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1. 研究概要 

1.1. 研究の目的と意義 

国土交通省は，情報化施工の本格普及に向けた取り組みとして，平成 22 年 8 月に

「情報化施工技術の一般化・実用化の推進について」を公開した．この補足資料の

中では，施工管理において活用する技術の中でも TS 出来形管理を優先的に普及す

ることを述べており，平成 25 年を普及の目途としている．しかし，現行の TS 出来

形管理技術は，2 次元 CAD データに基づく出来形管理であり，今後，3 次元 CAD

データが普及した折には，3 次元 CAD データの特性を活かした手法が必要である．

そのため，本研究では，現行の TS 出来形管理の業務知識を活かしつつ，3 次元 CAD

データの特性を考慮した TS 出来形管理の高度化を図る手法を提案する． 

本研究の意義として，将来，3 次元 CAD データが普及し，一般化した際には，現

状の管理横断面を対象とした線の管理から，3 次元 CAD データのサーフェイスを対

象とした面の管理に移行可能である．このことにより，現行の出来形管理よりも高

度で精緻な監督検査が可能となると考えられる． 
 

1.2. 用語の定義 

本研究では，3 次元 CAD データに関する用語を次のように定義する． 

 

1.2.1. 3 次元 CAD データ 

3 次元 CAD データは，今後普及すると考えられる 3 次元の座標情報で構成され

た CAD データである． 

 

1.2.2. 3 次元 CAD 設計データ 

3 次元 CAD 設計データは，工事完成時の形状目標を 3 次元形状で再現した 3 次

元 CAD データである． 

 

1.2.3. 3 次元 CAD 出来形データ 

3 次元 CAD 出来形データは，工事完成時の測量成果から 3 次元形状を再現した

3 次元 CAD データである． 

 

1.3. 「河川事業のデータ流通環境構築に関する研究」の成果の概要 

提案者らは，平成 20－22 年度近畿地方整備局新技術開発研究会「河川事業のデー

タ流通環境構築に関する研究」において，3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管
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理の業務フローと現行の「TS による出来形管理に用いる施工管理データ交換標準

（案）」の改定案を提案した．具体的には，次に示す点について研究を実施した． 
 

・ 「河川事業のデータ流通環境構築に関する研究」において，3 次元 CAD データを

用いることで情報化施工の高度化が図れるかを検証 

・ 実際の現場を対象として，3 次元 CAD データを用いた出来形管理の手法を提案し，

一定の効果が得られることを検証 

・ 既存の TS 出来形管理のデータ交換仕様を拡張 

 

1.3.1. 3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理のフロー 

従来の TS 出来形管理フローでは，施工図面からツール等使って手作業で TS 入

力データを作成する．その入力データを使って施工現場の出来形を計測し，計測結

果を出来形管理帳票の形で出力する．しかし，こうした従来の出来形管理フローで

は，次に示す 3 つの課題点がある． 

 

・ TS 入力データの作成に手間がかかる 

 従来の TS 入力データは，施工図面から数値を読み取って専用システ

ムに入力するため，データの作成に手作業が必要である． 

・ 任意指定の断面を対象とした出来形管理が困難 

 従来の TS を用いた出来形管理は，施工図面として用意された横断面

のみを管理対象としている．そのため，新たな管理対象の断面を任意指

定する場合は，施工図面から用意する必要があり，任意断面の指定によ

る出来形管理の実施が困難である． 

・ 3 次元 CAD データを中心とした施工が一般化した際の掛かるコストの二重

化 

 将来的に電子納品要領で定められる納品対象データに 3 次元 CAD

データが追加された場合，3 次元 CAD データと TS 入力データの作成が

必要であり，二重のコストが必要となる． 

 TS による出来形計測結果を 3 次元 CAD データに反映するために，出

来形計測結果のデータから 3 次元 CAD データを構築する必要がある．

さらに，それらの情報を重ねあわせて，出来形管理を行う仕組みを考察

する必要がある．  
  

これに対して，提案する 3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理のフロー（図 

1.1）では，3 次元 CAD 設計データから TS 入力データ生成プログラムを用いて TS

入力データを作成する．次に，従来と同様に出来形を計測し，出来形計測データか

ら 3 次元 CAD 出来形データを作成する．これらの 3 次元 CAD の重ねあわせを用
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いて出来形の把握を容易にして，従来の出来形管理では対象外となる断面を任意に

指定して管理できる．従来では TS 入力データを作成する段階から新たな断面を追

加して出来形の再計測が必要になるのに対して，提案手法では任意断面の出来形を

即座に帳票として確認することができる． 
 

既存のデータ凡例 使用するプログラム提案で作成するデータ 既存のフロー 提案のフロー

出来形管理帳票

施工図面

TS入力データ

出来形計測データ情報化施工

（盛土施工・法面成形）

出来形計測

3次元CAD設計データ

3次元CAD出来形データ

TS入力データ

作成プログラム

出来形管理帳票

出力プログラム

3次元CADデータの重ね合わせ

（3次元CAD設計データ＋
3次元CAD出来形データ）

 

図 1.1 3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理のフロー 

（【出典】関西大学：河川事業のデータ流通環境の構築に関する検討報告書，平成 23 年 3 月） 

 

1.3.2. TS 出来形管理の改定案 

3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理を実現するためには，「3 次元 CAD

設計データ」と「3 次元 CAD 出来形データ」との対応関係を保持する必要がある．

関係性を保持するためのの改定案を以下の図 1.2に示す．また，追加する項目の詳

細を表 1.1，表 1.2，表 1.3に示す． 
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凡例 本提案での追加範囲

-基準とする中心線形 : string
-基準とする縦断線形 : string

1..*

-横断面の累加距離標 : double
-断面変化 : boolean
-管理断面 : boolean

1..*

-構築形状の識別名 : string

1..*

-構成点コード : string
-構成点の位置 : string
-構成要素の種別 : string
-連続点 : boolean
-傾斜・勾配の区別 : string
-実在 : boolean
-点名称 : string
-x座標 : double
-y座標 : double
-標高 : double

2..*

-名称 : string
-グループ名称 : string
-座標参照系 : string
-備考 : string

-

0..*

0..*

-名称 : string
-x座標 : double
-y座標 : double
-標高 : double
-注記 : string

3) 品質管理の向上化の
ための改定

1) 高精度化のための改定

2) 3次元CADデータを用

いた出来形管理フロー
の省力化のための改定

 

図 1.2 TS による出来形管理に用いる施工管理データ交換標準（案）の改定案 

（【出典】関西大学：河川事業のデータ流通環境の構築に関する検討報告書，平成 23 年 3 月） 

 

