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１．はじめに
筆者らの研究室では、1995 年の阪神淡路大震災の復旧工事の一環として実施された浜手バイパスの高架橋の撤去工
事において、施工手順の検討を目的として CG アニメーションを作成した。これを皮切りにダム（福島県）
、橋梁（熊
本県）
、樋門（福井県）
、土地区画整備（福岡県）等々の実現場において、構造物や地形の 3D-CAD を用いた 3 次元モ
デルの作成をおこなってきた。これらは施工計画、工程管理、安全管理等の様々な場面で利用された。さらに、トン
ネル坑口（鹿児島県）
、分水路（鹿児島県）
、歩道橋（熊本県）では景観デザインの立場から実設計に関わり、3D-CAD
の利用をおこなってきた。
これらの経験を基に、TuC（Total Design using Computer Graphics）を提案し、その基盤となるモデル空間について考
察した。内容の詳細については JACIC 研究成果報告書『相互に影響する構造物間のトータルデザインへの 3D-CAD
の適用に関する実証的研究（助成番号：第 2007-3 号）1)』を参照されたい。
また、上記の一連の作業を通し、建設情報のマネジメントの重要性を痛感した。発注側のいくつかの部署にあるデ
ータベース、例えば道路台帳と河川台帳をどのように連携し、効率的な運用を図るか、あるいは日々納品される CD
化された電子データはどのように利活用されるべきか等である。これらの対策として、Web 上に「情報共有の場」を
構築するにはどのような機能が必要か、どのような ICT 技術を用いることで建設事業関連情報をライフサイクルの各
段階で利用可能なシステムが実現できるかを論じてきた。
その成果の一部は、
Web-GIS を用いてシステムを構築した。
さらに、関係者間でのコミュニケーションの活性化に関し、Web 上での「意思決定の場」の構築について考察し、
Web 掲示板の改良をおこなうことで、十分実用に耐えるシステムを構築した。成果の一部は『VR 技術を用いた施工
支援ツールの開発（助成番号：2006-12 号）2)』として公開された。また、2012 年度の全建賞（全日本建設技術協会主
催）に選ばれた川内川河川激甚災害対策特別緊急事業（河川部門）の曽木分水路の設計および、新水前寺駅地区交通
結節点改善事業（都市部門）においては、いずれもこのシステムを利用した議論がおこなわれた。
本研究は情報共有の場と意思決定の場を、モデル空間を介して一つに繋ぎ、関係者間の業務の効率化を図るシステ
ムを「人材運用システム（併用型）
」と名付け、この概要を示すとともに、いくつかの改善点について考察し、時期シ
ステム「人材運用システム（統合型）
」で具備すべき要件について述べる。
本報告では、第 2 章で ICT における人材運用について述べる。第 3 章では、研究室で構築したシステムの詳細につ
いて述べる。第 4 章では、4 か所の実現場での本システムの利用を通してその成果の分析をおこなった。第 5 章では
本システムで用いた 2 つの場を統合することの可能性について考察した。

２．ICT における人材運用
建設情報の運用
表-2.1.1 AP2008 の目標 3）
2.1.1 CALS/EC の成果
CALS/EC は、従来は紙で交換されていた情報を電子化
目標-① 入札契約書類の完全電子化による手続きの効率化
するとともに、ネットワークを活用して各業務プロセス
目標-② 受発注者間のコミュニケーションの円滑化
をまたぐ情報の共有・有効活用を図ることにより、公共
目標-③ 調査･計画･設計･施工･管理を通じて利用可能な
事業の生産性やコスト縮減を実現するためのものである。
電子データの利活用
平成 8 年度の「建設 CALS 整備基本構想」策定を皮切り
目標-④ 情報化施工の普及推進による工事の品質向上
に CALS/EC の取り組みが開始され、あらゆる情報の電
目標-⑤ 電子納品化に対応した品質検査技術の開発
子化が進められている。
「国土交通省アクションプログラ
目標-⑥ CALS/EC の普及
ム 2008」の基本方針では、工事生産性の向上、維持管理
の効率化、透明性の確保を図る視点から重要分野を 6 項目定め、ICT 技術を活用した建設生産システムの構築を目指
。
した（表-2.1.1）
6 項目の中でも特に、目標①の電子入札については、大きな成果を挙げた 4)。入札に伴う情報確認のための移動や書
類作成の手間が大幅に削減され、多くの自治体に普及した。同様に目標⑤の電子納品についても、以前は紙であった
成果物が CD-R に置き変わることで保管場所の削減や省資源化が進み、納品に関する様々な基準が整備された。しか
しながら、情報の電子化により紙図面から CD-R 等のメディアへの移行が進んだが、電子化された情報が有効活用さ
れることなく保管されているだけであり、当初計画の CALS/EC の意義を果たしていないといえる。今後のデータ運
用に向けた取り組みとしては、建設ライフサイクルの各フェーズ間でのデータ共有体制の強化が望まれる。特に、目
標②にはコミュニケーションの重要性が示され、目標③で電子データの利活用の促進が指摘されているが、これらの
具体的な提案やソリューションは明らかにされていない。
2.1
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2.1.2 CIM への期待
図-2.1.1 は CALS/EC におけるデータ運用を論じると
きに示される各フェーズ間でのデータ欠損の概念図であ
る。この図からはさらに CALS/EC が基本的スタンスと
する 2 つの点がみてとれる。
その 1 は、フェーズという区切りである。各フェーズ
を示した上でフェーズ間の壁を越えることの必要性を論
じている。しかし皮肉なことに、現行の業務の流れの下
では、フェーズ間での業務改善よりも各フェーズ内での
ICT 利用に関する技術の深化が推し進められることとな
った。情報化施工はその一例であろう。筆者らはこのこ
と自体を悪いこととは考えていないが、受注者の立場に
図-2.1.1 データ量の推移
立てば、
当然フェーズ内での改善を進めるしかない。CIM
に際して、フェーズを超えることの意義や効果に関する
期待は重要である。
その 2 は、最初のフェーズが「調査」であることだ。
業者ごとの努力目標を定めるにはこれでも良いが、そも
そも CALS/EC にしろ CIM にしろ、発注者側の業務改善
が本筋であろう。筆者の提案する CIM の概念図は、図
-2.1.2 のようなものである。図において、両方の円は概
念的に管理対象となる空間を表す。中央の太い線は構造
物の建設の流れを示す。左側の空間には存在しなかった
図-2.1.2 CIM 概念図（提案）
構造物 A が右の円には存在する。下方の黒い三角形は、
各フェーズで作成されたデータであり、その一部（たとえば土質情報、地中の管類等の位置情報など）は管理情報と
して右の円の中にストックされる。構造物の情報以外にも、このようなデータベースに存在する情報を有効に利用す
るには、後述する情報共有に関するシステムの整備が必要であると考える。一方、図中の上方の白い三角形は建設の
各フェーズで行われた議論（事務処理等も含む）に関する情報である。通常は議事録のような形式で残されるが、事
後的に参照されることは少なく、また参照するには膨大な量の書類を読み解くしかない。議論を効率よく推進するた
めにも、専用の意思決定をおこなう場が Web 上に存在することが望ましい。これを仮に、意思決定場と呼ぶ。本助成
研究の主眼はこの点にある。
BIM と CIM の根本的な違いは、極論すれば、BIM はオーナーと工務店の間で建築物のモデルを共有すれば良く、
まさに「建築のモデル化」による情報共有を主眼とする建築の手法である。図-2.1.2 の中心の太線が BIM の流れだ
といって良く、橋梁等には適用可能であろう。一方、CIM が目指すものは、管理から管理までに発生する様々な情報
のマネジメントであり、多岐にわたる関係者とは、モデル空間を通して、連絡、協議、
・・、等々の合意形成を図って
いくこととなる。しかもその時間は長くても数年から 10 年程度であろう。大規模構造物、施設となると、調査から実
現までに数 10 年というものは珍しくない。この間に担当者は次々と転勤し、初期の計画や調査は忘れられ、何代かあ
との担当者によってほとんど同じ業務が発注されるという事例は少なくない。このような場合も含めて、意思決定場
は次のような役割をになうものでなければならない。
①受発注者間のコミュニケーション
②事務所、整備局、本省と階層化され、空間的に離れた部署間の連携
③担当者間での引き継ぎ資料の保存
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2.1.3 モデル空間の利用
モデル空間については、『相互に影響する構造物間のトータルデザインへの 3D-CAD の適用に関する実証的研究
（JACIC 助成番号 2007-3 号）
』にその詳細を論じた。図-2.1.2 でも述べたように、土木事業であつかうモデルは構造
物だけではない。地形は実際に設計対象ともなるので、このモデル化自体が重要な議論の対象である。周辺の地物な
どは設計と直接は関係ないが、景観デザインや施工検討では重要な要素となる。これらのすべてを 3D-CAD でモデリ
ングする必要はない。むしろ、議論の対象となる部分的な空間をモデル化すべきである。あるいは、関係者全員が空
間のイメージを共有するという観点からは、①航空写真や地図、②平面図上にいくつかの構造物をのせたもの（いわ
ゆる、2.5 次元）
、③MMS や固定式レーザー測量による点群データ、なども利用できる。このように、モデリング自
体は対象とする業務（範囲）に応じて作成することが求められ、業務の段階に応じたモデル空間の高度化が必要であ
る。
いずれにしても、図-2.1.3（ａ）のように、様々なオブジェクトを VR 内に集め、空間や時間の変化を確認するた
めに用いるものをモデル空間と呼ぶことにする。さらにこれらは、図-2.1.3（ｂ）のように、関係者間の議論のため
に用いられる必要があり、理想的には VR のデータ自体が遠隔地で閲覧できる必要がある。なお、CM 業務へのモデ
ル空間の利用については、①発注者、②発注者支援の CMr、③受注者という、三者での情報共有・意思決定を想定さ
れている 5)。

（a）空間調整＋時間調整

（b）

整

図-2.1.3 モデル空間

なお、モデル空間を有効活用するためには、次に示す 3 段階を明確に理解し、使い分けていかなければならない。
①編集（Editor）
いわゆる CAD ソフトと呼ばれるもので、今後は 3 次元モデルの作成が行われると同時にオブジェクトごとの属
性付与等による利用価値の増大が希望される。
②認識（Simulator）
いわゆる VR のことで、①で作成された地形や地物・設計対象物をオブジェクトとして取り込み、様々な確認をお
こなう。レーザー計測によるポイントクラウド（点群データ）の表示機能等の充実も必要である。
③閲覧（Viewer）
Web 上での利用を考えると各地に分散する関係者間での議論を円滑におこなうには理想としては、上記②の VR
のデータが流通し、全員がそのデータ用の閲覧ソフトを持っていることである。そのためには VR の Viewer が必
要であるが、実現はコスト的に困難がある。
一方、多くの VR ソフトにはキャプチャ機能や動画作成機能を持ったものもあり、これらを利用すれば jpeg や
mpeg（あるいは avi など）形式のファイルを容易に掲示、転送できる。これらを用い時間差で内容を確認しあえ
れば、議論は具体的になり活性化する。
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2.1.4 人材運用のための２つの場
図-2.1.4 は 3 章以降で用いる人材運用システム（併用型）の概念図である。併用型としたのは、筆者らの研究室で
それぞれ独自にシステムを開発したためである。両者の統合に関しては第 5 章で考察する。以下、2 つの場について、
より詳細に述べるが両者ともにモデル空間との関連が重要であることを指摘しておきたい。建設系の設計、施工にお
いては、一部はブラックボックス的にデータを入力すれば、自動的に解が得られるものもあるかもしれないが、建設
工事では多くの関係者間での合意形成・意思決定が重要であるため、モデル空間を利用する必要がある。また、モデ
ル空間は、自動的に作成されるのではなく、人力により編集作業を伴うものである。

図-2.1.4 人材運用システム（併用型）
さて、図-2.1.5 はモデル空間を介した意思決定場における協議の流れをイメージしたものである。関係者は、ある
時は全員が集合し、VR を見ながら「合意形成」をおこなうが、主として Web 上で「意見交換」をおこなう。このよ
うに、
「意見交換」と「合意形成」を繰り返しつつ解決を図る。ここではモデル空間が極めて重要な役割を演じている。
「意見交換」は Web 上で行われる。モデル空間は画像、動画等で発信されて、関係者がこれを確認する。この場では
各所に散在する関係者が時間差（各自の都合の付く時間）で情報を収集し、意見を述べあう。このことで、問題は明
確になるので、この段階だけで一部業務の確認・変更等の様々な意思決定は可能である。ただし、全員が一堂に会す
ることも重要であるので、意見が出揃ったところで対面会議をおこない、合意形成を図る。通常の会議では「問題確
認」に多くの時間を費やし、結局は各自「問題の持ち帰り」で終わることが少なくない。しかし、ここでは全員が
Web 上で問題を正しく確認しているので、関係者は解決策を 2、3 想定して集合している。このため、合意形成はよ
り早く、より良いものとなる。また結果は、確認の意味を含めてモデル空間に反映しておけば、行き違いが起こるこ
とはなくなる。

図-2.1.5 意思決定場での協議の流れ
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図-2.1.6 は情報共有場の概念図である。通常各種データベースに（例えば河川台帳や道路台帳、電子納品データ等）
は、独自に構築されることが多い。このため、データベースの連携それ自体が研究テーマである。各種データベース
は例えば図書館の倉庫のようなものである。確かに図書は存在しているが、必要なものを必要な時にすばやく利用で
きなければ、利用者にとって図書はないに等しい。いわば、図書検索システムのようなものが建設情報の検索にも必
要であると考えた。結果として次のようなものが必要であるといえる。
①Web 上で利用可能であるもの
②地図・航空写真を利用できるもの
③2 次元 CAD 図面が地図上に貼れるもの
このような機能を持ったものを情報共有場としている。
また、これらの情報をもとにモデル空間が作成される。図-2.1.4 で示したように、情報共有場と意思決定場が一体
として機能することが理想である。例えば、必要な場所の情報が一括で入手でき、それを基に議論が進んでいくとい
うことは考えうる。ただし、図-2.1.5 と図-2.1.6 に分けて記述したのは、基盤となるモデル空間が極めて重要であ
ると指摘しておきたいからである。

図-2.1.6 情報共有場
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2.2 意見交換場に関する分析
筆者らは、システムを構築するにあたり、特に意思決定場における意見交換場について深い分析をおこなった。
以下、分析した内容について詳述する。

集中
分散
2.2.1 情報通信手段の課題
図-2.2.1 のように技術者が調整する手段は、現段階で４
つに分類できる。同期・非同期は関係者間の調整における
電話
時間関係を示す。集中・分散は関係者間の地理的関係を示
チャット
対面会議
同期
す。
集中は同じ場所の場合、
分散は遠隔地間の場合となる。
テレビ会議
例えば、同期集中だと対面会議のような、同じ時間に同じ
場所で調整する場面をさす。
Web 技術の発達により、非同期分散型の調整手段には電
子メールやグループウェアの利用が盛んである。グループ
FAX
置き手紙
ウェアとは企業内 LAN を活用して情報共有やコミュニケ
非同期
電子メール
掲示板
ーションの効率化を図り、グループによる協調作業を支援
グループウェア
するソフトウェアの総称である。
現在の技術者の調整手段には、非同期分散である電子メ
図-2.2.1 調整手段の分類
ールを用いる場合が多い。しかし、電子メールは一方向の
情報伝達手段であり、知識を生み出す手段ではない。そのため、多数の関係者と協議し、解を出すための調整手段と
しては不十分である。
2.2.2 グループウェアの利用
同じ目的をもったある集団に対して知識情報を運用し調整するためには、集団の単位を定めると効率的である。知
識情報については第 2 章 3 節において詳述する。その集団は指揮命令系統によらない非定型な群である。グループウ
ェアは様々な機能が統合された一つのシステムにより、主に組織内の特定多数の人材に向けて組織内の情報共有を図
る。近年では Web 技術の向上に伴い、ウェブブラウザによって起動できるシステムが多い。このタイプはユーザ側が
専用ソフトを必要としないため、ユーザ側の OS によらないという利点がある。このようなグループウェアを活用す
ることが、技術者間のデータ運用に対する意識統一につながると考える。
本報告書ではグループウェアをアナウンス型、
グループウェアには段階ごとに目的がある。
表-2.2.1 に示すように、
ドキュメント型、ワークフロー型、SNS（Social Networking Service）型に分類した。ここで、SNS を「人と人の繋が
りを促進・サポートする、コミュニティ型の Web サイト」とする 6)。
表-2.2.1 グループウェアの分類
型

目的

レベル 1

アナウンス型

連絡

レベル 2

ドキュメント管理型

情報管理

レベル 3

ワークフロー型

作業効率化

概要
一斉に周知させる仕組み
組織内情報を整理、管理する仕組み
報告書等の承認手続きを電子化して、
作業の効率化、内部統制強化を図る
仕組み

レベル 4

SNS 型

人材ネットワーク構築

他人とのつながりを通じて
新たな人間関係を構築できる仕組み

まず、アナウンス型は主に集団に対して一斉に連絡を取ることを目的としている。例えば、スケジュール管理や会
議室の予約、備品貸出について連絡を効率的におこなう。一般的なグループウェアに備えられている電子掲示板は、
このアナウンスを目的として利用されることが多い。次に、ドキュメント管理型は組織内の情報を管理するグループ
ウェアである。Web 上から情報をアップロード、ダウンロードできる。しかし、管理体制を工夫しなければ検索に手
間がかかり、アナログな管理体制と変わりがない。そして、ワークフロー型は申請や承認、決済の流れをシステム上
で実施し、記入や計算、集計、コピー、回送等の作業時間を短縮することによって、事務作業の効率化・正確化を図
る。業務の標準化や決済履歴の保存による内部統制の強化が大きな目的である。最後に、SNS 型は同じ目的を持った
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集団内で議論をおこない、問題解決を図ることを目的とする。この型の利点は、人材ネットワークが構築できること
である。自身と直接関係のない他人とのつながりを通じて新たな人間関係を構築できる。
実際のグループウェアは、複数の型と組み合わせたものが多い。画一化を脱した意思決定を図るには、複数の人材
への連携を高め、情報や知識を交換し合い、その時々で臨機応変に意思決定プロセスを設定できる環境が有効と考え
る。その結果、総合的な判断を下す選択肢を増やすことができる。技術者間の調整手段としては、SNS 型のように同
じ目的を持ち、自発的で多様な経験を備えた人材が集合しやすい場を提供することが不可欠である。
さらに、本報告書では表-2.2.2 に示すように、SNS における情報交換を Q&A 型、トピックス型、コミュニティ型
に分類した。Q&A 型は１つの問題を最小単位にした情報交換手段である。比較的、形式的な質問に対する回答をお
こなう。トピックス型はある１つの議題を最小単位にして情報交換をおこなう。コミュニティ型は同じ目的を持った
集団内で議論をおこない、問題解決を図ることを目的とする。技術者間の調整には事業ごとにコミュニティを設立す
れば有効であると考える。
表-2.2.2 SNS 型における情報交換の分類
型

