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★★

はじめに

★★

専門 WG において、設計、施工に関わる検討として、「受注者視点」での CIM モデルの作成・活用方
法等について検討を行い、考え方等について取りまとめた。
これらの検討結果について、産学官 CIM 検討の場に提供し、「CIM 導入ガイドライン」の骨子、素案
にその成果を反映した。
表 各専門 WG における検討内容

専門 WG 名

検討内容
設計側でCIM河川堤防モデルを作成するための考え方、手法などを検討し、『CIM河川
堤防モデル作成ガイドライン（案）』として取りまとめた。

①河川 WG

設計側で作成された河川構造物のモデル・データを、施工会社が施工時に活用するこ
とを目的に、その考え方、手法などを『CIM 河川堤防モデル活用ガイドライン（施工編）
骨子（案）
』として取りまとめた。
CIM の考え方を用いて、維持管理段階で運用できる CIM モデル（3 次元 モデルと属

②ダム WG

性情報）を施工段階で作成することを目的に、その考え方や手法などを『CIM ダムモデ
ル活用ガイドライン作成の留意点』として取りまとめた。
未定稿（ 作成中 ）

鋼橋
③
橋梁
WG

コンク
リート
構造物

詳細設計段階にて、CIM の考え方に基づき作成する橋梁モデルの考え方、作成項目と
作成仕様などを、
『橋梁モデル作成ガイドライン』として取りまとめた。
主に詳細設計段階において設計されたコンクリート構造物について、CIM の考え方に
従い、3 次元モデル・データを施工側で効率的に利用することを目的に、設計側でコン
クリート構造物の 3 次元モデルを作成するための考え方、方法などを、
『CIM によるコン
クリート構造物モデル作成ガイドライン(素案)』として取りまとめた。
設計されたトンネル構造物のモデル・データを、CIM の考え方を用いて、施工側で効
率的に利用することを目的に、設計側でトンネルモデルを作成するための考え方、手法
などを、『CIM トンネルモデル作成ガイドライン』として取りまとめた。

④トンネル WG
CIM の考え方を用いて設計側で作成された山岳トンネル構造物のモデル・データを、
施工会社が施工時に活用することを目的に考え方、手法などを、
『CIM トンネルモデル活
用ガイドライン（施工編）骨子（案）
』として取りまとめた。
設計された土工構造物における土量を算出するモデル・データを、CIM の考え方を用
⑤土量 WG

いて、施工側で効率的に利用することを目的に、設計側で土量算出モデルを作成するた
めの考え方、手法などを、
『3 次元土量算出ガイドライン（案）
』として取りまとめた。
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①河川 WG における検討成果

その１
2016.5.

CIM 河川堤防モデル作成ガイドライン
一般社団法人 建設コンサルタンツ協会技術委員会版
このガイドラインは、詳細設計された河川堤防のモデル・データが施工側にて CIM(Construction
Information Modeling)の考え方を基に効率的に利用されることを目的とし、設計側で CIM 河川堤防モ
デルを作成する際の考え方、手法などをまとめたものである。
CIM河川堤防モデルでは、河川構造物のうち堤防、特殊堤、護岸（法覆工、基礎工・根固工含む）を対
象とする。
なお、本ガイドラインでは、CIMの本格導入までの移行期間として設計に使用する測量成果が2次元で
あるケースも想定して、2次元測量成果を利用した場合の3次元設計も含めて整理した。
以下に、移行期間中に測量成果データを設計段階から施工段階へ受け渡す際の流れを整理して図示する。

河川堤防の場合

実施内容

成果等

設計段階

施工段階
設計

測量（※1）

起工測量（※2）

施工

未定稿（ 作成中 ）

・縦横断測量
（従来測量）

縦横断測量の
簡易3次元地形

2次元
設計

3次元
図化

従来測量

図面
数量計算書

・航空、UAV、LP等

地図情報レベル500
※格子間隔0.5m以内

・航空、UAV、LP等

3次元設計
※設計情報の管理・
統合などの属性情報
管理を含む

地図情報レベル500

航空、UAV、
LP等

施工

情報化施工

数値標高モデル

モデルデータ
CIM

地図情報レベル500

3次元設計
（CIM運用段階）

様々な
用途（※2）

情報化施工用データの作成

設計成果
の3次元化
（CIM移行段階）

※1 設計段階の測量は伐採等ができないことが想定され、支障物がある場合は精度の低下が懸念される。事業影響範囲を厳密に把握する場合を除
いて、0.5mメッシュの地形データで地形を十分に反映可能と考えられる。
※2 施工段階の測量は、支障物を除去して測量が可能なため高い精度を維持可能

図-1

移行期間における測量成果の施工側への受け渡しフロー
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１．事前準備
（１）座標系・単位
作成するモデル・図面において使用する測地系は世界測地系（測地成果 2011）、投影法は平面直角
座標系、使用する単位系はｍ（メートル)に統一する。
〔解説〕
設計成果の一部には、日本測地系あるいは世界測地系（測地成果2000）を利用するものも多いが、本
モデルを作成する際の地理座標系は、世界測地系（測地成果2011）に統一する。投影法は平面直角座標
系、実寸(スケール1:1)のｍ(メートル)単位とする。
（２）現況地形に用いるデータ
CIM 河川堤防モデル作成に利用する地形データは、現況地形を表現可能な精度と分解能をもつデータ
（航空 LP、地上 LP、UAV 写真測量等）を基本とする。地形データ精度は地図情報レベル 500 を基本とす
るが、施工情報として受け渡すモデル作成レベルに応じて適宜設定する。
〔解説〕
詳細設計における地形データ精度は、地図情報レベル500が基本となるが、本ガイドラインでは施工情
報として受け渡すモデル作成を対象としているため、適宜対応するものとする。なお、現況地形を分解
能の観点で精密に表現できるデータとして、航空LP、地上LP、UAV等による写真測量などがある。
【現況地形に用いるデータ】
設計種別

予備設計

詳細設計

測量データ

地図情報レベル（縮尺）

関係規程・ガイドライン

適用

既成地図
電子国土基本図
基盤地図情報
地理院地図

計画延長や周辺地形の密度等を考慮して地
図情報レベルを選択する。

作業規程の準則
第３編 地形測量及び写真測量
測量成果電子納品要領

－

施設設計を含む／含まない（堤防・護岸の
み）により、地図情報レベルをハイブリッド分
割する。

V=1：50～1：100
H=1：200～1：1000

作業規程の準則
第4編応用測量 第３章河川測量
河川定期縦横断データ作成ガイドライン
測量成果電子納品要領

－

TS測量

横断図

1：100～1：500

作業規程の準則
第4編応用測量 第３章河川測量
河川定期縦横断データ作成ガイドライン
測量成果電子納品要領

－

TS測量

位置図

2500～50000

作業規程の準則
第３編 地形測量及び写真測量

電子国土基本図
基盤地図情報
地理院地図

計画延長や周辺地形の密度等を考慮して地
図情報レベルを選択する。

平面図

500～1000

作業規程の準則
第３編 地形測量及び写真測量
測量成果電子納品要領

－

施設設計を含む／含まない（堤防・護岸の
み）により、地図情報レベルをハイブリッド分
割する。

縦断図

V=1：50～1：100
H=1：200～1：1000

作業規程の準則
第4編応用測量 第３章河川測量
河川定期縦横断データ作成ガイドライン
測量成果電子納品要領

－

TS測量

標準横断図

1：50～1：100

作業規程の準則
第4編応用測量 第３章河川測量
河川定期縦横断データ作成ガイドライン
測量成果電子納品要領

－

TS測量

横断図

1：50～1：200

作業規程の準則
第4編応用測量 第３章河川測量
河川定期縦横断データ作成ガイドライン
測量成果電子納品要領

－

TS測量

位置図

2500～50000

作業規程の準則
第３編 地形測量及び写真測量

平面図

500～1000

縦断図

未定稿（ 作成中 ）

-3-

CIM 技術検討会

平成 27 年度報告

【別冊資料】
２．モデル作成における基本事項
２．１ 概要
（１）作成するモデル
CIM 河川堤防モデルでの作成対象は、現況地形、余盛り形状含めた堤防断面、護岸、水制及び付帯工
（坂路、堤脚水路、天端工、裏法階段工等）とする。加えて、河川計画諸元（計画堤防諸元、堤防計画
高、HWL 等）等、設計に関わる基本的な重要条件は明記するものとする。また、施工時に配慮すべき事
項（利水・環境・用地等）や注意事項（地下埋設管、用地境界等）についても施工者に伝達されるよう
わかりやすく明記することが望ましい。
〔解説〕
河川堤防の設計では、設計の際に考慮すべき各種条件を元に堤防形状が設定されており、施工ならび
に維持管理面からもこれら設計条件が重要な事項となる。
CIM 河川堤防モデルの構成として、大きく「地形（現況）の 3 次元モデル」
、「堤防（計画）の 3 次元
モデル」「構造物（計画）の 3 次元モデル」に分けて、更に「3 次元モデル」は形状を表す「3 次元形状
データ」と情報を表す「属性データ」から構成する。

②堤防（計画）の3次元モデル
3次元形状データ：計画堤防形状（位置、高さ等）
付与する属性：堤防材料諸元、道路舗装諸元、
付帯施設の種類・諸元
等

未定稿（ 作成中 ）

③構造物（計画）の3次元モデル
3次元形状データ：樋門・樋管形状（位置、高さ等）
付与する属性：構造物の種類、護岸状況
等

①地形（現況）の3次元モデル

①＋②＋③ ⇒ 改修計画の3次元モデル

3次元形状データ：地形形状（位置、標高等）、現況堤防の形状（位置、高さ）
付与する属性：位置情報、土地利用種別（道路・田畑等）、現況構造物、近接構造物（家屋等）、
用地境界、地下埋設物

出典：産学官 CIM 技術検討会から引用

図-2 CIM 河川堤防モデルの構成例
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（２）モデルの品質（精度及び確度）
CIM 河川堤防モデルでは、堤防の線形（平面、縦断）、横断構成が堤防の基本であるため、基本形状
については、線形計算書等との差異が生じないようにモデルを作成する。また、その他の CIM 河川堤
防モデルに含まれる要素について位置や形状が正確ではないものについては、該当する要素に対して、
位置、形状精度の注釈を属性に記載することが望ましい。
〔解説〕
施工者へのデータ受け渡し情報として、施工に直結する堤防法線形情報（堤防法線、標高情報、堤防
断面構成情報）は、2 次元詳細設計情報と差異が生じないような精度のモデルを作成する。また、埋設配
管などの施工管理用での重要情報も同様な取扱いとする。なお、参照する図面の位置や形状の精度確度
が保障されていないものについては、その旨を明記する。
（３）施設構造モデルの詳細度（作り込み度）
河川堤防モデルにおける、築堤部以外のその他の構造物（護岸、水制及び付帯工（坂路、堤脚水路、
天端工、裏法階段工等））におけるモデルの詳細度は、2 次元モデルの情報を基本とし、3 次元モデル
上では各施設位置を明確に示すものする。なお、構造物の詳細度はあくまでも外形と構造諸元仕様が
わかるレベルを基本とするが、CIM 河川堤防モデルの作成に着手する段階で、その構造物の用途を踏ま
えてモデル作成計画を策定することが望ましい。
〔解説〕
河川堤防に関わる施設構造物は、護岸、水制及び付帯工（坂路、堤脚水路、天端工、裏法階段工等）
未定稿（ 作成中 ）

が対象となり、3 次元モデルでは施工精度に合わせた設置位置を示し、施設構造は外形レベルとし、詳細
諸元は 2 次元情報で対応するものとする。
以上のとおり、大部分は施工時に受け渡しによる手戻りが生じないための必要となる設計データや設
計条件の可視化、その他住民説明のためのモデル作成であり、数量算出や干渉確認、合意形成のための
イメージなど用途に応じて設計対象物の形状や寸法、要素の正確さを使い分けるものとする。
２．２ 2 次元測量成果に基づく 3 次元モデル作成
CIMの本格導入までの移行期間として設計に使用する測量が2次元成果で対応する場合は、それぞれ
の必要条件に応じて3次元モデルを作成するものとする。
〔解説〕
各業務条件に応じて、3次元モデル作成を行う。モデル作成における基本的な考え方を以下に示す。
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表- 1 移行期間における CIM 設計における対応例

段階
１．移行期
間（案）
2 次元測量
成果にお
ける 3 次元
成果作成

測量

設計

施工

ケース
①

a)TS 測量

2 次元設計成果を 3 次元
図化

現況地形（2 次元）、情報化施
工用の基礎データのみ受渡し

ケース
②

b)TS 測量からの 3 次元地形
c)LP データ
d)UAV を用いた測量データ

現況地形＋2 次元設計成
果から 3 次元図化

現況地形及び情報化施工用の
基礎データを受渡し

※現況地形：TS 測量使用も
しくは LP デー
タ使用

モデル作成における留意事項

【ケース①：2 次元設計成果から 3 次元モデル作成】
A) 本ケースの基本は、2 次元測量成果から 2 次元設計を行い、2 次元設計成果から 3 次元
図化を実施。
B) 本ケースの 3 次元図化は、設計成果のみとなり、現況地形をモデル化しない。
C) 堤防の 3 次元設計モデルは 2 次元成果に基づいており、情報化施工への受け渡しデー
タとして課題はない。
D) モデルは、
「線形の 3 次元モデルと横断図を 3 次元的に合成した骨格構造モデル（スケ
ルトンモデル）
」「横断図と平面・縦断線形から作成したサーフェスモデル等の 3 次元
モデル」が想定される。
【ケース②：2 次元測量成果からの 3 次元地形を用いた 3 次元モデル作成】
A) 2 次元測量成果に補完するデータ等を活用して 3 次元地形に変換して、その 3 次元地形
データを用いて 3 次元モデルを作成する。
B) 設計に用いる地形データは、
「TS 測量」に対して、
「b)TS 測量から発生させた 3 次元地
形」
「c)事務所等で取得している航空 LP による補完」
「d)UAV 等での 3 次元計測データ
による補完」が考えられる。b)は縦断方向の間隔が粗い 3 次元データ、c)d)が 3 次元
データとなる。
C) b)は概略の 3 次元形状を把握するレベルであり、c)d)が住民説明会レベルの 3 次元デ
ータとなる。
D) c)の LP データは、入手しやすいデータとしては国土地理院が公開している 5m メッシ
ュ標高があるが、河川付近の微地形を十分に反映できないため、各事務所が取得して
いる 1m メッシュ標高程度のデータが望ましい。
E) なお、d)UAV 等を詳細設計に活用する場合は、マニュアルに従う（UAV を用いた公共
測量マニュアル（案）
）。
F) 図化は情報化施工用を基本に、必要に応じ住民等への合意形成用途が想定され、それ
ぞれの用途に応じて適切な 3 次元モデルを作成する。
未定稿（ 作成中 ）

