
Yuki Nishida , Masashi Kanaya , Kenji Noguchi 

平成29年度 

樋門詳細設計の CIM 活用について 
―機械設備を考慮した事例― 

 
札幌開発建設部 千歳川河川事務所 計画課   ○西田 侑希 

金谷 将志 
 札幌開発建設部 施設整備課 野口 健二 

 

近年、建設現場における生産性の向上などを目的にICTの積極的な活用が進められている。樋

門設計においては、土工や土木施設にてCIM導入ガイドラインが策定され活用が進められている

が、機械設備も含めたCIM活用は実例も無く活用に向けた検証が求められている。本検討では、

樋門設計にあたり土木及び機械設備を含めたCIMを実際に活用することで、その効果を検証し、

今後の活用拡大に向けた検討を行ったものである。 
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1. はじめに 

「CIM（Construction Information Modeling）」とは、

計画・調査・設計段階から3次元モデルを導入し、その

後の施工、維持管理の各段階においても3次元モデルに

連携・発展させ、あわせて事業全体にわたる関係者間で

情報共有することにより、一連の建設生産システムの効

率化・高度化を図るものである（図 1参照）。 

 
図 1 CIMの概念図 

 
近い将来、労働力不足や社会資本の維持管理時代の到

来が予測されるため、国土交通省では効率的で質の高い

建設生産システムの構築を目的に、CIMの導入を進めて

いる。CIMに関する具体の取組として、国土交通省CIM導

入推進委員会では、平成29年3月にCIM導入ガイドライン

（全6編）を発刊している。また、同年8月には、CIM導

入ガイドライン【設備編】を策定することを決定し、試

行・検証を進めている。 

本論文では、CIMの設計段階における取組として、千

歳川河川事務所管内において、これまで実施してきた樋

門詳細設計でのCIM活用状況と、CIM活用による効果や課

題の報告を行う。併せて、設備ガイドラインの策定にあ

たって、試行している機械設備へのCIM活用について報

告を行うものである。 

2. 検討の背景 

千歳川は、支笏湖を源とする幹川流路延長108km、流

域面積1,244km2の石狩川の1次支川である。平成17年4月

に河川の氾濫や内水浸水による被害の軽減や水位上昇を

計画高水位以下に抑えるとともに、石狩川の高い背水位

の影響を長時間受けることに対応した整備を進めること

を目標とした「石狩川水系千歳川河川整備計画」が策定

され平成27年3月変更にされている。同計画の柱として、

堤防整備、河道掘削、遊水地群の整備が位置づけられ、

堤防整備においては、高い水位が長時間続くことや、軟

弱地盤が広く分布することから石狩川本川と同様の堤防

天端幅を確保し、堤防法勾配は4割（図 3参照）とした

ため、盛土造成に伴い、多数の樋門や排水機場等を改築

することとなった。 

 

 
図 2 千歳川流域図 1） 
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図 3 堤防の標準断面図 1） 

 

上記の背景の下、千歳川管内における樋門設計では、

建設生産システムの効率化を目的に、これまでCIMを活

用した設計（土工および土木構造物）を試行しており、

設計時の課題や効果等について検討を行ってきた。本年

度はゲート等の機械設備に適用し、試行・検証を行って

いる。 

 

3. 樋門設計におけるCIMの活用と効果 

千歳川管内における樋門詳細設計段階でのCIMの活用

とその効果について、土木施設での検証を行った国境樋

門および機械設備での検証を行った根志越樋門を事例に

紹介する。樋門位置を以下に示す。 

 

 

図 4 対象樋門位置図 

 

(1) 国境樋門 

A） 樋門改築の概要 

国境樋門は、石狩川水系嶮淵川左岸KP.5.8（図 4参

照）に位置する排水樋門（H1竣工）である。同樋門は、

千歳川河川整備計画に基づく堤防整備に伴い、改築が

必要であり、既設樋門の能力不足、経済性等を踏まえ

「全改築」として設計を行った。 

新設樋門の諸元を表 1に示す。 

 
表 1 国境樋門計画諸元 

 

 
B） CIMの活用と効果 

当該樋門では、詳細設計成果に基づき、土工およ

び土木構造物に関する3次元モデルを作成し、特に構

造物と周辺地形の摺付に関する照査、数量算出に関す

る試行検証を実施している。 

なお、3次元モデル（詳細度300）の作成に当たって

は、LPデータ（1m四方）より地形モデルを、設計図 

面より構造物モデルを作成（図 5参照）した。作成に

使用したソフトは「AutoCAD Civil3D（オートデスク

（株））」である。 

構造物と周辺地形の摺付に関する照査では、3次元

でモデル化した地形、構造物モデルを統合（図 6参照）

することで、元来2次元図面から想像していた細部の

改築形状を視覚的に確認することが可能となった。 

 

