
オートデスク株式会社
www.autodesk.co.jp/tug

22～30号から抜粋

オートデスク株式会社　www.autodesk.co.jp

〒104-6024　東京都中央区晴海1-8-10　晴海アイランド トリトンスクエア　オフィスタワー X24F
〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36　新大阪MTビル2号館3F
TEL：0570-064-787（オートデスク　インフォメーションセンター）

（GIS NEXT 22～30号から抜粋）

オートデスク株式会社　www.autodesk.co.jp
〒104-6024　東京都中央区晴海1-8-10　晴海アイランド トリトンスクエア　オフィスタワー X24F
〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36　新大阪MTビル2号館3F
TEL：0570-064-787（オートデスク　インフォメーションセンター）

この記事でご紹介した製品
AutoCAD Map 3D

AutoCAD Raster Design

Autodesk MapGuide Enterprise

Autodesk Navisworks

お問い合わせは
オートデスク インフォメーション センター
TEL：0570-064-787

社会・公共ソリューション
www.autodesk.co.jp/tug

お問い合わせは
中央省庁・自治体・公共機関専用窓口
gov.japan@autodesk.com



本誌の読者の中には“CAD”と聞くと「自分には関係

ない！」と思う方も多いかもしれません。では、皆さん

が使っている地図はどうやって作成されているかご存知

ですか？地図会社から購入しているからわからないとい

う人もいるでしょう。地図会社のデータは、公共機関や

自治体の地図データをベースに、いろいろな情報を付加

して作られています。では、その元はどうやって作られ

ているか？まず100%、CADを使って作成されています。

そう、CADとGISは切っても切れない関係なのです。

オリジナルデータはみんなCAD製

電力・鉄道・水道・ガス・道路など、社会基盤施設・設

備の管理システム、固定資産などの管理システムなど、年

次、月次、日次で更新しなければならないGISは数多く存

在します。これらの施設・設備などの更新の元となる竣工

図などもやはりCADで書かれています。つまり皆さんの使

っているデータのオリジナルはすべてCADで書かれている

のです。

このことはGISにとって重要な意味を持っています。つ

まり、オリジナルデータを作るCADをGISと別個のシステ

ムとしてでなく、GISの一部とみなす＝両者の垣根を取り

払うことにより、GISの普遍的なテーマである「データの

更新をどうするか？」という課題そのものが払しょくでき

るのです。なぜなら、データ入力・更新を行うためのCAD

そのものがGISの一部になるからです。

これがCAD？

オートデスクと聞くと、多くの方は“CADのメーカー”

だと思うかもしれません。でも実は、GISの分野でも10年

以上の実績があるのです。そのコンセプトが、まさに

“CADとGISの垣根を取り払う！”です。

実際、オートデスクは1990年代後半に、CADとGISの垣

根を取り払ったAutoCAD Map 3DというGIS製品を発表、

その後Autodesk MapGuideというWebGISなども開発して

きました。AutoCAD Mapは、すでに世界中で24万5000本

（2007.1現在）出荷され、GISの中でも大きなシェアを占め

るソフトウェアとなっています。

まだCADはGISと関係ないと思われている方は下の絵を

見てください。これらの絵はAutoCAD Map 3Dで作成され

た地図ですが、もうここにはCADのイメージはありません。

具体的な例をみてみましょう。例えば、次期冬季オリン

ピックの開催地カナダのバンクーバー市では、AutoCAD

Map 3DとAutodesk MapGuideなどを組み合わせ、設

計・施工・維持管理までを1つの空間データベースで格納

し、ほぼリアルタイムに近い形で現況のアップデートを行

い、その情報を瞬時に数千人の市職員や一般市民に公開し

ています。

いわゆる日本でいう統合型GISですが、GISへのデータ

入力を個別に仕様

化するのではなく、

CADそのものを統

合システムの1つの

機能として組み込

んでいます。
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AutoCADでGISする

では、AutoCAD Map 3Dは、一般的なCADと何が違う

のでしょうか？たとえば、汎用CADのAutoCADには、次

のような特徴があります。

高精度なデータベース構造

AutoCAD は内部演算16 桁倍精度で処理される3 次元

データベース構造を持っています。

制限の少ないソフトウェア構造

作図容量・領域にソフトウェアとしての制限がないの

で、非常に巨大なモデルであっても原寸で作成するこ

とができます。また、画層（レイヤ）、線種、シンボル

などの定義数、ポリラインの頂点数なども無制限で、

運用に制約がかけられてしまうといったことがありま

せん。

これに対しAutoCAD Map 3Dは、以上の特徴に加え、

さらに次のような機能が含まれています。

クエリー

何十枚にもわたるような図面ファイルをアタッチするだ

けでなく、様々な条件を設定して、それらのファイルに含

まれる必要な情報だけをクエリーし、ひとつのデータセッ

トにすることができます。この機能により、ある市域にあ

る何十枚もの地形図をあたかも1枚の大きな図面のように

扱うことが可能です。また、タイル上の地形図データと、

道路や上下水などの施設データとを重ねあわせ、古くて交

換が必要な施設だけを抜き出すこともできます。

マルチファイル/マルチユーザアクセス

ネットワーク上に置かれた複数の図面からなる図面デー

タセットを、複数のユーザが同時に編集することができま

す。オブジェクト単位でのロック機能によりデータの整合

性を保ちながら、ユーザ間でデータを真に共有できます。

座標系変換機能

「測地成果2000」に対応して旧座標系を新座標系に変換

するだけではなく、新旧座標系の相互変換、および混在デ

ータによる同時編集などにも対応。「測地成果2000」に対

応した測量データが普及するまでの移行期において必要な

機能を幅広く搭載しました。

データベース接続機能

AutoCAD Map 3Dは、ドラッグ＆ドロップによるデー

タベースの自動接続、複数テーブル表示、またフォントや

色、罫線などのカラム表示形式の設定が可能です。また、

内部テーブルであるオブジェクトデータからデータベース

リンクへの変換機能、ブロック属性やテキストをキーとし

てバッチ処理でデータベースリンクを生成する機能も搭載

されています。

専門的なマップ作成と編集ツール

図形をデジタイズしながら文字情報も併せて入力可能なデ

ジタイズツールによって、地図を効果的、そして正確にデ

ジタイズします。また、ベクトルラバーシート、地図デー

タのエッジや領域トリミング、オーバーシュートなどの自

動クリーンアップツール機能も搭載されています。

GIS (空間)解析ツール

AutoCAD Map 3Dは、ネットワーク解析、トポロジオ

ーバーレイなどハイエンドGISでしかなしえなかった機能

を搭載しています。ノード、ネットワークおよびポリゴン

トポロジデータの作成、編集・保存が簡単に行えます。1

つのプロジェクトで、一部のデータあるいは、特定の画層

から必要なデータを使ってトポロジをいくつでも生成でき

ます。

データ・コンバージョン

DWG/DXFはもちろんのこと、建設CALS/ECで納品用

フォーマットとして策定されたSXF(P21)フォーマットなど

のほか、以下のファイルフォーマットや文字情報も含めて

やりとりができます。

さて、ここまで読んでいただけた読者の皆様は、CAD

をGISの一部として扱ったほうが実務の上で便利だと思わ

れるようになってきたのではないでしょうか？

次回からは、これらの機能を活用したGIS業務の実例を

ご紹介していきます。お楽しみに！
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ESRI ARC/INFO R Coverages
ESRI ARC/INFO R e00
ESRI ArcView R SHP
MapInfo R MIF/MID™
MicroStation R DGN™
Autodesk MapGuide™ SDF
OpenGIS GML
国土交通省SXF（WebよりDL）
数値地図（WebよりDL）