２．CIM 設
計（案）

・3 次元測量

3 次元によ
る設計

3 次元

・3 次元設計
※情報化施工用の基
礎データ

･現況地形及び情報化施工
用の基礎データを受渡し

A) 3 次元測量成果を用いて設計当初から 3 次元による設計を進める。
B) 施工段階では情報化施工用データを施工区間に応じて加工して用いる。
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【別冊資料】
３．河川堤防モデルの作成
３．１ 地形（現況）の 3 次元モデル
CIM 河川堤防モデル作成に利用する地形（現況）の３次元モデルは、現況地形を表現可能な精度と分
解能をもつデータ（航空 LP、地上 LP、UAV 写真測量等）から作成する。作成した 3 次元モデルには、使
用したデータや作成方法を明記する。
また、地質条件や、土地利用種別、現況構造物、近接構造物、用地境界、地下埋設物などの、設計時に
おける設計条件、重要事項や配慮事項に係る情報を地形（現況）の 3 次元モデルに付与又は外部データ
としての関連付けを行うことが望ましい。
〔解説〕
地形（現況）の３次元モデルは、現況地形を表現できる精度と分解能を持ったデータから作成する。
作成に際して、元にしたデータ、補間方法、データ処理手順などを明記する。
護岸設計や水制工設計などで河床の地形データが必要な場合は、深浅測量や音響ソナー等のデータを
用いて河床や水際の地形（現況）の 3 次元モデルを作成して、陸上の地形（現況）の 3 次元モデルと合
成する。なお、河床地形データの精度が陸上部分の測量と精度が異なることや、河床地形や水際位置が
出水により変化することから、河床の地形データから作成した部分を明確にすることに留意する。
用地境界や地下埋設物等の施工上で重要な情報のうち詳細が不明確な場合は、施工時に確認する旨が
分かるように整理する。また、土地利用種別、現況施設構造物（樋門・水門・堤脚水路等の河川構造物
や周辺家屋等）については、CIMの活用に応じて詳細度を設定するものとする。
設計時における現況地形に係る設計条件や重要事項、配慮事項は、モデル内での見落としが生じない
ように、地形（現況）の 3 次元モデルに付与や関連付けすることが望ましい。
未定稿（ 作成中 ）

＜設計時における現況地形に係る設計条件、重要事項や配慮事項の例＞
・地質情報（地盤改良や鋼矢板護岸等を行う場合等）
・現況構造物、近接構造物、地下埋設物（光ファイバー通信管路等）
・用地境界及び境界杭
・環境情報（重要種や貴重種などの生物情報や文化財、景観重要構造物等）
〔3 次元モデル〕
・地形形状 サーフェスモデル（メッシュ形式、TIN 形式）又は 3D ソリッドモデル
・設計条件、重要事項や配慮事項
・ラスターデータ（例：航空写真、地質断面図、土地利用区分図等）
・ベクターデータ
ポイント（2D,3D）、ポリライン（2D,3D）
、ポリゴン（2D,3D）
、
サーフェスモデル（メッシュ形式、TIN 形式）又はソリッドモデル
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【別冊資料】
【測量成果活用における参考資料】
各段階における設計に必要なデータを表- 2 に示す。また、CIM 設計に用いる測量データのメッシ
ュ間隔については、現況地形が十分に再現できることの検討が必要である（図-3、図-4 参照）。
なお、測量成果から設計への 3 次元データとしての受渡については、
「UAV を用いた測量マニュア
ル」ならびに「LandXML1.2 に準じた 3 次元設計データ・･」に準拠する。
表- 2

設計に必要なデータ（測量成果）

段階

必要なデータ





TS 測量成果 ※座標情報は平面図に含めて記載
TS 測量からの 3 次元地形
LP データ（1m メッシュ標高程度）
3 次元計測

CIM 設計



3 次元測量成果

3 次元による設計

※3 次元設計では、サーフェスデータの測量成果が必要となる。
※地形データのメッシュ間隔は現況地形が十分に再現できるメッ
シュ間隔の検討が必要となる。
※地形データがメッシュデータで提供される場合、ラスターデータ
への変換などの用途を考慮して座標系に沿った並びが望ましい

移行期間
2 次元設計成果の
3 次元図化

未定稿（ 作成中 ）
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【別冊資料】
坂路

堤防

0.5m メッシュの堤防形状

１ｍメッシュの堤防形状

２ｍメッシュの堤防形状

５ｍメッシュの堤防形状

図-3

メッシュ間隔の違いによる地形の再現の違い

※地形データのメッシュ間隔は現況地形が十分に再現できるメッシュ間隔の検討が必要となる。
未定稿（ 作成中 ）

0.5m メッシュの堤防形状

１ｍメッシュの堤防形状

２ｍメッシュの堤防形状

５ｍメッシュの堤防形状

図-4

航空写真をオーバーレイした場合の見え方

※合意形成モデルの鳥瞰イメージでは標高メッシュの地形再現性の差が航空写真で隠される
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【別冊資料】
３．２ 堤防（計画）の 3 次元モデル
（１）堤防
堤防モデルは、堤防線形（平面及び縦断線形）、横断形状など、堤防の基本条件を元に作成する。ま
た、計画高水位や定規断面、断面構成、特殊堤等の堤防機能に係る情報やモデルも追加することが望ま
しい。
なお、堤防モデルに関連する河川土工については別途 i-Construction によるモデルの引き渡し形式
（LandXML 形式）が設定されているので参照すること。
〔解説〕
堤防モデルの骨格は、堤防の横断形状と線形（平面及び縦断線形）である。また、堤防モデルの形状
を決定する根拠になる計画高水位や定規断面などの情報を分かりやすくまとめることが望ましい。
更に、土堤（余盛り高を考慮した施工断面、完成形状）に加えて、天端舗装、法覆工、特殊堤（胸壁
等）など堤防と一体化する構造については、堤防モデルの関連モデルとして作成する。
〔3 次元モデル〕
・堤防
骨格構造モデル（スケルトンモデル）、サーフェスモデル(メッシュ形式、TIN形式)、または、
ソリッドモデル
※堤防線形を表現可能なモデルで作成することないしは、線形情報を別途モデル化することが
望ましい。

未定稿（ 作成中 ）

・計画高水位（H.W.L）
骨格構造モデル（スケルトンモデル）、サーフェスモデル(メッシュ形式、TIN形式)、または、
ソリッドモデル
・計画堤防の関連モデル
骨格構造モデル（スケルトンモデル）、サーフェスモデル(メッシュ形式、TIN形式)、または、
ソリッドモデル
※ 土堤（余盛り高を考慮した施工断面、完成形状）に加えて、天端舗装、法覆、特殊堤（胸壁等）、
堤脚保護工（水路含む）など、堤防と一体化する構造ものを対象とする。
※ 基礎地盤の改良工（地盤改良等）、漏水防止工、ドレーン工などは別途付帯工として作成する。
※ 堤脚水路など坂路が設けられた場合に堤防本体から離れる構造物は付帯工として別に作成する。
※３次元モデルは、各モデルの特徴を踏まえて、骨格構造モデル（スケルトンモデル）、サーフェスモデ
ル、ソリッドモデルから適したものを選択する。
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【別冊資料】
【堤防モデルの作成例】
堤防モデルの作成対象と作成モデルを表-に示す。CIM 移行期間は、2 次元設計図面をもとに 3 次元モ
デルを作成する。
表-3
段階
移行期間

作成対象と作成モデル（堤防モデル）

作成対象


作成モデル

基本は横断測量間隔に応じ

【情報化施工対応】

2 次元設計

た横断図からの 2 次元設計



成果の 3 次

を基にした堤防法線、堤防

元図化

定規形状、余盛等を含む施

した骨格図


工形状の 3 次元モデル（坂
路などの形状含む）

線形の 3 次元モデルと 3 次元的に合成
横断図と平面・縦断線形から作成した
サーフェスモデル等の 3 次元モデル

課題：サーフェスモデルにおける精度（メ
ッシュピッチ。起工測量との整合性）
【その他、住民説明等への活用対応】

CIM 設計



3 次元測量を基にした堤防



横断図と平面・縦断線形から作成した

3 次元によ

定規形状、余盛等を含む施

る設計

工形状の 3 次元モデル（坂

課題：サーフェスモデルにおける精度（メ

路などの形状含む）

ッシュピッチ。起工測量との整合性）
未定稿（ 作成中 ）
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【別冊資料】
骨格構造モデル（スケルトンモデル）のイメージ

中心線形

外形の骨格

サーフェスモデルのイメージ
中心線形

サーフェス

未定稿（ 作成中 ）

図-5 骨格構造モデル（スケルトンモデル）とサーフェスモデルの例（堤防）
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【別冊資料】
（２）護岸工、高水敷
護岸工は高水護岸、低水護岸を対象として、護岸線形（平面及び縦断線形）、護岸の横断形状など、
護岸の基本条件を元に作成する。堤防と同一線形の場合と独立した線形の場合で護岸工の３次元モデル
の作成方法が異なる場合があるため、護岸工の目的や条件を踏まえた上で護岸工の３次元モデルを作成
することが必要となる。
高水敷は低水護岸との関係や計画の縦断勾配等の基本条件を基に作成する。
〔解説〕
護岸工は、高水護岸など堤防線形と同じ線形をとる場合（堤防と一体化した構造）や低水護岸などで
堤防線形とは独立した線形をとる場合（堤防と独立した構造）がある。
堤防と一体化した構造の場合は、計画堤防モデルに護岸工を含めてモデルを作成してもよく、護岸の
範囲や控え厚、規格などの情報から計画堤防モデル内に護岸工モデルを作成する。その場合も護岸とし
て判別できるように、属性を付与しておくことが望ましい。
低水護岸に鋼矢板護岸などを用いる場合、堤防と独立した線形をとる場合がある。その場合は、低水
護岸全体を堤防とは独立したモデルとして作成することが望ましい。護岸工の３次元モデルは、護岸の
規格、平面及び縦断線形からモデルを作成する。

〔3 次元モデル〕
・護岸工（堤防と同じ線形で堤防の一部として取り扱われるもの）
未定稿（ 作成中 ）

骨格構造モデル（スケルトンモデル）、サーフェスモデル(メッシュ形式、TIN形式)、又は、ソ
リッドモデル
※計画堤防モデルと一体化する場合は同種類のモデルで作成することが望ましい。
・護岸工（堤防と独立した線形をとるもの）
骨格構造モデル（スケルトンモデル）、サーフェスモデル(メッシュ形式、TIN形式)、又は、ソ
リッドモデル
※計画堤防モデルと護岸の線形が異なる場合には、護岸工モデルの線形情報を表現できるモデ
ルで作成することないしは、線形情報を別途モデル化することが望ましい。
・高水敷（低水護岸の一部としてモデルを作成）
骨格構造モデル（スケルトンモデル）、サーフェスモデル(メッシュ形式、TIN形式)、又は、ソ
リッドモデル
※各モデルの特徴を踏まえて、骨格構造モデル（スケルトンモデル）
、サーフェスモデル、ソリッドモデ
ルから適したものを選択する。
※護岸の種類やモデル使用用途に応じてモデル作成の詳細度を決定する。基礎工・根固工についても同
様とする。
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【別冊資料】
※コンクリートブロックや自然石等を護岸に用いる場合、個々に作成配置するのではなく、全体外形や
断面構成が分かるようにモデルを作成する。ただし、対象箇所が文化財や景観重要構造物などに指定さ
れている場合は、石の組み方や配置など、石の一つ一つが重要な設計要素となるため、設計や表現目的
に応じて 3 次元モデルを作成することに留意する。
（３）付帯工
付帯工は、坂路や堤脚水路、階段工、基礎地盤の改良工（地盤改良等）、漏水防止工、ドレーン工な
ど堤防モデルに付与されていない構造物について作成する。
線形構造物（坂路や管理用通路、堤脚水路等）は、平面線形や縦断勾配、横断構成を元に作成する。堤
脚水路は、モデルの使用用途に応じて線形情報のみのモデル、細部まで作り込んだモデルを分別し作成
する。
階段工や地盤改良、漏水防止工、ドレーン工などは、設計内容を元に作成する。
その他、距離標やＣＣＴＶ、埋設配管、用地境界杭、管理用設備（進入防止柵や看板等）等の構造物は、
対象とする構造物を設計ならびに工事を行う場合には求められる精度や形状の正確さでモデルを作成す
ることが望ましいが、付帯的な意味合いの場合は、位置情報と属性のみの構成で作成する。
〔解説〕
堤防の付帯工は、坂路や管理用通路、堤脚水路、法覆工、基礎地盤の改良工（地盤改良等）、漏水防
止工、ドレーン工、距離標、CCTV、埋設配管、境界杭、管理用設備等があるが、法覆工など堤防と同一
のモデル内に作成したほうが効率的なものがある。ここでは、堤防と分離する付帯工を対象にモデル作
未定稿（ 作成中 ）

成を行う。
モデル作成に際しては、坂路や管理用通路、堤脚水路、埋設配管など固有の線形情報を有するものか
ら、地盤改良工や階段工などの構造物、距離表や CCTV などの点的構造物など、構造物の種別に応じて
適切なモデルを作成することが効果的である。
モデルの精度や形状の正確さについては、坂路など付帯構造物などは正確に表現することが望ましい
が、堤脚水路（標準規格品）や埋設配管、距離標、CCTV など位置が表現されていればよいものに関し
ては、モデルの使用用途に応じて簡略な表現を行ったほうが効果的である。
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【別冊資料】
〔3 次元モデル〕
・坂路、管理用通路
骨格構造モデル（スケルトンモデル）、サーフェスモデル(メッシュ形式、TIN形式)、又は、ソ
リッドモデル
※計画堤防モデルと一体化する場合は同種類のモデルで作成することが望ましい。
※線形情報を表現できるモデルで作成すること又は、線形情報を別途モデル化することが望ま
しい。
・堤脚水路
ポリライン（2D,3D）、骨格構造モデル（スケルトンモデル）、サーフェスモデル(メッシュ形
式、TIN形式)、または、ソリッドモデル
※線形情報を表現できるモデルで作成すること又は、線形情報を別途モデル化することが望ま
しい。
・階段工
骨格構造モデル（スケルトンモデル）、サーフェスモデル(メッシュ形式、TIN形式)、または、
ソリッドモデル
※ 計画堤防モデルと一体化する場合は同種類のモデルで作成することが望ましい。
・地盤改良工、漏水防止工、ドレーン工
骨格構造モデル（スケルトンモデル）、サーフェスモデル(メッシュ形式、TIN形式)、または、
ソリッドモデル
※ 計画堤防モデルと一体化する場合は同種類のモデルで作成することが望ましい。
未定稿（ 作成中 ）

・埋設配管、距離標、CCTV、境界杭、管理用設備等
ポイント（2D,3D）、ポリライン（2D,3D）、ポリゴン（2D,3D）、サーフェスモデル（メッシュ
形式、TIN形式）またはソリッドモデル
※図形に対して内容が分かるように属性を付与する（例：プロパティへの記載やshapeファイル
形式等）
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【別冊資料】
【護岸・付帯構造モデルの作成例】
護岸及び付帯構造物モデルの作成対象と作成モデルを表-に示す。CIM 移行期間は、2 次元設計図
面を基に 3 次元モデルを作成する。
表-4
段階
移行期間

作成対象と作成モデル（護岸及び付帯構造物モデル）
作成対象



作成モデル

のり覆工、基礎工、根固工

【線形構造物】

2 次元設計

等の護岸と漏水防止工やド

※基礎工、堤脚水路等

成果の 3 次

レーン工等



元図化




元的に合成した骨格図

側帯、坂路、階段工、堤脚


水路等の堤防付帯施設

線形の 3 次元モデルと横断図を 3 次
横断図と平面・縦断線形から作成し
たサーフェスモデル等の 3 次元モデ

樋門・樋管等の構造物

ル
【面的構造物】
※のり覆工、階段工等


堤防モデルが骨格図の場合は横断図
に記載や範囲をモデル化



堤防モデルがサーフェスモデル等の
3 次元モデルの場合はサーフェスモ
デルに反映

未定稿（ 作成中 ）

【樋門・樋管等】


樋門・樋管の範囲が分かるような簡
易な 3 次元モデルで表現
※堤防設計後に改築するため樋門・
樋管の影響範囲を示すことが必要

CIM 設計



3 次元によ

作り込みの度合いに応じた 3 次元モ
デルを作成

る設計
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【別冊資料】
骨格構造モデル（スケルトンモデル）のイメージ
樋門、樋管の範囲が
分かるような簡易な
モデル
※図中にはイメージ
として樋門モデルを
記載
面的構造物の
範囲
例）護岸

