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建設コンサルタントの設計成果品に関する多くのエラーへの対策として，国土交通省では詳細設計にお

ける赤黄チェックの義務化，建設コンサルタンツ協会では，照査・チェックリストの強化等を実施してい

るが，全設計エラーの解消までには至っていない．また，照査要領にしたがって人間が照査するのは，大

きな負担となっている．本論文では，設計エラーの確実な解消と照査効率向上による生産性向上のため3
次元モデルを活用した設計照査システムのプロトタイプとして道路の幾何構造に関するエラー解消に資す

るシステム開発を行い，その有効性を確認した．また，開発に先立ち，道路設計の成果品に関するエラー

185事例を分析し，3次元モデルの活用により，概ねすべてのエラーが解消可能であることを確認した． 
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1. はじめに 

 

建設コンサルタントの設計成果品に関する多くのエラ

ー事例が報告されている 1)．国土交通省は，設計エラー

への対策として平成 28 年度から原則全ての詳細設計業

務の照査において赤黄チェックの実施を義務付けるなど

の対策を実施しており，受注者からも効果を実感する声

が上がっている 1)．また，建設コンサルタンツ協会は，

十分なチェック体制の確立や照査・チェックリストの強

化等の取組みを実施している 2)が，全設計エラーの解消

までには至っていない． 

一方で，設計の現場では，チェックリストの強化や赤

黄チェックの実施が義務化されたことにより，照査に多

くの時間を要することとなった．照査は基本的に紙媒体

の設計図面・各計算書を用いた手動の照査手法で行って

いるため，設計作業と並行して上記のような照査を行う

ことは受注者の大きな負担となっている． 

効率的な照査を実施する対策としては，3 次元モデル

を活用することで，情報の統合化・一元管理による図面

間の不整合の解消や，干渉チェックによる修正箇所の削

減など 1)が講じられており，3 次元モデルの活用により

設計成果品のエラーを大幅に減少できることが期待され

ている． 

そのため，本論文では，設計エラー解消のために現行

の紙媒体による設計照査手法から 3次元モデルを活用し

た設計照査システムを用いた照査への移行を提案する．

また，設計照査システムのユースケースとして，国土交

通省直轄土木工事で最も多く実施されている道路改良工

事に使用される道路設計の成果品のエラー解消を目的と

したシステムを開発した．システム開発のため，道路設

計におけるエラー事例の原因を詳細に分析するとともに，

3 次元モデルの活用により，これらのエラーを防止する

ことが可能かどうかを検討した．その結果に基づき，エ

ラー解消に貢献可能な設計照査システムの開発・提案を

行うものである． 

なお，開発すべき設計照査システムの検討にあたって

は，建設コンサルタンツ協会により収集された道路設計

におけるエラー185 事例 2)の分析および既存設計支援ソ

フトウェア（19種類）の対応状況の調査を行った． 

また，国土交通省は令和 5年度に小規模を除く全ての

公共工事における BIM/CIM 原則適用を掲げている．

BIM/CIM の適用により，3 次元モデルを契約図書として

位置付けることとなるが，そのために必要なシステムと

して「自動設計等による 3次元モデルの高度化・効率化」

を挙げている 3)．2次元図面に代わり3次元モデルを構築

する労力は今後低減していくことが期待されている． 

なお，BIM/CIM活用の目的は，計画，調査，設計段階

から 3次元モデルを導入することにより，その後の施工，



 

 

維持管理の各段階においても 3次元モデルを連携・発展

させて事業全体にわたる関係者間の情報共有を容易にし，

一連の建設生産・管理システムの効率化・高度化を図る

ことと言われている 4)．開発した設計照査システムは，

設計段階における照査プロセスに焦点を当て，BIM/CIM

活用による設計品質の確保と効率化を図ることを目的と

するものである． 

図-1に，詳細設計照査要領に基づく従来の照査と3次

元モデルを用いた照査および今回対象とした設計照査シ

ステムにより照査の効率化を図る範囲を示す．従来の手

作業による照査に代わる設計照査システムは，3次元モ

デルに記載される情報を活用した照査を自動で実施する

ことにより，設計エラーの解消と照査時間の短縮による

生産性向上を図るものであり，品質確保と生産性向上を

図るための重要なツールとなることが期待される． 

 

 