地図提供：株式会社オークニー GIS Datapack 2007SDF版

ダイレクトデータ接続
ESRI SHP
Autodesk SDF
Oracle
SQL Server
MySQL

第1回
CADを取り込むことで見えてくる

GISの実務利用
井上修

GISとCADの垣根を
超えよう

オートデスクからの提案

井上 修（いのうえ おさむ）
大学卒業後、航空測量会社に入り、10年ほどトータル

ステーションを使っての現地調査、図化機を使った都市

計画図図化やGISデータ作成などに従事。その間、カナ

ダのカルガリー大学にGISの勉強で1年滞在。現在はオ

ートデスク社で、AutoCAD Map 3Dやオープンソー

スのWebGIS、Autodesk MapGuideなどのセールス

エンジニアとして活躍している。

osamu.inoue@autodesk.com

オートデスク株式会社

http://www.autodesk.co.jp/

オートデスク インフォメーションセンター

TEL:0570-064-787
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前号では、CADとGISの垣根を超えることが、GISの

実務利用の鍵となることをご紹介いたしました。また、

AutoCAD Map 3Dのような、CAD/GISの垣根を取り

払うハイブリッドソフトウェアの機能についても簡単に

触れさせていただきました。今回はこのような最新技術

を駆使しながらGISを実務利用しているユーティリティ

企業の事例をいくつかご紹介しましょう。

ユーティリティ企業が抱える
ビジネスの課題

ちょっとGISから離れてユーティリティ企業のビジネス

の課題を考えてみましょう。

鉄道、電力、ガス、水道、通信など、重要な社会基盤

を支える施設・設備が正常に機能するようにそれらを保

守・管理し、また新たな施設・設備を計画、施工していく

ことはユーティリティ企業にとって生命線ともいえる課題

です。そのための業務は多岐にわたりますが、ある共通要

素があります。それは「図面」を利用するということです。

ところが図面が統一されていなかったり、データ化さ

れていないことが多く、これによって図面データの効果的

な利用が確立されていないのが現状です。図面の標準化を

行い、CADデータ化することで、この図面に関連した業

務を大幅に改善し、業務フロー全体にわたり生産性を飛躍

的に向上できます。たとえば、

・設計・施工・管理の各業務で必要となる共通の

図面を効率的に作成

・竣工図と台帳を関連付け、施設・設備情報を一

元管理

・各種資料や報告書作成業務において図面データ

を活用

などです。さて、GISの視点に戻りましょう。

GIS技術者からみると、ここまでは単なるデータ整備の

フェーズとしか見えないかもしれません。しかしながら、

この図面の効率的利用が確立されていないところにGISを

持ち込んでしまうと、一体どうなるでしょう？ データの

更新は本来業務としては行われず、GISのためだけの作業

となってしまいます。その結果、データ更新はままならな

くなり、GISは孤立化してしまうのです。GISは本来業務

で利用される図面と密接に連携して、初めて効果を発揮す

るのです。

それではここからCADとGISの連携を行っている事例を

ご紹介しましょう。

CADとGISの結合が
電力の安定供給を支える

―東電設計株式会社
土木・建築・電気・通信などの総合コンサルタント、東電設計株

式会社はAutodesk MapGuideを利用して東京電力株式会社向けの

設備計画業務を支援するシステムを開発した。また、そのデータを

活かして、AutoCAD Map 3Dで電力系統図ならびに送電線路経過

地図を作成し提供するなど、オートデスク製品を活用して電力業務

を強力にサポートしている。

電力系統の将来に渡る潮流状況が一目瞭然

東電設計がAutodesk MapGuideを使って開発し、2005年12月から

稼働している東京電力の設備計画業務支援システムは、将来にわた

る電力の需給動向や設備状況を地図上に表現し、安定的な電力供給

に必要な設備計画の立案をバックアップする。

レイヤーを切り分けて現場用地図を作成

東電設計ではさらに、この設備計画業務支援システムでも使用し

ている地図データを加工して送電線路経過地図*を作成し、必要な枚

数をプリントして提供するサービスを開始した。

導入目的
●電力設備計画業務のサポート
●電力系統図、送電線路経過地図の作成
導入ポイント ●CADとGISのシームレスな結合が可能
導入効果 ●設備計画業務の合理化 ●設備関連データの有効活用
導入製品
●Autodesk MapGuide ●AutoCAD Map 3D
●AutoCAD Raster Design
*送電線路経過地図：送電線のルートを示した地図

第2回
CADとの連携によるGIS実務利用の実際
～ユーティリティ企業の事例から

井上修

GISとCADの垣根を
超えよう

オートデスクからの提案

膨大な図面の電子化から
CADとGISを融合した
鉄道空間情報管理システムの構築へ
―ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社
鉄道分野で利用している図面は、設計・施工・管理の部門ごとに

デジタル化はされていたが、それらの横断的な活用はできておらず、

部門間での受け渡しには紙地図が介在する状況だった。ネックにな

っていたのは、各図面の共通のベースとなる線路平面図という大縮

尺の地形図がデジタル化できていなかったことだった。そこで、こ

の線路平面図をGIS化し、そこにCAD図面を重ねて利用できるよう

にした鉄道空間情報管理システム「鉄道GIS」を構築した。CADと

GISをシームレスに連携させることができるオートデスクのツール

があって初めて実現できたシステムだ。

鉄道施設ライフサイクルの全体的な業務効率化を実現

「鉄道GIS」は、2002年に首都圏の800kmおよび新幹線の800kmの

路線について試験的に運用を開始した。2004年にはJR東日本の全線

7,500km をカバーする業務支援システムとして本格運用がスタート

した。CADとGISとのスムーズな融合を可能にするオートデスクの

製品を活用することで、図面の作成・更新・管理にかかるコストを

大幅に削減することができた。たとえば、線路平面図などは、鉄道

GIS以前にその都度新規に測量・図化していた時期と比べると、大

幅にコストダウンを図ることができた。また、更新・管理された最

新情報を関係会社間・部門間で共有できるようになったため、鉄道

施設のライフサイクル全体を通じた業務の効率化が進展した。

導入目的 ●鉄道施設情報管理システムの構築
導入ポイント ●CADとGISの統合が可能なこと

（shapeファイルのダイレクト入出力が可能)
導入効果 ●鉄道施設ライフサイクル全体にわたる業務の効率化
導入製品
●AutoCAD Map 3D ●Autodesk MapGuide Enterprise
●AutoCAD Civil 3D
今後の展開
●鉄道施設関連の空間情報を活用した多様なソリューションの展開

設備計画業務支援システムの
電力供給エリア表示画面

送電線路経過地図

Autodesk MapGuide Enterprise 事例
「鉄道施設管理システム」

グーグルアース&レールウェイによる都市
3次元モデルの表示例
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前号では、GISとCADの垣根を越えGISを実務で運用