目的

概要

レベル 4-1

Q＆A 型

質問・回答

レベル 4-2

トピックス型

議論

レベル 4-3

コミュニティ型

知識共有・問題解決

質問に対して参加者が回答する
議題に対して参加者がコメントする
同じ目的を持った集団における問題に対して
参加者が議論、協議等をする

目的を共にした集団だけでは問題解決には至らない。参加する人と人のつながりをお互いに把握し信頼関係を構築
していくためには、情報交換、調整をある一定の集団でおこない続けることが効果的である。さらに、コミュニティ
型の SNS では、次のテーマへと議論や協議を発展させようとする際、同じコミュニティにいるメンバー自身がその基
礎となるルールの作成・修正をおこなうことができる。このことは非同期分散の環境下において非常に重要なポイン
トである。
知識が創られる仕組みや過程までも残すことが可能なコミュニティ型の SNS をベースに仕組みを構築することで、
コミュニティごとの様々な情報が深化することになる。
2.2.3 コミュニティによる調整
現行組織
コミュニティ群
知識情報を運用し調整するためには、集団の単位を定めると
効率的である。効率的な集団には、現行組織が一方的、単調、
閉鎖的という特徴を持っているのに対し、連鎖的、多様性、開
放的といった柔軟性が必要となる。この特徴を持ちあわせた集
。
団は、指揮命令系統によらない非定型な群である（図-2.2.2）
本報告書では、この集団が構成する群をコミュニティと定義す
る。コミュニティはその場にいないとわからない脈絡・状況・
場面・筋道、つまり集団の判断を集約できる場所となる。コミ
ュニティを形成することで、現実的な空間とインターネット上
に存在する空間の二つの場が活きる。
技術者向けのコミュニティには、参加者の人となりが分かる
ことが大事である。相手との信頼関係や一体感がなければ議論
は合意にまで収束しない。また、参加者によって整理された知
識レベルの意味も異なってくる。担当部署や役割が頻繁に変化
し孤立しがちな技術者にとって、コミュニティは問題解決の選
図-2.2.2 コミュニティによる調整
択肢を求める普遍の拠り所となる。また、コミュニティごとに
情報を提供、蓄積、管理できることは、情報運用の面でも効率
的である。集団の枠組みがあるため、単発な調整ではなく、連鎖的に調整できることが大きな利点である。コミュニ
ティの構成は組織体系に依らず、継続的な人材参加が情報運用を推進させる。
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2.3 知識情報の継承
本報告書で述べる、知識情報（ナレッジ）について整理する。各フェーズ間でのデータ共有が進まない原因として、
データのみが引き継がれており，データ作成者の意図が欠損し，関係者間の意思の疎通がおこなわれていないことが
１つとして考えられる。ここでいうデータ作成者の意図とは、思い（信念）
、視点、経験、ノウハウといったものが含
まれる。列挙したこれらの知識を暗黙知といい、これらの暗黙知は個人的な経験から得られたものであり、引き継が
れたデータから読み解くことは難しい。このばらつく知識を組織として生かすためには、誰でもわかるように知識の
標準化を図り、ルール化しておく作業が必要となる。
技術者は、①データを残すのか、②知識を残すのか、あるいは③知識が作られる仕組みや過程までも残すのか、ラ
。データのみ
イフサイクル全体を考慮した調整手段の構築にあたり、このことは重要なポイントになる（図-2.3.1）
を受け継いでも、導き出す解が人によって異なることが予測できる。これは、組織として行動する場合にはデメリッ
トである。
これまで経験をベースに個人が創りだした知識は、
同じく経験を通して組織で共有し業務に生かしてきた。
しかし、現在では必ずしも経験伝達・継承が十分に行え得る体制とはなっていない。効率的に情報を運用するために
は、先人の意見を活用しながら、同じ過ちや議論を繰り返さないようにするべきである。そのためには、データから
知識情報を導いた過程を含めて情報として残しておくことが大切である。
本報告書で提案する人材運用システムは、単にデータを共有するだけでなく、知識情報を導いた過程を含めて情報
として残し、後に遡及可能なシステムとして提案する。各種 ICT を活用した情報運用が図れる場を設け、そこで議論
を活性化させることがこれからの技術者の環境には絶対的に必要である。

図-2.3.1 自治体における情報と知識の運用

12

＜参考文献＞
１）小林一郎：相互に影響する構造物間のトータルデザインへの 3D-CAD の適用に関する実証的研究、
（財）日本建
設情報総合センター研究助成事業 研究成果報告書、JACIC 助成番号 2007-3 号、2008.8
２）小林一郎：VR 技術を用いた施工支援ツールの開発、
（財）
（財）日本建設情報総合センター研究助成事業 研究
成果報告書、JACIC 助成番号 2006-12 号、2007.8
３）国土交通省：AP2008 の基本目標 ＜http://www.mlit.go.jp/common/000036985.pdf＞
４）一般財団法人日本建設情報総合センター：CALS 動向調査
＜http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar//shiryo/20120413_cals-outline_2011.pdf＞
５）横澤圭一郎、藤田一宏、鈴木健之：環境対策工事における CM、建設の施工企画、No.750、 pp .64-68、2012.8
６）SNS IT 用語辞典ホームページ：<http://e-words.jp/w/SNS.html>

13

３．人材運用システム（併用型）の開発
3.1 システムの構築
3.1.1 システム要件
分散している関係者間での情報運用を図るには、
意思決定と情報交換の 2 つの場が備わっていることが重要である。
そこで、意思決定の場には意見交換の可能である Web 掲示板（Kolg: Knowledge oriented logistic groupware、以下 Kolg）
、
情報共有には DB 機能を持たせた Web-GIS（Midi: Management system for infrastructure data on ict、以下 Midi）を構築し、
。
これらを組み合わせて人材運用が可能な支援システムを構築する 1)（図-3.1.1）

図-3.1.1 人材運用システム（併用型）の構成 2)
（１）Kolg
①権限管理機能
全ての利用者が自由に閲覧するのは、発注者として不都合な場合があるため、立場ごとに表示を限定する権限管理
機能が必要である。
②グループ管理機能
事業や部署といったグループで管理することで各種ファイルの検索や関係者管理を簡易化でき、事業経過の把握が
容易となる。
③資料閲覧機能
事業が進むにつれて大量に蓄積されていく文章や写真、動画を容易に閲覧できる機能も必要である。
特に専用ソフトなしで VR（Virtual Reality）を使い高速、高精度に表示することができれば、特定の場所に移動する
時間を短縮することができる。
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（２）Midi
①階層管理機能
基盤となる図面や航空写真を共有することで、異なる部署間でのシステムの運用が可能となる。組織内でのデータ
の一元管理が期待できる。
②ファイル管理機能
登録するデータに位置情報を付加させることで、地図情報と連携を図ることが可能となる。よって、図面や航空写
真を見ながら検索できるため、求めるデータを容易に取得できる。
③写真管理機能
航空写真だけでは現状を把握することは容易ではないが、位置と方向の情報を保持した写真を載せることで、現状
把握を効率化できる。
④ライン管理機能
基盤図に、CAD 平面図データを重ね合わせることで、より詳細な位置情報をデータに付加することができる。マッ
プ上にライン描画できる機能を設け、簡易描画を可能とする。
3.1.2 システムの運用
電子データを利用したシステムは、建設ライフサイクルの各段階で存在している。例えば、電子入札、電子納品、
電子申請、1 各種台帳管理等の既存システムである。既存のシステムを一定のルールのもとに再構築することは、労
力、時間、コスト的に見ても現実的ではない。図-3.1.2 に示すように、その手続き過程や結果等を Kolg 上に提供さ
れる議論の場に履歴として残し、さらに位置情報を持っている電子データを Midi を用いて情報共有しておけば、次の
業務段階に必要な情報源にできると考える。Kolg と Midi を活用する本システムは、各プロセス間の関係者とデータ
を結びつけ、建設ライフサイクルにわたる有効な社会資本の調達管理へと寄与することができると考える。

図-3.1.2 人材運用システム（併用型）の利用
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3.2 Kolg の構築
3.2.1 概要
本システムは DB とのやりとりに PHP (Hypertext Preprocessor)と
JavaScript を使用して Web アプリケーションとして構築した（図
-3.2.1）
。各データは電子化され、DB に格納されており、検索可能な
状態である。
主要機能として「アカウント管理」
「コミュニティ管理」
「アクセス
権限管理」
「閲覧管理」の 4 つを備えた。全てのユーザ情報とユーザア
カウントに対してどのコミュニティ画面を表示させるか、登録・編集
が可能であるのかなどのアクセス権限情報が DB に登録されている。
ログイン画面でユーザ ID とパスワードを入力し、DB に登録されてい
るユーザ情報と一致すればログインできる（図-3.2.2）
。この後、Web
を通じて遠隔地に点在する業務関係者といつでも情報共有や議論をお
こなうことが可能である。時と場所を選ばないため、関係者間で議題
を共有し、解決策や問題点を発見次第、即座に伝達することができる
システムである。
システムは複数のユーザが混在する。また、データのアップロード
もコミュニティごとに異なってくる。Kolg を運営していくうえで、ユ
ーザのアカウント管理や、議論をおこなう場であるコミュニティの管
理、またコミュニティへアクセスする際の権限管理、そして共有する
資料等の情報の管理をおこなう必要がある。

図-3.2.1 システム構成

ID
PASS

図-3.2.2 ログイン画面
3.2.2 アカウント管理機能
本システムは主に発注者の管理業務の支援を目的としているが、受注者や住民との情報共有も大きな役割である。
よって、システムユーザは発注者、受注者、住民である。全てのユーザに対して、同一の情報を与え、画面表示をす
るのでは効率が悪い。情報によっては不都合な場合がある。そのため、個人や団体を区別するアカウント管理機能を
設けた。アカウントを与えるときに、ある程度ユーザ分類を行っていた方が後の管理が容易である。このため、最初
にアカウントのカテゴリ作成と分類をおこなう（図-3.2.3(a)(b)）
。次に参加者に対してカテゴリ分類を付した形で
招待状を送付する（図-3.2.4(a)）
。ユーザ登録が完了すると、アカウントリストに掲載される（図-3.2.4(b)）
。リス
トには更新をおこなった日やユーザが最終ログインした日が表示され、管理者はこの画面でその時々において、参加
カテゴリの変更や一時参加の無効、アカウント削除等をおこない、全体をコントロールする（図-3.2.4(c)）
。

(a)カテゴリ作成

(b)カテゴリリスト
図-3.2.3 カテゴリ分類
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(a)招待状作成

(b)アカウントリスト

(c)管理者画面
図-3.2.4 アカウント管理
3.2.3 コミュニティ管理機能
知識情報を運用し調整するために構成した群がコミュニティである。議論をおこなう際にそれぞれの群ごとにコミ
。Kolg に参加して
ュニティが必要なため、最初にコミュニティのカテゴリ作成と分類をおこなう（図-3.2.5 (a)(b)）
いるユーザが確認できるコミュニティ画面が図-3.2.5(a)である。管理者から許可されたリストにあるコミュニティ
に参加することができる。どのコミュニティに参加するかはユーザ側でも選択可能で、プロジェクトの完了時や議論
が終わったコミュニティについては参加しないという選択も可能である。コミュニティの管理者は、それぞれのコミ
ュニティごとに設定されていることが重要で、参加者の把握だけでなく議論の集約や共有データの管理等もおこなう
。Kolg による成果を十分に発揮するためには、管理者は参加者が意見や回答を出しやすいように配
（図-3.2.5 (b)）
慮し、常にコミュニティを監視しておくことが重要である。

(a)コミュニティ例

(b)コミュニティリスト
図-3.2.5 コミュニティ管理
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3.2.4 アクセス権限管理機能
アカウントごとにアクセス権限グループを設定することで、データの保守をおこなうことができる。登録が必要な
ユーザには閲覧、登録の権限を持たせ、その他のユーザには閲覧のみしかアクセス権限を与えないようにし、不要な
データについては閲覧そのものも無効と設定し存在しないように見せるなどの設定が可能である（図-3.2.6 (a)）
。
具体的には、Admin：管理者（全部）
、RW：管理者（一部）
、R：通常ユーザ、無効：ログイン不可の設定をおこな
い、管理者が管理する。許可している権限の確認は、権限リストで確認をおこなう（図-3.2.6 (b)）
。

(a)アクセス権限設定画面

(b)アクセス権限リスト
図-3.2.6 アクセス権限管理

3.2.5 閲覧管理機能
閲覧管理の機能については図-3.2.7 に示す。各コミュニティの具体例については第 4 章の実証事例で述べる。Kolg
のホーム画面から、本人及び関係者のスケジュールを確認（図-3.2.7 (a)）
、参加可能なコミュニティの確認（図-3.2.7
(b)）
、メンバーの確認（図-3.2.7 (c)）
、個人紹介のためのプロフィールの設定（図-3.2.7 (d)）
、ID・パスワードの
設定やメール配信の個人設定（図-3.2.7 (e)）
、個人のプロフィール確認（図-3.2.7 (f)）などが行える。
個別のコミュニティを選択すると、コミュニティトップ画面が表示される（図-3.2.7 (g)）
。ここで最近議論され
た話題や登録されたファイル、参加者等を確認することができる。詳細は掲示板で確認することができるようになっ
ており、議論の流れが解るようにツリー表示されている（図-3.2.7 (h)）
。確認したい項目をクリックすると更に内
容の詳細を見ることができる（図-3.2.7 (i)）
。議論に用いられたファイルは、ツリー表示（個別）からも確認でき
るが、検索しやすいようにファイルリストとして確認できる（図-3.2.7 (j)）
。
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(a)スケジュール
(a)

(b)

(c)

(b)コミュニティ
(d)

(c)メンバーリスト

(e)

(d)プロフィール

(e)個人設定

ホーム画面

(f)プロフィール画面

(j)ファイルリスト

(h)掲示板ツリー表示
(g)コミュニティトップ画面
図-3.2.7 閲覧管理
19

(i)詳細確認

3.3 Midi の構築
3.3.1 概要
本システムは、GIS エンジンに Autodesk 社の MapGuide6.5
を用いて構築した。DB とのやりとりに PHP (Hypertext
Preprocessor)とJavaScript を使用してWeb アプリケーションと
。地図データは、数値地図と併せ
して構築した（図-3.3.1）
て航空写真を利用し、Web 上で位置が直感的に把握できるよ
うにした。また、各台帳のデータは電子化され、位置情報を
付加されたデータが DB に格納されており、検索可能な状態
である。
主要機能として「階層管理」
「ファイル管理」
「写真管理」
「ライン管理」の４つを備え、それぞれマップ上でのデータ
管理を可能にした。また、全てのユーザに対してどのシステ
ム画面を表示させるか、登録・編集が可能であるのかなどの
アクセス権限情報が DB に登録されている。ログイン画面で
ユーザ ID とパスワードを入力し、DB に登録されているユー
ザ情報と一致すればログインできる。

図-3.3.1 システム構成 3)

3.3.2 階層管理機能
本システムは現場(発注者・受注者・住民)が情報を共有することを目的としているため、インターネット環境で作
動する Web-GIS により構築している。基盤となる地図データを共有することで、異なる部署間でのシステムの共有が
可能となり、発注者内で統合的に利用することができる。以下に階層管理機能の詳細を説明する。
(1)地図データの共有
階層管理を分け権限管理をおこなうことで、ひとつのシス
テムで様々な利用が可能となった。これまでは部署ごとにシ
ステムを構築し、基盤となる地図データもそれぞれ更新する
必要があったが、本システムでは地図データを共有している
。これによ
ため効率的に運用することができる（図-3.3.2）
り異動等による弊害はなくなり、情報更新も期待される。

(2)マップの階層管理
本システムを用いて作業する際、各ユーザがデータを随時
マップ上に登録していくと、データが散乱してしまい、本当
に全員が共有すべきデータなのか区別がつかなくなってしま
うことが考えられる。利便性を保つために、重要度が低いデ
ータなど、無駄なデータを共有することは極力避けなければ
ならない。
本システムでは、発注者内で共有すべきデータを表示させ
る共有マップと、各個人の業務で用いる(共有したくないデー
。マップを階層管
タを扱う)個人マップを設けた（図-3.3.3）
理することにより、データの散乱を防ぎ、検索効率を高める
ことができる。
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図-3.3.2 地図データ共有
重要度 高

重要度 低

図-3.3.3 重要度による階層分類

(3)アカウント・アクセス権限グループ管理
本システムは主に発注者の管理業務の支援を目的としているが、受注者や住民との情報共有も大きな役割である。
。しかし、全てのユーザに対して、同一の情報
よって、システムユーザは発注者、受注者、住民である（図-3.3.4）
を与え、画面表示をするのでは効率が悪い。情報によっては不都合な場合がある。そのため、個人や団体を区別する
。
ID、アカウント、権限グループ管理機能を設けた（図-3.3.5）
アカウントごとにアクセス権限グループを設定することで、データの保守をおこなうことができる（図-3.3.6）
。
例えば、登録が必要なユーザには閲覧、登録の権限を持たせ、その他のユーザには閲覧のみしかアクセス権限を与え
。
ない、不要なデータについては閲覧そのものも無効とし存在しないように見せるなどの設定が可能である（図-3.3.7）