2. 現行の公共土木設計業務の照査方法と課題 
 

道路設計エラー事例の分析に先立ち，国土交通省から

発注される土木設計業務における現行の照査方法につい

て整理を行う． 

建設コンサルタントが設計業務を受注した際には，照 

査を実施する必要がある．照査の実施については，設計

業務等共通仕様書の第 1108 条に記載があり，詳細設計

における基本事項の照査は「詳細設計照査要領」に基づ

き実施するものとされている 5)．また，国土交通省近畿

地方整備局では，建設コンサルタント等が実施した詳細

設計を対象に，その設計成果を第三者の視点から再度チ

ェックする「設計点検業務」を平成 10 年度から実施し，

設計エラーに起因する不良な構造物を未然に防ぐ取り組

みを行っている 6)．設計点検業務により報告されている

設計エラーの発生割合を表-1に示す．これは，建設コン

サルタンツ協会と近畿地方整備局の意見交換会で，近畿

地方整備局より示されたデータから作成したものであり，

記入ミス，記入漏れ等の単純なエラーは除外して集計し

たものである．これより，約 9割の業務で設計の根幹に

係る何らかのエラーが含まれていることが見て取れ，設

計業務の中で行われる照査がうまく機能していないこと

がわかる． 

平成28年度からは，詳細設計において，赤黄チェック

（設計図，設計計算書，数量計算書等について，相互の

整合を確認する上で，確認マークをするなどしてわかり

やすく確認結果を示し，間違いの修正を行うための照査）

の原則実施が追加され，これに応じて，土木設計業務等

標準歩掛の照査の人工が追加変更7)され，受注者におけ

る照査の負担が増加した．設計成果品の照査に要する費

用を調査した建設コンサルタンツ協会は，標準歩掛と実

 

 

図-1 従来の照査方法と 3次元モデルを用いた照査および 

設計照査システムにより効率化を図る範囲 

 

表-1 設計エラーの発生割合（単純エラーを除く） 

 

設計年度 

A B C 

業務件数 
指摘ありの 

業務件数 

指摘率 

B/A (%) 

平成 14年度 225 204 90.7 
平成 15年度 246 217 88.2 
平成 16年度 227 209 92.1 
平成 17年度 172 154 89.5 

 

際の照査費用に大きな乖離があるとしており，道路設計

を例にとると標準歩掛の約 3 倍の費用が発生している 8)．

このような費用をかけて実施する赤黄チェックの追加に

より，設計エラーは減少傾向となっているが，全エラー

の解消までには至っていない．「詳細設計照査要領」で

は，照査は，主要な区切り（3 段階）毎に行う 9)ものと

されており，「基本条件の照査」，「細部条件の照査」，



 

 

「成果品の照査」を実施することが一般的である．また，

「詳細設計照査要領」は，設計マニュアル（基準）的な

ものではなく，各事項に対応する照査の完了を一目で把

握できるチェックリストのようなものである．また，具

体的な照査の内容については受注者の判断に委ねられて

いるとされており，発注者（調査職員）は成果品の品質

の適否を判断しないとしている． 

建設コンサルタントが設計を行う際は，何らかの設計

支援ソフトウェアを使用することが一般的であり，設計

支援ソフトウェアから出力される成果（設計図面や設計

計算書・数量計算書等）を使用して照査を実施する．た

だし，この際使用するのは，設計支援ソフトウェアから

出力される成果を印刷した紙媒体の資料であり，人間の

手作業による非効率なものである．建設コンサルタント

は，複数の業務を並行して執行しており，これに加えて

照査作業も行う必要があるため，人間である以上必ず照

査漏れや照査ミスが発生しているのが現状である． 

設計エラーが発覚するタイミングとその割合を図-2に

示す．設計業務の中で行われる照査で発覚するエラーの

割合は，エラー全体の 17%程しかなく，受注者による照

査がうまく機能していないことがわかる． 

また，日本と海外の道路橋設計照査制度について比較

した既往の研究 11)では，照査制度には以下の点が必要で

あるとされている．a）レビュー（発注者が行う照査）

履行を担保する必要条件となるレビュー義務の明確化，

b）レビュー担当組織の整備，c）チェック（受注者，チ

ェック組織が行う照査）履行の担保，国土交通省の照査

制度ではこれらがなされていないことが課題であるとさ

れている． 

照査制度を機能させ，設計エラーを解消するためには，

1）人間の手作業による非効率な照査の解消と，2）上記

a）～c）を含めた制度設計が必要と言える．  

 

 
3. 道路設計エラー事例の分析 

 

本論文では，まず，現時点で生じている道路設計エラ

ー事例 2)の原因に基づき分析・整理を行い，エラーが設

計照査システムにより解決可能か判定した．設計エラー

事例については，エラーの内容を技術的な観点から整理

しているもので，建設コンサルタンツ協会が平成 12 年

度より集計している設計エラー事例 2)を用いることとし

た．道路設計で生じている代表的エラーを図-3に示す．

収集されたエラー事例の大凡がこれに含まれる． 

これらのエラーが 3次元モデルを用いた設計照査シス

テムにより解決可能かを検討した．表-2に道路設計の

代表的エラーと設計照査システムによるエラー対応方法

の例を示す．その結果，道路設計エラーのうち 179事例

 

 

図-2 設計エラーが発覚するタイミングとその割合 10) 

 

 

 

図-3 道路設計で生じている代表的エラー 

 

表-2 道路設計の代表的エラーと設計照査システムによる 

エラー対応方法の例 

 