している電力や鉄道の事例をご紹介いたしました。今号

ではGIS構築にあたってカギとなるCADデータの概要と

GISデータへの加工についてご説明します。また、通信

分野での事例もご紹介しましょう。

CADのデータはなんでもありのデータ
下の画面はCADで書かれた施設平面図です。座標値は

たいがい左下がX=0,Y=0で、用紙とおなじmm単位になっ

ています。AutoCADには用紙空間（レイアウト）とモデ

ル空間と呼ばれる空間があり、モデル空間上では実寸で、

レイアウト上は用紙サイズで書かれたりすることもあり

ます。ひとつのCADデータファイルにひとつのモデル空

間と複数のレイアウトを格納できます。

また、CADのファイルは通常1ファイルに点、線、面す

べてのデータが格納されており、画層をはじめ、色や線

種などはすべてオブジェクトに付属したプロパティとし

て格納されています。オブジェクトの種類は多岐にわた

り、寸法や3次元図形まであります。このように設計ツー

ルとして進化してきたCADは図面が便利に効率よく作

図・印刷できるように最適化されているため、非常に自

由度の高いデータを作成できるようになっています。こ

のことが、管理データとしてCADデータをGISで扱うこと

を難しくしています。単純にDWGやDXFなどのCADデー

タをGISデータに変換するだけではうまく活用できないこ

とは容易に想像できると思います。

CADデータにGISデータ構造を
取り込む
CADのデータのまま、GISに最適なデータに編集・加工

していくツールがAutoCAD Map 3Dです。座標系の割り

当てや、クラス分類、クリーンアップ、検索や主題、トポ

ロジなど、GISで必要な情報をCADのデータのまま加工し

ていくことができます。このことはGISのデータ構築と同

時に、次の設計や施工にそのデータをそのまま再利用でき

ることを意味します。

実際に運用している事例をご紹介しましょう。フィリ

ピンで約五十万世帯へサービスを提供しているBayan

Telecommunicationsという通信会社では、AutoCAD

Map 3Dを使ってCADデータをGISで活用できるように加

工し、そのデータを設計のためのデータとして再活用して

います。また、Web-GISの Autodesk MapGuide

Enterpriseを使ってアップデートされたデータをWebを介

して組織内の様々な部署に配信しています。Bayan

Telecommunicationsでは、この結果80％もの生産性の向

上につながり、竣工図面からWeb配信までにかかる時間が

第3回
GIS成功の鍵！

CADデータの構造を知ろう
井上修

GISとCADの垣根を
超えよう

オートデスクからの提案

GISとCADの統合により
ケーブルテレビの安定した放送から
顧客サービス管理まで実現

－厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社
－東洋紡エンジニアリング株式会社

神奈川県厚木市にて安定した放送・通信を供給している厚木伊勢
原ケーブルネットワーク株式会社はオートデスク特約店の東洋紡エ
ンジニアリング株式会社とAutoCAD Map 3Dを利用したCADシス
テム「CATV Designer/HFC」およびAutodesk MapGuideを利
用した「CATV Manager」にて設備計画業務から顧客サービス管
理までのシステムを実現している。

設備計画およびメンテナンスにCADが活躍
ケーブルテレビでは日々設備の追加や変更があり、図面では対応

が出来なくなっている。①新規加入者の追加②電柱の移設③機器の

増設や交換④光ケーブル幹線増設など様々な設備変更に対応するた

めにCADシステムを採用した。

ケーブルテレビ局も現在はイン

ターネットや電話サービスを開

始している第一種電気通信事業

者の為、障害による停波などは

許されず安定したサービス供給

を要求されており設備の更新か

ら障害影響範囲のシミュレーシ

ョンまでを実現している。

ケーブルテレビ用のCADシステム「CATV Designer/HFC」
AutoCAD Map3Dを利用したCADシステム「CATV Designer/

HFC」を利用する事で煩雑なレイヤー概念や専用機器シンボル・ケ

ーブルなどの設定が簡単で同軸ケーブルの電気減衰計算から光ケー

ブルの芯線管理まで通信インフラであるケーブルテレビの設備計

画・メンテナンスをバックアップする。

CADデータをシームレスにGISに移行して顧客サービス管理
顧客サービス管理を実施していく為には設備データを閲覧する

Web系クライアントが必要でありCADとGISを統合して利用してい

く事が必須である。 AutoCAD Map3DとAutodesk MapGuideはデー

タ移行も速やかに可能であり、加入希望者に対する工事計画確認や

加入者に対するメンテナンス計画などを営業スタッフが短時間で回

答ができるような体制を作っている。

ケーブルテレビ用GISシステム「CATV Manager」
Autodesk MapGuideを利用した「CATV Manager」を利用して設

備管理および加入者から未加入者までの情報管理を実施している。

加入者管理D/Bと本システム

を連携して地図上に加入サー

ビス情報を色付けやマーキン

グして誰でも簡単にサービス

提供状況が把握できるように

なっており都市型ケーブルテ

レビ局における営業促進ツー

ルとして活用している。

導入目的 ●ケーブルテレビ施設情報管理システムの構築
●顧客サービス管理システムの構築

導入ポイント ●CADとGISのシームレス連携
●技術部と営業管理部との情報共有

導入効果 ●設備計画の合理化　●顧客サービス管理の効率化
導入製品
●AutoCAD Map3Dを利用したCADシステム「CATV Designer/HFC」
●Autodesk MapGuideを利用した「CATV Manager」
●ゼンリン製地図　Zmap-TownⅡ

通信系インフラ設備の設備設計管理をご検討の場合は下記までお問合せ
ください。光ケーブルの芯線管理などの実績は多数あります。
東洋紡エンジニアリング株式会社　　情報機器事業部
東京：03-3662-9228 大阪：06-6348-3597
http://www.toyobo-eng.co.jp/

40％短縮できたそうです。

このように、計画から設計、施工、そしてGISまでを

CADデータを用いて加工・再利用・更新していくことで、

CADとGISを統合し、GISの利用価値を最大限高めていく

ことができると思います。

次は国内の事例として、厚木伊勢原ケーブルネットワ

ーク株式会社様の実務利用例を紹介しましょう。

CADデータをGISデータに加工
ここで使用している画面の一部は川崎市の承認を得て同市発行の都市計画基本図を使用し
たものです。承認番号（川崎指令ま計第95号）

典型的なCAD図面

モデル空間とレイアウトの組み合わせ

設備計画CAD画面表示

GIS顧客サービス管理画面表示
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前号では、GIS構築にあたってカギとなるCADデータ

