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第1章 序論 

 研究背景 1.1

CIM（Construction Information Modeling）では，土木構造物のライフサイクルにわた

る情報の共有・活用を想定している．特に CIM の最終目的は，維持管理に必要な情報を伝

達，共有および蓄積することにある． 

土木構造物のうち鉄筋コンクリート構造物はトンネル，橋梁，擁壁，ボックスカルバー

トなどとして大きな割合を占めている．コンクリート構造物の設計耐用期間は 100 年とい

う長い期間が想定されており，近年では 50年以上にわたり供用されいている構造物も多い．

そのため，構造物の所有者は，所定の耐荷力および耐久性を維持するための維持管理を行

い，安全な供用に努めている． 

コンクリート構造物を長期間にわたり安全に利用するためには，ひび割れや漏水等がな

い状態が理想である．コンクリート構造物に生じる変状の代表が「ひび割れ」である．コ

ンクリート構造物の維持管理業務ではひび割れ展開図（変状展開図ともいう）を作成し，

ひび割れの進展等を継続的に監視している．ひび割れ展開図だけではなく，ひび割れの発

生原因の推定や将来的な進展を予測するために，構造物および部材の材質，環境条件，外

力等を把握するための情報も収集される． 

一般的に，構造物や部材を構成する材料の特性および変状の程度などはばらつきがあり，

維持管理では，これらのばらつきを前提とした評価が必要である．評価に際しては，確率

論的な予測式を用いる場合もあり，ばらつきを確率的に精度よく定量化するためにデータ

の蓄積を行うことが重要である．より効率的かつ精度の高い評価を行うためには対象構造

物の劣化関する十分な知見が必要であり，加えてより多くのデータを蓄積することで精度

を向上させる必要がある．これらのデータの取得は，構造物の点検によって得ることが原

則であり，点検に基づくデータの作成と蓄積を適切に行う手法が必要である． 

維持管理に関する情報は，国や研究機関が発行する基準類に基づいて事業者が個別に策

定した記録方法で管理している．構造物の経年変化に関する情報等は長期間の管理が必要

である．点検の結果は，変状展開図や調査報告書に記録され，構造物等の台帳とともに整

備されることで，構造物の継続的な維持管理が可能となる． 

現在，維持管理に関する情報のほとんどは報告書等の形式で紙に記録されているが，構

造物の諸元および点検記録等を管理するためのデータベースを開発している事業者もある．

多くのデータベースは個々の事業者における維持管理の実績に基づいて設計し，構造物の

諸元や点検記録をテキストデータで記録している．データベースを用いる場合でも次のよ

うな課題がある． 

 変状の発生要因や進展を検討する際には，構造物の形状寸法と変状の関連を把握す

ることも重要であるが，データベースを用いている場合でも，構造物の形状寸法は

紙や CAD の図面を参照し，データベースに登録されている変状の情報と突き合わせ

る必要がある． 
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 アセットマネジメントにおける分析の精度を向上するには，マクロ的視点で多くの

情報を分析することが必要であるが，現在のデータベースの多くは個々の事業者の

情報のみを扱い，他の事業者とは情報を共有する仕組みではないため情報量が限ら

れている． 

 維持管理をコンサルタント等の外部の専門機関へ委託する場合，関係者が多く，実

施時期により異なる専門機関が携わる場合があるなどから，情報共有のためのデー

タフォーマットの共通化とわかりやすい情報の表現が必要である． 

しかし，CIM では構造物の 3 次元形状と材料等の属性情報の作成，伝達は想定されてい

るものの，維持管理で必要とされる個々の変状の形状および属性情報，また変状の経年変

化に関する記述方法の仕様は規定されていない． 

 

 研究目的 1.2

本研究は土木構造物の中から，特にコンクリート構造物を対象として，維持管理におい

て重要な構造物の状態を表す指標となる変状に着目し，変状の形状と付随する情報をモデ

ル（以下，変状モデルという）として取り扱うことを目的とした情報の記述仕様の開発を

行う．  

コンクリート構造物の変状の中でもひび割れは，コンクリート中に埋め込まれた鋼材を

腐食から保護する役割を担うコンクリートの最大の弱点である．しかし，ひび割れはコン

クリートという材質の特性上抑制が困難であるため，構造物を安全に運用するためには監

視と早急な対応が必要となる．このようなひび割れを正確に記録し，経年変化に応じた情

報を加えて，関係者間で情報を適切に運用，共有る手法が重要である． 

本研究では，コンクリート構造物の維持管理で要求される情報および情報の伝達プロセ

スを整理し，これらに基づいて変状モデルの記述仕様を開発する． 

 

 本報告書の構成 1.3

本書の構成について述べる．第 1 章では本研究に関する背景と目的について述べる．第 2

章では，プロダクトモデルおよび維持管理に関する既往の研究とその問題点について述べ，

Building Information Modeling（BIM）およびConstrcution Information Modeling（CIM）

の概要および IFC について述べる．第 3 章では，維持管理で要求される情報と情報伝達プ

ロセスを整理し，これらに基づく変状モデルの記述仕様の開発について述べる．第 4 章で

は，第 3 章で開発した記述仕様に基づく SketchUp Ruby API を用いた実装プログラムの開

発および検証について述べる．第 5 章では，結論と今後の課題について述べる． 
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第2章 既往の研究及び関連技術 

 既往の研究 2.1

 プロダクトモデルに関する既往の研究 2.1.1

土木構造物の情報については，設計，施工に関するデータモデル，維持管理に関するデ

ータベース等の研究が行われている． 

道路関連では，旧日本道路公団が中心となり，高速道路のプロダクトモデル JHDM

（Japan Highway Data Model）の開発に関する研究 1)が進められたが，概念的なレベルに

とどまり実用には至っていない．また，道路の盛土・切土および地形の 3 次元モデルとし

ては，XML（Extensible Markup Language）で地形データや座標データを記述する

LandXML2)が広く利用されているが，道路中心線および横断面のモデルが主体であるため，

コンクリート構造物における床版や壁等の部材レベルのモデル化までは行われていない． 

構造物の部材レベルのモデル化と実装を行った研究としては，矢吹らにより，IFC を拡

張する手法を用いた橋梁への適用に関する研究 3)（以下，IFC-Bridge という）およびシー

ルドトンネルへの適用に関する研究 4)（以下，IFC-Shield という）が挙げられる．橋梁に

関する研究 3)では，矢吹らにより開発された PC 橋梁を対象としたプロダクトモデルである

YLPC-BRIDGE と鋼桁橋を対象としたプロダクトモデルである YLSG-BRIDGE を統合し

た J-IFC-BRIDGE と，フランスで開発された RC 橋梁を対象としたプロダクトモデルであ

る IFC-Bridge を統合した，新 IFC-Bridge の開発が行われている．新 IFC-Bridge では，

幾何形状等の既存の IFC のエンティティを活用しつつ，橋梁基本線や PC 橋梁の要素であ

るシースや PC 鋼線等のエンティティが新たに定義されている．シールドトンネルに関する

研究 4)では，5W1H（いつ，誰が，どこで，何を，何故，どのように）の考え方に基づいて

シールドトンネルの概念モデルを作成し，シールドトンネルのプロダクトモデルに必要な

要素の抽出と整理を行い，この概念モデルに基づいて，IFC を拡張することで新たなエン

ティティを定義している．新たなエンティティには，シールドトンネルを構成するセグメ

ントや施工に必要なシールドマシンや施工設備等に加えて，施工時の組織モデル

（Organization）および調査計測データ等といった施工記録となる情報に関するエンティ

ティも含まれている．しかし，シールドトンネル本体に着目しているものであり，シール

ドトンネルの基点となる立坑についてのエンティティは定義されていない．橋梁およびシ

ールドトンネルに関する研究の特徴は，新たにプロダクトモデルを開発するのではなく，

既存の IFC を利用しつつ，橋梁やシールドトンネルを構成するために必要な要素を新たに

定義する手法により定義することである．これにより，すでに IFC に対応している 3 次元

の CAD（Computer Aided Design）システムとのデータ交換を容易とし，プロダクトモデ

ルの実装および実業務での利用を可能としている点にある．これらの研究を踏まえて，2011

年に buildingSMART 内に土木分野のプロダクトモデルを策定するコンソーシアム

OpenINFRA が組織化され，IFC-Bridge や IFC-Shield を国際標準化する活動が開始され
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ている． 

開削トンネルに関しては，新井らにより維持管理を想定した 3 次元の CAD システムとデ

ータベースを連携させることによるデータ管理に関する研究 5)が行われている．この研究で

は，開削トンネルの維持管理に資する情報として設計図や設計計算書等の設計図書，およ

び施工計画書やコンクリート打設日報等の施工図書の保存の重要性を提起し，維持管理に

必要な様々な情報を，3 次元モデルをプラットフォームとしたデータベースを開発すること

で，維持管理における情報管理の効率化について述べている．しかし，開削トンネルを構

成する要素に基づくプロダクトモデルの開発は行われていない． 

 

 維持管理に関する既往の研究 2.1.2

維持管理については，三上ら，窪田らによる維持管理業務プロセスに関するデータモデ

ルの研究がある 6)，7)．しかし，これらの研究では，各事業者で定めた維持管理の業務に必

要となる情報の授受や帳票類に基づく情報の作成，蓄積および取得を効率的に行うことを

可能とするものの，設計，施工から維持管理までの情報を体系化し，情報の記述方法を標

準化するなどによる複数の事業者間における情報共有は想定されていない．また，嶋田ら

による IC タグを用いた点検支援システムの研究 8)がある．この研究は，情報を埋め込んだ

IC タグを構造物に設置し，IC タグを点検におけるベンチマークとすることで点検業務の効

率化を図り，あわせて点検業務の暗黙知を形式化し，技術継承および技術教育を可能とし

たことに特徴がある． 

維持管理に 3 次元の CAD を用いる研究として，新井らによる維持管理の業務を支援する

目的で開発された 3 次元形状とデータベースの連携を用いたデータ管理手法の研究 5)があ

る．しかし，構造物や変状を 3 次元 CAD で可視化しているものの，プロダクトモデルとし

て記述するための要素の定義，継続的に情報を管理するためのデータ体系等の検討はされ

てない． 

変状の形状を扱う研究として，広兼らによるデジタル画像によるひび割れのパターン識

別手法の研究 9)，藤田らによるコンクリート構造物のひび割れ自動検出に関する研究 10)が

行われているが，カメラ等で撮影した画像からのひび割れの検出が目的である．これらの

研究は，調査においてひび割れの発生を効率よく確認することが目的であり，ひび割れの

形状を 3 次元データとして取得する方法や，ひび割れの分類や検索を想定した形状特性等

の研究までは行われてない． 
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 BIM および CIM  2.2

 BIM および CIM の概要 2.2.1

 本研究は，構造物の設計，施工，維持管理等のライフサイクルに渡る情報を管理・利用

する手法のひとつとしてプロダクトモデル（Product Model）の技術を用いている．プロダ

クトモデルとは「製品を製造するために必要な，形状，機能及びその他のデータによって，

その製品をコンピュータ内部に表現したモデル 11)」である．プロダクトモデルは，ある製

品を表現するために全体から部品等の様々なレベルの形状と，製品や部品の材質，強度，

部品の関係等のデータを関連付けたものである．これにより，製造過程における業務間で

データを相互運用し，製品のライフサイクルで必要とされるデータを統合することで情報

の運用を図るものである．  

プロダクトモデルは，自動車や航空機等の分野で発展をしてきたが，昨今，建築分野に

おいて，建築物の設計，施工等における情報の効率的な運用を目的とした BIM13)（Building 

Information Modeling）において用いられている．BIM は，欧米を中心として多くのプロ

ジェクトでの活用されている 15)．日本では，国土交通省が平成 26 年 3 月に「官庁営繕事業

における BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン 16)」（以下，BIM ガイドライン

という）を策定した．BIM ガイドラインでは，BIM を「コンピュータ上に作成した 3 次元

の形状情報に加え，室等の名称・面積，材料・部材の仕様・性能，仕上げ等，建築物の属

性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築することをいう．」と定義している．すなわち，前

述のプロダクトモデルの運用にならい，建物の形状モデルを中心に計画，設計，施工およ

び管理というライフサイクルの各段階においてデータを統合して情報を運用・共有するも

のである． 

土木分野では，設計の成果品や工事の記録等の電子化が進められ，情報化施工等におい

ては情報通信技術（ICT，Information and Communication Technology）が活用されてき

ている．一方で，建築分野の生産性向上のため，BIM のような情報の運用・共有する仕組

みが求められ，CIM17)（Construction Information Modeling）が提唱された．建築分野に

おける BIM の利用拡大を受け，土木分野において土木構造物の形状モデルを中心にライフ

サイクルにおけるデータを統合した情報の運用・共有を目的とした CIM の試行試験が実施

され，実用化に向けた取組みが進んでいる．  

BIM/CIM の概念図を図  2.1 に示す．形状モデルと関連するデータを関連付けた

BIM/CIM モデルを中心に，計画，設計，施工，維持管理を代表とするライフサイクルの過

程で情報を運用・共有に伴い，データが充実する概念を示している． 
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図 2.1 BIM/CIM の概念図 

 

 