線形構造物の線形
の 3 次元モデル
例）水路

詳細構造は断面図
に記載
例）水路

サーフェスモデルのイメージ
未定稿（ 作成中 ）

樋門、樋管の範囲が
分かるような簡易な
モデル
※図中にはイメージ
として樋門モデルを
記載
面的構造物の範
囲をサーフェス
モデルに反映
例）護岸

線形構造物の線形
の 3 次元モデル（サ
ーフェス）
例）水路

図-6 骨格構造モデル（スケルトンモデル）とサーフェスモデルの例（付帯工）
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【別冊資料】
（４）土工および仮設工モデル
土工モデル化は、i-Construction で定められた仕様でモデル化ならびにファイル作成を行う。
〔解説〕
土工モデルは、情報化施工等の ICT 技術を活用した i-Construction で定められた 3 次元データ交換標
準に従いモデル化やファイル作成を行う。


LandXML1.2 に準じた３次元設計データ交換標準（案）ver1.0 平成 28 年 3 月



LandXML1.2 に準じた３次元設計データ交換標準の運用ガイドライン（案） 平成 28 年 3 月

（５）仮設工モデル
仮設工モデルは、設計段階から施工段階へ 3 次元モデルを用いて設計意図の伝達を図る必要がある場合
に作成する。
〔解説〕
仮設工は、施工段階で改めて検討する場合が多く、設計段階の仮設工は工事を発注するために実施可
能な工法で積算する側面があるため、施工段階でモデル化するほうが効果的な場合がある。特に施工ス
テップは、工事発注の区間や期間、施工方法などでも変化するため、設計段階よりも施工段階で作成し
たほうが効果的である。
〔3 次元モデル〕

未定稿（ 作成中 ）

・仮設工
骨格構造モデル（スケルトンモデル）、サーフェスモデル(メッシュ形式、TIN形式)、または、ソリッ
ドモデル
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【別冊資料】
骨格図のイメージ

線形構造物の線形
の 3 次元モデル
例）仮締め切り工の
中心線形

外形の骨格

サーフェスモデルのイメージ

未定稿（ 作成中 ）

中心線形

サーフェス
図-7 骨格構造モデル（スケルトンモデル）とサーフェスモデルの例（仮設工）
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平成 27 年度報告

【別冊資料】
（６）情報化施工を考慮したモデル
情報化施工への対応として、情報化施工段階で作成するデータの基礎となるように、各構造物の基
準となるデータ（例えば、基準点や堤防線形、横断形状、低水護岸工の線形や横断形状）は CIM 河川
堤防モデルに含めることとする。
土工モデルについては、i-Construction の３次元設計データ交換標準（案）に沿って作成する。
〔解説〕
情報化施工で用いられるデータは、施工管理用（出来形管理）と施工用データ（マシンコントロール
又はマシンガイダンスによる建設機械施工に用いるデータ）に大きく分けられる。施工管理用データは、
線形計算書、平面図、縦断図及び横断図から土工の仕上がり形状の 3 次元データを作成したもので、
「堤
防線形(平面線形、縦断線形)」
、
「横断形状」で構成される。施工用データは、マシンコントロール又はマ
シンガイダンスに用いられるためのデータで、
「基準点ファイル」
「座標点ファイル」
「路線ファイル」
「TIN
ファイル」等から構成され、施工種別や用いる機器別に必要なデータを作成することになる。
これらの情報化施工用のデータは、施工段階で用途や使用機器に応じて適宜作成する必要があり、設
計段階で作成するより施工段階で作成する方が効率的である。
したがって、施工段階で効率的にデータを作成するために必要なデータを詳細設計段階における CIM 河
川堤防モデルに含めることが望ましい。
〔施工管理に係るガイドライン、要領〕
TS・GNSS を用いた盛土の締固め管理要領(国土交通省、平成 24 年 3 月)
未定稿（ 作成中 ）

TS を用いた出来形管理要領(土工編)( 国土交通省、平成 24 年 3 月)
〔施工用データに係るガイドライン、要領〕
MC（又は MG）施工における出来形管理運用（試行案）
（国土交通省関東地方整備局、平成 27 年 2 月）
〔i-Construction に係るガイドライン、要領〕
LandXML1.2 に準じた３次元設計データ交換標準（案）ver1.0（平成 28 年 3 月）
LandXML1.2 に準じた３次元設計データ交換標準の運用ガイドライン（案）
（平成 28 年 3 月）
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【別冊資料】
４．属性情報の付与
（１）属性情報
属性情報は、3 次元形状データのそれぞれの要素が意味しているものを判別又は補足するための情報
である。属性情報は、識別 ID、項目、内容等から構成する。
〔解説〕
3 次元形状データ単体ではその形状が何を意味しており、どのような内容なのか判別することができな
い。2 次元の CAD 図面では、CAD 製図基準で線が持つ意味や格納方法などの作図のルールを定めてい
るが、3 次元形状データは現段階でルール化や標準フォーマットが定まっていない。
なお、基本的な考え方は、3 次元形状データに固有の識別 ID を付けて、ID に対応する項目と内容か
ら構成されることとなる。
（２）属性情報の付与形式と 3 次元形状モデルの作成の考え方
属性情報は、モデル内に全て格納する形式や、モデル内には固有の識別 ID のみを付与して詳細は外
部参照ファイルを参照させるようなリンク形式などがあり、モデルのファイルサイズなどの運用のしや
すさを考慮して適当な形式を選択する。
なお、3 次元形状データの作成に際しては、付与する属性情報を踏まえた 3 次元形状データの作り方
やモデルの分け方を考慮して作成することが効果的である。
〔解説〕
ID、項目、内容から構成される属性情報をモデルに付与する形式は以下の 2 つに大きく分けられる。
①モデル内に全て格納する形式
未定稿（ 作成中 ）

利点：属性情報が少ない場合にデータの受け渡しの確実性に優れている
欠点：属性情報（特に内容）が増加するにつれファイルが肥大化して取り扱いが難しくなる
例）モデルのプロパティ情報
※ファイル形式に付随するプロパティ情報は、ファイル形式ごとに格納できる内容が異なるた
め注意が必要である。また、データの受け渡しの際に、受け取る側が同じ環境ではないことも
あるため、他のソフトウェアで開いた際に属性情報が正常に受け渡されることを確認すること
や事前に受け渡しの中間フォーマットを協議することが望ましい。
②モデル内には固有の識別 ID のみを付与して項目や内容は外部のテキストファイル等に格納し、それぞ
れのファイルを識別 ID で紐付ける形式
利点：情報は外部ファイルに保存されているため項目や内容が増加しても3次元形状モデルのフ
ァイルサイズは大きくならない
欠点：3次元形状モデルと項目や内容を別ファイルで管理するため、両方のファイルを紐付ける
識別IDの設定が必要である。また、3次元形状モデルを分割する場合など、新たに図形の
識別IDが発生した場合に、改めて外部ファイルも修正する必要がある。
例）モデルのプロパティ情報に識別IDと基礎的な項目や内容（設計施工に共通の属性）を入力
し、項目と内容はテキスト形式などの外部ファイルで管理する。外部ファイルにリンク先を埋
め込むことも想定される。
・モデル：識別ID情報、設計施工で共通する基礎的な属性（内容や項目）を記載
・外部ファイル：項目、内容、リンク先等を記載
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【別冊資料】
参考例

CIM モデルの作り込み例
モデル要素の
細かさ

イメージ

要素の幾何的な位
置や含まれる情報
の程度

レ
ベ
ル
D1
相
当

１
０
０
相
当

レ
ベ
ル
D2
相
当

２
０
０
相
当

レ
ベ
ル
D3
相
当

景観検討などでは製作図レベルの表面 テ
クスチャが重要視される場合がある。 た
だし見えない部分は必要とされない。

未定稿（ 作成中 ）

レ
ベ
ル
D4
相
当

３
０
０
相
当
３
５
０
相
当

４
０
０
相
当

2016.1.15.
- 22 -

CIM 技術検討会

平成 27 年度報告

【別冊資料】
①河川 WG における検討成果

その２

CIM 河川堤防モデル活用ガイドライン（施工編）骨子（案） Ver0.50
一般社団法人 日本建設業連合会

本 CIM 河川堤防モデルガイドライン（施工編）骨子（案）は、CIM(Construction Information
Modeling/Management)の考え方を用いて、設計側で作成された河川構造物のモデル・データを、
施工会社が施工時に活用することを目的に、その考え方、手法などをまとめたものである。
1.

事前準備
設計側で作成されたモデルを受領した際には、そのモデルに応じたソフトやビューアーを用いて、設

計図書等との不整合がないか確認し、不備がある場合には事前に協議し、修正などが発生する場合には、
その方法・費用負担を誰が負担するか明確にする。
併せて、次工程への利用にあたって、発注者から点検・維持管理の観点にて施工時の属性情報として
モデルに入れる、もしくはモデルを新たに作成する指示が合った場合には、事前協議を実施し、係る費
用などを明確にする。
(1) 地理座標系・単位
設計側で作成され受領したモデル座標系を確認し、モデル図面において使用する座標系は世
未定稿（ 作成中 ）

界測地系、使用する単位系はｍ(メートル)に統一する。
CIM 河川堤防モデルガイドラインでは世界測地系で作成することにしている。また、使用す
る単位は実寸(スケール 1:1)のｍ(メートル)単位となっている。施工においては、座標系及び単位
を確認する。
(2) CIM３次元モデル構造物の確認
実施工にあたり設計段階で作成されたモデルの構造物とその詳細度を確認し、施工で利用で
きる内容に不備がないことを確認する。
なお、現況地形や現況構造物等については、施工段階でより詳細なデータが得られた場合に
は、詳細度の違いによるモデルの整合性を協議し、差し替えを行うものとする。
施工段階へのモデル活用においては、設計段階での詳細度を確認した上で活用する。
設計段階で作成されたモデルの現況地形に関しては、草木などの障害物により、施工側で利
用が困難な詳細度となっているなど、現況地形がそれほど正確に反映されていない可能性が高
い。その場合は、草木の伐採など障害物の撤去後に、施工者側にてレーザースキャナ等を用い
て取得した地形データを効率的に活用する。
また、掘削土量等の算出については、現在試行事業で進められている数量算出要領の検証及
び検討状況を踏まえ、対応を検討していくものとする。
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【別冊資料】
2.

3 次元モデルの活用・更新
施工者は、設計段階で作成された３次元モデルを、情報化施工や可視化、施工計画、合意形
成などや施工管理のツールとして、円滑な施工や生産性向上を図ることを目的に、適宜検討し
て活用する。活用に際しては、その目的に応じた形式に更新、修正する。
また、設計段階で作成され、受領した３次元モデルに詳細に表現されていない構造物や部位
については、２次元図面を活用する。
施工者は、設計段階で作成されたモデルを生産性向上や施工管理ツールとして活用する。
設計段階で作成されたモデルを土工事における情報化施工へ活用する場合には、前述したよう
に現況地形が正確に反映されていない可能性が高いので、事前にその詳細度、精度を確認の上で
活用するとともに、情報化施工に際してその詳細度、精度が不足すると思われる場合には、施工
者側でレーザースキャナ等を用いて地形データを更新して３次元モデルを活用する。
また、３次元での見える化等により地元協議や施工計画に活用することが効果的であることが、
試行工事で確認がされている。これらへの活用にあたっては、円滑な施工や生産性向上が図れる
かを、適宜検討を行い活用する。
設計段階で作成され、受領した３次元モデルには、水門・樋門や護岸、堤脚水路、天端構造な
どの構造物や各種構造物の配筋構造等が詳細に表現されているわけではないので、２次元図面を
活用する。

3.

3 次元モデルの施工情報の付与

未定稿（ 作成中 ）

施工段階においては、発注者（維持管理者）の指示の下で、設計段階で作成されたモデルに
各種の施工段階での属性情報を付与する。施工段階で設計モデルの変更が必要となった場合に
は、発注者の指示の下でモデルを変更する。

次工程の設備工事や舗装工事、点検等を含む維持管理段階の有効な情報があれば、発注者指示
の下で、施工時に取得する方法や属性設定の内容を検討し属性として付与する。リンク情報とし
て登録するか、モデルのプロパティ情報として登録するかは、発注者と協議で決めるものとする。
施工段階の情報の付与は従来の管理手法で作成している項目（国土交通省土木工事共通仕様
書：共通編記載の「記録及び関係書類」等）とし、データのとりまとめ方法についても従来の帳
票等を利用することを原則とする。
３次元モデルに属性情報を付与する項目によっては、設計段階で作成し受領した３次元モデル
を変更する必要があるため、早期の段階で付与する項目や納品形態等を発注者と協議することが
望ましい。
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【別冊資料】
4.

２次元図面の活用

施工段階で活用する３次元モデルは、すべての構造物が３次元モデルで詳細に表現されているわけでは
ない。たとえば、水門・樋門や護岸、堤脚水路、天端構造などの構造物や各種構造物の配筋構造などは、
従来通り２次元図面を活用しながら施工管理を行う。
5.納品形態・利用方法
施工段階で、属性情報を付与したモデルは、情報の一元化が図られる。そのため、当面、竣工時に契
約図書とは別に参考データとして、発注者の指示の下、次工程（設備・維持管理）の段階で利用される
施工段階で属性情報を付与したデータを提出する。
（納品形態については、事前に発注者と打ち合わせて
決定する。
6.その他
出来形の確認においては、従来は主に出来形管理断面での管理であったが、３次元スキャナー等によ
る計測データと設計段階で作成された３次元モデルとを比較することで、より全体的な出来形状態を確
認することができるとともに、出来形状態確認の迅速化・高度化を図ることができる。
３次元データによる出来形管理については、その管理断面や管理部位、管理値等を今後検討する必要
がある。
■日建連からの提案
・モデル活用ガイドラインの位置づけと費用負担の考え方（案）
「活用」とは、
「発注者（国土交通省）
」の展開する「CIM システム」フローの施工段階において、
「施
未定稿（ 作成中 ）

工者」が「発注者（国土交通省）
」から受領した「CIM モデル」を施工の生産性向上（３次元による見え
る化、施工計画、合意形成なども含む）や品質向上のために「活用」することを言う。これは、
「施工者」
の負担により行う。維持管理段階として必要な目的で、施工段階での属性情報を付与することで、モデ
ルの変更等が発生する場合は、その費用を「発注者（国土交通省）」が負担する。

「CIM 導入ガイドライン」の策定に際しては、「用語の定義」や「モデルの位置づけ」等とともに、
「発
生する費用負担」等も、明記するようにしてはどうか？
以上
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【別冊資料】
②ダム WG における検討成果
2015.12.7

CIM ダムモデル活用ガイドライン作成の留意点
一般社団法人

日本建設業連合会
ダム CIM-WG

１．はじめに
施工者は維持管理者（発注者）の指示の下で、以下に示す適用範囲について 3D モデルを作成する
とともに、施工の進捗に合わせて生成される情報（属性情報）を 3D モデルに関連付けて登録し、 維
持管理初期モデルを作成する。
２．本ガイドラインで対象とするダム本体及びその付帯構造物の適用範囲
(1)ダム種類の選定（コンクリートダム and フィルダム）
(2)モデル化の対象範囲
ダム本体・堤体周辺（張出し構造部等、減勢工、越流部・放流管部、取水設備） 堤体内部（堤体埋
設物、通廊、エレベータシャフト、堤内仮排水路、パイプクーリング） 湛水池周囲（周回道路(ト
ンネル、橋梁上部工・下部工)、道路付帯設備） 原石山（地質系、掘削管理） 岩盤（カーテングラ
ウチング、コンソリデーショングラウチング） 施工時に必要な地質情報、地形（地表面）情報、自
然環境情報
３．3D モデルの作成