の概要とGISデータへの加工についてご紹介いたしまし

た。今回は建設情報でのGISとCADの融合の事例と、

GISとCADの垣根を越えたその先にある世界についてイ

メージするための事例をご紹介しましょう。

第4回
GISとCADの垣根を越えた
その先にあるもの

井上修

GISとCADの垣根を
超えよう

オートデスクからの提案

建設情報での
GISとCADの融合事例
熊本大学大学院自然科学研究科教授
小林一郎

土木分野ではCALS/ECの取り組みの中でCADデータを含

む建設情報の電子化が進められています。しかしながら、こ

の電子データの有効活用はこれからの課題となっています。

一方、GISも、まだ地方自治体での建設分野でのニーズを満た

す機能を有しているシステムは少なく、GISの恩恵を十分に感

じられていないのが現状です。私たちは、道路や河川などの

社会資本を管理する上で不可欠なこれらの施設のCAD平面図

データをWebGISに統合し、施工支援や、施設維持管理の効

率化、業務の迅速化、住民への情報提供などを目的としたシ

ステムを構築して、その効果と課題を明らかにするための研

究を熊本県熊本土木事務所の野間氏などと共同でおこなって

います。ここではWebGISのAutodesk MapGuideを使って

CAD平面図データをGISデータと重ね合わせ、さまざまな業

務支援の仕組みを現場のニーズを考慮して構築しています。

現場のニーズを考慮した
建設情報でのGISとCADの融合事例

熊本県熊本土木事務所参事野間卓志

道路や河川などの社会資本を管理する上で重要なことは、工

事の履歴を把握し、改善・補修すべき箇所に適した対策を行う

ことです。高度成長期に建設された多くの社会資本は、2020年

から2030年頃をピークに更新時期を向かえることになり、今後

維持管理費が増大することは明らかです。一方、地方自治体で

は厳しい財政状況にあるため、予算と人員は縮小されていく傾

向にあり、計画的に工事を行う必要があります。そのため、現

存する建設当時の設計図面・図書を整理し、改修整備の優先順

位を把握することが極めて重要であり、各種管理台帳の整備は

急務です。この社会資本のデータ管理にはGISが有用であると考

え、過去に蓄積されてきた情報及び新たに電子納品等で集積さ

れる電子情報を効率的に管理し、維持管理への利用が図れるシ

ステムとして、WebGIS を基盤とした社会資本管理台帳システ

ムを構築しました。

GISエンジンとしてMapGuide6.5を用いて構築し、データベー

スとのやりとりにPHP (Hypertext Preprocessor) とJavaScriptを

使用してWebアプリケーションとして構築しました。地図デー

タは、数値地図と併せ

て航空写真(簡易オル

ソ)を利用し、Web上

で位置が直感的に把握

できるようにしていま

す。また、各台帳のデ

ータは電子化され、位

置情報を付加されたデ

ータがデータベースに

格納されており、検索

が可能です（図1）。
主要機能として

①データ管理（位置情報が付加された情報の検索機能）

②ライン管理（CAD図面をマップ上で管理・表示）

③階層管理（階層管理によるデータの共有）

④写真管理（GPSカメラとGISによる写真管理機能）

の4つを備え、それぞれマップ上でのデータ管理を可能にしてい

ます。また、情報共有方法として、全ユーザに対するアクセス

権限情報をもたせています。

この機能を基盤として、本システムに台帳ディレクトリを構

築し、①河川台帳を例とした現場施工支援、②道路維持台帳を

例とした維持管理支援、③土砂災害防止法台帳を例とした情報

公開支援の各業務において仮運用を行っています。

その結果、現場施工支

援での利用では、監督職

員の移動時間の削減や、

現場代理人の書類作成時

間の削減、施工状況の把

握に有効である事が確認

できました。維持管理支

援での利用では、民間か

らの情報提供を受けるこ

とが可能となり、また苦情対応状況の把握も容易になっていま

す。情報公開支援では、基礎調査、住民説明、告示といった段

階の把握や情報発信が可能となっています。

図1 システム構成 街の今と将来のために
ーGISとCADの垣根を越えた先にある
もの
先の事例で、現場のニーズを鑑み、きめ細かい業務に対

応するためにはGISとCADの連携が有効なことがおわかり

いただけたかと思います。GISとCADの垣根を外すことで、

膨大に存在する図面データを活用し、GISを真に生きた業

務支援システムとして利用できるようになるのです。

ところが話はそれだけでは終わりません。GISとCADの垣

根を外すことでGISの新たな可能性が見えてきます。3次

元です。3次元GISという言葉が出てきて久しいですが、

カーナビやGoogle Earthのような個人向けのロケーション

サービスは多くみられても、ビジネス利用として「どう使

うのか？？」という疑問に対する回答がなかなか見つから

ないのが現状でしょう。

熊本大学大学院自然研究科のもう一つの事例をご紹介し

ましょう。駅周辺整備事業の施工計画を考えた設計検討の

例です。

この事業では、中央を市電が走る幹線道路に歩道橋を架け

ることが中心となっています。そのため、複数の発注者が

混在し、複数の構造物の新設・移設が並行して行われます。

また、夜間工事も含めた周辺環境や既設構造物などとの複

雑な調整が必要です。これらを解決したのが、3次元デザ

インビジュアライゼーションツール「Autode sk

NavisWorks」です。このソフトウェアは、強力な空間

的・時間的シミュレーション能力を持ち、検討内容を画像

や動画、簡易VRなどで出力し、それを無料のビューアで

手軽に閲覧できます。先の事例で構築したGISデータベー

スの資料をもとに駅周辺空間を3次元化し、そのデータを

Autodesk NavisWorksで利用することで、距離計測・干渉

確認・景観検討・工程照査など詳細な設計検討が可能とな

ったのです。小林教授はこう語ります。「通常設計検討は、

平面図上で行われます。担当者は、夜間工事は大変だろう

とか地下の埋設物が気になるとかは思っているのですが、

施工時に現場で解決するのが一般的です。しかし、このシ

ステムでは、具体的に、そのような場面を見ながら意見交

換ができるので、問題点を事前に把握し、より解決策を提

示できます。場合によっては設計条件の変更も可能です。

一般に、設計や施工計画は専門家でも図面上だけでは空間

をすべて把握できず、施工段階で対応するため工程が止ま

ってしまうことがしばしばあります。ですから、施工段階

で発見される問題を設計段階で発見できたことの効果は大

きいですね。また、問題や改善案に対して関係者間の合意

形成が円滑に進み『気付き』と『工夫』を導くことでより

良い設計案が導き出せるわけです」

この事例はGIS

とCADの垣根を

外し、そこにデザ

インビジュアライ

ゼーションを加え

ることで、「どう

使うのか？」に対

する答えを探すひ

とつのヒントにな

るのではないでし

ょうか。

自由通路を支える2本の橋脚の杭基礎が地中で水道管とぶつ
かることをNavisWorksの強力な干渉チェック機能で突き
止め、水道管の迂回工事の必要性を示した。

アップロード

管理ファイル(XML)

電子納品CD
電子納品情報(拡大)

CAD図面

マップ部分(拡大) 工事写真情報(拡大)