番 

号 

道路設計の 

代表的エラー 

設計照査システムによる 

エラー対応方法の例 

1 
基準点の確認

不足 
3次元モデルの使用により， 
設計水準面をT.P.へ統一12) 

2 道路幾何構造 
採用値が基準値内となっている

か確認するシステムの使用 

3 線形設計 
縦断線形のサグ位置算出 
システムの使用等 

4 設計計画 
3次元モデルを使用した干渉 
チェックシステムの使用等 

5 
平面交差点設

計 
必要緩勾配区間長の算出・図示 
システムの使用等 

6 
現地状況・ 
条件把握 

3次元モデルを使用した地下埋

設物との干渉チェックシステム

の使用等 

7 地質調査不足 
3次元地盤モデルの活用システ

ムの使用 

8 舗装設計 
既設盛土の施工状況を踏まえた

CBR試験の実施判定システムの

使用等 

9 
測量成果確認

不足 
3次元測量を実施 



 

 

 

 

図-4 設計照査システムの分類 

 

表-3 システムの系統に対応するエラー 

 

システム 

の系統 
対応するエラーのキーワード 

a) 3次元 
モデル 
活用系 

水準点の整合，取り合い・干渉・排水流下

方向の確認，3次元測量，資料作成， 
数量計算，標識設計，展開図 

b) 自動 
計算系 

視距拡幅・横滑りの有無・片勾配すりつけ

長，車両軌跡，構造計算，交差点解析，車

両用防護柵の規格，概算工事費，サグ点計

算，数量計算，幅杭設計，排水計算，線形

復元，プレキャスト製品の選定 

c) 設計 
基準 
照査系 

幾何構造(事業主体別，ランプターミナ

ル，交差点部，積雪寒冷地，幅員構成，工

事用道路)，小構造物，歩道形式，排水設

計，線形の組合せ，電線共同溝設計 

d) その他 

情報伝達・情報共有，構造計算，標識設

計，交通量推計，調査，地質・のり面，安

全施設，距離標，設計車両，CBR試験可否

の判定 

 

（97%）は，3 次元モデルを活用した設計照査システム

により解決することが可能であることが明らかとなった．

なお，設計照査システムによる解決が困難とした 6事例

（3%）については，「現地踏査時の連絡エラー」や

「交通量調査実施箇所の取り違えエラー」であり，道路

設計に関するエラーではないものである． 

設計照査システムにより解決可能とした道路設計エラ

ー179 事例を，その解決方策の観点から，a）3 次元モデ

ル活用系，b）自動計算系，c）設計基準照査系，d）そ

の他に分類した．この 4 系統に分類される事例数を図-4

に，各系統に対応するエラーのキーワードを表-3に示す．

3 次元モデルを活用することで解決されるエラーが最も

多く 97 事例（54％）となっており，BIM/CIM を活用す

ることの有用性がわかる．次いでb）自動計算系，c）設

計基準照査系があるが，これらは関連する部分もあり， 

 

 

図-5 既存設計支援ソフトウェアの対応可否 

 

道路設計の主要部分を占めるところに関するものである

ため，既存設計支援ソフトウェアにチェック機能が実装

されているものも多々あると想定される．d）その他に

ついては，エラー解決方法が多数ありa）～c）の系統に

は分類されないものである． 

 

 

4. 既存ソフトウェアの調査 

 

道路設計のエラー解消のために必要となる設計照査シ

ステムの系統が整理されたため，ここでは既存設計支援

ソフトウェアを用いることで，道路設計エラーが解消可

能か整理を行う．開発する設計照査システムは，データ

形式に依らず対応可能なものとする必要があるため，既

存設計支援ソフトウェアの選定については，

「LandXML1.2 に準じた 3 次元設計データ交換標準(案)13)」

（以下「J-LandXML」）に定められたLandXMLデータの

入出力を備えている設計支援ソフトウェアを基本とし，

9社 19種類のソフトウェアを選定した．なお，「交差点

容量」，「構造計算」，「用排水設計」の既存設計支援

ソフトウェアについては，一部J-LandXMLに対応してい

ないものも選定した． 

システム系統と既存設計支援ソフトウェアの対応可否

について整理したものを図-5に示す．既存設計支援ソフ

トウェアが対応しているか否かについては，機能がいず

れかのソフトウェアに実装されているものは「対応可

能」，直接的にエラーを解消可能な機能がなくとも，類

似機能等が実装されているものは「使用方法の工夫によ

り対応可能」，機能が実装されていないものを「対応不

可」とした． 

 

 



 

 

5. 3次元モデルを活用した設計照査システムの提 
    案 

 

