
参考） 課題演習項目(案) 

参考資料 



 

参考）研修プログラム「②３次元 CAD ソフトを活用した課題演習」における課題演習項目(案) 

 

 本研修の目標は、日常業務等の様々な場面において、３次元 CAD ソフトをエンジニア活動の一環と

して高度に使いこなせる土木技術者の育成です。 

この課題演習は本研修の要となる項目であり、現場で考えられるニーズ、CIM の最近動向等ととも

に、CIM の導入効果である３次元モデルを活用した設計変更（条件変更）、モデルの連携・受渡等に

重点を置いた提案を期待します。 

以下、事業実施者で検討・整理した課題について、参考として添付します。 

 

対象 

分野 
課題内容 

研修参加者の 

主な作業内容（案） 

３次元ＣＡＤソフトに 

求められる機能（案） 
備考 

土工 

トランペット型

インターチェン

ジの設計 

トランペット型インターチェンジの線形計画 

本線とランプの交差部の処理（橋梁案、ボックスカ

ルバート案） 

変速車線の形式比較（平行式・直接式） 

変速車線の形式の違いによる経済比較 

本線・ランプの複数の線形条件

を有するインターチェンジの

３次元モデル化 

「ボックスカルバート」や「橋

台」周辺の土羽処理 

経済比較に必要な数量算出 

 

ICT 土工に関す

る課題 

掘削、路体〈築堤〉盛土、路床盛土、および法面整

形のいずれかにおける３次元モデルの作成（工事

目的物は自由提案） 

「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

要領（土工編）（案）」に準じた３D-CAD ソフトを活

用した３次元出来形管理（分布）図の作成 

３D-CAD ソフトを用いた３次元

データによる出来形管理図作

成 

 

事業 

計画 

最適ルート案の

検討 

「橋梁区間」「トンネル区間」「土工区間」が発生す

る地形における３案程度のルート計画 

３案の経済比較 

道路構造令や道路橋示方書等

の基準に準拠したルート計画

の容易さ 

経済比較に必要な数量算出 

 

橋梁 

山岳橋梁におけ

る橋長検討 

前面余裕(S)を考慮した橋台形状の作図 

比較位置における経済比較 

前面余裕(S)の自動計測 

掘削土量等の数量計算 
 

河川橋梁におけ

る橋種選定 

河川橋梁における河川条件(河川阻害率、桁下余裕

高等)を満足する橋種検討（１次選定案程度） 

河川条件(河川阻害率、桁下余

裕高等)の自動計測 
 

耐震補強工事に

おける増杭の設

計 

上部工による上空制限を受ける場合の場所打ち杭

の鉄筋かごの大きさに関する検討 

上空制限をうける杭の施工性

を考慮した最適鉄筋かごの形

状検討 

 

道路 

改良 
交差点改良 現道の平面交差部からラウンドアバウトに変更 

外径の違いによる車両の走行

軌跡の確認 

標識・路面標示の配置検討 

 

トン 

ネル 

抗口周辺の法面

処理検討 
抗口周辺の法面処理の作図 

道路部と抗口部の掘削の取合

いの自動処理 
 

河川 

海岸 

消波根固めブロ

ック工 

根固めブロックの作図 

各ブロック積方形式の作図 

製作～ブロック据付までの施工計画 

空隙率の自動計算  

河川 

改修 
水路改築事業 

新旧の水路構造図の作成 

水路の切り回し施工計画 

橋梁の架替計画 

仮設時における流下断面能力

の確認 
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対象 

分野 
課題内容 

研修参加者の 

主な作業内容（案） 

３次元ＣＡＤソフトに 

求められる機能（案） 
備考 

ダム 
ダム軸位置の検

討 
比較位置におけるダム堤体形状の作図 

貯水容量の計算 

ダム本体施工に伴う地山掘削

図の自動作図 

 

施工 

計画 

河川橋梁におけ

る施工計画 

河川橋梁における非出水期間における施工計画検

討 

工程表の自動作成 

施工ステップ図の作成 
 

改築事業におけ

る施工順序の計

画 

交差点改良（高架化）における供用を優先した場合

の下部工用仮設（土留壁）の撤去方法に関する検

討 

上部工の上空制限を配慮した

施工計画 
 

景観 

検討 

「土工区間」にお

ける景観検討 

「土工区間」における盛土形式、補強盛土形式と高

架橋形式等の景観検討 

各形式の３次元モデル作成の

容易さ 
 

ダム湖の湖面橋

における景観検

討 

湖面橋の橋種について周辺景観を考慮した景観検

討 

複数の橋梁形式の３次元モデ

ル作成の容易さ 

ビューポイントの複数設定 

湖面高の変動に伴う湖面橋の

見え方の違い 

四季の変化（新緑時や紅葉時）

に伴う湖面橋の見え方の違い 

橋種による地形改変量の違い 

 

