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1. はじめに 
土木分野における電子化は急速に普及し，ライフサイクルにおける各作業はコンピュータでのアプリケーション

システムを用いた自動化により効率化が図られている。一方で，様々なアプリケーションの乱立により，①情報共

有が円滑に行われていない（現場と支援部門，受注者と発注者など），②設計図書と施工データ，および出来形

データの連繋がない，③データフォーマットがシステムにより異なる，といった問題が起きている。これらの問題を

解決するために，近年プロダクトモデルの研究開発が行われている 1)。現在，開発が試みられている構造物は道

路や橋梁 2)がある。さらに，シールドトンネルのプロダクトモデル開発も矢吹ら 3)により試みられている。しかし，実

現場への適用には至っていないというのが現状である。 

そこで本研究では，開発段階のシールド工法用プロダクトモデルに着目し，３次元モデルを基盤としたプロダク

トモデルの構築を提案する。３次元モデルを基盤とすることで形状情報を確認しつつ，必要な情報を付加させる

ことが可能となる。 

２章では，シールド工事の特徴と課題，シールド工法用プロダクトモデルの開発について述べる。３章，４章で

は IFC シールドのスキーマの概要と，一部土木における共通スキーマをまとめた。５章では，３次元データを基盤

としたプロダクトモデルの構築について提案する。６章，７章では，現場へ適用し，結果の考察をする。８章では本

研究の結論を述べる。 
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２．シールド工事の現状とプロダクトモデルの開発 
シールド工事は，他の土木構造物の工事とは異なり,いわゆるシールドマシンと呼ばれる掘削機械によ

って地中を掘削しながらトンネルを構築していく。土木工事の中では特に機械化施工が進んだ分野であ

り，施工の際はこのマシンの掘進方向を適宜調整しつつ掘削が行われる。工事の中では，典型的な工事

の機械化に伴う特有の管理がなされている。  
 

2.1 シールド工事の特徴と課題 

シールド工事には，道路や鉄道，水路のような線形構造物であるとともに，都市土木（都市部での道

路課などでの施工）であることが多い。そのような条件下では，発注の際に線形制約や空間制約といっ

た条件が一般的に課される。線形制約とは，設計時の線形変更を不可とする条件であり。空間制約とは，

線形（平面線形・縦断線形）や横断形状は変更可能であるが，一定の空間に収まるように施工を行わな

ければならないという条件である。シールド工事では専用のマシンにより地中を掘進していく施工であ

り，地盤の性質や障害物等が問題となるため，上記の線形制約，空間制約の両者が課せられるとともに，

これらの条件も施工において考慮する必要がある。 
また，一般的な工事と同様に，発注時に作成された設計図面は現場の地盤情報等や地中障害物の情報

が不足していることがあり，施工の際に設計図に基づいて作成される施工図の変更が必要となる場合が

多い。さらに，線形などの変更の際，図面や帳票，竣工図書などの管理データも全て修正しなければな

らないといった問題が生じる。これらの作業は，工事の時間と労力を費やし，一般管理費を増大させる

要因となることや，場合によっては工期を遅らせる原因となる。 
 

2.2 シールド工法用プロダクトモデルの開発 

2.2.1 プロダクトモデルの概要 

近年，機械や建築の分野において，プロダクトモデルを実務に用いる動きが盛んに行われている。プロダクトモ

デルを利用することで，図-2.1 のように製品を生産する際，各担当や，空間・時間的なフェーズの作業・情報の一

元管理が可能となる。 

3次元モデル

積算

解析帳票出力

設計

プロダクトモデル

  
 

図-2.1 プロダクトモデルによる一元管理 
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このような考え方は，構造物を構築するにあたり，多くの作業手順や作業担当者を必要とし，多くの設計図書を

利用・管理しなければならない土木工事においても有効に機能するはずであり，例えば構造物の設計変更が生

じた場合，各作業データの修正を行う必要はなく，プロダクトモデルのデータに修正を加えるのみで，各作業デ

ータへ修正を迅速に反映できる。さらに，各作業におけるアプリケーションの互換性の違いにも対処できるといっ

た特徴がある。 

このような特長を生かし，建築では BIM (Building Information Modeling) によるプロジェクト管理が急速に進

みつつある。 

 

2.2.2  シールド工法用プロダクトモデルと IFC の連携 

元来プロダクトモデルは，機械分野を主対象として国際標準が規定化されてきた。建築分野では，IAI 

(International Alliance for Interoperability) が IFC (Industry Foundation Classes)4)を規定化している。IFC とは，

IAI によって定められ，建築分野の要素（梁や柱等）や設計，施工，維持管理等を規格化したものである。土木分

野においても IFC に準拠し，道路や橋梁のプロダクトモデルの開発がなされている。さらに，現在，シールドトンネ

ルについても研究開発が試みられている 3)。図-2.2 は開発されたシールドトンネルの概念的プロダクトモデルの

一部である。概念的プロダクトモデルで定義されている要素は多岐に渡り，ツリー状に表記されている。例えばト

ンネル要素に着目すると，トンネルというメインクラスと，一次覆行等のサブクラスで表記されている。これらは図

-2.3 に示すような利用法が考えられ，工程管理やモニタリング，工事資材の管理など工事管理の高度化が期待

される。 

しかし，開発された IFC シールドのスキーマは，現状では土木構造物の要素であるため，既存の建築などで活

用されている IFC の規格で定義することはできない。したがって，概念的プロダクトモデルを考慮しつつ，IFC の

既存スキーマを拡張，もしくは代用する必要がある。開発されたプロダクトモデルは，あくまで概念的なモデルで

あるため，今回の研究において，実現場に即したモデルとなり得るか検証する必要があった。 
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図-2.2 概念的プロダクトモデル 3) 

 

ＩＦＣシールド3Dデータ

プロダクトモデル

シミュレーション
•周辺構造物との位置関係
•施工工程の可視化
•重機等の干渉チェック

（換気所内のマシンの回転チェック
など）

3Dデータによる形状管理
・線形等のパラメータを変更し、自
動的に3Dデータを再構築
・3Dデータから簡易2D図面を作成

工程管理
・施工進捗を可視化
・施工履歴管理

セグメント等の部材
トレーサビリティ

•製造年月日

•コスト
•型
•数量 など

計測モニタリングとの連携
•計測箇所の把握
•計測結果の可視化
•土圧計測
•変位計測

土量算出
•計画土量の算出
•実績土量の管理

数量算出
•セグメント等の部材数量自動算出
•コストの算出

発注者説明資料
•品質管理帳票
•出来高帳票

 
 

図-2.3 IFC シールドの利用イメージ 
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３．シールドトンネルの概念モデル 
3.1. シールドトンネル 

既知ではあるが，ここで取り上げる「シールドトンネル」は，土砂地盤中を掘削する機械であるシールド（シール

ドマシン）で地山の崩壊を防ぎながら，掘削，推進を行い，シールドのテール部で覆工することによりトンネルを構

築するシールド工法で築造されたトンネルをいう。 

 

