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1.はじめに
調査設計における CIM 試行業務が平成 24 年度から

実施されるようになって 10 年が経過し、多くの基準・
要領等が整備され、ハード・ソフトウェアの進歩と相
まって、BIM/CIM の活用は進みつつある言える。 
一方で、砂防分野における現状は、BIM/CIM の実施

例が比較的少ないこともあり、設計フェーズ以降の後
工程への BIM/CIM モデルの引継や効果的活用、及び、
設計時 BIM/CIM モデルの具体的作成方法が、確立され
ているとは言い難いと考えられる。

ここでは、六甲砂防事務所管内における砂防施設（砂
防堰堤、斜面対策工）の BIM/CIM モデル化に際し、施
工段階で実用的に活用できることを目標とし、設計時
のモデリングでの課題解決も含め、BIM/CIM モデルの
作成・活用方法について検討した事例を報告する。
2.砂防施設 BIM/CIM の現状と課題

BIM/CIM モデリング仕様の検討に際し、設計、施工
各フェーズにおける現状と課題を整理した。
2.1 施工フェーズの現状と課題 
施工フェーズにおける現状と課題は、施工現場での

現実的な課題を確認するため、施工中の砂防堰堤工事
箇所 6 箇所、斜面対策工事箇所 3 箇所での現地ヒアリ
ングに基づき、整理を行った。また、BIM/CIM に関す
る事項だけでなく、設計施工間の情報連携の課題につ
いても、BIM/CIM を用いた解決の可能性を検討するた
め、併せてヒアリングし、整理することとした。
2.1.1 砂防堰堤工事の現状と課題
設計成果に対する砂防堰堤施工現場での現状と課題

を以下にとりまとめる。
 構造物形状の複雑さは大きな問題ではなく、実現可
能な正確性を求めているが、不正確な場合がある。 
 施工仮設計画における実施工との乖離が大きく、施
工段階ごとの状態を考慮した検討を望んでいる。

BIM/CIM に関する事項は、以下の通りであった。 
 掘削土工では、マシンガイダンスが一般的となって
いるが、ICT 建機への入力データは施工時作成して
おり、設計からの LandXML 提供を望んでいる。
 BIM/CIM モデルがあれば、関係者のイメージ共有
は図りやすいと思うが、施工時の閲覧が容易でない。 
 施工時にBIM/CIM常駐技術者を確保してBIM/CIM
モデルのリアルタイム活用や更新を行うことは現
状困難であるため、数量属性や複雑な地層モデルを
受領して利用することは求めていない。

2.1.2 斜面対策工事の現状と課題 
設計成果に対する斜面対策工施工現場での現状と課

題を以下にとりまとめる。
 微地形や地物の影響により、現場合わせで施工形状
を決定することが一般的であり、設計図面精度より
も設計意図の伝達が重要。
 割付の基準線と施工範囲については、正確性が必要。 
 施工箇所は狭隘・急峻であり、現地地形や施工段階
に応じた仮設工の配置、資材搬入方法の明確な表現
を望む。

BIM/CIM 関する事項は、以下の通りであった。 
 地上 LP 計測による出来形管理(ICT 法面)が普及し
つつあり、設計 BIM/CIM モデルがあると有効活用
出来る可能性がある。
 2 次元図面による枠工割付図は、斜面起伏が反映さ
れないため、数量誤差が大きい。3 次元地形サーフ
ェスを用いた枠工割付図を作成することによって、
数量格差が低減されることを期待する。

2.1.設計フェーズ 
砂防施設 BIM/CIM に関する設計フェーズでの現状

の課題は、実施例が少なく、以下に挙げるような具体
的モデリング方法が明らかでないことと考えられた。
 BIM/CIM モデルで定義すべき各階層の対象となる
部位、付与すべき属性情報の内容。
 BIM/CIM モデルとして表現すべき範囲・程度。