表 1.1 構成点 

（【出典】関西大学：河川事業のデータ流通環境の構築に関する検討報告書，平成 23 年 3 月） 

要素名 ComposedPnt 要素の意味 構成点 
内 容 幅員中心から構築形状を構成する構成点． 

図 

 

 
 

子要素 ─ 
テキスト

ノード 
データ型 データ データの意味 
list of double <任意> ＜CL 離れ 比高＞ 
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＜幅員 傾斜＞ 
＜比高値 勾配＞ 

属 性 

属性名 属性の意味 データ型 データの意味 
code 構成点コード 

（必須） 
string

 

location 構成点位置 
（必須） 

string
 

componentType 構成要素種別 string  
seriesPnt 連続点 boolean  
slopeType 傾斜・勾配種別 string  
existence 実在 boolean  
pntName 点名称 string  
x x 座標 double  
y y 座標 double  
E 標高 double  

 

表 1.2 座標点セット 

（【出典】関西大学：河川事業のデータ流通環境の構築に関する検討報告書，平成 23 年 3 月） 

要素名 Pnts 要素の意味 座標点セット 

内 容 
座標点のセット． 
出来形計測を実施するごとに作成する． 

図 

 

 
 

子要素 Pnt [0...n] 
テキストノード ─ 

属 性 

属性名 属性の意味 データ型 データの意味 
Name 名称 string 座標点セットの名

称 
refCRSs 参照座標系 string 座標点が使用する

参照座標系の名称

Note 注記 string  

 

表 1.3 座標点 

（【出典】関西大学：河川事業のデータ流通環境の構築に関する検討報告書，平成 23 年 3 月） 

要素名 Pnt 要素の意味 座標点 
内 容 出来形を計測した点についての情報． 

図 

 

 
 

子要素 ─ 
テキストノード ─ 
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属 性 

属性名 属性の意味 データ型 データの意味 
Name 名称 string 座標点名称 
x x 座標 double  
y y 座標 double  
E 標高 double  
Note 注記 string  

 

図 1.2に示すとおり，3 次元 CAD データを用いた出来形管理の高度化を目的として「１）

高精度化のための改定」「２）品質管理の向上化のための改定」「３）3 次元 CAD データを

用いた出来形管理の省力化のための改定」の 3 つの「TS による出来形管理に用いる施工管

理データ交換標準（案）」改定案を示した．以下に各改定案を詳述する． 

 

1）高精度化のための改定 

現在の TS による出来形管理では，構成点の測地座標は平面線形が参照する主要点か

ら計算して求められる．そのため，計算の際に発生する有効桁数の問題や，端数の問

題から，正確な構成点の座標値を算出することが困難である．そこで，本改定案では，

構成点に座標値を保持する仕組みを追加することで，構成点間の幅や法長を 2 点間距

離による管理値の取得を実現し，より高精度な出来形管理が実現すると考えられる． 

 

2）品質管理の向上化のための改定 

現在の TS を用いた出来形管理では，計測対象を構成点と限定している．そのため，

計測対象の構成点と対応しない，出来形計測結果（例えば，施工後に計測した MMS

点群データなど）が存在したとしても，別ファイルとして保存しておく必要がある．

そのため，本改定案では，出来形計測の際に構成点を対象としない計測結果を保持す

る要素を追加する仕組みを提案する．これにより，TS による出来形管理に用いる施工

管理データ交換標準（案）のみで，出来形管理に関する情報をすべて保持可能となり，

任意断面を含めた全数管理の実現に寄与できると考えられる． 

 

3）3 次元 CAD データを用いた出来形管理フローの省力化のための改定 

3 次元 CAD 設計データを用いた出来形管理フローでは，「 4) 出来形計測データを反

映した 3 次元 CAD 出来形データの作成」において，出来形計測結果と 3 次元 CAD 設

計データとの対応点を判断し，3 次元 CAD 出来形データを構築する必要がある．この

作業は，3 次元 CAD 設計データと出来形計測値を対応づける情報を保持することで，

自動化することが可能である． 

 

1.4. 研究内容 

本研究では，提案した業務フローと改定案が実際に運用可能であるかを検証・評価する．
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具体的には，次に示す内容を実施する．また，「１）3 次元 CAD データを用いた TS 出来形

管理支援プログラムの開発」は 2 章，「２）3 次元 CAD データを用いた出来形管理フロー

の有効性の検証」は 3 章，「３）TS 出来形管理のための可視化手法の検討」は 4 章にて詳

述する． 

 

 

1） 3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理支援プログラムの開発 

・ 申請者らが提案した「TSによる出来形管理に用いる施工管理データ交換標準（案）」

の 3 次元 CAD データ対応版（以下，「TS 入力データ」）を 3 次元 CAD 設計デー

タから自動生成するプログラムの開発 

・ 出来形計測データから3次元CAD出来形データを自動生成するプログラムの開発 

・ 3 次元 CAD 設計データと 3 次元 CAD 出来形データの差分検出プログラムの開発 

  

2） 3 次元 CAD データを用いた出来形管理フローの有効性の検証 

・ 3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理支援プログラムを用いて，提案した業

務フローと改定案が実際に運用可能であるかを検証 

 

3） TS 出来形管理のための可視化手法の検討 

・ 3 次元 CAD 設計データと 3 次元 CAD 出来形データの差分検出プログラムで検出

した差分を監督検査に利用するための可視化手法の検討 
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2. 3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理支援プログラムの開発 

2.1. 3次元CADデータを用いた TS出来形管理支援プログラムの概要 

本提案では，次のシステムを利用して 3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理

のフロー（図 2.1）を実現する．まず，「TS 入力データ生成プログラム」を用いて，

申請者らが提案した TS入力データを 3次元CADデータから作成する．TS入力デー

タは，断面構成点が対応する 3 次元 CAD 設計データの端点名称を持つため，3 次元

CAD 設計データから出来形計測結果までデータの整合性が確保されている．そのた

め，「3 次元 CAD 出来形データ生成プログラム」を用いて 3 次元 CAD 設計データ

に対応した 3 次元 CAD 出来形データを出来形計測データから作成できる．出来形

計測データから3次元CAD出来形データの作成を自動化することより，TS入力デー

タの作成から 3 次元 CAD データの重ね合わせや帳票の作成など，途中で人手によ

る作業を必要とせずに 3次元 CADデータを用いた TS出来形管理のフローが可能と

なる． 

 