 

 
図 5 3次元モデル（上段：地形、下段：構造物） 

項　　目 改　築　諸　元

樋門位置 嶮淵川左岸KP5.8
流域面積 1.14km2

計画流量 12.29m3/s
樋門断面 B3.30m×H1.80m～1連
構造形式 柔構造樋門（浮き直接基礎）

函体構造形式 プレキャスト構造

千歳川 

嶮淵川 

至）石狩川 

国境樋門 

根志越樋門 
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図 6 統合モデルの全景図 

 
また、数量算出において、従来の平均断面法を含

めた以下3手法による数量算出結果を比較し、その妥

当性について検証を行った。 

 

①従来法    ：2D図面を用いた平均断面法 

②CIM数量   ：3Dモデルによる数量算定 

③CIM+従来法：3Dモデルより切出した2D図面を用い

た平均断面法 

 
算定結果は以下に示すとおりである。 

 

 
図 7 算定手法の差異による数量算定結果 

 
図 7より、①従来法と③CIM+従来法による土工数量

の算定結果の差異は、掘削を除いて93～103%とほぼ同

値である。掘削においては、③CIM+従来法による数量

が①案比で85%と小さく、これは平面・横断測量成果

とLPデータの差によるものと推察される。 

一方、②CIM数量では、①案比でほぼ同値となる。

本来、前述の通り、測量成果とLPデータに差があるた

め、算定結果に差が生じるはずであるが、摺り付け部

の微地形等が反映（加算）されたことで、結果として

同値になったものと推察される。コンクリート量は、

①従来法と②CIM数量で、ほぼ同値となった。これら

の数量の確からしさについては、施工数量との比較に

より今後検証を進める。 

また、建設生産システム効率化の観点から、詳細

設計業務における作業日数についての比較（図 8参照）

を行った。当該作業では、3次元モデルの作成作業に

不慣れなことから従来の2次元図面作成より日数を要

したが、数量算出では所要日数の削減ができており、

将来的（CIMの一般化）には設計業務の効率化に繋が

るものと期待する。また、CIMを用いたICT施工や出来

形管理（レーザースキャナ等）により建設生産システ

ムの効率化にも寄与できると考える。 

 

図 8 詳細設計業務での作業日数 

 
(2) 根志越樋門 

A） 樋門改築の概要 

根志越樋門は、石狩川水系千歳川右岸KP40.8（図 4

参照）に位置する排水樋門（S57竣工）である。同樋

門は、千歳川河川整備計画に基づく堤防整備に伴い、

函長が不足するが、現施設は健全であること、経済的

に優位であることを踏まえ、既設樋門の一部を利用し

た継足し樋門として、現在詳細設計を実施中である。 

改築樋門の諸元を表 2に、改築樋門の一般図を図 9

に示す。なお、本樋門におけるゲートは、門柱レスの

自動開閉ゲート（非常用動力付き）を採用した。 

 
表 2 根志越樋門改築諸元

 

①従来法

m3 1,218 1,208 (99%) 1,038 (85%)

m3 4,298 4,063 (95%) 4,008 (93%)

m3 1,769 1,677 (95%) 1,796 (102%)

m3 1,056 1,043 (99%) 1,083 (103%)

m3 168 162 (96%) －

※（）内のパーセンテージは対①案比

名　　称 単位
数量算出法

②CIM数量 ③CIMモデル+従来法

掘削

コンクリート打設

築堤

床掘土

埋戻土

項　　目 改　築　諸　元

樋門位置 千歳川右岸KP40.8（既設位置）

流域面積 0.24km2

計画流量 1.30m3/s
樋門断面 B1.2m×H1.2m～1連

構造形式
既設部：剛構造樋門（直接基礎）

継足部：柔構造樋門（直接基礎）

函体構造形式 現場打ちコンクリート構造

ゲート形式 自動開閉ゲート（非常用動力付）
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B） CIMの活用と効果 