（以 上） 
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CIM チャレンジ研修―CIMSoluthon―   課題演習項目（案） 

分野 土工（トランペット型インターチェンジの設計） 

課題１ ３D-CAD ソフトを用いてトランペット型のインターチェンジを設計せよ。 

課題の 
設定条件 

インターチェンジの計画では本線との交差部においてランプ部を「ボックスカルバー

ト」、もしくは本線部を「橋梁」とするかいずれかで計画すること。 

課題演習

のねらい 

複雑な幾何構造のインターチェンジを３D-CAD ソフトを用いて図化することによる

スキル向上と作業の容易さの確認 
３D-CAD ソフトを用いたランプの幾何構造（建築限界・最小曲線半径・曲線部の片勾

配・拡幅・視距等）の確認方法と作業の容易さの確認 
「ボックスカルバート」や「橋台」周辺の土羽処理方法の検討と作業の容易さの確認 

設計条件 道路構造令の解説と運用（平成 27 年 6 月） 
「５－４ インターチェンジの計画および設計基準」による 

事前準備 ３次元の地形図 
参考図 

【出典】LandForms ホームページ 

課題２ 【設計変更】変速車線の形式変更（直接式→平行式）に伴うインターチェンジ形状の

変更 

課題演習

のねらい 
インターチェンジ形状の変更作業の容易さの確認 
変更に伴う土量等の数量計算および経済性比較の容易さの確認 

参考図 
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CIM チャレンジ研修―CIMSoluthon―   課題演習項目（案） 

分野 土工（ICT土工に関する課題） 

課題１ ICT 土工の対象工種である掘削、路体〈築堤〉盛土、路床盛土、および法面整形のい

ずれかにおける３次元モデルの作成（工事目的物は自由提案） 

課題２ 「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」に準じた３

D-CAD ソフトを活用した３次元出来形管理（分布）図の作成 

課題演習

のねらい 

３D-CAD ソフトを用いた３次元データによる出来形管理図作成手順の技術習得と作

業の容易さの確認 

既存の出来形管理と比較した３次元データによる出来形管理の効果の把握 
事前準備 UAV の写真測量で得た３次元点群データ（仮想） 

参考図 
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CIM チャレンジ研修―CIMSoluthon―   課題演習項目（案） 

分野 事業計画（最適ルート案の検討） 

課題１ A 地点から B 地点に至るルートについて３案計画し、経済性に最適となるルートを決

定せよ。 

課題の 
設定条件 

ルート検討に際して「橋梁区間」「トンネル区間」「土工区間」が発生する地形を設定

すること。なお、「橋梁区間」については極力「河川橋梁」を採用すること。 

課題演習

のねらい 道路構造令や道路橋示方書等の基準に準拠したルート計画の作業の容易さの確認 

設計条件 
道路規格：第３種２級（変更可能） 
設計速度：40km/h（変更可能） 
車線数：片側１車線（3.25m・２車線）、片側歩道（2.0m）（変更可能） 

事前準備 
３次元の地形図 
概算工事費用算出単価（橋梁、トンネル、土工） 

参考図 

【出典】国道４２２号大石東バイパスにおける（仮称）瀬田川橋梁計画について 

課題２ 【設計変更】大鷹の生息が確認されたため、生息域を配慮したルート計画の見直し検

討 

課題演習

のねらい 
３D-CAD ソフトを用いたルート計画の見直し検討やトンネル区間の追加による対応

などの設計変更に対する対応の容易さの確認 
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CIM チャレンジ研修―CIMSoluthon―   課題演習項目（案） 

分野 橋梁（河川橋梁における橋種選定） 

課題１ 河川橋梁における河川条件(河川阻害率、桁下余裕高等)を満足する橋種検討（１次選定

案程度）。 

課題の 
設定条件 

２～７径間程度の複数の橋種が選定対象となるよう橋長 300m 程度の河川橋梁とする

こと 

課題演習

のねらい 
河川条件(河川阻害率、桁下余裕高等)について３D-CAD ソフトを用いた確認の容易さ 
比較検討対象橋種の３D-CAD ソフトにおけるモデリング作業の容易さの確認 