 IFC 2.2.2

BIM/CIM におけるデータフォーマットの中心として，IFC18)（Industry Foundation 

Classes）が用いられている．IFC は，1990 年代半ばに設立された国際的な非営利団体で

ある IAI（International Alliance for Interoperability），現在は buildingSMART19)が開発，

運用しているもので，建設分野におけるプロダクトモデルとして意味付けされたデータ構

造を記述できるため，データを読む人間の理解を助けるばかりでなく，コンピュータ等の

機械を用いる場合でも情報の意味を損なうことなくデータを処理することが可能である．

また，プロダクトモデルの目的や用途に応じて，IFC を柔軟に拡張できるという特徴もあ

る．IFC は，BIM のための国際的に開かれた標準（Open Standard）として特定のベンダ

ーに属することなくデータ交換と共有に用いることができ，2013 年 3 月に国際標準である

ISO 16739:201319)となり信頼性もある．このことから，長期にわたる構造物の維持管理の

情報を記録するフォーマットとして適していると考えられる． 

IFC では，製品データを表現する基本単位をエンティティ，エンティティの内容を記述

するものをアトリビュート（属性情報），エンティティで構成しプロダクトモデルとして記

述されたものをスキーマと呼ぶ．IFC は，以下に示す 4 つのスキーマで構成されている． 

 

・ Core Data Schema（中核データスキーマ） 

・ Shared Element Data Schema（共有エレメントデータスキーマ） 

・ Domain Specific Data Schema（領域細目データスキーマ） 

・ Resource Definition Data Schema（リソース定義データスキーマ） 

BIM /CIM
モデル

計画

設計

施工

維持
管理
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Core Data Schemas（中核データスキーマ）は，IFC のスキーマの中核となるエンティ

ティで構成されるスキーマである．Core Data Schemas を最上位階層として，Shared 

Element Data Schemas，Domain Specific Data Schemas，Resource Definition Data 

Schemas の順に階層が構成され，上位の階層ほど概念的で，下位の階層ほど具体的になる． 

IFC の基幹構成は，図 2.2 に示す IfcRoot を頂点とする 4 つの要素で構成されており，こ

れらの要素が Core Data Schemas に定義されている．IfcObjectDefinition の下位型に知覚

可能なあるいは想像可能なエンティティ，IfcPropertyDefinition の下位型にプロパティを

定義するエンティティ，IfcRelationship の下位型にエンティティの相互作用の関係を表す

エンティティを定義している． 

 

 
 

図 2.2  IFC における要素の基幹構成 

 

Shared Element Data Schemas（共有エレメントデータスキーマ）は，Domain Specific  

Data Schemas の複数の領域で共有される概念的な要素およびそれらの要素の関係性を定

義する階層である． 

Domain Specific Data Schemas（領域細目データスキーマ）は，建築分野の構造物を構

成する構造，電気，施工管理，構造解析等の領域（domain）に応じて具体化された要素を

定義する階層である． 

Resource Definition Data Schemas（リソース定義データスキーマ）は，Core Data 

Schemas，Shared Element Data Schemas および Domain Specific Data Schemas で定義

される要素から参照される建築構造物の物理，時間，リソース等を表現するために用いら

れる要素を定義する階層である． 

 

 用語 2.2.3

本研究で用いるプロダクトモデルに関する用語は，IFC の仕様書 18)および EXPRESS 言

語の仕様書 20)の定義に準じた．EXPRESS 言語は，STEP（Standard for the Exchange of 

Product model data）で用いられているプロダクトモデルを記述する言語である．IFC の

仕様書 18)および EXPRESS 言語で定義される用語のうち，本論文で用いる主要な用語を表 

2.1 に示す．  
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表 2.1 本論文で用いている用語の意味 

用語 意味 

エンティティ 製品データを表現する基本単位． 

アトリビュート エンティティの内容を記述する属性情報． 

スキーマ エンティティで構成しプロダクトモデルとして記述され

たもの． 

インスタンス エンティティ内のアトリビュートに実データを入力して

実体化したもの． 

プロパティ インスタンスに関連付ける属性情報． 

プロパティセット 特定の内容で構成したプロパティのグループ． 

リレーションシップ エンティティの相互作用の関係． 

下位型 エンティティが他のエンティティの下位であることの宣

言．下位型のエンティティはその上位にあるエンティティ

のアトリビュートを継承する．サブタイプともいう． 

上位型 エンティティが他のエンティティの上位であることの宣

言．スーパータイプともいう．  

抽象上位型 エンティティ自身がインスタンスとなることを意図

しておらず，その下位型のエンティティがインスタン

ス化する場合を除いてインスタンス化されることは

ない．  
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第3章 変状モデルの記述仕様の開発 

 概要 3.1

本章では，まず，コンクリート構造物の維持管理を整理し，維持管理で要求される情報

と情報が作成，伝達される手順（プロセス）を整理する．コンクリート構造物の維持管理

は，構造物の用途や所有者がマニュアル等を作成して実施している．本研究では，所有者

等がマニュアルを作成に際して参考にしている，土木学会が発行する「2013 年制定コンク

リート標準示方書[維持管理編]」（以下，標準示方書）を用いるものとした．次に，これら

を踏まえ，変状モデルの記述仕様の開発を示す． 

 

 維持管理で要求される情報と，情報伝達プロセスの整理 3.2

 コンクリート構造物の維持管理 3.2.1

維持管理の定義 (1) 

標準示方書では維持管理を「構造物の供用期間において，構造物の性能を所要の水準以

上に保持するためのすべての行為 21)．」と定義している．本研究では，標準示方書の定義に

準じるものとする． 

 

維持管理体制における技術者のかかわり (2) 

図 3.1 に土木構造物の維持管理体制と技術者の関係を示す． 

標準示方書では，土木構造物の維持管理を「新設または既設を問わず構造物の維持管理

を適切に行うには，その実施体制ならびに責任体制を整えた上で，所要の能力を有する技

術者が当たることが基本となる．したがって，構造物の維持管理を実施するに当たっては，

その維持管理業務に対して責任と権限を有する責任技術者が適切に配置され，その下で維

持管理に関するそれぞれの作業の分担ができる技術者を含む体制が構築されることが重要

となる 21)．」と示している． 

本研究では，維持管理の定義に示されている「すべての行為」に対する技術者のかかわ

りが重要であると考える． 
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図 3.1 維持管理における技術者の関係 

 

維持管理の手順 (3) 

維持管理では，構造物の維持管理計画に基づいて，点検，劣化機構の推定，予測（劣化

進行あるいは性能低下），性能の評価および対策の要否判定などを含む診断，診断結果に基

づいて必要に応じて実施される対策，ならびにそれらの記録等の行為が行われる． 

図 3.2 に維持管理の基本的な手順を示す．構造物に対して定めた維持管理計画に準拠し，

診断を行う．診断では，点検で得られた情報を元に変状を把握し，その変状の原因が劣化

である場合には劣化機構の推定を行い，劣化進行あるいは性能低下の予測を行ったうえで，

診断時ならびに将来における構造物や部材の性能を評価し，対策の要否判定を行う．診断

の結果，必要に応じて対策を実施する．診断の各段階および対策の結果はすべて記録する． 

本節では，維持管理における各行為を整理する． 

 

 

所有者

維持管理者

管理責任者
責任技術者
専門技術者
点検担当者

診断業務受託者

責任技術者

専門技術者

第三者機関等

対策業務受託者

責任技術者

専門技術者

協議

報
告 委

任

委託

報告

委託
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意
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頼
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図 3.2 維持管理の基本的な手順 

 

 

a) 維持管理計画 

維持管理計画は，構造物の維持管理区分および推定される劣化機構に応じて，対象構造

物あるいは部材ごとに策定し，点検，予測，性能の評価，対策の要否判定等からなる診断

の方法，対策の選定方法，記録の方法等を示すものである．また，大規模な対策を実施し

た後，点検結果に基づく劣化予測が当初の予測と異なるなどの場合等，必要に応じて見直

される． 

維持管理区分は，構造物あるいは部材の重要性，要求性能，予定供用期間，点検の容易

さ，環境条件，経済性等を踏まえて定められ，維持管理区分 A（予防維持管理），維持管理

区分 B（事後維持管理），維持管理区分 C（観察維持管理）から選定される．また，維持管

理区分に応じて，対策の要否判定のための基準となる維持管理限界を定められる． 

 

b) 診断 

診断は，「点検，劣化予測，評価および判定を含み，維持管理において構造物や部材の変

状の有無を調べて状況を判断するための一連の行為の総称 21)．」と定義する． 

一連の行為とは，点検，劣化機構の推定，予測，性能の評価および対策の要否判定など

構造物

点検

劣化機構の推定

予測

性能の評価

対策の要否判定

対策

維持管理計画

記録

作成

参照

作成

参照

作成

参照

作成

参照

作成

参照

作成

参照

準拠

作成

見直し

必要な場合

診断
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で，十分な知識と経験を有する技術者が実施しなければならない． 

診断は，目的に応じて初期の診断，定期の診断，および臨時の診断がある． 

初期の診断は，初期点検により構造物の初期状態を把握することを目的に実施する．初

期状態とは，新設構造物においては供用開始直後，既設構造物では新たな維持管理計画の

策定後，大規模な補修，補強による維持管理計画の見直し後等である．また，竣工検査を

初期の診断とする場合もある． 

定期の診断は，日常点検や定期点検により供用中の構造物の性能を評価することを目的

に実施する．日常点検は数日から 1 週間程度の間隔で行い，定期点検は数年程度の間隔で

行うのが一般的である． 

 臨時の診断は，臨時点検や緊急点検により偶発的な外力が構造物に作用した場合など，

緊急に点検が必要となる状況が生じた場合に実施する．偶発的な外力は，自然災害（大き

な地震，台風などの地震以外の災害），火災あるいは事故などによって生ずる．また，構造

物に生じた変状を原因とする事故が発生した場合は，類似の構造物や類似の環境にある構

造物に対して一斉に臨時の診断が行われることがある． 

 

c) 点検 

点検は，「診断において構造物や部材に異常がないか調べる行為の総称 21)」と定義する． 

診断と点検の関係を図 3.3 に示す．初期の診断として行われる点検に初期点検，定期の

診断として行われる点検に日常点検および定期点検，臨時の診断として行われる点検に臨

時点検および緊急点検がある． 

 

 

図 3.3 点検の種類 

 

d) 劣化機構の推定 

劣化機構の推定は，点検において部材あるいは構造物に変状が認められた場合，適切な

処置を講じるため，以下を確認し，点検結果に基づいてその変状の要因（劣化，初期欠陥，

損傷）を明確にするために行う． 

 設計図書 

 使用材料 

診断

初期の診断 定期の診断臨時の診断

初期点検 日常点検 定期点検 臨時点検 緊急点検
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 施工管理 

 検査の記録 

 構造物の環境条件 

 使用条件 

 

e) 予測 

残存予定供用期間中の構造物の将来の性能低下を評価するため，周辺あるいは類似の構

造物の状況等および以下の情報を参考にして劣化の進行，性能の低下を予測する．劣化の

進行の予測は，定量的に行う．劣化機構に基づく劣化の予測が難しい場合は，構造物の外

観上のグレードに基づく確率論的な方法等を用いることもある． 

 既往の研究 

 知見 

 点検によつて得られた変状の程度 

 構造物の形状 

 断面諸元 

 コンクリートの品質 

 鋼材の状態 

 環境作用 

 

f) 性能の評価 

性能の評価は，診断の結果に基づいて，構造物や部材の要求性能，予定供用期間中の変

化等を考慮して，点検時および将来の構造物や部材の性能を定量的に評価する．性能の評

価は，点検時のみならず，予定供用期間終了時あるいは任意の時点の状態を予測して行う． 

任意の時点とは，原則的には供用期間中のいずれの時点でもよいが，予定供用期間終了

時点，次回点検時点，たとえば 10 年後のあらかじめ設定した時点等が選定される． 

初期の診断では，初期点検に基づく性能の評価と，劣化予測に基づく残存予定供用期間

中の性能の評価を定量的に行う． 

定期の診断では，点検の結果と過去の結果を比較して変状の経時間変化を考慮した性能

の評価と，劣化予測に基づく残存予定供用期間中の性能の評価を行う．日常点検の場合は

点検間隔が短いため，迅速かつ簡便な方法で定性的な評価を行う．定期点検の場合は点検

間隔が数ヶ月から数年程度あるため定量的な性能の評価を行う． 

臨時の診断では，災害や事故等の後できるだけ速やかな性能の評価を行う．臨時点検の

場合は，人的被害や社会的・経済的な影響を防ぐ措置を講じる必要があることから迅速に

性能の評価を行う．緊急点検の場合は，類似の構造物の性能の評価を行う． 

定量的な評価が困難な場合は，あらかじめ分類された外観上のグレードと比較することに
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より評価することもある． 

構造物の性能の評価方法は，以下の 3 つに大別できる．評価すべき性能および実施する

点検の内容等に応じて，これらの方法のうちどの方法を採用するのかを決定する． 

 構造物の外観上のグレード等による方法 

 設計での性能評価式による方法， 

 非線形有限要素解析による方法， 

 

g) 対策の要否の判定 

対策の要否の判定は，性能の評価結果と維持管理限界との比較に基づいて行う． 

点検時の構造物の性能が既に維持管理限界に達している，あるいは超えている場合には，

早期に何らかの対策が必要と判定される．また，点検時には性能が維持管理限界に達して

いない場合でも，予定供用期間終了時までに性能が維持管理限界に達する，あるいは超え

ると予測された場合には，評価された性能低下の程度とともに，構造物の残存予定供用期

間，重要度，を総合的に考慮して，対策の要否を判定する． 

 

h) 対策 

診断において，構造物の劣化の進行や性能の低下により対策の必要があると判定された

場合，構造物の重要度，維持管理区分，残存予定供用期間，劣化機構，構造物の性能低下

の程度等を考慮して目標とする性能を定め，対策後の維持管理の容易さや経済性，環境性

を検討した上で，適切な種類の対策を選定し，実施する．対策は，点検強化，補修，補強，

供用制限，解体・撤去に分類される． 

対策の実施にあたつては，その実施計画および対策後の維持管理計画を策定しなければ

ならない． 

 

i) 記録 

構造物に対する点検，劣化機構の推定，予測，性能の評価，対策の要否判定などの診断

結果，および対策の内容などを，適切な方法で記録し，原則として構造物の供用期間中は

保管しなければならない． 

 

