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1. はじめに
橋梁等の構造物に関しては，BIM との関連でわが国でも，3D-CAD モデルの利用に関してある程度のコンセンサス
が得られようとしている．一方，河川に関しては，堤防の建設に限定しても，どのようにモデル化すべきか，モデル
をどのように運用すべきか等について，ようやく議論が始められたところである．
そもそも建設事業という行為は，国の成り立ちと結びついた「文化」である．良い意味でも，悪い意味でも様々な
ローカルルールの上に成り立っている．一方 ICT は文化を変革する強力な手段である。CIM の可能性もまた、今後の
建設事業の姿を大きく変える程の力を持っている．もちろん機械系の CAD/CAM や建築系の BIM といった先行分野
の 3D-CAD 事例を CIM に活用することは悪いことではない．しかし，安易な利用では，CIM はブームに終わるので
はないかという危惧を抱いている．また，単純に海外事例を参照し，制度化しようとする動きにも違和を感じている．
前例主義を排し，小さな革新を重ねていくことが大切である。CIM は可能性を秘めているからこそ，我々は徹底的に
足元を見なおすべきであり，自分たちの力で深く考えるべきである．本研究の出発点はそこにある．
まず建築と土木で CAD を利用する時の違いをまとめたい．
① モデルの違い
建築では構造物の集合体を扱う．一方，土木では「構造物」
，
「地形・土質」
「計測情報（たとえば河床の変化）
」
といった複数の異なる性質のモデルの集合体を扱う．
② 受発注者の違い
簡単に言えば建築は一組の発注者と一組の受注者間にモデルがある．一方土木では，ライフサイクルで事業者
は同じでも発注を担当する部署は異なり，受注する会社も異なる．そのような受発注者間で同じ対象者モデルを
利用するとしても，ソフトウェアやデータ運用のルールが同じとは限らない．
③ 試行の困難性
新しい道具は，新しいルールのもとで使うのが常識である．建築の試行ではそのような可能性が高い．しかし，
土木では道具のメリットを旧来のルールが幾重にも縛る．このため，CIM のメリットは見えにくい．急激な変化
ではなく一歩一歩，変更できるところから，その提案をしていくしかないと考える．しかもそれは常に事業者の
視点での論考であるべきである．CIM の成否は現行ルールの改善へのヒントを積み重ねることにあると考えてい
る．日本的建設 BIM を CIM と呼ぶべきである．それは何よりもマネジメントの改善に関わる試みであると考え
ている．
本研究は以上のような観点に立って進められた．
図 1-1 に示したように第２章では土木で対象とする
モデル空間のあるべき姿を論じ，河川モデルの概念
図を示し，河川事業の特長と対応したモデル利用の
必要性を述べた．建設のライフサイクルにおいてモ
デルというデータをどのように運用していくべきか，
４段階チャートを示して，論じた．
第３章～第５章では国土交通省九州地方整備局に
おける CIM 試行事業の２現場でモデル利用の実情
を調査し，その概要をまとめた．第６章では河川管
理に関する現状を調査し，その課題をまとめた．第
７章は第６章に対する提案である．配置モデルとし
てまとめたが，これは既存データ（２次元モデル）
を３次元空間の中に，世界測地系で定められた正し
い位置に配置したものである．第８章は第２章のい
くつかの概念図に従い，本研究の成果をまとめた．
なお，付録として XML データを土質柱状図（３
次元）に変換するシステムの概要を示した．これも
本研究の成果である．
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図 1-1 本報告書の構成

2. マネジメント
本研究では，CIM との関連でモデルのデータマネジメントを論じる．ここでいうモデルとは，２次元および３次元
の CAD モデルのことである．またデータとは，モデルが作成されるもととなったもの，あるいは，モデルから生成
されたものと考えた．前者は，たとえば，土質の柱状モデルのもととなる土質データである．後者は，たとえば，構
造解析をおこなうために必要な形状算出のためのデータのことである．さらに，ある CAD ソフトで作られたモデル
を，別会社のシミュレータで統合する場合も，データマネジメントの一部であると考えている．
以上のことから，本報告では，データベース論を展開したり，データ一般について考察してはいない．あくまで，
前述したモデルを用い，建設事業をマネジメントする方法と建設ライフサイクルでデータを運用するためのマネジメ
ントについて述べる．本章では，まず，建設事業の協議においてモデル空間が有効な道具となりうることを示し，次
に，建設ライフサイクルの４段階の段階内や段階間で，モデルを利用することの可能性とそのモデルのデータを次の
段階に引継ぎ，利用することの重要性を述べる．
2.1 モデル空間について
2.1.1 モデル空間とは
建設事業で利用されるモデルに関する著者の考えは，文献 1) に詳述している．本報告では，モデルとは２次元あ
るいは３次元の CAD に限定する．まず，実際に 3D-CAD を利用した２つの（あるいは両極の）事例を示す．図 2-1
は分水路事業における掘削予定の地山の地形・土質の概要を３次元的に表示したものである．これを参考にして，水
路の３次元線形のあり方を議論した．一方，図 2-2 では平坦な都市内の交通結節点改善事業において，いくつかの構
造物（高架駅，歩道橋，電停，エレベーター，階段，歩道など）の間の取り合いや施工計画について議論した．
さて，改めてモデルを空間として考えてみよう．機械や建築系（BIM モデルはこれに含まれる）は複数の構造物モ
デルとして表現される．図 2-3 に概念図を示す．これに対して，上述した図 2-1，図 2-2 をまとめた建設系のモデル
が必要とする空間は図 2-4 のように①構造物モデルと②地形・土質モデルから成る．

図 2-1 地形・土質が主となるモデル

図 2-2 構造物が主となるモデル

図 2-4 建築系モデルの概念図

図 2-3 機械・建築系モデルの概念図
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さらに，図 2-5 の河川モデルの模式図をもとに，河川モデルの特殊性について考える．この模式図では，堤防が構造
物モデルであり，周辺の地形・土質も当然モデルとして考慮しておく必要がある．さらに，河道をどのようなモデル
として考えるかが重要である．河道も掘削され堤防の一部であると考えれば，構造物モデルといえる．掘り込まれた
地形として考えれば，地形モデルの一部を構成するだろう．河川の建設ライフサイクルは管理にはじまり，調査，設
計，施工，管理とスパイラル状につながっていく．
河川の場合，ライフサイクルの大半は管理であり，
堤防などの建設は，補修の意味合いが強い．図 2-5 よ
り，河川 CIM においてモデルを作成する時，以下の
ことを配慮すべきである．
① ライフサイクルの各段階で，利用されるモデルが
異なる．
② 河川においては，まず管理モデルから考えておく
必要がある．
③ 河道は，拡幅時には設計対象の一部であり，構造
物モデルとなる．一方，手が加えられない場合は，
河川敷などを含め地形モデルとして処理される．
④ さらに，河川自体が管理対象である限り，河床高
の変化・流量などは，計測されてモデル化される．

a) 流域モデル

図 2-5 河川モデル空間の模式図

b) 事業対象区域モデル

c) 構造物モデル

図 2-6 河川モデルの多様性

さらに，河川モデル空間といっても，図 2-6 に示したように
GIS 的に a)流域全体を考える人もいれば，b)事業対象区域
全体を作成しようとする場合もある．また，プロダクトのみを
モデルとする時は，c)構造モデルとその周辺だけが必要で
あろう．
しかし，いずれの場合にしても，図 2-7 に示すように河川
のモデルは①構造物モデル，②地形・土質モデル，③計
測（観測）モデルから成り立っていると考えられる
以上より，図 2-7 を河川モデルの概念図として提案する．

図 2-7 河川モデルの概念図
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2.1.2 モデル空間を用いた協議
著者らは文献 2)において，
「人材運用システム」の提案をおこなった．建設事業とは，様々なステークホルダーと
の絶え間ない協議が必要であり，図 2-8 で示したような，モデル空間を中心とした協議システムの構築の重要性を指
摘し，実証実験をおこなった．このシステムは，以下３つのことが基本となる．
① モデル空間（3D-CAD）を中心とする．
② Web 掲示板（CIM-LINK（CTC 作製））を活用する．
③ Web-GIS データベースを構築し，データの集約一元化をはかる．
つまり，モデル空間を用い，CIM-LINK を用いた協議や対面協議をおこなうことで，建設事業の協議を円滑に進め
ることが可能となる．
なお，ここではすべてを協議と書いているが，図 2-8 でおこなっているのはモデルを用いた問題の共有と問題解決
に向けた調整である．したがって本文では協議＝共有+調整としておく．また，共有について若干のコメントをして
おく．本来，consensus とは con（ともに）+sensus（感覚）で，
「センスを同じくする」ということである．センスは
感覚のことであるが，フランス語では「方向」という意味もある．つまり，感覚を同じくするとは，対面し，相手を
眺め合うことではなく，図 2-8 のように同じもの（ここではモデル）を見ることで「これは良い！」とか「やっぱり
このままではまずいのではないか」という感覚を同じくするということである．
もしもほぼ全員が同じような感覚を持つ（つまりは情報が共有される）ことができれば，自然と調整が始まるだろ
う．著者の言う協議は，相手を自分の考えに従わせることではないし，互いの意見を足して２で割るといった両者の
妥協の産物でもない．上述のように共有から調整に至る手続きのことである．さらに付言するなら著者のこれまでの
経験から，モデル利用は協議の場で極めて有力な道具となる３）．

対面場

遠隔場

図 2-8 協議概念図
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次に，図 2-9 に示すモデル空間を用いた調整について述べる．
① 空間調整＋時間調整
空間調整では，モデル空間内の任意の視点から設
計対象となる構造物だけでなく，周辺地形や既存構
造物との空間的関連性を検討する．これにより，構
造物間の物理的干渉の有無の確認，景観検討，ある
いは利用者の動線計画などの把握が可能である．
また，モデル空間に時間情報を加えることによっ
て，時間的要素を考慮した設計をおこなう．これよ
り，
施工過程の可視化からヤード選定，
重機の搬入，
配置位置，可動範囲などについて確認する．また，
複数の設計対象物が存在し，同時期にそれぞれの工
事がおこなわれる場合，
個別に検討するのではなく，
施工全体を可視化し確認することができる．

a) 空間調整＋時間調整
図 2-9 モデル空間を用いた調整

② 人的調整
図 2-8 の協議概念図には遠隔場（非同期分散）と対面場（同期集中）の２つの場が示されている．ICT 活用の観
点に立ち，遠くに分散し，他の業務をおこなっている人々と情報共有をはかるのが遠隔場である．Web 掲示板上で
キャプチャ画像，動画，CAD データ等を利用して共有をはかる．この段階で十分な情報が示されれば，対面場には
参加者は解決策を持ってくることができる．通常の会議では，会議のおわりに問題が明らかになり（つまり共有）
，
各自「持ち帰って検討」で終了する．図 2-8 のようにシステムが機能すれば複数の解決策を検討し，一本化するこ
とも可能になる．

対面場

遠隔場

c） 人的調整（対面場）

b） 人的調整（遠隔場）

図 2-9 モデル空間を用いた調整（つづき）
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また，図 2-10 は図 2-9 b）の遠隔場の概念図の中心にある Web 掲示板の一種である．関係者以外がアクセスで
きないようパスワードが設定されたコミュニティに関係者を招待し，メール通知機能を備えた掲示板に用件を書き
込み，意思疎通をはかるものである．

遠隔場

b）スレッド画面

a) コミュニティ画面
図 2-10 CIM-LINK(Web 掲示板)
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さらに，上記で示した CIM-LINK 上では，専門ソフトで作成したモデルを，専門ソフトを持っていない人でも，閲
覧・確認することが可能である．図 2-11 は CIM-LINK 上に掲示されたモデルを表示したものであり，Web 上でモデ
ルが操作でき，様々な視点からモデルを確認することができる．これにより，事業関係者が掲示されたモデルの問題
点の発見，共有が可能となる．

図 2-11 CIM-LINK でのモデル確認時の画面
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図2-11 はPC 上でモデルを確認した図であるが，
iPad のアプリ上でも同様にモデルを確認することができる．
図2-12
は iPad のアプリ上で共有されたモデルを表示したものであり，持ち運びが容易なタブレットを用いることで，現場で
のモデル確認などに利用可能となる．

図 2-12 iPad 上でのモデル確認
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2.2 ２通りの４段階チャート
図 2-13 に４段階チャート上でのモデル利用の概念図を示す．図 2-13 a）は４段階チャートの基本形である．縦軸
は，現場での建設に能動的に関係するか，管理や調査のように受動的に関係するのかを表わす．横軸は，実際の現場
に「現実的」にかかわるのか，
「仮想的」に対応しているのかを表わす．この図から，河川系の事業が，管理から管理
までスパイラル状に展開されることを的確に表現することができる．さらに，上段（管理・調査）は主として事業者
中心で動いていくのに対し，下段（設計・施工）は受注者が主として活躍する場面である．また，左の列（施工・管
理）は主として実現場で展開されることであり，右の列（調査・設計）は現場を想定しつつも，主として室内での作
業となる．この図から，河川 CIM を考える際には事業者（特に管理者）中心のモデル利用が考えられなければならな
いことを指摘しておきたい．
図 2-13 b）は，モデルがどのような局面で利用されるかを想定したものである．まず，下記のように段階内と段階
間に分けて考えたい．
① 段階内モデル利用
図 2-13 b）の A，B，C，D は各段階内におけるモデル利用を表している．ここでは，それぞれの段階で，発注
者と受注者が異なり，両者の合意のもとでモデルが作成される．C の設計段階では，コンサルの工夫が発揮される
場面であり，D の施工段階では，建設会社のモデル利用が進められている．今後は，B の調査段階でのモデル利用，
特に地形や土質データの可視化によるモデル活用が望まれる．また，A の管理段階では，管理者のニーズの把握と
それに対応した，モデル利用に関するアイデア創出が今後の課題であると考えている．
② 段階間モデル利用
図 2-13 b）の P，Q，R，S は各段階間におけるモデル利用を表している．段階を超えたモデル利用では，利用す
る CAD ソフトが同じものであれば問題ないが，異なる場合はデータ変換等が必要になる．最悪の場合は，データ
転用ができず，一からモデル作成をおこなうこともありうる．CIM におけるモデル利用の問題点は，このような段
階間でのデータの転用の可能性をどのように担保するかにかかっている．特に河川では，事業者の視点で，段階間
のデータ転用を考えておくことが重要である．

a) ４段階チャートの基本形

b) 段階内と段階間でのモデル利用

＝
c) モデル利用の概念図（凡例）
図 2-13 ４段階チャート概念図と河川のライフサイクル
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図 2-13 c）には，モデル利用の概念図を示した．緑丸は各段階で利用するモデルを表わし，矢印はモデルからのデータ
変換，赤い四角は利用例を表わしている．図2-13で著者が指摘したいことは，モデルはプロダクトモデルに限定すべきでは
ないということである．段階内や設計から施工へのデータ活用に限定すれば，モデルを厳密に定義し，運用することは可能
であり極めて効率の良いことである．しかし河川モデルが図 2-7 で記述したように，３層のモデル（CAD ソフト）から構成され
ていることと，段階内や段階間で，さまざまなモデル利用が起こりうることをきちんと考えておくことが重要であると考える．