3.2. 概念モデルの作成について 

シールドトンネルに関する IFC の拡張にあたり，シールドトンネルの構成に関する概念モデルを作成した。シー

ルドトンネルのライフサイクルにおいては，計画，調査，設計，施工，維持管理等様々な事象があるが，IFC シー

ルドの概念モデルでは主に施工（工事）について着目している。 

概念モデルは，文献 2）および文献 3）で提案された概念モデルに基づいて，シールドトンネルの工事に関する

全体像および要素と実体要素の関係を明らかにするため，これらの概念モデルを拡張するものとした。 

概念モデルはトンネルの構成における上位要素からの階層図として作成した。ただし，本業務で示す概念モデル

は，シールドトンネルの工事の全体像を明らかにし，シールドトンネルを構成する要素がどのような繋がりを持つ

かを一般的に示したものである。従って，必ずしも実際の工事を全て反映しているわけではないので以下のような

点に注意が必要である。 

 シールドトンネルの工事は，概念モデルで示した要素以外に様々な要素が関連するので，実際の工事仕

様に従って必要な要素を追加・拡張する必要がある。 

 シールドトンネルには数多くの掘削工法があり，工法に応じた要素が必要である。 

 
 
 

 
図-3.1 Product の概念的プロダクトモデルの一部 
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図-3.2 シールドトンネル本体の概念的プロダクトモデル 
 
 

 
図-3.3 仮設備の概念的プロダクトモデル 
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図-3.4 シールドマシンの概念的プロダクトモデル 

 
 

 

 
図-3.5 調査計測システムの概念的プロダクトモデル 

 
 
3.3. 概念モデルの考え方 

道路や橋りょう等の地上に構築される構造物と異なり，シールドトンネル等の地下構造物は，地盤という既に何

らかの物質が詰まった空間を掘削し構造物を構築する。従って，シールドトンネルの概念モデルは大きく地盤とト

ンネルに関する構造物に分ける必要がある。 

地盤は，本来複雑な要素により構成されるためその全てをモデル化することは困難である。そこで，IFC シール

ドのスキーマにおいては，地盤を地層と地下水で構成するものとした地盤の概念モデルを考えている（この考え

方は他の土木構造物に対しても有効な考え方である）。 

トンネルに関する構造物は，立坑とシールドトンネルに分けられる。本業務では主にシールドトンネルについて

モデル化している。 
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立坑は主にコンクリート構造物として構築され，その施工方法はシールドトンネルとは異なるため，立坑の構造

物は対象外とするものと定義されている。ただし，立坑は IfcWall，IfcColumn，IfcBeam 等の既存の IFC のクラス

を用いてモデル化することが可能である。 

一方のトンネルは，シールドマシンにより地中を掘進し，セグメントライニングによりトンネルを構築する。セグメ

ントライニングはその種類や用途に応じて多様な形式が存在し，個々の構成要素も非常に多い。本業務では，セ

グメントピースを最小単位としてトンネルのモデリングを行っている。 

 
3.4. 概念モデル 

シールドトンネルに関する概念モデルを図 3.4.1～図 3.4.4 に示す。概念図は 4 枚の図にわたるが，一つの

階層図で構成されている。 

なお，図中の記号で[1:?] 等の表記は，最低 1 つ存在し最大数は未定（?）という意味で用いられている。

[0:?]は，存在しない場合と，存在する場合その数は未定を意味する。一般的に書くと[m:n]となり，m は最小値，

n は最大値となる。 

異なるページを参照する場合は楕円形で示し，1 番目の数字は図面番号，2 番目の数字は参照番号を意

味する。参照される場合も楕円形で示し，参照元の図面番号を( )に示した。図面番号は，各ページの右下に# 

/ #の形式で示されている。 

概念モデルに示した各要素について，3.4.2 から 3.4.7 に説明を示す。各要素について詳細な説明が必要

な場合は，文献 3）等が詳しい。 
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図-3.4.1 概念モデル図   IfcShieldTUnnel   1/4 
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図-3.4.2 概念モデル図   IfcShieldTUnnel   2/4 
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図-3.4.3 概念モデル図   IfcShieldTUnnel   3/4 
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図-3.4.4 概念モデル図   IfcShieldTUnnel   4/4 
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４．IFC の拡張 
 IFC の拡張に関して，本研究に関連する部分を以下にまとめる。 
 
4.1. Element 類の定義について 

4.1.1. Spatial Structure Element 

Spatial Structure Element は，空間構造を示すオブジェクトで，IfcSpatialStructureElement のサ

ブタイプとして定義されている。 
4.1.2. Element 

Element は，物理的に存在するオブジェクトで，IfcElement のサブタイプとして定義されている。 
4.1.3. Element Type 

Element Type は，Element に関する property set 定義，およびプロダクト表現の optionalset で，

IfcElementType のサブタイプとして定義されている。 
4.1.4. Attribute 

Attribute は，Spatial Structure Element，Element，Element Type の定義に必要なパラメータと

して定義されている。 
4.1.5. Property Set 

Property は，主に Property Set として定義されているもので，Attribute 以外のその Element に関

する特性としている。 
 

4.2. 既存のクラスの利用 

4.2.1. プロジェクト 

プロジェクトは，IfcProcess が用いられている。 
4.2.2. 組織 

組織は，IfcOrganization が用いられている。 
4.2.3. 工程 

工程は，IfcProcess がいられている。 
4.2.4. 立地 

立地は，IfcSite を用いるものと定義されている。 
4.2.5. 線形 

線形は，IFC2x3 の既存のクラスである IfcCurve を用いられている。 
4.2.6. 鉄筋等補強 

二次覆工の覆工構造で鉄筋等補強を用いる場合の要素は，IfcReinforcingBar が用いられている。 
4.2.7. 昇降設備 

仮設備の昇降設備は，IfcStair が用いられている。 
 
4.3. 土木構造物全般に関するクラス 

4.3.1. 概要 

IFC2x3 で規定されている各クラスは主に建築構造物を主体としたものである。シールドトンネルを含む土木
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構造物を定義するクラスが必要であるが，現時点において IFC2x3 で定義されている建築構造物と同レベル

で定義することはできない。そこで，土木構造物を格納するクラスを定義し，既存のクラスと区別するものとされ

ている。 

土木構造物のクラス定義については，文献 3）の IFC BRIDGE における定義が準用されている。 

 

4.3.2. Element 類の定義 

[1] Spatial Structure Element 
土木構造物全般に関する Spatial Structure Element は，以下のクラスが定義されている。 