未定稿（ 作成中 ）

⇒工種共通部分のモデル作成ルールについては、ゆくゆくは統一すべきである。
(1)事前準備
・地理座標系・単位（世界測地系、メートル）
・現況地形に用いるデータ（国土地理院 5ｍメッシュ標高が基準？）
・現況地質に用いるデータ（地層断面図及びパネルダイヤグラムによるサーフェスモデル）
(2)3D モデル作成にあたっては、施工段階で利用することを念頭においた形状やブロック割とする。
・ダム本体におけるモデルの細分化の方法は、コンクリートダムとフィルダムで異なる。
・設計図面に反映された改良範囲や使用材料や品質管理等のゾーニング分けは必要である。
・3D モデルの LOD の検討が必要。
・詳細な構造は正式な発注図面（2D 図面）を参照する。
・3D モデルは 2D 図面から作成した副次的なデータである。
・属性情報管理を主眼としたモデル化とする。（本当にこれでよいか？）
⇒最近はダム本体のリニューアル工事が始まり、その施工計画のために過去の施工状況を知りた
いという要求が受発注者ともに高い。特に、見えなくなっているダム本体の内部構造や岩着部分
等の地質情報については、空間的位置を正確に描く必要がある。
(3)地質モデル、地形（地表面）モデルは、『CIM トンネルモデル作成ガイドライン』に準拠して整
合性を図る。
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(4)周回道路や排水路のトンネル部については、
『CIM トンネルモデル作成ガイドライン』に準拠して
整合性を図る。
(5)周回道路の橋梁部については『CIM 橋梁モデル作成ガイドライン』に準拠して整合性を図る。
(6)付帯設備のうち、コンクリート構造物は、『橋梁下部工モデル作成ガイドライン』に準拠して整
合性を図る。
(7)維持管理の観点から、要求される精度があれば見直す。
４．3D モデルの変更（削除、追加、改訂）と属性情報の登録
(1) 施工段階において作成された 3D モデルに各種の属性情報を登録する。
・3D モデルと属性情報を関連づける方法を、次工程の設備工事や維持管理段階を想定して、検討す
る必要がある。属性情報の格納方法、格納先、データフォーマット等。
・3D モデルに直接埋込む方法か、外部フォルダ／ファイルにリンクする方法か。
(2) 設計変更に伴う 3D モデルの変更（削除、追加、改訂）は、前記第３章に従って施工者が責任
を持って実施する。
(3) 施工段階における設計変更内容については、維持管理計画を立案する場合の参考になるので、
その協議の記録を属性情報として蓄積する。
(4) 属性情報管理については、施工段階で新たに追加登録した設計変更情報や施工情報であること
がわかるような管理が必要である。
(5) 施工期間が長いため、情報の散逸を防ぐ目的で、適宜、作成した 3D モデルと施工情報の確認を
行う。

未定稿（ 作成中 ）

(6) 3D モデルに登録した属性情報が故意または過失で書き換えられないようなセキュリティ対策や
データの更新記録などの対策も講じる必要がある。
(7) 維持管理では、日常点検で活用する情報と有事（災害時、補修時など）に必要となる情報を区
別する方向で検討が進んでいる。施工段階で属性情報を登録する場合には、情報検索性を考慮し
た登録方法の検討が必要。
５．施工段階における属性情報の種類
施工段階の属性情報は従来の管理手法で作成している項目とし、データのとりまとめ方法につい
ても従来の帳票等を利用する。
(1) 取り扱う属性情報は、
「国土交通省土木工事共通仕様書(案) 〔H27.4〕 、第１編 1-1-23 施工
管理」に規定する土木工事の施工管理によって派生する情報のうち、同書に記載されている「規
格値の基準」に基づいて管理された情報を基本とする。
⇒属性情報として登録すべき必須項目は、土木工事共通仕様書類の「規格値の基準」となるが、
それ以外の維持管理に活用する可能性の高いものは付加する必要がある。
(2) 施工管理には、工程管理、出来形管理、品質管理が含まれる。
(3) 工事写真は、写真管理基準(案)により撮影し保管する。現場検査に直接関わらない写真であっ
ても、各工事の施工段階及び工事完成後明視できない箇所についてはきちんと撮影する。
(4) 情報化施工（ダム本体、原石山掘削、プラント稼働等）については、施工時点のデータを 3D
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モデルに登録する。
（取得生データにするか、施工管理用に加工したデータとするかを検討）
⇒ダム本体の施工には、昨今、情報化施工技術が多用されているが、それらは建設会社各社で特
徴的であるため、データの相互互換はないと考えてよい。3D モデルの形状を検討することと並行
して、情報化施工により取得される属性情報（施工履歴、品質管理）をどのように保管していく
かの検討も必要である。
(5) 維持管理段階で、調査／計画／設計段階の情報を知っておきたいという要望がある。
・設計条件、設計思想、当時の受発注者要望事項等。
・維持管理に活用する可能性の高いものを洗い出し、選別する必要がある。
６．2 次元図面の取り扱い
施工段階での 3D モデルは施工管理に必要な最低限の形状を表しており、あくまでも副次的な
データとして取り扱う。詳細な構造は正式な発注図面（2D 図面）を参照する。
⇒・現時点では BIM のように 3D モデルから設計図面を作成しているわけではなく、形状モデルは
ともかく旗立てや寸法、注釈などは別途、マニュアルで加工しているため、リンクできている情
報とリンクできていない情報がある。
・現状では〔竣工図書の情報量〕＞〔3D モデルの情報量〕となっているため、「正」は 2D 図面
が含まれる竣工図書であり、CIM モデル（3D モデル+属性情報）は副次的な扱いとなろう。ただし、
3D モデルの正確性（空間的位置、寸法）は損なわない。
７．CIM モデルの納品について【今後、要検討】

未定稿（ 作成中 ）

(1) 施工段階で CIM モデル（3 次元モデル＋属性情報）と竣工図面との整合性をチェックした上 で
納品することが必要である。したがって、施工段階で何をどうチェックして OK であったという、
チェックリストと検証記録が必要である。
(2) 施工段階で情報を登録したモデルは、情報の一元化が図られている。そのため、竣工時の納品 デ
ータは、次工程（設備・維持管理）のフェーズで利用されることを考慮し、誰が見てもわかるよ
うなファイル構成とすることが望ましい。
(3) 納品形態については、今後の検討課題とする。既にルール化されている電子納品運用ガイドラ
イン（案）
【土木工事編】との関係についても整理する。
(4) 維持管理段階での追加記載ができるように、点検項目については、始めに管理用の項目を設定
しておく。
⇒ OCF を中心に、今後モデル交換の方法や利用方法を検討していく必要がある。施工モデルをど
のような形で発注者が受け取れるのか、また、発注者が受け取ったデータをどのように効率的に
維持管理に利用するかについては、議論を深める。
⇒ データ交換の標準化は将来的には不可欠であるが、CIM の普及展開を加速するためには現時点
ではある程度アプリケーション依存型のデータ交換とするしかない。アプリケーション間でのデ
ータ交換を当面はうまく運用でカバーしていくことになる。
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③橋梁 WG における検討成果

その１（鋼橋）

この橋梁モデル作成ガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）は、詳細設計段階にて、
CIM(Construction Information Management)の考え方に基づき作成する橋梁モデルの考え方、作成項目
と作成仕様などをまとめたものである。
【解説】
この橋梁モデル作成ガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）は、詳細設計段階にて、
CIM(Construction Information Management)の考え方に基づき作成する橋梁モデルの考え方、作成
項目と作成仕様などをまとめたものである。
ガイドラインの目指す目標は、次の通りである。
◆詳細設計段階
従 来の 2 次元 では設 計や 照査をす ること ができ ない（又 は、困 難な） 設計条件 につい て、
CIM(Construction Information Management)の考え方を用いて可視化を行う事で設計品質の向上を
図るとともに、設計照査の高度化を目指すものである。
◆施工・工場製作段階
詳細設計段階にて可視化した設計条件を踏まえ、施工・工場製作にて着手時に行う設計照査の省力
化と施工・工場製作の効率化を目指すものである。
未定稿（ 作成中 ）

◆橋梁 CIM モデルの考え方
・橋梁 CIM モデルの構造
橋梁 CIM モデルの構造を次に示す。

図

CIM モデルの構造
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表

橋梁 CIM モデルの構造

橋梁 CIM モデルの構造

No.

備考

1

A.線形

道路中心線形 ※1, 2

2

B 線形形状（土工形状）

横断面 ※1, 2

3

C.地形

国土地理院 5,10m メッシュ
実測平面図（1/200~1/500 相当）

D.構造物

設計対象構造物

E.仮設物

仮設

5

F.地質

地質調査報告書（柱状図）

6

G-1.地表（広域）

1：25,000～1/50,000 相当

G-2.構造物（広域）

1：25,000～1/50,000 相当

G-3.航空写真（広域）

適宜

4

※1 LandXML1.2 に準じた 3 次元設計データ交換標準（案）H26.2
※2 TS を用いた出来形管理要領（土工編）H24.3
◆橋梁詳細設計成果と橋梁 CIM モデルの関係
表
設計
種別

設計項目

縮尺

適用

未定稿（ 作成中 ）

設計図

橋梁詳細設計
※3

成果物

橋梁設計成果物※ 3

橋梁位置図

1:25000~1:50000

市販地図等

一般図

1:50~1:500

線形図
構造一般図
上部工構造詳細図

適宜
1:50~1:100
1:20~1:100

橋種・設計条件・地質図ボーリング
位置等を記入
平面・縦断・座標

下部工構造詳細図
基礎構造詳細図
架設工詳細図

1:20~1:100
1:20~1:100
適宜

主桁・横桁・対傾構・主構・床組・
床版・支承・伸縮装置・排水装置・
高欄防護柵・遮音壁・検査路等・製
作キャンバー図・PC 鋼材緊張順序
等施工要領
橋台・橋脚等
杭・ウィル・ケーソン等
仮締切・土留・仮橋等

数量計算

数量計算書

-

報告書

設計概要書
設計計算書

-

線形計算書

-

施工計画書

-

施工方法・特記事項等

その他参考資料等

-

検討書

設計業務等共通仕様書 第 6 編 道路編 第 8 章
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表 橋梁設計成果物 対 橋梁 CIM モデル（橋梁詳細設計）
設計項目
設計図

成果物
橋梁位置図

C.地形

縮尺
1:25000~1:50000

一般図
線形図
構造一般図
上部工構造詳細図
下部工構造詳細図

A.線形
D.構造物
B 線形形状（土工形状）

道路中心線形 ※1, 2
LOD 300
横断面 ※1, 2

D.構造物

LOD 300

D.構造物
E.仮設物

LOD 300
LOD 300

基礎構造詳細図
架設工詳細図

適用

◆地理座標系・単位
作成するモデル・図面において使用する座標系は世界測地系、使用する単位系はｍ(メートル)に統
一する。
【解説】
作成するモデル及び図面において使用する座標系は、公共測量作業規程の準則に規定された、平面
直角座標系に規定する世界測地系（測地成果 2011）の直角座標とし、標高は日本水準原点を基準とす
る高さとする。
単位系は国際単位系(SI)を利用し寸法はｍ（メートル）に統一する。設計の各段階では、次に示す精
度に注意して要求される精度を確保するものとする。
未定稿（ 作成中 ）

表 設計の段階と縮尺・地形データ精度
設計段階
概略設計

予備設計、

縮尺（標準偏差）

地形データ精度

1/5000 レベル、(5m 以内)

地理院の 10m メッシュ標高(全国)

1/2500 レベル、(2.5m 以内)

地理院の 5m メッシュ標高(一部)

1/1000 レベル (1m 以内)

地理院の 5m メッシュ標高では精度が不足
するため、必要な箇所について 10cm レベ

詳細設計

ルのレーザ計測、TS 測量、写真測量計測
で補完する必要がある。
1/500 レベル （50cm 以内）
1/200 レベル （20cm 以内）
1/100 レベル （10cm 以内）
・平面直角座標系は、平成 14 年国土交通省告示第 9 号に規定する
・日本水準原点は、測量法施行令(昭和 24 年政令第 322 号)第 2 条第 2 項に規定する
・実測縦横断図での理想は 1/100 レベルで 10cm 以内の誤差が要求される
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◆設計条件
■前提条件
(1)橋梁諸元
・道路規格：第 4 種第 3 級 V=60km/hr（側道）
・有効幅員：9.000m
・上部工形式：鋼 4 径間連続非合成箱桁 橋長：132.700m
・下部工形式：逆 T 式橋台：2 基（中堀 SC+PHC 杭φ800）
小判形壁式橋脚：3 基（中堀 SC+PHC 杭φ800）
・架設工法：トラッククレーン＋ベント式工法架設
(2)橋梁詳細設計項目における橋梁 CIM モデルの分類
◎(MUST)
橋梁 CIM モデルを用いなければ判断できない。※2 次元図面より、技術者の頭の中で考えるものはこ
れに該当する。2 次元図面にて判断条件を明示できていないもの。
・路線・線形条件：線形検討
例：カーブ部分の視距確認
・交差条件：高圧電線が横断する高架橋の離隔確認
例：新設高架橋の上空を高圧電線が横断しているため離隔を確認
・周辺環境条件：点群データを活用した支障物件の確認
例：橋梁の架け替え時に既存の高架橋や、民家などとの取り合いを確認
・周辺環境条件：日照状況の確認

未定稿（ 作成中 ）

例：高架橋などの新設構造物が計画された際、既設民家に対しての日照確認
○(SHOULD)
橋梁 CIM モデルを用いて判断した方がよい。
・河川条件：堤防計画高の確認
例：潮位の変化による計画堤防高の確認
△(OPTIONAL)任意に作成する橋梁 CIM モデル
当該項目の判断条件にはならない（又は、できない、不必要）
。
表

設計条件
橋梁詳細設計項目
1
2
3
4
5
6
7

路線・線形条件
交差条件
河川条件
荷重条件
材料条件
耐震設計条件
周辺環境条件

確認方法

必要とする詳細度 等

図面

設計計算書等

橋梁 CIM モデル

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
△
△
△
◎
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◆地形及び地質概要
・地形
トンネルのモデル作成に利用する地形データは、国土地理院 10m メッシュ標高を基準とする。坑口
や近接構造物など、精度が必要とされる場合は、レーザプロファイルデータなど詳細な地形データを
利用する。
【解説】
国内で利用可能な地形データは、国土地理院が公開している「国土地理院 5m メッシュ標高」
、「国
土地理院 10m メッシュ標高」が利用できる。ただし基本的に国土地理院 5m メッシュ標高は、都市域
以外が未整備であることに注意。また、測量時期や測量機関の違いにより一部の箇所で標高値や属性
が隣接データと整合していない場合があることに留意する。
表 国土地理院のメッシュ標高の概要
種類
5m
メッシュ
10m
メッシュ

ファイル
単位

作成方法
基本測量
公共測量
基本測量

航空レーザ測量

3次
メッシュ

写真測量
火山基本図の等高線
基本測量
地形図の等高線

2次
メッシュ

主な整備範囲
都市域等
河川流域等
都市域周辺等
26 火山のみ
全国

精度
水平
高さ
1m
0.3m
1m
0.3m
1m
0.7m
※4
2.5ｍ
※1
5.0ｍ

なお、メッシュ標高を利用した CIM 及び図面を利用した書籍を刊行する場合や、インターネットで
公開する場合は、測量成果の複製の承認を得る必要があることに留意※ 5する。
未定稿（ 作成中 ）

◆道路の設計と地形測量の精度
道路の設計では、地形図・地質図、縦横断勾配を参照しながら、中心線決定、工事に必要な縦横断
設計及び小構造物の設計を行う。用地測量は、TS 手法により実測で行う。
地形測量の精度は、設計の各段階で異なり、一覧表にまとめたものを次に示す。橋梁の計画・設計
の前にはこの手順で道路の設計が行われる。各設計段階に対して、測量方法、縮尺はこの様に決めら
れている。
表 設計段階の地形測量の精度
設計段階