2.2.1 段階内でのモデル利用
モデル空間と一口に言っても，調査から管理までの各段階において，モデルの利用目的は異なる．そのため，それ
ぞれの目的にあったモデルを作ることが重要である．
図2-14 a)は，各段階でのモデル空間利用の概念図を示したものである．モデルは各段階で利用例が異なる．たとえ
ば，調査段階では，モデルは景観シミュレーションなどに利用され，一方，設計段階では，設計や解析にモデルが利
用される．施工段階では，情報化施工などの施工支援に利用され，管理段階では，管理用モデルとして利用される．
このように，各段階での利用目的に合わせてモデルを構築し，業務をマネジメントする必要がある．

a) 段階内
図 2-14 ４段階チャートの概念図

14

2.2.2 段階間でのモデル利用
各段階で構築，利用したモデルは段階間でも活用されるべきである．
図2-14 b)は，各段階で利用したモデルが，他のフェーズへ移動するイメージを示したものである．図2-14 b)のよ
うに，他のフェーズでモデルやデータが利用されることが，CIMの価値の一つであると考える．たとえば，調査段階
で利用したモデルが，設計段階で構造解析や住民説明に利用される．また，設計段階で作成されたモデルを，情報化
施工用データに変換し，施工段階で利用する．さらに，調査段階や設計段階のデータが管理段階で管理用データとし
て利用する．このように，段階間にわたりモデルを利用することが重要である．

b) 段階間
図 2-14 ４段階チャートの概念図（つづき）
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2.3 データマネジメント
2.3.1 設計で留意すべき３項目
ある構造物を設計する際に考慮すべきものは，環境性，機能性，構造性の３点である．これらは，設計検討で作成
するモデルとの関連も大きい．以下にそれぞれの内容についてまとめる．
① 環境性
環境性は環境アセスメントの中で検討されることである．筆者らは「白川の水辺空間計画」作成において，環境
性を以下に示す３つに大別した．これらは構造物を設計する初期段階で考慮すべき点であるが，ただ単に広く深く
調査・検討すれば良いというものではない．構造物を取り巻く“適切な枠組み”として，どれほどのスケールを設
定し，どのような周囲の状況と関連付けられているかなど，を考えることに意義がある（図 2-15）
．また，構造物
は単体で立ち現れるものではないため，
環境性で考慮する点は，
設計の段階毎に立ち戻るべき大きな視点でもある．
（1）自然環境：周辺の地形，山並み，河川，樹木や生物など，人工物ではない自然の要素
（2）社会環境：関連する上位計画なども考慮した，周囲の施設や交通など，社会基盤の要素
（3）生活環境：土地の歴史や住民の営みなど，人の暮らしにまつわる要素
② 構造性
環境性や機能性については，模型や VR といった３次元のイメージを伴うツールで検討することが望ましい．こ
れらのイメージの共有をもとに，力学的要件や構造令といった構造性について図面ベースで確認することが必要で
ある（図 2-16）
．またこれまでの設計業務では，構造性のみで議論や検討が進められることが多く，周囲の環境性
との調和や利用者にとっての機能性への配慮が疎かになりがちであった．
③ 機能性
機能性では“利用者を想定すること”が重要である．利用者からの見え方，使い勝手や動きやすさなど，設計段
階でどれだけ多くの視点から検討できているのかが大きな差となってくる．たとえば，ユニバーサルデザインにお
ける動線計画，植栽の配置計画，サイン計画，維持管理の施設計画といった構造物そのものだけではなく，周囲や
竣工後の利用も考えたトータルデザインとして検討すべき視点である（図 2-17）
．なお，利用者は人間だけではな
く動物や植物も考えるべきである．
環境性と機能性の議論をしながら，構造性について確認するという流れが本来の設計のあるべき姿である（図 2-18，
19）
．

図 2-15 環境性の検討例

図 2-16 構造性の検討例

図 2-17 機能性の検討例

図 2-19 設計検討の流れ

図 2-18 ３項目のイメージ
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2.3.2 ３項目の留意点とソフトウェアの対応
前節の３項目を検討する際に，必要となる CAD 機能をまとめると，表 2-1 のようになる．表では，３項目と CAD
機能に加え，各機能で使用するデータ，ソフトウェアの例として今回，利用した Autodesk の製品を併記した．
また，CAD 機能の要件は以下となる．
① 空間シミュレータ：環境性を考慮する際に必要となり，空間を編集する機能である．空間をつくり現況の把握を
可能とする地形や航空写真，建物，人はもちろん，そのほかに調査結果や，マスタープランのような紙面資料，用地境界
や住民からの要望のような検討必須事項，資料では表現し難い事項に関しては文字や絵，そして簡易モデルが必要とな
る．変更を容易におこなえる簡易モデルを用いることで，効果的に空間の編集をおこなうことが可能となる．
② エディタ：構造性を考慮する際に必要となり，形状を編集する機能である．各種図面，完成図などの紙面資料，
および写真や，図面をもとに作成したモデル・データを編集する．作成したモデルを用いて，解析や干渉チェック，施工工
程の確認をおこなう．その結果から得られた微調整等の変更や，詳細な設計に入る以前での住民の意見，形状案の変更
等の検討履歴を理解しておくことで効果的に編集をおこなうことが可能となる．また，複雑な形状を持つ構造物のモデル
作成の場合等では，類似の構造物の写真や資料をデータとして含んでおくことで効率的に形状編集をおこなうことが可能
となる．
③ 構造シミュレータ：機能性を考慮する際に必要となり，空間を調整する機能である．各種図面や計測データ，
施工情報やそれまでの検討履歴が必要となる．過去から現在に至るまでのすべてを理解することで，空間調整を効率的
におこなうことが可能となる．

表 2-1 機能別のソフトウェア
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2.3.3 ４段階３機能によるデータマネジメント
建設ライフサイクルの各段階で，主として活用するシ
ミュレータと基本的な構造物を作成するエディタの関係
をまとめると，図 2-20 となる．調査段階では，空間シミ
ュレータを用い，地形は編集され，設計予定の構造物の
概要を示しつつ，景観調査や用地の検討等がおこなわれ
る．設計段階での予備検討では，空間シミュレータで活
用したデータを継承し，一部の設計がおこなわれる可能
性がある（後述する図 8-2 や図 8-6）
．ただし基本的に，
後半（詳細設計）は，エディタでオブジェクトを作成し，
構造シミュレータを用いて細部の検討がおこなわれる．
設計されたモデルは，施工にわたされ活用される．施工
情報の多くは，管理に引き継がれ，構造シミュレータを
活用しつつ日々の管理がおこなわれるものと考える．た
だし，この段階での空間シミュレータ活用の可能性を指
摘しておきたい．特に河川では，構造物そのものが管理
対象であるばかりでなく，周辺の地形もまた，管理の対
象と考える必要がある．なお，管理段階の空間シミュレ
ータの活用は，広い意味で防災への活用も視野に入れる
べきであると考えている．またこの図で，赤で示された
図 2-20 各段階で求められる機能の概念図
構造シミュレータが活躍する部分は，主として受注者が
主体となってモデル活用を考える分野である．一方，緑で示された，空間シミュレータが活躍する部分は，事業者主
体でモデル利用を模索する部分であるといえる．今後の CIM の発展を考えると，①空間シミュレータの活用と②次の
段階へ（特に色の変化する部分）でのスムーズなデータ引き継ぎが課題であると考えられる．
３機能について，若干付言しておきたい．ソフトウェアによってはエディタ上で様々なシミュレーションが可能な
ものもある．したがって３機能は将来，すべての機能を持った一つのソフトウェアに集約されるのではないかという
意見もあるだろう．しかし，著者はこの意見には反対である．むしろ，３つの機能を明確に分けることで可能となる
各機能の充実を期待したい．一つは地形・土質をうまく取り込んで調査段階で活用できる空間シミュレータの開発で
ある．これは，防災等にも利用できるはずだ．他方，構造シミュレータの中に完璧な広域地形表現を求めるのは良く
ないことだとも考えている．この機能はあくまで，設計，施工段階での構造物間，あるいは構造物周辺の確認，調整
での，細かな処理に特化すべきだろう．さらに，エディタはまさしく構造物自体のエディティングをおこなうもので
あり，道路設計用や堤防設計用に特化したものが出てくることもあっていいと考えている．反対に，簡単に初期段階
の簡易モデルを短時間に作れるのであれば土木は特注品であるので，このような機能限定のエディタは生き残ってい
くのではないかと考えている．
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2.3.4 実証現場概要
(1) 津屋原沼堤防施設計画事業（津屋原沼築堤事業）
津屋原沼は，図2-21に示すように宮崎県宮崎市の大淀川0k200付近で大淀川と合流する八重川の河口に位置する．人
為的要因（掘削・土砂採取）により形成された沼である．この沼の無堤区間約1kmを対象とし，洪水・高潮・津波へ
備えるための堤防整備を目的としている．無堤区間の背後地の浸水想定区域には，住宅や工業・流通業務施設等が密
集し，教育施設などの公共施設も多く存在する．また，干潟・ヨシ群落等多様な水際が生成されており，水辺の緑や
干潟，穏やかな水面を背景にして生活する人々の姿が津屋原沼の景色となっている．そこで，津屋原沼事業は防災，
環境，利用の３点に着目した整備がおこなわれている．工事期間は，平成27年度着工予定，平成30年度完成予定であ
る．
本事業では，図 2-22 に示すとおり，調査段階から設計段階の段階間でのモデル利用がおこなわれた．調査段階で，
周辺地形や周辺施設を取り込んだモデルの構築により，環境に重点をおいた比較検討をおこなう．その結果をもとに
設計段階では，堤防形状の詳細設計や解析に利用する．

図 2-21 位置図

図 2-22 調査段階から設計段階でのモデル利用

(2) 白川改修 渡鹿地区・黒髪地区築堤事業（白川激特事業）
白川は図 2-23 に示すように，
熊本県の中北部を流れる一級河川である．
上流の阿蘇地域はカルデラ地形であるため，
そこに降った雨が流れる水系は白川のみであり，白川の流域面積の約 80％を占めている．そのため，上流の阿蘇地域
からの降雨が一本の川に集まり，一気に流れてくるため下流の熊本市密集市街地で洪水が起こりやすい．2012 年 7 月
に起こった九州北部豪雨では，熊本市でも一部，氾濫が発生し，その中でも特に被害が大きかった，熊本市内の渡鹿
地区・黒髪地区の区間が激甚災害対策特別緊急事業に指定された．本事業では，河道掘削やそれに伴う堤防の付け替
え，樋門・樋管の設置などの整備がおこなわれている．景観検討委員会が設けられ，河川改修工事における景観検討
がされた．
事業期間は平成 24 年度から概ね 5 年間を予定しており，
現在は，
施工が一部おこなわれている状況である．
本事業では，図 2-24 のように段階間でモデルを利用する．調査段階では周辺地形や周辺施設を取り込んだモデルの
構築により，設計における方針が定められ，設計段階でそれにもとづく構造物の設計がおこなわれた．また，設計段
階で作成されたモデルを施工段階での情報化施工に活用している．

図 2-24 調査段階から施工段階でのモデル利用

図 2-23 位置図
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(3) 配置モデルの構築
第６章第４節で後述するように，
図 2-25 のように国土交通省熊本河川国道事務所の設計や施工を担当する職員と数
回にわたり，深い議論をした結果，管理者のニーズとして以下の事柄が挙がった．
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

土堤法面の掘れ
治水地形分類図の取り込み
過去の工事情報の参照
護岸基礎位置情報の取得
矢切打設の履歴
樋管の沈下点検
土砂流出の点検
土木系と機械系の情報共有
河道内の樹木数の把握
などであった．

これらをもとに，本研究では既存データを活用する，配置モデルの構築を試みた．配置モデルは，図 2-26 のように，
調査段階の地形・土質データや設計段階の設計図，管理段階で取得される深浅測量などの計測データを用いて構築す
る．

図 2-25 管理者との意見交換

図 2-26 管理段階でのモデル利用
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3．調査段階
3.1 調査業務
調査段階は事業の発掘にあたる段階であり，当該事業の企画やそのための各種の調査を目的とする．河川改修や災
害復旧を迅速に進めるために，公共計画や基本計画，予備設計が実施されるフェーズである．この段階で重要なこと
は，当該事業にその目的にあった代替案がないかどうかを検討することである．すなわち，簡易モデルを用いて企画
案の概略の把握や構造物の配置検討などをおこなうのが調査段階での主な業務である（図 3-1）
．
ここで，
堤防の配置検討をおこなうにあたって，
2.3.1 (1) 環境性で示した項目を十分に検討する必要がある
（図3-2）
．
自然環境とは，生態系・水質などの河川環境や周辺・河道地形，植栽のような人工物ではない自然の要素のことであ
る．
人々の安全安心のために堤防の整備をおこなうが，
それと同時に自然環境を失うようなことがあってはならない．
すなわち防災のための整備ではなく，防災と環境保護の両方を満足できる整備を検討する必要がある．そのため，堤
防の設置に伴う河道の変化や生態系への影響など，
堤防と自然環境の関連を検討する必要がある．
次に社会環境とは，
住宅や周辺施設，交通など社会基盤の要素のことである．堤防整備が事業の主な目的ではあるが，動線の確保や河川
および堤防の管理のために新たな施設も建設される．さらに，現存する住宅などの施設を避けた線形にする必要があ
るため，
堤防とその他構造物の関係や堤防の設置による残地の把握などをおこなう必要がある．
最後に生活環境とは，
地域住民による堤防の利用など，人の暮らしにまつわる要素のことである．事業を進めるにあたって地域住民の意見
は重要であり，事業対象地に住む人々が受けいれることのできる整備をおこなわなければならない．また，各地域に
は特有の文化や歴史が存在する．それらを人々のための施設とはいえ，十分に考慮し地域にあった整備をおこなう必
要があるため，生活環境の検討は重要となってくる．
以上より，調査段階では堤防のみの検討ではなく，自然環境，社会環境，生活環境との関連を考慮した検討をおこ
なっていく必要がある．さらに，堤防と個々の関係や局所的な検討ではなく，周辺を一体とし空間的な場として検討
することで次段階へとつなげることが可能となる．また，データマネジメントの観点から考えると，調査段階は今後
の設計・施工・管理へと連続的に情報を継承・共有していくための導入部分となる重要なフェーズでもある．そこで，
調査段階でのモデルについて事例における適用を通して整理していく．