設計条件 車線数：片側１車線（3.25m・２車線）、片側歩道（2.0m）（変更可能） 

事前準備 
３次元の地形図（河川部） 
考慮すべき河川条件(河川阻害率、桁下余裕高等) 
概算工事費用算出単価（各橋種） 

参考図 

①：２H ルールの範囲 
②：支川部分で基準径間長（計画高水流量から決定）が確保できないため設置不可 
③：本線の堤防河岸から流心部以外の 25ｍの範囲 
④：現況低水路の法肩、法尻から 10ｍの範囲 

【出典】霞堤を有する河川橋の橋梁計画とその設計・施工 

下部工の根入れ深さ 
【出典】道路設計要領（2008 年 12 月）中部地方整備局 

課題２ 【設計変更】架橋位置において、生態系保護のための橋脚設置不可区間が設けられた

場合の橋種の見直し検討 

課題演習

のねらい 
３D-CAD ソフトを用いた橋種や河川条件・生態系保護区に配慮した橋脚設置位置の見

直しなどの設計変更に対する対応の容易さの確認 
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CIM チャレンジ研修―CIMSoluthon―   課題演習項目（案） 

分野 道路改良（交差点改良） 

課題１ 現道の平面交差（十字交差点）をラウンドアバウトに変更せよ 

課題の 
設定条件 

「望ましいラウンドアバウトの構造について」（平成 26 年 8 月 8 日道路局企画課長、

国道・防災課長、環境安全課長、高速道路課長通知）を参考に設定 

課題演習

のねらい 

近年、ニーズが高まりつつあるラウンドアバウトの３D-CAD ソフトを用いた作図の容

易さの確認 
３D-CAD ソフトを用いた交通安全施設（標識、区画線等）の作図の容易さの確認 

設計条件 
対象車両：普通自動車（大型トラック）＜全長 12m＞、小型自動車等＜全長 6m＞ 
環道外径：27.0m（導流の最小半径）（変更可能）、環状幅員：5.0m（変更可能） 
エプロン幅員：1.5m（変更可能）、中央島外径：12.0m（変更可能） 

事前準備 ３次元の地形図（平面交差部） 

参考図 

 【出典】焼津市関方環状交差点（ラウンドアバウト）社会実験リーフレット 

課題２ 【シミュレーション】導流部の取付方法(流入角度の違い)や歩行者や自転車の横断が

交通容量に及ぼす影響について交通シミュレーション 

課題演習

のねらい 

導流部の取付方法(取付角度の違い)による流入速度や安全性の違いを３D-CADソフト

を用いてシミュレーションする。 

歩行者・自転車のラウンドアバウトの交通容量に及ぼす影響についてシミュレーショ

ンによる検討 

参考図 

【出典】焼津市関方環状交差点（ラウンドアバウト）社会実験リーフレット 

浅い角度で流入した

場合、流入車両の

速度が高くなる 
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CIM チャレンジ研修―CIMSoluthon―   課題演習項目（案） 

分野 トンネル（抗口周辺の法面処理） 

課題１ 山岳トンネルの抗口部周辺の法面処理について検討せよ。 

課題の 
設定条件 － 

課題演習

のねらい 

３D-CAD ソフトを用いた抗口工（面壁型）の作図 
運転者への圧迫感の軽減を目的とした面壁の処理方法検討（溝や模様などの景観処理、

傾斜をつけた面壁処理等） 
設計条件 － 
事前準備 ３次元の地形図 

参考図 

抗口工の例（面壁型） 
課題２ 【設計変更】抗口工を面壁型から突出型に変更 

課題演習

のねらい 
突出型に変更することによる運転者への圧迫感の軽減や景観性の向上などの効果を３

D-CAD ソフトでバーチャル的に確認する。 

参考図 

抗口工の例（突出型） 
【出典】八千代エンジニアリング HP 
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CIM チャレンジ研修―CIMSoluthon―   課題演習項目（案） 