既存のデータ凡例 使用するプログラム提案で作成するデータ 既存のフロー 提案のフロー

出来形管理帳票

施工図面

TS入力データ

出来形計測データ情報化施工

（盛土施工・法面成形）

出来形計測

3次元CAD設計データ

3次元CAD出来形データ

TS入力データ

作成プログラム

3次元CADデータ 間の

差分検出プログラム

3次元CADデータ の重ね合わせ

（3次元CAD設計データ ＋
3次元CAD出来形データ ）

3次元CAD出来形データ

作成プログラム

新規

改良

改良

 

図 2.1 3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理支援プログラム 
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2.2. 3 次元 CAD データのデータフォーマットの設計 

3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理支援プログラムでは，3 次元 CAD デー

タを保持するファイルフォーマットとして，デファクトスタンダードである

LandXML のデータ形式を採用する．LandXML を採用することで，提案システム

は，AutoCAD Civil 3D 等の技術を持つために幅広い互換性を持つことができ，今

後のさらなる普及を期待できる．本節では，施工管理データ交換標準と LandXML

のデータ形式の 2 つのデータ形式について調査する．そして，これら 2 つのデータ

間の関係性を整理し，出来形管理に用いる 3 次元 CAD データの格納方法を決定す

る． 

 

2.2.1. 施工管理データ交換標準の概要 

施工管理データ交換標準の概要を以下の図 2.2に示す．施工管理データ交換標準

は，XML 形式で記述され，ルート要素の下には座標参照系セット，工事基準点セッ

ト，道路構造物情報，出来形横断面セットおよび計測点セットの 5 つの要素で構成

されている．各要素の概要を 表 2.1に示す． 

 

0..*

1

1

1..*

1..*

 

図 2.2 施工管理データ交換標準の概要図 
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表 2.1 施工管理データ交換標準要素の概要 

要素名 概要

座標参照系セット
施工管理データ交換標準で使用する座標系の情報
を保持

工事基準点セット
施工管理データ交換標準で使用する工事基準点の
情報を保持

道路構築物情報 道路構造物の平面線形，縦断線形の情報を保持
出来形横断面セット 道路構造物の横断形状の情報を保持
計測点セット 道路構造物に対する出来形計測結果を保持  

 

2.2.2.  3 次元 CAD データ（LandXML）の概要 

LandXML の概要を以下の図 2.3に示す．LandXML は，施工管理データ交換標

準と同様に XML 形式で記述され，ルート要素の下には Units，CoordinateSystem

や Project など 16 要素で構成されている．各要素の概要を表 2.2に示す． 

 

-date : date
-time : time
-version : string
-language : string
-readOnly : boolean
-LandXMLIｄ : int
-crc : interger

root::LandXMLUnits::Units 1
1..*

CoordinateSystem::
1

1..*

Project::Project
1

1..*

Application::Application

1

1..*

Alignments::

1

1..*

CgPoints::

1

1..*

Amendment::

1

1..*

GrageModel::

1

1..*

FeatureDictionary::

Monuments::

Parcels::

PipeNetworks::PipeNetworks

PlanFeatures::

Roadways::

Surfaces::

Surveｙ::

1
1..*

1

1..*

1
1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

 

図 2.3  LandXML の概要図 
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表 2.2  LandXML 要素の概要 

要素名 概要
Units LandXML形式で使用する単位の情報を保持
CooedinateSystem LandXML形式で使用する座標系の情報を保持

Project
LandXML形式で管理するプロジェクトに対する属性
情報を保持

Application
LandXMLファイルを作成したソフトウェアの情報を保
持

Alignments 道路構造物の情報を保持
CgPoins 座標点情報の集合を保持
Amendement ファイルの修正履歴や監督記録を保持
GrageModel 勾配モデルの情報を保持

Monuments
座標点情報を点またはグループ単位で管理する情
報を保持

Parcels 工事区画を管理
PlanFeatures 面積測定特徴の集合を保持
Roadways 施工方法およびスケジュール等の情報を保持
Surfaces 地表平面の3次元情報を保持
Survey 安全網の情報を保持
FeatureDictionary 属性情報のユーザ定義を保持  

 

2.2.3.  施工管理データ交換標準と LandXML の関連性の解析 

本節では，3 次元 CAD データによって現行の TS 出来形管理と同等の出来形管理

が可能かを判断するための準備として，施工管理データ交換標準と LandXML の関

連性を整理する． 

 

（1） 施工管理データ交換標準と LandXML の共通点 

施工管理データ交換標準は，設計データとして道路構造物の情報と出来形データ

として計測点の情報を保持する．道路構造物は，平面線形，縦断線形，横断面の 3

つの要素で構成される． 

LandXML では，1 つの道路構造物を Alignment 要素で保持し，その集合である

道路構造物セットを Alignments 要素で保持する．さらに，Alignment 要素は，

CoordGeom 要素，Profile 要素，CrossSecrt 要素を保持しており，それぞれ平面線

形，縦断線形，断面形状を保持している．図 2.4に施工管理データ交換標準と

LandXML の道路構造物を保持する要素の対応について示す． 
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LandXMLスキーマクラス図（Alignments要素より２階層） 施工管理データ交換標準クラス図（道路中心線セット要素より２階層）

断面形状

縦断線形

平面線形

 

図 2.4 施工管理データ交換標準と LandXML の共通点 

 

（2） 施工管理データ交換標準と LandXML の道路構造物 

本項では，前項で施工管理データ交換標準と LandXML の共通点として示した道

路構造物要素について，それぞれ対応する要素を明らかにする． 

 

1） 施工管理データ交換標準・平面線形要素と対応する LandXML 要素 

施工管理データ交換標準で定められた道路構造物の平面線形要素と対応する

LandXML 要素と，その詳細を明らかにする． 

施工管理データ交換標準では，別途保持した主要点から始点・終点を参照し，

幾何要素によって平面線形を表現している．これに対して，LandXML では，

CoordGeom 要素が保持する幾何要素内で始点・終点を保持している．施工管理

データ交換標準・平面線形要素と対応する LandXML 要素の概要を以下の図 

2.5，施工管理データ交換標準・主要点要素と対応する LandXML 要素の概要を

以下の図 2.6に示す． 
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対応要素

対応する

対応する

対応する

 

図 2.5 施工管理データ交換標準・平面線形要素と対応する LandXML 要素 

 

対応要素

対応する

 

図 2.6 施工管理データ交換標準・主要点要素と対応する LandXML 要素 

 