※4
※5

目的

測量方法

地形図縮尺

道路概略設計

ルート決定

航測
または市販地図

1/5000、1/2500

道路予備設計 A,B

A,B 中心線の決定
B
用地幅決定

航測又は実測平面
B 実測縦横断図

1/1000

道路詳細設計

（用地幅決定）
工事数量算定

実測平面
実測縦横断図

1/500 または 1/1000

橋梁予備・詳細設計

橋梁形式決定、
工事数量算定

実測平面図（TS）

1/100～1/500

基図の精度による。火山基本図は 1/5000 及び 1/10000、地形図は 1/25000
「国土地理院／複製・使用承認申請から承認までの流れ」 http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-flow.html
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【別冊資料】
表 地形及び地質概要
確認方法

必要とする詳細度 等

図面

設計計算書等

橋梁 CIM モデル

1

地形・地質

◎

◎

△

2

地盤定数の設定

◎

◎

△

3

支持層の設定

◎

◎

△

4

地盤種別の判定

◎

◎

△

応力解析を除く

5

液状化の判定

◎

◎

△

応力解析を除く

6

圧密沈下の判定

◎

◎

△

応力解析を除く

7

斜面の安定解析

◎

◎

○

8

排水計画

◎

◎

◎

◆橋梁基本計画
表

橋梁基本計画
確認方法

1
2
3
4
5
6

交差点形状
橋長・支間割
橋梁形式
支承条件・支承形
式
橋梁長寿命化対策
護岸計画

必要とする詳細度 等

図面

設計計算書等

橋梁 CIM モデル

◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎

○
◎
◎
◎

◎
◎

△
○

◎
◎

未定稿（ 作成中 ）

応力解析を除く

◆上部構造
表 上部構造
確認方法
1
2
3
4
5

桁配置
桁高
拡幅構造
細部構造
構造計算（Frame
解析）

必要とする詳細度 等

図面

設計計算書等

橋梁 CIM モデル

◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
○

◎

◎

○

- 34 -

CIM 技術検討会

平成 27 年度報告

【別冊資料】
◆下部構造
表 下部構造
確認方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9

下部工高さ
下部工形式
橋脚構造
負の摩擦係数
側方移動
橋台背面、踏掛け
版
構造安定計算
支持力計算
動的解析

必要とする詳細度 等

図面

設計計算書等

橋梁 CIM モデル

◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
△
△

◎

◎

○

◎
◎
◎

◎
◎
◎

△
△
△

応力解析を除く
応力解析を除く

◆付属物
表 付属物
確認方法
1
2
3
4
5
6
7
8

落橋防止システム
伸縮装置
検査路
排水装置
高欄・防護柵
照明装置
標識
添架物

図面

設計計算書等

橋梁 CIM モデル

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
-

○
○
◎
◎
◎
◎
◎
◎

未定稿（ 作成中 ）

必要とする詳細度
等

◆モデル詳細度 (LOD)
■前提条件
・モデル詳細度(LOD)(P) JACIC 特別委員会にて検討中
・LOD 100：調査・計画、LOD 200：概略設計、LOD 300：詳細設計、LOD400：施工・工場製作
【参考：橋梁の設計段階と詳細度】
橋梁を対象とした試行業務における設計区分と詳細度について以下に整理する。
表 橋梁 CIM モデルのモデル詳細度(LOD)
モデル詳細度
100

内容
段階
橋梁本体の概略形状のみモデル化されており、寸法情報等 概略検討
を持たない。

200

橋梁本体の外郭が正確にモデル化されており、形式、寸法
等の情報を持つ。

300

橋梁本体（床版、主桁等）
、橋梁付属物（支承、接合部材等） 詳細設計
の主要となる一部箇所の形状、形式、寸法情報等が詳細にモ
デル化されている。

400

形式、寸法情報等が、完成状態にてモデル化されている。
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【別冊資料】
【参考：標高の精度】
・考え方①：計画、調査段階において、対象箇所の 10cm レベルのレーザ計測、TS 測量、写真測量
計測を行うことで、概略～予備～詳細設計まで、同じ精度で設計する。
・考え方②：各設計段階において、必要に応じ 10cm レベルのレーザ計測、TS 測量、写真測量計測
を行い、モデルの精度を補完する。後工程でモデルの受渡し精度を検証し、見直す。
・考え方③：施工時に起工測量を行うので、その段階で設計から流通するモデルの受渡し精度を見
直す。
◆橋梁 CIM モデル作成仕様
CIM モデルは、詳細設計及び施工・製作における設計照査等において 3 次元モデルを用いなければ
判断できない（または、判断したほうが良い）設計条件などを可視化する。
（1）鋼橋
・鋼桁橋（鋼鈑桁橋(Gs)、鋼箱桁橋(Bs)）
・鋼トラス橋(Ts)、アーチ橋(As)、ラーメン橋(Xs)
（2）コンクリート橋
・RCT 桁橋(Gs)、PCT 桁橋(Gs)
・PC 中空床版橋(Xs)
・RC 箱桁橋(Bs)、PC 箱桁橋(Bs)
■前提条件
未定稿（ 作成中 ）

・詳細設計にて、照査する場合に必要とするモデル詳細度とする。
・製作側にて作成するモデル詳細度ではなく、製作側が受領した 2 次元図面を照査する場合に必要と
するモデル詳細度とする。
・特殊な構造ではなく、基本的な構造から始め、今後拡張を図る。
◆設計条件
・現況地形及び地質概要
現況地形（地表）は、サーフェス(TIN 形式)にて作成する。
※作成精度
・梁基本計画
・細部部構造
・鋼橋(Gs)
【形状】
鋼橋(Gs)は、主桁、横桁・ブラケット、縦桁の部材に分けモデルを作成する。作成するモデルの外
形形状は、設計寸法とする。
【属性情報】
鋼材の材質（強度）を付与する。
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【別冊資料】

図 鋼鈑桁※ 6
◆落橋防止システム(Bs)
【形状】
落橋防止システム(Bs)は、主たる部材に分けモデルを作成する。作成するモデルの外形形状は、設
計寸法とする。
【属性情報】
主たる部材の材質、要求性能を付与する。

未定稿（ 作成中 ）

※6

橋梁定期点検要領(H26.6) 国土交通省 道路局 国道・防災課より図引用
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【別冊資料】
◆付帯構造物（路上）(R)
【形状】
付帯構造物（路上）(R)は、防護柵 (Gf)、高欄 (Ra)、 地覆 (Fg)、 縁石 (Cu)、 舗装 (Pm)、 中央分
離帯 (Me) 、遮音設備 (Si)に分けモデルを作成する。作成するモデルの外形形状は、設計寸法とする。
【属性情報】
主たる部材の材質、要求性能を付与する。

◆排水施設(D)
【形状】
排水施設(D)は、排水ます (Dr)、排水管 (Dp)に分けモデルを作成する。作成するモデルの外形形状
は、設計寸法とする。
【属性情報】

未定稿（ 作成中 ）

主たる部材の材質を付与する。
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【別冊資料】
◆点検施設(I)
【形状】
点検施設(I)は、検査路のモデルを作成する。作成するモデルの外形形状は、設計寸法とする。
【属性情報】
主たる部材の材質を付与する。

未定稿（ 作成中 ）
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【別冊資料】
③橋梁 WG における検討成果

その２（コンクリート構造物）

はじめに
このガイドラインは、主に詳細設計段階において設計されたコンクリート構造物について、CIM
（Construction Information Modeling）の考え方に従い、3 次元モデルデータを施工側で効率的に利
用することを目的に、設計側でコンクリート構造物の 3 次元モデルを作成するための考え方、方法な
どをまとめたものである。
また、本ガイドラインは別途定める橋梁モデルのガイドランのうちコンクリート構造物の章を補完
するものであり、維持管理に関する考え方は橋梁ガイドラインに定めるものとする。
なお、本ガイドラインに従って作成された 3 次元モデルの取扱いについては、工事竣工時の設計図
面の成果品として扱わないことを前提とする。橋梁モデルとしての統一した考えは，橋梁モデルガイ
ドラインにて定義するものとする。

対象構造物
本編では、PC 橋梁上部工、RC 下部工（橋台、橋脚）を対象とした、コンクリート構造物 3 次元モ
デルの作成を対象とする。
現況地形・地質モデルの作成
地理座標系・単位
作成するモデル・図面において使用する座標系は、世界測地系、使用する単位系はｍ(メートル)に統
一する。
【解説】

未定稿（ 作成中 ）

設計成果の一部には、日本測地系を利用するものも多いが、今後作成される測量成果・計測データ
は、世界測地系であり、その都度、日本測地系に変換する作業が必要となり、間違いの原因となる可
能性が高い。このためモデル・図面を作成する際の地理座標系は、世界測地系に統一することとした。
また、これに伴い図面の作図は、実寸(スケール 1:1)のｍ(メートル)単位とした。
なお、現況地形・地質モデルは調査段階で生成され流通されることが望ましい。
現況地形に用いるデータ
橋梁の 3 次元モデル作成に利用する地形データは、当該構造物周辺における最新の測量地形データ
を用いることを基本とする。なお測量地形データの入手が困難な場合は、国土地理院 5m メッシュ標
高データを用いることとする。
また、コントロールとなる周辺構造物、近接構造物などをモデルに反映する必要がある場合には、レ
ーザプロファイルデータなども利用する。
【解説】
施工段階では、現況地形に沿った施工計画を行うため、可能な限り精度の高い現況地形モデルにす
る必要がある。一般に、道路事業の流れにおいて橋梁構造物の詳細設計の段階では、精度の高い（1：500
～1：1000 程度）路線地形測量等が行われていると考えられることから、その測量地形データを利用す
ることとした。
なお、利用する地形データについては、後工程において、何の地形情報を元に作成したかがわかる
ように出典を明記する。
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【別冊資料】
現況地質に用いるデータ
地質データについては、詳細設計段階において設計条件となったボーリング柱状図データ（地下水
位表記含む）を元に 3 次元モデル内に反映する。また、必要に応じて地質断面図のパネルダイヤグラ
ムを 3 次元モデル内に反映する。
【解説】
地質情報については、詳細設計段階では設計条件の一環であることから、調査段階で行われた地質
調査結果情報に編集を加えること無く、そのまま反映することが基本となる。
一般に構造物に関連した地質調査結果は、ボーリング柱状図、地質断面図、土質試験結果であり、
そのうち、これまでの 2 次元設計における構造物の一般図等で表現されているボーリング柱状図、必
要に応じて地質断面図を 3 次元モデルに反映することとした。

ボーリング柱状図は、調査段階にて電子納品されている P21 データを利用し、3 次元 CAD データと
してモデル内に反映する。
（BorNO.、調査位置、調査基面標高、調査深度、地下水位、土質記号、N
値）
現況地形モデルの作成方法について
現況地形モデルは、サーフェスモデル（tin 形式）として作成する。また、現況地形モデルには、オ
ルソ画像（航空写真等）をドレープする。
【解説】
現況地形モデルは、構造物モデルを作成した後に土工等、数量算出を行う必要性があることから、
数量算出を行えるように、サーフェスモデルとして作成することとした。
また、住民説明や関係者協議等、合意形成の場での活用を想定し、現況地形の状態をわかりやすく
未定稿（ 作成中 ）

するために、現況地形モデルにはオルソ画像（航空写真等）をドレープすることとした。

設計条件モデルの作成
コンクリート構造物 3 次元モデル作成にあたっては、構造物モデル、現況地形・現況地質モデルの
他、構造物計画の根拠となる設計条件モデルを作成する。設計条件モデルとしては、従来（2 次元
CAD）の全体一般図等に示される程度を 3 次元モデル化する。
【解説】
CIM において全体統合モデルは、2 次元 CAD での全体一般図の使用目的と同じように利用されるた
め、全体統合モデル内には、適宜、設計条件に該当する計画モデルを 3 次元 CAD 等により作成するも
のとした。
＜設計条件モデル例＞
・道路幅員、道路線形（平面線形、縦断勾配、横断勾配）
・河川線形、計画河川断面（計画高水位、計画護岸 など）
・その他（設計段階での情報を基にした埋設物 など）
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【別冊資料】
【モデルイメージ】
全体統合モデル(鳥瞰)

河川線形、計画河川断面
（※ 道路の場合、道路線形）

構造物モデル

道路線形
：設計条件モデル

全体統合モデル(側面)

上部工モデル

埋設物
護岸工モデル

計画河川断面
計画高水位
未定稿（ 作成中 ）

下部工・基礎工
モデル
河川線形

構造物モデルの作成
構造物モデルの作成方法について
構造物モデルは、CIM ツールや３次元 CAD ソフト等を用い、ソリッドモデルにて作成する。
【解説】
構造物モデルの作成はソリッドモデルで作成することを基本とした。これは、構造物モデルによる数
量計算（体積計算）が可能となるようにすること、また、後工程でモデル修正（モデル分割など）を行
いやすくするためである。
また、構造物モデルにマテリアルデータやテクスチャデータを追加した場合は、そのマテリアルファ
イル、テクスチャファイルの使い方を含め、データを併せて納品する。
構造物モデルの作成ついて
構造物モデルの作成においては、作成する部材種類が多く、作成範囲が多岐に渡るため、3 次元モデ
ルの作成前に、その業務やその後の工事施工段階で必要と想定される作成範囲、作成レベルについて、
予め、受発注者間協議により決定する。
なお、構造物モデルの作成にあたっての単位系は、mm（ミリメートル）とする。
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【別冊資料】
【解説】
構造物モデルの作成では、設計された全ての形状をモデル化（フルスペックモデル）にすることは、
全体俯瞰が可能になることから、後工程の利用からも好ましいが、現状においては手間や費用が多大
にかかると同時に、データ容量が過大になり、取り扱いが困難になることが、CIM 試行結果からも明
らかになっている。
このため、業務遂行上必要と想定される部分や、施工段階を考慮した構造物モデルの作成範囲やレ
ベルを、予め受発注者間協議により決めてモデル作成を行うこととした。
構造物の単位系については、橋梁構造物の設計に一般に用いられる mm（ミリメートル）とする。
ここで、地形・地質モデルの単位系（ｍ）と異なることに注意しなければならない。また、数量等の
詳細情報については、部材ごとの構造物モデルに属性として与えることを原則とする。
上部工モデル
コンクリート（外形形状）
コンクリート構造物は、外形形状のモデルを作成する。外形形状については、詳細設計で計画され
た数量計算結果と同等の値を得られる精度のモデルとする。
【解説】
 構造物の形状精度（精緻化）のため、ＰＣ橋の外形形状（外形線）については、線形データを付
与するなどを行い、形状精度を担保するものとする。
 構造物の外形形状を正しく表現するために、主桁、横桁（端横桁、中間支点横桁、隔壁）
、PC 鋼
材の定着突起もモデル化の対象とするものとした。
 コンクリート部材の分割施工、打設ロット毎のモデル化の分割、ボイド型枠等の施工を意識した
モデル化は、施工段階でモデルへの追加対応することを基本として、設計段階では実施の義務付
けは行わないものとした。

未定稿（ 作成中 ）

【留意事項】
 線形データは地形モデルと座標系を整合させる必要があることに留意する。
 施工を意識したモデル化の分割は行わないことを基本としたが、場所打ちコンクリート（支保工
施工）の分割目地等の設計として必要な情報などは、必要に応じてモデル化することが望ましい。
【モデルイメージ】
上部工モデル
線形(道路中心、張出し端など)
縦横断線形考慮

横桁モデル

端横桁
隔壁なし
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【別冊資料】
場所打ちコンクリートモデル
中間支点
横桁