本樋門設計は、次年度以降に策定が予定されてい

るCIM導入ガイドライン【機械設備編】素案の試行検

証対象業務であり、平成29年度は水門設備についての

検証を実施することとなった。 

今回対象となるゲート設備における3次元モデルの

作成は、一般に機械設計において使用される「Inventor

（オートデスク（株））」を用いた。本ソフトは、ボ

ルトやナット等のモデリングオプションが豊富であり、

機械設備の図面およびモデル作成に適しているとされ

ている。また、作成した3次元モデルから構造計算へ

の連動など、機械設備設計に適したソフトとされてい

る。 

作成した3次元モデル（詳細度300）を以下に示す。 

 

 
図 10 ゲート設備の3次元モデル 

 

作成した3次元モデルからは、平面図や断面図など2

次元図面の切り出し（図 11参照）や、部材毎の数量

をソフト上で容易に算定（図 12参照）することが可

能であり、土木設計を含めた一連の建設生産システム

の効率化に寄与できると考えられる。 

さらに、作成した3次元モデルを土木施設や建築物

のモデルと統合する（図 13参照）ことにより、以下

のことが可能になると考えられる。 

① 扉体や戸当りなどの機械設備据付に必要な箱抜き

や配筋位置の取り合いが明確化され、現場での手

戻りがなくなる。 

② 輻輳する土木・建築・機械設備工事におけるそれ

ぞれの機械配置や進入路などの施工位置、施工す

る順番及び施工時期の調整が容易となる。 

③ 開口部やゲート開閉装置室の形状など土木・建築

物とゲート設備の干渉確認が一体的にできること

から、維持管理におけるゲートのメンテナンスや

更新時における機械の搬出入等について、容易に

計画を立てることが可能（図 14参照）となる。 

 

 
図 11 3次元モデルからの図面切り出しの一例 

 
図 12 ソフトウェア上での数量算出の一例 

情報の一元化により、 

図面内での部材情報を 

確認可能 

詳細パーツ（部材）の名称 

機器の分類 

鋼材・塗装重量等 
3次元モデルより、 

部材毎の数量を 

自動で算定可能 

図 9 根志越樋門改築一般図（設計中） 

モデルパーツの名称 



Yuki Nishida , Masashi Kanaya , Kenji Noguchi 

 

図 13 統合モデル 

 

 

図14 ゲート設備搬出入時の取り合い 
 

4. 機械設備CIM導入における課題 

機械設備へのCIM導入については、現在、全国的に試

行検証中であるが、本樋門設計においては以下の課題が

あるものと考えられる。 

 

(1) モデルの詳細度 

CIMモデルでは、その詳細度を以下のように定義2）

される。 

 

表 3 CIMモデル詳細度 

詳細度 共通定義 

100 
対象を記号や線、単純な形状でその位

置を示したモデル。 

200 

対象の構造形式が分かる程度のモデ

ル。標準横断で切土・盛土を表現、ま

たは各構造物一般図に示される標準断

面を対象範囲でスイープさせて作成す

る程度の表現。 

300 

附帯工等の細部構造、接続部構造を除

き、対象の外形形状を正確に表現した

モデル。 

400 

詳細度300に加えて、附帯工、接続構造

などの細部構造および配筋も含めて、

正確に反映したモデル。 

500 
対象の現実の形状を正確に表現したモ

デル。 

 

水門設備の設備予備設計は一般図の作成及び主要

部材数量の算出が可能な範囲でよいことから、発注

に必要なCIMモデルの詳細度は300程度と想定される。

一方、本設計で採用する自動開閉ゲートのように、

メーカー毎に特徴を有する設計の場合は、モデル詳

細度を高めることでメーカーの特定に繋がることが

懸念される。また、機械設備工事の場合は他の工事

とは異なり、施工者の“ノウハウ”を活用して細部

にわたる実施設計を行うため、モデル詳細度を高め

ても施工者の自由度を下げてしまったり、設計段階

の3次元モデルを施工段階において大幅に修正するな

どの手戻りが発生する可能性が高いことから、設計

段階での詳細度については十分な検証が必要である。 

 

(2) 付与する属性情報 

CIMとは、冒頭のとおり、計画・調査・設計段階か

ら施工、維持管理までを一貫して3次元モデルで統合

的に管理することで建設生産システムの効率化を図

る手法である。維持管理までを見据えた3次元モデル

においては、設計時、施工時や補修・更新などの維

持管理においてそれぞれ必要となる属性情報（材質、

形状寸法、機器仕様、部品リストや補修履歴など）

について、どの程度の情報が必要か整理し、適切な

情報を入力し、管理することが重要である。 

 