2） 施工管理データ交換標準・縦断線形要素と対応する LandXML 要素 

施工管理データ交換標準で定められた道路構造物の縦断線形要素と対応する

LandXML 要素を明らかにする． 

LandMXL では，縦断線形要素として Profile 要素が対応する．また，施工管

理データ交換標準では， PVIPnt 要素の属性情報で始点・終点・中間点を指定

するが，LandXML スキーマでは PVI 要素で始点・終点，ParaCurve 要素で中

間点を指定する．施工管理データ交換標準・縦断線形要素と対応する LandXML

要素の概要を以下の図 2.7に示す． 
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対応要素

対応する

 

図 2.7 施工管理データ交換標準・縦断線形要素と対応する LandXML 要素 

 

3） 施工管理データ交換標準・横断面要素と対応する LandXML 要素 

LandMXL では，横断線形要素として CrossSect 要素が対応する．施工管理

データ交換標準では，横断線形要素は ComposetPnt（断面構成点）要素で断面

形状を保持している．これに対して，LandXML では，PntList2D 要素を用い

て断面形状を保持している．施工管理データ交換標準・横断線形要素と対応す

る LandXML 要素の概要を以下の図 2.8に示す． 

 

対応要素

対応する

 

図 2.8 施工管理データ交換標準・横断線形要素と対応する LandXML 要素 
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2.2.4.  3 次元 CAD データの例 

2.2.4.1  TS 入力データ 

本研究では改良する TS 入力データ生成プログラムを用いて得られる TS 入力

データについて，その一例を以下の図 2.9に示す． 

 

 

図 2.9 TS 入力データ例 

従来のTS入力データには無い

pntName が追加されている 
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2.2.4.2  3 次元 CAD 出来形データの例 

本研究では改良する TS 入力データ生成プログラムを用いて得られる TS 入力

データについて，その一例を以下の図 2.9に示す． 

 

 

図 2.10 3 次元 CAD 出来形データの例 

 

2.3. 3次元CADデータを用いた TS出来形管理支援プログラムの機能 
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2.3.1. TS 入力データ生成プログラム 

 

2.3.1.1  TS 入力データ生成プログラムの概要 

TS 入力データ生成プログラム（図 2.11）は，3 次元 CAD 設計データを入力と

して，各構成点の関係を維持した改訂版 TS 入力データを作成する．本プログラ

ムにより，従来の手作業による TS 入力データと比較して省力化と入力ミスなど

のヒューマンエラーを防止する． 

 

ＴＳ

3次元モデル（LandXML形式）

【必要な要素】
• 道路中心線形（Alignment要素）
• TINを構成する面（Surfaces要素）
• 管理断面の構成点（CgPoints要素）
※注 「CgPoints」は，管理断面をユー

ザが任意に指定する際に利用

変換

入力

入力

出力

3次元CAD設計データ
ＴＳ入力データ

（TS）

RoadGM要素

Alignments要素

Alignment要素

Horizontal要素

GmElement要素

Vertical要素

Alignments要素

Alignment要素

Vertical要素

GmElement要素

Horizontal要素

MeasurePnts要素

MeasurePnt要素

中心線形

断面形状

TS入力データ作成プログラム

現行は、TS入力データの
作成に相当な作業負荷
がかかっているが、3次元
CAD設計データを使うと
自動作成できる

 

図 2.11 3 次元 CAD 設計データから TS 入力データ作成 
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2.3.1.2  TS 入力データ自動生成プログラムの処理フロー 

（1） 道路構築物の算出処理 

本処理では，TS 入力データの道路構築物情報のデータを算出するため，

LandXML.Alignments. Alignment 要素から必要となる情報を抽出・変換する．

TS入力データの道路構築物情報とLandXMLデータの対応関係を図 2.12，表 2.3

に示す．TS 入力データ生成プログラムでは，図 2.12，表 2.3に示した対応関係

に基づき，TS 入力データの道路構築物情報を作成する． 

 

Start

End

Start

End

Line

Curve

CoordGeom

Alignment

LandXML要素

ElementPnt

ElementPnt

ElementPnt

Line

Curve

Horizontal

Alignment

TS入力データ要素
 

図 2.12 道路構築物情報における要素の対応関係 
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表 2.3 道路構築物情報における要素の対応関係 

TS入力データの要素名 TS入力データの属性名 LandXMLの要素名 LandXMLの属性名
道路構築物情報 路線名 Alignments name
道路中心線形 名称 Alignment name

名称 CoordGeom name
開始測点番号 1
開始点追加距離 0
開始点累加距離票 0
終了測点番号 Line, Curve length
終了点追加距離 Line, Curve length
総延長 Line, Curve length

測点間隔 主測点間隔 固定値 10
X座標 Start, End value[0]
Y座標 Start, End value[1]
標高 Start, End value[2]
名称 Line name
直線長 Line length
名称 Curve name
回転方向 Curve rot
円弧半径 Curve Radius
曲線長 Curve length
名称 Line, Curve name
開始主要点名称 Start, End name
終了主要点名称 Start, End name
名称 Alignment name
参照平面線形名 CoordGeom name
開始測点番号 1
開始点追加距離 0
累加距離票 0
終了測点番号 Line, Curve length
終了点追加距離 Line, Curve length
総延長 Line, Curve length
測点番号 Line, Curve length
追加距離 Line, Curve length
累加距離票 Line, Curve length
変移点高 Start, End value[2]

Line, Curve length
Start, End value[2]
Line, Curve length
Start, End value[2]

構成点 点名称 CgPoint name

平面線形
固定値

固定値

縦断勾配変移点

縦断曲線半径

縦断曲線長

主要点

直線要素

円弧要素

幾何要素

縦断線形

注１：背景色が灰色のセルは固定値，背景色が赤のセルは計算を必要とするセル 

注２：背景色が水色のセルは本研究で新たに追加した要素のセル 

 

（2） 任意断面の算出処理 

任意断面における TS 入力データと LandXML の対応関係を図 2.13に示す．

本 処 理 で は ， 道 路 構 築 物 情 報 に 含 ま れ る 道 路 線 形

（LandXML.Alignments.Alignment）と 3 次元 CAD データを構成する面の集

合 （ LandXML.Surfaces.Surface.Definition.Faces.F ） と 頂 点 の 集 合

（LandXML.Surfaces.Surface.Definition.Pnts.P）とを用いて TS 入力データの

ComposedPnt 要素の値を算出する． 
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ComposedPnt
P

Alignment

FとPの関係から計算

Alignment

LandXMLによる３次元モデル TS入力データによる３次元モデル

P

 図 2.13 任意断面における対応関係 

 

