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1 はじめに 

施工図の作成主体は 1960 年代に設計者から施工管理

者へと移行し、現在ではその大部分を専門工事会社や施

工図作成会社が担っている 1)。設計者と施工者の役割が曖

昧になる一方、3DCADやBIMの発展により複雑な形状の

建築が志向される傾向が強くなっている。そうした建築では、

施工側の情報や知識を設計に反映する必要性が高まるは

ずであるが、それを実現する方法論や制度は確立されてい

ない。本稿では複雑形状RC建築を対象とし、形状に大きく

影響を与える型枠工事の生産体制・プロセスを分析すること

で、どのように設計者と施工者が情報を生成・伝達し、設計

情報を施工情報へと転換しているか明らかにすることを目

的とする。これにより現状の生産体制・プロセスの課題と利

点を把握し、今後の生産体制・プロセスのあり方を考察する。 

2 調査方法 

2000年 1月から 2019年 7月までの「新建築」、「建築技

術」で紹介された建築(全 4838件)の中から 2000年以降に

竣工した複雑形状 RC建築(全 265件)を収集し、体制を整

理した(表 1)。次に、収集した複雑形状 RC 建築の中から、

生産体制が異なる近年のプロジェクトを 4つ選定し、各事例

の複数の担当者にヒアリングを行った(表 2)。加えて、プロジ

ェクトで使用された図面や 3次元モデルも分析した。 

3 設計のための情報 

事例 A では、多面体に躯体の厚みを反映する際、一方

の片面では頂点が 1 点で交わらない問題が懸念された。そ

こで、水槽側躯体ではなく見え方が最も重要となる室内側

の頂点座標値を A1社が管理した。事例 Bでは、曲面形状

の部分的な断面図が A1 社により作成された。しかし、施工

初期段階では位置座標が確定しておらず、S1 社が断面図

から躯体モデルを作成し、座標値を算出することで断面間

の変化を把握した。事例 Cでは、設計者と施工者が包括的

に施工情報を共有できる、屋根モデルと柱モデルが統合さ

れたサーフェスモデル（以下、ベースモデル）を S2 社が作

成した。柱モデルは形状定義図と形状定義文を基に作成さ

れた。形状定義文では、全 28本の柱が C1 と C2の 2つの

形状で定義されており、柱の高さ、柱芯と屋根スラブ下端の

交点が書き込まれている。事例Dでは、1/50模型と 3次元

設計データを基にした 2 次元の発注図が A3 社により作成

された。ここで B5社は、建物の外周形状を事前に確認して

おく必要があった。そのため、再度 B5 社がサーフェスモデ

ルを作成し、1/50模型を点群データとして出力したデータと

重ね合わせ誤差がないことを確認することで、設計図から施

工図への変換で生じ得る図面の不整合を防止した。 

表 1 複雑形状 RC建築と生産体制の関係 

 

表 2 対象建築の概要とヒアリング対象 

 