 IfcCivilStructureElement 
[2] Element 

土木構造物全般に関する Element は，以下のクラスが定義されている。 
 IfcCivilElement 

 
4.4. シールドトンネル全般に関するクラスの定義 

4.4.1. 概要 

シールドトンネルに関するクラスは，土木構造物のクラスのサブタイプとして定義されている。 

IFC では，Schema，Class，Data Type および Function の名称の先頭に“Ifc”を付ける規則がある。IFC シー

ルドにおいてシールドトンネルに関連するクラスとして定義されたものは，文献 2）に準じて，名称の先頭に IfcSt 

を付けるものと定義されている。St は Shield Tunnel を略したものである。 

 

4.4.2. Element 類の定義 

[1] Spatial Structure Element 
 IfcStStructureElement 

[2] Element 
土木構造物全般に関する Element は，以下のクラスが定義されている。 

 IfcStElement 
[3] Opening Element 

土木構造物全般に関する Opening Element は，以下のクラスが定義されている。 
 IfcStVoidElement 

 
4.5. 地盤 

4.5.1. 概要 

地層は，文献2）を参考に図-4.5.1 に示すように表現するものと定義されている。地盤は複数の地層の集合で

表し，地層を複数の境界面で表わすこと定義されている。地層の境界面は TIN により表現している。また，地

下水も地層と同様に TIN で表わすことされている。 

図-4.5.1 に地層の表現方法，図-4.5.2 に地層の構成例を示す。 
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図 4.5.1 地層の表現 

 

 
図 4.5.2 地盤の構成例 

 
4.5.2. Element 類の定義 

[1] Spatial Structure Element 
地盤に関する Spatial Structure Element は，以下のクラスが定義されている。 

 地盤空間（IfcStGround） 
 地層境界（IfcStStratum） 
 地層間空間（IfcStStratumSpace） 

[2] Element 
地盤に関する Element は，以下のクラスが定義されている。 

 地層要素（IfcStStratumElement） 
 地下水要素（IfcStGroundwaterElement） 

[3] Property Set 
地盤に関する Property Set は，以下が定義されている。 

 地層一般（Pset_StStratumCommon） 
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4.6. 立坑 

4.6.1. 概要 

[1] 構造 
立坑は，シールドトンネルを施工するため，シールドの投入と搬出，方向転換，組立と解体，掘進中の土

砂の搬出，資機材の搬入と搬出のための作業坑をいう。立坑には，その機能，目的によって発進立坑，中間

立坑，方向転換立坑，到達立坑がある。 

立坑は，一派にトンネル計画路線と重なる配置で開削工法やケーソン工法によって施工される場合が多く，

ケーシング貫入，コンクリート製あるいは鋼製のセグメントからなるリングの圧入，鉛直シールド等によって施

工される場合もある。 

IFC シールドでは，立坑に関するモデリングとして，比較的施工例の多い開削工法で築造される立坑の永

久構造物を想定する。開削工法以外の工法による施工については，本業務で定義するクラスを準用し，適

切な拡張を行うものとする。 

開削工法は，土留壁を築造してその内部を所定の深さまで掘削し，その後躯体を構築する工法である。

開削工法による立坑の永久構造物としては，土留壁および立坑本体がある。 

 

[2] 基準とする寸法 
立坑の寸法は，一般的な形状である矩形を想定して，軸方向掘削幅，横断方向掘削幅，掘削深さ，軸方

向構築幅，横断方向構築幅，躯体全高を基準とするものと定義されている。図-4.7.3 に寸法概要図を示す。 

 軸方向掘削幅は，トンネルの線形方向における土留壁を考慮した掘削幅と定義されている。 

 横断方向掘削幅は，トンネルの線形方向と直角方向における土留壁を考慮した掘削幅と定義されてい

る。 

 掘削深さは，地表面から掘削床付け面までの深さと定義されている。 

 軸方向構築幅は，トンネルの線形方向における立坑躯体の幅と定義されている。 

 横断方向掘削幅は，トンネルの線形方向と直角方向における立坑躯体の幅と定義されている。 

 躯体全高は，立坑躯体の天端から下床版下面までの躯体の高さと定義されている。 

 矩形以外の立坑構造物については，前述の寸法を準用して適切に定めるものと定義されている。 

 

[3] 形状 
立坑の断面形状は，施工数の多い矩形または円形を考慮するものと定義されている。矩形断面は，デッド

スペースの少ない設備配置が可能であり，円形断面は，壁体のみで土圧・水圧に抵抗することが期待できる

ことから，地盤条件が悪い場合や大深度に適している。 

 
4.6.2. Element 類の定義 

[1] Spatial Structure Element 
立坑に関する Spatial Structure Element は，以下のクラスが定義されている。 

 立坑空間（IfcStShaft） 
[2] Element 

立坑に関する Element は，以下のクラスが定義されている。 
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 立坑躯体要素（IfcStShaftElement） 
 土留壁要素（IfcStEarthRetainingWallElement） 
 付帯構造物要素（IfcStAppurtenance） 

[3] Opening Element 
立坑に関する Opening Element は，以下のクラスが定義されている。 

 立坑空洞（IfcStShaftVoidElement） 
[4] Element Type 

立坑に関する Element Type は，以下のクラスが定義されている。 
 立坑タイプ（IfcStShaftType） 

円形，矩形 
[5] Property Set 

立坑に関する Property Set は，以下が定義されている。 
 立坑一般（Pset_StShaftCommon） 
 地盤改良（Pset_StGroundImprovement） 

 
4.7. シールドトンネル 

4.7.1. 概要 

[1] 構造 
シールドトンネルは，セグメントを最小単位とする一次覆工と，必要に応じて施工される二次覆工および，

到達部，地中接合部等に残置されるシールド鋼殻で構成するものと定義されている。セグメントおよびリング

を繋ぐ継手構造は，必要に応じて配置するものと定義されている。図-4.7.１にシールドトンネルの諸要素の

構成の概念図を示す。 

 

 
図-4.7.1 トンネルに関する空間要素及び物理的要素の構成概念図 
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シールドトンネルを構成する部材の最小単位はセグメントと定義されている。セグメントの主要部材には，