点検の内容 (4) 

点検は供用中の構造物の状態を把握することを目的に実施する．点検で取得した情報は，

劣化機構の推定，予測，性能の評価，対策の要否判定などにおいて判断の基準となる．図 3.4

に示すように，点検で把握した情報を比較検討することで，供用開始からの構造物の状態

の変化，点検時以降における構造物の状態の変化の把握を行う． 
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構造物や部材を構成する材料の特性，変状の程度等は，構造物や部材等においてばらつ

きを示すのが通常である．性能の評価を精度よく行うためには，構造物や部材においてば

らつきを精度よく定量化できるだけの点検データを取得する必要がある． 

 

 

図 3.4 点検の種類と情報の利用 

 

a) 初期点検 

初期点検は，「新設構造物あるいは既設構造物を問わず，新たな維持管理計画に則って，

維持管理開始時点での構造物の性能に関する初期状態を把握することを目的として実施す

る行為」と定義する． 

維持管理開始時点とは，新設構造物の供用開始時，既設構造物に大規模な補修や補強を

適用した直後，維持管理を実施していない既設構造物が維持管理を開始する時点，維持管

理計画が見直されて新たな方法で維持管理を開始する時点等をいう． 

初期点検では，構造物全体に対する目視やたたき，簡易な計測等の調査と，設計，施工

に関する書類調査を実施する．既設構造物に対しては，必要に応じて非破壊検査機器を用

いる方法等による調査を行う． 

 

b) 日常点検 

日常点検は，「巡回で点検が可能な範囲について，遠望目視を主体とし，場合によりたた

き等の簡易な方法を組み合わせた調査により，劣化，損傷の有無や程度の把握を目的とし

て実施する行為」と定義する． 

日常点検の頻度，調査項目および方法は，日常点検の目的及び維持管理区分や維持管理

限界，構造物の重要度，劣化予測結果等を考慮して定める． 

日常点検における主な調査項目の例を以下に示す． 

初期点検

日常点検

定期点検

維持管理開始時の構造物の状態の把握

劣化機構の推定
予測

点検実施時の構造物の状態の把握

構造物の将来の状態の推定

竣工検査 竣工時の構造物の状態の把握

竣工から維持管理開始時までの
構造物の状態の変化の把握

供用による構造物の状態の変化の把握

供用の継続により予想される
構造物の状態の変化の把握
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 変状の程度 

 構造物の使用状態 

 コンクリートおよび鋼材の状態 

 付帯設備等の状態 

 環境作用の状態 

 既往の対策の状態 

日常点検では，構造物の特徴に応じた調査の手順，変状が確認された場合の記録方法，

点検中の安全を確保するための留意事項等を記載した点検マニュアル等を作成する．劣化，

損傷，欠陥の程度を評価は，点検マニュアルに従い，目視調査の結果に基づいて変状に着

目した外観上のグレート等を用いて行う． 

 

c) 定期点検 

定期点検は，「数年に１回程度の頻度で実施し，日常点検では把握できないような構造物

全体の劣化，損傷の有無やその程度をより詳細に把握することを目的として実施する行為」

と定義する． 

定期点検では，目視やたたきを基本として構造物の変状や，構造物の供用状態に関する

項目について調査し，必要に応じて非破壊試験機器やコアの試験等を組合わせた調査を行

う．また，スケール等を用いて，ひび割れの幅や長さ，浮きの範囲等を測定し，コンクリ

ート表面の変状を定量的に把握する． 

定期点検の頻度は，維持管理区分，構造物や部位・部材の重要度，形式，設計耐用期間，

残存予定供用期間，環境条件，既往の維持管理の記録，劣化予測結果，維持管理限界，経

済政党を考慮して定める．定期点検は一般に数年に 1 回程度で実施されている．たとえば，

港湾構造物では 1 から 5 年，プラント構造物では 5～10 年，道路橋では 5 年，鉄道施設で

は 2 年等が定期点検の間隔の一般的な目安とされている． 

定期点検における調査項目の例を以下に示す． 

 ひび割れ（発生時期，幅，長さ，パターン等） 

 さび汁，エフロレッセンス，変色，スケーリング，断面欠損，ゲル等の発生状況 

 劣化印紙の侵入の有無（ありの場合は，因子の種類，進入程度等） 

 鋼材腐食の有無（ありの場合は，腐食の形態，程度，範囲等） 

 既往の診断，対策に関する記録 

 数回に一度実施する調査項目の例 

 コンクリートの性能（強度，塩化物イオンの浸透量，中性化深さ，拡散係数等） 

 気象等の環境条件（荷重作用，乾湿繰り返し，化学作用，凍結防止剤の使用等） 

定期点検は，コンクリート構造物の設計，施工ならびに維持管理に関する専門的な知識

に基づいて作成されたマニュアルに従って，コンクリート専門技術者や責任技術者，ある

いはそれらと同等のコンクリート構造物の設計，施工，維持管理に関する知識を有する技
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術者の下で行う． 

 

d) 臨時点検 

臨時点検は，「自然災害，火災あるいは事故による変状が生じた場合，あるいはその可能

性のある構造物や部位・部材等を対象として，構造物に与えた損傷の状態を把握するため

に行う行為」と定義する． 

臨時点検は，一般的には，まず遠望日視を行い，倒壊等の危険性がないことを確認して

から近接目視やたたきによる簡易な方法で実施する． 

臨時点検における調査項目の例を以下に示す． 

 部材の破壊状況 

 ひび割れ状況 

 断面欠損状況 

 浮き，剥離，剥落，漏水等の有無 

 変形状況 

 支持状態 

 異常な音や振動 

 非破壊試験機器を用いた調査 

臨時点検は，地震，その他の災害等が発生した場合を想定して維持管理計画であらかじ

め定めておき，その時点で実施可能な調査方法で実施する． 

 

e) 緊急点検 

緊急点検は，「構造物の変状による事故が生じた場合， あるいは事故には至らないまで

も構造物に著しい変状が確認された場合に，類似の構造物を対象として，同種の変状が生

じる可能性を有する部位・部材等に対して速やかな処置を取るための情報を収集すること

を目的に実施する行為」と定義する． 

緊急点検は，変状の有無を確認し，構造物の状態の把握ならびに対策の要否の判定に必

要となる情報を入手するため，目視およびたたき等の方法だけではなく，非破壊試験機器

やはつりを組み合わせた調査を行う．また，設計基準，設計図書類や施工記録，環境作用

等の調査を行う． 

 

f) 点検で得られる情報 

点検で得られる情報を，情報源ごとに整理する． 

 

① 設計図書から得られる情報 

 適用した基準類（適用した示方書や仕様書の制定年度，改定年度等） 
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 構造物の要求性能 

 設計耐用期間 

 要求性能の限界値（要求性能レベル） 

 コンクリートの性能の設計値（強度等） 

 かぶり，鋼材の配置（定着位置，継手位置を含む）等の設計値 

 設計作用 

 構造物および部材の形状，寸法等 

② 施工中および施工後の検査記録等から得られる情報 

 工事概要に関する項目（施工者，竣工年月，構造形式等） 

 主要部位ごとのコンクリートの品質（使用材料の種類，配合の検査記録，単位水

量の検査結果，管理強度の平均値および最小値，フレッシュコンクリート中の塩

化物イオン濃度等） 

 主要部位ごとのかぶりならびに鋼材の配置の検査記録，定着位置，継手位置等 

 ひび割れ等の初期欠陥や損傷の検査結果（位置，長さ，最大および平均ひび割れ

幅等とその対応に関する記録 

③ 初期点検で得られる基本的な情報 

 初期欠陥の有無（ひび割れ，豆板，コールドジョイント，砂すじ等） 

 維持管理開始時点での構造物の外観に関する項目（外形，寸法，色調，変状の有

無等） 

 コンクリートの剥離，剥落等の有無およびその程度 

④ 供用開始後の構造物の使用状況等から得られる情報 

 気象等の環境条件（飛来塩分，冬季における凍結等） 

 構造物の荷重条件（変動作用等） 

 構造物の使用条件（乾湿繰り返し，凍結防止剤の使用等） 

⑤ 既設構造物に関する情報 

 経年によるコンクリートの外観上の変状（変形，スケーリング，骨材の露出，発

生時期等） 

 コンクリートの性能の実測値（強度，塩化物イオンの浸透量，中性化深さ等） 

 かぶりの実測値 

 ひび割れ，さび汁，エフロレッセンス，ゲル等の有無（ありの場合は，発生状況，

発生時期等） 

 鋼材腐食の有無（ありの場合は，腐食の形態，程度，範囲等） 

 付帯設備の損傷の有無（ありの場合は，位置，程度等） 

 既往の診断等の記録 

 既往の対策に関する記録 
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点検における調査 (5) 

a) 調査の定義 

調査は，「構造物の維持管理期間中に行われる点検において構造物の状態を具体的かつ定

量的に把握することを目的として実施する，計測や試験およびその方法等，点検を構成す

る個別の行為の総称」と定義する． 

調査は標準調査と詳細調査に大別される．標準調査は各点検で実施する調査として維持

管理計画の中であらかじめ定められたものをいい，詳細調査は標準調査では得られないよ

り詳細な情報を得るために実施する調査の総称をいう．標準調査として行う一般的な項目

は，構造物の概要，構造物の供用状態，外観の変状・変形，コンクリートや鋼材の状態，

構造細目，付帯設備等の状態，環境作用および既往の対策の状態等の項目がある．詳細調

査の項目は，標準調査の結果を参考に目的に応じて定められる． 

 

b) 調査方法 

一般的な調査は以下の方法がある． 

 書類等による方法（書類調査） 

 目視による方法 

 たたきによる方法 

 非破壊試験機器を用いる方法 

 局部的な破壊を伴う方法 

 実構造物の載荷試験および振動試験による方法 

 環境作用等を評価するための調査方法 

 

c) 書類による方法（書類調査） 

書類による方法（書類調査）は，構造物の設計，施工，維持管理に関する情報を得る場

合に行う． 

書類による方法（書類調査）では以下の記録を調査する． 

 適用した示方書 

 設計基準 

 設計図書 

 施工記録 

 検査記録および診断の記録 

 補修・補強履歴等 

 関係者へのヒアリング 
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d) 目視による方法 

目視による方法は，構造物の外観，表層部のコンクリートの浮きや剥離等の変状を把握

する必要がある場合に行う．目視による方法は，日本非破壊検査協会規格 NDIS 3418「コ

ンクリート構造物の目視試験方法」を参照する． 

目視による方法で観察すべき項目および主な内容を以下に示す． 

 コンクリートの変色，汚れ：変色や汚れの発生面積，色，コンクリートからの白

色ゲル，エフロレッセンス等の有無および範囲，漏水の発生の有無および範囲 

 コンクリートのひび割れ：ひび割れの発生方向，ひび割れのパターン，ひび割れ

の本数，代表的なひび割れの幅と長さ，ひび割れからのさび汁等の溶出の有無 

 コンクリートのスケーリング等：スケーリング等の発生面積，深さ 

 コンクリートの浮き：浮きの有無，箇所数および面積 

 コンクリートの剥離，剥落：剥離，剥落が発生している箇所数およびおよその面

積，深さ 

 鋼材の露出，腐食，破断：鋼材のかぶり，露出箇所の数や長さ，腐食の程度 

 構造物の変位，変形：変形，移動，沈下 

 構造物周辺の踏査：コンクリートの外観の変状，変形，供用状況 

 

目視により構造物の表面に変状が発見された場合は，以下の計測を行う．変状の位置や

大きさを定量的に評価する場合，デジタルカメラで撮影した画像を解析する方法，レーザ

ー光を用いてひび割れ情報を抽出する手法等もある． 

 クラックスケール 

 定規 

 巻尺等を用いて， 

 ひび割れの幅や長さ， 

 変状の面積や深さ等 

 

e) たたきによる方法 

目視による方法は，構造物の外観，表層部のコンクリートの浮きや剥離等の変状を把握

する必要がある場合に行う．コンクリート表面をハンマで打撃しすることで，コンクリー

ト表層部の内部の空隙等の存在を把握し，以下の情報からコンクリート内部の劣化の有無

を推定できる． 

 衝撃の程度 

 音質 
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f) 非破壊試験機器を用いる方法 

非破壊試験器を用いる方法は，目的，適用範囲や適用限界，必要とされる計測精度によ

り様々な方法がある． 

 反発度に基づく方法は以下の調査を行う． 

 コンクリートの強度 

 表層部の劣化 

 品質 

 電磁誘導を利用する方法（鋼材の導電性および磁性を利用，コンクリートの誘電性を

利用）は以下の調査を行う． 

 コンクリート中の鋼材の位置，径，かぶり 

 コンクリートの含水状態 

 弾性波を利用する方法（打音法，超音波法，衝撃弾性波法およびアコースティック・

エミッション（AE）法等）は以下の調査を行う． 

 コンクリートの圧縮強度，弾性係数等の品質 

 コンクリートのひび割れ深さ 

 コンクリート中の浮き，剥離，空隙，鋼材位置 

 コンクリート厚さ等の部材寸法 

 PC グラウトの充填状況 

 電磁波を利用する方法（X 線法，電磁波レーダ法および赤外線法（サーモグラフィ法）

等））は以下の調査を行う． 

 コンクリート中の鋼材の位置，径，かぶり 

 コンクリート中の浮き，剥離，空隙 

 コンクリートのひび割れの分布状況 

 PC グラウトの充填状況 

 電気化学的方法（自然電位法，分極抵抗法および四電極法等））は以下の調査を行う． 

 コンクリート中の鋼材の腐食傾向 

 コンクリート中の鋼材の腐食速度 

 コンクリート中の鋼材腐食の進行のしやすさ 

 ファイバースコープを用いる方法は以下の調査を行う． 

 コンクリート内部の状況 

 PC グラウトの充填状況 

 

g) 局部的な破壊を伴う調査 

局部的な破壊を伴う調査は，コンクリートや鋼材の物性や劣化状況に関するより精度の

高い情報を得る必要がある場合に行う． 
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 コア採取による方法 

