
はじめに
我が国では、国土交通省の主導により建設業の生産

性向上を目的とした公共工事におけるICT（情報通信技
術）活用の取組みが積極化している。2012年度に始まっ
たCIM（Construction Information Modeling）は、 試 行
事業を通じて段階的な検証が行われ、2014年度からは
i-Constructionとして発展している。一方、海外では、中
東やシンガポールの地下鉄工事ですでにBIM（Building 
Information Modeling）が仕様の一部として組み込まれて
いる。さらに、3次元モデルと施工計画をリンクさせた4次元
モデルが実際にプロジェクトマネジメントで用いられている。
このように、国内外の建設分野におけるBIM/CIMの流れ
は、加速の一途をたどっている状況にあり、昨今ではBIMか
らさらに進化したDigital Twinに進化している。

JICA（国際協力機構）は、我が国のODA（政府開発援助）
においてBIM/CIMの活用を検討しており、その先駆けとし
て、無償資金協力「ガーナ国第二テマ交差点改良計画」の
準備調査（概略設計）で試行導入した。

事業概要
（1）ガーナ国の運輸セクター開発状況

2018年にガーナ政府は、2018年から2057年までの長期
国家開発計画（Long-term National Development Plan of 
Ghana：LTNDP）を策定した。また、本計画で主要な位置
付けとなるGIP（Ghana Infrastructure Plan）では、今後の
インフラ整備における政府のビジョンおよび戦略的方向性
が唱えられ、中でも運輸セクターの発展が国家政策の重要
課題とされている。このような背景から、ガーナ政府は、他
国からの支援を含め、道路セクター開発プログラム（Road 
Sector Development Programme：RSDP）にて、全国の幹
線道路網の整備を進めている（図−1参照）。ガーナ国にお
ける主要幹線道路整備の実施機関は、道路・高速道省およ
びその下部組織であるガーナ道路公社（Ghana Highway 
Authority：GHA）である。

JICAが実施している西アフリカ「成長の環」広域開発計画
においては、「成長の環」を構成する4か国（コートジボワー
ル、ガーナ、トーゴ、ブルキナファソ）と西アフリカ諸国経済
共 同 体（Economic Community of West African States：

ECOWAS）諸国間の物理的・制度的なコネクティビティ強化
が必要であり、その中でも、特にコートジボワール国のアビ
ジャンからナイジェリア国の首都ラゴスに至る沿岸主要都市
を東西方向に連結するアビジャン～ラゴス回廊の強化の重
要性が謳われている。

ガーナは、「成長の環」4か国とナイジェリア国を結ぶ交
通の要衝であり、その沿岸部中央付近に位置するテマ交
差点の交通機能の改善は喫緊の課題となっている。本事
業は「成長の環」広域開発戦略における沿岸拠点都市と内
陸地域を結ぶ南北回廊の強化にも合致している。さらに、
ECOWASの「ラゴス-アビジャン回廊」、内陸国のブルキナ
ファソ国境へのガーナ「東部回廊」の2つの重要国際回廊の
結節点であり、テマ交差点の改良はアクラにおける都市交
通問題の解決のみならず、国内および国際物流の円滑化に
大きく貢献することが期待される。
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図−1　ガーナの主要道路網とプロジェクト位置図
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（2）事業の概要
本事業は第一期事業（フェーズ1）と第二期事業（フェーズ

2）から成り、BIM/CIMはフェーズ2概略設計に導入された。
フェーズ1は図−2に示すように、東西方向のアンダーパス

（L=190m）、平面交差点1か所、南北方向のオン・オフラン
プ、東西南北方向の横断歩道橋4基の建設が事業対象であ
る。2019年8月時点でアンダーパス区間のボックスカルバー
ト頂版コンクリートの打設を行っている状況である（写真−1
参照）。2019年9月から交差点部の舗装工、および切り回し
道路の変更を行う予定である。

（3）フェーズ2の事業概要
フェーズ2の事業範囲は図−3のとおり、南北方向の跨道

橋およびアプローチ道路の建設である。

事業におけるBIM/CIM活用
（1）活用目的と初期条件設定

BIM/CIMモデルをどの範囲まで描画するか（描画対
象）、どの程度まで詳細に作成するか（詳細度）、どのソフト
ウェアを使用するかは、BIM/CIMの活用目的により異なる。
本事業では、道路・交差点や構造物、安全施設を3次元的
に俯瞰すること（設計の可視化）により、発注者（GHA）と、