箱形セグメントは縦リブ，スキンプレート，充填コンクリート等，平板形セグメントはコンクリート，補強鉄筋等が

あり，セグメント個々の形状を詳細にモデル化する場合にはこれらのセグメントの主要な部材をそれぞれ定

義することが必要となる。しかし，シールドトンネル全体を考えると，セグメント個々の部材よりもセグメントの配

置の重要性が高いといえる。そのため，本業務においてはセグメントを構成する個々の部材は定義せず，セ

グメントの外形を表現することと定義されている。なお，セグメント個々の部材のモデル化が必要な場合は，

IFC2x3 の既存のクラスを用いてモデル化が可能である。 

セグメントの継手構造は，セグメントとセグメントを繋ぐセグメント継手と，セグメントで構成されるリングとリン

グを繋ぐリング継手に分けられる。継手構造は主にボルトが用いられるが，ボルト継手構造，ヒンジ継手構造，

ピン挿入継手構造，くさび継手構造，ほぞ継手構造等の様々な種類がある。これらの継手構造は，IFC2x3 

で定義されている IfcMechanicalFastener で表現可能であるが，近年のセグメント組立の機械化や自動化に

適した新しい継手構造，トンネル内面に継手材が露出しない継手構造等もあることから，既存のクラスとは別

にモデル化するものと定義されている。 

防水工は，セグメントに溝を設けセグメントの継手面にシール材を貼付するシール工と，場合により実施す

るコーキング工，継手部に行うボルト孔防水工をモデル化するものと定義されている。 

セグメントリングは，一次覆工を形成するリングで，A セグメント，B セグメント，K セグメントで構成される。

セグメントリングは，曲線部の施工および蛇行修正に用いるテーパーのついたテーパーリングと，テーパー

の付いていない普通リングに分けられる。また，セグメントの接続方法で，セグメント継手面がトンネル軸方向

に連続する，いも継ぎ，千鳥配置となる千鳥組を構成する。テーパーの有無，セグメントの組み方を表現す

るため，セグメントリングをモデル化するものと定義されている。なお，セグメントリングは物理的にリングとして

表現するのではなく，セグメントの組合せとして表現するものと定義されている。 

一次覆工は，連続したセグメントリングにより構成される。図-4.7.2 に一次覆工とセグメントリングの空間的

な関係を示す。 

 

 

図 4.7.2  一次覆工とセグメントリングの関係 
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二次覆工は，トンネルの設計条件により無筋または鉄筋コンクリートを巻立てた構築物をいう。 

シールド鋼殻は，シールドマシンの一部でシールド外部から作用する荷重や地下水の流入等に対して，

内部にある掘削機能を有する装置群を保護する部分をいう。到達立坑等においてシールドを引き出さず，シ

ールドの鋼殻を到達立坑との取り付け位置に残置する場合，シールドの内部装置を撤去したのちシールド

鋼殻の内側に二次覆工を巻きたてる。また，シールドの地中接合を行う場合，到達立坑と同様にシールド鋼

殻の内側にシールド鋼殻の内側に二次覆工を巻きたてる。シールド鋼殻を仮設構想物とみなすか，本体構

造物とみなすかによって，シールド鋼殻自体のぞんざいの重要度は異なるが，どちらの場合にしてもシール

ド鋼殻は当該位置に存在するため，シールド鋼殻のモデル化を考慮するものと定義されている。 

裏込め注入は，地山の緩みと沈下防止，セグメントからの漏水の防止等のため，シールドの掘進と同時あ

るいは直後に，注入材によりテールボイドを充填することをいう。テールボイドはテールクリアランスとテール

スキンプレートの厚さの和をいう。裏込め注入は，テールボイドとなるセグメント外径とシールド外径の間の空

間にトンネル延長の全長にわたって存在する要素となる。裏込め注入は必要に応じてモデル化するものと定

義されている。 

防水工は，トンネル坑内への漏水を防ぐために行うもので，シール工，コーキング工，ボルト孔防水工等

の全般をいう。シール工は，セグメントの継手面にシール材を貼布する防水工をいう。コーキング工は，シー

ル材で止水出来なかった場合の防水工で，セグメントの継手面の内面縁にコーキング溝を設け，コーキング

材を充填する防水工をいう。 ボルト孔防水工は，ボルトとボルト孔の間にリング状のパッキンを挿入する防水

工をいう。 

防水工は，トンネルの維持管理において漏水をコントロールする重要な要素となることから，モデル化する

ものと定義されている。 

 

[2] 基準とする寸法 

トンネル寸法は，一般的な形状である単円形シールドを想定して，トンネル内径，覆工厚，トンネル外径，

シールド外径と基準とするものと定義されている。各寸法値は，直径を基本と定義されている。図-4.7.3 に寸

法概要図を示す。 

トンネル内径は，トンネルの用途に応じた施設の配置に供する空間と，作業に必要な空間を考慮した寸法

と定義されている。二次覆工がある場合は，二次覆工の内径をトンネル内径とする。二次覆工がない場合は，

一次覆工の内径をトンネル内径とする。この場合，将来的な二次覆工の施工を考慮して一次覆工の内側に

施工余裕は，トンネル内径に含むものとする。 

トンネル外径は，トンネル内空寸法に覆工厚を加算した寸法と定義されている。覆工厚は，二次覆工があ

る場合は二次覆工厚と一次覆工厚を加算した寸法，二次覆工がない場合は一次覆工厚とする。 

シールド外径は，トンネル外径にテールクリアランス（シールドと覆工の離隔）およびシールドのスキンプレ

ート厚を加算した寸法と定義されている。 

単円形シールド以外の形状については，前述の寸法を準用して適切に定めるものとすることとなってい

る。 
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a) 二次覆工がある場合                b)二次覆工がない場合 

図-4.7.3 寸法概要図 

 
[3] 形状 

トンネル形状は，近年の技術開発により単円形シールドの他，多円形等の特殊な形状も用いられてきてい

るため，施工実績等を考慮し，単円形，複合円形，楕円形，矩形等を考慮するものと定義されている。 

 
4.7.2. Element 類の定義 

[3] Spatial Structure Element 
シールドトンネルに関する Spatial Structure Element は，以下のクラスが定義されている。 

 トンネル空間（IfcStTunnel） 
 一次覆工空間（IfcStPrimaryLining） 
 リング空間（IfcStSegmentRing） 
 二次覆工空間（IfcStSecondaryLining） 

 
[4] Element 
シールドトンネルに関する Element は，以下のクラスが定義されている。 

 トンネル要素（IfcStTunnelElement） 
 セグメント要素（IfcStSegmentElement） 

 A セグメント要素（IfcStASegmentElement） 
 B セグメント要素（IfcStBSegmentElement） 
 K セグメント要素（IfcStKSegmentElement） 

 防水工要素（IfcStWaterproofingElement） 
 シール工要素（IfcStSealingElement） 
 コーキング工要素（IfcStCaulkingElement） 
 ボルト孔防水工要素（IfcStBoltWaterproofingElement） 
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 二次覆工要素（IfcStSecondaryLiningElement） 
 継手構造要素（IfcStJointStructureElement） 

 セグメント継手要素（IfcStSegmentJointElement） 
 リング継手要素（IfcStRingJointElement） 

 付帯構造物要素（IfcStAppurtenanceElement） 
 裏込め注入要素（IfcStBackfillGrountingElement） 
 補助工法要素（IfcStAuxiliaryMeasureElement） 