 ドリル削孔粉を用いる方法 

 はつりによる方法 

 鋼材を採取する方法 

 

h) 実構造物の載荷試験および振動試験による調査 

実構造物の力学的挙動あるいは性状を直接的に評価する方法には，載荷試験および振動

試験があり，以下の項目に関する情報を得る必要がある場合に行う． 

 部材の断面剛性 

 振動特性 

 

i) 荷重および環境作用を評価するための調査 

環境作用等を評価するための調査項目 

 気象条件：気温（最高，最低，平均），湿度，降水量，日射量 

 水分の供給：雨掛かり等の水掛かりの状況，地盤からの水の供給条件，防水層や

排水設備の状況 

 塩分の供給：海からの飛来塩分量，海水の影響，凍結防止剤の散布量 

 荷重条件：通行する車両等の状況 

 その他：酸性度の高い河川水等の pH 値．硫酸塩濃度の高い廃水を扱つている下

水処理関連の施設における水質，土壌汚染の状況，酸性雨，酸性霧の発生状況 

 

j) センサを用いたモニタリングによる調査 

センサを用いたモニタリングによる調査は，コンクリート表面あるいは内部に設置した

センサから得られた情報をコンピュータ等で分析して，構造物の変位や変形，コンクリー

トや補強鋼材のひずみ，コンクリート中への劣化因子の侵入状況あるいは補強鋼材の腐食

状況等を随時または連続して把握するものである． 

 

対策対策の種類と選定 (6) 

a) 点検強化 

点検強化は，対策が必要と判定されたにもかかわらず直ちに補修や補強等を行うことが

できない場合や，直ちに補修や補強等を行うことが必ずしも経済的に有利ではない場合，

点検頻度を増加させたり，点検時に行う調査項目を追加したりして，より詳細に経過観察

を行うことである． 
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b) 補修 

補修は，「第三者への影響の除去あるいは，美観や耐久性の回復を目的とした対策」と定

義する． 

補修の目的を以下に示す． 

 ひび割れや剥離といつたコンクリート構造物に発生した変状の修復 

 塩化物イオンの侵入や中性化によつて劣化因子を取り込んでしまつたコンクリ

ートの除去 

 表面被覆等による有害物質の再侵入防止による耐久性の向上 

 コンクリート片の落下等による第三者被害の防止 

 構造物の美観の回復 

 水密性が要求される構造物での漏水防止等の使用性の回復 

 補修は実施計画に基づいて行い，補修後は維持管理計画を策定する．  

 

c) 補強 

補強は，「供用開始時に構造物が保有していたよりも高い性能まで，安全性あるいは，使

用性のうちの力学的な特性を向上させるための対策 21)」と定義する． 

補強の目的を以下に示す． 

 設計荷重の変更や要求性能レベルの向上等により，既存構造物が最新の基準等が

要求する性能を満足しなくなる場合． 

 現時点においては要求性能を満足している，あるいは補修により要求性能を満足

できるが，荷重作用・環境作用による性能低下のために将来満足しなくなること

が予測される場合． 

 その他，既存の部材の力学的な性能を向上させる必要がある場合． 

補強は実施計画に基づいて行い，補強後は維持管理計画を策定する． 

 

d) 供用制限 

供用制限は，性能の評価結果に基づいて作用荷重の制限等の程度や方法を定め，適切な

実施計画に基づいて実施する．また，供用制限後の維持管理計画を策定する必要がある．

対策が必要と判定された場合でも，補修や補強を行わず，作用荷重の大きさ等を制限する

ことによって対策とすることが考えられる．供用制限は，一般に点検強化を伴うものであ

り，用途変更，補修，補強，解体・撤去を実施するまでの間に行われることが多い． 

 

e) 解体・撤去 

解体・撤去は，周辺環境への影響，作業の安全性，解体後の処理方法，工期，経済性等
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を考慮して，適切な計画を策定し実施する．解体・撤去は，劣化等が原因で老朽化した構

造物や機能が失われた構造物の廃棄や更新，河川改修，道路・鉄道の線形改良，再開発事

業等を理由として行われる． 

 

補修および補強 (7) 

補修，補強の実施にあたり，診断結果および事前調査に基づいた補修，補強の設計，施

工計画，および補修，補強後の維持管理計画を策定する．補修，補強の設計のための調査

は，点検で実施した標準調査や詳細調査だけではなく，改めて実施する．設計図書，施工

報告書あるいは維持管理の記録を参照し構造物そのものを直接調査し，設計条件，施工の

状況，構造物に生じた変状および環境，荷重作用を確認するとともに，補修，補強を施工

する上での制約条件や問題点を把握する． 

補修，補強の施工は，施工計画に基づいて実施し，施工中および竣工後に適切な管理と

検査を実施しなければならない. 

 

a) 補修および補強の設計 

補修，補強の設計では， 目標とする性能を満足するよう，補修，補強の方針を定め，工

法と材料を適切に選定しなければならない．補修，補強の設計では， 目標とする性能を定

め，劣化機構を考慮した上で，以下に示す事項等を考慮して，方針，範囲，工法と材料の

構成および仕様を選定する． 

 対象構造物の現況:形状．寸法，鋼材の配置・径等 

 性能の評価および判定の結果 

 劣化機構 

 構造物の重要度:たとえば，道路橋の場合，迂回路の有無や通行量等 

 環境条件:気象条件や立地条件(山間部，海岸部)等 

 荷重条件:部材の寸法や鋼材の配置を決定している荷重条件(たとえば，道路橋の

床版においては，自動車荷重の繰返し作用が支配的であり，同様に橋脚において

は地震荷重が支配的である)等 

 施工上の制約条件:施工時期，工期，施工可能時間，施工環境(現場における作業

空間の確保の容易さ等，騒音，振動，臭気等) 

 補修，補強材料の種類とその組合せ，表面被覆材等の厚さ，補修，補強後の断面

寸法，施工方法等 

 維持管理:補修，補強後の維持管理の容易さ等 

 残存予定供用期間 

 経済性，ライフサイクルコスト 
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b) 補修および補強の施工 

補修，補強の施工計画は，設計に基づき，施工上の制約条件を十分考慮した上で，策定

する． 

補修，補強の施工は，施工計画に基づき，十分な施工技術を有するコンクリート専門技

術者を配置して，使用する工法，材料の特徴，仕様および留意事項を考慮して施工する． 

 

c) 補修および補強後の維持管理計画 

補修，補強後の維持管理計画は，構造物が残存予定供用期間を通じて目標とする性能を

維持するように適切に策定しなければならない. 

 

 

記録 (8) 

構造物の診断を行った場合には，原則として，維持管理者及び診断業務受託者等の氏名，

構造物の主要諸元，荷重や周辺環境条件，維持管理区分，診断における点検の方法と結果，

劣化予測の方法と結果，性能の評価および対策の要否判定の結果を記録する．標準的な記

録の項目を表 3.1 に示す． 

補修，補強等の対策を行った場合には，その設計および施工の記録のほか，維持管理者

および対策業務受託者等の氏名を記録する． 
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表 3.1 標準的な記録の項目 

 記 録 の 項 目 

診断 一般 担当者等の氏名 維持管理者（管理責任者，責任技術者，コンクリート専門技術者，

点検担当者等） 

診断業務委託者（責任技術者，コンクリート専門技術者等） 

診断業務受託者（責任技術者，コンクリート専門技術者等） 

点検 構造物の諸元等 構造物の名称，荷重，周辺環境条件，予定供用期間，維持管理区分，

維持管理限界，維持管理実績 

点検 点検の種類 

時期 

位置 

項目 

方法 

結果 

初期点検，日常点検，定期点検，臨時点検，緊急点検 

実施日時 

調査対象構造物，調査部材，調査の詳細な位置 

調査項目 

項目ごとの方法（規格等に定められていない方法は詳細に記述） 

調査項目ごとの結果，各種試験結果および判定結果 

予測 方法 

結果 

用いた予測モデルあるいは式と各パラメータ 

部位・部材あるいは構造物ごとの予測結果 

性 能 の 評

価 お よ び

判定 

方法 

結果 

構造物の性能評価方法，評価に用いた基準等 

部位・部材あるいは構造物ごとの評価および判定結果（構造物の外

観上のグレード，対策の要否等） 

対策 担当者等氏名 維持管理者（管理責任者，責任技術者，コンクリート専門技術者，

点検担当者等） 

対策業務委託者（責任技術者，コンクリート専門技術者等） 

対策業務受託者（責任技術者，コンクリート専門技術者等） 

対策の種類 

対策前の状況 

 

対策の方法および

実施状況 

点検強化，補修，補強，供用制限，解体・撤去 

対策前の構造物の劣化状況 

対策の施工計画（実施計画，材料の種類，仕様，養生方法，施工図

面等)，対策の実施報告（実施日時，実施時の天候・気温等，品質

管理方法，検査方法，品質管理結果，検査結果，竣工図面等），対

策の履歴 
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 コンクリート構造物に生じる変状の整理 3.2.2

変状の定義 (1) 

変状という用語は，次のように示されいる． 

 

 2013 年制定コンクリート標準示方書 21) 

何らかの原因で，コンクリートやコンクリート構造物に発生している，

本来あるべき姿ではない状態．初期欠陥，損傷，劣化等の総称． 

 実務者のためのコンクリート診断用語辞典 22) 

コンクリート構造物に発生した不具合を総称して変状という．発生し

た変状が経年的に進行する変状をとくに劣化といい，時間と関係なく

突発的に発生する変状をとくに損傷という．コンクリート構造物の変

状は，初期欠陥，経年劣化，構造的変化などに大別される． 

 図解 維持・補修に強くなる 23) 

コンクリート構造物に生じる変状は，その要因から初期欠陥や経年劣

化，構造的欠陥に大別される． 

 

これらを整理すると，変状はコンクリート構造物に生じた不具合をいい，さらに欠陥，

劣化，損傷に分けていることがわかる．本研究では，変状を「設計，施工の過程において

技術者の意図の有無に関わらず，コンクリート構造物の施工中および完成後に生じた現象

の総称」と定義する． 

 

変状の概念 (2) 

コンクリート構造物には，コンクリート構造物にとって好ましいか否かに関わらず様々

な現象が生じる．例えば，漏水，沈下，変形，すりへり，はく離，風化，ひび割れ等であ

る．このような現象は，材料，設計，施工および様々な外的条件に起因して生じる． 

一般的に，コンクリート構造物の変状は，その現象を何らかの方法により確認すること

によりその変状が発生したと考えられる．すなわち，コンクリート構造物の変状は，まず

発生したという結果があり，この結果から発生した原因を推定することになる．変状が発

生した原因は，設計，施工および材料に起因する「欠陥」，外的要因の作用に起因する「損

傷」，長期間使用することによる「劣化」に分けられる．このような変状を結果と原因とい

う観点で整理したものを，図 3.5 に示す． 
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図 3.5 変状の概念図 

 

劣化は，環境の作用や材料の性質などに起因し，全ての構造物で生じる可能性がある．

加えて，時間の経過に伴い劣化の程度が進行する特徴であり，進行の程度の把握および劣

化機構の推定が必要である． 

損傷と欠陥は，本来，構造物に生じてはならないものであり，これらが生じた場合には

構造物の諸性能に及ぼす影響の程度に応じた適切な処置が必要である．  
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コールドジョイント
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表面気泡
ひび割れ
浮き
剥離
スケーリング
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錆汁
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汚れ
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ポップアウト
漏水
すりへり
摩耗
ブリーディング
等

結果 原因

変状 欠陥 損傷 劣化

設計
材料
施工
等

過積載
化学的作用
自然災害
事故
等

凍結融解
侵食
アルカリ骨材反応
硫酸塩作用
等
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 変状モデルの対象範囲 3.3

本研究では，維持管理における診断の過程で行われる行為のうち，点検，劣化機構の推

定，進展の予測，性能の評価，対策の要否の判定，および記録を対象とし，対策は対象外

とする．対象範囲を図 3.6 に示す． 

対象範囲において，以下を狙いとして変状モデルの記述仕様を開発する． 

 変状の形状を三次元モデルとして表現する． 

 複数の独立した変状をまとめた健全度の評価単位を表現する． 

 変状と変状の接続を表現する． 

 変状の発生順序を表現する． 

 維持管理の行為を「誰が，いつ，何から，何を，どのようにして」を考慮して表現

する． 

 維持管理の行為における技術者の判断過程を表現する． 

 

 

 
 

図 3.6 変状モデルの対象範囲 
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 維持管理および変状の概念モデル 3.4

 記録作成の概念モデル 3.4.1

 図 3.6 の変状モデルの対象範囲で示した，診断と記録の関係を概念図として図 3.7 に示

す．診断における各行為で作成される記録は，大きくひび割れ展開図と結果帳票等がある．

ひび割れ展開図は，点検で把握したひび割れ等の位置や形状を構造物の展開図に記録した

もので，変状展開図とも呼ばれるが本研究ではひび割れ展開図という．結果帳票等は，診

断の各行為で判定に用いた情報および結果等をまとめたものであり，まとめかたの様式等

は様々あるが本研究では結果帳票等と呼ぶものとする．ひび割れ展開図は，点検で把握し

たひび割れ等を記録するものであり，点検で作成され，点検以降の各行為における判断で

参照される． 

図 3.7 は，診断の各行為とひび割れ展開図と結果記録等の情報の作成，参照および情報

量の変化を表している．記録のうちひび割れ展開図は点検で作成され，点検以降は図中の

ひび割れ展開図が同じ幅であることで，点検以降に変化がないことを示している．点検以

降は，ひび割れ展開図は各行為の判断等で参照のみ行われる．結果記録等は，各行為の結

果として作成され，次の行為で参照される．診断の手順が進むごとに情報が蓄積され，情

報量が増加することを示している． 

 