：分割施工目地

鉄筋（ＰＣ上部工）
ＰＣ上部工の鉄筋は、主に「干渉チェック」を目的としてモデル化を行うものとし、過密配筋部、
シース等との干渉部などを中心に必要に応じて作成する。また、鉄筋のモデル化にあたっては継手部
のモデル表現は不要とする。なお、配筋モデルの作成範囲は受発注者間協議により決定することを基
本とする。
【解説】
 施工が困難とされる過密配筋部の鉄筋干渉チェックを目的としていることから、モデル化の範囲
は過密部配筋などの範囲に限定した。ただし、設計段階で作成する配筋モデルの作成範囲として
は、受発注者間協議を基本とした。
 現状では、２次元設計図の内容を３次元モデルに反映して干渉チェックを行うことまた、施工段
階での継手方法を指定することになるため、重ね継手や機械継手までの表現までは不要とした。
【留意事項】
 過密配筋部の詳細をわかりやすくするため、主鉄筋・配力筋・シース等、種別ごとに、任意に色
未定稿（ 作成中 ）

分けなどを行うとよい。
【モデルイメージ】
【モデルイメージ】

過密部（柱頭部）鉄筋モデル

横桁鉄筋

検査路補強鉄筋

主桁鉄筋

過密部(柱頭部)鉄筋モデル

上床版下面の鉄筋と
ハンチ筋との干渉

ウェブ PC 鋼材と上
床版、スターラップ
周辺の鉄筋との干渉

柱頭部鉄筋
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【別冊資料】
ＰＣ鋼材、シース
ＰＣ鋼材・シースは、上部工構造鉄筋との干渉チェックを目的としてモデル化を行うものとし、主に
シースの３次元モデルを作成する。このため、シース内のＰＣ鋼材のモデル化は不要とし、ＰＣ鋼材
についてはシースモデルへの属性データとして入力する。
カップリング（カプラー）については、分割施工の場合はモデルを作成する。
【解説】
 ＰＣ鋼材・シースは、上部工構造鉄筋との干渉チェックを目的としたため、外形形状となるシー
スのみをモデル化するものとした。上記目的より、ＰＣ鋼材のモデル化は不要とし、シースの属
性情報として付与するものとした。
 その他干渉が疑われる部材を必要に応じてモデル化する。例えば、分割施工にて用いるカップリ
ング（カプラー）と鉄筋との干渉が疑われる場合は、カップリング（カプラー）も合わせてモデ
ル化するのが良い。
 グラウトに関する属性としては､圧縮強度、単位重量及び空隙率（シースの内径の断面積 As から
PC 鋼材の断面積 Ap を引いた断面積に対する As の比率）を付加するものとする。
【モデルイメージ】
PC 鋼材モデル
床版 PC 鋼材

未定稿（ 作成中 ）

床版横締め

ｳｪﾌﾞ PC 鋼材

PC 鋼材とシース
の属性

横桁横締め

定着具
定着具については、桁端部にある部材との干渉チェックを目的として外形形状のモデルを作成するも
のとし、標準的な定着工法にてモデル化を行う。
【解説】
 定着具の箱抜き、横締め鋼材、支承との干渉チェック、定着具補強筋の配置確認を目的として定
着具の外形形状をモデル化するものとした。
 定着工法は施工業者が選定するものであるため、設計段階では標準的な定着工法を用いてモデル
化を行うものとした。
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【別冊資料】
【モデルイメージ】
定着具モデル

橋面（地覆、高欄、舗装）
橋面については、地覆、高欄、舗装、調整コンクリートの外形形状のモデルを作成する。鋼製高欄
などの二次製品についてはメーカーからのデータ提供があればそのデータをモデルに反映する。
【解説】
 外形形状については、コンクリート（外形形状）と同様で、詳細設計で計画された数量計算結果
と同等の値を得られる精度でモデル化を行う。
 二次製品については、メーカーからデータが供給されることが予想されるため、それらの形状を
利用してモデル作成を行うこととした。
【モデルイメージ】
橋面の簡易モデル

橋面モデル
歩道舗装
未定稿（ 作成中 ）

左地覆
車道舗装

右地覆
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

付属物モデル
支承、伸縮装置、落橋防止構造及び排水装置等の付属物に関しては、実設計において二次製品が使用
される場合が多いため、メーカーから供給されるモデルを利用して形状精度を高めることが望ましい。
支承部
支承については、外形形状（ゴム、鋼鈑）のモデルを作成するものとし、支承本体に二次製品を使
用する場合には、メーカーからのデータ提供があればそのデータをモデルに反映する。また、アンカ
ーバーについては、箱抜きの外形形状のモデルを作成する。なお、設計反力、移動量、主要材料につ
いては、属性データとして入力することとする。
【解説】
 設計時の支承形状、箱抜き形状をモデル化し、干渉チェックを行うことで不整合の排除を行うこ
とを目的とした。
 二次製品については、メーカーからデータが供給されることが予想されるため、それらの形状を
利用して外形形状のモデル作成を行うこととした。
 アンカーバーは箱抜きの内側になるため、モデル化不要とする。ただし、コンクリート橋の主桁
などに埋め込むアンカーバーについては干渉チェックが必要になるため、外形形状をモデル化す
ること。
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【別冊資料】
【モデルイメージ】

例：PC コンポ桁の簡易モデル

ｱﾝｶｰﾊﾞｰ

支承部モデル

支承

伸縮装置
伸縮装置については、外形形状（ゴム、鋼板）のモデルを作成するものとし、装置本体に二次製品
を使用する場合には、メーカーからのデータ提供があればそのデータをモデルに反映する。また、移
動量などの設計における値は属性データに入力する。
【解説】
 設計時の伸縮装置の外形形状をモデル化し、干渉チェックを行うことで不整合の排除を行うこと
を目的とした。ただし、二次製品の種類については施工段階で決定されるものであるため、設計
段階におけるモデル化は伸縮装置の外形までとした。
未定稿（ 作成中 ）

 二次製品については、メーカーからデータが供給されることが予想されるため、それらの形状を
利用して外形形状のモデル作成を行うこととした。
【モデルイメージ】
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【別冊資料】
落橋防止構造
落橋防止構造については、主要部材（鋼材、被覆材、定着部）について、外形形状のモデルを作成
する。また、設計反力、移動量、主要材料については、属性データとして入力する。
【解説】
・設計時の落橋防止構造の外形形状をモデル化し、干渉チェックを行うことで不整合の排除を行うこ
とを目的とした。
ＰＣケーブルを使用した落橋防止構造など、二次製品を使用する場合については、メーカーからデー
タが供給されることが予想されるため、それらの形状を利用し外形形状のモデル作成を行うこととす
る。
・落橋防止構造が鉄筋コンクリート形式の場合のモデル化は、下部工モデルを参照されたい。
【モデルイメージ】

落橋防止構造モデル

落橋防止構造

未定稿（ 作成中 ）

配筋非表示による
PC 鋼材との取り合い確認

アンカーバーとの
取り合い確認

排水装置
排水枡・排水菅については、外形形状のモデルを作成する。また、主要材料について
は属性データとして入力する。
【解説】
 設計時の排水枡、排水管の外形形状をモデル化し、干渉チェックを行うことで不整合の排除を行
うことを目的とした。
- 48 -

CIM 技術検討会

平成 27 年度報告

【別冊資料】
 干渉チェックで必要な外形形状の作成が目的であるため、排水枡、排水管、スラブドレーン及び
支持金具などのモデル化の範囲は、必要に応じて検討すること。
【留意事項】
 干渉や近接距離などを確認する排水装置部材の例
横引き管、縦引き管、垂れ流し管、流末管、排水パイプ、スラブドレーンなど
【モデルイメージ】

排水装置モデル

配筋非表示による
PC 鋼材との取り合い確認

未定稿（ 作成中 ）

排水桝

その他付属物
その他付属物（照明、標識、防護柵、遮音壁）については、外形形状のモデルを作成する。また、
主要材料については属性データとして入力する。
【解説】
 設計時の照明、標識、防護柵、遮音壁等の付属物において、外形形状をモデル化し、干渉チェッ
クを行うことで不整合の排除を行うことを目的とした。
【留意事項】
 干渉や近接距離などを確認する付属物部材の例
 内部干渉照査：防護柵、遮音壁、標識や照明基礎の鉄筋干渉など
 外部干渉照査：標識、照明設置による見通し線干渉照査など
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【別冊資料】
【モデルイメージ】


内部干渉照査

未定稿（ 作成中 ）



外部干渉照査
運転者視点での、標識設置によ
る、信号機視認性の確認
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【別冊資料】
下部工モデル
コンクリート（外形形状）
コンクリート構造物は外形形状のモデルを作成する。外形形状については、詳細設計で計画された
数量計算結果と同等の値を得られる精度のモデルとする。
【解説】
 施工段階において、３次元データを利用した形状計測、クリアランス計測、コンクリート数量算
出などの参考データとして利用できるように、外形形状を正しくモデル化することに重点を置い
た。
 コンクリート部材の分割施工、打設ロット毎のモデル化の分割等、施工を意識したモデル化は、
施工段階でモデルへの追加対応することを基本として、設計段階では実施の義務付けは行わない
ものとした。
 踏掛版及びウイングが設置される場合、本体構造物と同等の精度にてモデル化を行うこととする。
【留意事項】
 施工を意識したモデル化の分割は行わないことを基本としたが、場所打ちコンクリート（支保工
施工）の分割目地等の設計として必要な情報などは、必要に応じてモデル化することが望ましい。
【モデルイメージ】

橋脚モデル

橋台モデル

未定稿（ 作成中 ）

配筋非表示による
PC 鋼材との取り合い確認
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【別冊資料】
鉄筋（下部工）
下部工における鉄筋モデルについては、主に「干渉チェック」を目的として過密配筋部などを中心
に必要に応じて作成する。また、鉄筋のモデル化にあたっては継手部のモデル表現は不要とする。な
お、配筋モデルの作成範囲は受発注者間協議により決定することを基本とする。
【解説】
 施工が困難とされる過密配筋部の鉄筋干渉チェックを目的としていることから、モデル化の範囲
は過密部配筋などの範囲に限定した。ただし、設計段階で作成する配筋モデルの作成範囲として
は、受発注者間協議を基本とした。
 現状では、２次元設計図の内容を３次元モデルに反映して干渉チェックを行うこと、また施工段
階での継手方法を指定することになるため、重ね継手や機械継手の表現までは不要とした。
【留意事項】
 過密配筋部の詳細をわかりやすくするために、主鉄筋・配力筋等、種別ごとに色分けなどを行う
とよい。
【モデルイメージ】
配筋モデル

未定稿（ 作成中 ）

過密配筋部の干渉チェック
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【別冊資料】
支承箱抜き（下部工）
下部工の支承箱抜き部は、主に構造物鉄筋との「干渉チェック」を目的として、箱抜き形状のみを
モデル化する。また、箱抜き型枠材やアンカーバー等については、箱抜き部モデルへの属性データと
して登録するものとする。
【解説】
 設計時の支承形状、箱抜き形状をモデル化し、主に構造物鉄筋と箱抜き部の干渉チェックを行う
ことで不整合の排除を行うことを目的とした。このため、アンカーバーは箱抜き部の内側に配置
されるため、モデル化不要とした。
【モデルイメージ】
支承箱抜きモデル
箱抜き形状のモデル化
（構造鉄筋との干渉確認）

未定稿（ 作成中 ）

- 53 -

CIM 技術検討会

平成 27 年度報告

【別冊資料】
基礎工モデル
場所打ち杭
場所打ち杭については、コンクリートの外形形状のモデルを作成するものとし、内部配筋等につ
いてはモデル化を不要とする。ただし、杭頭処理（杭頭鉄筋）については、モデルを作成する。
【解説】
 外形形状が正しくモデル化されていることに重点をおき、コンクリート部材単位とした。
 杭頭処理（杭頭鉄筋）については、フーチング内における基礎の配筋、橋脚の配筋の定着長、杭
頭鉄筋などの干渉チェックを行い、配筋不整合を排除することを目的とするため、モデル化を行
うこととした。
【留意事項】
 特殊な形状や部材を用いる場合に、設計側が必要と判断した際は、内部の配筋もモデル化を行う
こととした。
【モデルイメージ】

未定稿（ 作成中 ）

既製杭
既製杭（PC、RC）については、コンクリートの外形形状のモデルを作成するものとし、内部配筋
等についてはモデル化を不要とする。ただし、杭頭処理（杭頭はつり、杭頭鉄筋）、既製杭接続部に
ついてはモデルを作成する。
【解説】
 既成杭は設計時において既に形状が決まっており、メーカーの型番により内部形状が判明するた
め、外形形状が正しくモデル化されていることに重点をおき、コンクリート部材単位とした。
 杭頭処理（杭頭鉄筋）については、フーチング内における基礎の配筋、橋脚の配筋の定着長、杭
頭鉄筋などの干渉チェックを行い、配筋不整合を排除することを目的とするため、モデル化を行
うこととした。
【モデルイメージ】
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【別冊資料】
ケーソン他
ケーソン等その他基礎構造物については、コンクリートモデルと同様に外形形状のモデルを作成する。
【解説】
 外形形状が正しくモデル化されていることに重点をおき、コンクリート部材単位とした。
 施工時の打設分割位置は施工業者により変わるため、モデルの分割は行わないこととした。
【留意事項】
 特殊な形状や部材を用いる場合に、設計側が必要と判断した際は、内部形状もモデル化を行うこ
ととした。
施工計画モデル
詳細設計において計画された施工手順に沿い、施工の流れが把握できるように、参考モデルとして
施工計画モデルを作成する。必要に応じ、施工ステップ単位での施工計画モデルを作成する。また、
可能な範囲で各施工ステップモデルに時間軸を付与し、施工段階で関係者への施工説明に活用できる
施工シミュレーションモデルを作成する。
【解説】
 施工段階においては、施工着手当初に、関係者をはじめ施工業者内作業員への安全教育の一環と
して、工事の全体把握を目的にした施工計画の概要説明が行われる。
 施工着手当初では、設計段階で作成された 3 次元モデルを利用して、施工手順説明を行うための
対応は負担が大きいことから、予め、設計段階においてこれを用意し、施工段階での CIM の活用
を図りやすくした。

未定稿（ 作成中 ）

【留意事項】
 支保工は施工業者により仕様が変わるため不要とする。
 分割施工や、コンクリート打設ステップ等について、設計時に計画した手順は、施工時に補正、
追加等が行われることが多いことから、設計段階で作成する施工モデルでは、受発注者間協議等
により、必要に応じ参考モデルとして作成するものとした。例えば、以下の図は施工計画時に架
設台車が森林の樹木との干渉チェックを行い、樹木の伐採範囲を決定するために CIM を利用した
事例である。
【モデルイメージ】
施工シミュレーションモデル
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【別冊資料】
周辺構造物等モデル
周辺構造物等のモデル化は設計条件、架設条件となることから、施工に影響を及ぼす既設構造物な
どの近接構造物等は、外形形状がわかる範囲で可能な限りモデル化を行う。また、作成した周辺構造
物モデルには、その形状の根拠となる出典や構造物の概要がわかるように必要な属性項目を付与する
こととする。
【解説】
 本体構造物の形状決定の条件となる周辺構造物は、設計条件、施工条件となる。これは施工段階
における施工計画においても認識を漏れなくするためにも、位置や形状把握は必要であり、設計
段階で得られた周辺構造物等に関する情報（形状、属性項目、位置）は、できる限りモデル化を
行うものとした。
 施工段階において、試掘等による施工前調査（事前測量等）により確認を行った結果、周辺構造
物等の補正や修正が必要となるときは施工段階においてこれを補正し、維持管理段階へ引き継ぐ
ものとする。