 
[5] Opening Element 
シールドトンネルに関する Opening Element は，以下のクラスが定義されている。 

 トンネル空洞（IfcStTunnelVoidElement） 
 

[6] Element Type 
シールドトンネルに関する Element Type は，以下のクラスが定義されている。 

 トンネルタイプ（IfcStTunnelType） 
単円，複合円，楕円，矩形 

 セグメントタイプ（IfcStSegmentType） 
箱型セグメント，平板型セグメント，可とうセグメント 

 継手タイプ（IfcStJointType） 
ボルト継手，ヒンジ継手，ピン挿入継手，くさび継手，ほぞ継手 
 

[7] Property Set 
シールドトンネルに関する Property Set は，以下が定義されている。 

 トンネル一般（Pset_StTunnelCommon） 
 併設トンネル（Pset_StParallelTunnel） 
 裏込め注入（Pset_BackfillGrounting） 
 地盤改良（Pset_GroundImprovement） 
 一次覆工一般（Pset_StPrimaryLiningCommon） 
 二次覆工一般（Pset_StSecondaryLiningElementCommon） 
 セグメント一般（Pset_StSegmentCommon） 
 継手構造（Pset_StJointStructure） 
 シール工（Pset_StSealing） 
 コーキング工（Pset_StCaulking） 

 
4.8. 供用施設 

4.8.1. 概要 

供用施設は，トンネルの用途に応じた様々な供用施設を示す。本業務では，多岐にわたるトンネルの用途

に応じた設備に関するクラスは定義せず，今後必要に応じて拡張するものと定義されている。 
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4.8.2. Element 類の定義 

[1] Spatial Structure Element 
供用施設に関する Spatial Structure Element は，以下のクラスが定義されている。 

 供用施設空間（IfcStServiceFacilitySpace） 
[2] Element 
供用施設に関する Element は，以下のクラスが定義されている。 

 供用施設要素（IfcStServiceFacilityElement） 
[3] Property Set 
トンネル内空に関する Property Set は，以下が定義されている。 

 供用施設一般（Pset_StServiceFacilityCommon） 
 鉄道（Pset_StSpaceRailway） 
 道路（Pset_StSpaceRoad） 

 
4.9. シールドマシン 

4.9.1. 概要 

シールドマシンは，シールドトンネルを掘削する主要な機械設備である。シールドマシンは，大きくシールド

鋼殻，切羽安定機構，掘削機構，推進機構，セグメント組立機構，付属機構，その他で構成される。 

本業務では，シールドマシンを構成する要素のうち，到達部や地中接合部等で一次覆工の外側に残置され

るシールド鋼殻についてクラスを作成した。シールドマシンそのもののモデル化を行う際には，シールドマシン

以下のクラスを拡張するものと定義されている。 

 

4.9.2. Element 類の定義 

[1] Element 
シールドマシンに関する Element は，以下のクラスが定義されている。 

 シールドマシン（IfcStShieldMachineElement） 
 シールド鋼殻（IfcStSkinPlateElement） 
 掘削機構（IfcStExcavationUnitElement） 
 推進機構（IfcStDriveUnitElement） 
 セグメント組立機構（IfcStSegmentAssemblyUnitElement） 
 油圧機構（IfcStHydraulicSystemElement） 
 電気機構（IfcStElectricalSystemeElement） 
 制御機構（IfcStControlSystemElement） 
 付属機構（IfcStAuxiliaryUnitElement） 
 切羽安定機構（IfcStCuttingFaceStabilizationSystemElement） 

 
[2] Element Type 
シールドマシンに関する Element Type は，以下のクラスが定義されている。 

 シールドマシンタイプ（IfcStShieldMachineType） 
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土圧式，泥土圧式，泥水式，手掘り式，半機械掘り式，機械掘り式 
[3] Property Set 

 シールドマシンに関する Property Set は，以下が定義されている。 
シールドマシン一般（Pset_StShieldMachineElementCommon） 

 
 
4.10. 支障物件 

4.10.1. 概要 

支障物件は，シールドトンネルの掘削に影響を与える（あるいは影響を受ける）構造物で，地上構造物と地

下構造物に分けるものと定義されている。地上構造物は，ビルなどの地上に設置されている構造物をいい，地

下構造物は地下駐車場，地下街などをいう。また，ガス管，下水道等の地中埋設物も地下構造物に含めるもの

と定義されている。 

 

4.10.2. Element 類の定義 

[1] Spatial Structure Element 
その他構造物に関する Spatial Structure Element は，以下のクラスが定義されている。 

 その他構造物空間（IfcStObstacle） 
 

[2] Element 
その他構造物に関する Element は，以下のクラスが定義されている。 

 支障物件要素（IfcStObstacleElement） 
 地上構造物要素（IfcStAbovegroundStructureElement） 
 地下構造物要素（IfcStUndergroundStructureElement） 

[3] Opening Element 
その他構造物に関する Opening Element は，以下のクラスが定義されている。 

 支障物件空洞（IfcStObstacleVoidElement） 
[4] Property Set 
その他構造物に関する Property Set は，以下が定義されている。 

 地上構造物一般（Pset_StAboveGroundStructureElementCommon） 
 地下構造物一般（Pset_StUnderGroundStructureElementCommon） 

 
4.11 新設クラスなど 

 ここでは，IFC シールドにおける新設クラスと，土木構造物全般のクラス，およびシールドの代表的なクラスに関

して概説する。詳細は文献 2)を参照されたい。 

 
4.11.1. EXPRESS-G 図 

IFC シールドで新設したクラスに関する EXPRESS-G 図を、図-4.14.1～図-4.14.6 に示す。 

EXPRESS-G 図では、文献 5)に従って新設したクラスの上位クラスをスキーマ参照の形式で示した。 
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なお、概念モデルが構成要素の上下関係で階層化しているのに対し、IFC の階層図は属性の継承関係で

階層を作成しているので、概念モデルの階層図とは異なる。 

 

図-4.14.1  EXPERSS-G   IFCSHIELDTUNNEL    1/6 
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図-4.14.2  EXPERSS-G   IFCSHIELDTUNNEL    2/6 
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図-4.14.3  EXPERSS-G   IFCSHIELDTUNNEL    3/6 
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図-4.14.4  EXPERSS-G   IFCSHIELDTUNNEL    4/6 
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図-4.14.5  EXPERSS-G   IFCSHIELDTUNNEL    5/6 
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図-4.14.6  EXPERSS-G   IFCSHIELDTUNNEL    6/6 
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4.11.2. 土木構造物全般に関するクラスの定義 

[1] IfcCivilStructureElement 
 Definition 

IfcCivilStructureElement は、土木構造物全般に関する spatial elements で、abstractentity として定義

する。IfcCivilStructureElement は、IFC-BRIDGE V2 Data Model の定義を用いるものとした。 

 
 [2] IfcCivilElement 

 Definition 
IfcCivilElement は、土木構造物全般に関するに関する element で、abstract entity として定義する。 

 
4.11.3. シールドトンネル全般に関するクラスの定義 

[1] IfcStStructureElement 
 Definition 
IfcStStructureElement は、立坑を含むシールドトンネル全般に関する spatial elements で、abstract entity 