 
図 3.7 維持管理における情報伝達の概念図 
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 変状モデルの定義 3.4.2

図 3.7 に示す記録のうち，ひび割れ展開図に記載されるひび割れ等の変状の形状と位置

を変状モデルと定義する．図 3.8 に変状モデルの概念図を示す． 

ここで，形状と形状を定義する．形状は，点検において点検担当者が目視や撮影等で確

認した変状をひび割れ展開図等に記録した形である．形状は，構造物表面だけではなく構

造物内部も対象とする．構造物内部の形状は，非破壊あるいは破壊を伴う調査で確認する．

位置は，変状モデルの形状の構造物上の位置である．位置を示す方法は，座標による定量

的な方法と，部材上の大まかな部位（例えば，梁の場合，梁端部や梁中央部等）を示す定

性的な方法がある． 

 

 

図 3.8 変状モデルの概念図 

 

 記録モデルの定義 3.4.3

図 3.7 に示す記録のうち，変状帳票等に記載される各行為で作成される情報を記録モデ

ルと定義する．記録モデルは，維持管理における各行為にプロパティセットとして関連付

けるものとする．  

 

 

  

形状

変状モデル

位置
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 変状モデルおよび属性情報の IFC による記述 3.5

 概要 3.5.1

 本節では，変状モデルおよび属性情報の IFC による記述方法を示す．IFC には，ISO16739

で規定されている IFC4 と，多くの CAD システムで用いられている IFC2x3 がある．

ISO16739で規定されている IFC4は 2013年に国際標準となっているが，現在，多くのCAD

システムで対応が進めれている段階である．一方，IFC2x3 は 2007 年に制定されたもので，

CAD システムや IFC ビューワー等の多くは IFC2x3 に対応している． 

そこで，本研究では IFC データの流通の観点から多くの CAD システムやビューワーで

用いられている IFC2x3 を用いるものとした． 

 

 IfcBuildingElementProxy の適用 3.5.2

IFC2x3TC1 には，変状モデルの記述に適したエンティティはない．そこで，IFC ではエ

ンティティとして定義されていない要素を記述する際に用いる IfcBuildingElementProxy

を用いる．以下に，IfcBuildignElementProxy のアトリビュートの継承を示す． 

  

ENTITY IfcBuildingElementProxy; 

ENTITY IfcRoot; 

GlobalId : IfcGloballyUniqueId; 

OwnerHistory : IfcOwnerHistory; 

 : OPTIONAL IfcLabel; 

Description : OPTIONAL IfcText; 

ENTITY IfcObjectDefinition; 

ENTITY IfcObject; 

ObjectType : OPTIONAL IfcLabel; 

ENTITY IfcProduct; 

ObjectPlacement : OPTIONAL IfcObjectPlacement; 

Representation : OPTIONAL IfcProductRepresentation; 

ENTITY IfcElement; 

 Tag : OPTIONAL IfcIdentifier; 

ENTITY IfcBuildingElement; 

ENTITY IfcBuildingElementProxy; 

 CompositionType : OPTIONAL IfcElementCompositionEnum; 

END_ENTITY; 
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IfcBuildingElementProxy を変状モデルに適用するため，アトリビュートは次の通り用

いるものとした． 

 

GlobalId ：オブジェクト固有の識別子 

OwnerHistory ：オブジェクトの現在の所有者，アプリケーション等 

 ：変状を識別するための名称あるいは番号 

Description ：変状の説明 

ObjetctType ：使用しない 

ObjectPlacement ：オブジェクトの位置 

Repersentation ：オブジェクトの形状 

Tag ：使用しない 

CompositionType ：変状が集合，要素，部分であるかを識別 

 

 変状モデルの形状 3.5.3

変状の形状は，一般的は目視等によるスケッチとして記録されることが多い．近年，ト

ータルステーションを用いてひび割れの 3 次元座標を取得する装置や，写真や動画からひ

び割れの形状を抽出する方法なども開発されている．本研究では，変状モデルの形状の取

得方法は限定せず，取得された 3 次元座標を用いて変状モデルの形状を記述する方法を定

める． 

 

形状が線状の場合 (1) 

変状モデルの形状が線状の場合とは，主に変状がひび割れの場合を想定したものである．

ひび割れは，壁面にまっすぐ 1 本が現れる場合と，ひび割れが交差するもの，分岐するも

の，環状に閉合するもの，亀甲状のものなどもあるが，これらはすべて線状の形状を基本

に記述することができる． 

変状モデルの形状は，まず，構造物の表面に着目し，構造物表面に見えるひび割れの形

状を作成する．次に，構造物の内部に着目し，構造物の表面の形状にひび割れの深さを加

える．ひび割れの深さ方法を加えた形状は，サーフェスモデルを利用する． 

図 3.9 に変状が線状の場合のサーフェスモデルの作成例を示す．赤の線分は，構造物表

面の変状の形状を表している．青の線分は，構造物内部方向の深さを表している． 
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図 3.9 線状の場合のサーフェスモデルの作成例 

 

形状が面状の場合 (2) 

変状モデルの形状が面状の場合とは，漏水，中性化範囲等の構造物の表面に面状に広が

る変状を想定したものである． 

変状モデルの形状は，まず，構造物の表面に着目し，構造物表面に見える漏水や中性化

等の範囲の外形を作成する．次に，中性化等の構造物の内面に影響のある変状に対しては，

構造物の内部に着目し，構造物の表面の形状に深さを加える．このような変状モデルの形

状は，ソリッドモデルを利用する．なお，漏水等の構造物の表面のみに分布するもので，

深さの表現が必要ない変状あるいは深さを測定できない変状に対しては，サーフェスモデ

ルを利用する． 

図 3.10 に変状が面状の場合のソリッドモデルの作成例を示す．赤の線分は，構造物表面

の変状の形状を表している．青の線分は，構造物内部方向の深さを表している．面状の場

合で深さが必要ない場合は，図 3.10 に（ ）で示す，表面部分のサーフェスモデルを作成

する． 

 

 
図 3.10 線状の場合のソリッドモデルの作成例 

  

サーフェス 

構造物表面の 

変状の形状 
深さ 

構造物表面の 

変状の形状 

ソリッド 

深さ 
（サーフェス） 
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変状モデルの位置 3.5.4

座標による定量的な方法 (1) 

変状モデルの形状を構成する幾何要素の座標は，変状モデルの形状毎に定めたローカル

座標を用いるものとする． 

変状の形状の原点は，図 3.11 に示すように，形状を表現する幾何要素を取り囲む領域（以

下，バウンディングボックスという）の最小点とする．バウンディングボックスの最小点

とは，バウンディングボックスの４つの頂点の中で，x，y，z が最小の値となる頂点とする． 

変状モデルの形状と構造物の位置関係を座標で表す場合は，図 3.12 に示すように，変状

の形状の原点と構造物の形状の原点（変状の形状と同様に定める）との相対距離（図 3.12

では，dx，dz）を用いるものとする． 

 

 

図 3.11 変状の形状の位置 

 

 

 

図 3.12 変状の形状と構造物の形状の位置関係 

 

バウンディングボックス 

X 

Y 

Z 

(0,0,0) 

グローバル座標の原点 

変状の形状の原点 

変状の形状の原点 

構造物の形状の原点 dz 

dx 



 
 

36 
 

部材上の大まかな部位を示す定性的な方法 (2) 

 維持管理では，構造物上の変状の位置を座標で表現するよりも，梁端部，梁中央部など

の定性的な表現を用いて示す場合がある． 図 3.13 に部材上の大まかな部位の設定例とし

て，高架橋の梁と柱の場合を示す． 

 

 

図 3.13 部材上の大まかな部位の設定例 

 

部材上の大まかな部位を示す定性的な方法で表す位置は，変状モデルのプロパティセッ

トとして関連付けるものとする．部材上の大まかな部位を示す定性的な方法で表す位置の

プロパティセットを以下に示す． 

 

 Pset_DegradationPosition（変状位置） 

 Applicable Entities: IfcTask 

 Applicable Type Value:  

 Definition: 部材上の大まかな部位を示す変状の位置を記述 

 Property Difinition 

 : Location（位置） 

Property Type: IfcPropertySingleValue 

Data Type: IfcText 

Definition: 定性的な位置を記述 

 

  

柱上部 

柱中央部 

柱下部 

梁端部 梁端部 

梁中央部 
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 変状モデルの形状作成 3.5.5

変状モデルの形状作成における基準を以下の通り定める． 

 変状モデルは，固有の識別子（Guid 等）により他の変状モデルと識別する． 

 変状モデルの形状は，ひとつの幾何形状で作成する． 

 ひとつの幾何形状は，一回の点検において，目視あるいは写真撮影等の方法で取得

した記録に基づいて作成する．二回以上の点検の記録をひとつの幾何形状としては

ならない． 

 形状が線状の場合，形状に分岐がある場合は，分岐点で分割し，それぞれ個別の変

状モデルとする． 

 形状が線状の場合，形状に交差がある場合は，交差点で分割し，それぞれ個別の変

状モデルとする． 
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 行為モデルの IFC による記述 3.6

 行為モデルの定義 3.6.1

行為モデルの概念 (1) 

93.2.1 に示したように，維持管理は「構造物の供用期間において，構造物の性能を所要

の水準以上に保持するためのすべての行為．」と定義されている．また，図 3.7 で維持管理

のうち診断における行為と記録の関係を示したように，記録の作成は「行為」と密接な関

係にある．診断における行為は，点検，劣化機構の推定，予測，性能の評価および対策の

要否の判定に分類できるが，これらを総称するものとして行為モデルを定義する． 

行為モデルはの構成を図 3.14 に示す．行為モデルは，技術者と日付を必ず表すものとす

る． 

 

 

図 3.14 行為モデルの概念図 

 

IfcTask の適用 (2) 

行為モデルは，技術者および日付を表す目的があることから，IFC においてプロセスを

表現する IfcTask を適用するものとした．  

 

ENTITY IfcTask; 

ENTITY IfcRoot; 

GlobalId : IfcGloballyUniqueId; 

OwnerHistory : IfcOwnerHistory; 

 : OPTIONAL IfcLabel; 

Description : OPTIONAL IfcText; 

ENTITY IfcObjectDefinition; 

ENTITY IfcObject; 

ObjectType : OPTIONAL IfcLabel; 

ENTITY IfcProcess; 

ENTITY IfcTask; 

TaskId : IfcIdentifier; 

技術者 日付

行為モデル
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Status : OPTIONAL IfcLabel; 

WorkMethod : OPTIONAL IfcLabel; 

IsMilestone : BOOLEAN; 

Priority  : OPTIONAL INTEGER; 

END_ENTITY; 

 

IfcTask を行為モデルに適用するため，アトリビュートは次の通り用いるものとした． 

 

GlobalId ：オブジェクト固有の識別子 

OwnerHistory ：オブジェクトの現在の所有者，アプリケーション等 

 ：実業務と対応した診断および診断における各行為の名称 

Description ：診断および診断における各行為の説明 

ObjetctType ：診断の種類または診断における各行為の種別 

TaskId ：診断および診断における各行為の識別子 

Status ：診断および診断における各行為の状態 

WorkMethod ：使用しない 

IsMileStone ：False とする 

Priority ：診断および診断いおける各行為の優先順位 

  

IFC の適用 (3) 

図 3.14 に示す概念図に示す各要素に対して，次の通り IFC のエンティティを適用する．  

 

概念図に示す要素に対して適用するエンティティは，次の通りとする． 

 行為モデルは，IfcTask 適用する． 

 日付は，IfcScheduleTimeControl を適用する． 

 技術者は，IfcLaborResource を適用する． 

 

エンティティの関連付けは，次の通りとする． 

 IfcTask と IfcScheduleTimeControl は，IfcRelAssignsToTask を用いる． 

 IfcTask と IfcLaborResource は，IfcRelAssignsToProcess を用いる． 
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図 3.15 に IFC のエンティティを適用したオブジェクト図を示す． 

 

 
図 3.15 行為のオブジェクト図 

 

 

プロパティセットの定義 (4) 

技術者のオブジェクトに関連付ける外部属性情報（プロパティセット）を次の通り定義

する． 

 

 Pset_組織一般 

 所有者 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 維持管理者 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 診断業務委託者 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 診断業務受託者 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 対策業務委託者 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 対策業務受託者 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 

 Pset_技術者一般 

 管理責任者 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 責任技術者 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 コンクリート専門技術者 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 点検担当者 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 

 Pset_構造物の概要 

 示方書 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 設計基準 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 設計図書 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 竣工時期 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

IfcScheduleTimeControl

IfcTask

IfcRelAssignsToTasks

Ti
m
eF
or
Ta
sk

Re
la
te
dO
bj
ec
ts

IfcRelAssignsToProcess
Re
la
tin
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IfcLaborResource

Re
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ts 技術者

⽇付

⾏為
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 施工記録 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 検査記録 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 維持管理記録 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 供用の状態 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 周辺環境の概要 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 支持の状態 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 異常音・異常な振動 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 使用性 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 活荷重によるたわみ ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 振動特性 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 付帯設備の状態 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 

 Pset_コンクリートの概要 

 使用材料 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 配合 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 含水状態 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 圧縮強度 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 弾性係数 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 電気抵抗 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 引張強度 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 解放膨張量 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 残存膨張量 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 透気性 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 透水性 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 細孔径分布 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 気泡分布 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 化学的特性 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 内部欠陥の有無 ：IfcPropertySingleValue / IfcBoolean 

 コンクリートの含水状態 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 中性化深さ ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 塩化物 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 イオン浸透深さ ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 