図-3.3.4 ユーザ構成
ID

図-3.3.6 アクセス権限
アカウント

権限グループ

図-3.3.5 アカウント管理画面
階

層

グ
ル
ー
プ

図-3.3.7 権限グループ管理画面
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3.3.3 ファイル管理機能
登録する際に関連する現場の位置情報を付加することで、
登録されたデータがマップ上に表示される。利用者はどの現
場に関するデータかを視覚的に確認できる。以下にファイル
管理に関する機能の詳細について説明する。
(1)ファイルの登録・検索
本システムでは、これまで蓄積されてきたデータに、位置
情報を付加して登録することで閲覧を容易にしている（図
-3.3.8）
。位置情報を基に必要とするデータを検索できるた
め、効率的なデータ運用を可能とする。他の事業のデータに
ついても、簡単に取得閲覧できれば非常に参考になるもので
ある。
位置情報が付加された履歴を整理し、検索をしやすくして
おくことは、これからの維持補修の検討にも非常に重要であ
る。

位置情報

添付ファイル
（既存データ等）

図-3.3.8 ファイルの登録
(2)電子納品データの登録
CALS/EC により電子納品 CD には、電子成果品の属性情報を記載した管理ファイル(INDEX_C.XML、
INDEX_D.XML)を格納するよう定められている。この管理ファイルのみをシステムに登録することにより、DB の容
量圧迫を防ぎ、電子納品データの効率的な管理が可能となる。電子納品データを本システムに登録する際、関連する
マップ上の位置を指定し、CD 内の管理ファイルをアップロードする。その管理ファイルから属性情報を自動的に解
析し、納品情報、受注者、場所、区間、工事内容、請負者、関連データ（写真・図面）等を情報画面に表示させるこ
とで、納品情報を容易に確認できる（図-3.3.9）
。

管理ファイル

電子納品情報(拡大)

アップロード

(XML)

電子納品 CD

図-3.3.9 電子納品データの登録
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3.3.4 写真管理機能
写真登録は通常のデジタルカメラで取得した情報に
位置情報をシステム上で付加させて登録する方法と、
GPSカメラ等で画像ファイル情報に位置情報を取り込
んだ形で登録する方法がある。デジタルカメラで取得
した場合、図-3.3.10 のように位置情報と撮影方向を
付加させ、さらに属性分類し登録することができる。
写真の数が少ない場合はこの方法で十分である。しか
し、パトロール等の場合は写真枚数も多くなるため、
GPS カメラや GPS と連動する機能を持たせたカメラ
の撮影が有効である。ファイルを Zip でひとつのファ
イルにまとめて、撮影した画像を一度に登録すること
ができる機能を設けた。
また、事故や災害など現場の情報を位置情報付きで
リアルタイムで伝えたい場合がある。そこで GPS 対応
カメラ付き携帯電話(以下、GPS 携帯)と Web-GIS を連
携させることで、写真登録を行えるようにした（図
-3.3.11）
。GPS 携帯の大きなメリットは、即時性と携
帯性にある。その特徴をシステムに活かして、位置情
報を付加された写真データを瞬時にマップ上に登録可
能にした。現場から添付メールを送信するだけで写真
をマップ上に自動登録することが可能となる。GPS 携
帯で写真を撮影することで、既に位置情報は付加され
ており、システムに送信後、マップ上に表示された写
真データに関して必要な情報を追記していくだけで写
真管理が可能である。災害発生時等において、現場で
撮影した写真データがリアルタイムでマップ上に表示
されていくため、現場の位置や状況が分かりやすく、
対応が早く行える。
GPS 携帯は現在では普及が進み、多くの人が携帯し
ている。これからは第三者からの情報提供による写真
データを収集することが容易となる。これにより第三
者の目により社会資本を管理するという新たな手法に
対応することも期待できる。

ファイル選択

Zip 機能

位置情報

属性

図-3.3.10 写真登録画面

図-3.3.11 GPS 携帯による自動登録
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3.3.5 ライン管理機能
本システムでは、GIS の地図データに航空写真画像と数値地図から作成した道路や河川などのラインデータを用い
ている。また、現場の施工管理を支援するために CAD 平面図貼り付け機能とライン描画機能を設けた。以下にライ
ン管理に関する機能の詳細を説明する。
(1)CAD 平面図貼り付け
GIS のマップ上に CAD 平面図データを重ね合わ
せることで、より詳細な位置情報をデータに付加す
ることができる。しかし電子納品標準 CAD フォー
マットである SXF (Scadec data eXchange Format) レ
ベル 4 は、
「CAD データと GIS・DB との連携を可能
にするもの」とされている。したがって、多くの GIS
ソフトウェアでは、CAD データをマップ上に表示さ
せるためには、標準データフォーマットのベクター
データに変換する必要がある。MapGuide6.5 のメリ
ットのひとつとして、AutoCAD により作成された
dwg ファイルをサポートしており、ファイル変換作
業をする必要がないことが挙げられる。
これにより、
設計変更時にdwgファイルの書き換えを容易におこ
なうことが可能である。さらに、工事終了後は台帳
として維持管理への利用も期待できる（図-3.3.12）
。

CAD 図面

（2）ライン描画機能
マップ上にライン描画できる機能を設けることで、
容易に範囲を指定することができる。緊急点検箇所
や公共施設の範囲を示しておくことで、緊急の点検
時や災害の調査等に役立てることができる。

マップ部分(拡大)
工事写真情報(拡大)

図-3.3.12 CAD 平面図との重ね合わせ
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４． 実証事例
4.1 新水前寺駅交通結節点改善事業（調査、設計段階）
4.1.1 事業概要 1）
対象事業は、熊本市新水前寺駅地区交通結節点改善事業である。対象地は、都市部の幹線道路であり、鉄道、市電
。
が交差する交通の要となる地点でバス停も隣接している地区である（図-4.1.1）
交通結節点が備えるべき最も大切な機能は、乗り換えという機能である。新水前寺駅の利用者の多くは駅を拠点と
し、電車やバスへと乗り換えて市街部や郊外へ移動している。また駅周辺には学校も多く、郊外から通学する学生は
駅で自転車に乗り換えて通学している。本事業はこれら乗り換えをスムースにおこなうため、鉄道と市電のクロスポ
イントの結節と駐輪場を整備し、利用者の利便性の向上を図る事業である。予定されている工事は、下記①から④で
あり、図-4.1.2 に示すとおり発注者が異なっている。
①駅舎と鉄道橋、高架橋の新設（民間企業発注）
②歩道橋の新設と道路拡幅工事（県発注）
③駐輪場の新設(市発注)
④電停・軌道移設(市交通局発注)

図-4.1.1 対象地（工事前）

図-4.1.2 平面図（発注機関）

4.1.2 実証目的
本実証は、歩道橋、市電の電停、駐輪場、道路、駅舎、鉄道橋、高架橋を対象とした。現場周辺には民家や地下埋
設管、路面電車の軌道といった周辺関係物が複雑に存在しており、同時期に複数の構造物を新設または移設しなけれ
ばならない。このような環境下で設計対象物と周辺関係物との干渉や修景といった調和性の確認を 2 次元図面でおこ
なうことは困難である。これは、施設ごとに発注者が異なり、設計がそれぞれ個別に進められているためで、この設
計対象物全体の相互性の確認は容易ではない。
特に歩道橋の施工は、
交通量が非常に多い道路を横断する工事であり、
さらに路面電車の軌道や鉄道橋に近接しているため夜間工
事となる。近隣住民や交通への影響を十分に考慮し、慎重
に施工性についての検討をおこなう必要があった。
本実証の目的は、 モデル空間を中心として Kolg での意
見交換と合意形成を相互に繰り返し、設計段階において業
務改善が図れるか検証することである。設計図面から
3D-CAD にて歩道橋の周辺関係物と設計対象物を作成し、
完成予想を捉えた。今回の設計検討に関わる関係者は、図
-4.1.3 に示すとおりである。発注者として県・市・民間の
担当職員が参加し、それぞれからデータ提供を受けた。実
証は、
（1）予備設計、
（2）詳細設計、
（3）施工計画、
（4）
サイン計画の段階でおこなった。
図-4.1.3 設計関係者 2）
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4.1.3 実証結果
（1）予備設計
予備設計では、a) 地下埋設物の干渉確認、b) 鉄道橋橋台の意匠検討、c) 施工検討（予備設計段階）
、d) 橋種の選
定について実証をおこなった。以下にその結果を示す。
a) 地下埋設物の干渉確認
周辺関係物である地下埋設管と設計対象物である歩道
橋について述べる。当初、歩道橋の設計は 3 径間桁橋構
造となっており、中央部に 2 本の橋脚、地中に約 14m の
杭基礎が存在した。電停部に接続する階段設置を考える
下水道管
とこの位置に橋脚を設計することはおかしくない。しか
し、上下水道管やガス施設等の図面からその 3 次元モデ
ルを作成し、概略設計と合わせてモデル空間に取り込む
と杭基礎と上下水道管が干渉していることが確認された
。このままでは、施工時に地下埋設管を迂
（図-4.1.4）
回させる工事が必要となるが、交通量が多く、中央に路
図-4.1.4 干渉確認
面電車の軌道を有する幹線道路であるため、実際には施
工が困難であり、また上下水道管の建設年次が古く、管
自体が老朽化している恐れもあった。そのため、施工性の確認をおこなったうえでトータルコストを比較検討し、車
道内に橋脚及び杭基礎の施工をおこなわない、側径間の短い 3 径間鋼桁で施工するよう設計を変更した。
b) 鉄道橋橋台の意匠検討
鉄道橋と高架橋の橋台及び橋脚部の連続性について着目した際、それぞれ荷重を支えるという目的で門型橋台と円
柱型橋脚の設計がなされている。しかし、実際に鉄道橋と高架橋を並べた場合、丸みを帯びた橋脚が連続するなかで
。そこで、大学側より、違和感がないような橋台の検討案を提示した。連
角張った橋台は違和感がある（図-4.1.5）
続する複数の設計対象物について相互関係を考慮すると違った設計解が導かれる。例えば図-4.1.6 のような、丸みを
帯びた高架橋の橋脚と合わせで連続性を持たせデザインした案が考えられた。しかし、桁荷重の問題と歩道から駅へ
の人の動線を考慮した場合、門型の橋脚が有利であるとわかり提案するにとどまった。ただし、少しでも柔らかく仕
上げるために門型橋台の角部について、丸みを帯びた面取りの仕上げができないか作成した提案（図－4.1.7）につ
。
いては、一部採用され、実際に施工がなされた（図-4.1.8）

図-4.1.5

鉄道橋橋台（当初設計）

図-4.1.6 丸みを帯びた鉄道橋橋台（提案 1）
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図-4.1.7 鉄道橋橋台（最終案）

図-4.1.8 施工後

c) 施工検討（予備設計段階）
実歩道橋の橋脚部分と路面電車の軌道が近接しており架線も存在する。そのような悪条件のなか、杭基礎施工の掘
削作業でケーシングや鉄筋かごの設置に 80t のクローラクレーンを用いる。そこで、実際施工で使用する機械につい
て、モデル空間に組み込み、施工の再現をおこなった。その結果、ヤードから施工現場へ移動する際、クローラクレ
ーンの高さが架線の高さを上回っており、架線の切り替え、もしくは重機の分解・組み立てをおこなう必要があるこ
。さらに重量 30t の掘削機の設置位置から路面電車のレールまでの距離が約 8cm しか確保
とがわかった（図-4.1.9）
できず、軌道へ悪影響をもたらす可能性が考えられるため、施工後に毎回点検する必要があることがわかった（図
-4.1.10）
。実施工を考えた時に夜間作業のなかで更に時間制限を受けることになり、計画されていた工程では作業が
終わらないという結論で合意した。

図-4.1.10 配置計画

図-4.1.9 施工機械配置

d) 歩道橋橋種の選定
照査の結果、橋梁原案の積算では計画の施工時間が確保できないことが判明した。夜間工事の日数が 1.5 倍となり、
夜間工事の費用と交通規制費用が増大することなどが挙げられた。表-4.1.1 に示す A 案はこれらの費用を計上し 100
とした。3 径間桁橋構造は単体では経済性において優れているもののトータルでは問題が多く、関係者において他の
橋種への変更が検討された。検討の結果、プロポーションについてはフィレンディール橋が最も優れていると判断さ
れた。上弦材、下弦材と鉛直材で構成されるフィレンディールはすっきりとした印象を与え、対象地の土地柄からラ
ンドマークになると考えられた。改善案であるフィレンディール案（B 案）は杭施工を必要としないため夜間工事費
などを削減でき、施工性は向上したが、橋長を拡大したことから上部工のコスト増大を招き、橋梁単体の事業費が増
大した。B 案で、橋梁が単径間になることで得られる利点を示すことができたため、発注者側から桁橋のまま橋長を
短くし、橋脚の位置を外側にずらした側径間短縮型の C 案が提示された。C 案では橋梁の施工費が 58.0 となり、大幅
に事業費を削減することができた。この結果から、C 案が最終案として採用された。
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表-4.1.1 各案の事業費積算結果比較表

名称

A案

B案

C案

3径間桁橋（中央径間：小）

単径間フィレンディール

3径間桁橋（中央径間：大）

△

○

△

×

△

○

形式

景観
施工の
難易度
コスト比
上部工
基礎工
階段施工
夜間施工
地下埋設物
移設

100.0
38.4
15.9
22.7
17.1

120.3
コスト内訳(A案の総コストを100.0として換算)
89.9
7.6
22.7
0.0

5.9

0.0

58.0
27.7
7.6
22.7
0.0
0.0

橋種選定の際、トラス構造についても Kolg 上で協議をおこなった。トラス構造について協議されたスレッドの概要
は表-4.1.2 である。このスレッドでは、歩道橋を設計する建設コンサルや発注者である熊本県、大学が参加し、協議
をおこなった。協議は、建設コンサルが歩道橋の図面データを掲示し、それをもとに大学側が 3 次元化し、Kolg に画
像データを掲示した。その際、大学より、改善案なども提案した。スレッドで掲示された画像データは、モデル空間
を様々な視点から見たものや各トラス構造案を比較したもの
表-4.1.2 スレッド概要
である。建設コンサルや熊本県は、掲示された画像データや
スレッドタイトル
トラス構造の歩道橋
大学からの提案をもとにさらに協議をおこない、新たな案を
開始日
平成 19 年 11 月 26 日
示した。このように、早い段階において参加者で問題点を把
終了日
平成 20 年 1 月 4 日
握し、設計に必要な条件整理をおこなうことで設計の質を高
めることができると考えられる。また、可視化された情報を
28
総スレッド数
場に提供することで要点を絞った協議が可能である。
大学関係者（2 名）
、熊本県（2 名）
、
参加者
図-4.1.11 は、実際にトラス構造の歩道橋について協議を
建設コンサル（1 名）計：5 名
した際、大学側が画像データを掲示したものである。問題で
あると考えられる箇所の説明も加えることで、参加者は詳細
を容易に把握することができる。この場合、問題点としてト
ラス下弦材と階段との位置関係があげられており、図
-4.1.12 は、掲示された画像である。これを見た人は、すぐ
に利用者にとって使用しにくい構造であると理解できる。ま
た、図-4.1.13 は、屋根を付けているもの（図-4.1.13（a)）
と付けていないもの（図-4.1.13（b)）を比較した画像であ
る。関係者は、このような画像を見ることができ、どちらが
良いか判断することが容易になる。Kolg では、一度掲示する
ことで参加者全員が閲覧できるため、メールでやり取りをお
こなうよりも効率的であるといえる。さらに、スレッドは、
コミュニティ参加者であるならば全員が閲覧できるため、関
係者以外からの意見を募ることができる。専門外からの意見
を聞くことができ、新しい考えが生まれる可能性もある。
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図-4.1.11 トラス橋に関する議論

（a) 階段内部より

（b) 電停階段より

図-4.1.12 人とトラス橋の位置関係の確認

（b) 屋根なし

（a) 屋根付き
図-4.1.13 内部構造の比較

（2）詳細設計
詳細設計では、熊本県が発注した歩道橋などの設計対象物について検討をおこなった。詳細設計において検討した
項目から、a) 階段支柱位置の検討、b) エレベータの意匠検討についての実証結果を以下に示す。
a) 階段支柱位置の検討
事業完了後、利用者にとってある施設が単体として利用しやすいものでも複数の施設を連続して利用すると不便に
なる可能性があるため、利用者を想定した導線計画の検討をおこなった。検討の際、歩道橋階段と駐輪場およびタク
シー乗り場の間の支柱が通行時に障害となることが明らかとなった。導線確保のため支柱を昇降口の横へ移動させた
が、階段の上部に支柱が位置し構造上不安定になったことから、階段の段数を調整し、かつ支柱を歩道橋側へ偏心さ
せる検討をおこなった。検討結果から、階段の段数変更および支柱位置が決まり、設計変更となった。階段の段数を
調整したことで平場が上昇し、その下に新たな空間が偶発的に生まれた。地面から平場までの高さは約 2.1m から約
2.8m になり、建築基準も満たしているため人道もしくは駐輪場として利用が可能となった。表-4.1.3 は、計画から
竣工までを比較したものである。
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表-4.1.3 階段支柱の比較
歩道橋からの動線