任意断面を算出する手順を次に示す（図 2.14）．手順 1 から手順 4 は従来手法，

手順 5，手順 6 は本研究で新たに追加した手法である． 

 

1. 道路線と直交する平面を任意の位置で生成する． 

2. 横断面と TIN 形状（ワイヤフレームの 3 次元 CAD データ）との交点を断面構

成点として取得する． 

3. 横断面の横軸を中心線からの水平距離，縦軸を標高として断面構成点の中心離

れや幅員，比高や傾斜（道路勾配）を求める． 

4. 断面構成点を ComposedPnt として出力する． 

5. 連続した断面構成点の各距離を算出し，算出結果が閾値以下の場合は，中心側

の計測点候補を除去する． 

6. 各計測点候補間の傾きを算出し，連続した傾き間の差が閾値以下の場合は，中

心側の計測点候補を除去する． 
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1. 道路線と直交とする平面を生成 2. 横断面とTIN形状の交点を取得

－ 中心線からの水平距離 ＋

標
高 比高

傾斜 幅員

中心離れ

3. ComposedPntの値を取得

横断面
断面構成点

  

図 2.14 任意断面を算出する手順の概要 

 

（3） 管理断面に関する情報の算出処理 

管理断面における TS 入力データと LandXML の対応関係を以下の図 2.15に示

す．管理断面の作成は，  TS 入力データの ComposedPnt 要素に対応した

LandXML.CgPoints.CgPoint 要素から断面形状を構築する必要がある．そのため，

本処理では，命名規則を用いて 3 次元 CAD 設計データに設定した CgPoint 要素

から管理断面を構築する．CgPoint 要素の命名規則を表 2.4に示す．この規則に

従い命名された点名称は，TS 入力データの構成点要素，点名称（pntName）属

性に対応する． 
 

ComposedPnt

Alignment Alignment

TS入力データによる３次元モデルLandXMLによる３次元モデル

CgPoint

CgPoint@
name=d-2-4

CgPoint@
name=d-1-1

CgPoint@
name=d-2-1

CgPoint@
name=d-3-1

CgPoint@
name=d-4-1

CgPoint@
name=d-2-3

CgPoint@
name=d-2-2

CgPoint@nameによる
断面グループの断面線

 

図 2.15 管理断面における対応関係 

 

表 2.4 CgPoint 要素の命名規則 

列 項目 
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1 D：3 次元 CAD 設計データ 

A：3 次元 CAD 出来形データ 

2 断面グループ番号：平面図に記載の測点 No を付与 

3 構成点番号：端点の一方を 1 として順次付与 

 

管理断面を算出する 5 つの手順を次に示す（図 2.16）．手順 1 から手順 4 は従来

手法，手順 5 は本研究で新たに追加した手法である． 

 

1. 表 2.4に示す CgPoint 要素の命名規則に従い，LandXML から 3 次元 CAD 設

計データに設定された CgPoint の集合を管理断面点群として取得する． 

2. 表 2.4に示す CgPoint 要素の命名規則に従い，管理断面点群から断面グループ

番号が等しい管理断面点の集合を断面グループとして取得する． 

3. 断面グループの横軸を中心線からの水平距離，縦軸を標高として管理断面点の

中心離れや幅員，比高や傾斜（道路勾配）を求める． 

4. 管理断面点を ComposedPnt として出力する． 

5. ComposedPnt と 対 応 す る CgPoint の CgPoint@name を 取 得 し ，

ComposedPnt@pntName として取得する． 

 

CgPoint@
name=d-2-4

CgPoint@
name=d-1-1

CgPoint@
name=d-2-1

CgPoint@
name=d-3-1

CgPoint@
name=d-4-1

CgPoint@
name=d-2-3

CgPoint@
name=d-2-2

1. 3次元CAD設計データの
管理断面点群を取得

断面グループd-1

断面グループd-2

断面グループd-3

2. CgPoint@nameを用いて
断面グループを取得

－ 中心線からの水平距離 ＋

標
高

比高

傾斜

幅員

中心離れ

3. ComposedPntの値を取得

 

図 2.16 管理断面を算出する手順の概要 

 

2.3.2. 3 次元 CAD 出来形データ生成プログラム 
 

2.3.2.1  3 次元 CAD 出来形データ生成プログラムの概要 

3 次元 CAD 出来形データ作成プログラムは，TS による出来形計測によって得

た出来形計測データから，3 次元 CAD 設計データと関連づいた 3 次元 CAD 出来

形データを生成する． 

 

2.3.2.2  3 次元 CAD 出来形データ自動生成プログラムの処理フロー 

（1） 道路構築物の算出処理 
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本処理では，3 次元 CAD 出来形データの道路構築物情報のデータを算出するた

め，出来形計測データの道路構築物情報から必要となる情報を抽出・変換する．3

次元 CAD 出来形データの道路構築物情報と出来形計測データの対応関係を図 

2.17に示す．3 次元 CAD 出来形データ自動生成プログラムでは，TS 入力データ

生成プログラムの同名処理と同様，表 2.3に示した対応関係に基づき，3 次元 CAD

出来形データの道路構築物情報を作成する． 

 

ElementPnt

ElementPnt

ElementPnt

Line

Curve

Horizontal

Alignment

出来形計測データ

Start

End

Start

End

Line

Curve

CoordGeom

Alignment

3次元CAD出来形データ
 

図 2.17 3 次元 CAD 出来形データと出来形計測データの対応関係 

 

（2） 座標点情報の算出処理 

本処理では，3 次元 CAD 出来形データの座標点情報のデータを算出するため，

出来形計測データの横断面情報および計測点情報から必要となる情報を抽出・変換

する． 

本研究で提案した出来形計測データの横断面情報を以下の図 2.18および表 2.5

に示す．表 2.5の赤枠で示す範囲から，出来形計測データの構成点は，変換元にな

る 3 次元 CAD 設計データの座標点情報をそのまま保持していることが分かる．ま

た，出来形計測データの計測点情報を以下の表 2.6および表 2.7に示す．出来形計

測データは，構成点に対応した計測点を管理している．本処理では，表 2.6および

表 2.7の赤枠で示す範囲から対応する構成点の pntName が分かる．以上のことか
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ら，本処理では，まず，出来形計測データの計測点から，対応する構成点の pntName

を取得する．次に，取得した pntName の頭文字を，設計形状を示す d から出来形

形状を示す a に変更する．そして，出来形形状の構成点名称と計測点の xyz 情報か

ら，3 次元 CAD 出来形データの座標点情報を変換する． 

 