として定義する。 

 
 [2] IfcStElement 

 Definition 
IfcStElement は、立坑を含むシールドトンネル全般に関する element で、abstract entity として定義する。 
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５．３次元モデルを基盤としたプロダクトモデル構築 
 本章では，概念的プロダクトモデルの検証を踏まえ，シールド工法用プロダクトモデルの構築と現場への適用

について述べる。プロダクトモデルの構築手順を図-5.1 に示す。また，今回の３次元モデルの作成には，

Autodesk 社の RevitStructure2011（以下 Revit）を使用した。  

5.1 構築手順 

5.2.1 ３次元モデルの作成 

本研究では，３次元モデルを構造物の形状管理に利用するだけでなく，検証結

果から必要と見なされた情報を付加するための器として取り扱う。すなわち，３次元

モデルを情報の集積所と捉える。Revit は，３次元モデルのプロパティカスタマイズ

機能を有しており，モデルへの情報の付加が可能である。そのための基礎として，

図面から３次元モデルを作成した。なお，シールドのモデル化にあたって，各モデ

ル要素は前掲の図-4.5.1, 4.5.2, 4.7.1, 4.7.2 に示す。 

 

5.2.2 現場のヒアリング調査 

実現場を対象として，ヒアリング調査を行う。概念的プロダクトモデルは，全ての

シールド工事に対して，その要素を満たしているわけではない。各現場によって必

要とされる情報が異なるため，ヒアリング調査を実施しなければならない。ヒアリング内容は，概念的プロダクトモ

デルの構造や用語の見直し，対象現場に該当しない要素の抽出などが挙げられた。 

 

5.2.3 プロパティのカスタマイズ 

作成した３次元モデルに形状情報を定義し，任意の値を入力することで部材形状を適宜変化させることが可

能である。また，ヒアリング調査によって得られた属性情報を付加させることも可能である。さらに，作成した３次

元モデルは，IFC 形式のファイルとして入出力が可能である。書き出された IFC ファイルは IFC の規格を自動

的に引き継いでいる。例えば，Revit で作成した壁のモデルを IFC ファイルに出力するとモデルプロパティでは

IFCWall と定義される。しかしながら，概念的プロダクトモデルには土木構造物特有の要素も含まれているため，

すべての３次元モデルが IFC の規格を引き継ぐことはできない。このような場合，マッピング 5)機能を用いて，土

木構造物特有の要素を既存の IFC スキーマで代用し出力することとした。 

 
5.2 現場への実用 

各種情報をモデルに定義させた後，部材数量や土量の算出，工程シミュレーション等を行う。プロダクトモデル

に座標情報を定義することで，測量データとの連携が図れるだけでなく，シミュレーションの際に線形座標ベース

の工程管理が可能となる。また，IFC のデータフォーマットはオープンな仕様であり，様々なソフトウェアに対応し

ているため，必要に応じた用途で使い分けることが可能である。例えば，Google SketchUp6) 等の無償ソフトウェ

アにも対応しているため，高価な専用ビューワを保有していなくとも，モデルの閲覧が可能である。さらに，タブレ

ット型の携帯端末を利用することで，現場での閲覧も可能となる。 

 

 
図-5.1 フロー図 
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６．適用事例 
6.1 現場概要 

対象現場は，東京都品川区の中央環状品川線大井地区の大井ジャンクションから大橋ジャンクションまでの延

長約 9.4km のトンネル工事である。今回は，その中にある図-6.1 のような①上りの大橋方面（長さ：550m）と②下り

の大井方面（長さ：336m）のトンネルを対象とした。 

 

②

①

 
 

図-6.1 現場概要 

 
6.2 セグメントのプロダクトモデル構築 

 本研究では，トンネルを構成する部材であるセグメントに着目し，検証を行った。プロダクトモデルの構築は，３

章に記述した手順に沿って行うこととした。 

 
6.2.1 ３次元モデルの作成 

図-6.2 は，図面をもとに作成したセグメントの３次元モデルである。対象現場のトンネルセグメントは円筒形で，

A 型セグメント，B 型セグメント，K 型セグメントの３種類で構成されている。それぞれのセグメントは形状の異な

る２種類が存在し，計６種類のセグメントを中心線

形を利用して配置し，この３次元モデルを利用して

プロパティのカスタマイズや IFC の入出力を行って

いくこととした。 

なお，今回利用した Revit は土木工事における

線形構造物に対して構造を配置することが出来な

かったため，Autodesk 社の３次元 CAD である

Civil-3D にてシールドトンネルの線形を定義し，そ

の中心線を基準にセグメントを Revit で配置した。 

 

 
図-6.2 セグメントの３次元モデル 
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6.2.2  現場のヒアリング調査 

 表-6.1 はシールド工事の対象現場におけるヒ

アリング調査結果の一部である。表の青い部分

に記述されているコーキング工やボルト孔防水

工といった要素は今回の対象現場に存在しな

いため消去した。また，裏込め注入については，

表では立坑やトンネルと同一階層で定義されて

いたが，現場では一次覆行の要素に含まれると

判断された。セグメントリングについての変更点

はなかったが，概念的プロダクトモデルに表記

されている内容に沿って，幅や角度，重量を定

義するだけでなく，コストや座標情報を定義す

る要望が挙がった。 

なお，IFC シールドのスキーマの変更要望に

関して，表-6.1 の元となった資料は巻末（図

-8.1）に添付する。 

 

6.2.3  プロパティのカスタマイズ 

図-6.3 は，セグメントモデルのプロパティである。横幅 H や曲率 A のパラメータを定義し，任意の値を入力す

ることで，３次元モデルに反映される。さらに，識別情報として，製造元や価格等のパラメータを定義した。セグ

メントは土木構造物であるため，IFC ファイルに出力する時は既存の IFC スキーマで代用しなければならない。

その際に，図-6.4，6.5 のような IAI 標準に基づいた新しいマッピングファイルを作成する必要がある。図の左列

がモデルカテゴリを表わしており，図-6.4 が IFC シールドのマッピングファイルであるが，コメント行の下に記載さ

れた右列が IFC クラス名を表わしている。規定の IAI 標準に基づいたマッピングファイルを使用して IFC 形式

に書き出した場合に，自動マッピングされていない要素は IFC クラス名に Not Exported と表示される。 

IfcBuildingElementProxy とは，構造物を構成する全ての要素に対して共通の属性を定義するクラスであり，

これを用いて概念的プロダクトモデルの当該属性を代用する。これは，オブジェクトタイプが不明である場合の

IFC の汎用データとして用いられる要素である。 

表-6.1 シールドトンネルのヒアリング調査結果 
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図-6.3 セグメントのプロパティ 

 

 
 

図-6.4 セグメントのマッピングファイル 
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6.3 考察 