駐車場からの動線

階段下の状況

計画

改善
案

竣工
写真

b) エレベータの意匠検討
対象地は電車通りをまたぐ長さ 65m の歩道橋の両端に、
2 機のエレベータを備え、それぞれ県道両側の歩道と繋い
でいる。図-4.1.14 にある赤で囲んだ 2 つのオブジェクト
が、検討対象となっている歩道橋に連結しているエレベー
タである。このとき、幹線道路に対しほぼ垂直な歩道橋の
主桁とエレベータで、空港方面から中心市街地への「入口
＝玄関口」としての門をイメージし検討した。しかし、周
辺には既存構造物が多く存在するため、門型として認知可
能か確認が必要であった。 そこで、モデル空間上に歩道橋
周辺の既存構造物、歩道橋の主桁、エレベータをそれぞれ
模したオブジェクトを作成し配置した。そして、それぞれ
図-4.1.14 エレベータ位置
の「視点」から中心市街地へ向かっていくなかで、2 機の
。歩道からの歩行者目線（1.7m) （図-4.1.15（a）
）
、自
エレベータが完全に確認できる位置を把握した（図-4.1.15）
）
、軌道上の路面電車の運転手目線（1.6m）
動車（片側三車線のうち中央車線）からの運転手目線（1.2m）
（図-4.1.15（b）
）である。その結果、20m 地点付近まで歩道橋に近づかなければ、全ての視点からは確認すること
（図-4.1.15（c）
ができないことがわかった。しかし、エレベータの一部は、65m 地点付近から確認することができる。これより、中
心市街地への玄関口を印象付けさせるため、エレベータの一部（角 4 分の 1）部分を焦げ茶色に着色し、当初の検討
案と本案を比較したところ、遠方からも際立って視えることが確認できた。したがって、玄関口としての印象を残せ
ることが可能になり、
「門型＋一部着色」へ改善した。竣工後のエレベータは、図-4.1.16 である。本設計は、従来な
らば歩道橋とエレベータの設計者がそれぞれ異なるため、デザインに対し微妙な違いが生じる。歩道橋の意匠に関す
る決定事項を可視化させたものを、
エレベータの協議へ用いたことでそれらを防止することが可能となった。
さらに、
全着色から一部着色となったため、着色にかかるコストについても削減することができた。
また、夜には屋根付きの立体横断施設は間接光を使うことで、図-4.1.17 のように行燈がぼんやりと浮かんでくる
ように見えてくる。このような灯りは空港や高速道路から市内に入ってくるときのゲートとなり、熊本に帰ってきた
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イメージとなることが期待される。

（a）歩行者目線

（b）運転手目線

（c）路面電車の運転手目線
図-4.1.15 各目線からの視えの確認

図-4.1.16 現場写真

図-4.1.17 照明風景（CG）
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また、詳細設計において、Kolg がなかった場合と比較し、対面協議にかかる移動コスト面での効果をまとめる。表
-4.1.4 に示すように、通常ならば、受発注者間で打合せをおこなう際、遠隔地の技術者は移動が必要となる。しかし、
Kolg を用いた場合、コミュニティ内に事業関係者が登録されていれば、ネット環境の整備のみで各種議論が可能とな
る。多くの場合、関係者はネット環境が整っている。通常業務と比較し、対面協議を 6 回減少させることができた（表
-4.1.5）
。通常業務と Kolg を用いたときの交通費の差はおよそ 100 万円であり、同時に移動にかかる時間や労力も減
らすことができる。特に、時間のロスは技術者の時間当たりの給与と関連が有るため Kolg を用いることによって削減
されたコストはさらに大きくなると考えられる。

表-4.1.4 通常の設計業務

表-4.1.5 Kolg を用いた設計業務
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次に Kolg を利用することで、どのようにして対面協議を減らすことができたか具体的な要因についてまとめる。ま
た、対面協議へのスケジュール調整を Kolg でおこなったことによる効果についてもまとめる。まず、対面協議を減ら
すことができた要因についてであるが、例えば、第 2 回打ち合わせ（歩道橋屋根・高欄の構造検討）の場合、以下の
ような流れで協議が進められた。
①建設コンサルより、Kolg に歩道橋図面の掲示
②図面より、大学が 3 次元化
③3 次元モデルのキャプチャを Kolg に掲示し、構造について検討
④検討結果を 3 次元モデルへ反映し、再び Kolg にて確認
上記のような協議をおこなうことで、実際に会わずに協議を進めることができた。第 2 回打ち合わせだけでなく、
他の Kolg を利用することで減らすことができた対面協議においても上記のような協議をおこなった。このように、関
係者が遠隔地にいる場合でも新しいアイデアを創造し、内容を深めることが可能である。これは、①自由な時間に閲
覧できること、②関係者全員が同じ情報（文章、キャプチャ等）を共有できるという環境のためである。返信自体も
時間があいたとき、少しの時間さえあればできるため、関係者間での活発な協議が期待される。さらに、現状を把握
するために過去の掲示を閲覧することも可能である。過去の掲示を見ることで現在までの協議の変遷を再度認識し、
それに対する意見を述べることができる。途中からコミュニティに参加した人などにおいても過去の掲示を見ること
で現状の大まかな把握が可能となる。今回の詳細設計の業務には、途中から参加した人も多く、ヒアリング調査の結
果より、履歴が参考になったという意見が数多く見受けられた。しかし、問題点として図面の掲示をする際にアップ
できるデータ容量が 7MB と限りがあるため、今後はさらに増やしてほしいという要望もあがった。
また、Kolg を利用した対面協議のスケジュール調整とメールでのスケジュール調整を比較し、その効果をまとめる
。メールでスケジュール調整した場合、図-4.1.18（a）のようになる。しかし、Kolg を利用することで
（図-4.1.18）
図-4.1.18（b）のように掲示板を通して関係者との調整を図ることができる。メールは Kolg と同じ非同期分散の環
境であるが、一人一人に送信しなければならず、関係者間でのスケジュール調整も困難であるため、スケジュール調
整者に負担がかかる。Kolg の場合は、一度掲示をすれば、関係者同士でも調整が容易であり、スケジュールが決まり
やすくなるといえる。特に、人数が多くなるほどその効果は大きくなると考えられる。このような使い方は、今回の
事例だけでなく Kolg 内の別のコミュニティでも多くみられた。

（a) メールの場合
（b) Kolg を利用した場合
図-4.1.18 対面協議のスケジュール調整
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（3）施工計画
JR 駅舎の新設（民間企業発注）
、歩道橋の新設と道路拡幅工事（県発注）の施工が同時期におこなわれ、これとは
別に電停の移設（交通局発注）もおこなわれる。このため、工事間の工程調整が重要となる。都市部であるため施工
に使えるヤードは限られており、入念な事前調整が必要であった。そこで、事業全体の工程表から施工工程を再現し、
施工手順の確認をおこなった。
図-4.1.19 は、工程表から施工を再現したものである。設計対象物、および事業で使用される重機や機材の 3 次元
モデルを作成し、モデル空間を構築した。各施工の工程表はそれぞれ個別に発注され作成されている。各工程表をも
とにモデル空間に時間情報を加えることによって、事業全体の施工状況を再現し、段階的に可視化した。このモデル
空間を用い、施工全体の重機や機材の配置位置の確認、調整をおこなった。a) 歩道橋杭基礎工事と新設駅舎の建設、
b) 歩道橋上部工の同時施工についての検討結果を以下に示す。

2010/8/20

2010/9/8

2010/9/13

2010/11/27

2010/12/8

①旧鉄道撤去

②杭基礎工事

③杭基礎工事

④階段踊り場架設

⑤歩道橋架設

（西側）

（東側）

2011/2/1

2011/2/16

2011/2/24

⑥歩道橋架設

⑦階段架設

⑧電停階段架設

(左右部)

2011/3/1

2011/4/13

⑨旧駅舎撤去・橋面工

⑩歩道橋完成

(中央部)

図-4.1.19 工程表からの施工再現
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a) 歩道橋杭基礎工事と新設駅舎の建設
図-4.1.19 の 2010/9/8 ②杭基礎工事において、JR
駅舎の新設も同時期におこなわれる。図-4.1.20 では、
駅舎下において杭基礎工事をおこなう際、駅舎工事の
ヤードとの重複が起こり、かつ杭基礎工事で使用する
クローラクレーンが建設中の駅舎と干渉していた。こ
れらの問題点を示すことにより、全体協議会において
発注者間の業務調整がおこなわれた。協議の結果、施
工現場での手戻り防止につながった。
図-4.1.20 JR 駅舎下での杭基礎工事
b) 歩道橋上部工の同時施工
図-4.1.19 の 2010/12/8 ⑤歩道橋架設(左右部)から 2011/2/1 ⑥歩道橋架設(中央部)の歩道橋架設において、架設ブロ
ックを左右部と中央部の 2 つに分け、地組み、架設がおこなわれる（図-4.1.21）
。施工計画期間は 56 日間である。
本施工の詳細な工事計画は、
左右部の架設ブロックは地組みに 5 日間、架設に 1 日所要し 2010/12/14 に終了(6 日間)。
その後、2010/12/15 から 2011/1/15 は県道での工事が禁止される(32 日間)。そして、2010/1/16 より工事を再開し中央
部の架設ブロックは地組みに 16 日間、架設に 1 日所要し 2011/2/1 に終了予定である(17 日間)。
図-4.1.22 は、左右部架設ブロックの地組みをおこなっているヤードである。左右部の架設が終了後、同位置にて
中央部の地組みがおこなわれる。このとき、地組みをおこなう背面部（図-4.1.22、緑色部分）は、JR 線路の法面お
よび周辺住宅の駐車場に計画である。その用地を一時的に中央部の地組みをおこなう空間として利用すれば、左右部
と中央部の架設ブロックを同時に地組みがおこなえ、
2010 年以内に工事が終了できる可能性が協議された。
これより、
1 カ月の工期短縮に繋がるため、歩道橋設計の受注者と用地管理の民間企業が協議をおこなった。

民間企業
左右部

管理用地

中央部

図-4.1.22 同時施工の検討

図-4.1.21 歩道橋架設ブロック
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実証の主な流れは、提供されたデータをもとに大学側が 3D-CAD を用いてモデル空間を構築し、シミュレータを用
いて施工性および使用性の検討をおこなった。それらの結果を図面、画像、動画等のモデル空間の一部やモデル空間
のデータをそのまま Kolg に添付する。次に発注者、設計コンサルタント会社は各自の PC で添付されたデータを閲覧
し、検討すべき項目についてデータを添付するなどして、Kolg 上で意見交換をおこなう。具体化された結果を速やか
に関係者全体での共有成果とするためには、同期集中型の全体会議で決定する方が効果的である。そのため、Web 上
でチーム全体が協議を繰り返し、問題点の整理や後の合意形成場での協議内容の事前準備をおこなった。
合意形成の際は、プロジェクターに映し出されたモデル空間を見ながら協議をおこなった。Kolg での意見交換によ
り、各自が答えを事前に準備して集合しているため、この場では、新たに問題点の解決策を考える必要はない。既に
共有された問題点について各自が持っている解決策を提案し議論をおこなう。合意形成場での協議結果はモデル空間
へ反映され、再度 Kolg で協議がおこなわれる。図-4.1.23 のような流れを繰り返すことで設計の質を向上させること
が可能となった 4）。また、施工計画だけではなく、予備設計や詳細設計、サイン計画などにおいても同様の流れで協
議を進めた。 3 次元設計におけるデジタルデータの流れを以下に示す。
①Kolg において図面・資料を共有する。
②図面・資料を基に 3D-CAD を用いてモデル空間を作成する。
③作成したモデル空間を利用し、シミュレータを用いて空間照査や時間照査をおこなう。それらの結果をビューワ
等により閲覧し、Kolg 上で意見交換をしながら設計作業を進める。
④ある程度設計が固まったところで一同に会し、合意形成場にて設計検討をおこなう。
⑤合意形成場の意見をもとに Kolg で再度検討を重ね設計案を修正していく。
⑥Kolg での修正設計をもとに再び合意形成場で調整する。
⑦以上の流れを繰り返しおこなう。

意見交換

合意形成

明確な設計要件の提示

モデル空間の添付
図-4.1.23 施工計画における意思決定場の例
３）
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（4）サイン計画
新水前寺駅地区の近郊には、観光地である庭園があ
バス停
り、対象地の利用者を確認した結果、九州新幹線全線
開通に伴う観光客増加が予想されている。そこで、人
の動線を想定したサインの設置箇所、表示内容につい
て協議をおこなった。図-4.1.24 は、モデル空間に計
電停
画平面図データ、歩道橋および駅舎などの新設構造物
や、既存構造物などのオブジェクトデータを配置し、
公共交通機関の位置関係を示している。本事業の課題
は、①JR 駅舎が高架されているため、新設歩道橋を利
駅舎
用しなければ地上へ降りることが不可能、②新設歩道
橋は一方向へ 6 箇所の昇降口が存在、③駅利用者は駅
舎内では周辺環境の認識が困難の 3 種である。個別に
図-4.1.24 サインの必要な地点
設計された構造物を円滑に利用できるように、大学・
県・市交通局・JR・住民・建設コンサル D・デザイナ・
学識者でサイン計画をおこなった。
a) 設置箇所
図-4.1.25 は、改札口から駅舎出口である歩道橋を見た図である。開口部は、ホームとの境にある窓と、歩道橋と
連結している出口のみであるため、周辺環境を認識することは不可能である。また、地上へ降りる手段は、連結され
た歩道橋のみである。図-4.1.26 で示すように歩道橋の降り口は、地上へ降りる階段：2 箇所、エレベータ：2 機、電
停へ降りる階段：2 箇所の 3 種類、全 6 箇所である。
図-4.1.27 は、関係者が集まる対面協議の場において、プロジェクターを用いて問題箇所を投影させ必要事項を共
有し、議論しているものである。議論後、設計案として提示されたものが図-4.1.28 である。本案は、駅舎内の左部
壁面に周辺案内地図（以下、周辺案内サイン）
、出口上部の壁面に地上への行き先を示したサイン（以下、誘導サイン）
を設置するというものである。このとき、JR から周辺案内サインを設置する場所は、広告掲示板が設置される計画が
あるため不可能だが、誘導サインは設置可能であると許可を得た。したがって、周辺案内サインは、歩道橋に設置さ
れることになった。調整後、周辺案内サインは、駅舎出口と歩道橋階段の間に設置することが決定した。

図-4.1.25 改札口から駅舎出口を望む

図-4.1.26 歩道橋の降り口

図-4.1.27 投影されたモデル空間

図-4.1.28 周辺案内サインと誘導サインの設置箇所
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b) 表記内容
設置個所の決定後、議論となったのは誘導サインに記載する表記内容についてである。駅の利用者は、改札を通過
後、地上へ向かうには歩道橋の 3 種類の降り口から選択しなければならない。このとき、公共交通機関へ誘導するた
めの情報も、記載する必要があった。図-4.1.29 は、提示された設計案に対し、検討した変遷を示している。Kolg を
用いたことにより検討開始後、約 2 週間で A 案から F-17 案まで改善された。合計で 23 案まで検討され、その協議過
程の一部分を示したものが図-4.1.30 である。このように、ツリー状で表示することができるため、過去の投稿を容
易に遡及することが可能である。さらに投稿者は、非同期分散の環境のため、自由な時間帯で投稿することができた。
今回の例では、仕事の合間や家に帰宅した後に掲示されたものと思われる投稿がいくつもあった。図-4.1.31 は、Kolg
に提示された設計案をモデル空間へ挿入した一例である。
これを再び Kolg へ掲示し、
関係者間で検討を進めていった。
図-4.1.32 は、最終決定した F-17 案の色味や、文字・ピクトの大きさなどを関係者で確認している写真であり、図
-4.1.33 は、竣工後の写真である。

A 案：数字表記およびピクト

B 案：ピクトおよび 4 カ国語表記

C 案：立面表記

D 案：平面表記

E 案：観光名所表記

F 案：平面（橋軸方向）
表記

F-8 案：歩道橋降り口の色分け

F-17 案：最終案
図-4.1.29 検討の変遷
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図-4.1.30 Kolg における協議過程

図-4.1.31 C 案を挿入したモデル空間（一例）

図-4.1.32 現場確認

図-4.1.33 竣工後の駅舎内写真

c) 補助サインの必要性と周辺案内サイン
誘導サインの協議で、歩道橋の降り口を 3 種類に色分けした。しかし、実際、歩道橋の降り口は色分けされている
わけではない。そのため、歩道橋の降り口部分にある柱にもサイン（以下、補助サイン）を設けるべきという意見が
だされた。図-4.1.34 は、誘導サインと同様のピクトと色を用いて提示された設計案であり、モデル空間へ反映させ
たものが図-4.1.35 である。このとき、柱にサインを設置するため、大きめのピクトで可能な限り文字を減少させた。
また、電停へ降りる階段に設ける補助サインは、路面電車の上り線と下り線が一目で判断可能な内容について検討し
た。図-4.1.36 は、施工中の歩道橋で確認している写真であり、調整した最終案が反映された竣工後の写真を図-4.1.37
で示している。

図-4.1.34 3 種の補助サイン
図-4.1.35 設計案を反映したモデル空間
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図-4.1.36 現場確認

図-4.1.37 竣工後の駅舎内写真

周辺案内サインは、駅舎を出た直後の歩道橋へ設置される。利用者は改札を通過後、誘導サインを確認する。その
際、駅舎出口の歩道橋で目的地を選択する必要があることを認識する。そこで、歩道橋に設置させる周辺案内サイン
で自分の位置、周辺状況や公共交通機関などを把握させる。
議論では、
誘導サインと柱状サインの設計時に用いた色分けやピクトなどの共通事項を、
前提条件として確認した。
表記内容やデザインについては熊本駅の周辺案内地図を参考にし、
誘導サインと同様に Kolg を用いて検討を繰り返し
た。図-4.1.38 はモデル空間に挿入したものである。本案は現在、歩道橋へ仮設置し、駅の利用者や住民などの現場
から意見を収集しているところである（図-4.1.39）
。

図-4.1.39 仮設置後の現場写真

図-4.1.38 モデル空間へ挿入した設計案
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サイン計画では、Kolg に各設計案を掲示することで協議を効率的に進めてきた。その結果、設計の質を高め、かつ
対面協議の回数を減らすことができた。誘導サインの際は、上述したように設計案を全 23 案検討した。基本的に協議
は、Kolg 上で進め、対面協議は 5 回のみである。図-4.1.40 は、その協議過程をグラフ化したものであり、縦軸を設
計案の変遷、横軸に検討期間を示している。検討を進める中で設計案が提示された時点を丸印で示している。従来は、
設計案を提示するために一同に会する場を段取り関係者で検討し、次会までに修正する。そのため、本協議の対面協
議回数で想定すると、図-4.1.40 の破線で示すような傾きになり、成果物として E 案程度が考えられえる。一方、Kolg
で提示された設計案は、関係者の数や、協議する場所のことを考慮する必要はなく、ネット環境さえあれば確認可能
である。したがって、短期間で設計案の質を飛躍的に高めることができた。それは、図-4.1.40 の実線上にプロット
された A 案から F 案までの傾きが顕著に示している。このように、Kolg の利用により対面協議の回数は少なく、設
計の質を高めた協議を進めることが可能である。