 

図 2.18 出来形計測データの横断面情報 

 

表 2.5 出来形計測データの横断面情報の定義 

要素名 ComposedPnt 要素の意味 構成点 
内 容 幅員中心から構築形状を構成する構成点． 

図 

 

 
 

子要素 ─ 

テキスト

ノード 

データ型 データ データの意味 
list of double <任意> ＜CL 離れ 比高＞ 

＜幅員 傾斜＞ 
＜比高値 勾配＞ 

属 性 
属性名 属性の意味 データ型 データの意味 

code 構成点コード 
（必須） 

string
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location 構成点位置 
（必須） 

string
 

componentType 構成要素種別 string  
seriesPnt 連続点 boolean  
slopeType 傾斜・勾配種別 string  
existence 実在 boolean  

pntName 点名称 string  
x x 座標 double  
y y 座標 double  
E 標高 double  

 

表 2.6 出来形計測データの計測点情報（MeasurePnts）の定義 

要素名 MeasurePnts 要素の意味 計測点セット 
内 容 幅員中心から構築形状を構成する構成点． 

図 

 

 
 

子要素 MeasurePnt [0..n]
テキスト

ノード 
データ型 データ データの意味 
─ ─ ─

属 性 

属性名 属性の意味 データ型 データの意味 
（省略） 

refAlign 基準とする道路

中心線形（必須）

string 子要素として定義す

る計測点の計測対象

点が基準とする、道路

中 心 線 形

（ rgm:Alignment ）
を 、 rgm:Alignment 
要素の Name 属性値

により指定する 

 

表 2.7 出来形計測データの計測点情報（MeasurePnt）の定義 

要素名 MeasurePnt 要素の意味 計測点 
内 容 幅員中心から構築形状を構成する構成点． 

図 

 

 
 

子要素 ─ 

テキスト

ノード 

データ型 データ データの意味 
list of double <任意> 出来形を計測した計測点の座標

値を、X 座標、Y 座標、標高の順

番にスペース区切りで入力する 
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属 性 

属性名 属性の意味 データ型 データの意味 
（省略） 

targetPnt 計測対象点 
（必須） 

string 計測対象とした横断

面上の点について、そ

の構成点コードを記

述する。 
cumulativeDist 累加距離標 

（必須） 
Double 計測点の位置を、基準

とする道路中心線形

に対する累加距離標

で記述する 

（省略） 

 

2.3.3. 3 次元 CAD データ間の差分検出プログラム 

 

2.3.3.1  3 次元 CAD データ間の差分検出プログラムの概要 

3 次元 CAD データ間の差分検出プログラムでは，3 次元 CAD データを用いた

TS 出来形管理フローによって得た 3 次元 CAD 設計データと 3 次元 CAD 出来形

データの重ねあわせから，出来形管理帳票や，任意断面の差分情報を出力する．

（図 2.19） 

 

TS測量

出来形計測データ
（XML形式）

3次元CADデータ

出力

出力

変換

3次元CAD
出来形データ

3次元CAD
設計データ

3次元モデル
（LandXML形式）

変換

入力

出来形管理帳票出力プログラム

管理断面

測点No.1

測点No.2

測点No.3

測点No.1＋○○

測点No.2＋○○

任意断面

出来形管理帳票（PDF形式）
• 測定結果総括表
• 測定結果一覧表
• 出来形管理図表
• 度数表
• 出来形管理図（工程能力図）

任意断面の帳票
自動作成が可能

 

図 2.19 3 次元 CAD データから出来形管理帳票の作成 

 

2.3.3.2  出来形管理帳票の出力機能 

（1） 任意断面に関する情報の算出処理 

任意断面における TS 出力データと LandXML の対応関係を以下の図 2.20に
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示 す ． 本 処 理 で は ， 3 次 元 CAD デ ー タ を 表 現 す る 面 の 集 合

（LandXML.Surfaces.Surface.Definition.Faces.F）と 3 次元 CAD データを構

成する頂点の集合（LandXML.Surfaces.Surface.Definition.Pnts.P）とを用いて

TS 出力データの ComposedPnt 要素と MeasurePnt 要素の値を算出する． 

 

MeasurePnt
P FとPの関係から計算

LandXMLによる3次元モデル TS出力データによる３次元モデル

Surface@name=出来形

ComposedPnt

MeasurePnt

 

図 2.20 出来形値の任意断面における対応関係 

 

任意断面の出来形計測点を算出する 7 つの手順を次に示す（図 2.21）．  

 

1. 計測対象の構成点を通り，道路線と直交する平面を出来形横断として生成する． 

2. 出来形横断と 3 次元 CAD 出来形データの TIN 形状（ワイヤフレームの 3 次元

CAD データ）との交点を計測点候補として取得する． 

3. 計測点候補から計測対象から最も計測対象の構成点に近い構成点を取得する． 

4. 出来形横断の横軸を中心線からの水平距離，縦軸を標高として計測点候補の中

心離れや座標値を求める． 

5. 計測点候補を MeasurePnt 要素として出力する． 
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1. 計測対象の構成点を通り
道路線を法線とする平面を生成

計測対象の構成点

2. 3次元CAD出来形データに属する
TIN形状と横断面の交点を取得

Surface@name=出来形

3. 計測対象に最も近い構成点から
MeasurePntの値を取得

－ 中心線からの水平距離 ＋

標
高 中心離れ

(x, y, z)出来形横断面

計測点候補

 

図 2.21 任意断面の出来形計測点を算出する手順の概要 

 

 

（2） 管理断面に関する情報の算出処理 

管理断面の TS 出力データと LandXML の対応関係を図 2.22に示す．本処理

では，命名規則に準拠した 3 次元 CAD 出来形データの CgPoint 要素から計測点

を算出する．CgPoint 要素の命名規則は表 2.4を参照されたい． 

 

LandXMLによる３次元モデル

CgPoint

CgPoint@
name=a-2-4

CgPoint@
name=a-1-1

CgPoint@
name=a-2-1

CgPoint@
name=a-3-1

CgPoint@
name=a-4-1

CgPoint@
name=a-2-3

CgPoint@
name=d-2-2

CgPoint@nameによる
断面グループの断面線

Surface@name=出来形

MeasurePnt

TS出力データによる３次元モデル

ComposedPnt

MeasurePnt

 

図 2.22 出来形値の管理断面における対応関係 

 

管理断面の出来形計測点を算出する手順を次に示す（図 2.23） 

 