電子納品データの登録 CAD平面図との重ね合わせ

Web-GIS基盤
による効果

DBとの連携
による効果

現場のニーズを
考慮した機能に
よる効果

河川台帳

多現場管理の場合
にもマップ上での
把握が容易

履歴が残るため、
図面の修正に
漏れがない

CAD図面記載に
より施工状況が
把握しやすい

道路維持台帳

民間に調査を
委託し、データの
収集が可能

属性変更により、
苦情対応の迅速化
が可能

道路施設の属性
を拡張

土砂災害防止法
台帳

警戒区域に関する
情報を住民へ
提供可能

属性変更により、
指定状況の把握
がしやすい

警戒区域を
ラインで描画

システム運用による効果

ユーザ構成



新年あけましておめでとうございます。この連載も今

回で1周年を迎えました。本年もよろしくお願いいたし

ます。前回まで、さまざまな事例を挙げながら、GISと

CADの垣根を超えることの意義とそれを実現するための

技術について報告をさせていただきました。

さて、「インフラストラクチャモデリング」という言葉

をご存知でしょうか？

「インフラストラクチャモデリング」とは、インフラ

ストラクチャ業界の業務フローに着目し、インフラ設備

の設計、可視化、シミュレーションそして解析をインテ

リジェントに、かつ広範囲に渡って行うことを目指した、

インフラストラクチャの統合的なデジタルモデルのこと

です。

例えば、効率の高い送電網の配備、3次元での都市計

画、複雑な通信網構築において、より良い、より早い意思

決定を行うための基盤を提供することを目指しています。

「GISとCADの垣根を越えた先」の姿がまさに、「イ

ンフラストラクチャモデリング」の概念なのです。

今回は、インフラストラクチャモデリングに基づく取

り組みとして、電力・ガス・上下水道・鉄道・道路など

のインフラ企業の施設・設備情報活用における世界的な

課題と、それを克服するための業務プロセス革新の事例

をご紹介しましょう。

インフラストラクチャを取り巻く
地球規模の課題
まず頭に浮かぶのが、地球温暖化です。電力・ガスは

もちろん、鉄道や上下水道など人が活動するために不可欠

なインフラストラクチャは、反面、地球温暖化の大きな要

因の一つです。利用する側の節約はもちろんですが、イン

フラストラクチャの供給側の取り組みも今後ますます重要

になると考えられます。

また、少子高齢化も大きな課題です。とりわけ、先進

国における労働人口の減少は深刻な問題です。あるアメリ

カの電力会社では、労働者の平均年齢が50歳で、2010年に

は60%の労働者が退職してしまうと想定されています。日

本でも、例えば水道事業に従事している方の約40%が50歳

以上だといわれています。

さらにインフラストラクチャの老朽化も大きな問題で

す。日本でも高度経済成長期に作られた多くのインフラス

トラクチャが耐用年数の限界を迎えつつあります。図は建

設年度別の橋梁数ですが、約半数が設置後30年以上経過し

ていることがわかります。また水道事業では、更新に必要

な水道管が4万km以上に及ぶといわれています。

課題解決のためのキーワード＝GIS？
本誌の読者であれば、これらの課題を克服するための

情報システムの有効性、とくにGISが不可欠であることを

十分認識されていると思います。

では、管理システムとしてGISだけを整備すればいいの

でしょうか？ 答えはNOです。課題の本質はGISを含む情
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第5回
業務プロセスから