受注者（設計者）、関係者間の円滑な意思疎通が促進され
ることが期待された。そのため、具体的な活用目的や活用
場面を表−1のように整理・分析した。

GHAでは、設計プロセスの各段階で設計者の設計成果
をチェックリスト形式により照査している。設計の初期段階
では、BIM/CIM活用により、主に交通安全の観点から照
査が実施された。加えて、GHAは事業推進の合意を得る
過程として地元住民説明会を開催した。これは、フェーズ2
の事業計画をステークホルダーに説明し、意見聴取の場と
して設けられたものである。その際、合意形成を促進する
ための手段として、BIM/CIMが活用された（活用目的①と
②）。他方、上記を満たすために構築されたBIM/CIMモ
デルは、活用目的③の設計者による早期の課題解決にも利
活用された。

BIM/CIM作成の初期条件を表−2のとおり整理した。
フェーズ1とフェーズ2を描画対象とし、交通安全の設計照
査時に必要となる標識や路面標示を詳細度300、それ以外
を詳細度200に設定した。なお、詳細度の定義は、「CIM導
入ガイドライン（案）1）」に準じている。

（2）3次元モデル構築のプロセスと工夫点
以下の手順で、3次元モデルを構築した（次頁図−4参照）。

1） まず、フェーズ1の測量成果と設計成果、フェーズ2の設
計成果を活用して、地形と路面の3次元モデルを構築し
た。これらの設計成果は、3次元モデル対応の道路設計
ソフトウェア（STRAX）を用いて作成した。既存成果の有
効活用や3次元モデル対応ソフトウェアの採用により、効
率的に作業を進めることができた（次頁図−4の①～④）。

2） 次に、ボックスカルバートや跨道橋、歩道橋、標識、信号機、
照明、路面標示を個別に作図した。路面標示のみ2次元
で作図したモデルをモデル統合ソフト（InfraWorks）のカ
バレッジ機能で上記1）の路面にドレープし、路面の縦断
や横断勾配に沿って作成している（次頁図−4の⑤～⑨）。

3） 最後に、InfraWorks上で、上記1）と2）で作成した図に航
空写真を合成し、周辺の建物や植生を調整し、3次元モ
デルを完成させた。その際、最新の周辺状況を反映す
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図−2　フェーズ1の施工範囲
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写真−1　フェーズ1の進捗状況
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図−3　フェーズ2の跨道橋およびアプローチ道路
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表−1　活用目的と活用場面

活用目的 活用場面
①GHA との合意形成の円滑化 GHA の設計照査
②住民トラブルリスクの低減 地元住民説明会
③設計者による早期の課題解決 設計者の設計照査

表−2　初期条件設定

描画
対象

地形、道路、ボックスカルバート、交差点、
跨道橋、アプローチ道路、歩道橋、信号機、
照明、標識、路面標示

詳細度 詳細度 200（標識以外）、詳細度 300（標識、
路面標示：外形状や文字を正確に反映）

ソフト
ウェア

Autodesk Civil 3D、Autodesk InfraWorks、
STRAX、FORUM8 UC-win/Road、
Pix4Dmapper



るため、回転翼ドローンを使用して空撮し、写真測量ソフト
（Pix4Dmapper）によりオルソ化した航空写真を適用した
（図−4の⑩～⑪）。

（3）設計の可視化による効果
一概に設計の可視化と言っても、その効果はさまざまな場

面で現れる。ここでは、「CIMを学ぶII2）」の見える化の技法
を参考に、今回の活用目的に合わせて表−3のとおり可視
化を分類した。

まず、GHAによる設計照査や地元住民説明会、設計者
の設計照査の各活用場面で、全体像に対する関係者の理
解が促進された。多くの関係者の理解に要する時間が短縮
されるとともに、理解度が向上される点で高い効果が現れた

（概要の可視化）。全体像のイメージが具体化されると、次
に、細部構造の議論が活発に交わされた（詳細の可視化）。
最後に、モデル上で視点を移動することにより、ドライバー