1. 表 2.4に示す CgPoint 要素の命名規則に従い，LandXML から 3 次元 CAD 出

来形データに設定された CgPoint 要素を管理計測点として取得する． 

2. 管理計測点が対象とする断面構成点を取得する．対象とする断面構成点は，管

理計測点と一致する断面グループ番号と構成点番号を持つ 3 次元 CAD 設計
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データの管理断面点とする． 

3. 断面構成点の属する断面グループの横軸を中心線からの水平距離，縦軸を標高

として出来形計測点の中心離れや座標値を求める． 

4. 出来形計測点を MeasurePnt として出力する． 

 

1. 3次元CAD出来形データの
管理断面点群を取得

2. CgPoint@nameを用いて
計測対象の構成点を取得

3. MeasurePntの値を取得

CgPoint@
name=a-2-3

CgPoint@
name=d-2-3

－ 中心線からの水平距離 ＋

標
高 中心離れ

(x, y, z)

 

図 2.23 管理断面の出来形計測点を算出する手順の概要 

 

2.3.3.3  3 次元 CAD データ可視化 

本処理では，3 次元 CAD 設計データと 3 次元 CAD 出来形データの形状や，それ

らを重ね合わせて，設計形状と出来形形状とが大幅に異なる箇所がないかを確認す

るために 3次元CADデータを読込み可視化する．3次元CADデータの可視化には，

LandXML.Surfaces.Surface.Definition.Pnts に 保 存 さ れ た 点 群 座 標 と ，

LandXML.Surfaces.Surface.Definition.Faces に保存された TIN モデルを用いる．

本処理では，図 2.24に示すとおり，差分箇所が容易に判別できるように 3 次元 CAD

設計データを赤色，3 次元 CAD 出来形データを灰色として表示する． 

 

 

図 2.24 3 次元 CAD データの可視化 

凡例 

3 次元 CAD 設計データ 

3 次元 CAD 出来形データ
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2.3.3.4  3 次元 CAD データからの横断図の生成・可視化 

本処理では，3 次元 CAD 設計データと 3 次元 CAD 出来形データの任意箇所の横

断図が大幅に異なる箇所がないかを確認するために，3 次元 CAD 設計データや 3 次

元 CAD 出来形データから横断図を生成・可視化する．横断図の可視化には，指定さ

れた 2 点から生成した直線と 3 次元 CAD 設計データや 3 次元 CAD 出来形データの

持つ TIN モデルとの交点を用いる．本処理では，図 2.25に示すとおり，差分箇所

が容易に判別できるように 3 次元 CAD 設計データの横断面を赤色，3 次元 CAD 出

来形データの横断面を青色として表示する． 

 

 

図 2.25 横断図の可視化 

 

2.4. 3次元CADデータを用いた TS出来形管理支援プログラムの実行例 

本節では，「3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理支援プログラム」を使用

して，出来形管理帳票の出力の流れを紹介する．出来形管理帳票の出力の流れとし

て，「TS 入力データの生成」・「3 次元 CAD 出来形データの生成」・「管理断面の出来

形帳票の作成」・「任意断面の出来形帳票の作成」を紹介する． 

 

2.4.1. シナリオ１：TS 入力データの生成 

 

Step 内容 

1 TS 入力データ作成プログラムの起動 

 

凡例 

3 次元 CAD 設計データの横断面 

3 次元 CAD 出来形データの横断面
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2 3 次元 CAD 設計データの読込み 

 

入力

3次元CAD設計データ
 

 

3 TS 入力データの生成 

 

出力

TS入力データ

 

 

2.4.2. シナリオ２：3 次元 CAD 出来形データの生成 

 

Step 内容 

1 3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理支援プログラムの起動 
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2 出来形計測データの読込み 

 

入力

出来形計測データ

 

3 3 次元 CAD 出来形データの生成 

 

出力

3次元CAD出来形データ
 

 

 

 

2.4.3. シナリオ３：管理断面の出来形帳票の作成 

 

Step 内容 

1 3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理支援プログラムの起動 
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2 3 次元 CAD 出来形データの読込み 

 

入力

3次元CAD出来形データ
 

 

3 管理断面の選択・出来形帳票の生成 

 

出力

出来形管理帳票

 

 

2.4.4. シナリオ４：任意断面の出来形帳票の作成 

 

Step 内容 

1 3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理支援プログラムの起動 
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2 3 次元 CAD 出来形データの読込み 

 

入力

3次元CAD出来形データ

 

3 任意断面の選択・任意断面位置設定・出来形帳票の生成 

 

出力

出来形管理帳票
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3. 3 次元 CAD データを用いた出来形管理フローの有効性の検証 

3.1. 実験概要 

本研究では，3 種類の評価実験を実施して，3 次元 CAD データを用いた出来形管

理フローの有用性を検証する．実験 1 では，3 次元 CAD 設計データから生成した

TS 入力データの精度を検証する．実験 2 では，本システムで生成した管理断面の出

来形帳票の精度を検証する．実験 3 では，本システムで生成した任意断面の出来形

帳票の精度を検証する． 

実験方法は，現行の TS 出来形管理が実施された河川の築堤工事の工事完成図書

を用いて生成した各データの精度を評価する．具体的な手順を以下に示す． 

 

1. 工事完成図書の 2 次元の発注図（平面図，横断図）から，3 次元 CAD ソフト

を用いて 3 次元 CAD 設計データを作成する． 

2. 3次元CAD設計データを本システムに入力し，TS入力データを自動生成する． 

3. 手順 2 で生成した TS 入力データに，現地で計測された出来形計測データの出

来形計測値を手動で転機し，出来形計測データを作成する． 

4. 手順 3 で生成した出来形計測データを本システムに入力し，3 次元 CAD 出来

形データを自動生成する． 

5. 手順 4 で生成した 3 次元 CAD 出来形データを本システムに入力し，管理断面

の出来形帳票を自動生成する． 

6. 手順 4 で生成した 3 次元 CAD 出来形データを本システムに入力し，任意断面

の出来形帳票を自動生成する． 

7. 現地で計測された出来形計測データを本システムに入力し，管理断面の出来形

帳票を自動生成する． 

8. 現地で計測された出来形計測データを正解データとし，手順 3 で生成した出来

形計測データとの差分を確認する．（実験 1） 

9. 手順 7 で生成した出来形帳票を正解データとし，手順 5 で生成した出来形帳票

との差分を確認する．（実験 2） 

10. 手順 7 で生成した出来形帳票を正解データとし，手順 6 で生成した出来形帳票

との差分を確認する．（実験 3） 

 