図 3-1 計画案の比較

図 3-2 検討項目
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3.2 事例
3.2.1 自然環境の検討
土木構造物を考える際，まずはじめに対象地の現況イメージを把握し，計画案の完成後の全体イメージを全員で共
有する必要がある．図 3-3 に示すように，基盤となる３次元地形に航空写真を重ね合わせたものを基本型とする．事
業が進むにつれて，この基本型に種々の情報を統合していく．今回の３次元地形は，国土地理院 1)発行の数値地図 10m
メッシュ（標高）をもとに河川周辺を作成した．さらに航空写真は，Google Earth2)に登録されているものを使用した．
以上により，
地形も航空写真も位置情報を保有しているため，
位置および現況を正確に把握することが可能となった．
地形が平坦で３次元地形では高低差がはっきりしない場所では，図 3-4 に示すように等高線ごとに色分けしたもの
を統合することで地形の高低差を把握した．地形の色分けをおこなうことで地域住民にも理解を与えやすく，検討材
料として有力な資料となった．さらに，図 3-5 に示すように地質パネルを統合することで，堤防建設地の地盤を詳細
に把握することが可能となった．
また河川事業においては，堤防の建設によって河川の生態系や水質に影響を与える．周辺住民の中には地域の自然
環境に惹かれている人もいるため，環境に関する検討を十分におこなわなければならない．そのため，検討すべき自
然環境としては周辺地形や河道地形のみでなく，周辺および河川の生態系や植栽についても検討する必要がある．そ
こで，図3-6に示すように生態系調査結果の資料を基本型に統合することで，構造物と河川環境の関連を検討した．こ
れにより図3-6に示す案は，沼口に広がる干潟を配慮した案であることがわかる．以前までは，３次元モデルと調査結
果などの紙面資料を照らし合わせながらの検討であったが，これによって同一画面内で構造物と自然環境の検討が可
能となる．それまでは，地域住民に環境に配慮した案であることを説明してもなかなか納得を得ることができずにい
たが，同一画面上で堤防と自然環境を把握することで住民の理解を得た．また，住民にとってよく見る環境であると
はいえ，普段注意して見ない箇所の環境については知らない点が多々あり，さらに調査結果を紙面で与えられてもイ
メージを持ちにくい．そこで，生態系資料や植栽を統合し３次元的に閲覧することで，普段見ている自然環境の景色
をイメージすることが可能となり，住民説明の際の有効な補助資料となった．住民に堤防と自然環境の関連に関する
理解を十分に与えることができたため，住民の事業に対する貴重な意見の創出にもつながった．

図 3-3 基本型

図 3-4 地形の色分け

図 3-5 地質パネルの統合

図 3-6 生態系調査結果の統合
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3.2.2 社会環境の検討
事業をおこなうにあたって，
官民境界を必ず考慮しなければならない．
境界内での検討をおこなわなければならず，
必要に応じて用地買収などの手続きが生じる．そこで，図 3-7 に示すように，官民境界や堤防法線を含んだ計画平面
図を基本型に統合した．計画平面図のような CAD 図面を基本型に統合することで，事業の概略を把握することが可
能となる．さらに従来は計画平面図のみを閲覧していたが，基本型に統合することで現況との比較をおこなうことが
可能となった．また，事業を進めるにあたって様々な資料が作成される．作成された資料の統合例として，マスター
プランを統合したものを図 3-8 に示す．マスタープランは，堤防への動線や堤防上の人の流れ，ビュースポットを示
している．そのため，基本型に統合することで，堤防整備によって生じる残地の有無および利用法，動線確保のため
の階段や道路などの周辺施設の設置の検討を有効におこなうことができた．
さらに，社会環境として周辺の住居との関係を考慮する必要があるため，図 3-9 に示すように基本型に建物の３次
元モデルを統合した．建物の３次元モデルは，国土地理院発行の基盤地図情報より建築物の外周線を抽出することで
入手した．入手した３次元モデルは高さ情報を持っていないため，任意に高さ情報を与えることで現況に近いモデル
の作成が可能となった．堤防上から住居内が見えるのではないか，住居と堤防が近接し圧迫感を感じるのではないか
といった地域住民からの意見も生じるため，住居の位置や高さを正確に表現する必要があった．また，調査段階では
堤防の配置や線形を比較・検討するため，案の変更が頻繁に生じる．そのため，変更を容易におこなうことができる
よう，図 3-10 に示すように堤防の計画ラインに沿って標準断面を押し出した非常に簡易なモデルを用いた．建物の３
次元モデルおよび堤防の簡易モデルを共に統合することで，
住居と堤防の関係を把握・検討することが可能となった．

図 3-7 計画平面図の統合

図 3-8 マスタープランの統合

図 3-9 建物の統合

図 3-10 簡易モデルの統合

3.2.3 生活環境の検討
様々な情報を統合した基本型を３次元的に見ることで，現実に近いイメージを持つことができ，地域住民の生活環
境を忠実に検討することが可能となる．マスタープランのビュースポットを立面的に確認したものを図 3-11 に示す．
実際のビュースポットからの見えを確認することが可能となり，ビュースポットとして正しい場所であるかどうか，
遠方に何が見えるのか，何に着目して景観検討をおこなっていくべきかなどの確認ができた．また利用者に快適さを
与えるためにも，歩行者目線での動線の確認は重要である．天端上での歩行者目線での景色を図 3-12 に示す．堤防上
から何が見え何が見えないのか，どういったものがあるとよいのか，歩行者にとって快適な空間となっているかなど
歩行者目線での様々な検討をおこなうことが可能となった．さらに図 3-13 に示すとおり，日照を変化させることによ
って朝日や夕日の見えを確認し，
天端上からの景色のイメージを住民に与えた．
朝日や夕日の見えの確認のみでなく，
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日照変化による影の動きも検討することが可能となり，日当たりのよい天端上のどの位置に木陰を創出すると有効か
などの検討もおこなうことができた．これにより，さらに住民からの要望を得ることができ，議論を深化させること
につながった．
生活環境の検討として，天端上からの景色の検討はもちろんだが，周囲からの堤防の見えも検討する必要がある．
堤防周辺は通学路や散歩コースとしての利用が多く見られ，川裏については周辺住民が最も気に掛ける部分である．
そこで図 3-14 に示すように，川裏からの見えを確認することで，川裏から堤防がどの程度見えるか，堤防周辺を散歩
する人に与える印象はどのようなものかといった川裏のデザインを確認・検討した．

図 3-11 ビュースポットの立面的確認

図 3-12 天端上での歩行者目線

図 3-13 朝日の見え

図 3-14 川裏からの見え

3.3 まとめ
3.3.1 調査段階におけるモデル空間
調査段階では，専門家内での議論のみでなく地域住民も含めた議論がなされる．そのため高精度なモデルである必
要はなく，事業に関係する人すべてが専門知識を保有していなくても理解できるモデルを作成する必要がある．ここ
で，調査段階での効果的な検討や次段階での利用を考慮した，調査段階のモデル空間および付加すべき情報について
事例を通して以下に整理する．
① 自然環境
３次元地形や等高線による高低差の表示によって，現況地形の可視化が可能となった．現況を忠実に再現する必
要のある調査段階では，基盤となる地形および航空写真，すなわち基本型の作成は必要であり，この基本型に種々
の情報を統合していく．また表現する３次元地形の精度は，高橋らにより段階に応じ詳細度に変化をつけて３次元
地形を運用する手法が提案されている 3)ように，検討段階によって変更していく必要がある．調査段階では，地形
と主要な構造物がおおまかにわかる程度のもので十分である．詳細にするほどデータ量は増加するため，高精度な
作りこみはデザイン検討や詳細が必要とされる一部分のみでおこなうべきである．また高精度な作りこみにあたっ
ては，新規に精度の高いデータを追加するのではなく，初期に作成したデータを有効に活用するべきである．さら
に，地質や生態系調査結果を統合することで必要な検討を効果的におこなうことが可能となると考えられる．すな
わち自然環境としては，現況のおおまかな地形や調査により得られた生態系，土質分布などを統合する必要がある
と考える．
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② 社会環境
計画平面図やマスタープランのような平面図，簡易
な３次元モデルの統合によって構造物と周辺施設の検
討が可能となった．堤防と周辺施設の位置関係を確認
することで，河川緑地帯がどのように分断されるかと
いった，残地が生じる箇所の想定が可能であった．防
災ブロックや備蓄土砂の保管場所に利用できるスペー
スの確認も同時におこなうことができた．
社会環境として既存の２次元図面や従来紙面上で検
討されてきた情報を３次元上に取り込むことで，情報
の統合が可能となり，
検討の幅が広がると考えられる．
さらに，
図 3-15 に示すような周辺施設を十分に取り込
むことで現況を忠実に表現することが可能となる．ま
た，調査段階においては案の変更が頻繁におこなわれ
るため，堤防や周辺施設は簡易なモデルで十分である
図 3-15 周辺施設の取り込み
と考えられる．すなわち社会環境としては，計画平面
図や検討をおこなうにあたって作成される資料，周辺
施設の簡易３次元モデルを十分に統合する必要があると考える．
③ 生活環境
事業をおこなっていくにあたって重要となるのは，実際に利用する地域住民の意見である．天端上からの景色や
日照変化を確認することで，地域住民の意見を得ることが容易となった．また，マスタープランの立面的確認によ
り，計画の現実に近い検討をおこなうことが可能となった．さらに自然環境を十分に統合していることによって，
堤防から遠方の見えや遠方から堤防の見えなどを確認することができた．
任意の視点からの検討をおこなうことで，
利用者目線で，より正確な事業の把握が可能となり，各担当者間での合意形成が容易になると考えられる．すなわ
ち生活環境としては，情報を十分に取り込んだ基本型において視点場の保存をおこない，様々な視点からの検討を
おこなう必要があると考える．
3.3.2 次段階での検討
調査モデルを用いて，調査段階では目指すべき景観を実現するための方針が決定した．基本方針の１つ目は回遊性
であり，多くの歩行者，自転車の快適性や安全性を確保や周辺環境の中で堤防が主張しない工夫をおこなう．２つ目
はアクセス性であり，坂路や階段の設置，堤防道路への自然な導入の工夫をおこなう．３つ目は空間多様性であり，
樹木の保全や水際の工夫，利活用可能なオープンスペースの確保，構造の切り替わり部分への配慮をおこなう．最後
に４つ目は安全・安心性であり，堤防や階段の整備をおこなう．これら４つの基本方針をもとに，次段階である設計
段階では詳細な検討をおこなっていく．
示した４つの基本方針の詳細については，文献４）を参考にされたい．

＜参考文献＞
1) 国土地理院：基盤地図情報ダウンロードサービス<http://fgd.gsi.go.jp/download/> ，(入手 2015.9.25).
2) Google Earth：<http://www.google.co.jp/intl/ja/earth/index.html> ，(入手 2015.9.25)
3) 高橋優介：3 次元地形モデルの運用を前提とした設計プロセスに関する一提案，熊本大学大学院平成 24 年度修士論文

4）CIM を学ぶ ~河川激得事業における CIM の活用記録より~ 編集：熊本大学大学院自然科学研究科小林研究室．
（一財）日本建設情報センター建設情報研究所研究開発部 2015．06．01 第 1 版
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4. 設計段階
4.1 設計業務
白川激特事業において，3D-CAD を用いた設計事例は，すでに，
『CIM を学ぶ』第４章１節に詳述しているので，
参照されたい．本章では，図 2-18 で示した３項目に着目し，実設計業務において，これらの項目がどのように考慮さ
れたかを分析する．さらに，検討用のモデル利用という観点から，3D-CAD の可能性を再考し，ストックモデルとい
う概念を提案する．
4.1.1 設計段階におけるモデル
モデルは設計検討に不可欠な道具である．モデルには，スケッチや図面，模型，CAD など様々な表現方法があげら
れるが，模型や 3D-CAD のような 3D モデルはイメージを立体的に把握できるモデルであり，検討に適しているモデ
ルである．それぞれの特徴として，模型は，対象地が広範囲に及んでいる場合や複雑な構造を有している場合，作成
に多くの労力と時間を費やすため，図 4-1 のように部分的な検討に用いられることが多い．一方，3D-CAD は，数値
を可視化するのが特徴であり，「大体こんなカーブ」や、「ほどよい大きさ」などの曖昧な表現を反映するのは困難
であるが，ある程度数値が定まれば容易に表現可能である．したがって，図 4-2 のように対象地域全体を表現する際
や図面完成後に用いられることが多い．

図 4-1 模型

図 4-2 3D-CAD
モデルはその利用の違いから２つに分けられる．図
4-3 に構造物の設計案が確定するまでの過程を示す．た
とえば A 案，B 案，C 案の３案が提案され，さらに３案
の中から B 案に決まったとすると，B-1，B-2，B-3 とモ
デルは何度か作り直され，徐々に洗練化されていく．こ
のように完成形まで何度も作り直されていくモデルを
「検討用モデル」と呼ぶことにする．D 案は最終的な設
計案であり，これを参照して，周辺の付属物等の設計や
施工検討をおこなう．このようにそれ以降変更がないモ
デルを「参照用モデル」と呼ぶことにする．3D モデルの
特徴から，模型は検討用モデルとして，3D-CAD は参照
用モデルとして活用されることが多い．

図 4-3 モデル利用の流れ
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また，どのような検討に力点をおくかで同じモデル
でもその使われ方は様々に変化する．図 4-4 は堤防を
例に図 2-18 の３項目をまとめたものである．
環境性を
重視する検討の際には，対象地の全体的な把握や構造
物の位置付けなどを確認できるように，遠景で正確さ
はそこまで求められない．構造性を重視する検討の際
には，詳細な構造まで検討するため，近景で正確な精
度が必要である．機能性を重視する検討の際には，対
象となる構造物とその周辺の地域の関係が分かる必要
がある．模型では縮尺を調整することで，3D-CAD で
図 4-4 3 項目のモデルの違い
は図 4-4 のように視野の範囲を調整することで可能に
なる．
以上のように，設計検討に用いるモデルは，何度も作り直していける「検討用モデル」で，かつ着目する「項目別」
の検討が可能なモデルが必要である．設計検討に 3D-CAD を用いた白川激特事業の事例から，検討用モデルとして
3D-CAD を用いるための工夫についてまとめる．
4.1.2 設計段階における検討項目
図 2-18，図 2-19 にあるように，設計段階においては環境性，構造性，機能性の３つが考慮されるべきであり，環
境性や機能性の議論をしながら，構造性について確認するべきである．つまり，３つの項目それぞれに着目するだけ
でなく，項目間の検討を重ねていくことが必要となる．図 4-5 は３つの項目に項目間の検討を合わせた７つの検討細
目を示している．以下の節では，3D-CAD による設計検討を分析する際に，図 4-5 の７項目に着目しながら，3D-CAD
活用の可能性についてまとめる．

図 4-5 検討細目
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4.2 事例分析
4.1.1 に示すように，従来，3D-CAD は検討用モデルとしては活用されにくいと考えられてきたが，白川激特事業の
設計段階では検討用モデルとして 3D-CAD を用い，環境性，構造性，機能性を考慮した構造物の設計がおこなわれて
いる．4.1.2 の図 4-5 にあげた７項目に着目して，3D-CAD による設計検討を分析していく．
a）風景の読み解き（環境性）
構造物を設計する前に，事業計画の方針を定める．そのためには，対象となる地域がどのような地形なのか，ど
のような地域性を持つのか，そしてその地域のために土木構造物はどうあるべきかなど，風景の読み解きをする必
要がある．そのため，この段階で用いられるモデルは，詳細まで正確に再現する必要はないが地域の全体的な再現
が必要となる．
白川激特事業では，初期段階でAutodesk社のInfraWorks（以下，IW）を用いた．IWは数値地図の取り込みが短時
間でできる．既存の地形モデルや航空写真を活用することで，図4-6のように地形はほぼ完璧に再現できる．さらに
建物の概略を加えると，図4-7のように周辺の空間はほぼ再現できるため，全体域イメージの把握が容易になる．ま
た，CAD図面を貼り合わせることも可能である．本事業では，図4-8のように地図上に2Dデータを取り込み，地域
と計画線の関係を確認したり，
また図4-9のように対岸からの眺めを確認しながら景観マスタープランの検討をおこ
なった．

