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解説

オートデスク株式会社 技術営業本部 中須賀淳貴
2022年6月1日 13:30~14:30

AEC Collectionを活用した施工段階における
データ連携・活用 ～床版撤去工の施工検討～



本日のアジェンダ

1 本ウェビナーの概要

2 AEC Collectionを活用した床版撤去工の施工検討

• 地形モデルの作成

• 橋梁モデルの作成

• 床版ブロック割の検討

• 重機（＋旋回範囲）モデルの作成

• 各種データの統合

• 施工アニメーションの作成

• 周辺構造物との干渉確認



本ウェビナーの概要



本ウェビナーの概要

 BIM design > トレーニング > CIM / i-Construction
「11. 施工段階におけるデータ連携・活用
〜重機を用いた床版撤去工における施工検討〜」

o 上記トレーニングの具体的な操作を動画を交えて解説

o 一部トレーニング資料にない情報の紹介

 トレーニングコンテンツの概要

o 床版撤去工の施工アニメーションの作成、支障物との干渉確認

o ReCap, Revit, InfraWorks, Navisworks間でのデータ連携

 本ウェビナーの対象

o 施工に携わられている方、基本操作を習熟したい方



本ウェビナーの概要
AEC Collection各製品の連携・使い分け

地形モデルの作成

橋梁モデルの作成 床版ブロック割の検討
（定格荷重内の確認）

重機（＋旋回範囲）
モデルの作成

IMX

点群データの取得・作成 施工アニメーションの作成

周辺構造物との干渉確認

各種データの統合FBX

RCS

RCS

NWC

※１

※２

※１：BIMobject Japan様、Civilユーザ会様より利用承諾済
※２：静岡県ポイントクラウドデータベースより出典

+InfraWorks Updater
(+Navisworks Exporter)



本ウェビナーの概要
トレーニングのゴール

施工アニメーションの作成 周辺構造物との干渉確認



本ウェビナーの概要
BIM/CIM原則適用の中での施工の位置づけ

測量・調査・
計画

概略・
予備設計

詳細設計

施工

維持管理

原則適用（必須） リクワイヤメント（発注者が設定）

「3次元モデル成果物作成要領
（案）」に基づく3次元モデルの

作成・活用および納品

設計3次元モデル成果物を用いた
設計図書の照査、施工計画の検討

・可視化による設計選択肢の調査
・リスクに関するシミュレーション
・対外説明
・4Dモデルによる施工計画等の検討
・複数業務・工事を統合した
工程管理及び情報共有

・既存地形及び地物の3次元データ作成

・BIM/CIMを活用した監督・検査の効率化
・BIM/CIMを活用した変更協議等の省力化
・リスクに関するシミュレーション
・対外説明

・関係者協議の円滑化
・設計ミスによる
変更協議の削減

・ICT施工への活用に
よる生産性向上



本ウェビナーの概要
BIM/CIM原則適用の中での施工の位置づけ ※第7回 BIM/CIM推進委員会資料より

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001464928.pdf


AEC Collectionを活用した
床版撤去工の施工検討



地形モデルの作成
モデルビルダーによる現況地形の再現

 モデルビルダーについて

o InfraWorksの標準機能

o 特定の対象領域に基づいて
モデルを素早く・簡単に作成可能

o 地形(30mメッシュ)、航空写真のほか、
道路・鉄道・建物・水域等も表現可能

 注意点

o Revit等の他ソフトにモデルを送信する場合、
投影座標系を選択する必要がある

o 一度設定した座標系の変更は不可

o Navisworksで読込むため、FBXに変換



地形モデルの作成
モデルビルダーによる現況地形の再現



地形モデルの作成
Navisworksでの統合のためのFBX形式への書出し



橋梁モデルの作成
InfraWorks上での橋梁モデルの作成

 既に橋梁モデルがある場合は作成不要

 直観的な操作でモデルの作成が可能

o 始点・終点をクリックするだけ

o パーツの種類やパラメータを変更させ、
様々な橋梁を作成できる

o 地形と組合せ景観検討にも活用できる

 他製品との連携 (Revit, Civil 3D)

o InfraWorksで作成したモデルを読込み、
他製品でより高度なモデリングが可能

o IMXでの書出しが必要



橋梁モデルの作成
点群データを背景とした橋梁モデルの作成



橋梁モデルの作成
IMXへの書出し



橋梁床版のブロック割の検討
重機の定格荷重内に収まるかを確認

 Revitによるパーツ分割

o 通芯、レベル線、参照面を交差面として
パーツを分割することが可能

o 各パーツの体積の集計が可能

 重機の定格荷重との比較

o 定格荷重表より、重機の規格、ブーム長、
アウトリガ張出し長、作業半径等により
定格荷重の算出が可能（今回は5.75tと仮定）

o 分割したパーツ（＝ブロック）が定格荷重内
に収まるか、集計表機能で確認を行う

 Navisworksで読込むため、NWCに変換
（Revitオリジナル形式でも可）

定格荷重表イメージ（型式：RK500-2） （2022/5/25 最終閲覧）
https://www.kobelco-cranes.com/jp/wp-content/themes/kobelco/pdf/rk/RK500-2SPEC.pdf 