図-4.1.40 誘導サイン設計案の進捗
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4.2 曽木の滝分水路整備事業（設計段階）
4.2.1 事業概要
曽木の滝がある大口盆地は、中生代白亜紀の堆積岩の上に第四紀更新世（約 33 万年前）の加久藤火砕流堆積物な
どにおおわれたカルデラ湖が、川内川の浸食によって排水され形成されたものである。そして、曽木の滝はその排水
箇所となっている 5）。そのため、曽木の滝は大口盆地から渓谷へと変化する中間点となっており、奇岩奇石をともな
。 また、年間 30 万人の観光客が訪れる観光地でもある。
った豊かな自然環境が広がっている（図-4.2.1）
対象地では、平成 18 年 7 月 18 日から 23 日の間に鹿児島県の川内川流域で記録的な豪雨が発生し、被害は、死者 5
名、家屋全半壊・流失 32 戸、床上浸水 1,848 戸、床下浸水 499 戸、浸水面積 2,777ha という甚大なものであった（図
-4.2.2）
。今後、このような外水氾濫による家屋浸水被害が起こらないよう早急な対応が求められた。そのため、9 月
8 日に激甚災害が指定され、10 月 4 日には、直轄河川激甚災害対策特別緊急事業が採択された。川内川河川激甚災害
対策特別緊急事業の概要を表-4.2.1 に示す。曽木の滝分水路整備事業は、当事業の一環としておこなわれた。平成
18 年 7 月の出水を対象流量とし、曽木の滝地点 3,900m3/s のうち現況流下能力相当の 3,700m3/s を現河道で負担し、不
。
足する 200m3/s を分派する計画である（図-4.2.3）

図-4.2.2
況

図-4.2.1 曽木の滝

曽木の滝周辺の出水状

表-4.2.1 川内川河川激甚災害対策特別緊急事業の概
要事業主体
国土交通省九州地方整備局川内川河川事務所
採択延長

62.3km

事業費

約 375 億円（国：約 350 億円）
（鹿児島：約 22 億円、宮崎県：約 3 億円）

事業箇所

37 箇所（川内川沿川 3 市 2 町）
（国施工のみ）

事業量

用地取得面積：約 68 万 m2
築堤延長：約 16km
掘削量：約 200 万 m3
水門・樋門等：27 箇所

工期

平成 18 年度～平成 23 年度（1 年延伸）

図-4.2.3 曽木の滝分水路位置図
4.2.2 実証目的
曽木の滝分水路整備事業では、激特事業の一環であったため、早急な対応が求められた。通常の激特事業では、防
災力の向上と共に整備のスピードが求められ、景観や環境、まちづくりなどについてはあまり配慮されない。しかし、
近年は景観性も配慮した事業の推進がなされている。対象地は観光地でもあることから今回は、
「激特事業に景観を」
というキーワードをもとに事業が進められた。そのため、主な検討項目は、a) 景観性（法面形状）6）、b) 経済性（土
工量）
、c) 機能性（流量）となった。また、従来のような模型を使った水理解析や最適掘削土量の算出には、多大な
労力と時間がかかると想定された。そこで、設計検討において分水路の 3 次元モデルを用いることを提案し 7）、事業
の効率化を図った。以下に各検討項目の詳細を示す。
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a) 景観性（法面形状）
対象地の右岸には、売店や公園、展望所が設けられている。展望所から分水路の法面が見えるため、景勝地の眺望
を損なうことが懸念されている。また、分水路の下流に斜張橋が新たに建設中であり、その斜張橋から分水路の出口
が見えることも問題視されている。このため、法面の形状は、対象地全体の調和を考え、できる限り違和感のないよ
うに修景することが求められている。
b) 経済性（土工量）
掘削工法や法面保護工などを固定した際に土工量が経済性の重要な指標となる。そのため、複数の設計案の土工量
を算出することで、概略のコストの比較が可能となる。分水路掘削予定地は標高 180m 以上の山地と 170m 前後の平
地が混在する起伏の激しい地形であり、直線的に削るとかなりの土工量になることが予想される。そこで、分水路の
線形を蛇行させることで、なるべく山を削らず土工量を減少させることを目標に検討をおこなう必要がある。
c) 機能性（流量）
計画流量の 200m3/s を安全に流すための断面積の確保、法線を考える。また、斜流における跳水の影響を考慮して
掘削部分を検討する必要がある。

4.2.3 実証結果
モデル空間を図-4.2.4 のような運用をお
こなうことで各検討項目へアプローチした。
また、
モデル空間は、
3D-CAD にて作成した。
モデル空間上で、分水路を現況地形に埋め
込んだときの法面形状や地山との調和などの
景観検討、土工量の算出をおこなって検討を
進める。そして、作成した線形、横断、縦断
から水理計算をおこなう。
水理計算の結果は、
景観検討にフィードバックし、再検討をおこ
なう。この流れを繰り返すことで、設計の質
を高めていった。
概略設計での 1 次案をもとに流し方のパタ
ーン検討として A・B・C 案を提示した（表
-4.2.2）
。土工量比は 1 次案を 100 とした場
合の比率を記載している。ここでは、線形の
検討をおこなうため、小段付の単一横断で作
成している。1 次案と各案の比較結果は以下
のようになった。

測量段階から

景観性

３次元

法面形状の検討

基盤データ

線形検討
土量
レポート

平面線形
完成形状

縦横断図

計算結果

3D-CAD
現況地形

経済性
土工量算出
施工法検討

周辺構造物
分水路

平面線形
縦横断図

機能性
水理計算

計算結果

構造計算

図-4.2.4 分水路データ運用の概念図 8）

①A 案では、地形の形状を残すために、可能な限り標高 180m 以上の等高線に分水路の河床の線形がかからないよ
うに設計をおこなった。また、県道のレベルと地形のレベルがフラットな場所では、河床幅を広げ、親水性のあ
る空間を作った。ただし、急激に分水路が屈折するような河床の線形は避け、なだらかな曲線となることに留意
した。
②B 案では、地形の形状を残すことを分水路の線形よりも重要視した。特に、分水路下流の地形のコブは周囲から
目立つものとなっている。A 案と同様に地形が平坦な箇所では、分水路の河床幅を広げて人が対岸に行けるよう
な親水性の高い空間を作った。他の案と比べて分水路全体においてメリハリがつく案となっている。
③C 案では、地形の形状を残すことよりも洪水を流すことを重要視し、1 次案に近い線形になっている。河床幅を
広くとったことで、中ノ島と分水路の距離が近くなり、島全体が親水性のある空間となる。ただし、分水路全体
にメリハリがなくなり、間延びした印象を与える。
各案を考慮した結果、B 案を基に検討を進めていくこととなった。対象地の地形を生かした案であり、入口を広く
し、線形の極端な蛇行もないことから水理学的にも安定しているという結果を得たためである。
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表-4.2.2 1 次案、A、B、C 案の概要比較
名称

1 次案

A案

B案

C案

完成予想図
（モデル空間）

平面図
表-4.2.3 スレッド概要
22～50m

河床幅

48～60m

20～50m

設計案

計画流量を余裕を持っ
て流す。

分水路両岸の地形を極力
削らない。

分水路右岸側の地形を極
力削らない。

分水路中央の地形を極力
削らない。

水理解析結果

水位・流速共に安定。
余裕を持って洪水を流
すことができる。

上流に土砂が堆積するた 入口が広く、河床幅の変化
め、水位・流速の変動が大 が少ないため、水位・流速
きく、洪水を流すことが困 は安定。A・C 案の中間的
難。
な案。

一部流速が早くなる箇所
があるが、全体的に河床
幅が広いため、安定して
いる。

土工量比

100.0

65.9

72.8

28～58m

90.5

このように、モデル空間を基盤とした設計検討により、設計対象構造物である分水路をデータとして扱うことがで
きた。そのため、モデル空間の特徴である自由に視点移動ができること、必要な情報を抽出できることから景観性・
経済性・機能性に着目し検討を進めることができた。以下に各検討項目についての考察を示す。
a) 景観性（法面形状）
法面形状の確認や主要な視点場からの眺望確認などで成果をあげることができた。平面線形、横断図、縦断図から
断面を補間して作成することができるため、様々な形状への変更に対応でき、法面形状の検討が可能となった。また、
デザイン検討の段階で流し方のパターン検討をおこない、そこで流下可能と判断された線形を基に詳細検討をおこな
ったため、機能性が担保された上での景観検討をおこなうことができた。
b) 経済性（土工量）
本事例では、土工量が経済性の重要な評価指標であった。そのため、土工量は設計案の重要な評価指標となり、複
数の設計案においてコスト比較をおこないながら検討することができた。また、検討を進めていく中で、線形や横断
を変更した際に自動的に土工量を再計算できることが有効であった。
c) 機能性（流量）
水理計算では、平面線形・横断図・縦断図を CAD データで提供したことにより、フリーハンドの線形から数値を
抽出することと比較して大幅な時間短縮を図ることができた。
また、曽木の滝分水路整備事業では、景観性（法面
形状）
・経済性（土工量）
・機能性（流量）に加え、ス
ケジュール調整やデータのやり取りなどを Kolg 上で
おこなった。関係者は、大学や国土交通省、建設コン
サルである。B 案について協議したスレッドを分析し、
Kolg を用いたことによる効果をまとめる。各検討案か

スレッドタイトル
開始日
終了日
総スレッド数
参加者
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曽木の滝分水路設計検討 B 案
平成 19 年 12 月 3 日
平成 20 年 8 月 7 日
34
大学関係者（4 名）
、建設コンサル（2
名）計：6 名

らB 案選定後、
さらに詳細な水理計算や景観検討をおこなうことで最終案を決定した。
対象とするスレッドの概要は、
表-4.2.3 である。大学側は、モデル空間を作成し、抽出した分水路の縦横断図を建設コンサルに掲示した。建設コン
サルは、縦横断図から水理計算をおこない、解析結果を大学側へ送り、修正案を掲示した。例えば、図-4.2.5 のよう
なやり取りが両者間でお
こなわれ、水理計算の結果を添付ファイルとして掲示した。図-4.2.6 は、掲示板への返信とともに添付された水理
計算の結果である。また、大学側では、分水路の 3 次元モデルに水理計算の結果を反映させるとともに、景観検討も
おこなった。景観検討では、水遊び水路や法面、人のアクセスなどについて考慮された。このやり取りを繰り返した
結果、B7c 案が最終案として決定された（図-4.2.7）
。
Kolg のような SNS を通して景観性・経済性・機能性について検討ができたことは大きな成果であったといえる。
モデル空間のみで上記のような検討をすることは可能であるが、参加者が一堂に会している時だけにいえることであ
る。特に水理計算でご協力を頂いた建設コンサルは、福岡県にあったため直接会って協議をすることは難しかった。
このように、Kolg を用いることにより非同期分散で協議を進め、交通費や時間、労力の削減にもつながった。また、
当事業は、河川激甚災害対策特別緊急事業であったため、設計検討期間が短いという特徴があった。しかし、1 次案
から B7c 案までの設計検討にかかった期間は約 8 カ月である。国土交通省のヒアリング調査より、このような事業の
場合、約 1 年半以上はかかるという結果がでている。従来のように、模型を活用しながら対面協議する場合と比較し、
効率的にかつ短期間で成果を上げることができたといえる。また、Kolg である程度の話しを進め、重要な決定事項は、
合意形成場で決めた。そのため、B1 案から B7 案までの決定には、対面協議は 3 回という少ない回数で決めることが
できた。Kolg とモデル空間の相互運用をおこなうことで活発な意見交換やデータ共有が実現でき、設計案をより深め
ることが可能となった。
しかし、課題として、ブラウザ上でモデル空間や地図を見ることが見ることができなかったため、今後はこれらを
改善してほしいという要望もあがった。

図‐4.2.5 水理計算に関する議論

図‐4.2.6 水理計算の結果

（a） 全体図

（b） 流軸方向
図-4.2.7 B7c 案完成図
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4.3 湯の浦川災害関連復旧工事（施工段階）
4.3.1 事業概要
二級河川湯の浦川は河川管理区間延長 13.4km を有し、標高 400～900m の新第 3 紀中新世～鮮新世の肥薩火山岩類
から構成された火山山地が広がる地域を流域としている。流域面積は 42.5km2 で、主な水系は大関山（標高 901.9m）
の北西斜面や矢城山（標高 585.9m）の北側斜面を源としている。湯の浦川の特徴として、流域の約 60％が山地とい
うことや河川が未改修ということもあり、一度降雨があると河川水位が一気に上昇し、濁流が流れ出すという状況が
。
生じる（図-4.3.1）
対象事業は平成 15 年に発生した県が管理する二級河川湯の浦川の災害関連事業である。
熊本県水俣・芦北地方では、
平成 15 年 7 月 17～22 日にかけて梅雨前線が活発化し、19 日夜半から翌 20 日にかけて記録的な集中豪雨をもたらし
た。本対象地においても狭窄部や河状不良部では氾濫を起こし、護岸の倒壊、土羽護岸の洗掘などの施設被害が生じ
。なお、被災地付近は、犠牲者 15 名を数えた水俣市宝川内・集地区と矢城山を挟んで表裏の位置関係
た（図-4.3.2）
にあり、直線距離で約 6 ㎞北北東に位置する地域でもある。
災害復旧工事を検討するにあたり、原形復旧のみでは護岸の脆弱部が残ること、狭窄部等の解消ができず再度災害
の防止が図れないことなどを理由に被災総延長Ｌ＝2,260m 区間のうち、L=1,750m について改良復旧工事をおこなっ
。復旧工法としては、自然石護岸工、環境配慮型ブロック積み、一部堰を改修しスロープ式落差工を
た（図-4.3.3）
設けるなど環境も配慮した工法を採用した。堰を改修し、スロープ式の落差工を設けた。復旧前後の写真が図-4.3.4
である。施工は災害復旧事業ということもあり、短期間で完成させる必要があった。実証の対象地は、玉白堰上流 8
ｋ400～8ｋ520 の L=120m の護岸工事でおこなった。

図-4.3.1 出水状況

図-4.3.2 被災状況

湯の浦川災害関連事業 復旧延長 L=2,260m

対象地

図-4.3.3 湯の浦川災害関連事業平面図
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(a)施工前

(b)施工後
図-4.3.4 現場写真

4.3.2 実証目的
本実証の目的は、電子データの確実な受け渡し及
びスケジュール等の協議に Kolg、 Midi を活用し、
打合せ協議等の効率化を図ることである。さらに、
現場を管理する際に得られる測量の電子データにつ
いて、Web 出来形管理システムを構築し運用するこ
とで、発注者及び請負者双方の業務が効率よくおこ
なえることについて提案し検証する。関係者は図
-4.3.5 に示すとおりである。発注者と現場代理人の
他に発注者がおこなう現場監督業務を補助する現場
技術員、さらに設計思想を現場に確実に伝達するた
め設計者であるコンサルタントを関係者に加え実証
をおこなった。
発注者である監督職員は複数の現場を抱えている
ことが多く、監督職員は各現場と並行しながら監督
図-4.3.5 出来形管理関係者 9）
業務をこなす。職員数の減少、事務量の増加等の背
景があるなかで一定の品質を確保するためには、現
業務で生じている打合せ協議や資料等の作成、検索作業に含まれている無駄な時間と労力の削減及び効率化が重要で
ある。本実証では３者協議やワンデーレスポンスの実現が可能であるか、工事関係者の連携強化による施工品質の向
上や工事の手戻り防止が可能であるかなど、工期短縮や業務効率化を目指した下記検証をおこなう。
①Web 出来形管理システムで測量データの情報共有が図られることにより施工管理及び出来形検査の効率化が図ら
れるか
②Kolg、 Midi により工事の進捗状況把握や協議事項の確認がスムーズにおこなえるか
③Kolg、 Midi、Web 出来形管理システムの活用で、工事関係者（設計から施工まで）が結ばれ、速やかで確実な
施工がおこなえるか
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4.3.3 実証結果
（1）座標データ管理の導入
道路工事では、道路構造物の 3 次元設計を前提に各段階において様々な技術開発がなされている。しかし、河川構
造物の 3 次元設計は道路構造物の 3 次元設計に比べ複雑であり、まだ難しいのが現実である。そこで、河川工事にお
いて 3 次元データ運用の導入をおこなうためには、3 次元設計と合わせて設計以外の段階において有効な 3 次元デー
タの活用法を検討する必要がある。
実証では河川工事の出来形管理及び出来形検査において、TS を利用した検査業務の改善に関する提案をおこなった。
TS を用いることで測量作業の効率化を図るとともに、TS の利用を前提とし、その得られるデータの特性を活かした
現行の方法に捕らわれない新しい出来形検査を以下に提案する。
TS から得たデジタルデータを Web にアップロードし、アップロードされた 3 次元座標のポイントデータを設計値
と比較し、WEB 上で出来形検査をおこなう手法を示す。併せて、この手法を現場で運用するためのシステムの開発
をおこなった。協議や出来形写真の受け渡しは Kolg、 Midi を活用した。
今回、構造物の出来形形状と設計形状を比較する方法として、3 次元座標から距離を算出し、比較する距離算出法
と点を単体ごとに独立して座標を比較する座標比較法の 2 つの方法を提案する（図-4.3.6）
。