目線の眺めが明示され、交通安全の確認作業として有効に
活用された（動きの可視化）。これらの具体的な事例を（4）～

（6）で詳述する。
（4）発注者（GHA）との合意形成の円滑化

GHAは、構造物の規模感や構造物の取り合いだけでは
なく、交通安全の観点から、信号機、標識、路面標示等の
交通安全施設の相互の位置関係を照査する必要がある。
この情報量は膨大である一方、設計者は、現地業務の短期
間に成果物に対する照査を受け承認を得る必要がある。協
議では3次元モデルを活用して、GHA関連担当者のすべて
がモデル空間を視覚的に共有し、疑問点や懸念事項がそ
の場で指摘され、解決策が円滑に議論された。加えて、ド
ライビングシミュレーションにより、運転手の目線で交差点
形状、分合流区間の車両挙動等の交通安全施設が与える
心理的作用や夜間時の照明の配置・照度の適正について
理解が促進された。さらに、高架部路面からの視点では、
橋梁上の路肩幅員の縮小についても議論が交わされた。
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図−4　3次元モデル構築の手順

①地形 ②路面（メッシュモデル）

③路面（サーフェスモデル） ④地形と路面の合成

⑤カルバートの作成（3次元） ⑥跨道橋の作成（3次元）

⑦歩道橋の作成（3次元） ⑧標識の作成（3次元）

⑨路面標示の作成（2次元） ⑩地形と航空写真の合成

⑪各モデルの合成

表−3　設計の可視化に起因する効果

概要の
可視化

2 次元図面（平面図／側面図等）と比較し全体像
に対する関係者の理解が促進される（図-5 参照）

詳細の
可視化

全体像のイメージがより具体的になり、細部の議
論や理解が促進される

動きの
可視化

モデル上で視点を移動することによって、2 次元
では表せない眺めを提供できる

c）3次元モデル

 

a）2次元図面（側面図）

 

b）2次元図面（平面図）

図−5　概要の可視化



このような議論は視覚的なモデル空間を共有することにより
円滑に行われ、また、課題の抽出や条件の確認を行い、議
論を深めることで、相互の信頼関係の醸成がなされた良い
事例と言える。

（5）住民トラブルリスクの低減
地元住民説明会では、3次元モデルが近隣住民の事業

計画の理解促進に寄与した。地元住民は事業の直接的な
受益者である一方、工事に起因する住民移転、交通規制、
騒音、振動等による負の影響に対して十分な理解を得ること
が重要である。工事完成後の利便性や工事の影響を3次元
モデル上で視点を移動しながら丁寧に説明することによって
事業に対する理解が得られた。地元住民の関心は高く、相
互に熱心な姿勢で意見交換がなされ、3次元モデルが環境
社会配慮の観点から有用なツールであることが確認できた。

（6）設計者による早期の課題解決
2次元図面では気付き難い不整合箇所を瞬時に確認でき、

照査作業の効率化が図られた。具体的には、①標識の配置、
②照明柱が景観に与える影響、③排水勾配の確認・雨水の
処理、④橋脚に対する安全対策（防護柵の必要性）、⑤建築
限界の確認と主桁・横断歩道橋への衝突対策等である。こ
れらは詳細設計に先立ち、概略設計の段階で改善された。

おわりに
本業務は、無償資金協力事業の概略設計において、初

めてBIM/CIMを活用して、各種検討を実施した事例であ
る。BIM/CIMを用いたことで、これまでは施工時の準備段
階（施工図作成時や施工計画検討時）で見つかった干渉等
の問題を概略設計時に把握することができた。また、住民
説明会においても3次元モデルを活用して活発な議論が行
われ、その効果を設計に関わる技術者のみならず、多くの
関係者が共有することができた。今後は、GHAの要請によ
り、鋼製橋脚と深礎杭との結合部、並びに、フェーズ1完成、
フェーズ2工事中、フェーズ2完成の施工ステップを明示でき
るように3次元モデルを更新する予定である。

建設分野においても、ICT活用の流れは加速し、今後は
ODAにおいても、多くの業務にBIM/CIMが利用されるで
あろう。今回のBIM/CIM検討においては、計画・設計から
施工へのモデルの引き継ぎについては試行できなかった。
しかしながら、来年予定されている入札においては、参考
資料として本モデルの提供を検討中であり、施工者がこの
モデルをさらに深化させてくれることを願うものである。
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図−6　GHAによる設計照査時の具体的な活用事例

c) B 点からの眺め

a) 全体

b) A 点からの眺め

d) 鋼製橋脚の視距への影響確認

e) 安全施設の配置状況の確認

f ) ボックスカルバートと橋脚基礎の近接状況確認

写真−2　地元住民説明会での活用状況