【留意事項】
 地下埋設物、既設構造物、電線、標識などについては、設計条件として、設備設計に使用したモ
デルを取り込み合成することが望ましい。
 設計段階では、
①既設構造物の既存図面より 3 次元化、②市販されている 3 次元地形データ利用、
③レーザスキャン等より点群データ化を行い、全体モデルとして合成することが望ましい。
 作成した周辺構造物モデルには、属性項目として出典情報の登録を行うが、その項目種別はそれ
ぞれ異なることから、必要な属性項目を受発注者間協議により設定し、登録を行うものとする。
【モデルイメージ】
未定稿（ 作成中 ）

測量基準点のモデル化
設計時に、測量基準点に関するデータが受領できた場合などは、可能な限りその位置を全体モデル
内に反映する。
【解説】
 測量基準点は、工事施工を実施する際に必須となる情報であり、設計段階で工事施工段階におい
て使用する測量基準点がわかる場合は、可能な限り全体モデル内に反映するものとした。
【留意事項】
 測量基準点の位置が、全体モデル内の地形モデル範囲内にある場合は、その位置を反映する。
ただし、全体モデル内の地形モデル範囲外となる場合には省略してよい。
測量基準点反映のために地形モデル範囲を拡大する等の必要は無いものとする。
 作成した測量基準点モデルには、必要な属性情報（基準点名、座標、出典等）を付与するものと
する。
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【別冊資料】
監視基準点のモデル化（別紙参照）
構造物の経年的な移動状況を維持管理時に把握しやすくするため、監視基準点モデルを構造物モ
デルに反映するものとする。
【解説】
 監視基準点は、構造物の経年的な移動状況を維持管理時に把握するため、施工完了後の位置情報
を記録して経年観測を行う基準となる情報であり、
『橋梁 3 次元データ流通に係る運用ガイドラ
イン(案) 平成 24 年 9 月 国土技術政策総合研究所』に従い、構造物モデル上に監視基準点をモ
デル化して反映するものとした。
 必要な監視基準点の位置についても、
『橋梁 3 次元データ流通に係る運用ガイドライン(案) 平成
24 年 9 月 国土技術政策総合研究所』に従うものとする。
【モデルイメージ】

監視基準点
監視基準点

未定稿（ 作成中 ）

本体構造物モデルへの属性付与
構造物 3 次元モデルへの属性付与は、設計段階で計画された物性情報、施工段階で管理される材料
情報（ミルシート等、品質管理情報）
、また、別途要領等による維持管理段階での活用情報を、予め属
性として付与できるようにモデル内に登録する。
属性情報は、事業の進捗に沿って属性項目を登録する段階（設計、施工、維持管理）が異なること
から、順次、3 次元モデルを引き継いだ段階毎に属性を付与するものとした。
なお、構造物情報として必要とされる属性項目は、予め設計段階で準備することとし、
「品質管理基
準」
、
「出来形管理基準」
、
「道路橋定期点検要領」、
「橋梁 3 次元データ流通に係る運用ガイドライン」
等を参考に、それらから必要とされる属性項目を標準とするものとして整理した。（別紙参照）
属性付与の方法としては、後工程での属性付与作業を容易に行えるように、設計段階において、
EXCEL 等を用いた属性付与が行えるモデル作成を行うことが好ましい。
また、施工段階で生成される写真やミルシートといった管理情報については、ファイルリンク機能
を利用して登録できるようにする。
部材情報（共通）
モデルの部材単位で、その部材を示す名称等を属性として付与する。これは、全ての部材で共通す
る属性項目とし、属性管理を行う上での基本項目となる。
■属性付与段階：設計時
●属性項目：ID、構造物名称、部材名称１、部材名称２、部材名称３、備考欄
※部材名称１～３は、必要に応じて部材詳細名称を階層化した名称とする。
※属性情報の入力時期や情報源などが記載できる備考欄を設ける。
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【別冊資料】
コンクリート属性項目（別紙参照）
国土交通省品質管理基準を参考に、生コンメーカー及び、施工者におけるコンクリートの品質検査
項目、ミルシート記載項目を基本とした。
鉄筋属性項目（別紙参照）
現場搬入される鉄筋の鉄筋製造メーカーによる、品質検査項目を基本とした。
PC 鋼材属性項目（別紙参照）

PC 鋼材緊張時の試験記録（PC ケーブル試験成績表、主ケーブル緊張管理図）に記載される主な項

目を基本とした。
（別紙）属性項目(案)
●コンクリート
工程
設計時

設計時、施工時
設計時
施工時

維持管理時

●監視基準点
工程
施工時

属性種別

属性名称
ＩＤ
構造物名称
部材情報
部材名称１
部材名称２
部材名称３
施工手順
打設ロット
規格（設計基準強度）
コンクリート体積
圧縮強度
単位重量
単位水量
品質管理基準情報 コンクリート温度
打設時外気温
水セメント比
スランプ
塩化物含有量
空気量
セメント種類
セメント生産者
セメント配合量
細骨材種類
細骨材産地
細骨材配合量
粗骨材種類
粗骨材産地
コンクリート引渡し時
粗骨材配合量
の品質試験結果
粗骨材最大寸法
（ミルシート情報）
混和剤種類
混和剤商品名
混和剤配合量
プラント名
製造日
製造業者名
備考１
備考２
ファイルリンク1
ファイル添付
ファイルリンク2
（ミルシート等）
ファイルリンク3
橋梁基本情報
橋梁管理番号
点検履歴情報
点検時期
点検業務名
点検業者
点検区分
点検対象部材
損傷種別情報
損傷の種類
損傷程度
対策区分の判定
健全度の診断
損傷状況情報
損傷図
損傷写真
補修・補強履歴情報 補修時期
補修対象部材
補修工法
備考１
備考２
ファイルリンク１
点検台帳等添付
ファイルリンク２
ファイルリンク３

属性種別
位置
橋梁３次元データ流 計測日
通に係る運用ガイドラ Ｘ座標
イン規定情報
Ｙ座標
Ｚ座標

●鉄筋
工程
設計時

設計時、施工時
設計時

施工時

維持管理時

属性種別

属性名称
ＩＤ
構造物名称
部材名称１
部材情報
部材名称２
部材名称３
鉄筋番号
施工手順
ロット
規格（材質）
鉄筋径
単位重量
鉄筋重量
降伏点
引張強度
伸び
鉄筋引渡し時の品質 曲げ性
試験結果
製鉄業者名
（ミルシート情報）
製造日
製鋼番号
備考１
備考２
ファイルリンク1
ファイル添付
ファイルリンク2
（ミルシート等）
ファイルリンク3
橋梁基本情報
橋梁管理番号
点検履歴情報
点検時期
点検業務名
点検業者
点検区分
点検対象部材
損傷種別情報
損傷の種類
損傷程度
対策区分の判定
健全度の診断
損傷状況情報
損傷図
損傷写真
補修・補強履歴情報 補修時期
補修対象部材
補修工法
備考１
備考２
ファイルリンク１
点検台帳等添付
ファイルリンク２
ファイルリンク３
未定稿（ 作成中 ）

●ＰＣ鋼材
工程
設計時

属性種別
部材情報

施工時
ＰＣケーブル試験成
績表

属性名称
ＩＤ
構造物名称
部材名称１
部材名称２
部材名称３
メーカー名
種類の記号

最大試験力
0.2%永久伸びに対する試験力

属性名称

維持管理時

緊張年月日
主ケーブル緊張管理 緊張順序
図
最大緊張力
伸び（μ）
備考１
備考２
ファイルリンク１
ファイルリンク２
ファイルリンク３
橋梁基本情報
橋梁管理番号
点検履歴情報
点検時期
点検業務名
点検業者
点検区分
点検対象部材
損傷情報
損傷の種類
損傷程度
損傷図
損傷写真
補修・補強履歴情報 補修時期
補修対象部材
補修工法
備考１
備考２
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【別冊資料】
④トンネル WG における検討成果

その１
2015.12.15

CIM トンネルモデル作成ガイドライン
一般社団法人 建設コンサルタンツ協会
一般社団法人 日本建設業連合会
一般社団法人 全国地質調査業協会連合会
一般社団法人 全国測量設計業協会連合会
こ の ガ イ ド ライ ン は 、設 計 さ れ た トン ネ ル 構造 物 の モ デ ル・ デ ー タを 、 CIM(Construction
Information Modeling/Management)の考え方を用いて、施工側で効率的に利用することを目的に、
設計側でトンネルモデルを作成するための考え方、手法などをまとめたものである。
１． 事前準備
（1）地理座標系・単位
作成するモデル・図面において使用する座標系は世界測地系、使用する単位系はｍ(メート
ル)に統一する。
設計成果の一部には、日本測地系を利用するものも多いが、今後作成される測量成果・計測デー
タは、世界測地系であり、その都度、日本測地系に変換する作業が必要となり、間違いの原因とな
る可能性が高い。このためモデル・図面を作成する際の地理座標系は、世界測地系に統一すること
とする。また、これに伴い図面の作図は、実寸(スケール 1:1)のｍ(メートル)単位とする。
未定稿（ 作成中 ）

（2）現況地形に用いるデータ
トンネルのモデル作成に利用する地形データは、国土地理院 10m メッシュ標高を基本とす
るがそれより精度の高いデータがある場合は利用してもよい。坑口や近接構造物など、精度が
必要とされる場合は、レーザプロファイルデータなど詳細な地形データを利用する。
国内で利用可能な地形データは、国土地理院 5m メッシュ標高、10m メッシュ標高の他、図面記載
されている等高線、標高値などがあるが、トンネルで利用する標高は、高い精度を必要としていな
いが、広いエリアを必要とする。国土地理院 5m メッシュ標高は、一部カバーしていない地域がある
が、10m メッシュ標高は、日本全域をカバーしている。
坑口の設計では、10m メッシュでは精度が不足する場合があるため、現場で必要な精度の地形デー
タを準備し利用する。
２． モデルの作成
作成するトンネルモデルは、現況地形・トンネル(本体、避難坑、誘導路)、トンネル坑口、
地質構造、その他構造物とする。作成にあたっては、施工で利用することを念頭においた形状
とする。また、詳細な構造は 2 次元図面にて補完する。
トンネルモデルでは、以下の形状を作成する。
・現況地形
サーフェス(面 - tin 形式)
・トンネル(本体、避難坑、誘導路)
3D ソリッドでの作成が望ましいが、コリドー(オブジェクト)、コリドーサーフェス(面-tin 形
式)で作成してもよい。
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【別冊資料】
平面線形・縦断線形
断面形状（支保パターン・インバート含む）－トンネルの形状がわかる外形のみを作成。
作成原点－道路中心線と SL の交点（→道路中心線と道路計画高の交点に変更を検討中）
ロックボルトは、支保の属性として作成し、形状を作成しなくてよい。
トンネル内での支保パターンがわかること
・地質構造・地層モデル
地質断面図を中心にパネルダイヤグラム等で表現する以外に、以下の情報をデータとして整理
しておく。
地質サーフェス・ソリッドモデルのデータは、その種類名称以外にも、解像度（再現精度）、入
力データ（座標値であるはず）、補間アルゴリズム（及びそのパラメータ）、信頼限界や適用範囲
を明記した資料・データを必ずセットとする。形状は他ツールの二次利用に配慮し、可読性のあ
るフォーマット（txt,DXF 等）とする。
・坑口
5m メッシュや詳細な測量データを用いて、別紙を参考に、3D Polygon（サーフェスもしくはソリ
ッドという表現を検討中）として作成する。
掘削土量についても、別途定める土量算出手順（正確な表現方法を別途検討の必要あり）に従っ
て算出する。
・その他構造物
補助工法 － 補助工法ごとに適用対象範囲を 3 次元エリアとして表示する。
近接構造物 － 位置と形状がわかるように表現する。
3 次元エリアまたは、
2D での範囲でもよい。
[注意] その他構造物については、維持管理の観点から、要求される精度があれば見直す。
３． 2 次元図面

未定稿（ 作成中 ）

3D モデルでは、施工に必要な最低限の情報を作成することとしているため、詳細は、2 次元図面と
して補足する必要がある。
・支保パターン詳細
・断面図
・線形計算書、縦断線形表（線形座標図）
４． モデルの交換・利用方法
(今後の検討課題)OCF を中心に、今後モデル交換の方法や利用方法を検討していく必要がある。2015
年 12 月までに設計モデルをどのような形で施工会社が受け取れるのか、また、施工会社が受け取っ
たデータをどのように効率的に施工管理に利用するかについては、議論を深める。
５． その他
Ver1.0 をもとに、モデル作成や施工による利用を実施し、その中で問題となる部分については、関
係団体と 12 月までに議論を深め、追記修正を行い、Ver2.0 を構築する
[注意事項] ソフト(Autodesk Civil 3D)固有の問題
・現況地形データの保存場所情報
現況地形データの絶対保存場所情報を保持したまま引き渡さないと、現況地形の変更（編集）は
できない
⇒変更させないために、引き渡さないことも必要な場合もある
この場合、現況地形作成後、LandXML か GeoTIFF 形式として再度、現況地形の作成が必要
以上
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【別冊資料】
④トンネル WG における検討成果

その２
2015.12.11

CIM トンネルモデル活用ガイドライン（施工編）骨子（案） Ver1
一般社団法人 日本建設業連合会トンネル CIMWG

本 CIM トンネルモデル活用ガイドライン（施工編）骨子（案）は、CIM(Construction Information
Modeling/Management)の考え方を用いて設計側で作成された山岳トンネル構造物のモデル・デー
タを、施工会社が施工時に活用することを目的に考え方、手法などをまとめたものである。
1.事前準備
設計側で作成されたモデルを受領した際は、そのモデルに応じたソフトやビューワーを用いて確認し、
不備がある場合は事前協議し、修正などが発生する場合は、その方法・費用負担を誰が負担するか明確
にする。
併せて次工程への利用にあたっては、発注者から点検・維持管理の観点にて施工時の属性情報と

して指示が合った場合は事前協議を実施し、係る費用などを明確にする。
（1）地理座標系・単位
CIM トンネルモデル作成ガイドラインで作成されたモデル座標系を確認し、モデル図面にお
いて使用する座標系は世界測地系、使用する単位系はｍ(メートル)に統一する。
CIM トンネル作成ガイドラインでは、世界測地系で作成することにしている。また、使用する
単位は実寸(スケール 1:1)のｍ(メートル)単位となっている。施工においては、座標系及び単
位を確認する。
未定稿（ 作成中 ）

（2）CIM モデルの確認
実施工にあたり、設計段階で作成されたモデルの詳細度や構造物を確認し、施工で利用でき
る内容に不備がないことを確認する。
なお、地形については、施工段階でより詳細なデータが得られた場合には、詳細度の違いに
よるモデルの整合性を協議し、差し替えを行うものとする。
坑口部分については現況地形の把握が重要となる。発注者に航空レーザー測量結果等の詳細なデ
ータの有無を確認する。
詳細なデータがある場合は、そのデータの取得日を確認し施工での利用を検討する。
データがない場合は、施工者にて伐採後に地上型レーザースキャナ等を用いて取得した地形データ
を効率的に活用する。また、掘削土量等の算出については、現在試行事業で進められている数量算
出要領の検証および検討状況を考慮の上、対応を検討していくものとする。
実施工へのモデルの活用においては、設計段階での詳細度を確認した上で活用する。
2.3 次元モデルへの施工情報の付与
施工段階においては、発注者(維持管理者)の指示の下で、設計段階で作成されたモデルに各
種の施工段階の属性情報を付与する。施工段階で設計モデルの変更が必要となった場合は、発
注者の指示の下で、モデルを変更する。また、詳細な構造は 2 次元図面にて補完する。
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【別冊資料】
モデル作成ガイドラインで作成されたトンネルモデルを施工者が施工区分を考慮しモデルに反映
し施工管理ツールとして活用する。可視化することにより、判断の迅速化に寄与する有益な管理情報
については、3 次元モデルへの属性として表現し、活用する。また、次工程の設備工事や舗装工事、
点検を含む維持管理段階の有効な情報があれば、発注者指示の下で、施工時に取得する方法や属性設
定の内容を検討し属性として付与する。リンク情報として登録するか、モデルのプロパティ情報とし
て登録するかは、発注者との協議で決める。
下記に施工段階の属性情報の一例を示す。なお、施工段階の情報は従来の管理手法で作成してい
る項目(国土交通省土木工事共通仕様書：共通編記載の「記録及び関係書類」等)とし、データのとり
まとめ方法についても従来の帳票等を利用する。
＜施工情報の一例＞
切羽観察記録、切羽画像・スケッチ、Ａ計測結果、Ｂ計測結果、切羽前方探査・追加ボーリング
結果、き裂分布，崩落岩塊、岩石・岩盤試験結果、覆工コンクリート材質、支保パターン、施工計
画など。
3.2 次元図面の活用
施工段階で利用する 3 次元モデルは、すべての図面が 3 次元モデルとして表現されているわけではな
い。よって、従来通り 2 次元図面も活用しながら施工管理を行う。
一例を示す。
・支保パターン詳細
・断面図
・線形計算書、縦断線形表（線形座標図）
未定稿（ 作成中 ）