図-4.3.6 座標データ管理 10）
a) 距離算出法
2 点が同一管理断面上にあると仮定し、3 次元座標から 2 点間の距離を算出する。その距離を対応する設計値と比較
することで出来形検査をおこなう。2 点間の座標値から、長さ、高さ、勾配等が計算により求められるため、この方
法は現行の規格値が適用できると考えられる（表-4.3.1）
。その際、座標を取得した場所が正確に測点を捉えている
かに注意すべきである。測点のずれがある場合、計算値の結果が規格値に入らないという事態も生じ得る。この方法
の利点として、予め定めた位置を TS で計測するだけなので、測量が 1 パターンでおこなえる。レベルやテープとい
った測量道具を使い分ける必要がないので、測量にかかる人員を削減できる。測量結果を基に計算で求めることがで
きるため、後の管理が容易である。従来の管理基準と同じ規格値を採用するため、現行でもすぐに活用ができる。こ
れまで河川の流水による問題からテープでは管理が難しかった川幅等のチェックもおこなうことが可能である。
実測値の座標データから距離や高さ、勾配等を算出し設計値との差異を求める。求められた差異が現行の規格値に
収まっているかを調べることで評価をおこなう。座標データから各項目を算出する方法を図-4.3.7 に示す。
k(幅)：水平距離を求めるため、P1 と P2 の x、y 座標から 2 点間距離を算出
h(基準高)：垂直距離を求めるため、P2 と P3 の z 座標から 2 点間距離を算出
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m(延長)：斜距離を求めるため、P2 と P3 の x、y、z 座標から 2 点間距離を算出
θ(勾配)：P2 と P3 の x、y、z 座標から 2 点を通る直線の傾きを算出

表-4.3.1 測定項目と規格値
P2(x2、y2、z2)
P1(x1、y1、z1)

ｈ(高さ)

m(延長)
P3(x3、y3、z3)
θ(勾配)

図-4.3.7 座標データから算出

b) 座標比較法
構造物の出来形形状と設計形状を 3 次元座標により比較する。3 次元設計が進めば、任意の設計点を容易に取得で
きる。一方で現場では TS の導入が進み、容易に座標値を読み取ることができるようになった。このような状況下で
は出来形管理も座標値で取り扱った方が有利である。この方法は、全ての分野の工事に適用できると考えられ、管理
基準も統一することが可能である。今回の実証ではこれを座標比較法として提案する。
。
測量で得た構造物の変化点と、それに対応する設計の座標を比較し、2 点のずれの距離と方向で評価する（図-4.3.8）
この場合、これまで長さについて規定していた規格値ではなく、新たな規格値を設定する必要がある。ｘ軸(河川護岸
直行方向)、ｙ軸(河川護岸方向)、ｚ軸(高さ方向)のそれぞれの方向について規格値(ここでは一様にφとする)を定め、
設計の座標値を中心として、規格値φの範囲内に測量の座標値がある場合、その点は基準を満たしているとする（図
-4.3.9）
。座標データによる管理方法では、各方向における規格値の設定が出来形形状を評価する際に重要となる。

図-4.3.8 管理ポイント（変化点）

図-4.3.9 座標管理イメージ
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設計値からどの方向にどのくらいの離れを許容するかは変
化点が持つ特性ごとに異なる。実際には、前述した規格値の
球体をｘｙｚ軸方向に 8 分割したもので管理をおこなうこと
になるが、ここでは横断 2 次元で表現可能である河川護岸を
例に、座標比較法における規格値の設定について論じる。
最初に設計値から一定の半径φ内に計測値が入っているか
によって 1 次判定をおこなう。
円を外れれば不合格である
（図
(a)
定
-4.3.10 (a)）
。次に計測値がどの位置にあるかで 2 次判定を
。これは、管理する変化点ごとに
おこなう（図-4.3.10(b)）
あらかじめ設定しておく。
土工事の床掘の規格値設定について図-4.3.11(a)に示す。
通常護岸工事を施工する際、護岸の根入れのための床掘とい
う掘削工事が伴う。護岸基礎部は設計より深い位置に施工さ
(b) 2 次判定
れた方が浸食を受けた場合に安全であるため、通常監督職員
は立会をおこない、床堀で所定の深さが保たれているかを確
図-4.3.10 座標比較法の規格値判定
認する。この時、設計値より計測値が深いことが条件となる
ため、P1、P2 地点共に z 軸のプラス管理は不合格（赤）となる。床掘幅について考える場合、P1 は x 軸（堤内地側）
、
P2 地点は x 軸（河川センター側）にある方が設計値より大きくなるため出来形としては合格（青）となる。ただし幅
の確保に関しては 2 点の相対的な問題があり、単点での判断は不十分である。よって、P1 地点 x 軸（河川センター側）
、
P2 地点 x 軸（堤内地側）にある場合は注意が必要（黄）という判断となる。床掘における規格値φは、10cm 程度で
設定するとよいと考える。
次に護岸の規格値設定について図-4.3.11(b)に示す。河川工事においてはある一定の流量を確保する必要があるた
め、河川幅と護岸高さのマイナス管理は望ましくない。よって、x 軸、ｚ軸方向の規格値は厳しく管理する必要があ
る。まず、z 軸のマイナスは不合格（赤）となる。P1、P2 地点共に用地境界内で収まっている場合、堤内地側にある
方が川幅を確保できるため、出来形としては合格（青）となる。P1、P2 地点のどちらかが河川センター側にある場合、
河川幅が確保されていないことがあり得るため、注意が必要（黄）という判断となる。護岸等の構造物における規格
値φは、3～10cm 程度で設定するとよいと考える。

（a）床掘判定

（b）河川護岸判定
図-4.3.11 座標比較法の規格値判定例
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（2）Web 出来形管理システム
情報化出来形検査法を運用するため、Web 出来形管理システムを開発した。評価の方法としては、将来、細かく規
格値を定義する方がメリットが大きいため、座標管理法を採用する。システムは以下の点に配慮し構築した。
・Web で情報を共有できるシステム
Web に対応したシステムとすることで、複数の人間がリアルタイムで情報を共有できるシステムとする
・複数の測量データを一括登録できるシステム
TS から書き出した測量データをできるだけ、一括登録できるようにすることで、監督職員が出来形検査の為の作業を
効率化し、転記ミスをなくすことができるシステムとする
・出来形形状の座標と設計形状の座標を自動で比較・評価できるシステム
実測値と設計値のそれぞれ対応した値を判別し、比較・評価するまでを内部で自動的におこなえるシステムとする
・写真データの登録できるシステム
出来形検査の際に撮影した写真をコメント付きで登録できるようにすることで、座標のみでなく写真でも現場を確認
できるシステムとする
これにより、発注者はいつでも現場の進捗状況を把握することができる。さらに出来形管理についても位置の特定
が容易で、数値で確認ができるようになる。日程調整等の協議や検査での移動の手間を省くことは、発注者と現場サ
。
イド両方にとってメリットである（図-4.3.12）
工事現場

出来形データの
2次利用

テープ・標尺

検査

移動

移動

発注者
日程調整

（a）出来形検査（現行）

維持・管理

施工
TS測量

完成形状
出来形データ

データ

PCへ出力

2次利用

Midi

発注者

写真確認

現場代理人

Kolg
日程調整

現場確認

アップロード

web
出来型

（b）Web 活用出来形検査（提案）
図-4.3.12 出来形検査法の流れ
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Web 出来形管理システムの概要を以下に示す（図-4.3.13）
。
①データの登録
トップ画面（a）から測量データ（b）を登録する。測量データについては、TS 測量により得られた測量データを
SIMA 形式、または APA 形式によって外部メモリに書き出し、システムにアップロードすることで、測量データ
。
を断面ごとに一括登録できる仕様となっている（図-4.3.14）

TS データ登録

(b)登録画面
(a)トップ画面

登録データの閲覧

写真データの登録・閲覧

Web３D の表示

(c)確認画面

(e)Web３D 画面

(d)写真確認画面
図-4.3.13 Web 出来形管理システム機能概要

図-4.3.14 TS データの区分
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SIMA 形式とは、メーカーによって様々である測量機器が保持するデータ形式を、異なるシステム、ユーザ間で共
有するために、日本測量機器協会(JSIMA) が測量データの標準化をおこない、定めた測量データ共通フォーマットで
ある。一方、APA 形式とは日本測量調査技術協会(APA)が定めた共通フォーマットで平成 11 年に日本測量機器工業会
へ管理が移管している。よって、この 2 種類の形式に対応することで、ほぼすべての TS から得られるデータはシス
テムにファイルで登録することができる。今回の実証では、3 次元設計がなされていないため、あらかじめ、平面図
と横断図から、管理断面の変化点における設計形状の 3 次元座標を計算し、図-4.3.15 のとおり変化点管理ポイント
に断面番号を与えシステムに登録した。
②出来形管理の情報の確認
測量値を登録する際に断面番号と各点の設計値と対応する ID をつける。これにより、システム内で登録された
測量値を、どの設計値と比較するかを判別する。2 点から距離を算出し、規格値(φ)の範囲内に入っていれば確認
画面（c）で合格、そうでなければ不合格の判定をする。
③現場写真の確認
写真閲覧機能より断面を選択し、断面ごとに登録された写真を確認（d）する。
④Web3D の表示
設計値や計測値の 3 次元座標、設計形状を Web3D（e）で表示する。

図-4.3.15 変化点管理ポイント
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（3）システムの適用結果
受発注者間の協議や情報共有に Kolg、Midi、出来形管理に Web 出来形管理システムを適用した。今回の実証では、
特に受注者側に操作性が難しいなどの問題も生じることなく、工事完成まで活用された。システム導入により確実な
意思疎通が図られ、さらに検査待機による待ちの時間も減少されるなど現場としては高評価であった。
今回実証の出来形管理では、平面 CAD のみの表示が見やすく有用であるため、航空写真を非表示で運用した。Midi
上の GIS 基盤図に平面 CAD 図を登録し、そこに施工段階ごとに完成した出来形管理写真の登録をおこなった。出来
形管理で撮影した写真についての登録は現場代理人によっておこなわれた。発注者である監督職員はこれを確認し、
その後の作業についての指示をおこなう。図-4.3.16 に示すとおり、登録された写真には撮影方向が表示されており、
出来形管理の写真がどの測点でその方向から撮影されたものか判断が容易であった。このように、標値と撮影方向を
登録することができるため、異なる測点で状況が類似している護岸工事であっても容易に管理した地点を確認するこ
。施
とが可能である。同じ測点の写真を閲覧することで、工事の進捗状況把握もおこなうことができた（図-4.3.17）
工後も床掘から擁壁完成まで一連の流れを同じ測点で確認できるため、遡及する場合も有効であると考える。また、
写真を事前に確認することで、安全対策の指示等を早急におこなうことができた。
実証で基盤とした平面図は、工事を進めるうえで変更が生じることもあり得る。変更された最終的な平面図につい
ては、電子納品のルールとして現場から CAD 図面で納品されることになっている。最終平面図を再度 Midi に登録す
ることをルール化すれば、そのまま台帳として活用することができ維持管理に役立つものと考える。

図-4.3.16 出来形管理写真登録

図-4.3.17 工事進捗確認
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今回の実証は、Kolg、 Midi に別システムである Web 出来形管理システムを追加し運用することの効果検証である。
現場で測量された計測結果は、ポイントごとに随時 Web 出来形管理システム上に図-4.3.18 に示す形で入力され、設
計値と比較計算されたものが一定の規格値で自動判別され合否判定される。
この結果を Kolg 上で共有し確認すること
で現場との意思疎通が図られた。この他、立会の調整、協議書や協議事項の確認等も Kolg でおこない有用であった
。さらに、協議そのものを履歴として残すことで、お互いの確認が適切におこなわれ、確認不足による
（図-4.3.19）
手戻り工事等は確実に減らすこともできた。

図-4.3.18 出来形検査情報の閲覧

図-4.3.19 Kolg の協議
Web3D では、キーボードによって管理断面の表示、正面、左右側面、上下面の表示を切り替え、マウスアクション
。距離算出型検査で示した管理項目に
によって回転や上下左右の移動、ズームといった操作をおこなう（図-4.3.20）
対応する設計値と計測値、設計形状を Web3D で表示した。護岸工に関する設計値、計測値を直径 1cm の球で表示し、
管理基準は各方向5cmとし直径10cmの球とした。
管理基準の範囲を示す球の色を検査の合否によって変えることで、
検査結果を判定できる。表示結果の一例を図-4.3.21 に示す。座標値だけでは判別しにくい出来形の位置関係を 3 次
元に可視化することで確認が容易となった。
計測点(上部)
計測点(下部)

Z
Y

X
(b)ビュー切替え (正面図)

(a)設計形状全体

図-4.3.20 Web3D の操作例

管理円（直径 10ｃｍ）
設計値（直径 1ｃｍ）

実測値（直径 1ｃｍ）

図-4.3.21 表示結果例
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4.4 土砂災害防止区域指定（維持管理段階）
4.4.1 事業概要
近年降雨状況が変化し、強い雨が集中的に降る傾向にある。これまで豪雨をあまり経験していない、地盤の弱い地
域での降雨や新たな宅地開発による危険な箇所の増加が土砂災害発生数の増大に大きく起因している。写真は平成 15
。最大 10 万立方メ
年 7 月 20 日未明、熊本県水俣市宝川内の集地区で起きた大規模な土石流災害である（図-4.4.1）
ートルの土砂が崩壊し、多くの財産と 15 名の命が犠牲になった。これまで、土砂災害を防止し人命や財産を守るため
のハード対策として砂防堰堤（図-4.4.2）や擁壁等（図-4.4.3）の工事をおこなってきた。しかし、全ての危険箇所
の対策工事には、膨大な時間と費用が必要となり早急の対応には限界がある。

図-4.4.2 砂防堰堤

図-4.4.1 集地区土石流災害 11）

図-4.4.3 擁壁

頻発する土砂災害被害を防止するため、
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
（以下、
土砂災害防止法 12））が平成 13 年に施行された。これに基づき国が土砂災害対策基本指針を定め、土砂災害により被
害を受ける恐れのある区域を都道府県が指定し明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限等をおこな
うソフト対策を実施している。急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれが
あると認められる区域として、土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）
、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に建築
物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると求められる区域として、土砂災害特別警
。その指定は、表-4.4.1 に示す一定条件で急傾斜
戒区域（通称：レッドゾーン）を都道府県が指定する（図-4.4.4）
地の崩壊、土石流、地滑り災害に対しておこなわれる。指定されると情報伝達、警戒避難体制の整備、災害時要援護
者関連施設への情報伝達の徹底、警戒避難に関する事項の住民への周知がなされる。一方、特別警戒区域においては、
特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等がおこなわれることとなっている。本実証は指定に関する業務
に Midi 適用したものである。
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図-4.4.4 警戒区域・特別警戒区域
表-4.4.1 警戒区域指定条件 13）

4.4.2 実証目的
本実証の目的は、基礎調査から住民説明、告示、最
終的には市町村がおこなう避難体制の整備やその情報
提供までを含めた指定に関する実務に対して Midi，
Kolg を適用し、行政内部での事務処理を向上させるこ
とである。
委託により納品された電子データを活用し、
業務遂行と同時に進捗管理が可能なシステムとして本
実証では特に Midi が使用可能であるか検証をおこな
った。
今回の指定業務に関わる関係者を図-4.4.5 に示す。
県の担当職員は指定業務担当者であり、
説明会の調整、
指定手続きなどをおこなう。受注者は基礎調査をおこ
なう。説明会には市町村担当も参加し、指定後は避難
体制の整備をおこなう。最終的には、指定した区域や
避難体制を Midi で公開し、住民はそれを見て自主避難
をおこなえる体制を整える。

図-4.4.5 土砂災害防止法関係者

4.4.3 実証結果
（1）指定に関する進捗管理への運用
土砂災害警戒区域を指定するためには、箇所ごとに区域の地形や地質、土地利用状況等の基礎調査をおこなう必要
がある。現在、これらのデータは規定の様式に整理され PDF データや紙面で保存されている状態である。事業のフロ
ーとしては、基礎調査をおこなった後、住民説明をおこない、告示に至る。基礎調査のデータが PDF データや紙面で
蓄積している状態では、現在どの段階であるのか、また各種情報の相互関係を把握したうえで、行政としての素早い
判断をおこなうことが困難である。さらに、基礎調査資料は土砂災害の種別ごとに①急傾斜地の崩壊、②土石流、③
地すべりの 3 つに区分されるが、調査資料はこの種別ごとに作成されるため、地形が複雑な地域では相互的な把握が
困難であるなどの問題があった。
土砂災害警戒区域の指定には基礎調査から住民説明を経て告示という手続きがあるため、
登録されたデータに a) 基
。
礎調査、b) 住民説明（予定・終了）
、c) 告示のいずれかの属性を与えた（図-4.4.6）
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図-4.4.6 土砂災害警戒区域指定の属性管理

これにより、その箇所がどの段階であるかを把握することに対して非常に有効であった。また、属性の変更も容易に
おこなうことができるため、次の段階へ進む場合に即座に更新することが可能であった。以下に各段階での運用効果
を示す。
a) 基礎調査
基礎調査時に警戒区域を示した CAD データを作成し、マップ上に貼り付けた。マップ画面で航空写真と重ね合わ
。
せて表示され、警戒区域を直感的に把握できた（図-4.4.7）
続いて、調査データ(PDF データ)に対し、位置をマップ上で指定し登録していく。さらに、データ登録の際、各デ
ータに対し基礎調査(急傾斜、土石流、地すべりのいずれか)という属性を与えた。これにより、蓄積されていく調査
データも位置情報と属性情報による管理・検索が可能であった。
b) 住民説明（予定・終了）
調査データが随時登録されていき、続いて住民説明会を計画していくことになる。対象となる住民のリスト等、説
明会で必要な情報は後の活用を考えマップ上に登録をおこなった。
マップ上で調査状況を俯瞰的に把握できるため、急傾斜、土石流等が複雑に絡み合う地域に対しても効率的な住民
説明会の計画が可能であった。また、住民説明会の資料としてもマップ画面を印刷して利用することで資料作成の省
力化が図ることができた。
住民説明会が計画されたものに関しては、属性を住民説明会(予定)に変更し、住民説明会が終了したものは住民説
明会(済み)に変更することができた。
c)告示
告示段階に至ったデータは属性に告示番号を与え、土砂災害防止法の業務としては終了である。Midi は階層管理機
能により土砂災害防止法ディレクトリ以外にも道路や河川等の台帳ディレクトリを構築し、統合的に運用している。
そのため、危険地域を示した CAD データは他のディレクトリでもマップ上に表示させることが可能である。これに
より、基礎調査データの位置把握だけでなく、公共施設を整備する際にも警戒区域が視覚的に確認でき、行政的な総
合判断にも有用なものとなった。
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基礎資料データ（PDF）
住民情報（Excel）
その他必要な電子データ