図 4-6 地図の取り込み

図 4-7 建物の概略

図 4-8 2D モデルの取り込み

図 4-9 視点場の確認
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b）構造物の設計（構造性）
計画で定められた方針にしたがって構造物が設計されていく．構造物の設計は，大体の形状から始まり，細部の
形状や材質などの詳細な設計と進んでいくため，モデルでは構造物の全体から詳細部に至るまで正確に表現する必
要がある．
白川激特事業では，対象区間ではパラペットの形状を全区間統一にすると定められたため，その基本形の検討か
ら始まった．ソフトはSketchUpを用いている（以下，SU）
．図4-10は最初の会議で提示された堤防の断面構成に関
する課題である．このような検討の初期段階では，一般的な堤防の形などの簡易的なモデルで対応し，検討を進め
ていく上で修正を重ねていく．また，3D-CADは数値を持つデータとの関連付けや作成したモデルの複製と保存が
容易にできる．図4-11は基本形が定まるまでの過程を示しており，決定したところまでを保存し，それを複製して
複数案を作成することで検討が進められた．図4-12と図4-13は，基本形の決定に至る過程の中で検討された事例の
一部である．検討箇所へのズームアップやモデルの複製など3D-CADの特徴を活用している．図4-12はパラペット
の化粧に関する検討案で，それぞれ図中の右下に化粧の詳細を示している．図4-12 a）は化粧なしでコンクリート
打ちっ放しの案，図4-12 b）は縦スリット調の化粧の案，図4-12 c）は横スリット調の化粧の案を示している．ま
た，図4-13はパラペットの天端部の収まりに関する検討案で，それぞれ図中の左上に収まり方の詳細部を示してい
る．図4-13 a）は川表側に排水勾配のみをつけた案，図4-13 b）は排水勾配と30×30の切欠きを設けた案，図4-13 c）
は排水勾配と面取りをつけた案を示している．それぞれ構造物のモデルに人のモデルを取り込むことで，利用者目
線を考慮しながら検討することも可能となった．

図 4-10 パラペットの課題

図 4-11 基本形完成への流れ
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a)コンクリート打ちっ放し

b)縦スリット調

c)横スリット調
図 4-12 パラペットの化粧の検討

a)排水勾配のみ川表側につける

b)排水勾配と切欠きを設ける

c)排水勾配と面取りをつける
図 4-13 パラペット天端部の収まりの検討
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c）利用者の使い心地（機能性）
構造物の設計は，利用者の使い心地を確認しながら進める必要がある．ある程度，形状が定まった段階で，利用
者の目線で構造物を見たり，利用者の目的に合う設計になっているかを確認する．
対象区間の右岸側には標高150mの山があり，排水路と樋門が必要となった．その屋根形状についての検討は，図
4-14のように，歩行者が徐々に建屋に接近したときの印象を重視しておこなった．比較検討は印象を再現するため
に歩行者目線に設定された設計案の動画を作り，おこなった．

図 4-14 歩行者目線からの検討
d）地域の特性に配慮した構造物の設計（環境性⇔構造性）
設計した構造物の基本形が地域の特性に配慮した設計であるために，構造物と地形を合成して実際にどうなるの
かを確認する必要がある．特に河川事業は対象区間が広範囲であり，場所によって河床の深さは異なる．基本形の
ままでは歪な形状になる場合は，その地域に沿うように基本形を応用させる必要がある．
特殊堤防の基本形では，水際の護岸だけを玉石にすることと決まっていた．しかし，対象区間内には低水部が一
部しかない区間があった．そこで，標準形のモデルを応用して，中水部と一連で施工するか，ルール通り低水部の
みとするかの検討がおこなわれた．図 4-15 a）は低水護岸を石張りにした案，図 4-15 b）は下流部の低水護岸を前
出しし，上流部の低水敷きと連続させて捨石を配置した案である．

a)上流部低水護岸の護岸形式を石張り

b)低水護岸を前出しし，上流部の低水敷きと連続させ捨石を配置する
図 4-15 低水護岸の検討
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e）使い心地を考慮した構造物の設計（構造性⇔機能性）
設計した構造物が利用者の使い心地を考慮した設計であるために，地形と同様に，実際にどのような使われ方に
なるかを確認する必要がある．特に河川事業は対象区間が広範囲であるため，河川周辺で生活する住民や利用者の
生活環境は様々である．周辺住民の特徴に合わせて，動線の確認や構造物の修正をする必要がある．
図 4-16 は堤防の川裏側に設置された階段工に関する検討である．この付近には病院があり，病院の患者に散歩を
促すためには堤防への動線を考慮する必要があるとして検討された．図 4-16 a）は２割勾配の階段工，図 4-16 b）
は１割勾配の階段工を示している．赤い矢印が患者の動線を示しており，階段の勾配や手すりの検討がおこなわれ
た．

a)２割勾配の階段工

b)１割勾配の階段工
図 4-16 階段工の検討
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f）地域の特性に配慮した使い心地（環境性⇔機能性）
ある程度構造物の設計が決定した後には，視点場の確認が必要である．構造物がどのように地域に溶け込んでい
るかだけではなく，どこが利用者の視点場となり，視点場からその構造物がどのように見えるのかが検討された．
図4-17に示している視点場は，白川激特区間の上流にある小磧橋の上である．橋の上から下流側の堤防の見え方
を，利用者の目線に合わせて検討された．

図 4-17 視点場からの見え方
g）３つの項目を吟味した総合的な景観検討
最終的な仕上げとして，本来，設計段階が目指す①環境性，②構造性，③機能性の３項目が検討された設計とな
っているかを確認する必要がある．
最初に施工された区間で，パラペットが上流側へ向けて低くなっている区間があった．橋梁へのアプローチ部に
向けて設置される転落防止柵との間のパラペットの収まり方について，施工直前に検討がおこなわれた．図4-18 a）
は直壁で収める案，図4-18 b）は丸みをもって収める案を示している．構造物を地形と合成したときに，歪な構造
となった箇所を利用者の視点から検討された事例である．

a) 直壁で収める

b) 丸みをもって収める
図 4-18 パラペットの収まりの検討
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4.3 ストックモデルの提案
今回の設計例では設計段階で目指す３項目を検討することができており，検討用モデルとして 3D-CAD を活用する
ことが可能であることが確認できる．白川激特事業では，あらかじめ複数の設計案についてモデルを準備しておくこ
とで，対応することができた．そのことをふまえて，ストックモデルの活用を提案をする．
３次元モデルを構築しうる蓄積されたデータ全般のことをストックモデルと呼ぶことにする．ストックモデルは今
あるデータを最大限活用することで，図面がない状態でも３次元モデルを迅速に作成するための概念である．これに
より，実設計に入る前段階での様々な検討が可能となる．ストックモデルを使用方法によって，図4-19のような４つ
に分類した．それぞれについて説明する．
a）地図モデル
地形モデルを作成するのに用いる，基盤地図情報と対象地の航空写真などを地図モデルとする．4.2のa）風景の
読み解きで示したような対象地域の全体的な再現や，f）地域の特性に配慮した使い心地で示したような，設計があ
る程度進んだ構造物が実際どのように利用されるかを検討する上で必要な機能である．
b）既存モデル
既に３次元モデルとして存在している３次元モデルを既存モデルとする．他の事業での設計や施工で作成された
３次元モデルなどがその例である．これを活用して，地形モデルに重ね合わせることで，初期段階からでも方向性
の検討などがおこなえる．4.2 の b）構造物の設計が始まってから g）総合的な景観検討の最終的な検討に至るまで，
作成したモデルはすべて保存し，次の検討ではそれをもとに修正を加えていっている．3D-CAD の特徴を活用して
おり，模型では困難な機能である．また，作成されたモデルを他の事業で活用するには，他の事業でも活用できる
一般的な形に修正して保存しておく必要がある．
c）簡易モデル
階段・スロープの勾配など，土木において使われやすいパラメータを持った構造物を，予め単純化しモデリング
したデータを簡易モデルとする．これを整備しておけば，対象地に合わせたデータの編集をおこない，複数案の検
討なども可能になる．また，パラメータで管理ができるモデルにすることで，たとえば階段の段数や材質，勾配な
どの設定をすることができる．設定次第でその地域に合わせた検討をおこなうことが可能となる．4.2のb）構造物
の設計のように，検討の初期段階においては数値が定まっていないため，大体の形が把握できる簡易モデルを活用
することで，そこから修正を重ねていくことができる．
d）アクセサリー
モデリングソフトに付随している簡易のモデル作成・編集機能がある場合，それをアクセサリーとする．アクセ
サリーは操作性に最も優れたストックモデルであるため，検討の際にその場でのモデリングが容易におこなえる．
4.2 の b）構造物の設計のように人のモデルを取り込むことでより利用者の使い心地を考慮した検討をすることがで
きる．
従来，3D-CADは検討用モデルとして用いられにくいと考えられてきたが，ストックモデルのようなデータを整備
しておくことで初期段階での問題は解消されると考えられる．検討内容に合わせたモデルを準備すれば，検討用モデ
ルとして3D-CADを活用できる可能性は十分あると言える．

図 4-19 ストックモデル
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4.4 まとめ
4.1 では，設計検討におけるモデルがどうあるべきかをまとめ，検討用モデルとして 3D-CAD を用いるための工夫
の必要性を述べた．また，白川激特事業の事例を，設計において留意すべき３項目に着目して再考するために，３項
目を７項目の細目に分けた．それをふまえて 4.2 では，７項目の事例をそれぞれあげ，3D-CAD による設計検討の可
能性を示し，4.3 では，検討用モデルとして 3D-CAD を活用するために必要なストックモデルという概念を提案した．
また，今後の活用に向けて，検討用モデルとして 3D-CAD を用いることで，保存ができ，それを共有することで教
育の場で活用できるのではないかと考えている．3D-CAD は複製・保存することができる．そのため，作りかえられ
る段階ごとに保存しておくことが可能である．検討会議の資料と合わせて，検討に用いたすべてのモデルを残すこと
で，
どの段階でどのような検討が必要であったか，
どの段階でどのような項目が検討されたかなどを言葉だけでなく，
実際に自分でモデルを見ながら確認できるため，より効率的に設計意図の継承をすることが可能となる．また，モデ
ルを残しておくことで，本章でもストックモデルという概念を説明したが，検討に用いたすべてのモデルが他の事業
での既存モデルとして共有できる．このように，すべてのモデルが残ることで設計意図の継承とモデルのストック化
が可能になる．
＜参考文献＞
1)

CIM を学ぶ ~河川激得事業における CIM の活用記録より~，第 4 章 pp.48-65，共同編集：熊本大学大学院自然科学研究科小林研究
室・（一財）日本建設情報センター建設情報研究所研究開発部 2015．06．01 第 1 版
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5. 施工段階
本章では，第 2 章で提案した施工モデルを，効率的に構築するために必要となるデータ運用について考察する．具
体的には，実際の事例をもとに情報化施工に利用するデータ（施工データ）と詳細設計データとの違いを検証し，施
工データを効率的に作成するために必要となる事項を考察し，まとめる．
5.1 情報化施工
5.1.1 概要
情報化施工技術 1)としては，以下のものがあげられる．
① マシンガイダンス
TS や GNSS により機械の位置を取得し，施工箇所の設計データと現地盤データとの差分を運転席モニタへ提供す
る．
② マシンコントロール
TS や GNSS により機械の位置を取得し，施工箇所の設計データと現地盤データとの差分にもとづき，排土板の高
さ・勾配を自動制御する．
③ TS 出来形
設計データを搭載した TS を用いて出来形計測を行い，自動で設計データと出来形データとの差分を算出する．ま
た，自動で出来形管理帳票を作成する．
④ TS/GNSS による締固め管理技術
TS や GNSS により締固め機械の位置を取得し，
走行軌跡や締固め回数をリアルタイムに運転席モニタへ提供する．

5.1.2 情報化施工に必要となるデータ
情報化施工をマシンコントロール・マシンガイダンス
（以
下，MC・MG）
，締固め管理，TS 出来形に分類し，必要な
データを表 5-1 にまとめる．

表 5-1 情報化施工に必要なデータ
項目

必要なデータ

マシンコントロール・

・３次元形状データ

マシンガイダンス

・背景表示データ
・座標変換データ

締固め管理

・締固め平面範囲データ
・背景表示データ
・座標変換データ

TS出来形

基本設計データ

5.1.3 もととなるデータと作成方法
設計図書に含まれる平面図，縦断図，横断図，展開図，線形計算書，測量成果などがある．
データ作成のプロセスを以下に示す．
① 設計照査：発注図面と実施工の整合性を図る．必要に応じて施工者が図面を追加・修正したり，工事内容
を発注者と協議する．
② ３次元形状データ作成（X，Y，Z 座標から）
：構造物変化点の３次元座標から面データを作成する．
③ ３次元形状データ作成（設計要素から）
：主に道路の３次元データについて専用ソフトウェアへ平面・縦断
線形要素や横断要素をパラメータとして入力し，自動的に３次元形状データを作成する．
④ データ変換：各メーカーの専用ソフトウェアを使って３次元形状データを情報化施工機器に登録するデー
タへ変換する．
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5.1.4 利用方針
必要なデータ種類と精度を主な工種別に表5-2 に，
ファイルフォーマットと基本知識についてデータ種類別に表5-3
に示す．
表 5-2 データ種類と精度を主な工種別
工種
土工

必要なデータ種類

精度

・平面図，縦断図，横断図，
（展開図）が必要

・河川の詳細設計は河川線形に対して直角に横断を抽出し

・平面図には基準点が記載されていること

ているため，築堤法線に対して直角となるよう図面を修正

・TS出来形のデータを一部修正してMC・MGデータに変換

する必要がある.

可能
構造物
舗装

・平面図，縦断図，横断図，
（展開図）が必要

・TINの特性上，直角の面は作成できない場合があるため，

・平面図には現地に実存する基準点の記載が必要

施工精度に影響がない範囲で勾配をつける.

