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要旨 

 橋梁維持管理効率化のため，これまで橋梁 CAD モデルと変状情報からなる橋梁維持管理情報モデルを提案した．しか

し，古い橋梁には CAD モデルが存在せず，Structure from Motion（SfM）等で 3D モデルを作成する必要がある．本研究で

は，橋梁構造を明示的に表現可能な国際標準 Industry Foundation Classes (IFC) 4.2 に基づき，橋梁構造と SfM モデル，変状

情報を関連付けた橋梁維持管理情報モデルを提案する．また SfM モデルと変状情報を VR 表示するシステムを開発する．

1  はじめに 

 橋梁の維持管理業務効率化のため，堀ら[1]によって，橋

梁 CAD モデルと変状情報からなる橋梁維持管理情報モデ

ルが提案された．しかし，古い橋梁は CAD モデルが存在

しない場合が多く，Structure from Motion（SfM）等で簡便

に 3D モデルを作成する必要がある．

 本研究では，橋梁構造を明示的に表現可能な国際標準

Industry Foundation Classes (IFC) 4.2 に基づき，橋梁構造と

SfM モデル，変状情報を関連付けた橋梁維持管理情報モデ

ルを提案する．さらに，臨場感のある作業支援のため，提

案モデルを用い SfMモデルと変状情報をVR表示するシス

テムを開発する．

2  従来の橋梁維持管理情報モデル及び VR 表示システム

の問題点と本研究の概要 

 従来の橋梁維持管理情報モデルでは，橋梁構造を明示的

に表現できておらず，また SfM 等で作成された幾何形状を

橋梁構造と関連づけることが困難であった．さらに，VR 表

示システムに変状情報を表示する機能が実装されていな

かった．以上の課題を解決する本研究の概要を図 1 に示す．

まず，橋梁構造を明示的に表現可能な IFC4.2 に基づいた橋

梁維持管理情報モデルを提案する．次に，SfM モデルを参

照する構造を提案し，橋梁 SfM モデルを用いて橋梁形状を

表現する．そして，変状を示すマーカを選択し，変状情報

を表示する機能，点検日ごとに変状の表示を切り替える機

能を VR 表示システムに追加する． 

3 IFC4.2 に基づく橋梁維持管理情報モデル 

3.1 IFC4.2による橋梁構造表現 

IFC4.2 では，空間構造を表すエンティティとして，橋梁

を表す IfcBridge，橋梁の部分構造を表す IfcBridgePart が新

たに追加された．上記のエンティティは PredefinedType，

CompositionType 属性を持ち，これらの属性により橋梁の種

類や構造を表現可能である． 

要素分割された橋梁 SfM モデルの構造例を図 2 に示す．

対象の橋梁 SfM モデルは上部構造と下部構造に分割され，

上部構造はさらに径間ごとに，下部構造は橋脚ごとに分割

されている．橋梁 SfM モデルの IFC4.2 による構造表現例

を図 3 に示す．ここで，IfcRelAggregates は，橋梁構造の全

体/部分関係を定義する．IfcBridgePart を構成する物理要素

は，組立品の物理要素である IfcElementAssembly で表し， 

IfcRelContainedInSpatialStructureによって IfcBridgePartと関

係を定義する．なお IfcBridgePart において，上部構造は

PredefinedType 属性値が SUPERSTRUCTURE，下部構造は

SUBSTRUCTURE，橋脚は PIER とする． 

3.2  SfM モデルを参照する橋梁形状表現の提案 

3.1 で述べた橋梁構造と，外部橋梁 SfM モデルを参照す

る形状表現を図 4 に示す．図中には，堀ら[1]により提案さ

れた変状表現を含む． 

図 1 本研究の概要 

図 2 要素分割された橋梁 SfMモデル 

図 3 IFC4.2 に基づく橋梁 SfM モデルの構造表現 
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本研究では，外部形状データを参照して形状を表現する

IfcExternalShapeItem エンティティを提案する．この 

IfcExternalShapeItem は，データ型が IfcExternalInformation

であるExternalInformation属性とAdditionalInformation属性

を持つ．ExternalInformation 属性は，外部形状を指し示し， 

AdditionalInformation 属性は，材料情報等の外部形状に関連

する情報を表す．例えば ExternalInformation 属性は，要素

分 割 さ れ た 橋 梁 SfM モ デ ル へ の パ ス を 持 つ

IfcExternalInformation となる．これにより，3.1 で述べた橋

梁構造の各物理要素に対して，橋梁 SfM モデルを参照した

形状表現を行うことができる． 

4 変状情報の VR 表示システム 

3 章で作成した橋梁維持管理情報モデルデータから変状

情報を抽出し，変状情報を VR 表示するシステムを開発す

る．変状情報の VR 表示システムにおいて，変状を示すマ

ーカを選択し，変状情報を表示する機能や点検日ごとにマ

ーカの表示を切り替える機能が必要である． 

以上の機能要件を満たす VR 表示システムの動作を図 5

に示す．変状情報を確認する場合，変状を示すマーカを選

択し，選択された変状の詳細画像や点検日，損傷程度，損

傷種類の変状情報を表示する．また点検日ごとに変状を確

認する場合，まず点検日選択のために日付選択ボードを表

示し，そのボードを用いて日付を選択する．日付選択後に，

選択された点検日のマーカのみを表示し，それ以外のマー

カを非表示にする．

VR 表示システムを VIVE，WebVR を用いて実装した．

マーカ機能の詳細を図 6 に示す．コントローラ 1 のグリッ

プボタンクリック動作を，VIVE コントローラの入力デー

タを取得する ViveController ライブラリを用いて検出する．

ボタンクリックを検出した場合に，コントローラから伸び

る光線とマーカの交差判定を three.js ライブラリの

RayCaster クラスを用いて行う．交差している場合に，橋梁

維持管理情報モデルデータから抽出した変状情報を，

jQuerry ライブラリを用いて非同期通信で取得し，変状情報

を描画する．

変状情報を表示した結果を図 7 に示す．日付選択ボード

が表示され，選択した点検日が赤く表示される．またマー

カを光線で指し，選択されたマーカ部分にある変状情報が

表示されている．以上により，マーカ選択や日付選択を行

い，変状情報を簡単な操作で確認可能となった．

5  結論 

本研究では，橋梁構造を明示的に表現可能な国際標準

IFC4.2 に基づき， 橋梁構造と SfM モデル，変状情報を関

連付けた橋梁維持管理情報モデルを提案した．さらに，変

状情報を VR 表示するシステムを開発した．今後の課題と

して，橋梁維持管理モデルの効率的なデータ保持や VR 表

示システムの有効性の検証などが挙げられる． 
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図 4 橋梁維持管理情報モデル 

図 5 VR 表示システムの動作 

図 6 マーカ選択機能の詳細 

図 7 マーカ選択時の VR 表示結果 
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