分野 河川海岸（消波根固めブロック工） 

課題１ テトラポッドを作図し、「水平２層積形式」「直立堤被覆形式（２層被覆形式）」「傾斜

堤被覆形式（２層被覆形式）」に配置して各々の空隙率を求めよ。 
課題の 
設定条件 － 

課題演習

のねらい 

立体構造であるテトラポットの３D-CAD ソフトを３次元モデル化 
３次元モデルのテトラポットの３D-CAD ソフト上での層積配置 
３D-CAD ソフトを用いた空隙率の自動計算 

設計条件 － 
事前準備 ３次元の地形図 

参考図 
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CIM チャレンジ研修―CIMSoluthon―   課題演習項目（案） 

分野 河川改修（水路改築事業） 

課題１ 半川締切工法による水路改築について３D-CAD を用いて検討せよ。 

課題の 
設定条件 － 

課題演習

のねらい 
施工期間 (12－5 月)における仮設時流下流量を満足させながらの水路改築の施工計画 
仮設時における現道の切廻し計画 

設計条件 
仮設時流下流量：Q＝●●m3 ※要検討 
施工期間：6 ヶ月(12－5 月) 

事前準備 ３次元の地形図 

参考図 

【出典】武蔵水路改築事業（H26.7.31） 
（独立行政法人水資源機構） 

 

施工イメージ図 
【出典】芦屋市 HP（芦屋川横断部の工事概要） 
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CIM チャレンジ研修―CIMSoluthon―   課題演習項目（案） 

分野 ダム（ダム軸位置の検討） 

課題１ 上流案と下流案の２案について、ダム本体コンクリート量及び掘削量を算出し比較検

討せよ。 
課題の 
設定条件 

２箇所以上のダム軸が計画できる基礎岩盤図を設定すること。また、必要貯水量が確

保できる地形図を設定すること。 

課題演習

のねらい 

計画するダム軸ごとに３D-CAD ソフトを用いて貯水容量を自動計算 
ダム本体施工に伴う３D-CAD ソフトを用いた地山掘削図の自動作図及びダム本体コ

ンクリート量の自動計算 

設計条件 
必要貯水量：5,800 万 m3（総貯水容量）（変更可能） 
天端標高を決定するための付加高さ：6.7ｍ（変更可能） 
下流面勾配：1：0.76 上流面勾配：垂直（変更可能） 

事前準備 ３次元の地形図及び基礎岩盤図 

参考図 

【出典】浦山ダム（埼玉県・荒川ダム総合管理所） 
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CIM チャレンジ研修―CIMSoluthon―   課題演習項目（案） 

分野 施工計画（河川橋梁における施工計画） 

課題１ 河川橋梁による非出水期間における橋梁の架設を計画せよ。 

課題の 
設定条件 

渇水期施工のため、工事完成まで複数年を要する規模の河川橋梁のモデルを計画する

こと。 

課題演習

のねらい 

３D-CAD ソフトによる架設順序をバーチャル的に確認する。 
３D-CAD ソフトによる仮設時流下流量の確認方法 
３D-CAD ソフトによる工程表の自動作成 
３D-CAD ソフトによる施工ステップ図の自動作成 

設計条件 
仮設時流下流量：Q＝●●m3 ※要検討 
施工期間：6 ヶ月(12－5 月) 

事前準備 ３次元の地形図 

参考図 

【出典】(株)コーヨー技研 HP 
課題２ 【設計変更】仮桟橋を用いた施工計画の見直しによる工期短縮効果の確認 
課題演習 
のねらい 仮桟橋や施工手順を変更する際の施工計画の見直し作業の容易さの確認 
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CIM チャレンジ研修―CIMSoluthon―   課題演習項目（案） 

分野 景観検討（ダム湖の湖面橋における景観検討） 

課題１ 湖面橋の橋種について周辺景観等を考慮した景観検討を実施せよ。 

課題の 
設定条件 

周辺景観に対してシンボル橋となる橋梁形式比較ができること。 
複数のビューポイントからの景観比較ができること。 

課題演習

のねらい 

複数の橋梁形式の３次元モデル作成作業の容易さの確認 
湖面高の変動に伴う湖面橋の見え方の違い 
四季の変化（新緑時や紅葉時）に伴う湖面橋の見え方の違い 
橋種による地形改変量の違い 

設計条件 車線数：片側１車線（3.25m・２車線）、片側歩道（2.0m）（変更可能） 
事前準備 ３次元の地形図 

参考図 

【出典】規範事例集【橋梁編】・苫田大橋（国土技術政策総合研究所） 
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