(1) 設計照査システムの必要性 

前述したとおり，現行の照査方法では人間が照査を行

う以上，必ず照査漏れや照査ミスが発生する．そこで，

システム（プログラム）による照査を実現することで，

設計エラーが解消され，設計品質の向上も期待できると

考えられる．また，設計照査システムは，現行の照査方

法である「詳細設計照査要領」と同様の照査機能を有し

ている必要があり，赤黄チェック等の時間を要する作業

に代わることで，照査効率の向上と照査漏れ・ミスの解

消が期待できる． 

 

(2) 対象とする設計成果物 

国土交通省では，3 次元モデルの利活用によるフロン

トローディングの実現を挙げており，BIM/CIMに関する

基準類の整備も進んでいる．そのような中で，BIM/CIM

を活用した設計成果や施工実績も多く報告されている 14)．

そのため，設計照査システムが対象とする設計成果物は，

設計支援ソフトウェアから出力される 3次元設計データ

である Industry Foundation Classes（IFC）15)，LandXML15)を

想定している．IFC は，建物を構成するすべてのオブジ

ェクトのシステム的な表現方法の仕様を定義したもので，

建設業界のソフトウェア・アプリケーション間のデータ

共有化とその相互運用を可能にするため buildingSMART

により定められている．また，LandXML は，土木造成，

土木工事，測量のデータ交換のためのオープンなフォー

マットであり，LandXML.org により開発運営されている．

設計支援ソフトウェア，設計成果物および設計照査シス

テムの関係図を図-6に示す． 

本論文では，設計照査システムのユースケースとして，

道路設計における設計照査システムのプロトタイプを開

発した．道路設計（線形モデル・土工形状モデル・地形

モデル）における3次元モデルはLandXML形式である16)

ため，インプットデータをLandXMLとして開発を行う

こととした．開発する設計照査システムは，LandXML

を対象とするが，設計支援ソフトウェアに依らず照査可

能なシステムとするために，J-LandXMLに定められた

LandXMLデータを対象とした． 

 

 

6. 設計照査システムのプロトタイプの開発 

 
(1) 設計照査システムにより解消する設計エラーの選

定 

設計照査システムのプロトタイプは，既存設計支援ソ

フトウェアに機能が実装されていないものかつ道路設計 

 

図-6 設計支援ソフトウェア・設計成果物・設計照査システム 

の関係 

 

表-4 既存設計支援ソフトウェアで対応不可であるエラー 

内容とエラー解消の需要整理 

 

既存ソフトウェアで対応

不可であるエラーの内容 

エラー 

件数 

エラー解消 

の需要 

a) 3次元モデル活用系 

排水流下方向の確認 6 高 

b) 自動計算系 

視距拡幅 1 低 
車両用防護柵の規格 1 低 
数量計算 1 低 

c) 設計基準照査系 

幾何構造   
幾何構造（交差点部） 7 高 
幾何構造（幅員構成）   
小構造物 3 中 

歩道形式 1 低 
排水設計 3 中 
線形の組合せ 1 低 

d) その他 

安全施設 1 低 
設計車両 1 低 
CBR試験可否の判定 1 低 

 

の現場におけるエラー解消の需要が高いものについて開

発を行う．表-4は既存設計支援ソフトウェアで対応不可

であるエラーの詳細内容，エラー件数およびエラー解消

の需要を整理したものである．エラー解消の需要は，発

生しているエラー件数より相対評価を行った．エラー件

数は，建設コンサルタンツ協会が平成 12 年度より集計

している設計エラー事例2）から抽出した．エラー件数が

1 件のみのものは，稀に生じるエラーとして，エラー解

消の需要は「低」とした．エラー件数が 6 件，7 件のも

のは頻繁に生じるエラーとして，エラー解消の需要は

「高」とした．エラー件数が 3件のものは，エラー発生

頻度が「高」程ではないため，エラー解消の需要は「中」

とした．  

図-7は，どのフェーズでソフトウェアが使用され，設

計項目相互の関係を把握するため，道路設計・照査の流

れについて整理したものである．これにエラーの発生状

況および既存ソフトウェアの対応状況を重ね合わせるこ



 

 

 

図-7 道路設計・照査の流れと設計エラーの発生状況および既存設計支援ソフトウェアの対応状況 

 

とで，表-4で整理したエラー解消の需要がどの工種と関

連があるか確認可能となる．図-7より，エラー解消の需

要が高いのは，平面交差点設計を含む，道路の幾何構造

設計に類する項目であることがわかる． 

以上を踏まえ，本研究では，既存設計支援ソフトウェ

アで対応不可であるもののうち，最もエラー件数が多く

道路設計の現場におけるエラー解消の需要が高いと想定

される幾何構造関連のエラーを解消するシステムをプロ

トタイプとして開発することとした． 

 