 鋼材の概要 

 鋼材量 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 位置 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 
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 径 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 かぶり ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 引張強度 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 PC グラウトの充填状況 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 構造細目 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 部材の断面寸法 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 かぶり ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 定着・継手の状態 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 柱はり接合部の状態 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 

 気象条件 

 気温 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 最低気温 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 最高気温 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 湿度 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 降水量 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 日射量 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 雨掛かりの状況 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 地盤からの水の供給条件 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 防水層や排水設備の状況 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 飛来塩分量 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 海水の影響 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 凍結防止剤の散布量 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 風向き ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 風速 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 風の頻度 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 二酸化炭素濃度 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 アルカリの供給 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 酸性雨・酸性霧の状況 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 河川水の pH ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 車両等の状況 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 振動 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 水圧 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 災害 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 
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 診断の表現 3.6.2

診断の概念 (1) 

診断は診断の目的に応じて，初期の診断，定期の診断，臨時の診断に分類される．ひと

つの例として，図 3.16 に示すように，診断の目的に応じた行為（点検，劣化機構の推定，

予測，性能の評価および対策の要否判定）が実施される．  

 

 

 

図 3.16 診断の目的と実施される行為 

 

維持管理計画

初期点検

劣化機構の推定

予測

性能の評価

対策の要否判定

日常点検

定期点検

劣化機構の推定

予測

性能の評価

対策の要否判定

臨時点検

性能の評価

対策の要否判定

緊急点検

性能の評価

対策の要否判定

記録

対策

初期の診断

定期の診断 臨時の診断

対象範囲

凡例
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診断の目的に応じた行為の順序を表現するため，図 3.17 に診断の目的ごとに行為モデル

の組み合わせの概念図を示す．図 3.17 では，「診断」および「診断における行為」は，い

ずれも行為モデルで表し，行為モデルは診断の手順に応じた順序を表す． 

 

 

(a) 初期の診断－初期点検 

 

(b) 定期の診断－日常点検 

 

(c) 初期の診断－定期点検 

 

(d) 臨時の診断－臨時点検 

 

(e) 臨時の診断－緊急点検 

 

図 3.17 診断の概念図 

行為モデル
（劣化機構の推定）

行為モデル
（点検：初期点検）

行為モデル
（予測）

行為モデル
（性能の評価）

行為モデル
（対策の要否判定）

行為モデル
（診断：初期の診断）

行為モデル
（点検：日常予測）

行為モデル
（診断：定期の診断）

行為モデル
（劣化機構の推定）

行為モデル
（点検：定期点検）

行為モデル
（予測）

行為モデル
（性能の評価）

行為モデル
（対策の要否判定）

行為モデル
（診断：定期の診断）

行為モデル
（点検：臨時点検）

行為モデル
（性能の評価）

行為モデル
（対策の要否判定）

行為モデル
（診断：臨時の診断）

行為モデル
（点検：緊急点検）

行為モデル
（性能の評価）

行為モデル
（対策の要否判定）

行為モデル
（診断：臨時の診断）
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IFC の適用 (2) 

図 3.17 に示す概念図に示す各要素に対して，次の通り IFC のエンティティを適用する．  

 

概念図に示す要素に対して適用するエンティティは，次の通りとする． 

 「診断」および「診断における行為」を表す行為モデルは，3.6.1 に示すとおり，

IfcTask 適用する． 

 

エンティティの関連付けは，次の通りとする． 

 「診断」を表す行為モデルに適用した IfcTask と「診断における各行為」を表す行

為モデルに適用した IfcTask は，IfcRelNests を用いる． 

 「診断における各行為」を表す行為モデルに適用した IfcTask 間における順序は，

IfcRelSequence を用いる． 

 

図 3.18 に IFC のエンティティを適用したオブジェクト図を示す．図 3.18 は，図 3.17

の概念図のうち，代表して(a)初期の診断－初期点検を示す． 
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図 3.18 診断のオブジェクト図 
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 変状モデルの関連付け 3.7

 構造物モデルと変状モデルの関連付け 3.7.1

関連付けの概念 (1) 

構造物および構造物を構成する部材を構造物モデルと定義する．3.4.2 で定義した変状モ

デルは，構造物モデルとは独立したモデルであるため，図 3.19 に示すように，構造物モデ

ルと変状モデルを関連付ける必要がある． 

 

 
 

図 3.19 関連付けの概念図 

 

IFC の適用 (2) 

図 3.19 に示す概念図に示す各要素に対して，次の通り IFC のエンティティを適用する．  

 

概念図に示す要素に対して適用するエンティティは，次の通りとする． 

 構造物モデルには，構造物あるいは部材に応じて IfcBuildingElment の下位型

（IfcWall，IfcBeam 等）を適用する． 

 変状モデルは，3.5 に示すとおり，IfcBuildingElmentProxy を適用する． 

 

エンティティの関連付けは，次の通りとする． 

 IfcBuildingElement（実際のモデルでは IfcBuildingElement の下位型）と

IfcBuildignElementProxy は，IfcRelAggregates を用いる． 

  

図 3.20 に IFC のエンティティを適用したオブジェクト図を示す．図 3.20 では，構造物

モデルとして IfcBuildingElementを記載しているが，モデルの作成に際しては前述の通り，

適切なエンティティを適用する． 

構造物モデル

変状モデル
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図 3.20 関連付けのオブジェクト図 

 

 行為モデルと変状モデルの関連付け 3.7.2

関連付けの概念 (1) 

「診断における各行為」を表す行為モデルと，変状モデルの関係付けの概念図を図 3.21

に示す．行為モデルは，「診断における各行為」の結果を表すものとして，3.4.3 で定義した

記録モデルを関連付ける．記録モデルには，「診断における各行為」のみに関連するものと，

変状に関連するものがある．記録モデルは必ず行為モデルと関連付けるものとする． 

 

 
 

図 3.21 関係付けの概念図 

 

IFC の適用 (2) 

図 3.21 に示す概念図に示す各要素に対して，次の通り IFC のエンティティを適用する．  

 

概念図に示す要素に対して適用するエンティティは，次の通りとする． 

 行為モデルは，3.6.1 に示すとおり，IfcTask を適用する． 

 変状モデルは，3.5 に示すとおり，IfcBuildingElmentProxy を適用する． 

 記録モデルは，IfcPropertySet を適用する． 

 

IfcRelAggregates

IfcBuildingElement

RelatingObject

IfcBuildingElementProxy

RelatedObjects

変状モデル

構造物モデル

行為モデル

変状モデル

記録モデル
（行為のみ関係するもの）

記録モデル
（変状に関係するもの）
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エンティティの関連付けは，次の通りとする． 

 IfcTask と IfcBuildingElementProxy は，IfcRelAssignsToProcess を用いる． 

 IfcTask と IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByProperties を用いる． 

 IfcBuildingElementProxy と IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByProperties を用

いる． 

 

図 3.22 に IFC のエンティティを適用したオブジェクト図を示す．  

 

 

図 3.22 関連付けのオブジェクト図 
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 変状の経年変化等の記述方法 3.8

 概要 3.8.1

 変状の経年変化を記述することを目的として，変状モデルの形状の遷移，接続，集合の

記述方法を示す． 

 形状の遷移は，点検で確認した形状の変化を記述する場合に用いる． 

 形状の接続は，ひび割れ等の分岐，変状の進展など複数の変状モデルが接続してい

るとみなす場合に用いる． 

 形状の集合は，複数の変状をひとつの変状として扱う場合に用いる． 

 

 形状の遷移 3.8.2

形状の遷移の概念 (1) 

維持管理では，初期の診断で行われる初期点検で構造物の変状の初期状態を把握し，そ

の後，定期の診断で行われる日常点検や定期点検で，構造物の変状の状態の変動を把握す

る．本研究では，点検毎に作成される変状モデルの形状の変化を「変状の遷移」として表

すものとする． 

図 3.23 に変状の遷移のイメージを示す．点検 1 で確認した変状モデル（ひび割れ A）を

示す．次に，点検 2 では，点検 1 の変状モデル（ひび割れ A）に加えて，点検 2 で確認し

た変状モデル（ひび割れ B）を示す．同様に，点検 2 に加えて，点検 3 で確認した変状モ

デル（ひび割れ C）を示している．  

 
 

図 3.23 変状の遷移のイメージ 
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図 3.24 に，図 3.23 に示した変状の遷移の概念図を示す．図 3.23 で示したように，変

状の遷移は，点検毎の変状の状態を関連付けて表す．点検は，維持管理における行為の一

つとして行為モデルを用いる． 

 

 
図 3.24 変状の遷移の概念図 

 

IFC の適用 (2) 

図 3.24 に示す概念図に示す各要素に対して，次の通り IFC のエンティティを適用する．  

 

概念図に示す要素に対して適用するエンティティは，次の通りとする． 

 行為モデルは，3.6.1 に示すとおり，IfcTask を適用する． 

 変状モデルは，3.5 に示すとおり，IfcBuildingElmentProxy を適用する． 

 

エンティティの関連付けは，次の通りとする． 

 点検を表す行為モデルに適用した IfcTask 間における順序は，IfcRelSequence を

用いる． 

 IfcTask と IfcBuildingElementProxy は，IfcRelAssignsToProcess を用いる． 

 

図 3.25 に IFC のエンティティを適用したオブジェクト図を示す．  

 

 

変状モデル
(ひび割れA)

行為モデル
（点検1）

変状モデル
(ひび割れA)

変状モデル
(ひび割れA)

行為モデル
（点検2）

変状モデル
(ひび割れB)

変状モデル
(ひび割れB)

変状モデル
(ひび割れC)

行為モデル
（点検3）



 
 

52 
 

 

図 3.25 IFC のオブジェクト図 
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 形状の接続 3.8.3

形状の接続の概念 (1) 

変状の接続は，複数の変状が接続しているとみなすことを表現する場合に用いる．変状

の接続は，現場において変状と変状がつながっていると判断された場合を対象としている．

ここで示す変状の接続は，変状と変状が接続しているとみなすものであり，変状と変状が

接続している位置などの厳密な定義は要求しない．変状モデルの形状に適用する幾何形状

自体を接続するものではない． 

図 3.26 に変状の接続のイメージを示す．(a)はひび割れが分岐している場合の接続のイメ

ージ，(b)はひび割れが進展した場合の接続のイメージを示している． 

(a)のひび割れが分岐している場合は，変状モデル（ひび割れ A）と変状モデル（ひび割

れ B）は，分岐点で別の変状モデルとして作成されているが，これらの変状モデルは接続し

ているとみなすことができる． 

(b)のひび割れが進展している場合は，変状モデル（ひび割れ A）と変状モデル（ひび割

れ C）は，別の変状モデルとして作成されているが，変状モデル（ひび割れ C）は変状モデ

ル（ひび割れ A）が進展した部分であると判断されたもので，これらの変状モデルは接続し

ているとみなすことができる． 

 

 

(a) ひび割れが分岐している場合の接続 

 

  

(b) ひび割れが進展した場合の接続 

 

図 3.26 変状の接続のイメージ 
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図 3.27 に，図 3.26 に示した変状の接続の概念図を示す．図 3.27 は，図 3.26 (b)の状

態を示す．変状モデルの接続は，対象となる変状モデルを関連付ける． 

 

 

図 3.27 変状の接続の概念図 

 

IFC の適用 (2) 

図 3.27 に示す概念図に示す各要素に対して，次の通り IFC のエンティティを適用する．  

 

概念図に示す要素に対して適用するエンティティは，次の通りとする． 

 変状モデルは，3.5 に示すとおり，IfcBuildingElmentProxy を適用する． 

 

エンティティの関連付けは，次の通りとする． 

 変状モデルに適用した IfcBuildingElementProxy 間における順序は，

IfcRelConnectsElements を用いる． 

 

図 3.28 に IFC のエンティティを適用したオブジェクト図を示す．  
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図 3.28 IFC のオブジェクト図 
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 形状の集合 3.8.4

形状の集合の概念 (1) 

変状の集合は，複数の変状を一つの変状として評価する場合に用いる．変状の集合は，

離れている変状も集合として取り扱うことができる．変状の集合は，集合を表現するのみ

であり，変状の接続は表現しない． 

図 3.29 に変状の集合のイメージを示す．変状モデル（ひび割れ A），変状モデル（ひび

割れ B）および変状モデル（ひび割れ C）は，接続していないひび割れであるが，性能の評

価等において，3 つの変状を 1 つの変状として取り扱うほうが合理的だと判断した場合，3

つの変状を 1 つの変状として取り扱うことを想定している．変状モデル（ひび割れ群 1）は，

3 つの変状モデルを集合したもので，変状モデル（ひび割れ群 1）自体には形状はない． 

 

 
図 3.29 変状の集合のイメージ 

 

図 3.30 に，図 3.29 に示した変状の集合の概念図を示す．  

 

 

図 3.30 変状の集合の概念図 

 

 

 

IFC の適応 (2) 

図 3.30 に示す概念図に示す各要素に対して，次の通り IFC のエンティティを適用する．  

 

概念図に示す要素に対して適用するエンティティは，次の通りとする． 
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 変状モデルは，3.5 に示すとおり，IfcBuildingElmentProxy を適用する． 

 

エンティティの関連付けは，次の通りとする． 

 変状モデルに適用した IfcBuildingElementProxy間における順序は，IfcRelNestss

を用いる． 

 

図 3.31 に IFC のエンティティを適用したオブジェクト図を示す．  

 

 

図 3.31 IFC のオブジェクト図 
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 診断の手順に関する変状モデルの記述方法 3.9

 点検 3.9.1

点検を表す概念 (1) 

点検は，「診断において構造物や部材に異常がないか調べる行為の総称」である．点検の

結果に基づく記録から，変状モデルが作成される． 

図 3.32 に点検を表す概念図を示す．点検は，3.6 に示した行為モデルを用いて表す．変

状モデルは点検の記録に基づくものであるため，行為モデルと関連付けをする．記録モデ

ルは，行為に関するものは行為モデルに関連付け，変状に関するものは行為モデルと変状

モデルに関連付ける． 

 