3.実務的な砂防施設の設計 BIM/CIM モデルの検討
施工フェーズでの現状課題の整理結果から、砂防施

設設計の BIM/CIM においても、他工種で一般的に効果
的と考えられている、土工(地形)サーフェスの活用や、
3 次元モデルを用いた視覚的確認による構造物形状、
及び施工仮設計画の妥当性・実現性向上は、設計の後
工程である施工フェーズでの効率化に繋がる可能性が
あることが確認された。

一方、複雑な階層構成や属性情報は、施工フェーズ
では求められておらず、設計段階での高度な理想のモ
デル仕様の追求は、返って砂防分野における BIM/CIM
推進を遅らせるものではないかと考えられた。よって、
ここでは現時点での施工フェーズでの要望を満足し、
市場性のある一般的ツールで達成可能な実務的設計
BIM/CIM モデル標準仕様を検討、提案することとした。 
3.1 砂防施設における BIM/CIM モデル階層と属性 
3.1.1 砂防施設 BIM/CIM モデルの階層設定 

「3 次元モデル成果物作成要領(案) 令和 3 年 3 月」
では、BIM/CIM モデルを構成するオブジェクトを階層
分けし、それぞれの段階に属性情報を付与することが
求められている。しかしながら、これに忠実なモデル
仕様は、理想的ではあるものの、現時点では汎用性の
あるデータへの格納が困難な他、前述の通り、六甲山
系の砂防施設では、後工程での活用が期待できる状況
に無い。よって、モデル全体を体系化する為の階層分
類は行うが、BIM/CIM モデルとしての階層構造構築、
及び階層ごとの属性情報付与は行わないものとし、実
務的に利用できる最下層と考えられる階層 3 を最小オ
ブジェクト単位として 3 次元モデルを作成し、これに
属性情報を与えるものとした。

また、施設全体の基本属性
情報は、階層 3 オブジェクト
全てに付与することが効率
的でないと考えられたため、
階層 1 に相当する仮想の
INDEX オブジェクトを作成
し、これに階層 1 の属性情報
を付与することを提案した。 図-1 INEDX イメージ

INDEX ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ 
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表-1 砂防堰堤の階層設定例 
階層 1 階層 2 階層 3 階層 4 

砂防堰堤 本堤工 
本体工 コンクリート、型枠 等 
間詰工 同上 

鋼製部材 鋼材、ボルト 等 

図-2 砂防堰堤階層 2 図-3 砂防堰堤階層 3 
表-2 斜面対策工の階層設定例 

階層 1 階層 2 階層 3 階層 4 

斜 面 
対策工 

アンカー工 
グラウンド 
アンカー 

アンカー鋼材、グラウ
ト材、受圧板 等 

鉄筋挿入工 同上 

受圧工 法枠工 モルタル、鋼材 等 
ﾉﾝﾌﾚｰﾑ工法 材質 等 

図-4 斜面対策工階層 2  図-5 斜面対策工階層 3 

3.1.1 砂防施設 BIM/CIM モデルの属性情報 
表-3 砂防堰堤階層 1 属性情報案

本検討では、
後工程での活
用が期待出来
ない詳細な数
量情報等の属
性付与は行わ
ないこととし、
施工フェーズ
での設計条件
確認や維持管
理に効果があ
ると考えられ
る情報に限定
し、表-3～5 に
示す通り提案
した。
砂防堰堤本