(2) 連携する既存設計支援ソフトウェアの選定 

既存設計支援ソフトウェアで対応困難なものかつエラ

ーが複数件発生しているものが，道路設計の現場でのエ

ラー解消の需要が高いものと整理したが，各設計支援ソ

フトウェアで内部チェックを行っている内容が異なる部

分があるため，開発する設計照査システムと連携する設

計支援ソフトウェアを決定するため，建設コンサルタン

ト各社が使用している道路設計支援ソフトウェアに関す

るアンケート調査を実施した．アンケート対象企業は，

建設コンサルタンツ協会 道路専門委員会の会員企業24

社に対して実施した．なお，回答は任意であるため，得

られた回答に基づき整理した結果を図-8～10に示す． 

これより，線形計画ソフト，交差点計画ソフト，交差 

 

 

図-8 線形計画ソフトの使用状況 

 

図-9 交差点解析ソフトの使用状況 

 

図-10 交差点計画ソフトの使用状況 



 

 

点解析ソフトは，各々ある一つのソフト使用率が高いこ

とが明らかとなった．なお，設計支援ソフトを組合わせ

て使用している場合もある． 

アンケート結果を基に，使用率が高い既存設計支援ソ

フトウェアを，開発する設計照査システムと連携するこ

ととし，表-5 に整理した．線形計画はソフトウェア a，

交差点計画はソフトウェア hと連携したシステム開発が

必要と言える． 

 

(3) 設計照査システムの開発 

a) システムの概要 

前項までに整理した内容を踏まえ，設計照査システム

のプロトタイプを開発した．本システムは，道路詳細設

計照査要領に記載の照査項目のうち，幾何構造に関する

ものの一部を照査するものである． 

基本的に既存設計支援ソフトウェアを使用して設計を

行うことは，従前と変わりないが，開発したシステムで

は，既存設計支援ソフトウェアから出力される

LandXML（J-LandXML準拠）から照査に必要となる情報

を取得して照査を行う．なお，LandXMLに記載されな

いが，照査に必要となる項目についてはユーザー入力と

した． 

 

表-5 開発するシステムと連携する設計支援ソフトウェア 

 

項目 
線形計画 

ソフトウェア 

交差点計画 

ソフトウェア 

各社の使用 
ソフトウェア 

ソフトウェア a ソフトウェア h 

設計内容 

1）平面設計 
2）縦断設計 
3）横断設計 

1）平面設計 
2）縦断設計 
3）横断設計 
4）交差点形状 
5）路面標示 

内部チェック 
の内容 

1）平面線形条件 
2）縦断線形条件 

なし 

出力される 
成果物 

1）平面図 
2）縦断図 
3）横断図 
4）各計算書 
5）LandXML 

1）交差点計画図 
2）LandXML 

内部チェックで 
照査できない項目 

1）基本条件 (道路区分・設計速度) 
2）緩勾配区間長 
3）幅員構成 
4）横断勾配 
5）片勾配すりつけ 

 
 

図-11 設計照査システムのプロトタイプにおける入出力項目および照査項目



 

 