 
 

図 3.32 点検を表す概念図 

 

IFC の適用 (2) 

図 3.32 に示す概念図に示す各要素に対して，次の通り IFC のエンティティを適用する．  

 

概念図に示す要素に対して適用するエンティティは，次の通りとする． 

 行為モデルは，3.6.1 に示すとおり，IfcTask を適用する． 

 変状モデルは，3.5 に示すとおり，IfcBuildingElmentProxy を適用する． 

 記録モデルは，IfcPropertySet を適用する． 

 

エンティティの関連付けは，次の通りとする． 

 IfcTask と IfcBuildingElementProxy は，IfcRelAssignsToProcess を用いる． 

 IfcTask と IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByProperties を用いる． 

 IfcBuildingElementProxy と IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByProperties を用

いる． 

 

図 3.33 に IFC のエンティティを適用したオブジェクト図を示す．  
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図 3.33 点検のオブジェクト図 

 

 

プロパティセットの定義 (3) 

点検のオブジェクトに関連付ける外部属性情報（プロパティセット）を次の通り定義す

る． 

 

 Pset_ひび割れ 

 発生方向 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 パターン ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 本数 ：IfcPropertySingleValue / IfcCountMeasure 

 幅 ：IfcPropertySingleValue / IfcLengthMeasure 

 長さ ：IfcPropertySingleValue / IfcLengthMeasure 

 深さ ：IfcPropertySingleValue / IfcLengthMeasure 

 錆汁の溶出 ：IfcPropertySingleValue / IfcBoolean 

 分布状況 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 

 Pset_点検一般 

 点検種類（初期点検，日常点検，定期点検，臨時点検，緊急点検） 

 調査対象構造物 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 調査部材 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 調査の詳細な位置 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 点検項目 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 点検方法 ：IfcPropertyEnumeratedValue / PEum_点検の種類 
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 点検結果 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 

PEum_点検方法 

- 書類による方法 

- 目視による方法 

- たたきによる方法 

- 非破壊検査機器を用いる方法 

- 局部的な破壊を伴う方法 

- 車両の走行による方法 

- 環境作用，荷重等を評価するための調査方法 

 

 

 変状の測定 

 測定方法 ：IfcPropertyEnumeratedValue / PEum_測定方法 

 幅 ：IfcPropertySingleValue / IfcLengthMeasure 

 長さ ：IfcPropertySingleValue / IfcLengthMeasure 

 面積 ：IfcPropertySingleValue / IfcAreaMeasure 

 深さ ：IfcPropertySingleValue / IfcLengthMeasure 

 

PEum_測定方法 

- クラックスケール 

- 定規 

- 巻尺 

 

 鋼材の状態 

 腐食の程度 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 断面欠損の有無 ：IfcPropertySingleValue / IfcBoolean 

 

 構造物の状態 

 変形 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 移動 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 

 沈下 ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 
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 劣化機構の推定 3.9.2

劣化機構の推定を表す概念 (1) 

劣化機構の推定は，点検結果に基づいてその変状の要因（劣化，初期欠陥，損傷）を明

確にする． 

図 3.34 に劣化機構の推定を表す概念図を示す．劣化機構の推定は，3.6 に示した行為モ

デルを用いて表す．劣化機構の推定では，変状を対象とするため，行為モデルと関連付け

をする．記録モデルは，行為に関するものは行為モデルに関連付け，変状に関するものは

行為モデルと変状モデルに関連付ける． 

 

 
 

図 3.34 劣化機構の推定の概念図 

 

IFC の適用 (2) 

図 3.34 に示す概念図に示す各要素に対して，次の通り IFC のエンティティを適用する．  

 

概念図に示す要素に対して適用するエンティティは，次の通りとする． 

 行為モデルは，3.6.1 に示すとおり，IfcTask を適用する． 

 変状モデルは，3.5 に示すとおり，IfcBuildingElmentProxy を適用する． 

 記録モデルは，IfcPropertySet を適用する． 

 

エンティティの関連付けは，次の通りとする． 

 IfcTask と IfcBuildingElementProxy は，IfcRelAssignsToProcess を用いる． 

 IfcTask と IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByProperties を用いる． 

 IfcBuildingElementProxy と IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByProperties を用

いる． 

 

 

 

 

 

行為モデル
（劣化機構の推定）

変状モデル

記録モデル
（行為のみ関係するもの）

記録モデル
（変状に関係するもの）



 
 

62 
 

図 3.35 に IFC のエンティティを適用したオブジェクト図を示す．  

 

図 3.35 劣化機構の推定のオブジェクト図 

 

プロパティセットの定義 (3) 

劣化機構の推定のオブジェクトに関連付ける外部属性情報（プロパティセット）を次の

通り定義する． 

 

 Pset_劣化機構一般 

 劣化機構の種別 ：IfcPropertyEnumeratedValue / PEum_劣化機構の種別 

 劣化の顕在化 ：IcPropertySingleValue / IfcBoolean 

 

PEum_劣化機構の種別 

- 中性化 

- 塩害 

- 凍害 

- 化学的浸食 

- アルカリシリカ反応 

- 床版の疲労 

- はりの疲労 

- すりへり 

 

 Pset_中性化の状態 

 中性化深さ ：IfcPropertySingleValue / IfcLengthMeasure 

 鋼材腐食量 ：IfcPropertySingleValue / IfcRatioMeasure 
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 腐食ひび割れ ：IfcPropertySingleValue / IfcBoolean 

 

 Pset_塩害一般 

 塩化物イオン濃度 ：IfcPropertySingleValue / IfcRatioMeasure 

 鋼材腐食量 ：IfcPropertySingleValue / IfcRatioMeasure 

 腐食ひび割れ ：IcPropertySingleValue / IfcBoolean 

  

 Pset_凍害一般 

 スケーリング深さ ：IfcPropertySingleValue / IfcLengthMeasure 

 鋼材腐食量量 ：IfcPropertySingleValue / IfcRatioMeasure 

 

 Pset_化学的侵食一般 

 劣化因子の浸透深さ ：IfcPropertySingleValue / IfcLengthMeasure 

 中性化深さ ：IfcPropertySingleValue / IfcLengthMeasure 

 鋼材腐食量量 ：IfcPropertySingleValue / IfcRatioMeasure 

 

 アルカリシリカ反応一般 

 膨張量 ：IfcPropertySingleValue / IfcRatioMeasure 

 ひび割れ ：IfcPropertySingleValue / IfcLabel 
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 予測 3.9.3

予測を表す概念 (1) 

予測は，残存予定供用期間中の構造物の将来の性能低下を評価するため，変状の劣化の

進行，構造物の性能の低下を予測する． 

図 3.36 に予測を表す概念図を示す．予測は，3.6 に示した行為モデルを用いて表す．予

測では，構造物および変状を対象とするため，構造物を表す構造物モデルと変状を表す変

状モデルを行為モデルと関連付ける．記録モデルは，行為に関するものは行為モデルに関

連付け，構造物に関するものは行為モデルおよび構造物モデルに関連付け，変状に関する

ものは行為モデルと変状モデルに関連付ける． 

 

 

図 3.36 進展の予測の概念モデル 

 

IFC の適用 (2) 

図 3.36 に示す概念図に示す各要素に対して，次の通り IFC のエンティティを適用する．  

 

概念図に示す要素に対して適用するエンティティは，次の通りとする． 

 行為モデルは，3.6.1 に示すとおり，IfcTask を適用する． 

 構造物モデルには，構造物あるいは部材に応じて IfcBuildingElment の下位型

（IfcWall，IfcBeam 等）を適用する． 

 変状モデルは，3.5 に示すとおり，IfcBuildingElmentProxy を適用する． 

 記録モデルは，IfcPropertySet を適用する． 

 

エンティティの関連付けは，次の通りとする． 

 IfcTask と IfcBuildingElementProxy は，IfcRelAssignsToProcess を用いる． 

 IfcTask と IfcBuildingElement は，IfcRelAssignsToProcess を用いる． 

 IfcBuildingElementと IfcBuildingElementProxyは，IfcRelAggregateを用いる． 

 IfcTask と IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByProperties を用いる． 

行為モデル
（予測）

変状モデル

記録モデル
（行為に関係するもの）

記録モデル
（変状に関係するもの）

構造物モデル
記録モデル

（構造物に関係するもの）



 
 

65 
 

 IfcBuildingElementと IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByPropertiesを用いる． 

 IfcBuildingElementProxy と IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByProperties を用

いる． 

 

図 3.37 に IFC のエンティティを適用したオブジェクト図を示す．  

 

図 3.37 進展の予測のオブジェクト図 

 

プロパティセットの定義 (3) 

進展の予測のオブジェクトに関連付ける外部属性情報（プロパティセット）を次の通り

定義する． 

 

 Pset_進展の予測 

 予測方法 ：IfcPropertyEnumeratedValue / PEum_予測方法 

 予測結果 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 

PEum_予測方法 

- 劣化機構に基づく方法 

- 構造物の外観上のグレードによる方法 
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 性能の評価 3.9.4

性能の評価の概念 (1) 

性能の評価は，診断の結果に基づいて，構造物や部材の要求性能，予定供用期間中の変

化等を考慮して，点検時および将来の構造物や部材の性能を定量的に評価する． 

図 3.38 に性能の評価を表す概念図を示す．性能の評価は，3.6 に示した行為モデルを用

いて表す．性能の評価では，構造物および変状を対象とするため，構造物を表す構造物モ

デルと変状を表す変状モデルを行為モデルと関連付ける．記録モデルは，行為に関するも

のは行為モデルに関連付け，構造物に関するものは行為モデルおよび構造物モデルに関連

付け，変状に関するものは行為モデルと変状モデルに関連付ける． 

 

 

図 3.38 性能の評価の概念図 

 

IFC の適用 (2) 

図 3.38 に示す概念図に示す各要素に対して，次の通り IFC のエンティティを適用する．  

 

概念図に示す要素に対して適用するエンティティは，次の通りとする． 

 行為モデルは，3.6.1 に示すとおり，IfcTask を適用する． 

 構造物モデルには，構造物あるいは部材に応じて IfcBuildingElment の下位型

（IfcWall，IfcBeam 等）を適用する． 

 変状モデルは，3.5 に示すとおり，IfcBuildingElmentProxy を適用する． 

 記録モデルは，IfcPropertySet を適用する． 

 

エンティティの関連付けは，次の通りとする． 

 IfcTask と IfcBuildingElementProxy は，IfcRelAssignsToProcess を用いる． 

 IfcTask と IfcBuildingElement は，IfcRelAssignsToProcess を用いる． 

 IfcBuildingElementと IfcBuildingElementProxyは，IfcRelAggregateを用いる． 

 IfcTask と IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByProperties を用いる． 

行為モデル
（性能の評価）

変状モデル

記録モデル
（行為に関係するもの）

記録モデル
（変状に関係するもの）

構造物モデル
記録モデル

（構造物に関係するもの）
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 IfcBuildingElementと IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByPropertiesを用いる． 

 IfcBuildingElementProxy と IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByProperties を用

いる． 

 

図 3.39 に IFC のエンティティを適用したオブジェクト図を示す．  

 

 

図 3.39 性能の評価のオブジェクト図 

 

プロパティセットの定義 (3) 

性能の評価のオブジェクトに関連付ける外部属性情報（プロパティセット）を次の通り

定義する． 

 

 Pset_性能の評価 

 診断の目的 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 耐力 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 第三者影響度 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 使用性 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 美観 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 
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 性能の評価の方法 ：IfcPropertyEnumeratedValue / PEum_性能の評価方法 

 性能の評価の結果 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 

PEum_性能の評価の方法 

- 構造物の外観上のグレードによる方法 

- 設計での性能評価式による方法 

- 非線形有限要素解析による方法 
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 対策の要否判定 3.9.5

対策の要否判定を表す概念 (1) 

点検時の構造物の性能が既に維持管理限界に達している，あるいは超えている場合には，

早期に何らかの対策が必要と判定される．対策の要否の判定は，性能の評価結果と維持管

理限界との比較に基づいて行う． 

図 3.40 に性能の評価を表す概念図を示す．性能の評価は，3.6 に示した行為モデルを用

いて表す．性能の評価では，構造物および変状を対象とするため，構造物を表す構造物モ

デルと変状を表す変状モデルを行為モデルと関連付ける．記録モデルは，行為に関するも

のは行為モデルに関連付け，構造物に関するものは行為モデルおよび構造物モデルに関連

付け，変状に関するものは行為モデルと変状モデルに関連付ける． 

 

 

図 3.40 対策の要否判定の概念モデル 

 

IFC の適用 (2) 

図 3.40 に示す概念図に示す各要素に対して，次の通り IFC のエンティティを適用する．  

 

概念図に示す要素に対して適用するエンティティは，次の通りとする． 

 行為モデルは，3.6.1 に示すとおり，IfcTask を適用する． 

 構造物モデルには，構造物あるいは部材に応じて IfcBuildingElment の下位型

（IfcWall，IfcBeam 等）を適用する． 

 変状モデルは，3.5 に示すとおり，IfcBuildingElmentProxy を適用する． 

 記録モデルは，IfcPropertySet を適用する． 

 

エンティティの関連付けは，次の通りとする． 

 IfcTask と IfcBuildingElementProxy は，IfcRelAssignsToProcess を用いる． 

 IfcTask と IfcBuildingElement は，IfcRelAssignsToProcess を用いる． 

 IfcBuildingElementと IfcBuildingElementProxyは，IfcRelAggregateを用いる． 

行為モデル
（対策の要否判定）

変状モデル

記録モデル
（行為に関係するもの）

記録モデル
（変状に関係するもの）

構造物モデル
記録モデル

（構造物に関係するもの）
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 IfcTask と IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByProperties を用いる． 