GISとCADを見てみよう
井上修

GISとCADの垣根を
超えよう

オートデスクからの提案

報システムが孤立化＝サイロ化していることです。

次の絵を見てみましょう。インフラストラクチャ業界

の業務には、大きく分けて、設計、施工、管理そして保守

があります。このうち、設計や施工ではCADによって設

計図や竣工図などが作成されています。一方、管理のため

のシステムではGISが使われ、保守作業でも、保守点検用

の資料などがGISをベースに出力され、現場で作業が行わ

れてその結果がまたGISに反映されていきます。

この情報フローで見られる問題点として、紙が使用さ

れていることが挙げられます。あるユーティリティ企業が

業務分析をしたのが下のチャートです。赤い部分が紙媒体

で、それぞれの業務間の情報のやりと

りにおいてネックになっていることが

よくわかります。GIS単体のシステム

がいかに素晴らしくても、これでは、

プロセスの進行が遅れ、非効率になり、

コストがかさんでしまいます。こうし

た問題に起因した情報の重複や品質低下も頭の痛い問題で

す。ある電力会社が調査したところ、電柱1本について9つ

のシステムが別々のデータを保持していたため、電柱の正

確な本数がわからないことが判明しました。それぞれのシ

ステムを使って電柱を集計すると9つの答えが出てしまう

わけです。

GISとCADの統合による
包括的な業務プロセス改善
この問題を解決するにはGISとCADの統合が不可欠で

す。以下のフローを見てください。設計情報や保守情報な

どのCADデータの登録・更新を共用空間データベースへ

ダイレクトに行うことがキーとなります。共用空間データ

ベースについては目新しい概念ではありませんが、これを

業務プロセスに組み込むことで、先に挙げた様々な問題を

解消することができるのです。

こうしたシステムの見直しによって、ラスベガスの水

道局では、GISデータを更新するのに最大700日を要してい

たのが数日で更新できるようになりました。

FDO（Feature Data Objects）技術
こうしたインフラストラクチャモデリングのためのキ

ーテクノロジーのひとつがFDO（Feature Data Objects）

です。これはオートデスクが開発し、オープンソース化し

た技術で、さまざまなデータにシームレスにアクセスする

ための技術です。FDOを搭載したAutoCAD Map 3Dや

Autodesk MapGuide Enterpriseは、CADやブラウザ上で、

地図データ、ラスタ、施設・設備情報などの大量なデータ

を高速に、かつ変換することなく表示できます。CADフ

ァイル、GISファイル、空間DBなどさまざまな形式のデー

タを重ね合わせ、それぞれを参照しながら直接編集・加工

ができるため、設計・施工・管理・保守の各フェーズ間で

のデータのロスが減り、作業時間や変換時間を大幅に節約

することが可能になるのです。



前号では、インフラストラクチャモデリングによる設

計・施工と維持管理・保守のワークフローを情報システ

ムとして融合すること、すなわちGISとCADの連携＝垣

根を取り払うことが有効であることを紹介いたしました。

今回は、インフラストラクチャモデリングと同じ概念

が普及している建築業界についての動向と、インフラス

トラクチャモデリングの先進海外事例をご報告いたしま

す。

建築業界のインフラストラクチャ
モデリング＝BIM

建築業界は、建築基準の厳格化などによって、大変厳

しい環境にあります。また、環境性能規定や持続可能性

（サステナビリティ）、ライフサイクルコストを含めた検討

など、顧客からの要求はますます高度化しています。まさ

に業務プロセスの改善が待ったなしの状況です。

この業界でも業務プロセスが分断されているのが現状

です。意匠設計、構造計画、設備設計、施工といった各業

務に、それぞれ専門の企業が存在し、各企業との間で複雑

なやりとりが必要となるため労力やコストもかかり、ミス

発生の原因にもつながっています。

そうした状況を効率的な

ものにするため、建物に関

わるあらゆる情報を集約し

て、共通のビジネスインタ

フェースを構築する＝これ

が B I M （ B u i l d i n g

Information Modeling）

の概念です。

モデルデータ

は、設計図面、

積算数量、部

材・設備や、内

装・家具調度品

などの管理情報

です。紙図面や

CADデータ、台

帳といった形で

管理されていたこれらの情報を、再利用性の高いデータと

して建築情報を共有・活用します。モデルデータから図面

を起こしたり、解析、検討、コスト管理、施工計画、そし

て維持管理や運営まで流通・活用できます。BIMによって

業務プロセスの一部ではなく、業務全体を通じて時間と費

用を節約し、生産性を高めることができるのです。

建築業界ではすでにこのBIMの概念が普及しつつありま

す。たとえば、日本の国土交通省の営繕部門に相当する、

米国政府調達庁（GSA）では、米国政府の建設計画に沿っ

て、30件以上の新規プロジェクトならびに40件以上の修繕

プロジェクトにBIMを導入しているそうです。

BIMから見えてくる
インフラストラクチャモデリングの世界
BIMでは、CADも解析ソフトもFM（Fac i l i t y

Management）も区分がありません。建築物にかかわる

様々な情報を設計段階からモデル化していくことで、その

モデルの情報をもとに図面を作成したり、プレゼンテーシ

ョン用のCGを作成したり、解析したり、建築物のメンテ

ナンスを行ったりできるのです。もちろんそれぞれの場面

でCADやデータベースを活用することになりますが、あ

くまでもそれらは業務プロセスに特化したインタフェイス

なのです。

インフラストラクチャモデリングの概念もまさにここ

にあります。ここにGISやCADの区別はありません。地図

も含めたインフラストラクチャの施設・設備情報をモデリ

ングし、設計・施工ではCADで、維持管理ではGISのイン

タフェイスと機能を通じて、インフラストラクチャモデリ

ングの持つ情報にアクセスしていきます。
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第6回
インフラストラクチャモデリングの

実践に向けて
井上修

GISとCADの垣根を
超えよう

オートデスクからの提案
インフラストラクチャモデリング
実現のためのFDO
ここまで読んでいただいて、多くのGISスペシャリスト

のみなさんは「建築業界とは訳が違うさ」とつぶやいてい

るのではないでしょうか？ GIS業界では様々な共通デー

タベースが模索され、いろいろな試みがなされています。

既存の施設や設備をコンピュータ上でどのように取り込む

かはGISでの永遠の課題で、すでに既存の空間データベー

スも多数存在し、いまさらモデリングしなおすことは現実

的ではありません。そこで登場したのがFDOです。FDOは

様々な空間データベースにシームレスにアクセスする技術

です。FDOについては次号で詳しくご紹介する予定です。

インフラストラクチャモデリング
実現のためのAutoCADMap 3D
インフラストラクチャモデリング実現のもうひとつの

重要な課題が既存のCADデータの利用と設計・施工業務

プロセスへの適用です。ここではFDOを搭載した

AutoCAD Map 3Dがキーとなる技術になります。新規施

設・設備情報や既存CADデータのモデリングのための

CADがAutoCAD Map 3Dなのです。AutoCAD Map 3Dで

は空間データベースとCADデータをシームレスに重ね合

わせ、入力・編集・更新・検索・解析をCADとGISそれぞ

れのデータに対して行うことができます。

AutoCAD Map 3Dにより、設計・施工時の様々な図面

を効率的にモデリングし、維持管理や保守で活用できるよ

うになります。

ラスベガス水道局のインフラストラクチャモデリング実現事例
ラスベガス水道局はラスベガスを含むネバダ州南部の地域

への水道供給のための公益法人です。ご存じのとおりラスベ

ガスは砂漠の中のカジノで有名な大都市ですが、ここはアメ

リカでもっとも人口が急増している都市としても知られてい

ます。1940年代は2万人に満たなかった人口が、いまでは毎

月4000人以上の人が流入し、周辺都市も含め200万を超えて

います。2030年には400万人に達するという予測もでている

ようです。

ラスベガス水道局は、この

エリアに水道を供給するため

に、年間200kmにおよぶ水道

管を新規に敷設し、さらに毎

月200件を超える新規工事が

追加されています。

水道局では施設管理システ

ムとしてGISを導入していま

したが、設計・施工業者から

の工事完成図書は紙図面で納

品され、その図面を再度GISに入力しなおしてデータ更新を

していました。ところが急激な都市開発でGISへのデータ更

新は全く間に合わなくなってしまい、最大で700日、つまり2

年以上、新規水道管が入力されない「在庫」として残ってし

まったのです。またデータの品質も問題が多発していました。

そこで、設計・施工業者にGISのデータをDWGデータとして

提供し、工事完成図書をモデリングした標準仕様のDWGデ

ータとして電子納品する仕組みを構築し、GISとCADとのイ

ンタフェイスにAutoCAD

Map 3Dを活用しました。設

計・施工データをモデリン

グすることと、AutoCAD

Map 3DでGISデータの抽出

や投入が簡単になったこと

で、システム投入から2年後

にはほとんど週単位でのデ

ータ更新が可能となったの

です。

1997年から毎年200km以上の水道管を
敷設

モデルデータから3次元、平面図、部材などの情報を生
成・表示

700日以上あったバックログが週単位ま
で削減

最新バージョンAutoCAD Map 3D 2010：マンホールと埋設管といったつ
ながりを保つための幾何拘束やPDFデータの重ね合わせも可能に

 



前号では、建築業界で広く普及しているBIM（Build

ing Informaton Modeling）を紹介し、GIS分野でも

同様のコンセプト＝インフラストラクチャモデリングに

より、2次元・3次元を問わず、モデリングによるインフ

ラ設備のライフサイクルを通して活用できるCADとGIS

の連携が重要ということをお話しいたしました。

今回は、インフラストラクチャモデリングの重要な技術

であるフィーチャーデータオブジェクト（FDO）につい

てご紹介します。また、インフラストラクチャモデリン

グの先進事例として、サンフランシスコの公共事業局の

例をご報告いたします。

インフラストラクチャモデリング実現
の た め の FDO（ Feature Data
Objects）
GIS業界では様々な共通データベースが模索され、いろ

いろな試みがなされているのはご存じのとおりです。既存

の施設や設備、地図は太古の昔から存在し、それらをコン

ピュータ上でどのように取り込むかはGISでの永遠の課題

で、すでに既存の空間データベースも多数存在します。イ

ンフラストラクチャモデリングで、これらを捨てて一から

作り直すことは不可能です。この問題を解決するのが

FDOです。

FDOを説明する前にデータベースの進化の歴史を少し

振り返ってみましょう。

データベースが普及を始めたころは、様々なデータベ

ースが乱立し、同じ検索をするだけでもデータベースベン

ダーによって命令文が異なっていました。SQLが標準化さ

れODBC、JDBCが登場して、いまやどこのベンダーのデ

ータベースでもほぼシームレスにデータの連携ができるよ

うになっています。今でもデータベースの構造はベンダー

によって様々ですが、使う側はそのようなことを気にする

必要はありません。

この技術を空間データベースに対して適用したのが

FDOです。ご存じのとおり空間データベースにもさまざ

まな種類があり、しかも毎年減るどころかどんどん増えて

いきます。ある資料によると、1997年ごろのGISデータフ

ォーマットの数が、2007年ではおよそ20倍にも増えてい

るという結果がでています。標準データベースを作る取組

などもなされましたが、結果としては空間データベースの

種類を増やすだけになってしまいました。そこでデータベ

ースの内部構造については不問にし、そのインターフェイ

スだけを標準化する発想が生まれました。Op e n

Geospatial Consortiumは、OpenGIS Simple Features

Implementation Specificationという標準を開発し空間デ

ータベースへのインターフェイスを策定しました。FDO

はこの標準を拡張し、個別の空間データベースへのアクセ

スをプロバイダとして提供することによって、空間データ

ベースへのシームレスなアクセスを実現することに成功し

ました。この技術は現在オープンソースとしてOSGeo財

団日本支部（http://www.osgeo.jp）からいつでもダウン
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第7回
インフラストラクチャモデリングの