・編集可能なTS出来形のデータがあればMC・MGデータを

・路盤など設計要素から３次元形状データを作成する場合

容易に作成できる場合がある

は，横断幅員は大きめに作成することがある．

表 5-3 ファイルフォーマットと基本知識
データ種類

ファイルフォーマット

知識（基本事項）

平面図，縦断図，横断図，展開図

DXF，SXF

平面図の座標と施工の座標を一致させる．

線形計算書

EXCEL，LandXML

XML ファイルにはLandXML やTS 出来形の基本設計デ
ータなどがあるので混同しないこと

測量成果（基準点）

EXCEL，CSV

-

３次元形状データ

LandXML，各メーカーオリジナル

TS 出来形のデータを転用する場合，管理断面以外の
高さに注意が必要．

背景表示データ

DXF，各メーカーオリジナル

平面図の座標と施工の座標を一致させる．

座標変換データ

EXCEL，各メーカーオリジナル

-

締固め平面範囲データ

DXF，各メーカーオリジナル

平面図の座標と施工の座標を一致させる．

基本設計データ

基本設計データ XML

-

5.2 事例
5.2.1 現場概要とデータ作成内容
表 5-4 現場概要
① 現場概要
適用事例の現場概要をまとめたものを，
表 5-4 に示す．

白川渡鹿地区築堤護岸外 1 件工事
2013 年 12 月 25 日～2014 年 10 月 31 日
盛土 1600m3
株式会社吉永産業
受注者
（施工代理人，施工管理者）
有限会社浦本緑化工業
協力会社
（重機とオペレータを提供）
測量（工事，出来形） 株式会社吉永産業
工事名
工期
土量

表 5-5 システムと搭載重機の概要
② 検証システム概要
検証に使用したシステム，搭載重機の概
要を表 5-5 に示す．

システム名
NETIS
搭載重機
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バックホウ 3D マシンガイダンス
グレードコントロールシステム（GCS900）
HK-100045-V
KOBELCO SK200（0.7m3 クラス）

③ 施工状況
現場上流側の施工状況を図 5-1 の上段部に，下流側を図 5-1 の下段部に示す．MG で施工を実施し，法面形成がお
こなえている．また，施工履歴の管理は，図 5-2 の Vision Link2)を用いておこなった．これにより，進捗把握が容易に
おこなえ，Web 上でも確認可能であった．同時に品質管理もおこなえた．

図 5-1 法面整形

図 5-2 施工履歴
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5.2.2 施工モデル構築
① フィールドガイダンス
図 5-3 に示す施工モデルを，汎用 CAD（図面修正）
，Excel，を用い，設計段階の 3D データから施工で位置出しが
必要な箇所を記載した図面（DXF）を作成した．さらに，図 5-4 で示すように，作成した図面をフィールドコントロ
ーラに登録して現場の位置出し作業に利用する．
② バックホウマシンガイダンス
設計段階の 3D データを LandXML で出力する．Trimble business center（無償機能のみ）で LandXML を取込み，マ
シンガイダンス用の 3D データに編集する（図 5-5）
．コントローラに登録して現場の位置出し作業に利用する．図 5-6
に協議風景を示す．

図 5-3 施工モデル

図 5-4 フィールドコントローラに登録

図 5-5 マシンガイダンス用の 3D データ

図 5-6 協議風景

5.2.3 施工モデル用データ準備
施工モデル構築には，以下の作業が必要となる．
① 設計照査
河川の詳細設計は河川線形に対して直角に横断を抽出しているため，施工管理者が築堤法線に対して直角となるよ
う図面を修正する必要がある．
本現場では，設計照査に要した日数は約 5 日であった．
② 座標算出
設計照査後の図面から土工の法肩，法尻の座標算出をおこなった．本作業は，従来の丁張りの座標算出と同じ作業
である．
本現場では，座標算出に要した日数は約 1 日であった．
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③ マシンガイダンス用データ変換
座標の CSV ファイルを取込み，TIN（面）データ
を自動で作成した．作成した TIN データにブレーク
ラインを手動で追加し，修正をおこなった．作成し
たデータを USB にエクスポートし，
マシンガイダン
ス用データとした．
本現場では，マシンガイダンス用データ変換に要
した日数は，半日程度であった．
上記作業から，
3D データを作成していた日数は一
日半程度であり，70%以上が設計照査の時間である
ことがわかった．
図 5-7 施工時に必要な線形

5.2.4 情報化施工での利用の課題
① 線形
図 5-7 のように，詳細設計では，築堤ラインが河
川の中心線に対して直角に記載されている．一方，
施工管理者が必要とする築堤ラインは築堤法線に対
して直角な線である．そのため，施工管理者は詳細
設計の図面をもとに，築堤ラインを再作図する必要
があった．そのため，詳細設計の図面はそのまま利
用することができていないという現状である．
② 設計 3D データ活用
次に，施工時に図 5-8 のような詳細設計の３次元
データを施工段階で利用する場合，それぞれの段階
で必要となる形状に違いがあるため，そのまま利用
することができていない．たとえば，図 5-9 のよう
に詳細設計では，護岸ブロックの形状を表現してい
るが，施工段階で必要となる形状はバックホウ MG
で必要となる形状は土工である．

図 5-8 詳細設計の 3 次元データ

詳細設計で必要な 3D
バックホウ MG で必要な 3D 形

以上のように，設計段階と施工段階で必要とする
図面に差異があるため，そのままデータを運用する
ことができていないといった現状になっている．

図 5-9 設計と施工時の図面の差異
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5.2.5．ヒアリング結果
① 情報化施工全般
・丁張りは直線部で 50m 間隔，曲線部は曲線の始点，中点，終点の３箇所設置した．通常は直線部で 10m 間隔，
曲線部では 5m 間隔で設置．
・丁張り設置の目的は，バックホウオペ以外の作業員向け目印，検査用（バックホウの施工目的ではほぼ不要）
．
・基礎床堀は完全に丁張レスで施工．
・盛土中にバックホウで幅員を確認しながら撒き出し，途中で高さや幅員を検測する必要がなく，過不足なく無駄
なく迅速に敷均し・転圧できた．
・天端高さの確認にも利用．
・施工管理者が測量にかける作業時間は大幅に削減できる．
② データ作成
・3D データは丁張り設置のノウハウで十分に作成できる．
・詳細設計の図面は現場と矛盾していることがあるため，必ず照査が必要．
（このときに現場の完成をイメージして
いる．
）
5.3．まとめ
① 情報化施工のデータは施工者が作成する．そのため，設計から施工へ受け渡されるデータは編集可能な形式で
あることが必要となる．たとえば，基準点測量成果の PDF ファイルではなく，基準点や数量算出座標の CSV
ファイルとする．また，線形計算書の PDF ファイルを平面線形の LandXML ファイルにする，詳細設計の 3D
データを平面図に横断図を配置した簡易 3D データの DXF ファイルに変換することが，必要である．
② 施工者はデータの成り立ちや特徴を把握する，知識をもつことが重要となる．たとえば，MC・MG の 3D デー
タ作成は特殊技術ではなく，従来の丁張り設置に必要な座標を計算できれば誰で利用可能である．また，完全
な 3D 完成形状は必要なく，必要な箇所だけをできるだけ簡単に作成しておく事が大事である．さらに，TS 出
来形のデータを MC・MG に転用するときは管理断面以外の高さに注意することが重要である．課題で述べた，
詳細設計の築堤ライン（河川中心線に直角）と施工管理者が計算し作図し直したライン（築堤法線に直角）の
違いへの理解も必要となる．
施工者は十分なスキルを持っているため，作業効率を重視したデータ流通を考えることで，設計から施工へのデー
タマネジメント，データ運用につながる．

＜参考文献＞
1)

公共事業における情報化施工の概要 国土交通省 九州地方整備局 HP：<http://www.qsr.mlit.go.jp/ict/technology/shiken_2.html>，
(入手 2015.9.25).

2)

VisionLink パンフレット：<http://www.gpsdata.co.jp/tccvl/pdf/tcc_visionlink.pdf>，(入手 2015.9.25).
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6. 管理段階
6.1 維持管理段階の概要
河川の維持管理業務は，河道の流下能力や河川管理施設の経年変化・劣化具合を，点検・巡視等の日常管理や定期
横断測量の重ね合わせ図などを用いて判断し，危険箇所や補修が必要な箇所を選定することである．河川は，他の土
木構造物に比べ，常に変化する河道を含むため，日常点検による変化の確認をすることが非常に重要である．
6.2 維持管理に着目する必要性
２章で述べたように，土木構造物の建設ライフサイクルには，４つの段階がある（図6-1）
．
土木構造物を建設する際は，調査から始まり，設計を
経て，施工で完成し，その後は維持管理に入る．橋やダ
ム，堤防といった土木構造物は非常に長い期間での利用
を前提としており，構造物は長期間，維持されていかな
ければならない．そのため，維持管理段階における構造
物の損傷や劣化などの問題を予期・発見するという業務
は非常に重要となる．
維持管理段階で問題が発見された場合，その改善や補
修をおこなうために，もう一度，調査・設計・施工がお
こなわれる．
このように，
一度構造物が完成したあとは，
何度も建設ライフサイクルが繰り返されることになる．
維持管理段階はこのライフサイクルの問題提起の部分で
あり，ここが十分に機能していなければ，土木構造物を
健全な状態で運営していくことは難しくなる．こういっ
た意味で，維持管理段階は，建設ライフサイクル全体の
図 6-1 建設ライフサイクル
要であると言える．
したがって，この維持管理業務をおこなう管理者の支
援をおこなわなければ，ライフサイクル全体を通して考
えた時に，効率化は難しい．
そこで，
本研究では，
管理者を主体としたCIMを考え，
管理者にはどのような情報が必要か，どのように情報を
保存・管理すべきか，調査・設計・施工段階からいかに
情報を引き継ぐかといったことを検討することで，維持
管理の面から CIM のあり方について考える．
6.3 問題点・課題
管理者を支援し，業務を効率化する管理モデルを構築
するにあたって，現状の河川管理での問題点を整理して
おく必要がある．現在の河川管理には，以下のような問
題が存在する．
① 既存データの利用の現状
河川事業では，過去から現在に至るまで，様々な情報
が調査され，その情報が保管されている．しかし現状で
は，単に情報が集まってきているだけで，あまり活用が
されていない．
この理由としては，データの多くが紙媒体で保存され
ていることがあげられる．２章で述べたように，電子化
が導入されてはいるが，その仕組みが始まったのは最近
であり，これまで長年にわたって蓄積されてきた情報の
多くは，紙媒体のままである．紙媒体は保管に場所をと

図 6-2 情報の散在と欠損
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るため，図 6-2 のように複数の場所で保管されていることも多い．その結果，構造図や詳細図といったものは連携が
とれておらず，収集・参照に時間がかかるという問題がある，また，長期間の保管による劣化などによって，図面の
損失が起きていることもあり，収集が困難になっている場合も多い．そのため，過去の成果図面や管理履歴といった
管理に必要な情報を迅速に収集できず，その結果，活用できていないという現状がある．
長期的に運営される河川で，膨大かつ様々な形式で集まってくる情報を，将来にわたって，効率的に運用をおこな
うためには，現時点でデータがどのような形で保存・運用されていくべきなのかを考える必要がある．
② 情報の受け渡しでの問題
河川は事業箇所だけでなく，流域全体を含めた広範囲で検討をおこなうため，扱う情報が多く，種類も多様である．
これらの情報は，
土木構造物を運営していくには重要なものであり，
建設ライフサイクルが一巡すれば終了ではなく，
次のサイクルへと引き継いでいかなければならないものである．
しかし，現状では，図 6-3 のように，調査・設計・施工・管理段階と，各業務を専門分業化していることが一般的
であり，情報も段階ごとに保有している．しかし，関係者全体での情報共有があまりされておらず，次の段階等で使
用できるデータであっても，使用されていなかったり，再度作成されたりするなど，業務の無駄が発生している可能
性がある．

図 6-3 情報の共有不足

したがって，すべての段階の情報を受け取り，統括して管理する者が必要である．
図 6-4 のように，調査・設計・施工段階では，業務は外注されており，すべての段階に関わるのは発注者しかいな
い．また維持管理段階では，その発注者が管理者として業務をおこなう．したがって，情報の管理をするべきなのは，
発注者，つまり管理者である．そこで，管理モデルは，すべての段階のデータ・情報を収集し，統合・管理する役割
も担うものと考える．
また，管理者が情報を受け取っておくことで，維持管理業務でも使用することができる．維持管理上の問題が見つ
かった場合，管理者が使っていた情報を，改修をおこなう次のサイクルの各段階に引き渡せば，状況の把握もしやす
く，事業全体としても，効率化に寄与できるはずである．
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③
管理者側の組織的構造
管理者を中心とした情報管理がなされることで，情
報の受け渡しの際の問題は解決すると考えられるが，
管理者側の内部にも問題は存在する．管理者の組織は
出張所・事務所・整備局・本省など，階層化されてお
り，空間的に離れた異なる場所間での連携不足が懸念
される．
また，管理者は，２～３年おきに異動や世代交代に
よる担当者の入れ替わりも多く，建設ライフサイクル
全体を通して，同じ担当者が一つの業務を受け持つと
いうことは稀である．担当者が変わる度に，設計思想
や検討履歴といった情報の欠損が起きたり，長期間同
じ箇所の管理を担当できないため，経年変化の異常さ
に気づきにくいなどの問題が想定される．
このように，
管理者側の組織的構造においても課題が残されている．
6.4 管理者のニーズ
管理者を主体とする CIM を構築するにあたり，管理
者のニーズを十分に把握しなければならない．
２章３節で述べているように，管理者（整備局，事
務所，出張所）と数度に渡り議論をおこない，管理者
のニーズについての調査を実施した（図 6-5）
．
河川事業の管理者のニーズのうち，実現可能なもの
として，以下の６つが重要である．

図 6-4 各段階の担当者

① 不可視部分の可視化
河床の変動や洗掘・堆積などによる周辺地盤への影
響，軟弱地盤での沈み度合いなど，不可視部分の可視
化により，普段の巡視では，危険度の確認が難しかっ
た場所でも，適切な判断が可能になること（図 6-6）
．
② 経年変化の可視化
河川は，他の土木構造物と比べ，常に変化する河道
を含む特徴がある．したがって，河道やその周辺の経
年変化を確認することは，非常に重要である．
たとえば，堤防の根入れが，水流の影響で少しずつ
減る可能性がある箇所については，根入れを確認し，
一定以下の厚さになったら改修をおこなうなど，適切
な時期に業務をおこなえることで，無駄な作業をせず
に，効率的な管理が可能となる（図 6-6）
．

図 6-5 議論の様子

③ 縦横断的な変化の可視化
河床部の縦横断的な変化を確認できることで，水流
の影響による河道の削れ方の確認が可能となる．これ
が確認できることで，
維持管理段階で注意する箇所や，
今後の管理の方法についての検討が可能となる．
また，堤防の形状の縦断的な変化を可視化すること
で，小段のつき方の検証をすることができる．

図 6-6 不可視部分・経年変化の確認
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④ 過去の資産の継承
河川には，今までに多くの情報が蓄積されている．
これらの情報をうまく活用するためには，河川カルテ
のような平面図ベースのものが適している．平面図を
ベースとし，それに様々な情報が紐付く形が，現在の
データを活用する観点から言えば，
融通が利きやすい．
⑤ 情報の一元化
図 6-7 のように情報を一箇所に集約することで，各
関係者が持っている情報の共有を確実なものにするこ
とができ，情報の欠損防止につながる．また，これに
より，必要な情報を簡単に参照できるようになり，今
まで用いてこなかった情報の活用にもつながる．
上記の一元化に関連し，新たな情報の追加や，必要
な情報の取り出しが容易にできる必要がある．