開発した設計照査システムのプロトタイプにおける入

出力項目および照査項目を図-11に示す．  

本システムによる照査項目は A）緩勾配区間長の照査，

B）幅員の照査，C）横断勾配・片勾配の照査の3項目で

ある．照査に用いる基準類は，「道路構造令の解説と運

用，平成 27年 6月版」，「道路構造令，平成 31年 4月

25 日施行」を使用している．路肩折れの基準は，道路

構造令では明確に規定されていないため，「NEXCO 設

計要領，第四集，幾何構造編，平成 27 年 7 月版」を使

用している．なお，照査の判定条件となる基準値は基準

値ファイルから取得することとした．これは，各技術基

準の改定時に更新される可能性や，都道府県や市町村の

条例で定められている基準値への対応を考慮したためで

ある．LandXML から取得する情報としては，図-11 中の

1）～7）であり，J-LandXML に準拠した LandXML に記

載される項目である．ユーザー入力項目はa）～q）であ

り，照査や基準値の適用条件に必要となる項目であり，

照査項目毎に設定する仕様とした．  

b) 照査アルゴリズムの概要 

照査アルゴリズムの概要図を図-12に示す． 

A）緩勾配区間長の照査は，停止線位置（ユーザー入

力値）から緩勾配区間の最小長を確保した位置までの区

間における縦断勾配の計算値を緩勾配の基準値と比較す

る機能を実装している． 

緩勾配区間の最小長は，道路の規格・等級毎に設定さ

れている．LandXML には，PVI（縦断勾配変移点）と

ParaCurve（縦断曲線）が記載されるため，これらを使用

して縦断勾配の計算を行うことが可能であり，

classification（規格・等級）を使用して緩勾配区間の最小

長の基準値が取得できる．  

B）幅員の照査は，道路の規格・等級，設計速度，計

画交通量に応じた幅員構成となっているか，また，その

幅員は道路の規格・等級に応じたものとなっているかを

確認する機能を実装している． 

LandXML には，DesiginCrossSectSurf name（横断形状 名

称）に Carriageway（車道）などの幅員構成要素名が記載

される．また，classification（規格・等級），DesignSpeed

（設計速度）も記載されるが，計画交通量等の条件は記

載されないため，ユーザー入力が必要となる．これらか

ら幅員構成の設置要件（あるべき姿）を設定し，幅員構

成要素が適切か判定を行う． 

また，CrossSectPnt（構成点）を使用して幅員の計算を

行うことが可能である．幅員の基準値は，道路の規格・

等級により決定されるのが基本であるが，特例値につい

ては，その使用条件に歩行者・自転車の交通量や大型車

混入率などを含み，LandXML には記載されないため，

ユーザー入力が必要となる．これらから幅員の規定値お

よび特例値を特定し，設計値が適切か判定を行う．  

C）横断勾配・片勾配の照査については，直線部の横

断勾配の照査，歩道等の横断勾配の照査，路肩折れの照

査，最大片勾配の照査，片勾配すりつけの照査機能を実

装している． 

直線部の横断勾配は，車線数および路面の種類から基

準値が決定される．LandXML には，normalCrown（直線

部横断勾配）が記載される．また，車線数は，幅員の照

査で取得したものを使用する．路面の種類は，

LandXML には記載されないため，ユーザー入力が必要

となる．これらから直線部の横断勾配の基準値を取得し，

設計値が適切か判定を行う． 

歩道等の横断勾配は，CrossSectPnt（構成点）から計算

により求めることが可能である．横断勾配の基準値につ

いては，路面の種類等から決定されるが，LandXML に

は記載されないため，ユーザー入力とする．これらから

歩道等の横断勾配の基準値を取得し，設計値が適切か判

定を行う． 

路肩の勾配は，CrossSectPnt（構成点）から計算により

求めることが可能である．路肩折れ勾配の基準について

は，路肩幅員，最大片勾配の値，積雪寒冷地の適用等に

より求まる．LandXMLには，路肩幅員（CrossSectPnt（構

成点）から計算），FullSuperelev（曲線内最大片勾配）

が記載されるが，積雪寒冷地の適用等については記載さ

れないため，ユーザー入力とする．これらから路肩折れ

の基準および横断勾配を取得し，設計値が適切か判定を

行う． 

最大片勾配の基準値は，道路の規格・等級，設計速度，

直線部の横断勾配および曲線半径から決定される．

LandXML には，classification（規格・等級），DesignSpeed

（設計速度），normalCrown（直線部横断勾配），Curve 

radius（円曲線 半径）が記載されるため，これらの組合

せにより最大片勾配の基準値を取得し，FullSuperelev

（曲線内最大片勾配）の値と比較することで，設計値が

適切か判定を行う． 

片勾配のすりつけ率の基準値は，設計速度

（DesignSpeed）により決定される．片勾配すりつけ率の

計算には，FH 位置（横断勾配の回転軸）から車道縁ま

での距離が必要となるが，FH 位置および車道縁位置は

LandXML に記載されないため，ユーザーによる指定を

行う．また，片勾配すりつけと平面線形は密接な関係が

あるため，平面線形（CoordGeom）と関連付けた照査を

行う必要がある．LandXML には，Superelevation（片勾配

すりつけ）が記載され，横断勾配変化点毎の累加距離標

および曲線内最大片勾配の値が取得できる．これらを用

いて片勾配すりつけ率およびすりつけ長の設計値を取得

し，基準値と比較することで設計値が適切か判定を行う． 



 

 

 

 

図-12 道路設計照査システムのプロトタイプにおける照査アルゴリズム概要図



 

 

表-6 設計照査システムによる照査の可否 

 

詳細設計照査要
領の照査項目 

現行の照査方法 
設計照査シス
テムによる 
照査の可否 

設計条件の設定
は適正か 

特記仕様書，条例
等を確認． 
地域性を考慮した
コントロールポイ
ントの設定等． 

－ 

設計は適正か 

基準類，設計条件
と図面，計算書等
が整合しているか
確認． 

○ 

必要な関係機関
協議が完了して
いるか 

発注者に確認． 
協議リスト等から
確認． 

－ 

その他 
発注者に確認． 
予備設計報告書を
確認． 

－ 

※函渠工・擁壁および補強土壁工・軟弱地盤対策工に

関する照査項目は除く 

 

表-7 設計照査システムの対象範囲 

 

照査の段階 
照査 

項目数 

設計照査システム

により照査可能と

想定される項目数 

割合 

基本条件の照査 103 43 42% 
細部条件の照査 40 22 55% 
成果品の照査 60 8 13% 

合計 203 73 36% 

※函渠工・擁壁および補強土壁工・軟弱地盤対策工に

関する照査項目は除く． 

 

 