橋梁床版のブロック割の検討
橋梁モデルの分割 +InfraWorks Updater



橋梁床版のブロック割の検討
集計表の作成



橋梁床版のブロック割の検討
Navisworksへの書出し（注意点：ブロック割を反映させる） +Navisworks Exporter



重機（＋旋回範囲）モデルの作成
重機モデルのダウンロード（BIMobject）

 BIMobjectについて

o 様々な3D部品を無料でダウンロード可能

o .rvtや.dwgなど、ファイル形式も様々

o CUGとのコラボサイトから入手可能、
サイトに利用には事前登録が必要

https://cim-cug.jp/library/

https://cim-cug.jp/library/


重機（＋旋回範囲）モデルの作成
半球状の旋回範囲の作成



各種データ統合
点群データ、地形モデル、橋梁モデル、重機（＋旋回範囲）モデル



施工アニメーションの作成
Navisworksでのアニメーション作成

 TimeLiner

o 工程表や工費との関連付けが可能
（4D, 5Dシミュレーション）

o 設計者、発注者の利用向け

 Animator

o 重機の旋回・車両の走行など、
より詳細な動作確認が可能

o 施工者の利用向け

TimeLiner

Animator



施工アニメーションの作成
Animatorによる施工アニメーション作成



周辺構造物との干渉確認
床版撤去工における周辺構造物との干渉について

 周辺構造物との干渉について

o 狭隘箇所では電柱、架空線、信号等、
様々な周辺構造物と干渉する可能性有

o 点群データを取得することで、
現地の支障物をまとめて表現できる

 Navisworksの干渉チェックについて

o 点群との干渉確認が可能

• 必要なクリアランスを指定できる

• アニメーション中での干渉確認も可能

 干渉チェックの結果をレポート
として出力、関係者間での共有も可能



周辺構造物との干渉確認
旋回範囲と周辺構造物の干渉確認～レポートの作成



周辺構造物との干渉確認
床版取卸し時の電柱・架空線との干渉確認



参考情報



製品情報・トレーニングテキスト・各種イベント情報（ウェビナーなど）

 https://bim-design.com/infra/

BIM design 土木・インフラ向け

https://bim-design.com/infra/


https://bim-design.com/infra/

AEC Collection 概要紹介動画

https://bim-design.com/infra/
https://bim-design.com/infra/?wvideo=4oy8v4e0ph


https://bim-
design.com/
infra/event/

最近のオンデマンド配信

3D・BIM/CIMモデルを作成するAEC Collection製品の選択（5/27～）

Civil 3D, InfraWorks, ReCap 2023 新機能（5/19～）

応用技術：Civil3D 準備編（4/21～）

オンデマンド

「DXを実現するオートデスクのプラットフォーム」
＜アジェンダ＞

1. BIMからDXへの変遷
2. 他業界に学ぶDX成功事例
3. オートデスクが提供するプラットフォーム・ソリューションについて
4. Autodesk University2021の最新事例
5. Q&A 

開催日時： 2022年6月22日（水）13:00～14:00

詳細・申込

https://cvent.autodesk.com/event/56b4ae21-53ef-4c1a-807c-

25e572902a70/summary

セミナー情報

https://bim-design.com/infra/event/
https://cvent.autodesk.com/event/56b4ae21-53ef-4c1a-807c-25e572902a70/summary


ウェビナーのオンデマンド配信

BIM design 土木・インフラ向け

 各製品の活用法に関するウェビナー

 Revitによる土木構造物作成講座
o 第１回：Revitの基本

o 第２回：ファミリについて

o 第３回：土木構造物作成（直線橋梁）

o 第４回：曲線橋梁の作成例（中級）

 初心者向け InfraWorks活用講座
o 第１回：InfraWorksの基本

o 第２回：基本操作、現況の作成、造成案の作成

o 第３回：道路設計編

o 第４回：橋梁設計編

 応用技術主催：Navisworks 2022 基本編

https://bim-design.com/infra/online-seminar/revit-online/
https://bim-design.com/infra/online-seminar/infraworks-entry/
https://bim-design.com/infra/online-seminar/apptech-nw-2022-basic/


https://bim-
design.com/infra/
product/

ダウンロード可能

製品紹介

https://bim-design.com/infra/product/


https://bim-
design.com/infra/
training/

業務・ソフト連携 ソフトウェアトレーニング教材

https://bim-design.com/infra/training/


https://bim-
design.com/infra/
case/

ユーザ事例

https://bim-design.com/infra/case/


https://cim-cug.jp/
一般社団法人 Civilユーザ会

Civil ユーザグループとは
土木分野における3次元モデル利活用の推進
を行い、CIM施策の円滑な導入に寄与するこ
とを目的としています。
登録会員数：4210名（5月31日現在）
会費：無料（会員登録が必要です）

情報収集や問題解決の場としてご活用ください

分会開催情報
東京 （毎月開催 6/ 2）
北海道（隔月開催 6/26）
新潟 （隔月開催 7/14）
大阪 （隔月開催 6/18）
広島 （隔月開催 6/15）
福岡 （隔月開催 6/22）

開催内容についてはCUGサイトをご覧ください

※オートデスクは1スポンサーとして支援しています

◆東京分会 6月度開催案内
日時：2022年6月2日（木） 13:30 ～ 16:00

(1) スポンサー紹介－水都環境－
(2) ハンズオントレーニング－Dynamo for Revit（入門編）－

1)Dynamoの概要
2)Dynamoをさわってみよう
3)プログラミング演習
4)その他／ご案内

(3) その他連絡事項～閉会 事務局

https://cim-cug.jp/
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