 IfcBuildingElementと IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByPropertiesを用いる． 

 IfcBuildingElementProxy と IfcPropertySet は，IfcRelDefinesByProperties を用

いる． 

 

図 3.41 に IFC のエンティティを適用したオブジェクト図を示す．  

 

 

図 3.41 対策の要否判定のオブジェクト図 

 

プロパティセットの定義 (3) 

対策の要否判定のオブジェクトに関連付ける外部属性情報（プロパティセット）を次の

通り定義する． 

 

 Pset_対策の要否の判定 

 対策の種類 ：IfcPropertyEnumeratedValue / PEum_対策の種類 

 対策の内容 ：IfcPropertySingleValue / IfcText 

 

PEum_対策の種類 
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- 点検強化 

- 補修 

- 補強 

- 供用制限 

- 解体・撤去 
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第4章 実装プログラムの開発および検証 

 実装プログラムの開発 4.1

 概要 4.1.1

実装プログラムは，アプリケーションソフトで作成した 3 次元モデルを IFC に出力し，

ビューワー等にデータを伝達することを目的とする． 

実装プログラムの開発では，Trimble 社の SketchUp28)（以下，SketchUp という）を用

いるものとした．SketchUp は 3 次元モデリングソフトウェアで，比較的使いやすいことで

知られている．現在は SketchUp 2016 が最新版である． 

SketchUp は，ユーザーによるモデルの作成および操作等の拡張するためのプログラム

（以下，プラグインという）を作成することができる．プラグインの開発のために，

SketchUp Ruby API ( Application Programming Interface)が提供されている． SketchUp 

Ruby API は，オープンソースのオブジェクト指向プログラミング言語の Ruby を用いてい

る．本研究で開発する実装プログラムを以下プラグインというものとする． 

なお，SketchUp は，個人利用を目的とした無償の SketchUp Make と商用利用を目的と

した有償の SketchUp Pro があるが，本研究では SketchUp Pro 2016 を用いてモデルの作

成および Plug In の開発を行った． 

プラグインで出力する IFC ファイルは，IFC2x3 に対応するものとする．3.5 でも示した

とおり，IFC には，ISO16739 で規定されている IFC4 と，多くの CAD システムで用いら

れている IFC2x3 があるが，現在，CAD システムや IFC ビューワー等の多くは IFC2x3 に

対応しているためである． 

なお，本章では SketchUp のクラスと IFC のクラスを識別するため，SketchUp のクラ

スの頭に「SketchUp.」を付けるものとした． 

 

 IFC2x3 によるデータの出力 4.1.2

プラグインにおける SketchUp と IFC の対応を図 4.1 に示す．図 4.1 は変状モデルの形

状，位置およびプロパティセットの対応を示している．図中の破線はプラグインで対応づ

けた SketchUp と IFC のエンティティである． 

変状モデルは， 3.5.2 に示したとおり， IfcBuidlingElementProxy を用いた．

IfcBuilding-ElementProxy は，IfcBuilding に格納するものとした．以下に，図中に破線で

示す SketchUp のエンティティと IFC との対応関係を示す． 
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図 4.1 プラグインにおける SketchUp と IFC の対応 
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SketchUp.ComponentDefinition と IfcBuildingElementProxy (1) 

変状モデルは，SketchUp.ComponentInstance とする．SketchUp.ComponentInstance

は，SketchUp.ComponentDefinition の実体化である． 

プラグインでは， IFC に出力する対象とする SketchUp.ComponentInstance の

SketchUp.ComponentDefintion と IfcBuildingElementProxy を対応させた． 

 

SketchUp.Face と IfcFace (2) 

 変状モデルはサーフェスモデルとソリッドモデルがある．SketcUp のソリッドモデルは，

サーフェスの集合で擬似的に表している．従って，いずれも SketchUp.Face を用いている． 

プラグインでは SketchUp.Face と IfcFace を対応させた． IfcFace で用いる

IfcCartesian-Point は，SketchUp.Face で用いている SketchUp.Vertex の値を使用する． 

 

SketchUp.BoundingBox と IfcLoacPlacement (3) 

SketchUp.ComponentInstance の 位 置 は ， 3.5.4 に 示 し た と お り ，

SketchUp.Bounding-Box の頂点の最小値を用いるものとした． 

プラグインでは，Sketchup.BoundingBox の頂点の最小値と IfcLocalPlacement で用い

る IfcCartesianPoint を対応させた． 

 

SketchUp.AttributeDictionary と IfcPropertySet (4) 

 変状モデルの属性情報は SketchUp.AttributeDictionary を用いて格納する． 

プラグインでは，SketchUp.AttributeDictionary と IfcPropertySet を対応させた．

IfcPro-pertySet で 用 い る IfcPropertySingleValue 等 の 値 は ，

IfcSketchUp.AttributeDictionary の Key と Value を用いる． 
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 検証 4.2

 検証方法 4.2.1

コンクリート構造物および変状の形状モデルを作成し，4.1 で開発したプラグインを用い

て IFC ファイルを出力する．出力したファイルを既存のビューワーに読み込み，コンクリ

ート構造物および変状が再現できることを確認する． 

 

 形状モデルの作成 4.2.2

コンクリート構造の橋台および変状の形状のモデルとして，図 4.2 の事例１および図 4.3

の事例２を作成した． 

まず，プラグインが正しく機能ことを確認するために簡単な変状の形状のモデルとして，

事例１を作成した．次に，事例 1 によりプラグインの機能が確認されたあと，複雑かつ多

数の変状の形状モデルとして，事例２を作成した． 

 

 
図 4.2 事例１ 
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図 4.3 事例２ 

 

 ビューワーにおける再現 4.2.3

図 4.2 および図 4.3 に示した変状の形状モデルを，4.1 で開発したプラグインをもちいて

IFC ファイルを出力し，既存のビューワーでモデルが再現できるか検証した． 

検証に用いたビューワーは，以下の 3 つである． 

 

Solibri Model Viewer: Solibri Inc. 

https://www.solibri.com/products/solibri-model-viewer/ 

Tekla Bimsight: Trimble 

http://www.teklabimsight.com/ 

xBIM Toolkit:  

https://xbim.codeplex.com/ 

 

結果はすべてのビューワーでモデルを再現することができた．事例１の結果を図 4.4 か

ら図 4.6 に，事例２の結果を図 4.7 から図 4.9 に示す． 
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図 4.4  Solibri Model Viewer の表示（事例１） 

 

 

 
図 4.5  Tekla Bimsight の表示（事例１） 
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図 4.6  xBIM Toolkit の表示（事例１） 

 

 

 
図 4.7  Solibri Model Viewer の表示（事例２） 
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図 4.8  Tekla Bimsight の表示（事例２） 

 

 

 
図 4.9  xBIM Toolkit の表示（事例２） 
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第5章 まとめ 

 結論 5.1

本報告では，CIM におけるコンクリート構造物の変状データ等の記述仕様の開発を提案

した． 

まず，CIM における情報交換の共通フォーマットとして利用が期待されている IFC を用

いて，コンクリート構造物の維持管理における情報の伝達プロセスに則り，変状の形状お

よび維持管理に関する情報の記述方法を確立した．本研究では，変状の形状データを中心

として，変状の情報は維持管理における行為を経て蓄積されるというアプローチを用いた．

これにより，特に劣化を原因とする変状の経年変化，維持管理における情報の作成過程を

時系列で記述することが可能となった．次に，実装プログラムにより変状の作成，属性情

報の付与を行い，CIM における情報伝達に利用できることを示した．本研究では，比較的

安価な 3 次元モデリングツールである SketchUp に実装されている SketchUp Ruby API

を用いて，変状データを出力するプラグインを開発した．プラグインで出力する変状デー

タは，現在用いられている一般的な IFCフォーマットである IFC2x3を用いたことにより，

既存の CAD システムや IFC ビューワーで閲覧可能である． 

本研究の新規性は，CIM の最終目的である維持管理において，個々の変状を IFC で表現

し，径年変化による変状の形状の遷移を表現する手法を定めた点にある．また，変状の形

状の遷移だけでなく，維持管理において作成される全ての情報を時系列で管理することが

可能なるなど拡張性も高い．変状の形状データを中心として，属性情報を含めて定量的に

扱うことから，劣化機構の推定，予測，性能の評価に提供する情報の量と質の向上に貢献

するものと思われる．加えて，維持管理における情報を維持管理におけるプロセスに従っ

て時系列で蓄積することから，維持管理における情報共有，意思決定の過程の把握が容易

となり，維持管理自体の質の向上と将来に向けた知識の蓄積に貢献するものと考える． 

これらの成果は，維持管理における知識の継承に貢献するものである．変状の劣化機構

の推定や将来の進展の予測などに対して正確な情報を提供する基盤の構築ができたことに

より，ビックデータ等の活用などにも利用できる． 

 

 今後の展望 5.2

本研究で開発した変状モデルの記述仕様はコンクリート構造物を対象としたものである

が，維持管理における基本的な考え方は鋼構造物，コンクリートと鋼の合成構造物も同様

であることから，これらの構造物に生じた変状にも適用可能であり，今後はコンクリート

構造物以外の構造物に対する適用の検証を行う． 

また，構造物自体の変位，変形等を構造物の 3 次元モデルに反映し，時間経過を含めて

表現する手法の開発等を考えている． 
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様式－３－３ 

 
A DEVELOPMENT OF SPECIFICATIONS OF DEGRADATION DATA 

FOR CONCRETE STRUCTRES IN CIM 
 

Aruga,T. 1 Yabuki.N. 2 
1Conport Co., Ltd. 2Osaka University 

 

   Construction Information Modeling (CIM) plays an important role to promote information 

sharing among stakeholders using 3D models. The models are used during the lifecycles of 

infrastructures including design, construction, and maintenance. In particular, the ultimate 

goal of CIM is to deliver, share and preserve information required in maintenance. 

However, specifications for describing individual degradation data with 3D shape and aging 

changes have not defined. 

   The objective of this research is to develop spectating of degradation data for concrete 

structure using IFC for driveling and sharing data among stakeholders in maintenance. In this 

research, first, we investigated information delivery process in maintenance and defined 

conceptual models of degradation and activity in maintenance. Next, we developed the 

specifications of degradation data for concrete structures based on the conceptual models. 

Finally, we developed a plug-in program of Sketchup to export 3D models in IFC corresponded 

to the specifications developed in this research. 

 

KEYWORDS:  product model, degradation, concrete structure, maintenance, BIM, CIM. 
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[研究目的] 

CIM（Construction Information Modeling）

では，土木構造物のライフサイクルにわたる

情報の共有・活用を想定している．特にCIM

の最終目的は，維持管理に必要な情報を伝達，

共有および蓄積することにある．土木構造物

のうち鉄筋コンクリート構造物はトンネル，

橋梁，擁壁，ボックスカルバートなどとして

大きな割合を占めている．コンクリート構造

物は，一般的に，構造物や部材を構成する材

料の特性および変状の程度などはばらつきが

あることから，維持管理においては，これら

のばらつきを前提とした確率的な評価も必要

となる．そのため，コンクリート構造物の現

状を適切に把握するため，データの取得およ

び蓄積は非常に重要である．維持管理におい

て，一般的にひび割れ展開図の作成，ひび割

れの発生原因の推定や将来的な進展を予測す

るために，構造物および部材の材質，環境条

件，外力等を把握するための情報も収集され

る．しかし，CIMでは構造物の3次元形状と材

料等の属性情報の作成，伝達は想定されてい

るものの，維持管理で必要とされる個々の変

状の形状および属性情報，また変状の経年変

化に関する記述方法の仕様は規定されていな

い． 

そこで，本研究は土木構造物の中でも特に

コンクリート構造物を対象として，維持管理

において重要な構造物の状態を表す指標とな

る変状に着目し，変状の形状と付随する情報

をモデル（以下，変状モデルという）として

取り扱うことを目的とした，情報の記述仕様

の開発を行う． 

 

[研究手順] 

本研究では，コンクリート構造物の維持管

理で要求さえる情報および情報の伝達プロセ

スを整理し，これらに基づいて変状モデルの

記述仕様を開発する． 

伝達プロセスでは，維持管理の手順，維持

管理における診断で行われる行為，それぞれ

の行為で作成あるいは使用される情報を整理

し，維持管理における情報の伝達プロセスを

把握する． 

 伝達プロセスに基づいて，維持管理におけ

る行為および変状の概念モデルを定義し，こ

れらの概念モデルを用いて，情報の関連付け，

変状の経年変化等の記述手法を定める． 

 SketchUp Ruby APIを用いて変状モデルをI

FC形式で出力する実装プログラムを開発す

る．開発した実装プログラムで出力したIFC

形式のフィルをIFCビューワー等で読み込み，

モデルが再現できるか検証する． 

  

[研究成果] 

 維持管理における情報の伝達プロセスに則

り，変状の形状および維持管理に関する情報

をIFC形式による記述方法を確立した．また，

実装プログラムにより変状の作成，属性情報

の付与を行い，情報伝達に利用できることを

示した． 

本研究の新規性は，CIMの最終目的である維

持管理において，個々の変状をIFCで表現し，

径年変化による変状の形状の遷移を表現する

手法を定めた点にある．また，変状の形状の

遷移だけでなく，維持管理において作成され

る全ての情報を時系列で管理することが可能

なるなど拡張性も高い． 

これらの成果は，維持管理における知識の

継承に貢献するものである．変状の劣化機構

の推定や将来の進展の予測などに対して正確

な情報を提供する基盤の構築ができたことに

より，ビックデータ等の活用などにも利用で

きる． 

今後の課題として，構造物自体の変形等を3

次元モデルに反映する手法の開発等を考えて

いる． 
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