特集

先進技術を核に明日を変える
ITの可能性に挑戦するCTC

4 建設／防災関連の取り組み

3D モデルを活用するシミュレーション技術を
建設 / 防災の分野で役立てる取り組み
伊藤忠テクノソリューションズ（以下、CTC）科学システム本部は 3D モデルを活用したシミュレーションも得意として
いる。本稿ではその技術を利用した建設業の効率化に関する取り組みや、災害の影響をシミュレートし設備／建物の安全
性確保につなげる取り組みについて紹介する。

土木建設の業務効率化を目的と
する CIM
国土交通省は 2012 年、建設業の
効率化を目的に CIM(Construction
Information Modeling) という概念を

れるようになってい
る。

BIM/CIM に役立
つさまざまな製
品を開発・提供

提唱した。3D モデルを活用し建築物

BIM/.CIM の推進

のライフサイクルを通じて情報を共有

を支援するため

す る BIM(Building Information

CTC が 開 発・ 提 供

Modeling) を土木建設に適用したもの

している主な製品

であり、当初は純粋に 3D モデルへの

を以下に紹介する。

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
科学システム本部 建設ビジネス推進部
（左から）部長

相原 宏氏 部長代行 大島 茂行氏

シニアエグゼクティブエンジニア 和内 博樹氏

い作業が多い。そこで CTC は現場で

情報集約が目的であった。その後ア
セットマネジメントやプロジェクトマネジ

C- シリーズ：

計測した情報を 3D モデルに反映し

メントに役立てる取り組みも進んでいる

施工現場の見える化

自動で可視化する各種サービス C-

ことから、 Construction Information

土木施工現場では地盤内部や周囲

シリーズ （図 1）を提供している。

Modeling / Management と表記さ

の状況に応じて進めなければならな

シ ー ル ド 工 事 に 特 化 し た CShield 、地盤改良工事における薬
液の注入状況を可視化可能な
C-Grout 、地面を締め固める「転
圧機」からの情報を元に地面の固さ
を可視化する C- 土工

が提供さ

れている。
Navis ＋：3D 属性管理
BIM/CIM では建築物・土木構造物
の材質や色など、
「属性」を 3D モデ
ルと統合して管理することが重要だ。
各工程で発生する追加・編集の手間
図1
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施工現場見える化サービス“C- シリーズ”

を軽減するのが CTC の Navis+ だ。
「CAD から属性情報を取り出し、
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＜地盤＋構造物連成モデルによる有効応力解析＞
SoilPlus

建物・構造物の
揺れの評価

FINAS/STAR

＜津波シミュレーション解析＞

周辺構造の
揺れの評価

津波評価と
施設への影響評価

＜地盤のすべり検討＞

サイト
津波波形波高・流量

・すべり安全率
地震応答解析の時々刻々の応力を用いて算出

越堤
防波堤
建屋

地盤の支持性能の評価
周辺斜面の安全性評価

せん断ひずみ分布
※すべり線：地震応答解析によるモービライズド図、円弧すべり線等から設定

地震動の強さの
評価

時間経過

建屋
遡上

建屋

＜断層モデルによる地震動策定＞
有限要素法・統計的グリーン関数法のハイブリット法

建屋
建屋衝突

２次元モデル

＜地質モデル作成・活用＞

3次元モデル

大変形解析による斜面崩壊解析

GEORAMA

FLAC/FLAC3D
UDEC/3DEC

GeoWAVE

D-WAVE

図2

地震や津波に関するさまざまなシミュレーションを行い影響を評価

Excel 等で編集して再び CAD モデ

能にするクラウドサービスであり、

ルと属性が連携できるシステムを開

ブラウザーから情報を参照できるた

発にしました。毎回 CAD ソフトを

め、スマートフォンさえあれば利用

起動して編集する従来の方法と比較

可能です。C- シリーズのデータに

し、大幅な効率向上を期待できま

も対応しています。」（大島氏）

す。
」
（大島氏）

地震や津波の影響を評価し
防災・減災に役立てる取り組み

GEORAMA：3D 地質モデル生成
GEORAMA は調査のためのボーリ

を評価することが可能だ。

防災につながるシミュレーショ
ンを可能にするさまざまな製品
地震や津波の影響評価といっても
実際に行うシミュレーションは目的
に応じて異なる（図 2）。CTC は前
述の GEORAMA を含むさまざまな

ングや地質断面図などのデータから、

シミュレーション技術を防災や減

ソフトを組み合わせることによりそ

高精度の 3D 地質モデルを効率良く

災に役立てる取り組みについて、和

うしたシミュレーションを行ってい

作成することを可能にする。30 年に

内氏は次のように語る。

る。その中から CTC が自社技術を

も及ぶ歴史のあるソフトであり、デファ

「たとえば南海トラフ地震など、

活用して開発・提供している製品を

クトスタンダードのような存在となって

将来必ず起きると考えられている地

いくつか紹介する。

いる。2004 年 からは 土 木 設 計 用

震が実際に発生した場合に、どのよ

Soil Plus：

CAD ソフト Autodesk Civil 3D

うな地震の波が発生するかを地点ご

地盤・浸透・耐震統合解析

のアドオンとして提供しており、工程

とにある程度想定できます。我々が

地盤や構造物を対象に地盤の応力

の進行に伴うモデルの編集や作成し

長年蓄積してきた技術によりその地

変形解析、地下水などの浸透流解析、

たデータの連携が容易、土量計算や

震波をシミュレートし、地盤とその

耐震解析を行える統合ソフト。多く

地下水変動解析などに必要なデータ

上に建つ構造体および地中構造物へ

のお客様にご利用いただいている製

を作成可能といった特長もある。

の影響を評価することが可能です。

品の１つ。

CIM-LINK：

この技術を活かし構造物の設計や建

D-WAVE：地震動作成 / 波形処理

3D モデルの情報共有

設許可を得るための評価を必要とす

GeoWAVE：

る事業者に対してコンサルティング

大規模 3D 地下構造地震波伝播解析

「3D モデルに情報が集約されて
も、現場で PC と CAD ソフトを使っ

サービスを提供しています。」

て参照するのでは面倒です。CIM-

地震と同様、津波についても波の

LINK は 3D モデルを簡単に共有可

高さや流量をシミュレートし、影響
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上記２つのソフトを利用し前述し
た特定地域の地震波を生成すること
が可能。
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