7. 設計照査システムによる照査の有効性 

 
(1) 設計照査システムの照査対象範囲 

道路詳細設計照査要領の照査項目は，1）設計条件の

設定は適正か，2）設計は適正か，3）必要な関係機関協

議が完了しているか，4）その他の大きく 4 項目に分け

られる．このうち，設計照査システムによる照査が可能

な項目は 2）のみであり，その他の項目については，条

件の照査など，システムによる照査を実施する前段階で

実施されるべき照査である．表-6に設計照査システムに

より照査が可能となる項目を示す． 

また，「基本条件の照査」，「細部条件の照査」，

「成果品の照査」のうち，上記 2）に該当する項目数を

表-7に示す．詳細設計照査要領に記載の照査項目のうち，

約 4割が設計照査システムの照査対象であることがわか

る． 

表-8 検証項目 

 

平 
面 

1-1 曲線長 
1-2 緩和区間長 
1-3 背向曲線間の直線の直線長 
1-4 クロソイドパラメータ 
1-5 曲線半径 
1-6 同方向に屈曲する曲線間の直線の直線長 
1-7 緩和曲線の必要性 
1-8 片勾配すりつけ長を満足しているか 

縦

断 
2-1 縦断曲線半径 
2-2 縦断勾配 

 

表-9 テストデータの設計諸元 

 

設計名 種級区分 設計速度 延長 

設計A 第 3種第 2級 V=60km/h L=5,400m 
設計B 第 3種第 2級 V=60km/h L=5,550m 
設計C 第 1種第 3級 V=80km/h L=6,000m 
設計D 第 3種第 2級 V=60km/h L=1,640m 
設計E 第 3種第 3級 V=60km/h L=5,940m 
設計 F 第 1種第 3級 V=80km/h L=8,250m 
設計G 第 3種第 2級 V=60km/h L=4,700m 

 

 

 

図-13 チェック箇所数と照査時間の関係 

 

(2) 照査効率化の割合 

a) 検証の方法 

ここでは，現行の手動による照査（赤黄チェック）に

要する時間と既存設計支援ソフトウェアの設計検証機能

を用いた照査に要する時間を比較することで，設計照査 

システムを使用した照査による効率化の程度について想

定・検証を行う．なお，検証に用いる照査項目は，既存

設計支援ソフトウェアに設計検証機能が実装されている

表-8に示す項目とする． 

b) 照査時間の確認 

手動照査による照査時間は，表-9に示すテストデータ

を用いて実施する．なお，テストデータは新規路線を対



 

 

象に選定しており，実際の設計データである． 

選定したテストデータを用いて手動による照査時間と

既存設計支援ソフトウェアの設計検証機能を用いて計測

した結果を図-13 に示す．これより，手動照査時間は，

照査箇所数が多い程照査時間を必要とすることが確認で

き，既存設計ソフトウェアによる照査は，照査箇所数に

依らずほぼ一定の照査時間で照査が完了することがわか

る． 

c) 手動照査時間の予測式 

前述したとおり，手動照査時間は，チェック箇所数と

照査時間に相関関係があることが確認されたため，照査

箇所数を変数に，照査タイプを係数とする手動照査時間

の予測式(1)を考案した． 

 

𝑇 𝛼 𝐴 𝛽 𝐵 𝛾 𝐶 𝛿 𝐷 

ここで， 

 𝐴 𝑎 𝑏 𝑑 𝑒 𝑔 

 𝐵 𝑖 𝑗 

 𝐶 𝑐 𝑓 

 𝐷 ℎ 

 𝛼 4~7，𝛽 2~9，𝛾 4~10，𝛿 15~35 
 

式中の係数𝛼~𝛿の値は，手動照査時間より求めた実

測値であり，変数𝐴~𝐷は照査タイプ別の照査箇所数で

ある．照査項目と照査タイプの関係を表-10 に示す．こ

こで，照査タイプ I：図面に記載の値と基準値を比較

（平面），照査タイプ II：図面に記載の値と基準値を比

較（縦断），照査タイプIII：照査対象の有無を全延長に

わたり確認後，該当する値と基準値を比較，照査タイプ

IV：図面に記載の値を利用して計算により算出した値と

基準値を比較であり，照査タイプにより照査に要する時

間が変動する．  

次に，係数𝛼~𝛿がとり得る値の平均値を使用した予

測式を用いて算出した照査時間と実測時間を比較した．

その結果，設計延長 100m 当りの照査箇所数が多い程，

予測式により算出した時間が実測値を上回った．そのた

め，係数𝛼~𝛿の値は，設計延長 100m 当たりの照査箇所

数に応じて変化させるものとした．照査時間の実測値と

予測式による照査時間の差より，係数の値を表-11 のと

おり設定した．これにより予測式による照査時間と実測

値との差が約 10%程度に収まる結果となり，予測式の信

憑性が確認された．図-14 に照査箇所数と予測式と実測

値の差の関係を示す． 

 

(3) 有効性のまとめ 

設計エラー解消の観点からは，前述したとおり，設計

エラーは，設計業務の約 9割で発生している状況であり，

このうち，約 97%が設計照査システムにより解決可能で 

表-10 照査項目と照査タイプ 

 