マップ表示

表示切り替え
特別警戒区域

特別警戒区域

警戒区域

警戒区域

土石流のみ表示

急傾斜のみ表示

図-4.4.7 CAD 図面の貼り付けによる警戒区域の把握

（2）調査データの運用
土砂災害警戒区域に関する基礎調査データは PDF データで提出されており、加工に用いるデータの統一はなされて
いない。CAD データで作成している場合でも用いている座標系が異なるなど統一されていない場合が多い。マップ上
で警戒区域を視覚的に把握させるためには、CAD データで作成する必要があるが、納品データを一度加工する必要が
生じ、既存の調査データの登録に時間がかかってしまうことが問題である。これに対しては、今後、土砂災害警戒区
域に関する基礎調査データをフォーマットや座標系を統一した CAD データで提出させ、保存していくことで解決で
きる。
また、他の委託業務で調査した近隣の地質データ等もマップ上に登録し管理していくことで、既存データの有効的
な運用が可能である。
このように、
データを一元的に管理していくと一つのインターフェースで対象地域に関する様々
な情報を確認できる。
一方で、データの保存形式の問題が残されている。各台帳のデータは PDF データで保存されているため、データ内
の情報を取り出すことはできない。したがって、電子納品データのように XML データで作成、保存し、必要に応じ
て PDF データへの変換等をおこなえば、電子情報と紙情報が併用でき、台帳データの利活用が可能となる。納品ルー
ルの統一化によりさらに電子情報の利用が進むと考えられる。
（3）情報公開への利用
Midi は Web-GIS を基盤としていることで、他の部署でも調査の状況が閲覧でき、その地域に関する他の計画との連
携も支援可能である。システムを運用するにあたり、調査データの登録、属性の変更等は砂防関係の部署によりおこ
なわれるが、土砂災害特別警戒区域に指定された場合、今後区域内でおこなわれる建設行為に対して、特定の開発行
為に対する許可制、建築物の構造規制等が必要となってくる。告示終了後も上記のような行政的判断が必要な措置を
おこなうため、部署を越えたデータの運用が重要である。また、Midi にはアカウント機能が設けてあるため、行政内
部への情報公開だけでなく、住民に対する情報公開への展開が期待できる。システムとしては、管理者がデータの属
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性変更をおこない、住民ユーザに対しては、告示に至った警戒区域のみを閲覧する権限を持たせるだけで Web から情
報を発信していくことが可能となる。現在、熊本県において公開されている地域防災計画の防災マップや土砂災害危
険箇所マップは、縮尺が 1 万分の 1 程度までしかなく、家屋等の詳細な情報を確認することができない。告示の基礎
調査資料により詳細を確認できるが前述したように告示種別ごとに作成されているため、他の告示で指定されている
にもかかわらず、ひとつの資料中の危険区域に入っていないということで土砂災害が発生しても危険ではないと勘違
いしてしまう恐れがある。基礎資料のデータを告示に用いるよりも Midi のシステム画面を閲覧したほうが直感的に把
握できるはずである。
情報の整理のみを目的とした台帳システムではなく、
情報の公開まで考慮できることが Web-GIS
のメリットだといえる。
（4）警戒避難体制整備への利用
土砂災害警戒区域に指定された場合、その地区に対して市町村が警戒避難体制の整備を図るよう取り決められてい
る。災害情報の伝達体制、ハザードマップ等の早急な整備が求められるが、公共事業の予算削減が顕著ななか、特に
地方の市町村にとっては、いかに対策費を抑えるかということが課題となる。都道府県が区域指定に用いた Midi 上に
登録しているデータを活用することにより、警戒避難体制の地図作成コストを抑えることができる。また県や市町村
の担当者、住民の立場からいっても統一的にデータ管理がなされていた方が解りやすく、いざという時に取り出しや
すい。
今回の実証事例のように危機管理に関する部分について行政側としては、常に情報共有がなされ、更新時には直ち
に情報が伝わるようにシステム構築を検討しなければならない。警戒避難体制の整備に関係した担当者は異動し、地
区に住んでいる住民もまた移動することを念頭に情報が劣化しないシステムとしては有用であると考える。
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4.5 維持管理業務（維持管理段階）
4.5.1 実証業務概要
1970 年代に建設された多くの施設は、老朽化や劣化が進み近い将来寿命を迎えることになる。しかし、地方自治体
における近年の財政状況は切迫しつつある。これからはアセットマネジメントの手法を用いた長寿命化をさせるなど
維持管理の検討が重要な業務となる。これまでに建設された多くの社会資本については、それぞれの施設管理者が日
常点検を実施し維持管理をおこなっている。予算不足とこれに伴う人員削減が実施されるなか、管理瑕疵が起きない
ようを適切な施設管理をおこなうためには、業務効率化が図られる体制と制度の整備が急務である。
これからの維持管理は、アセットマネジメント的な考えに基づいた予防保全型の管理と日々生じる早期対応型の管
理に分けられる。前者は中長期の維持管理計画を策定し、これに則った形で予算の確保をおこないながら進めていく
ことになる。人や車両を相手にする道路施設と自然を相手にする河川施設等で計画策定に違いはあるが、維持管理計
画を立て軌道に乗りさえすれば、災害等不測の事態が起きない限り継続的な維持管理の実施が期待できる。
維持管理計画策定時に問題となるのが施設の把握である。管理すべき施設全体の数と施設概要を全て把握している
自治体は少ない。維持管理計画策定時には、当然管理すべき施設についてその数と施設構造の把握をおこなうことに
なる。しかし、現状では、建設当時の図面等が残っていない施設も多数存在することから調査が必要であるが、全て
を把握するための調査をおこなうには莫大な費用と労力が必要となり現実的ではない。現状で把握し得る調査結果を
履歴として残し、これまで蓄積している情報を活用しながら、不足する情報については柔軟に追加できるような体制
が望ましい。少なくとも現在建設整備中の施設については、これを履歴として維持管理に活かす制度を確立しておく
べきである。
早期対応型の維持管理では日常点検をおこなった結果を次のステップに活かせる仕組みを作っておくべきである。
地方自治体職員は、3 年程度で異動があるため引継ぎがうまくおこなわれずに情報の欠損が起こりやすい環境である。
このことからも、一度担当が業務で知り得た情報は、皆が確認容易な形で履歴として残し、情報の共有化を図るべき
である。社会資本の維持管理業務のなかで、特に点検やそれに伴う緊急対応、苦情処理などでは位置情報が重要とな
る。現在では位置情報が付加できるカメラ機能付きの携帯電話の普及も進み、写真で位置情報付きのリアルタイムな
状況を送れる環境が整った。これからはこのような ICT 技術を活用しながら多くの情報を集め、業務効率化を図るこ
とも検討に入れなければ、現在の維持管理レベルを保った施設管理は予算的に困難と考えられる。これらの課題解決
のため、本実証では Midi（Web-GIS）を利用し下記の実証および提案をおこなう。
①既存の台帳等の活用（既存データの利用）
②電子納品データの管理（更新データの蓄積）
③日常点検や緊急時の対応（携帯モバイルの活用）
4.5.2 実証結果
（1）既存の台帳等の活用
a) 既存データベースの利用
現存する図面等の整理を新たにおこなう場合、統計的な利用を想定し細かく諸元等の分類までおこなおうとすると
費用と時間、労力を費やし、なかなか全体を捉えることができない。建設から時間を経た施設等については建設当時
の情報が残っておらず、分類分けをおこなったとしても情報欄が埋まらずに空白記載ということが想定できる。よっ
て、まず第 1 段階としては、紙ベースをスキャニングしたレベルのデータの保存やこれが困難な場合は資料の存在、
所在を情報として残すことを検討することが重要である。資料の分析は第 2 段階でおこなえばよいと考える。
各自治体では道路・河川・港湾等事業ごとに所管があり、それぞれの事業課で施設の維持管理をおこなうための台
帳等を所有している。その一例を図-4.5.1（a）
、
（b）に示す。システムを新規に構築した場合、情報全てを同じサー
バで管理しがちであるが、既に DB 化されている情報は、別システムとして連携できるようにリンクを張っておけば
利活用としては十分である。更新作業は各事業課がおこなうため、システムの管理主体が明確であることもメリット
のひとつである。その他、図-4.5.1(c)のような HP 等で公開されている情報などもリンクを張っておくと業務で活用
しやすい環境となる。
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(a)道路台帳 DB

(b)橋梁台帳 DB

(c)公開情報との連携
図-4.5.1 既存 DB システム例 14）
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b) 既存地図の利用
Midi（Web-GIS）を利用し維持管理をおこなう場合、その目的によって使用する基盤図が異なる。情報の分布等を
見る場合は、Midi の基盤図として登録している国土地理院発行の数値地図情報や航空写真の活用で問題ないが、苦情
処理対応などもっと詳細な位置を掴もうとする場合はこれでは不十分である。
地図がCAD データで存在する場合は、
これを基盤図としてシステムに登録することが可能であるが、地図が紙ベースで存在する場合は、Midi での利用が困
難である。しかし、Web-GIS の効果を発揮するための基盤図としては、道路台帳等の既存地図は有用である。これら
を再測量し CAD 平面図を作成することは費用の面から困難であることから、既存道路台帳を基盤図として利用する
ことを検討した。
既存の道路台帳図面には路面標示や標識、街灯等の情報が整理されている（図-4.5.2（a）
）
。ここから基盤図とし
て管理に必要な線形を抽出する。最初に図面をスキャニングし TIFF データを作成する。この時点では単に画像デー
タ（ラスターデータ）であるため、拡大により画質が劣化する。このデータを CAD ソフトを利用しベクター変換し
た後、道路線形を抽出した（図-4.5.2（b）
）
。これを航空写真と重ね合わせ座標値を確定させる。これを Midi に登録
すると道路台帳地図はほぼ一致し、利用可能な基盤図となる（図-4.5.2（c）
）
。同路線の他図面を同様に加工し、繋
ぎ合わせたものが図-4.5.2（d)である。既存台帳図面は PDF 化し登録しておけば利用しやすい。このように既存図面
等の利用も視野に入れ維持管理の効率化を検討すべきである。

(a)既存道路台帳（ラスターデータ）

(b)道路線形抽出（ベクターデータ）

既存台帳登録

(c) Midi 基盤図として登録

(d) Midi 基盤図として登録

図-5.4.2 既存道路台帳の基盤図化
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（2）電子納品データの管理
a) 更新データの蓄積
現在工事や委託の成果品には電子納品が義務付けられている。電子納品作成に関する要領や基準等は国や自治体ご
とに定められており、受注者はこれに沿った形で電子納品 CD を作成する。結果、電子データは統一された形式で格
納され、現在では情報の蓄積がなされている。
電子納品 CD には、図-4.5.3（a）に示すように INDEX_C.XML や INDEX_D.XML といった形式の管理情報が一緒
に格納されている。管理情報には工事名称、工事概要、施工場所、工期、施工者等の情報が入っており、施工場所に
ついては位置情報として起終点の座標値が記載されている。
Midi ではこの管理ファイルを登録することで、その後の管理に必要な事項を自動的に表示させるように構築した
（図-4.5.3（b）
）
。さらに、写真管理機能を用いて着工前及び竣工時の写真を登録しておけば、後から検索をおこな
う際に工事内容の確認が容易である（図-4.5.3（c）
）
。また、電子納品の成果には CAD で作成された図面も格納され
る。設計段階、施工段階（当初）
、施工完成段階で作成された CAD 平面図を基盤図として Midi に登録しておけば、
その次の段階で必要となる詳細な部分を確認することができるようになり非常に便利である（図-4.5.3（d）
）
。
このように地方自治体が所有する施設は、位置情報が付加された形で管理することが望ましい。また、これから電
子納品されるデータは適切に保管管理し、今後利活用できるようにしておかなければならない。

（a）管理情報 XML データ

（b）電子納品 XML 登録

（c）工事写真登録

（d）CAD 平面図登録
図-4.5.3 電子納品データの活用
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b) データ蓄積の効果と重要性
データを蓄積すれば様々な解析等をおこなうこ
とができるようになる（図-4.5.4）
。ここでは調
査時におこなうボーリングデータを事例にその効
果と重要性について示す。ボーリングデータは調
査された位置情報が特に重要となることから、そ
の保存と利活用の促進を目的に早い時期から GIS
を利用した DB 化が検討されてきた。ボーリング
柱状図も CALS 対応の柱状図作成ソフトソフトな
どを用いて作成が可能で、今では解析しやすいデ
ータ形式となっている（図-4.5.5）
。
図-4.5.6 はデータ管理と蓄積の重要性を認識
し、地盤情報 DB を用い地盤や地下水の解析をお
図-4.5.4 データの蓄積
こなった研究である。基礎となるデータは、国や
地方自治体で調査された 870 本の紙ベースのボーリング柱状図である。研究は各機関にデータ提供を依頼し、倉庫か
らデータを探すところから始まった。収集したデータは、1 本ごとに位置情報や地層データ、地下水位情報、N 値情
報等を整理し、データ入力作業をおこなった。地盤情報 DB 構築後は、地下水の流動解析や地盤 3 次元モデルや地下
構造の断面を作成することが可能であった（図-4.5.6（a)、
（b）
、
（c）
）
。本研究で一番時間を費やしたのが情報収集
と DB 化の作業である。情報は利用する者で重要性が異なり、整理の分類も異なってくる。当時、書類は事業ごとに
紙ベースで整理されており、ボーリング柱状図という異なる切り口で検索しようとした時に手間がかかることはやむ
を得なかった。データの電子化が可能となった今日では、Midi 等のシステムにより情報を整理し共有化を図ることが
非常に重要である。

図-4.4.4 電子納品データ登録

A’
A

図-4.5.5 ボーリング柱状図

（a）地下水流動解析

（c）地下構造断面

（b）地盤 3 次元モデル
図-4.5.6 ボーリングデータの活用 15）
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（3）日常点検や緊急時の対応
a) 日常点検（パトロール）
日常点検は管理する施設によって頻度と手法が異なる。
例えば道路は常に利用されており、維持管理に問題があ
ると事故に直結する恐れがあるため管理者としては常に
注意を払っている。道路を利用する者は、車や自転車、
歩行者と様々であり、それぞれの立場で支障となる箇所
について知識と経験を活かしパトロール業務をおこなっ
ている。結果については図-4.5.7 に示すような日誌とし
てまとめられ、維持補修をおこなう担当へと引継ぎがな
される。
引き継ぎを受けた担当者は補修の程度を判断し、
維持補修業者へ内容と場所を連絡し工事がなされる。工
事が完了すれば確認作業も出てくる。維持管理の担当者
は、こういった日々の点検処理の間に様々な苦情処理の
対応にも追われ、対応が非常に煩雑になりがちである。
この改善として Midi（Web-GIS）を利用した維持管理を提案し実証する。

図-4.5.7 パトロール日誌

b) 点検結果の登録
ある一カ月分の道路維持管理のパトロール結果を Midi に登録した結果が図-4.5.8 である。処理件数は 76 件であっ
た。内容は老朽化によるもの、交通事故によるものなど様々で対応の緊急性も異なる。担当者はこれまで結果を紙ベ
ースで処理し、維持管理をおこなっている状況である。仮にパトロール班からの結果の報告を Midi でおこなうように
改善すれば、維持管理担当者は報告を受けた時点で位置確認も可能となる。処理すべき箇所を視覚的に捉えることが
でき、地域ごとに定めている維持補修業者の選定作業も容易である。Midi は ID・パスワード管理により、維持管理に
必要なデータのみを維持補修業者に閲覧させる設定が可能なため、
業者にも確実な位置情報を伝達することができる。
実施後の報告をシステムでおこなえば履行確認もおこなえる。対応完了後は、図-4.5.9 に示すようにパトロール処理
済に属性を変更しておくことで指示事項の整理がおこなえ、処理済や未処理の事項情報についても簡単に取得できる
ようになる。

図-4.5.9 属性分類

図-4.5.8 Midi 登録結果

67

c) 携帯モバイルの活用
GPS 携帯で撮影した写真をメールで送信することで、Midi 上の画面に写真と位置を表示させる機能を設けた（図
-4.5.10）
。メール文を添付することで細かい状況を報告することも可能である。この機能を活用すれば、事務所と現
場で情報をリアルタイムに共有することができる。
維持管理には緊急を要する場合がある。初動情報は電話等で連絡されることが多く、担当者は住宅地図等を活用し
ながら正確な場所の把握に努める。その後現場へ向かうことになる。自ら向かう場合は場所の把握ができているが、
緊急を要する場合は現場近くにいる職員を向かわせることもある。このとき、対応すべき箇所を間違わないことが重
要である。この時 GPS 携帯を活用すれば、お互いで状況を確認することができる。現場確認をおこなった職員は状況
に応じ対策を講じることになるが、補修のやり方は様々で、経験に左右されることが多い。特に若手職員では困難な
場合もある。現場判断を複数でおこない的確に指示できる点でも Midi 活用のメリットがある。
これからの検討事項であるが、Midi はインターネットを介し、住民からの情報受付をおこなうことも可能である。
GPS 携帯を利用すれば、その普及から多くの情報を収集することが可能である。メール送信された位置情報付きの写
真情報は、図-4.5.11 に示すように自動的に平面上に位置が示された形で登録となる。複数の同じ箇所の情報提供が
あった場合でも位置情報からの整理が容易である。今後予算が減らされるなか維持管理費用は増大する。手を拱いて
いるだけではなく、住民と協働した施設の維持管理をおこなうことにより、少しでも実処理に使う予算を確保し、現
在の維持管理レベルを落とさない努力を地方自治体技術者はすべきである。GPS 携帯の利用は、場所の特定が困難な
災害時の情報提供でも大いに役立つと考える。