実践に向けて
井上修

GISとCADの垣根を
超えよう

オートデスクからの提案

ロードして利用できますので、ぜひのぞいてみてください。

FDOにより、GIS業界で様々に蓄積されたデータベー

スを再モデリングすることなく、業務プロセスにシームレ

スに組み込むことができます。既存の、あるいは開発され

たプロバイダを使うことで、GISでだけしか使えなかった

データが広く業務プロセス全体で活用できるようになり、

インフラストラクチャモデリングの一翼を担うことができ

るのです。

サンフランシスコ公共事業局のインフラストラクチャモデリング実現事例
ース マップの他、180,000 の区画、5,600キロの道路、

29,000の配管などさまざまなCAD・GISデータを格納して

います。また Autodesk MapGuideを利用して、GISやエン

ジニアリングの専門知識を持たないスタッフにもイントラ

ネットを介して重要な空間情報を提供しています。

SFDPWのGISおよび設計ソリューションによってデータに

すぐにアクセスできるため、土木課のエンジニアは、プロ

ジェクトをより速くかつより効率的に完成させることがで

きます。たとえば、このソリューションは、定期的な下水

道交換プロジェクトの設計作業の簡素化に役立っていま

す。まずSFDPWのエンジニアは、AutoCAD Map 3D で

データベースまたは AutoCAD DWGファイルから関連ブ

ロックの情報をクエリーします。次に、そのデータを利用

してプロジェクトのベース マップを作成します。土地境

界線や道路縁データなど、関連データがベース マップに

自動的に取り込まれるため、エンジニアは AutoCAD Map

3Dで新たな設計に取り掛かることができます。

これにより、以前は、プロジェクトのベース マップを設

計ソフトウェアに移すのに 5時間ほどかかっていたのが、

15分で済んでしまうそうです。毎年350～400ブロックの下

水道を交換することを考えると、計り知れないほどの時間

を節約できるわけです。また、他のすべてのプロジェクト

でも同様の削減効果を得られました。たとえば、景観設計

でも同じようなプロセスを利用して、航空写真を設計にす

ぐに取り込むことができるようになったそうです。

最
な

FDOをベースとしたプロバイダ群：様々なフォーマットにダイレクトにアクセス

CADデータ、GISデータをFDOを使って重ね合わせ表示・編集が可能

180,000の区画、5,600キロの道路、29,000の配管などの
CAD・GISデータを格納

San Francisco Department of Public Works（サンフラン

シスコ公共事業局： SFDPW）は、下水道や道路の設計、

景観設計や資産管理にいたるまで、新旧さまざまな公共事

業に関して、局内エンジニアリング グループとして貢献

しています。ところが日本と違い、サンフランシスコ市で

は多くの部門が、市の組織を利用するだけでなく、外部の

請負業者が同様のサービスを行っており、請負業者との競

争が発生しています。つまりSFDPWは、価格面でも品質

面でも、民間企業と競合できるサービスを提供しなければ

なりません。SFDPW土木課 IT＆GIS マネージャ、Greg

Braswell氏は、次のように語っています。「私たちは、外

部コンサルタントと競合できる質の高いサービスを提供し

なければなりません。組織内で作業を完成させることがで

きれば、プロジェクトに関する知識を内部で保有し、文書

も内部で作成することができます。その結果、より効果的

な長期資産管理が可能になります。エンジニアリング サ

ービスを外部委託すると、契約や入札の管理など、目に見

えないコストもかかります」

そこで、生産性を向上させつつ費用を抑えることを目指

し、チームの技術資産を見直しました。その結果、

SFDPWでは、AutoCAD Map 3D、Autodesk MapGuide、

そして データベース テクノロジーを組み合わせ、CADデ

ータと、GISデータを効率的に生成、管理、共有すること

に成功したのです。

データベースは、SFDPWの空間および属性データのス

トレージ ハブの役割を果たし、サンフランシスコ市のベ

CADと GISをAutoCAD Map 3Dと データベース に統合することで、
年間の作業時間を大幅に短縮

 



前号では、インフラストラクチャモデリングの重要な

技術であるフィーチャーデータオブジェクト（FDO）に

ついてご紹介しました。GISで培われた基盤情報が、

FDOをつかうことで、インフラストラクチャモデリング

のための重要なデータベースとして利用でき、CADデー

タと合わせて業務プロセス全体で活用できることがお分

かりいただけたのではないでしょうか？

今回は、現在国土交通省を中心に推進されている

CALSについてご紹介しましょう。CADの世界で進めら

れてきたCALSですが、今春発表されたCALS/ECアク

ションプログラム2008では、モデリングデータの活用

とGISとの連係を具体的に進めていくことが触れられて

います。この内容は先にご紹介したBIMやインフラスト

ラクチャモデリングの概念に近く、CADデータをGISで

活用するためのカギとなるものとして注目されています。

また、先進事例として、ロサンゼルスの水道局の例をご

報告いたします。

オートデスクでは、公共事業やインフラ事業に特化し

た「社会公共ソリューション」のホームページを立ち上

げました。この連載でご紹介しているインフラストラク

チャモデリングや、GIS・CAD連携、電子納品や情報化

施工推進、中央省庁・自治体・公共機関限定製品価格な

どを紹介してます。

（http://www.autodesk.co.jp/tug）

CALS/ECアクションプログラム2008
GISの分野の方に、CALS/ECの話をすると、「CADの

話でしょ？」という答えが多いです。ところが、実はす

でに、電子納品されたCADデータを、GISすなわち維持

管理システムで取り込んで活用する運用もはじめられて

います。ただ、残念ながらいままでの取り組みは１図面

1ファイルの図面単位・画層単位での利用がもっぱらで、

モデリングの概念は入っていませんでした。

こうした中、平成21年3月に国土交通省CALS/EC 推

進本部より、CALS/ECアクションプログラム2008

（AP2008）が発表されました。これは、平成8年度に策

定された「建設CALS整備基本構想」に対する平成20-22

年度の実施計画となり、「これまでのCALS/EC アクシ

ョンプログラムの成果を踏まえ、工事生産性の向上（コ

スト削減、スピードアップ化）、維持管理の効率化、透

明性の確保を図る観点から、次の6 つの重点分野におい

て、ICT 技術を活用した建設生産システム（社会資本

監理システム）を構築する。」とされています。
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第8回
CALSから見たGISと