図 6-7 情報の一元化

⑥ 作業の容易化
河川を含む土木構造物の維持管理には多くの費用と時間を要する．財源が税金である以上，費用を安く済ますこと
ができる方が良い．また，業務の効率化という面で，管理者の手間を抑えることも重要である．現場に行かずとも，
データだけで判断ができたり，追加の調査を必要としなくなれば，費用・時間・労力を抑えることができ，有用であ
る．
6.5 まとめ
以上の問題点・管理者のニーズを踏まえ，以下の点に，主力をおいて管理モデルを構築する．
① 平面図ベース
管理モデルは，河川カルテのような平面図を基盤としたものに，管理情報や関連する情報が紐付けられている空間
が適切であると考える．平面図をベースとすることにより，過去から蓄積されてきた多くの紙媒体の資料などの既存
データを容易に統合でき，新たな調査を必要とせず，費用や時間，労力を抑えることができる．
② 既存データの活用
従来の横断図や縦断図も立面化してモデルに組み込む．図面のまま組み込むことで，モデル作成などの煩雑な作業
を必要とせず，容易に構築することができる．
③ データの集約
２次元図面や今後利用の増加が想定される電子データ等の様々な形式の既存データをこのモデルに集約することで，
一元的な管理をすることができ，長期にわたって運用されていく上で発生しやすい情報の欠損の防止も可能となる．
さらに，集約された情報を組み合わせることで，これまで活用されていなかったデータの活用にもつながり，加え
て，新たな管理手法を使うことが可能になるなど，業務の効率化につながるようなモデルとする．
また，管理モデルは，情報を管理業務に使用するということに加えて，各段階の情報を集約し，次のライフサイク
ルでも運用できるように管理することも目的とする．
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7. 配置モデル
複数の CAD ソフトで作られたモデルを同一空間に取り込むことは珍しいことではない．ここでは，異なる目的で
作られたモデルを取り込むことで，不可視部が可視化されることが重要である．本来見えないもの（地下の構造物の
根入れの状態，土質分布など）が見えることの価値は大きい．
7.1 配置モデルとは
配置モデルとは，6.5 のまとめを受け，複数の既存モデル（平面図，堤防断面図，深浅測量図，ボーリングデータ，
航空写真など）をモデル空間内の世界測地系で定義された正しい位置に配置したものである．なお，２次元的配置と
３次元的配置が考えられるので，以下に示す．
図 7-1 a)は，２次元的配置の概念図を示したものである．写真や資料などの図面資料は，レイヤー化をおこない，
位置合わせをすることで，２次元的に配置する．
図 7-1 b)は３次元的配置の概念図を示したものである．ボーリングデータは，付録に記載したシステムを用いて
XML データを解析・変換し柱状図として実際の位置に自動的に配置し，堤防断面図や深浅測量図は，実際の位置・
向きで３次元的に配置する．先行研究により，各種図面データを有効活用したモデル構築が提案されており，その手
法もモデル構築の参考とした 1)．

a) ２次元配置

b) ３次元配置
図 7-1 既存データの組み込み
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7.2 可視化
配置モデルに統合した既存データを複数組み合わせて使用することで，以下の４点が可能になる．これによって，
管理業務の効率化をおこなうことができる．
① 不可視部分の可視化
地中や水中など，普段の巡視ではわからないような部分も，モデル上で位置合わせされた複数の図面を用いるこ
とで，可視化が可能である（図 7-2）
．これによって，現在までは，大規模な調査を必要とした不可視部分の安全性
や補修の検討を，比較的容易におこなうことが可能となり，業務の効率化が図れる．
② 経年変化の可視化
複数年の情報を組み込むことで，河川の流れの影響などによる時間的な変化をわかりやすくし，危険度が高まっ
ている箇所の発見を容易にする（図 7-2）
．河川の情報は，過去のものも大量に存在するため，過去からの変化を知
ることが可能で，新たに検討できることも多いと予想される．

図 7-2 不可視部・経年変化の可視化
③ 縦断・横断変化の可視化
図面を３次元で構築することで，視覚的に縦断・
横断方向の変化を確認しやすい．図 7-3 のように，
データが連続的に配置されることで，２次元図面で
はわかりにくいつながりの変化を容易に確認でき
る．
④ 構造物の種類別表示
図 7-4 のように，河川管理対象の管理項目一つ一
つに ID を割り当て，それに対応する形で，属性な
どの情報を割り当てる．こうしておくことで，管理
対象を複雑な図面の中から，瞬時に探し出すことが
できる．また，対象物の見落としも防ぐことも可能
となる．
また，管理項目に対応する各種図面や台帳，工事
履歴といったものは別ファイルとして CD-ROM に
保存され，保管されている．これらのデータは電子
納品されているが，データはある箇所に一括に保存
されているのみで，分類や関連付けがされておらず，
その情報が有効活用できていない．

図 7-3 図面の３次元配置
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モデル上の項目はリンク付が可能であ
るので，これらの関連データをリンクとし
て項目に関連付けしておくことで，関連図
面の連携を担保することが可能となる．関
連付けるファイルは，従来の表計算ソフト
や GIS のデータも使用可能であるので，容
易に入出力が可能であり，最新の状況や点
検の履歴などを位置情報とともに管理でき
る．

図 7-4 構造物の種類別表示
7.3 河川の既存データ
2008 年より，国土交通省は，公共事業の生産性向上やコスト縮減等を目的に，公共事業支援統合情報システム
「CALS/EC」を導入し，公共事業各業務プロセスで発生する図面・地図や書類，写真等の各情報の電子化をおこない，
紙ベースのデータに変わってデジタルデータの共有を促してきた 2) ． CALS/EC の後に，さらなる効率的な建設プロ
セスを目指し，国土交通省は ICT などを活用する CIM を導入した．
これらの背景から，紙ベースのデータは XML 形式ファイルや 2D-CAD 図面などのデジタルデータに変換され，保
管されるようになったが，規格の違いなどから，現状ではあまり活用されていない．しかし，デジタルデータである
ことから，統合などは，比較的容易におこなえるため，今回のモデルに組み込むことが可能である．
河川では以下のようなデータが用いられている．
① 平面図
平面図を図 7-5 に示す．平面図には，住宅や河川の位置，道路などが書かれており，すべての位置の基準になる
ものである．

図 7-5 平面図
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② 堤防断面図
実際の堤防は連続して設置されるが，堤防断面図
は，図 7-6 のようにその一部を輪切りにしたもので
あり，通常ある一定距離ごとに作成される．地中に
埋まっている部分も図示されており，現場では見ら
れない部分も見ることができるため，可視化に役立
つ．
③ 深浅測量図
深浅測量図のデータは深浅測量によって取得さ
れ，図 7-7 のように河床地形を線状に表すものであ
る 3)．深浅測量は，一定期間ごとにおこなわれてお
り，比較することで，河床地形の変化がわかるよう
になり，管理に役立てることができる．

図 7-6 堤防断面図

④ ボーリングデータ
ボーリングデータは，地盤の強度や性質の試験を
調査する標準貫入試験やスウェーデン式サウンデ
ィング試験などの土質試験から得られる．地中の地
層や深度，柱状図，色相，N 値などを含む多様な情
報によって表現され，これらの情報は建設事業で重
要である．
情報は紙面上では，ボーリング柱状図で表される．
また，CAD 上では，図 7-8 のようなボーリングパ
ネル図などで表される．
ボーリングデータは，図 7-9 のようなオンライン
の国土地盤情報サイト 4)で，PDF や XML などのデ
ジタル形式ファイルで，入手することができる．現
在，XML データを 2D-CAD 図面に変換する多種多
様なプログラムは存在するが，XML を 3D-CAD デ
ータに変換するシステムは未だ存在しない．
そのため，その多くは使用されないままである．
その結果，配布されているデータは，更新されるほ
どのニーズが無いため，古い情報のままになってい
ることも多く，更に使われにくいという悪循環にも
なっている．
ボーリングデータは建設事業で必要不可欠なも
のであり，現実では見ることができない土質部分を
可視化できることからボーリングデータ３次元化
へのニーズは存在する．
今回は，Web 上に大量に集積された情報を活用し，
３次元モデルに容易に組み込みができるようなシ
ステム（Soil+）を構築した．システムの詳細につい
ては付録に記す．5）

図 7-7 深浅測量

図 7-8 ボーリングパネル図

⑤ 治水地形分類図
治水地形分類図は，
図 7-10 のようなものであり，
国土地理院によって公開されている．この図は，治
水対策を進めることを目的に，国が管理する河川の
流域のうち平野部を対象として，扇状地，自然堤防，

図 7-9 国地盤情報サイト
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旧河道，後背低地などの詳細な地形分類及び河川工
作物等が盛り込まれた地図である．
治水地形分類図は，治水地形分類調査の結果をも
とに作成されている．治水地形分類調査は，昭和 51
年度から昭和 53 年度にかけて実施された．また，
昭和 50 年代初めに作成されて以降，既に 30 年以上
経過していることから，その内容を見直し更新する
作業に，平成 19 年度から着手（本格着手は平成 21
年度）しており，更新した治水地形分類図について
も，順次公開されている 6) ．
地形治水分類図は，図 7-12 のように，山地や台
地，低地などによって分類され，記号で区分されている．

図 7-10 地形治水分類図

図 7-12 地形治水分類 凡例

⑥ 航空写真
図 7-11 に示す航空写真は，米軍によって撮影された
航空写真である．昔の航空写真を見ることで，過去にど
のような土地利用がおこなわれていたかを知ることが
できる．これによって，過去に水田であった区域は洪水
氾濫が多く起こっていた可能性が高く注意が必要であ
るなどの判断をすることが可能となり，防災や今後の整
備計画に役立てることができる．

図 7-11 航空写真
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7.4 適用
今回提案した配置モデルの有用性を検証するために，熊本県の白川激特事業に適用する．
7.4.1 事業概要
白川は熊本県の中北部を流れ，下流部では熊本
市の密集住宅地を流れる 7)．流域面積の約 80%を
占める上流の阿蘇地域に降った雨が一本の川に集
まり，一気に流れてくるため，洪水が起こりやす
い（図 7-13）8)． 2012 年 7 月にも，豪雨に見舞わ
れ，熊本市でも一部で氾濫が発生した．今回の対
象は，その中でも被害が大きく，激甚災害対策特
別緊急事業に指定された区間の一部である．事業
内容としては，河道掘削，堤防の付け替え，樋門・
樋管の設置などである．現在は，施工が一部おこ
なわれている状況である．

図 7-13 白川の概要（文献８より引用）

7.4.2 適用区間
今回の適用区間は，
2012 年7 月の九州北部豪雨の後に激甚災害対策特別緊急事業区間に指定されている区間であり，
管理者や施工業者などによって，図 7-14 のように A，B，C の３つの区間にわかれている．

図 7-14 適用３区間
表 7-1 に示す通り，A 区間は，国土交通省の直轄区間である．約５年間で，河道掘削や堤防の築堤，移設などの工
事が集中的におこなわれる．
B 区間は県管轄の区間である．A 区間や C 区間をつなぐ区間であり，大規模ではないが，関連事業として，整備が
おこなわれる．
C 区間は，九州北部豪雨で，熊本地区では最も大きな被害が出た区間である．河川が大きく蛇行しており，災害の
際は，洪水がこの地区をショートカットするように流れたため，甚大な被害が出た．この区間の整備は，河道のショ
ートカットをするように付替えをおこなう非常に大規模な事業である．
A，B，C 区間は連続しており，一体的な整備をすることが望ましい．しかし，これまでは管理者が異なるため，情
報も区間ごとに管理・保管されてきた．今回の管理 CIM モデルは，この３つの区間すべての情報の提供を受けて，作
成したため，区間の間のつながりの考慮もしやすい．
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表 7-1 適用区間

A区間

B区間

C区間

管理者

国土交通省
熊本河川国道事務所

熊本県

熊本県

区間

13k835-17k300

17k300-18k400

18k400-19k500

7.4.3 モデル構築
今回，配置モデルを構築するにあたり，Autodesk 社の Civil 3D 2015 を使用した．
治水地形分類図と航空写真については，図 7-15 のようにレイヤーとして，平面図へ位置合わせをおこない，表示・
非表示の切り替えや，半透明での表示を可能とした．
堤防の断面図，河口からの距離を表す距離標，河川や道路，橋などの位置を示す平面図，河床の深さを表す深浅測
量図，地中の状態を示すボーリングパネル図や土質断面図，ボーリング柱状図については，図 7-16 のようにモデルに
組み込み，位置を合わせて配置した．深浅測量に関しては複数年のデータを配置し，時間の変化とともに，河床がど
のように変化するかの確認を可能とした．
属性に関しては，CTC 社 Navis+ を使用し，ID と属性の割り当てをおこなった．
モデルの閲覧は，Autodesk 社の Navisworks 2015 を使用した．

図 7-15 モデル構築（２次元データ組み込み）
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図 7-16 モデル構築（３次元データ組み込み）
7.5 利用性
モデルに組み込んだデータを活用することで，以下のことを可能とした．
① 根入れの可視化
工事施工時の護岸基礎位置情報が，現状の維持管理では有効に活用されていないため，河床洗掘による護岸基礎
の危険度を判断できないことがある．その原因は，危険度を判断するための河床高の測量が５年に約１回と情報収
集の頻度が少ないことが考えられる．河床が低下しても，矢板が打設されていれば多少の安全度が期待できるもの
の，その情報が共有されているとは言い難い．

図 7-17 測線のずれ
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さらに，河川中心線と堤防法線の線形は必ずしも一致しないことから，図 7-17 で示すように，定期横断測量の
測線と設計断面の測線が異なる箇所が存在する．そのため，堤防法線と垂直とならない場合がある定期横断では，
本来あるべき設計断面が正確に反映できず，堤防自体の経年変化の把握がしづらい箇所が存在する．上記の問題に
対して，現在管理者は，重ね合わせ図と，過去の河川カルテや工事履歴等から，堤防の形状や護岸の根入れ位置を
把握し対策を講じているが，横断測量の位置が 200m ピッチと，局所洗掘箇所となっていない場合も想定され，補
足測量点を設置しないと適切な判断を下すことができない．
そこで，配置モデルを用い，設計横断図面と深浅測量図面を重ね合わせることで，不可視領域である護岸の基礎
位置を可視化した．さらに計測データを統合することで，経年変化と護岸基礎との位置関係を把握可能とした．図
7-18 で示すように，配置モデルを水平視点から確認することで，根入れと河床変動の関係を，２次元図面の状態で，
３次元的に把握が可能となる．
また，図面で確認ができることで，多くの部分を容易に照査・検討することができ，補修施工箇所の優先順位を
付けることを容易とした．

図 7-18 根入れの計測
② 土質の可視化
国土地盤情報検索サイトから入手した地質情報 XML ファイルを，今回開発した Soil+（付録参照）で解析・変換
をおこない，ボーリング柱状図を作成した（図 7-19）
．これにより，地盤の情報が視覚化でき，容易に地盤の状態
を判断することが可能となった．たとえば軟弱地盤の上部に施工をおこなう際に，補足測量を実施せずとも，位置
を変更したり，施工法を適当なものに変えるなど，適切な判断をすることが可能となった．
また，ボーリングパネル図も図 7-20 のように配置をおこなった．面的に配置されていることで，土質のつながり
をわかりやすく可視化することができた．

図 7-19 Soil+で作成した柱状図

図 7-20 ボーリングパネル図
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③ 経年変化の可視化
河川事業は単に，現況のみを考慮して，計画・設計・管理をおこなうものではない．その時間軸は，河道周辺の
土地利用や過去の災害履歴など様々な要因をもとに，数十年から百年といった期間の時間変化で情報を蓄積・更新・
利用しなければならない．国土地理院が公開している治水地形分類図や過去に撮影された航空写真を見れば，過去
の河川およびその周辺の様子を知ることができる．今回のモデルでは治水地形分類図や過去の航空写真を，現在の
図面と照らし合わせて配置した．図 7-21 のように，地形治水分類図では，河川の周辺の氾濫原が明確にわかる．こ
の氾濫原は昔から，洪水が多く起こっている場所であり，今後も洪水時に水があふれる可能性が高い．この中には，
住宅が建ち並んでいるところも多くあり，そのような場所については，対策を講じる必要があるなど，今後の判断
に役立てることが可能である．
また，図 7-22 からは，過去に水田であった場所を読み取ることが可能であり，このような場所についても，同様
に，洪水が多い場所であったり，軟弱地盤であることが多く，今後の維持管理に役立つ情報を得ることが可能であ
る．
また，旧河道も記載されているため，河川改修などによって，過去の河道と現在の河道が異なる箇所についても
判断をおこなえる．旧河道跡地の上に堤防を築いている場合は，洪水時の基盤漏水等による堤防崩壊が懸念される
など，注意が必要である．また，旧河道であった場所は軟弱地盤であることも多く，加えて河川が旧河道の方へ流
れやすくなっているため，河道の切り替え部分では洗掘などが起こりやすいなどの判断も可能である．