今回はセグメントの３次元化を行った。シールド工事には、トンネル以外にも構造物が多数存在する。今後は，

それらの構造物の３次元モデルを作成し，セグメントと同様にプロパティのカスタマイズや IFC の入出力を行って

いく。 

現場のヒアリング調査は，対象とする現場により異なるため，ヒアリング内容に漏れがないか詳細に調査を行う

必要がある。今回の調査では，セグメント以外の要素に必要のない要素が含まれていた。このように，ヒアリング調

査はプロダクトモデルの構築に大きく影響することから重要な項目であるといえる。 

プロパティのカスタマイズは，ヒアリング調査の要素を入力する。また，今回は IfcBuildingElementProxy でセグ

メントの代用を行ったが，他の IFC 要素でも代用できる可能性もあることが解った。IFC シールドが CAD ソフト等に

実装されることが望ましいが，ユーザの数が増えないとこの実装は難しいと言える。しかし，IFC シールドのスキー

マは工事管理において有用なスキーマであることから，当面は建築で近年使われつつある IFC-Building のプロ

パティを代用することで，IFC シールドのスキーマを活用を図るべきであると考える。 

 
 

 

I fcBuildingElementProxy代用

IfcBuildingElementProxy代用

IfcRelDefinedByType.Rel

Typeで代用して他の（IfcB
やIfcWallなど）オブジェクト

を継承するか
ObjectType attributeから
でオブジェクト属性を定義

ことで当該属性を持たせる

IfcBuildingElementProxyとは
IfcBuildingElementを継承、未定義の構造物要素を表現する場合に使用される。

IfcBuildingElementとは
構造物を構成するすべての要素に対して共通の属性を定義。

 
図-6.5 RevitStructure でのスキーマの代用 



36 
 

７．IFC によるデータ交換 
今回の重要な検証要件である，異なるアプリケーション間での IFC によるデータ交換を，モデル作成を行った

RevitSuructure と Google SketchUp 間で実施した。 

データ交換に関しては，４章で示した IfcBuildingElementProxyを用いて図-6.4に示すファイルをRevitStructure

から出力し，Googl Sketchup によって読み込むこととした。読み込みは各セグメント毎に行い，それらを合わせるこ

とにより図-6.6 に示すように，３次元データを再構築することができた。 

また，シールドトンネル本体ではなく今回の工事における立坑部の工程を模擬したシミュレーションデータも交

換が可能となり，図-6.7，6.8 に示すような施工順序の可視化も可能であることが確認できた。 

 

 

 
 

図-6.6 IFC によるデータ交換 

RevitStructure  → Google Sketchup 

 



37 
 

 

29

①

②

③

④

⑤

⑥
  

図-6.7 立坑部 仮設鋼材組み立て順序のシミュレーション 

 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

 
 

図-6.8 立坑部 シールドマシン転回のシミュレーション 
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なお，今回の研究に付随して，工程管理を３次元データで実施し，施工管理の高度化への実験も行った。

Revit での工程シミュレーションの実施状況を図-6.9 に，また XML を介して進捗状況をデータ出力後，Excel で工

程のチャートを出力した結果を図-6.10 に示す。なお，図-6.9 にはセグメントコストも併記されているため，出来高

管理も可能となっている。 

これらの結果から，工事に参加する多様な業者が異なるアプリケーションを用いて施工状況などを参照すること

が可能となることが確認でき，必ずしも CAD を有しなくても施工状況や進捗，出来高管理を共通のデータから実

施できることが確認できた。 

以上のように，実施工の中での IFC を用いることにより実現可能な業務形態を図-6.11 に示す。IFC シールドを

用いることにより，必ずしも CAD を用いて設計図書や施工状況を確認する必要は無くなる可能性があり，あたらし

いプロダクトモデルのユースケースが生まれる可能性がある。 

 

 
 

図-6.9 工程（出来高）管理への適用 
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図-6.10 XML による Excel での工程出力 
 

IFC

設計図書
(2D‐CAD)

３次元化
(3D‐CAD)

工程管理
出来形管理
出来高管理
資機材管理
品質管理

調達
「見える化」

プロダクトモデル
他のCAD

アプリケーション
(Excel など)

アプリケーション

 
 

図-6.11 IFC シールドがもたらす機能 
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８．結論 
３章では，現在，開発段階のシールド工法用プロダクトモデルに着目し，３次元データを基盤としたプロダクトモ

デル構築の手法を提案した。さらに，４章では，提案した手法を用い，対象現場への適用，検証を行った。しかし，

今回は，対象現場への工事進捗に伴うリアルタイムなシステム適用までは至っていないため，有効性の有無は検

証が十分であるとは言いがたい部分もある。 

しかし，データ交換が可能である点と，それを用いた多種のアプリケーションでのデータ活用の可能性は十分

検証でき，プロダクトモデルの現場施工での実用化の可能性を強く示すことが出来たと考える。 

今後は，現場への適用をみなし，有効性の検証を行う必要がある。検証内容としては工程管理，コスト管理が

あげられる。また，今回はセグメントのみを対象にしたが，今後は立抗，シールドマシン，仮設備といった他の構造

物の詳細なプロダクトモデル構築も必要であり，検証とともに実用化への働きを行う事が重要であると考える。 
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第一階層 第二階層 第三階層 第四階層 第五階層 第六階層 第七階層 第八階層 第九階層 第十階層 第十一階層 第十二階層 優先度 利用例（いつ、どこで、だれが、どのように、等）

プロジェクト

組織 施工開始前（工事事務所開設時）

立地

支障物件（地上） 1 着手前：発注者提供図書→施工者確認・調査

地盤 　　〃

地質 1 　　〃

地下水 1 着手前：発注者提供図書→施工者確認・（追加）調査

線形 1 着手前：発注者提供図書→施工者確認・（追加）調査

シールドトンネル ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞﾙﾄﾞ（受注後詳細設計(施工者））→発注者承認

立坑 　　〃

立坑躯体 1 　　〃

土留壁 1 　　〃

付帯構造物 2 　　〃

供用施設 2 　　〃

トンネル 1 　　〃

シールド鋼殻 1 　　〃

一次覆工 1 　　〃

リング 1 　　〃

セグメント 1 　　〃

Kセグメント 1 　　〃

Aセグメント 1 　　〃

Bセグメント 1 　　〃

継手構造* 2 　　〃

セグメント継手 2 　　〃

リング継手 2 　　〃

防水工 　　〃

シール工 　　〃

コーキング工

ボルト孔防水工

裏込め注入 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞﾙﾄﾞ（受注後詳細設計(施工者））→発注者承認

内部構造梁 　　〃

梁構造 2 　　〃

鉄筋等増強 2 　　〃

付帯構造物 3 　　〃

供用施設 3 　　〃

裏込め注入 　　〃

補助工法(発進・到達防護工） 1 　　〃

支障物件（地下） 着手前：発注者提供図書→施工者確認・（追加）調査

仮設備 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞﾙﾄﾞ（受注後詳細設計(施工者））→発注者承認