(3) 使用ソフトの互換性 

本報告では、土木：Civil3D、機械：Inventorで、

それぞれモデル化、属性付与を行っているが、統合

モデル作成段階でデータの互換性に乏しく、必要デ

3次元的に扉体等と土木施設の干渉について確認が可能 

施工ヤードや施工機械の 
配置の確認 

作業半径の確認 
（支障物件等の回避） 

ゲートの搬出入 

STEP1：防護蓋の取り外し 

STEP2：据付・メンテナンス 
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ータの取り扱いに苦労する。また、工場製作時にお

ける加工機械との座標データ変換についても同様な

課題が生じることから今後のソフトウェア開発にも

注視する必要があると考えられる。 
 

表 4 3DCADソフトの一例 
主用途 ソフト名 開発元 

土木 AutoCAD Civil 3D オートデスク㈱ 

土木 ArchiCAD グラフィソフトジャパン㈱ 

土木 V-nasClair 川田テクノシステム㈱ 

機械 Inventor オートデスク㈱ 

機械 SolidWorks ソリッドワークス・ジャパン㈱ 

機械 Solid Edge シーメンス㈱ 

建築 Revit オートデスク㈱ 

建築 VectorWorks エーアンドエー㈱ 

 

5. 今後の検証項目について 

現段階では、機械設備へのCIM導入に際し多くの課題

があるものの、今後検証を進めていくにあたっては、以

下のような視点が必要になるものと考えている。 

 

(1) 樋門設計におけるCIM導入の基本概念 

設計から施工・維持管理の段階を踏まえ、誰が、

どの段階で、どれくらいの詳細度モデルを作成し、

属性を付与するかを明確化することが必要と考えら

れる。下図のような設計・施工・維持管理の各段階

において、必要となる形状詳細度、属性について誰

がどの段階で、情報を更新していく必要があるのか

について検証を進めていきたいと考える。 

 

 

図 15 モデル作成、属性付与段階のイメージ 
 

(2) 設計段階での詳細度 

機械設備設計の段階で詳細度100とした場合は、発

注時に必要な数量が算出できず従来手法での図面作

成、数量計算が必要になると想定される。一方、詳

細度300とした場合はメーカーの特定や設計の手戻り

が生じることから、発注図面を作成するための詳細

度や数量算出に必要な詳細度など、設計内容に応じ

た詳細度を検証する必要がある。 

(3) 統合モデルの作成について  

規模が大きく事業に複数年要する水門設備等の場

合、設計者と各工事の施工者が協議および技術協力

することにより、3次元モデル作成の手戻り防止、施

工時の取り合い等、意思決定の迅速化につながるも

のと考えられる。これらは、コンカレントエンジニ

アリングの推進、例えば、国土交通省が推進する設

計段階から施工者が関与する方式（ECI方式3））等の

発注方式も視野に入れる必要があると考える。 

また、樋門管などの設備規模の小さなものや、階

段・手摺りなどの付属物については、設計製作に必

要なモデル詳細度は高くなるが、維持管理に必要な

属性情報が少ないケースもあるため、設備規模によ

るCIMの活用効果も検証しておく必要がある。 

本検証結果を踏まえ、設備規模や発注方式による

適用性についても考察を深めていきたい。 

 

6. まとめ 

国土交通省では、平成24年から全国でCIM試行事業を

開始し、CIMの活用・拡大に向けた実証を進めている。 

本論文では、千歳川河川事務所管内での樋門設計にお

けるCIMの適用事例を報告するとともに、全国的にもま

だ事例の少ない機械設備設計へのCIM導入を検証し、そ

の効果と課題について整理を行った。土木施設や機械設

備の設計段階へのCIM活用は、図面作成や数量計算とい

った設計項目を3次元モデル上で包括的に実施できるメ

リットを有し、特に機械設備においては構造計算も連動

させることが可能であるため、将来的に建設生産システ

ムの効率化に寄与できると考えられる。また、施工・維

持管理段階における土木と機械設備の取り合いについて

も視覚的に確認することが可能となり、成果の品質向

上・維持管理の一元化にも寄与するものと期待できる。 

一方、機械設備へのCIM活用に当たっては、モデル詳

細度、付与属性のルール化や現行の発注形態の問題点を

含めたソフト面、PCやソフトウェアなどのハード面に課

題があり、今後も検証を進める必要があるといえる。 

引き続き、試行・検証を進め、適宜、情報を発信して

いきたいと考える。 
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