体構造はマス
コンクリート
を主体とする
ため、施工時
に確認すべき
品質管理基準
は比較的少な
く階層 3 に付与する属性情報は表-4 に示す通りとした。

一方、斜面対策工のアンカー工においては施工時に確
認すべき品性管理基準が詳細にもとめられるため、表
-5 に示す属性情報とした。

表-4 砂防堰堤階層 3 属性例
3.2 地形モデルの
仕様検討 

砂防施設におけ
る設計・施工の現
状を踏まえ、地形
モデルの仕様を以
下の通り設定した。 
 斜面対策工に
おいては、設計
時の詳細な形
状設定が施工
に有効でない
ため、LP デー
タを用いた地
形モデル作成
を基本とし、設
計効率化を図
ることとした。 
 堰堤工事にお
いては、掘削面
の安定性やマ
シンガイダン
スの活用、用地
境界の設定等、
地形モデル・土
工モデルの精
度が求められ
る為、現地測量
による地形モデル作成を基本とした。また、これま
での 2 次元設計の土工横断から作成した掘削モデ
ル(図-6)は、小段が一律でなく施工性が低下するこ
とがモデリング過程で確かめられたため、小段を一
律とし、全ての面方向に対して規定の掘削勾配を確
保出来るモデルを提案した(図-7)。 

図-6 従来掘削モデル 図-7 今回検討掘削モデル
4.まとめ

現時点でのツールで作成可能な実務的砂防施設設計
BIM/CIM モデル仕様を提案できたと考えているが、設
計時 BIM/CIM はツールへの依存度が大きく、今後のツ
ール開発に応じた仕様の変更が求められる。

また、施工フェーズからの要求事項も今後変わって
くると予想されるが、3D モデリングは、仮想区間に立
体的モデルを構築する作業であり、3D モデリングが成
立しない形状は実施工でも成立しないし、3D モデリン
グが困難な形状は実施工も困難であると言え、3D モデ
リング行為自体に施工のシミュレーション効果、計画
の実現性確認の効果が期待出来ると考えられる。

設計フェーズでは、BIM/CIM によるメリット創出が、
BIM/CIM 推進の重要な条件と考えられ、BIM/CIM モデ
ルを数量根拠とする数量算出方法の実用化による設計
の効率化が、直近の課題ではないかと考えている。

属性名称 入力例 

基
本

情
報

ID 任意 
施設名称 六甲 CIM 堰堤 
構造物名称 砂防堰堤 
設計時期 R3 年 3 月 
竣工時期 R5 年 3 月 
ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ時期 R4 年 3 月 
形式 部分透過管理型 
堤高 H=10.5m 
堤長 L=55.0m 
本体構造 ｺﾝｸﾘｰﾄ重力式 
透過部構造 Ｂ型 
透過部高 h=2.0m 
常時堆砂上限 E.L.=372.0m 
常時堆砂下限 E.L.=369.0m 
設計者 〇〇設計 
施工者 △△建設 
ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ者 □□ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

維

持
管
理

情
報 

点検時期 R7 年 3 月 
損傷の種類 摩耗 
損傷程度 Ｂ

補修時期 未定 
補修対象部位 側壁護岸工 
補修工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 
除石時期 R10 年 12 月 
除石目的 常時管理 
除石量 3,000m3 

属性名称 入力例 

基

本
情
報

ID 任意 
施設名称 六甲 CIM 堰堤 
構造物名(階層 1) 砂防堰堤 
部位名(階層 2) 本堤工 
部位名(階層 3) 本体工 A ﾌﾞﾛｯｸ 

品質管理

基準 1 

材 質 コンクリート 
規 格 18-5-40BB 
単位体積重量 22.56kN/m3 
数 量 1,000m3 

品質管理
基準 2 

材 質 通常型枠 
数 量 500m2 

属性名称 入力例 

基
本
情

報

ID 任意 
施設名称 六甲 CIM 地区 
構造物名(階層 1) 斜面工 
部位名(階層 2) アンカー工 
部位名(階層 3) ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ 

品
質

管
理
基

準 

アンカー長 10.0m 
定着長 3.0m 
アンカー角度 40.0° 
周面摩擦抵抗値 0.6N/mm2 
設計荷重 67.9kN/本 
削孔径 Φ90mm 
アンカー材質 PC 鋼より線Φ

15.2×1 
受圧構造 吹付法枠工 
地表面地盤 砂礫 
グラウト材 ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 
ｸﾞﾗｳﾄ注入量 1.0m3/本 

表-5 斜面対策工階層 3 例 
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