施工設備 　　〃

シールドマシン 　　〃

シールド本体 1 　　〃

附属機構 2 　　〃

掘削機構 2 　　〃

切羽安定機構 2 　　〃

推進機構 2 　　〃

セグメント組立機構 1 　　〃

油圧、電機、制御 2 　　〃

ストックヤード 　　〃

掘削土砂運搬設備 　　〃

材料運搬設備 　　〃

電力設備 　　〃

照明設備 　　〃

連絡通信設備 　　〃

換気設備 　　〃

安全通路及び昇降設備 　　〃

給排水設備 　　〃

消火設備及び防火設備 　　〃

ガス対策設備 　　〃

発進・到達・回転扛上設備 　　〃

揚重設備 　　〃

裏込め注入設備 　　〃

作業台車 　　〃

二次覆工設備 　　〃

圧気設備 　　〃

運転制御設備 　　〃

泥土処理設備 　　〃

流体輸送設備 　　〃

泥水処理設備 　　〃

礫処理設備 　　〃

環境保全対策 　　〃

安全衛生管理 　　〃

計測システム 　　〃

測量 　　〃

計測データ 　　〃

掘進管理データ 　　〃

掘進日報 　　〃

リング報 　　〃

計測管理データ 　　〃

計測計画書 　　〃

計測結果報告 　　〃

近接構造物計測データ 　　〃

路面計測データ 　　〃

セグメント計測データ 　　〃

地盤計測データ 　　〃

工程 1 　　〃

知識

設計関連資料 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞﾙﾄﾞ（受注後詳細設計(施工者））→発注者承認

施工関連資料 工事中随時、JV職員

竣功関連資料 竣工時、監理技術者及び現場代理人

工事記録 　　〃

論文 工事中・竣工後、大林組職員

地質にはＮ値をはじめと

して、設計に必要なﾃﾞー

ﾀや定数がある

本現場に無いものは取

り消し線を入れました

シールド工事らしい表現

にしました

本ﾄﾝﾈﾙにはｺｰｷﾝｸﾞや

ﾎﾞﾙﾄ孔の防水はありま

せん
二次覆工省略型ｾｸﾞﾒﾝﾄ

につき、二次覆工はな

裏込め注入は一次覆工

の要素

 

 
図-8.1 IFC シールドスキーマの検証 
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【添付資料】 3 次元データの作成 

 

(1) トンネル部 

 

 
(2) 高架部 
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(3) ボックスカルバート部 

 
 
(4) シールドマシン 
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(5) セグメントリング 

 
 
(6) 大井北換気所（立坑） 
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A STUDY OF THE CONSTRUCTION-MANAGEMENT WHICH USED THE 

THREE-DIMENSIONAL MODEL FOR SHIELD CONSTRUCTION  
 

Furuya H.  

Obayashi Corporation 
 
   The product model has been studying recent years and one of a new product model apply for the shield tunnel 

has developed. However, this new schema doesn't use in the application to the construction site. In this study, the 

author use the new schema which is one of the product models for the shield tunnel, and researched about the effect 

of the product model based on the utilization and the three-dimensional model of IFC. In some case, the new 

mapping file must be created, but it implemented a data exchange by Industory Foundation Class (IFC) between 

two different CAD applications, and it implemented the proof of the process control, the cost control and quantity 

take off. The possibility of the data sharing in the other system and application verified in this study. 

 
KEYWORDS:  3-D Model, IFC, Product model, Shield tunnel, Data exchange 
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建設分野における電子化は近年急速に普及

し，ライフサイクルにおける各作業はコンピ

ュータでのアプリケーションシステムを用い

た自動化により効率化が図られているが，①

情報共有が円滑に行われていない，②設計図

書と施工データ，および出来形データの連繋

がない，③データフォーマットがシステムに

より異なる，といった問題が起きている。こ

れらの問題を解決するために，近年プロダク

トモデルの研究開発が行われており，シール

ドトンネルのプロダクトモデル開発も矢吹ら

により試みられている。しかし，実現場への

適用には至っていないというのが現状であ

り，本研究では，開発段階のシールド工法用

プロダクトモデルに着目し，IFCの施工での活

用と3次元モデルを基盤としたプロダクトモ

デルの有効性に関して研究を行った。 

土木分野においてもIFCに準拠し，道路や橋

梁のプロダクトモデルの開発が行われてい

る。現在，シールドトンネルについても研究

開発が試みられており，図-１シールドトンネ

ルの概念的プロダクトモデルの活用事例の一

部を示している。概念的プロダクトモデルで

定義されている要素は多岐にわたり，ツリー

状に表記されている。例えばトンネル要素に

着目すると，トンネルというメインクラスと，

一次覆行等のサブクラスで表記されている。

しかし現状では，これらは土木構造物の要素

であるため，IFCの規格で定義することはでき

ない。また，開発されたプロダクトモデルは，

あくまで概念的なモデルであるため，本研究

においては，概念的プロダクトモデルを考慮

しつつ，IFCの既存スキーマを拡張，もしくは

代用する必要があった。なお，IFCシールドの

実装にあたっては，実現場を対象として，ヒ

アリング調査を行い，現場によって必要とさ

れる情報を抽出し，モデルの修正を行った。

 作成した3次元モデルに形状情報やコスト

等の属性情報を定義し，IFC形式のファイルと

して入出力の検証も行った。 

シールド工事の対象現場におけるヒアリン

グ調査結果，例えばセグメントリングについ

ての変更点はなかったが，概念的プロダクト

モデルに表記されている内容に沿って，幅や

角度，重量を定義するだけでなく，コストや

座標情報を定義する要望が挙がった。 

ところで，セグメントのプロパティでは，

横幅Hや曲率Aのパラメータを定義し，任意の

値を入力することで，3次元モデルに反映さ

れ，識別情報として，製造元や価格等のパラ

メータを定義した。セグメントは土木構造物

であるため，IFCファイルに出力する時は既存

のIFCスキーマで代用しなければならないが，

その際には現状ではIFCシールドがソフトウ

エアで定義されていないため，IAI標準に基づ

いた新しいマッピングファイルを作成する必

要がある。今回利用したAutodesk社のRevitS

tructureでは，IfcBuildingElementProxy（構

造物を構成する全ての要素に対して共通の属

性を定義するクラス）を用いてセグメントデ

ータの代用（読み替え）を行った。さらに，

今回の重要な検証要件である，異なるアプリ

ケーション間でのIFCによるデータ交換を，モ

デル作成を行ったRevitSuructureとGoogle S

ketchUp間で実施した。 

IFCシールドの検証の 後に工程管理，コス

ト管理の実証も実施した。アプリケーション

内の機能としてこれらは既に実行可能である

が，IFCを介することにより，他のシステム・

アプリケーションでのデータ共有の可能性も

実証することができた。 

図－１ プロダクトモデルによる一元管理 

3 次元モデ

積算 

解析 帳票出力

設計

プロダクトモデ
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