図 7-21 地形治水分類図との重ね合わせ

図 7-22 航空写真との重ね合わせ
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また，深浅測量に関しても，複数年のデータを同時に表示させることで，変化の傾向をつかむことが可能である．
図 7-23 に示すように，左の堤防部分では時間が経つに連れて，河床が低くなっている．一方，右側の堤防では，
徐々に河床が高くなっていることが見てとれる．このように，場所によって洗掘・堆積の傾向を知ることができ，
危険箇所の選定をおこなうことが可能である．

図 7-23 根入れの可視化
④ 堤防の縦断変化の可視化
図 7-24 のように，モデル上に堤防を連続的に
配置し，それに沿って視点を移動させることで，
図 7-25 変化を確認することが可能となり，小段
の確認など発注者のニーズを満たすことができ
た．

図 7-24 断面図の３次元配置

図 7-25 縦断変化の確認
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⑤ 構造物の種類別表示
図7-26 a)は配置モデルの平面図である．ここには，樋門，樋管，階段，スロープなどの構造物が含まれている
が，全てが同時に表示されているため，一つ一つの項目は見づらくなっている．そこで，これらそれぞれの項目を
レイヤー分けし，属性を割り当てておく．このようにしておくことで，属性の名前で検索をかけるだけで，図7-26
b)のように管理したい項目だけを選択表示することが可能である．

a) 全要素表示

b) 階段のみ表示
図 7-26 種別表示

また，これらの項目にはリンクを付けることができる．リンクを付けておくことで，図7-27 のように，クリッ
クするだけで工事履歴や，各種台帳，写真などを表示可能になる．このように，文字情報など配置モデルの中には
表示しにくいものについても，リンクという形でモデルに組み込むことが可能である．

図 7-27 リンク表示可能
7.6 まとめ
7.6.1 考察
今回の配置モデルは，図 7-28 のように，建設ライフサイクルの各段階で保有している既存データを集約し，モデ
ル上に配置することで作成できた．これにより以下のような利点があると考える．
①
②
③
④
⑤
⑥

既存データを用いることで，新たに調査などを実施せず，簡易的に作成することが可能となった．
情報を容易に参照できるようにしたことで，既存データの活用を可能とした．
情報の一元化により，情報の欠損の防止が可能となった．
各段階で分散していたデータを組み合わせることによって，現在までは実施できていなかった管理業務をする
ことが可能となった．これにより，業務を比較的労力や費用を抑えて実施することが可能となった．
このモデルに集約されたデータを次のサイクルの各段階でも活用することで，確実な情報共有をすることがで
き，河川事業全体での効率化を図ることが可能となる．
⑤で使用したデータを，もう一度このモデルに集約することで，情報が蓄積し，経年変化が知りやすくなるな
ど，さらなる有用性を生み出すことが可能である．
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図 7-28 配置モデルへの情報の集約

7.6.2 留意点
配置モデルを構築する際の留意点として以下の２点が挙げられる．
① データ管理
構築時の留意点として，データの情報管理を確実におこなわなければならない．河川に関する情報は多種多様で
あり，納品されるデータは，作成日時，場所，納品者など，データに関する属性も，もれなく記録されていなけれ
ばならない．これはモデル上のデータに不備があった場合に，その元データをすぐに参照でき，原因の特定を容易
にするためである．
また不要なデータは，極力なくさなければならない．情報は，長期間に渡り徐々に集積されていくため，集まる
情報は肥大化していく．膨大なデータが入ったモデルを動かすためには，高性能なコンピュータが必要となり，管
理コストも増えることになる．このような状況を回避するためにも，一つ一つのデータは無駄のないものにしなけ
ればならない．
② 今後のデータの統合および連携
今後のデータの扱い方を考えると，次の３点の事が重要となると考える．
a) ３点以上の世界測地系座標値の記入
図面を自動的にモデルに組み込むには，同一
線上にない３点の座標が少なくとも必要であ
る．この座標値が記入されていることで，図面
の位置・向き・縮尺が確定し，自動的に指定さ
れた場所にデータを挿入することが可能であ
る．こうしておくことで，モデルに組み込む際
に，個別に位置合わせの作業をする必要がなく，
作業の大幅な効率化をおこなうことが可能で
ある（図 7-29）
．
また，正確な位置情報を持つことは，既存の
図 7-29 座標情報の必要性
GIS との親和性を担保でき，
情報の増加につな
げることができる．
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b) 正確なレイヤー分けの実施（出来形，土工部分など）

設計図面作成の際に，階段工や排水樋管などを個別にレイヤー分けしておく必要がある．こうしておくこと
で，属性の割り当てが，ほぼ自動でおこなわれる．
c) 基準順守によるデータ管理
上記の条件をもとに，各段階の受注者でデータの作成をしてもらうことが必要である．また，発注者も基準
に沿っていないデータは修正を依頼し，基準に沿ったものだけを受け取ることが必要である．
7.6.3 今後の課題
今後の課題として，今回のボーリング柱状図の自動作成システムのような，既存データをモデルに組み込む作業を
自動化するシステムを他のデータでも構築し，モデルに簡単に組み込むことができるようにすること．新たな管理手
法をするための効率的なデータの組み合わせの検討．対象のものだけを表示し，図面や要素を見やすくする環境づく
りがあげられる．
また，計画段階と施工段階のデータのずれの問題がある．設計段階で作成された図面をもとに，施工がおこなわれ
るが，現場で見つかった問題などから，位置をある程度ずらしての施工が，施工段階では認められている．よって，
設計段階の図面を管理段階で使用しようとすると，実際の施工されたものとは，ずれが生じていることがある．この
問題を解決するには，施工段階の受注者に図面を修正してもらうことが必要である．
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8． おわりに
本研究は，２章で示したように，国土交通省九州地方整備局の２件の現場における景観検討委員会での CIM 利用事
例にもとづき，河川 CIM におけるデータマネジメントのあり方について考察した．
研究成果は，３つに集約でき，以下の順にまとめをおこなう．
① ４段階チャートの提案
② 河川 CIM におけるデータマネジメントのあり方
③ 管理のための配置モデルの構築・提案
8.1 ４段階チャートの提案
図 2-6 に示したように，CIM の運用を４段階で考えることを提案した．白川激特事業でおこなったことを事例とし
てまとめると，図 8-1 の通りである．
① 調査段階（IW：Infra Works）では，山を含む３次元地形モデル上に景観マスタープラン等の平面図を配置し，景観検
討等をおこなった（３章）．
② 設計段階（SU：Sketch Up）では，堤防断面の構成，パラペット形状の検討等，堤防の細かな形状検討と階段，樋門，河
畔公園など細部のデザインの照査をおこなった（４章）．
③ 施工段階（Civil3D）では，一部の区間で，マシンガイダンスを利用した情報化施工をおこなった（５章）．
④ 管理段階（NW：Navis Works）では，管理のニーズ把握（６章）をおこない，配置モデルを構築した（７章）．

図 8-1 河川 CIM におけるデータ運用（今回実施の場合）
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現場は，平成 27 年 8 月時点でも，区間ごとに設計・施工がおこなわれている．このため，管理段階に至ってはいな
い．そのため，管理者の立場の視点から，現場で必要な管理モデルについて，議論をおこなった．その詳細は６章に
記した通りである．
４段階チャートの価値は，CIM におけるデータマネジメントに関して，示唆に富む視点を提供できる点にある．ま
ず，段階内でのモデル利用の可能性と段階間でのモデル利用の可能性を分けて考えることを提案した．段階内のモデ
ル利用は，主として受注者の工夫の範疇に属するものであり，これは各社が，自らの判断で自助努力すべきものであ
る．一方，段階間のモデル利用を考えると，必ずしも各段階で必要となるモデル自体が同一のものではない．特に顕
著なのは，調査段階で，活用できる地形・地質モデルは，設計段階では，すべてが必要なわけではない．さらに，上
記の白川の事例のように，調査段階とはコンサルが異なり，設計段階の受発注者間では，新規の構造物モデルを作成
するような場合，別ソフトで一から作った方が早いという問題も起こる．今後数年は続くと想定される「過渡期」に
は，各種ソフトウェア間の互換性は 100％保証されてはいない．
物事の道理として，より早い段階で予算を確保し，丁寧な検討をすることは極めて重要である．次の段階での手戻
りを抑え，構造物の質の向上や工期短縮につながるからである．景観デザインに関する筆者の業務の経験からも，こ
のことは強調しておきたい．ただしそのことが，本当に CAD データにおけるフロント・ローディングにつながるの
かというのは，疑問である．今回の事例では，フロント・ローディングよりも，必要なデータは管理段階に確実に渡
し，利用できる状態を実現することが重要である。これはまさしくリア・ローディングと呼ぶべきであると考えてい
る．大切なのは，
「すべてのデータはとっておけば良い」という言説ではなく，管理に本当に必要なものは何か．その
なかに，
「モデルが含まれているか」を管理に携わる関係者が吟味し，必要なモデルを含む仕組みを構築することであ
る．さらに，付言するなら，既存データベースで十分機能している管理の現場に，あえて新たなモデルベースのシス
テムを導入する必要は当面はないと考えている．
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8.2 河川 CIM におけるデータマネジメントのあり方
今回の実証実験で，前段階で作成したモデルが次の段階でも利用された事例を４つ紹介する．
(1) 調査段階から設計段階
調査段階と設計段階でデータの引き渡しがおこなわれた事例は，津屋原沼築堤事業である（図 8-2）
．この事例では，
使用ソフト（InfraWorks）が同じであった．調査段階では図 8-3 に示すとおり，簡易モデルを用いて堤防配置位置の比
較をおこなった．紙面資料を用いて住民に説明をおこなった際は，B 案（沼を横断する案）が有力であったにもかか
わらず，CIM を用いることで実際の目線での確認が可能となり，住民の意見が C 案（岸に沿う案）へ変化した．さら
に，実際の地形，周辺環境とあわせた目線でのイメージを与えることができたため，住民の生活とあわせた意見を得
ることが可能となった．その後，調査段階で作成した簡易モデルを設計段階へ引き継ぎ有効利用することで，周辺地
形や周辺施設を改めて作成する必要はなく，モデル作成の手間が省けた．また図 8-4 に示すとおり，紙面資料とあわ
せて活用することで住民により現実に近いイメージを与え，多様な意見を得ることにつながった．さらに，住民の意
見への対応等，最初の案からの線形や形状の変更点を示し，比較・確認をおこなうことができたため，関係者に納得
のいく説明をすることができた．
以上のように調査段階のモデルが設計段階でも利用されたことで，モデル作成時間の短縮や関係者へのイメージの
提供，案の変更の比較検討が可能となった．さらに図 8-5 に示すとおり，調査段階で作成された資料を設計段階で作
成したモデルに統合することで，調査段階で決定した方針との照らし合わせが可能となった．

a) B 案

a) 概念図

b) C 案

b) モデル

図 8-2 調査段階から設計段階（津屋原沼）

図 8-3 堤防配置比較案

図 8-4 住民説明会の様子

図 8-5 調査段階資料＋設計段階モデル
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図 8-6 は，白川激特区間で利用された例である．これも同一ソフトウェア（InfraWorks）での活用である．調査段階
では，InfraWorks 上にマスタープランを貼り付け，堤防の動線や堤防上の人の流れ，ビュースポットなどを確認し，
堤防整備によって生じる残地の有無および利用法，動線確保のための階段や道路などの周辺施設の設置検討に有効利
用することができた．
設計段階では，調査段階で計画確認や景観検討に利用されたデータが，構造物のイメージ把握に利用された．調査
段階で作成した地形データに，SketchUp で作成した排水路や樋門のモデルを追加し，構造物の見え方を歩行者目線で
確認した．対象区間の右岸側には標高 150m の山があり，樋門の屋根形状についての検討は，図 8-7 のように，歩行
者が徐々に建屋に接近したときの印象からおこなわれた．再現するために歩行者目線に設定された設計案の動画が作
られ，比較検討がおこなわれた．
以上のように，調査段階のモデルに，設計段階で設計対象の構造物を追加することで，周辺環境を考慮した設計検
討が可能なった．詳細は４章を参照されたい．
図 8-8 は，設計完了後のデータを情報化施工のデータに利用した例である．内容の詳細は５章を参照されたい．

b) モデル

a) 概念図

図 8-6 調査段階から設計段階（白川）

図 8-7 歩行者目線での樋門確認
（夕方，散歩時を想定）

a) 概念図

b) モデル

図 8-8 設計段階から施工段階（白川）
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図 8-9 は，提案した配置モデル活用例であり，リア・ローディングの好例であると考える．調査段階の地形・土質
モデル，設計段階での構造物モデル（堤防の２次元断面図）
，管理段階で計測された深浅測量結果としての計測モデル
（河床変化を示す横断図）
，図面資料（図面，写真など）が，管理段階で集約されている．

a) 概念図

b) モデル

図 8-9 管理段階（白川）

8.3 配置モデルの構築・提案
本研究では配置モデルの提案をおこなった．ここでいう配置モデルとは，複数の既存モデル（平面図，堤防断面図，
深浅測量図，ボーリングデータ，航空写真など）をモデル空間内の世界測地系で定義された正しい位置に配置したも
のである．これを用いて河川の管理にこのようなモデルを活用する可能性について検討した．①堤防の根入れの可視
化と深浅測量データの可視化の両者を観察することではじめてわかる根入れ部分のチェック，②ボーリング柱状図の
可視化による土質把握が実現できることがわかった．
また，特別に新しい３次元モデルを作成することについて，当初は管理者側に抵抗感があった．単に新しいことに
懐疑的ということではない．河川には，過去 100 年を超える，２次元図面による大量の情報が存在し，これによって
構築された管理手法を変えるべきではないというのが論点であった．筆者を含め，本研究で議論をした関係者（発注
者，コンサルなど）の結論は，以下の通りである．
① 河川は管理中心の現場であり，過去の資産（戦前の各種図面や古写真を含む）を継続使用する必要がある．
② 現場での活用を考えると，データは軽く，管理担当者レベルでデータの変更ができ，iPad 等の簡易的な機器で，
現地で確認できるべきである．
③ 既存の電子納品データ（土質分布データ，設計図，深浅測量による横断図など）を最低限の加工で組み合わせ
る事ができるべきである．
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本研究の最大の成果は，第７章に示した配置モデルの構築にある．その中心的成果の第１は，堤防等の平面図・立
面図を３次元的に配置することである（これに関しては，ほぼ自動で，配置ができるソフトウェアの構築もおこなわ
れ，市販も開始されている）
．第２は，ボーリングデータからの３次元土質柱状図・自動作成システムの開発である．
これに関しては，全国統一の柱状図モデルの作成システムに発展し，CIM の成果として利用されることを期待してい
る．さらに，平面図を基盤としているので，GIS 系のシステムとの親和性が高い．本来河川管理は流域全体を対象と
すべきであり，GIS 系のデータベースとは相互参照されるべきである．特に RMDIS は数値地図をベースにしたシス
テムであり，配置モデルとは一対一で対応しているので，互いに参照・補完可能である．
なお，図 8-10 に本研究での河川 CIM におけるモデル運用の概念図を示した．図の中心に配置モデルがある．これ
らのデータは基本的に２次元 CAD で作成されているので，通常の CAD エディタで修正可能である．③の計測情報は
定期的にデータ更新がおこなわれるので，管理者がデータの変更を容易にできる．配置モデルであれば，４段階の段
階内でも段階間でも利用できることがメリットである．この図を見れば，段階内での次のステップの課題も見えてく
る．たとえば設計段階では水理解析の初期データ（河道の断面形状）は，容易に得られる．より日常的な道具として
解析をおこなうことができると考える．さらに，解析・予測を経て，設計変更がおこなわれても，所定の情報（堤防
断面など）を入れかえれば，配置モデルは保持されている．また，②の属性は，今回は Navis+を用いて属性付与をお
こなった．本来設計図の中にきちんとレイヤー分けして描かれていれば，属性はすでに付けられているが，今回入手
した，設計図も含め，そのようにはなっていなかった．以下の２点が適正におこなわれるだけで CIM におけるモデル
運用は実現可能である．
CAD 図面に関連し、次の２点については、ぜひとも運用の徹底を期待したい。
① 現行 CAD 製図基準の厳守
② 電子納品時での厳格なチェック

