となり、図面の管理はより重
要な課題となっている。
しかし、現状は図面の一元管理がなされて
いない課題がある。特に、電子化が進む以前
に作成された図面の多くは紙図面として保管
されており、この管理が課題となっている。
そこで、本研究では、過去の図面も含めた
図面データを一元管理することを目的とし、
統一された空間と時間軸で多種多様な図面デ
ータを管理するデータベース（時空間図面デ
ータベース）を構築した。このデータベース
には、多種多様な図面データに絶対的な位置
と時間情報が関連付けられて格納され、必要
な図面データの検索を効率的に行うことを可
能となる。

2.2 図面データと絶対的な位置・時間情報と
の関連付け
膨大な図面データに時空間情報を効率的に
付与する手法の検討を行った。特に、紙図面
をスキャニングしたラスターデータに対して
位置情報を与えるために、そこに記述された
文字情報を抽出し、国土数値情報と大字・町
丁目レベル位置参照情報と照合することによ
り、その概略位置を決定し、標定作業を効率
的に行う手法について研究を実施した。この
手法を用いて静岡市街地の道路現況図の概略
位置探索を行い、半数については図面本来の
位置にほぼ合わせることができ、残りの図面
についてもその近くに合わせることができ
た。

2．研究の内容
2.1 時空間データスキーマの検討
膨大な量の図面に効率的に位置情報と時間
情報を付与するためのデータスキーマを設計
した。プロパティとして図面タイプ、位置、
生成日を持つ構造とした。位置については、
過去に蓄積された膨大な量の紙図面に位置情
報を効率的に付与する必要性から、最低限の
位置情報として、図面上の2点を地図上の位置
（絶対的な位置）と対応付ける構造として定
義した。

3．おわりに
本研究により、図面データを位置と時間で
一元的に管理できることを確認した。本研究
で確立したデータ管理モデルは、図面データ
以外の様々な情報管理にも応用が可能であ
り、本技術をベースとして、時空間情報に結
び付けが可能な様々なデータの一元管理する
仕組みへと発展させることが可能である。

2.3 時空間データベースのインタフェース
の検討
位置情報をキーとして図面と全周囲映像を
関連付け、統合的に管理するデータベースを
構築した。本システムはWebを通じてアクセス
可能で、図面とその周辺の全周囲映像を同時
に表示し、現況を確認することができる。実
際に道路台帳図と全周囲画像を表示し、遠隔
地においても図面と現況との相違も確認する
ことができた。
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