照査項目 
照査 

箇所数 

照査 

タイプ 

平

面 

1-1 曲線長 a I 
1-2 緩和区間長 b I 
1-3 背向曲線間の直線の 

直線長 
c III 

1-4 クロソイドパラメータ d I 
1-5 曲線半径 e I 
1-6 同方向に屈曲する曲線 

間の直線の直線長 
f III 

1-7 緩和曲線の必要性 g I 
1-8 片勾配すりつけ長を 

満足しているか 
h IV 

縦

断 
2-1 縦断曲線半径 i II 
2-2 縦断勾配 j II 

 

表-11 予測式の係数 

 

照査箇

所数 

(箇所

/100m) 

𝛼 
4~7 

𝛽 
2~9 

𝛾 
4~10 

𝛿 
15~35 

平 
均 
値 

変 
動 
値 

平

均

値 

変 
動 
値 

平 

均 

値 

平 

均 

値 

0~1.0 5 7 5 9 6 22 
1.0~1.4 5 6 5 7 6 22 
1.4~1.8 5 4 5 4 6 22 

1.8~ 5 4 5 2 6 22 

 

 

図-14 設計延長 100m当たりの照査箇所数と 

予測式と実測値の差の関係 

 

ある． 

設計照査効率化の観点からは，詳細設計照査要領の照

査項目のうち，設計照査システムによる照査が可能と想

定されるのは，全照査項目の約 4割であり，これについ

て照査効率化が図れるものと考えられる．また，手動照

査時間の予測式により，手動照査時間を予測可能となっ 

た．この予測式より，照査箇所が多い程照査時間が必要 

(1) 



 

 

 
図-15 設計照査システムの効果（照査時間） 

 

となることがわかる．一方で，設計照査システムによる

照査では，照査箇所数に関わらず一定の照査時間で照査

が完了することが確認できる．よって，設計照査システ

ムの効果としては，照査箇所数が多い程，システムによ

る効果が大きく得られる．設計照査システムによる効果

の概念図を図-15に示す． 

 

 

8. おわりに 

 

本論文では，建設コンサルタントの設計業務にて実施

する照査の課題について整理し，現行の照査方法に代わ

る設計照査システムを提案した．設計照査システムの導

入により，設計エラーの解消と照査時間の短縮による生

産性向上が期待される． 

また，設計照査システムのユースケースとして国土交

通省直轄土木工事で最も多く実施されている道路改良工

事に使用される道路設計の成果品のエラー解消を目的と

した道路設計照査システムのプロトタイプを開発した．

システム開発のために，道路設計に関するエラー事例を

分析し，その原因別に整理することにより，これらのエ

ラー事例が 3次元モデルを活用した設計照査システムに

より概ねすべてのエラーが解消可能であることを確認し

た． 

また，既存設計支援ソフトウェアがエラーを解消する

ために必要な機能を実装しているかを調査し，既存設計

支援ソフトウェアでエラー解消が困難な項目を特定した．

さらに，その中から最もエラー件数が多く，道路設計の

現場におけるエラー解消の需要が高いと想定される「幾

何構造関連」のエラーを解消する設計照査システムをプ

ロトタイプとして開発した． 

設計照査システムの有効性として，発生している設計

エラーの約97%がシステムにより解決可能となること，

道路詳細設計照査要領に記載の項目のうち，約4割が設

計照査システムの対応範囲であり，照査箇所数が多い程，

設計照査システムを使用した際の効率化割合が大きいこ

とを示した． 

道路設計に限らず，建設コンサルタントが行う設計に

おいては，BIM/CIMの推進やJ-LandXML等の整備により，

異なるソフトウェア間におけるデータ交換がより抵抗な

く実施されていくべきである．本論文で整理した内容を

基に，任意の設計データに対応する設計照査システムを

開発し，必要な設計照査が機能するものとする必要があ

る．これにより，設計エラーの解消につながるとともに，

建設事業全体の生産性向上に寄与することが期待される． 
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DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE OF ROAD DESIGN CHECK SYSTEM 
UTILIZING 3D MODEL 

 
Takuya KAJIWARA and Kazumasa OZAWA 

 
Many cases of errors related to the design deliverables of construction consultants have been reported. 

The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) has made red-yellow checking (veri-
fication for consistency) mandatory in detailed design, and the Japan Civil engineering Consultants Asso-
ciation (JCCA) has strengthened verification and checklists, but these measures have not yet eliminated all 
errors. In addition, human verification according to the verification guidelines has become a great burden. 
In this paper, a prototype of a road design check system utilizing 3D models is developed in order to im-
prove productivity by reliably eliminating design errors and improving verification efficiency. Prior to the 
development of the system, 185 cases of errors in road design deliverables were analyzed, and it was con-
firmed that almost all errors could be eliminated by using 3D models. 

 
 
 
 

 
 
 