図 8-10 配置モデルによるデータ運用
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8.4 モデルについて
なお，堤防に関するプロダクトモデルについて，２点付言したい．
「現行の２次元モデルをいつ，
どのように変えるべきか？」
という問いに対しては本研究の成果を繰り返すならば，
当面変える必要はない．むしろ，過去の図面・写真情報の利用という観点も含めれば，変更のデメリットは大きい．
２点目は管理モデルとしてのあるべき姿である．将来の可能性として①現行のまま，②河川工事完成図をもとにし
た３次元サーフェスモデル，③点群モデル等がある．一方，これも著者らの提案モデルの趣旨（河床の可視化，根入
れ部分の可視化，土質の可視化）から考えると，堤防モデル（構造モデル）の精緻化はそれほど重要ではない．むし
ろ計測モデルの精度向上（水中の河床の３次元データ取得など）に対応し，堤防モデルの精度が上がっていくことが
望まれる．当面は①現行のままでも十分であると考えている．
また，樋門建屋等が設備の関係で３次元化されたとしても，必要に応じて配置モデル内に３次元 CAD 情報として
組み込めればいいと考えている．
本研究の成果をプロダクトモデルとの関係で，再度まとめると，
①
②
③
④

河川は管理中心に考えるべきである．
他の GIS 系の管理システムと相互参照すべきである．
本提案はあくまで，CAD 利用で可能な可視化であり，現行制度で入手できるデータのみから成り立っている．
河川のルール変更は日本中の全河川に適用される．このことを考えるとパソコンの能力，管理者によるデータ
変更の容易さ，CAD ソフトの使いやすさ等は，モデルを決める際の重要な要因である．

なお，２章で述べた，１）Web 掲示板による情報共有と，２）iPad 等のタブレットによるモデル共有の２点に関し
てはネット環境（データ転送速度）やセキュリティの関係で充分な実証実験がおこなわれなかった．これらは今後の
課題としたい．
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資料提供等でご協力をいただきました．記して謝意を表します．
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付録 1 ３次元土質柱状図自動作成システム
A1 Soil+
A1.1 概要
現在，地質情報は電子化され，XML データとして保存されている．このデータは土質試験をおこなう企業によっ
て作成され，国土地盤情報サイトで配布されている．XML ファイルは，地質情報の XML データは緯度，経度，深度，
色相，土質区分などの多くのタグから構成されている．
今回著者は，
その XML データを３次元データに変換するシステムを開発した．
このシステムの通称は Soil+である．
Soil+は，スタンドアローンのシステムである．
このプログラムのプロセスの流れを図 A1-1 に示す．Soil+のプロセスは，地質情報の XML データをシステムに入力
し，システムが XML の中のタグとそこに記載された情報を読み込む．それらの情報を文字と数値情報に区別し，変
換する．たとえば，緯度や経度などの数値情報は，計算処理をおこない，座標情報に出力される．地質区分コードの
ような文字情報は柱状図の層の色相の決定に使用される．その後，位置情報や色情報などの属性を持ったポール状の
ボーリング柱状図が出力され，自動的に３次元ビューアーである Civil 3D 上に表示される．

図 A1-1 Soil+のプロセス
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A1.2 出力情報
土質柱状図はこのシステムの出力結果として生成される．
XML データからボーリング柱状図を作成する式は以下の
とおりである．

[ Ai ]  [ ,  ,  , c,..., ] t

i=0

[Q ]  [q1 , q2 , q3 , q4 ,..., ]t

[q i ]  [ z i , r ] t

i=0

(1a)
(1b)
(1c)

図 A1-2 出力情報
ここでのA は属性であり，α，β，γ，c などがXMLデー
タに記載されている． Q は柱状図全体を表し，qは柱状図
の中の各層を指す． z は各層の厚さで， r は柱状図の半径である．式１による柱状図のコンセプトを図A1-2に示す．
実際の土質柱状図が持つ属性は，xyz座標系の位置情報や深度の情報，土質区分による色情報である．これらの属性
を与えるためには，解析・変換が必要である．以下にその詳細を示す．
①

位置
緯度・経度は３次元ビューアー上の座標である直角座標系に変換する必要がある．その変換式を，以下に示す．

X  {( S  S 0 ) 

1
N  cos 2 Lat  t  (Lon) 2
2!

1
N  cos 4 Lat  t  (5  t 2  9 N 2  4 N 2 )  (Lon) 4
4!
1
 N  cos 6 Lat  t  (61  58t 2  t 4  240 N 2  330t 2 N 2 )
6!
 (Lon) 6


(2a)

1
N  cos 8 Lat  t  (1385  3111t 2  543t 4  t 6 )
8!
 (Lon) 8 }  m 0


Y  {N  cos Lat  (Lon)
1
 N  cos3 Lat  (1  t 2  N 2 )  (Lon)3
3!
1
 N  cos5 Lat  (5  18t 2  t 4  14 N 2  58t 2 N 2 )  (Lon)5
5!
1
 N  cos7 Lat  (61  479t 2  179t 4  t 6 )  (Lon)7 }  m0
7!

(2b)

ここでの，X と Y は x , y 座標系（直角座標系）, Lat は緯度, Lon は経度, S は赤道から座標系の原点緯
度までの子午線の弧長, S0 は赤道から緯度までの子午線の弧長, t は緯度のタンジェント, N は卯酉線曲率
半径, m0 は座標系の原点における縮尺係数(0.9999)である． 1)
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②

深度
土質柱状図の頂点のz 座標はXMLデータに記載されている孔口の高さによって決められる．
それぞれの層の高さは以下の式で計算される．
p1  h 

di
2

(3a)

p2  d i

(3b)

i=0
d
p1  h  ( p 2  i )
2
p2  p2  d i

(3c)
(3d)

i = 1,2,3,…,n
ここでの，p1 は各層の上側深度, p2 は各層の下側深度, d は各層の厚さ, h は 孔口の高さである．
③

色相
Soil+では，ボーリング柱状図の各層の色相は，XMLデータに記載されている土質区分によって決められる．
一般的に，土質区分と色相の関係の明確なルール付けはされていない．これは，土質の色付けが工学的分類と
地質学的分類によって異なるためである．本研究では，関東平野の地下地質・地盤データベースの色付け表をも
とにした配色を用いる．
本研究での土質の分類と色の対応表を，以下の表A1-1に示す．礫系を橙色，砂質土系を黄色，シルト・粘土を
青色，黒ボク・有機質を青紫色，火山系を桃色，岩石系を濃い赤紫色，表土・埋土・廃棄物を灰色とし，その他
を白色とした．色コードはRGB形式を用いている．
表 A1-1 土質分類と色相の対応
分類名

第一分類

礫

記号
G

砂

S

RGB = (255,255,128)

シルト

M

RGB = (0,128,255)

粘性土

C

RGB = (0,128,255)

有機土質

O

RGB = (128,128,255)

火山灰質粘性土

V

RGB = (255,128,255)

RGB = (255,128,64)

硬岩

HR

RGB = (128,0,128)

中硬岩

MR

RGB = (128,0,128)

軟岩/風化岩

WR

RGB = (128,0,128)

B

RGB = (255,128,64)

浮石/軽石

Pm

RGB = (255,128,255)

シラス

Si

RGB = (255,128,255)

スコリア

Sc

RGB = (255,128,255)

火山灰

VA

RGB = (255,128,255)

ローム

Lm

RGB = (255,128,255)

黒ボク

Kb

RGB = (128,128,255)

マサ

WG

RGB = (128,0,128)

表土

FS

RGB = (128,128,128)

埋土

FI

RGB = (128,128,128)

廃棄物

W

RGB = (128,128,128)

玉石

第三分類

色
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A2 適用
このシステムの有用性を示すために，このシステムを
実際の土地に適用する．
A2.1 適用地域
このシステムの適用地域は熊本県氷川町である．XML
データは Web サイトからダウンロードすることができ
る．
A2.2 ボーリング柱状図の属性情報
ボーリング柱状図は位置情報を持ち，３次元ビューア
ーで作成された地図上に，実際の位置に表示された．図
A1-3 は３次元ビューアーの地図上でのボーリング柱状
図の位置を示している．
図 A1-3 地図上での柱状図位置
柱状図は，深度の情報も持っており，ボーリング柱状
図の最上部の高さを，孔口の高さとし，各層の厚さも正
確なものとなっている．図 A1-4 は 10m メッシュで作成
した地形に，ボーリング柱状図を入れたものである．地形が 10m メッシュであるため，多少のズレは生じているが，
坑口の高さと地表面が概ね一致している．

b) 地上及び地中表示

a) 地上部のみ表示

図 A1-4 坑口の地表との一致
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図 A1-5 色による土質の表示

図 A1-6 干拓地の土質

ボーリング柱状図の色相は，土質区分を示している．図 A1-5 では，橙色は礫系，青色がシルト・粘性土，黄色が
砂質系，灰色が表土等の層を表している．近くの柱状図は同じような層の分布になっているので，おおよそのつなが
りが分かり，間の土質も概ね理解することができる．
図 A1-6 は沿岸部のボーリング柱状図を示している．この地域は干拓地であり，シルト・粘性土（青）が多く見ら
れるなど特徴をしっかり見て取ることができる．このように軟弱地盤も，視覚的に判断することができ，上部に構造
物を建設する際の判断でも十分な有用性がある．
A3 3 次元柱状図の有用性
今回構築したシステムで生成したボーリング柱状図には，多くの有用性がある．
第１に，ボーリング柱状図は DWG 形式で作られているため，既に作成されているモデルと容易に組み込むことが
可能である．
第２に，ボーリング柱状図が３次元ビューアー上で見ることができる．これによって，地中の可視化をおこなうこ
とができ，土質が変化する層や，軟弱地盤を見分けることができる．
第３に，Soil+ は複数の地質情報 XML データを一度に読み込むことができる．すべてのプロセスで終了するのにか
かる時間は，１分以内であり，非常に短時間でボーリング柱状図を作成できる．
最後に，この柱状図は，建設ライフサイクルの多くの段階で使用することができる．この柱状図は，維持管理段階
でもデータベースとして用いることができる．また，このデータを，設計・施工段階にも共有することで，土質の状
態を知ることができ，施工検討や危険箇所の判断に用いることが可能である．
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STUDY ON DATA MANAGEMENT IN RIVER CIM
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In recent years, model works concerning CIM (Construction Information Modeling /
Management) have been implemented, and are actively applied in many construction projects
around Japan. The aim of CIM is to improve the efficiency of the construction production by
recommending the use of 3D model in each stage of construction life cycle management.
In the past studies, the author has developed a model building method, 4-Stage Model. In this
research, by applying CIM and 4-Stage Model inside river, the author proposed the concept of
River CIM. Through case study, the author has proved the usability of River CIM in survey,
design, and construction stages. In addition, the concept of Placement Model which contains
many types of models, attributes, and measured information is developed. Finally, since river
contains specific characteristic, the author applies Placement Model using existing data as
management model for River CIM.
.
.
.
KEYWORDS:
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河川CIMにおけるデータマネジメントに関する研究
本研究では，河川におけるCIMのあり方に
関する一提案をする．調査，設計，施工の3
段階では，実務において3次元モデルを用いた
CIMの試行をおこなった．管理段階に関して
は，試行を行う現場がなかったため，管理CI
Mについての，独自の提案をおこなった．

小林一郎（熊本大学）

著者は現在，国土交通省九州地方整備局に
おいて「九州地方における CIM 導入検討会」
の委員長をしており，九州各地で実施されて
いる，CIM の試行事業に関係した職員と，様
々な意見交換をおこなうことができた．この
成果も踏まえ，①では，白川において，国お
よび県の協力を得て，国区間と県区間にまた
がる範囲でのデータの構築をおこなった．今
後，このシステムを用いて，白川におけるデ
ータの保管・活用を目指して行く予定である．
②の発展性では，現在，九州地方整備局の河
川部と共同で，他の河川でのデータ構築の可
能について検討を始めており，今後の課題と
して，白川以外の河川でのデータ構築の実証
実験を行ないたいと考えている．③に関する
人材運用システムは Web のセキュリティ問
題のため，研究の進展はえられなかった．こ
の点に関しては，今後の課題としたい．

本研究の新規性は，以下の 3 点である．
① CIM の実証現場としての唯一性
② 対象者の独自性
③ 河川 CIM の提案と運用を同時に考える
視点の重要性
①に関しては，著者が景観検討で関係した
熊本白川の激特区間の築堤事業と宮崎津屋原
沼の防潮堤建設事業において CIM 試行事業
の一環として事務所レベルでの検討をおこな
うことができた．②では，2 通り（段階内と
段階間）の 4 段階モデルを提案し，調査，設
計，施工，管理の各段階で，受注者側と事業
者側からの CIM の運用の可能性を検討した．
通常の研究は，受注者側からの技術開発に重
点が置かれるが，本研究では，事業者が管理
で利用できることに主眼をおいて検討をすす
めた．特に，配置モデルの構築に当たっては，
国土交通省熊本河川国道事務所の設計や施工
を担当する職員と数回にわたり，深い議論を
おこなった．また，③では，配置モデルの構
築を提案し，ソフトウェア関連の専門家と議
論した．この結果，独自の河川管理 CIM の提
案をおこなうことができた．
また，本研究の発展性として，次の 3 点を
あげた．

なお，本研究では，CIM との関連でモデル
のデータマネジメントを論じた．ここでいう
モデルとは，2 次元および 3 次元の CAD モデ
ルのことである．またデータとは，モデルが
作成される元となったもの，あるいは，モデ
ルから生成されたものと考えた．前者は，た
とえば，土質の柱状モデルの元となる土質デ
ータであり，後者はたとえば，構造解析をお
こなうために必要な形状算出のためのデータ
のことである．さらに，ある CAD ソフトで
作られたモデルを，別会社のシミュレータで
統合する場合も，データマネジメントの一部
であると考えている．
以上のことから，本報告では，データベー
ス論を展開したり，データ一般について考察
してはいない．あくまで，4 段階の各段階内
や段階間で，モデルを利用することの可能性
とそのモデルのデータを次の段階に引継ぎ，
利用することに関する考察をおこなった．

①実務における発展性
②河川行政における発展性
③構築システムの応用性
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