4 型枠の製作・組立のための情報 

事例 Aでは、S5 社が円滑に建込を行えるよう、対応する

番号や凹凸の出隅・入隅、突付け角度、型枠の表・裏を、

S1 社が型枠製作図に記入した。事例 B では、B2 社が位

置座標の作成にあたり、225mm ピッチで放射状グリッドを

設定し、その交点のレベル高さを手作業で入力した。放射

状グリッドのピッチは、櫛型枠のリブのピッチと同じ数値が用

いられており、現場施工の基準管理ポイントとして活用され

た。事例 C では、ベースモデルから直接、型枠製作図、各

部材展開図を自動生成することで大引きの NC データへの

引継ぎが可能になった。ベースモデルの活用により、2次元

CAD で型枠製作用の図面を作成し直す工程を省くことが

できたと S2社は述べた。事例 Dでは、セパレーターと P コ

ンの割付を 2 次元図面と 3 次元モデルで検討していた。こ

こでは、型枠大工にセパレーターが必要となる箇所を図面

に書き込んでもらい、サーフェスモデルで確認するという作

業を繰り返すことで割付け精度を高めたと S3社は述べた。 

5 情報転換に着目した生産プロセスの 4 類型 

4 事例の情報転換に着目し、生産プロセスを 4 類型に分

類した（図 1）。これらは 3 主体それぞれが設計情報や施工

情報の作成を担い各々に負担が生じる場合を網羅している。 

(1) 事例 A型 

「設計者が型枠施工を検討した設計を行い、施工者に積 

極的に設計情報を伝達する体制」 

・設計者が多面体形状の形成に必要な頂点座標値を精度

よく管理したことで、設計変更や不整合は生じなかった。 

・座標値管理や詳細な 3 次元モデルの設計など、一般的

な業務範囲を超えた負担が設計者に生じた。 

(2) 事例 B型 

「総合建設会社が BIMモデルを作成し、設計者と施工者 

形状の種類
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間の連携を図る体制」 

・BIM モデルから直接、型枠製作図を作成できなかった。

型枠工事会社が、曲面が絡む断面間の変化を把握でき

る 3次元モデルを別途、作成する手間が生じた。 

・各関係者で使用ソフトが統一されておらず、データ受け

取り時にファイル形式を変換する手間が生じた。 

(3) 事例 C型 

「型枠工事会社がサーフェスモデルの設計と管理を一貫し 

て行い、設計情報を忠実に施工に反映する体制」 

・型枠設計者がベースモデルで情報を一元管理したことで、

型枠製作図への直接的な展開や NC データへの引継ぎ

が実現され、大引きの自動生成が行えた。 

・設計変更が生じた際は、特殊型枠の専門会社がパラメト

リックにベースモデルを変化させながら迅速に対応した。 

 (4) 事例 D型 

「総合建設会社と型枠工事会社が型枠施工を考慮した検 

討を行い、積極的に設計者に提案を伝達する体制」 

・総合建設会社が 3 次元モデルと点群データの一致を確

認したことで設計情報から施工情報への転換がスムーズ

に行われた。 

・定例会議に施工図作成者と型枠大工が参加し、型枠情

報を検討したことで、大きな設計変更は生じなかった。 

6 情報の伝達方法と作成主体 

事例 A、C、D では、頂点座標値や型枠の突付け角度、

形状定義図など、確定した情報のみ伝えることで大きな不

整合が生じなかった。また、事例 B のように BIM モデルか

ら直接的に型枠製作図を起こせない問題も、設計段階から

複雑形状型枠の製作に必要となる情報を明確にできれば、

施工段階で生じるモデル作成の手戻りなどを事前に防止で

きると考えられる。現状、設計者と施工者の規模や複雑形

状の経験・スキルは各社で異なるため、一概に誰が何を担う

べきか定めることはできない。一方、事例 C のように、総合

建設会社に複雑形状建築の経験がない場合、特殊型枠の

提供会社が 3 次元モデルを一元管理し、不整合や設計変

更に対応する体制は有効であった。しかし、一般的な型枠

設計を超えた負担と責任を S2 社が負うといった実態と契約

の乖離が見られた。各主体の責任範囲の明確化は急務で

あり、実態に即した適正費用を見直すことが必要である。 

7 まとめ 

本稿では、複雑形状RC建築に着目し、型枠工事の生産

体制とプロセスの観点から、設計者と施工者間の情報交換

の実態を分析した。特に 4事例において各主体の役割と情

報確定までのプロセスを考察し、以下の課題を抽出した。 

① 情報の伝達形式（座標値、2 次元図面、サーフェスモデ

ル、ソリッドモデル、使用ソフトの統一・不統一、図面共

有の仕組み）を明確化する必要があること 

② 情報の確定時期（上記①のツールを、どの段階で誰が

確定するか）と意思決定者を定める必要があること 

③ 3 次元モデルから直接、型枠製作図等を製作するか否

かを、設計段階で明確化する必要があること 
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図 1 4 事例における情報伝達の体制比較 
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