4.提出形態・利用方法
施工段階で、情報を付与したモデルは、情報の一元化が図られている。そのため、当面、竣工時に
契約図書とは別に参考データとして、次工程（設備・維持管理）の段階で利用されることを考慮しデ
ータを提出する。 (提出形態については、事前に発注者と打合せして決める。※今後の検討課題)
提供を受けた運用者（維持管理者）は、CIM モデルを管理し、更新履歴などを関係者に周知し一元的
な情報共有を行えるようにつとめる。
5.その他
出来形計測においては、従来は管理断面での計測であったが、３次元スキャナ等を用いた面的データ
と設計データを比較することで、より全体的な出来形の確認をすることができる。また、出来形データ
取得と同時に設計データを確認することで出来形確認の迅速性・高度化を図ることができる。(※今後の
検討課題)
以上
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【別冊資料】
■ 日建連からの提案
１．現在実施している、モデル「活用」ガイドラインの位置づけと費用の考え方

・
「活用」ガイドラインとは、
「発注者（国土交通省）
」の展開する「CIM システム」フローの施工段
階において、「施工者」が「発注者（国土交通省）」から受領した「CIM モデル（3 次元モデル、属
性データ）」を 施工の生産性向上（3 次元による可視化、安全計画、合意形成なども含む）や品質向
上のために「活用」することを言う。これは、上記の「運用」とは異なり、
「施工者」の負担にて行
う。よって、維持管理段階として必要な目的で、属性や形状の変更が発生する場合は、その費用を
「発注者（国土交通省）
」が負担する。

合意形成など

安全管理など
未定稿（ 作成中 ）

２．CIM システム運用フローのガイドラインの必要性
CIM を使って全体の運用を進めるために、発注者、設計者、施工者、維持管理者がどのようにものを
考え進めるかというガイドラインが必要であると思われる。
よって最終的なガイドラインとしてまとめる時には、
「用語の定義」や「モデルの位置づけ」や「運用
方法」や「責任分担」も含めガイドラインに明記するようにしてはどうか？
以上
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【別冊資料】
⑤土量 WG における検討成果
2015.10.8
2015.10.24 修正

3 次元土量算出ガイドライン（案）ver1.0
一般社団法人 建設コンサルタンツ協会
一般社団法人 日本建設業連合会
合同検討 WG
このガイドラインは、設計された土工構造物における土量を算出するモデル・データを、
CIM(Construction Information Modeling/Management)の考え方を用いて、施工側で効率的に利用する
ことを目的に、設計側で土量算出モデルを作成するための考え方、手法などをまとめるものである。
１．事前準備
（１）地理座標系
作成するモデル・図面において使用する座標系は世界測地系（測地成果 2011）、使用する単位系
は m(メートル)に統一する。
設計成果の一部には、日本測地系を利用するものも多いが、今後作成される測量成果・計測データは、
世界測地系（測地成果 2011）であり、その都度、日本測地系に変換する作業が必要となり、間違いの
原因となる可能性が高い。このためモデル・図面を作成する際の地理座標系は、世界測地系に統一す
ることとする。また、これに伴い図面の作図は、実寸(スケール 1:1)の m(メートル)単位とする。
（２）土量とは
本ガイドラインで取り扱う土量は、地山土量のみとする。土量変化率については本ガイドライ
ンでは扱わない。
未定稿（ 作成中 ）

なお、次期バージョンで、土量変化率の対応も含め検討を進める予定である。
（３）データ種別（点、メッシュ、地形データ、測量データ）
 点群データ：点の集合のデータ。レーザプロファイラー等で取得され、直交座標(x,y,z)で表現
される。
 メッシュデータ：地域を格子状に区切った単位で、その範囲における各種情報（標高や土地利
用など）を格納したデータ。
 骨格構造モデル（スケルトンモデル）
：立体形状を頂点と線によって表現したモデル。針金状で
作った形状。
 サーフェスモデル：骨格構造モデル（スケルトンモデル）に面情報を加えたものがサーフェス
モデル。内部は空洞であり、面の集合からなる。
 ボクセルモデル：サーフェスモデルは物体の表面のみを処理するのに対して、ボクセルは中身
を持ったボリュームモデルである。ボクセルモデルで正確な形状を表現するにはボクセルの密
度を上げなければならい。
 コリドーモデル：AutoCAD Civil 3D において線形構造物を表現するために作成されるスケルト
ンモデル。
 数値標高モデル（DEM)：地表面の地形のデジタル表現であり、数値地形モデル(DTM)と呼ばれる
こともある。DEM は正方形が集まった格子や TIN で表現できる。
 数値表面モデル（DSM）：植生や建築物、橋などを含めた地球の表面（あるいはその部分）を表
現する。
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【別冊資料】
DEM は通常、写真測定や LIDAR、干渉合成開口レーダー、測量などの技術によって得られた未加工のデ
ータセットから構成される。一方、数値地形モデル（DTM）は植生や建築物など取り除いた地表そのもの
のモデルであり DSM データに後処理を加えたものである。
（４）計算ツール
計算ツールは、3 次元 CAD ソフト等を用いる。
当面 Auto Cad Civil 3D を基本とする。
２．モデル作成
（１）現況地形モデル
現況の地形データは、当該構造物周辺における最新の測量地形データを用いることする。レー
ザプロファイラーもしくは測量データで、データ形式は TIN 形式を基本とする。
算出する土量の精度に関わるため、可能な限り精度の高い現況地形モデルを用いる必要がある。なお、
利用する地形データについては、何の地形情報を元に作成したかわかるように出典を明記する。
また、レーザプロファイラーもしくは測量データが存在しない場合は国土地理院の 5m・10m メッシュ
を使用してもよい。
・TIN とは
TIN サーフェスは、不規則に分割された三角形網を形成する複数の三角形を構成する。TIN ラインは、
サーフェスの三角形分割を形成する三角形を構成する。AutoCAD Civil 3D では、TIN 線分を作成するた
めに、最も近いサーフェスポイントを結び、サーフェス内のポイントの標高は、ポイントのある三角形
の頂点の標高を補間して定義される。
未定稿（ 作成中 ）

出典: Auto Cad Civil3D 2015 ヘルプより抜粋
・地形サーフェス
等高線などの高さが入ったポリラインから、サーフェスの TIN を形成し、面を貼る。DEM ファイルや国
土地理院の数値標高モデルのポイントデータなどからも作成できる。
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【別冊資料】
（２）計画モデル
計画モデルは、サーフェスとする。
（３）地質境界モデル（土砂／軟岩／硬岩）
土砂／軟岩／硬岩に区分可能な場合は、各区分境界モデルのサーフェスを作成する。各区分境
界モデルのサーフェスは、調査段階で作成した地質断面図のパネルダイアグラムを元に作成する。
地質情報は、調査段階で得られた地質調査結果をそのまま使用することを基本とする。ここでは、
ボーリング柱状図及び地質断面図をパネルダイアグラムとして取り込み、各区分境界モデルのサー
フェスを作成することとする。
３．計算方法
土量の算出とは、現況と計画のサーフェスモデルの差から求める。計算手法は用いる計算ツー
ルによって異なるため、計算ツール及び計算手法に関する情報を必ず明記する。
当面の計算ツールは、AutoCAD Civil 3D を基本とし、平均断面法で土量を算出する。分割する間
隔は 20m を基本とするが、必要に応じて 5～20m の範囲で細分化する。
詳細は、参考資料に記載する。
平均断面法
連続する 2 つの測点間の切土/盛土領域の形状が類似している場合は、平均断面法を使用できる。平均
断面法では、ある測点断面の土量の断面積（A1）と次の測点断面の土量の断面積（A2）の和を 2 で除算し、
その値に測点間の距離(L)を乗算して、土量（V）を計算する。
未定稿（ 作成中 ）

４．モデル・データの交換、利用方法
（今後の検討課題）
５．その他
（未定）
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【別冊資料】
【参考資料】
１．AutoCAD Civil 3D を用いた土量算出方法
AutoCAD Civil 3D による土量算出方法の手順例を以下に示す。
なお、本事例は Autodesk 社の学習用コンテンツからダウンロードしたものである。
（１）コリドーサーフェスの作成
（２）横断図の作成
（３）マテリアルの計算
（４）土量テーブルの作成
（５）横断図の間隔設定
（１）コリドーサーフェスの作成
①Lesson4 フォルダ内の「01_create_corridor_surface.dwg」を読み込む。

未定稿（ 作成中 ）

このファイルは「3D 地形（サーフェス）」と「計画線（道路）」が設定されている。
また、道路は盛土区間と切土区間となっており、本事例では盛土量と切土量を算出する。
②コリドーサーフェス（図内赤線）を右クリックし、メニューから「コリドープロパティ」を選択する。
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【別冊資料】
③タブの「サーフェス」を選択し、
「コリドーサーフェスを作成」をクリックする。

④サーフェス項目の追加ボタン（赤枠）をクリックすると、コード「Top」が追加される。

未定稿（ 作成中 ）

⑤タブ「境界」を選択し、
「コリドーサーフェス１」を右クリックし、右クリックメニューの「自動的に
追加」→「Daylight」を選択する。

⑥「OK」ボタンをクリックすると、コリドーサーフェスが作成される。
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【別冊資料】
⑦全体画面に戻ったら、再度コリドーサーフェス（図内赤線）を右クリックし、右クリックメニューか
ら「オブジェクトビューワー」を選択する。

⑧盛土・切土部分が 3D 表示されていることを確認できる。
未定稿（ 作成中 ）
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【別冊資料】
（２）横断図の作成
①現況地盤サーフェスとコリドーサーフェスの断面上の面積を算出するために横断図を作成する。
画面左のツールスペースを「プロスペクター」に設定し、
「線形」→「中心線の線形」→「横断抽出ラ
イングループ」→「横断抽出ライングループ１」を右クリックし、右クリックメニューからプロパテ
ィを選択する。

②タブの「横断」を選択し、
「他のソースを抽出」ボタンをクリックする。

未定稿（ 作成中 ）

③「横断のソース」画面より、左リストの「コリドー - （１）…」を選択し、「追加」ボタンをクリッ
クする。
「コリドー - （１）…」が右側に追加されたことを確認し、
「OK」ボタンをクリックする。
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【別冊資料】
（３）マテリアルの計算
①メニュータブの「解析」を選択し、
「マテリアルを計算」をクリックする。

②「線形抽出ライングループを選択」画面が表示されたら「OK」ボタンをクリックする。

未定稿（ 作成中 ）

③計算に使用する現況と計画線について、オブジェクト名をクリックし、下記図のように設定する。
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【別冊資料】
平均断面法：連続する２つの測点間の切土/盛土領域が類似している場合に使用する。

※A＝断面積

L＝測点間距離

プリズモイダル法：地形モデルで測点間の変化が比較的大きい場合に計算の精度が高くなる。

※A＝断面積 L＝測点間距離
複合法：実際の 3 次元モデルで計算し、測点間の土量を補間する公式は使用しない。
④再度、「マテリアルを計算」ツールを実行すると修正や変更を行う。
「マテリアルリストを編集」ダイ
アログボックスが表示される。

未定稿（ 作成中 ）
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【別冊資料】
（４）土量テーブルの作成
①メニュータブの「解析」を選択し、
「総土量テーブル」もしくは、「土量レポート」をクリックする。
・
「総土量テーブル」
：dwg ファイルに表を作成するツール ②～④参照
・
「土量レポート」：XML ファイルに書き出すツール

⑤以降参照

②「総土量テーブル」の場合、「総土量テーブルを作成」画面は特に変更せずに、「OK」ボタンをクリッ
クする。
未定稿（ 作成中 ）
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【別冊資料】
③CAD 画面内に土量テーブルを描画する場所を決定する（マウス、または座標入力）
。

④CAD 画面内に土量テーブルが描画される。

未定稿（ 作成中 ）

- 74 -

CIM 技術検討会

平成 27 年度報告

【別冊資料】
⑤「土量レポート」の場合、
「数量レポート」画面が表示されるため、特に変更せずに、「OK」ボタンを
クリックする。

⑥作成した XML ファイルを web ブラウザ等で表示する。

未定稿（ 作成中 ）

なお、Excel に貼りつける場合は、web ブラウザで XML ファイルを開きコピー&ペーストする。

- 75 -

CIM 技術検討会

平成 27 年度報告

【別冊資料】
（５）横断図の間隔設定
①メニュータブの「解析」を選択し、「横断抽出ライン」ボタンをクリックし、「ENTER」キーを押すと、
「線形を選択」ダイアログが表示される。

②「線分」を選択し、
「OK」ボタンをクリックする。

未定稿（ 作成中 ）

③「横断抽出ラインツール」が表示されるので、下記ボタンの「測点の範囲から…」を選択する。

- 76 -

CIM 技術検討会

平成 27 年度報告

【別冊資料】
④「測点の範囲から横断抽出ラインを作成」画面が表示されるので、項目内の「増分の抽出」の数値を
変更する。

⑤「重複の解決」画面が表示されるので、「既存リストを削除」を選択し、OK ボタンをクリックする。

未定稿（ 作成中 ）

なお、測点を再作成した場合は、総土量テーブルの再作成が必要である。

- 77 -

CIM 技術検討会

平成 27 年度報告

【別冊資料】
２．土砂／軟岩／硬岩に分けた場合の土量算出例
準備
・現況地形 TIN サーフェス 各層は交差しない(交差時は未確認のため)
・軟岩上面 TIN サーフェス
・硬岩上面 TIN サーフェス
断面例
土砂
軟岩
硬岩

TIN サーフェスとコリドーモデル

未定稿（ 作成中 ）

- 78 -

CIM 技術検討会

平成 27 年度報告

【別冊資料】
縦断ビュープロパティの設定

未定稿（ 作成中 ）

マテリアル

- 79 -

CIM 技術検討会

平成 27 年度報告

【別冊資料】

未定稿（ 作成中 ）

なお、上記の設定は複合土量法では設定できない。
また、各土質、岩質に応じた切土勾配は自動で設定されない。
土量比較

総土量
平均断面法
プリズモイダ
ル法

1m
20m
1m
20m

124906.1
124331.7
124878.4
122009.6

盛土

切土

土砂

軟岩

硬岩

8570.31 133476.4 75998.29 34741.45 22736.69
8623.78 132955.5 75286.12 34732.84 22936.57
8569.58
133448 75973.43 34739.65 22734.77
8503.52 130513.1 73851.29 34282.41 22379.38

- 80 -

切土
差分
-0.05
-0.01
0.16
0.01