インフラストラクチャモデリング
井上修

GISとCADの垣根を
超えよう

オートデスクからの提案

この中で、目標－③では、「建設生

産システムの全フェーズ共通して利

活用が図れるような電子データシス

テムの構築を図る。」ことが記述さ

れています。たとえば、「3次元デー

タを活用した維持管理情報の可視

化」などが、実施項目として挙げら

れているのです。その中で、道路構

造及び河川堤防構造の3次元モデル

化と、モデルデータの納品への試行

が進められる予定です。

すなわち、モデルベースで、かつ、

2次元だけでなく3次元データも含め

たデータ流通・利活用が今後進めら

れていくことになります。図面や画

層単位ではなく、GISとCADの垣根

を越えたインフラストラクチャモデ

リングがますます重要になってくる

でしょう。

ロサンゼルス水道・電力局

たGISを構築しました。

また、Autodesk MapGuideを用いて精緻な施設情報も

イントラネットで共有することができるようにしました。

この結果、今まで膨大な時間のかかっていたGISデータ

の更新時間が劇的に削減されただけでなく、より正確な

GISデータを使って水道事業のさまざまなサービスの向上

が図れたのです。

3次元データを利用した将来の建設生産システムイメージ 出典： http://www.cals-ed.go.jp/

Los Angeles Department of Water and Power（ロサ

ンゼルス水道・電力局：LADWP）は、100年以上の歴史

を持ち、70万世帯・400万人以上に水道・電力を供給する

組織です。1994年

のノースリッジ地

震を契機として、

水道局のGISマネ

ー ジ ャ だ っ た

Hoang氏は４マイ

ル四方のパイロッ

トエリアを設定し、水道施設や地形データなどを入力して

GISの評価を行いました。その結果は、GISデータの構築に

はCAD環境が不可欠との結論でした。なぜならGISの入

力・編集機能で、100年以上の歴史を持つ水道施設データ

を扱うには余りにも複雑だったのです。この複雑なデータ

を、設計にも維持管理にも活用するために、CADの正確

かつ効率的な入力・編集機能を使ったGISデータの構築が

成功の決め手となることを確信したHoang氏は、エンジニ

アになじみのあるCAD環境をもったAutoCAD Map 3Dを

フロントエンドのプラットフォームとして採用し、空間デ

ータベースを構築、業務フローや他の部署との連携を図っ
「公共事業支援統合情報システム」とAP2008目標

出典：「国土交通省CALS/ECアクションプログラム2008」別紙

 



横須賀市役所土木みどり部では、AutoCAD Map 3Dを
カスタマイズして構築した道路設計システムを導入して、
業務の電子化や部門間におけるシームレスなデータ流通
を図り、道路関連の各課の業務を効率化している。
道路の補修工事を管轄する道路補修課では、現地調査

から設計、工事発注までの大部分の工程を自前で行って
おり、道路設計システムで作成した設計図を、広汎な業
務に活用している。
まず現況図は、市内全域を61区画に区分した道路台帳

データから該当箇所の図面を取り込み、そこに上下水道
局が持っている建物データを重ね合わせて作成。この現
況図から工事箇所の必要部分を抜き出して設計図を作る。
AutoCAD Map 3Dのアタッチ機能は、必要な箇所やオブ
ジェクトが複数の図面にかかっていても簡単に切り出す
ことができるから便利だ。作図も、AutoCAD Map 3Dの
機能を、作業に沿ってさらにカスタマイズし、簡易に、
覚えやすい形で作業できるよう工夫されている。
土木みどり部がAutoCAD Map 3Dをカスタマイズした

前号では、国土交通省を中心に推進されているCALS
についてご紹介しました。GISもCADも統合された社会
基盤のライフサイクル全般での効率化を目指しているこ
とがお分かりいただけたかと思います。ただ大きな話な
のであまり身近に感じられないかもしれません。今回は
シンプルなケーススタディを使ってより業務フローに即
した例をご紹介しましょう。
また、自治体における先進事例として、横須賀市の事

例をご報告いたします。

業務フローに即した
インフラストラクチャモデリング
ある自治体では、埋設管に関する様々な情報をインフ

ラストラクチャモデリングにより管理をしています。あ
るとき新規に宅地造成がありました。造成地へライフラ
インを提供するため、埋設管を新設し、既設管に接続す
る必要があります。そのときの業務フローの概略は図1
のとおりです。地図や埋設管はGISデータ、詳細図や設
計図などはCADデータが使われていますが、ユーザに
とってはそんなことは関係ありません。業務をいかに効
率よく行えるかが主題です。ここではAutoCAD Map
3Dを使って実際のフローをシミュレーションしてみま
しょう。

管理部は、管理データを表示して、作業範囲を切り出
し、設計部に既存の埋設管のデータを地図とともに提供
します（図2）。設計部はこのデータを元に、宅地造成
データを取り込んで（図3）、新しい埋設管を設計し、
既設の埋設管に接続します（図4）。設計部は設計図を
工務部に渡し、工事終了後、竣工図を管理部に戻します。
管理部は、竣工図データを管理データに反映します（図
5）。
このフローの間にデータの変換などは必要ありませ
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ん。埋設管データはモデリングされ、保守管理で必要な
情報が設計・施工時にすでに盛り込まれているので、そ
のまま維持管理にも活用できます。このデータはそのま
まAutodesk MapGuide Enterpriseを使ってWeb配信も
可能です（図6）。GISとCADを超えたインフラストラ

クチャモデリングの世界を少し身近に感じていただけた
のではないでしょうか？

注）ここで使用している画面の一部は、川崎市の承認を得て同市発行の都市計画基本図を
使用したものです。承認番号（川崎市指令ま計第 1 号）

横須賀市土木みどり部～道路関連の設計業務を大幅に効率化
道路設計システムを導入したのは2004年のこと。道路設
計システムを使用する複数の課で横断的にCAD委員会を
結成し、講習会やマニュアル作りなどに取り組んで利用
を促進してきた結果、道路補修課では現在、設計に携わ
る18名の職員がこのシステムを活用し、設計業務は大幅
に効率化されている。
「以前は、現況図を手描きでトレーシングペーパーに

複写し、現況平面図を作るだけで1～2日かかっていたの
が、今では簡単なものなら1時間程度で現況平面図が完成
している」（道路補修課）
現在のシステムの機能については、各課ともおおむね

満足しているという。
土木みどり部では、今後も職員のシステム利用スキル

の習熟・向上に努めていく意向だ。
（事例全文は、www,autodesk.co.jp/map3dの「ユーザ事例」をご参
照ください）

横須賀市の概要
横須賀市は、神奈川県南東部に位置する三浦半島

の大部分を占め、市域の東側は東京湾、西側は相模
湾に面した港湾産業都市です。また温暖な気候と都
心から電車で１時間足らずの距離にあることから首
都圏のベットタウンであり、米海軍横須賀基地が所
在する基地の町でもあります。人口は横浜市・川崎

市・相模原市に次ぎ県内第4位の約42万人。自動車、造船などの製造業か
ら横須賀リサーチパークにおける情報通信研究施設まで多彩な企業が進出
している一方、東京湾唯一の自然島である猿島や富士山を望む風光明媚な
相模湾側の海岸線などの自然環境も豊かな水と緑の都市です。

図5 管理データへの竣工図の反映：新設管は赤で表示

図4 新設管の設計と既設管への接続

図2 管理データから必要な範囲を切り出し

図3 宅地造成データの取り込み

図6 管理データをWebへ配信し保守管理・問い合わせ窓口で
活用

図1 業務フロー

 