図-4.5.10 GPS 携帯写真登録 16）

図-4.5.11 Midi 登録画面
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4.6 まとめ
本章の実証事例のまとめをおこなう。第 3 章で提案、第 4 章で開発した人材運用システム（併用型）の 2 つの支援
システム Kolg と Midi が建設ライフサイクルの各段階で有用であるか実証をおこなった。システム導入により打ち合
わせ協議や検索に要する時間および移動コストの縮減が図られることは明らかなため、これらについては効率化が図
られたというまとめに止める。むしろ人材運用システム（併用型）の効果は、技術者間のコミュニケーションを図る
ことにより議論の質や知識情報レベルの質が向上することにあると考えるため、これまで実現ができなかった事項が
システム導入により実現可能となった事項について列挙し、さらに、これによる効果についてまとめる。
（1）調査、設計段階
A：議論のテーマに沿った情報（図面、写真、モデル空間、ＶＲ、工程表、その他資料等）を掲示することが可能と
なったため、非同期分散の状態で議論をおこなうことができる
①非同期分散な環境のため参加者の時間調整が不要
（担当者の自由な時間帯で議論ができる）
②議論された内容を遡及することが可能
（議論がツリー上に掲示され項目ごとに整理されている）
③同期集中の合意形成場での議論の質を向上させ、協議をスムースにおこなうことが可能
（事前に問題点の把握がおこなえている）
④可視化された情報を場に提供することにより要点を絞った議論が可能
（可視化により内容が正確に伝わる）
B：最新情報をコミュニティ内で一元管理することにより正確な情報を共有できる
①異なる発注機関であっても周辺施設と調和のとれた質の高い設計が可能
（お互いの設計物の把握により完成イメージの共有が事前におこなえる）
②最新情報を共有することにより設計の手戻りを防ぐことが可能
（早い段階で問題点を把握し、設計に必要な条件整理をおこなうことができる）
（2）施工段階
C：設計者、施工者、発注者間の三者協議やワンデーレスポンスの取り組みをおこなう環境ができる
①三者協議の場があることで、設計者の思想を現場に反映することが可能
（設計者の意見を施工前に確認することができる）
②設計者と施工者の意見交換により、現場施工を意識した細やかな設計が推進される
（現場施工が可能な設計をおこなうようになる）
③協議に対する回答を速やかにおこなうことが可能
（関係者がコミュニティに参加し情報を共有している）
D：Web-GIS 基盤図に CAD 平面図を利用することにより、施工箇所の把握を正確におこなうことができる
①写真登録により事前に現場進捗の把握が容易で、的確な指示をおこなうことが可能
（撮影位置や方向が付加された写真を CAD 平面図上に登録してある）
E：座標データによる出来形管理をおこなうことで出来形管理の作業効率化が図られる
①TS による測量により作業人員削減をおこなうことが可能
（少人数で正確な測量作業ができる）
②施工段階で取得した施工管理のデータを維持管理段階で利用可能
（座標データ比較ができること で構造物変動に対してより高度な維持管理対応が可能となる）
（3）維持管理段階
F：システムを利用することで業務を遂行しながら結果を台帳として活用することが可能
①大量のデータの共有・引継ぎ処理を的確におこなうことが可能
（電子化により容易に検索や整理ができる）
②位置情報を付加した履歴を残すことで問題箇所の特性を把握
（属性で整理された情報が地図上に蓄積されることで統計的判断ができるようになる）
③災害や事故等の緊急対応へのサポートが可能
（GPS 機能付きカメラ携帯等を活用することで位置情報や内容を付加した情報送信が可能である）
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④多くの関係者（住民を含む）の知恵を集約できる場となる可能性
（人材マネジメントがおこなえるシステムである）
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５.人材運用システム（統合型）にむけた考察
4 章では Kolg と Midi を実業務に用いた事例を示すとともに、その効果を述べた。Kolg では各フェーズを通して活
発な協議が行われ、Midi は主にデータ共有のため、閲覧するものとして利用され、各々を単独で用いても大きな効果
はあったといえる。しかし、あくまで併用していたため、両システム内でのデータの連携は考慮されていない。情報
を相互運用しながら、継続的に協議を進めるには意思決定場と情報共有場は一体として機能することが望ましい。そ
の際、システムの組み合わせ方として、
a)Kolg にデータベース（Web-GIS）機能を付加する
b)Midi に Web-掲示板を付加する
c)全く新しいシステムを作る
の 3 パターンがあり得る。
2 章で述べたように、人材運用のためのシステムでは、
情報共有場の情報をもとにモデル空間を作成し、そのモ
デル空間を参照しつつ意思決定に向けて協議が行われる。
図‐5.1.1 に示す概念図は、上記 a)のように、Web-掲示
板 (Kolg) を中心として、必要なデータベース運用技術
を付加するタイプの人材運用システムである。本報告は
人材運用に主眼をおいているので、b)タイプや c)タイプ
のシステムに関しては割愛し、a)タイプのシステムの可
能性について考察したい。

図-5.1.1 人材運用システム（統合型）

5.1 Kolg のまとめ
(1)利点
①建設情報の共有
Kolg では、可視化された情報であるモデル空間を見ながら建設情報を共有できる。関係者間でお互いの設計物の把
握ができるため、事前に完成イメージの共有をおこなえる。また、設計物や、その周辺構造物との関係上の問題を把
握し、共有することができるため、設計の質の向上や手戻り工事の防止につながる。
②協議過程の共有
各フェーズにわたって、協議から決定事項に至った過程を見ることができることで、すでに事前の準備ができた状
態でより早く、より良い合意形成をはかることができる。また、担当者が変わった際にも、これまでの経緯を見返す
ことで内容は引き継がれる。これは、円滑な情報運用において非常に重要である。スムーズな意思決定にもつながり、
工期短縮やそれに伴うコスト削減にも寄与する。
③非同期分散
システムを非同期分散で利用できることは、時間や場所の都合上で参加できない人でも、業務に参加することがで
きる。距離に関係なく、本当に業務に必要な人材が参加できる効果は大きい。また、遠隔地にいたとしても、Kolg 上
ではこまめに議論することができるため、合意形成のための会議の回数等も減らすことができる。これは、移動コス
トの削減にもつながる。
これらの利点は、システムを一体化する際にも引き継がれなければならない。しかし、それには以下に示すいくつ
かの課題を考慮する必要がある。
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(2)課題
①ハードウェアのデータ管理が難しい
現状は、ユーザがデータ管理をしなければならない。データのバックアップに加えて定期的なメンテナンスなどは
継続的におこなう必要がある。災害時などでサーバ等を簡単に移動することは困難なため、データの安全性への不安
や、情報損失のリスクが考えられる。
②資料を見ながらの利用が考えられていない
本システムは基本的には掲示板での書き込みを行なうが、まず、この時参照する資料（たとえば、CAD 図面、写真、
ドキュメント）を閲覧しつつ文章記入ができるような仕様が考慮されていない。資料を見ながら協議をする機会は多
く、そこから内容が発展することは有り得る。Web-GIS で情報を共有して協議するには、すぐに地図を閲覧できる環
境であることが重要である。また、今後は 3 次元モデルが納品されることも考えられる。しかし、現状では別途でビ
ュアーを起動する手間があり、ビュアーがない場合は導入のためのコストもかかる。
③コミュニティ内での協議に明確なルールがない
コミュニティ内での協議が自然発生的に活発に行われる一方、スレッドの乱立や、異なるタスクに対する協議が同
一のスレッドでおこなわれるといった情報整理の必要性があげられる。協議内容が発散してしまうことや、議題が途
中で変わることもある。これは、人によって協議がコントロールされておらず、コミュニティ内でのルールがないこ
とが一因に考えられる。運用面の課題として、システムのマネジメントについて考慮しなければならない。
以上より、①、②はシステムの機能面、③は運用面への課題とし、実装する機能とその運用について考察する。

5.2 人材運用システム（統合型）の構築について
5.2.1 システムの機能要件
(1)クラウド化
システムの SNS 部分と GIS 部分のアクセス連携を強化するにはクラウド化し、
共有サーバ上の同一ファイルを読み
込むことが必要である。しかし、建設業務では複数の発注者が加入することによってシステムサーバの所在に関する
課題が出てくる。これは、クラウドにサーバを置くことで解決できる。同時に、クラウド化によりユーザがデータ管
理をする必要がなくなるため、セキュリティの改善と機能拡張、サーバライセンスコストやシステム導入コストの削
減にもつながる。また、ネットワーク環境（Web ブラウザ）でシステムを利用できることから、PC に限らずモバイ
ル端末でも容易にデータの閲覧・アップロードが可能となる。
(2)地図ベースの情報蓄積・検索
スムーズなデータ共有には、地図を閲覧しながら協議できる環境であることが望ましい。そのためには、アップロ
ードされたデータの属性情報が地図や航空写真上で把握でき、全てのデータを地図上で管理しておく必要がある。
維持管理段階でも、地図ベースの情報整理を活かして周辺環境との関連を考慮する等、システムを広い視野で利用で
きる。
(3)電子納品データの容易な閲覧
あらゆる形式のデータが納品された場合でも、全員が容易に共有しながら協議できることが求められる。特に、3
次元モデルが納品された場合である。そのためにビュアーのソフトを別途導入するのは難しいことも多い。よって、
ビュアーの機能がシステムに備えられていることで、更なる設計の質の向上や早急な意思決定などが期待される。
5.2.2 システム運用のルール化
人材運用システム（統合型）において、システム内で情報を最大限に活用するためには、実際にデータを動かして
いる人材そのもののマネジメントが必要である。システムはあくまでもツールであるため、これを利用する技術者が
効果的に利活用しなければ適切に運用することができない。協議で生成されるデータには成果情報を始め、協議情報
や人材情報も含まれる。それには、各コミュニティに管理者を指名し、協議の適切な進行やルールづくり、協議情報
をより有効なものにするためのスレッドの整理など様々なマネジメント業務をおこなうことが望ましい。
これまで、人材運用システム（併用型）において、情報運用の一体化は考慮されているが、人材運用の一元化は考
慮されていない。また、建設業務で取り扱う構造物および業務内で生成された情報は国民の財産であり、行政機関や
組織の垣根を越えた運用も求められる。運用面について考察すると、以下の点を考慮する必要がある。
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(1)環境整備
管理者は協議を活発化させるために、協議場と、参照する資料を整備しなければならない。まずは、事業ごとにコ
ミュニティを作成する。多くの業務は、調査、設計、施工、管理のフェーズで進められ、各フェーズで関係者は異な
り、議題も異なる。よって、コミュニティの中に各フェーズや、各議題で更にコミュニティをつくることで協議内容
が整理され、後からも見返しやすくなる。
(2)アクセス権限設定
建設業界では、受発注者間や複数の受注者間での情報共有の他にも国と県、市町村といった発注者間の情報共有を
おこなう必要性がある。複数の行政機関がDBを共有し、利用する一方で、システムへの参加者が増加することによる
アクセス権限への懸念も大きくなる。一体化したシステムを適切に管理するためには、利用者に必要なアクセス権限
を整理することが非常に重要である。
そのためには、管理者は業務の進行に沿って柔軟にアクセス権限を操作しなければならない。受発注者で異なる環
境に合わせてアクセス権限を設定し、住民に対する情報開示やゲストユーザには応急的な処置として、期間限定のア
クセス権限を与えることも考えられる。
(3)協議の補助
協議が活発におこなわれなければ建設情報が十分に生成されないばかりか、業務の進展に影響を与える可能性もあ
るため、協議のマネジメントには注意を払わなければならない。情報運用を円滑に進めるためにはシステムの機能以
上に参加者の働きが重要である。管理者は助言や進行、問題提起などをして協議の停滞を予防し必要に応じてコミュ
ニティ内外から意見を求めなければならない。協議場では協議する議題によって回答者や助言者などの役割が移り変
わっていく。細かな課題や問題を細かく提起することは協議の場を活発化することにつながる。
(4)データ整理
システム利用者に対して維持管理での情報運用を念頭に置いたデータ生成を促すために、管理者はデータをアップ
ロードする際のルール決めや協議スレッドの適切な設置など情報の整理にも配慮する必要がある。協議をタスク毎に
整理するツリーの編集は後のフェーズにおける情報の利便性を向上させるために必要不可欠である。
5.2.3 まとめ
5 章では、Kolg と Midi を一体化した人材運用システム（統合型）の可能性について述べた。その際、必要な機能要
件だけではなく、管理者によるシステム運用の必要性まで考察した。
人材運用システム（統合型）では災害対応も考慮する。クラウド化することで、いかなる状況であってもこれまで
の履歴が残り、どこにいても取り出せる状態にある。データの安全性が保たれることで、混乱する災害直後でも迅速
にチームを結成し対応できる。また、被害状況、破損した箇所の写真を、現場の人間だけでなく、一般市民でも容易
にアップロードできる。即座に膨大な情報が入手でき、それを地図上で確認しすぐに復旧作業へと取り掛かることが
できる。
もちろん、システムばかりが高機能になったところで、それに利用者がついていかなければ充分に活用していると
はいえない。効率的な情報運用では、人材運用に主眼をおき、システムをコントロールしていかなければならない。
今後の展望としては、システムの構築後、現場での各種実証を進めていきたい。
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DESIGNING PERSONAL MANAGEMENT SYSTEM FOR EFFECTIVE
UTILIZATION OF CONSTRUCTION INFORMATION
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This study aims to make use of construction information for civil engineers effectively. Resent years, attempt of
CALS/EC enables to progress for each construction phases deeply. However, construction information doesn`t be
run among each phases.
In the future, it is easy to expect the reduction of social capital maintenance costs. We must reconsider about
managing system for construction information.
We propose two personal management systems: Kolg (Knowledge oriented logistic gropeware) and
Midi(Management system for infrastructure data on ict). And we proved the availability of these systems on various
cases. Finally, through analysis these cases, we propose a new construction information management system.
KEYWORDS: Construction information, personal management system, Kolg, Midi.
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第 2 0 1 1 - 3 号 建設情報の有効利用のための人材運用システムの開発

１．はじめに
本研究室では「意思決定の場」を構築するにはどのよう
な機能が必要か、どのような ICT 技術を用いることで建設
情報をライフサイクルの各段階で利用可能なシステムとし
て実現できるかを論じてきた。それを基に Web-掲示板と W
eb-GIS で構成された「人材運用システム（併用型）」を構築
し、複数の事例で実証した。本報告書ではこれらのシステ
ムと事例を考察することで、「人材運用システム（統合型）」
を提案する。
２．ICT における人材運用
2.1 建設情報の運用
建設 CALS/EC の成果により情報の電子化は進んだも
のの、ライフサイクル全体を通したデータ運用はできていな
い。一方で、筆者らは CIM における重要性はモデリングで
はなくマネジメントであると考 える。そのためには、人材運
用システムとして意見交換場と情報共有場を構築すること
が必要であり、次章以降でそれらの分析をおこなう。
2.2 意見交換場に関する分析
システムを構築するにあたり、特に意思決定場ついて深
い分析をおこなう。分析をした結果、コミュニティ型の SNS
をベースに仕組みを構築することが議論の深化に繋がると
考える。
2.3 知識情報の継承
報告書中で述べる知識情報（ナレッジ）について整理す
る。単にデータを共有するシステムではなく、データを導い
た過程を残すことで、遡及可能なシステムとして提案する。
３．人材運用システム
3.1 システムの構築
分散した関係者間での情報運用を図るには、意思決定
場と、情報共有場を備えることが重要である。
3.2 Kolg の構築
意思決定場である Kolg の主要機能を以下に列挙する。
①権限管理機能
②グループ管理機能
③資料閲覧機能
3.3 Midi の構築
情報共有場である Midi の主要機能を以下に列挙する。
①階層管理機能
②ファイル・写真管理機能
③ライン管理機能
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４．実証事例
4.1 新水前寺 駅地区交 通結 節点改善 事業 （調査、設計
段階）
都市内の駅周辺整備事業において実証した。対象地周
辺は主要幹線道路、市電、JR、民家等の複数の構造物が
存在し、それぞれで発注者 が異なるため、事業全体 の把
握は困難であった。そこで、事業関係者と Kolg 上で協議し
設計の変更をモデル空間に反映することで、各種検討（①
予備設計、②詳細設計、③施工計画、④サイン計画）をお
こなった。
4.2 曽木の滝分水路設計検討（設計段階）
河川激甚災害対策特別緊急事業において実証した。激
特事業の一環であるため整備のスピードが求められがちだ
が、本手法を用いることで、a)景観性、b）経済性、c）機能
性を考慮した設計をおこなった。
4.3 湯の浦川災害関連復旧工事（施工段階）
災害関連事 業において実証した。災害に伴う改良復 旧
工事であったが作業所と現場が遠隔地であるため、現場
立ち会い・検査等が大きな問題であった。そこで、Web 出
来型管理システムを構築することで、受発注者双方の業務
効率化を図った。
4.4 土砂災害防止区域指定
近年の降雨状況の変化に伴い、各市町村等が行う避難
体制の整備や情報提供に適用した。公共事業予算 削減
に対して導入コストを抑えた利用法を確立した。
4.5 維持管理業務
自治体における維持管理業務に適用した。本研究で提
案する Midi は地図基盤によるデータベースであり、自治体
の電子データ管理体制の指標となることを示した。
4.6 まとめ
５．人材運用システム（統合型）にむけた考察
5.1 Kolg のまとめ
Kolg の利点と課題について 4 章での実証事例を基に考
察し、まとめることで新システムでの要件はどのようなものか
を述べる。
5.2 人材運用システム（統合型）の構築について
新システムで満たすべき要件と、運用面での想定される
項目を列挙する。システムはあくまでツールであり、最大限
に生かすためには、人材のマネジメントが必要である。今
後の展望としては、構築したシステムの現場での利用を進
めていきたい。