3.2. 実験対象の工事の概要 

実験に用いた河川の築堤工事の工事完成図書は，図 3.1に示すような範囲の工事

であったが，本工事完成図書は堤防形状として典型的な盛土形状の横断面で構成さ

れていた．そのため，本実験では，TS 出来形管理が実施された 12 個の横断図（A
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断面～L 断面）を対象にした． 

 

工事範囲

 

図 3.1 河川堤防の築堤工事（平面図） 

 

3.3. 実験 1：TS 入力データの評価実験 

本実験では，3 次元 CAD 設計データを正しいスケルトンデータに変換できたかを

確認するために，現地で計測された出来形計測データ（以下，正解データ）と本シ

ステムにて生成した TS 入力データから作成した出来形計測データ（以下，出来形

計測データ A）とを用いて，平面線形と設計断面形状のそれぞれの差分を確認した

（3.1節の手順3）． 

  

3.3.1. 平面線形の評価結果と考察 

平面線形は，出来形計測データに含まれる中心線形の差分を比較する．まず，出

来形計測データ A の平面線形を 10cm 毎に分割した点を取得する．次に，取得した

各点から正解データの平面線形までの垂直距離を算出し，差分として出力する． 

平面線形の差分の比較結果を図 3.2に示す．図中のA~Lは横断図の位置を示す．

図に示す通り，2 つの平面線形は，ほぼ同様の値を示している．また，12 個の横断

図の位置の差分を確認した結果，最大誤差が約 0.2mm であった．このことから，

本システムは，3 次元 CAD 設計データから TS 入力データへ平面線形を正確に出

力できることが明らかとなった． 
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図 3.2 2 つの平面線形の比較結果 

 

3.3.2. 設計断面形状の評価結果と考察 

設計断面形状（12 個の横断図）は，出来形計測データに含まれる設計断面を可

視化（図 3.3～図 3.14）して比較する． 

図 3.3～図 3.14に示すように，すべての横断面は正解データの断面形状とほぼ

重なり合うことを示している．一部の図面の構成点で正解データの構成点より過不

足が生じているのは，今回 3 次元 CAD 設計データへの変換対象とするレイヤが主

構造物を表す D-STR のみであったため，正解データと構成点の数が異なっている

ことが原因である．そのため，本システムとしては，正しく動作していると言える．

このことから，本システムは，3 次元 CAD 設計データから TS 入力データへ設計

断面形状を正確に出力できることが明らかになった． 
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図 3.3 A 断面の比較結果 
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図 3.4 B 断面の比較結果 
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図 3.5 C 断面の比較結果 
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図 3.6 D 断面の比較結果 
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図 3.7 E 断面の比較結果 
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図 3.8 F 断面の比較結果 
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図 3.9 G 断面の比較結果 
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図 3.10 H 断面の比較結果 
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図 3.11 I 断面の比較結果 
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図 3.12 J 断面の比較結果 
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図 3.13 K 断面の比較結果 
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図 3.14 L 断面の比較結果 
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3.4. 実験 2：管理断面の出来形帳票の評価実験 

本実験では，3 次元 CAD 出来形データから管理断面の出来形帳票を正しく出力で

きているかを確認するために，現場で計測された出来形計測データから生成した管

理断面の出来形帳票（以下，正解データ）と 3 次元 CAD 設計データから作成した

出来形計測データを用いて生成した管理断面の出来形帳票（以下，出来形帳票 A）

との差分を確認した（3.1節の手順9）． 

本実験は，断面 A～断面 L を用いて評価する．正解データを図 3.15，出来形帳票

A を図 3.16に示す．表 3.1はそれぞれの出来形帳票から取得した A~L の 12 断面の

出来形計測値を示しており，全ての断面の構成点にて同様の値を示している．なお，

表 3.1内の H1 などの記号は，それぞれの帳票の出来形管理対象に対応する．これ

らの結果から，本システムでは，管理断面の出来形帳票を正確に出力できることが

明らかとなった． 

 

 

図 3.15 測定結果一覧表（正解データの出来形帳票から抜粋） 

 



 

 43

 

図 3.16 測定結果一覧表（本システムによる作成結果から抜粋） 

表 3.1 管理断面の比較結果（単位：m） 

断面 正解データH1 本システムH1 差分 正解データH2 本システムH4 差分 正解データW1 本システムW1 差分

A 25,016 25,016 0 25,014 25,014 0 5,995 5,995 0

B 25,054 25,054 0 25,031 25,031 0 5,984 5,984 0
C 25,067 25,067 0 25,071 25,071 0 5,999 5,999 0
D 25,079 25,079 0 25,090 25,090 0 5,997 5,997 0
E 25,108 25,108 0 25,105 25,105 0 5,983 5,983 0
F 25,130 25,130 0 25,115 25,115 0 6,003 6,003 0
G 25,133 25,133 0 25,114 25,114 0 5,997 5,997 0
H 25,123 25,123 0 25,134 25,134 0 6,012 6,012 0
I 25,140 25,140 0 25,118 25,118 0 5,988 5,988 0
J 25,133 25,133 0 25,122 25,122 0 6,021 6,021 0
K 25,132 25,132 0 25,142 25,142 0 6,005 6,005 0
L 25,129 25,129 0 25,130 25,130 0 6,001 6,001 0  

 

3.5. 実験 3：任意断面の出来形帳票の評価実験 

本実験では，現行の TS 出来形管理では実施できない任意断面の TS 出来形管理の

実現可能性を評価した（3.1節の手順10）．具体的には，3 次元 CAD 出来形データか

ら正しく任意断面の出来形帳票を出力できているかを確認するために，本システム

の出来形管理帳票の出力機能を用いて，現場で計測された出来形計測データに含ま

れている管理断面の箇所を任意断面として指定し，出来形帳票を生成した．そのう

えで，現場で計測された出来形計測データから生成した管理断面の出来形帳票（以

下，正解データ）と本システムを用いて生成した任意断面の出来形帳票との差分を

確認した． 
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本実験は実験 2 と同様の比較を行った．表 3.2は比較結果を示しており，ほぼ全

ての値が一致することを確認した．差分に±1 とでる項目があるが，これは，数値

の丸め誤差であると考えられる．この問題に関しては，数値を丸める位置を調整す

ることで，解決可能であると考えられる．また，A 断面と L 断面において任意断面

の出来形計測値が出力されていないが，これは，本システムの対象断面が管理断面

の間に含まれることを前提としていたため，先頭と末尾の断面の値を出力できな

かったと考えられる．この問題に対しては，本システムを改良し，先頭末尾の断面

でも出来形計測値を出力できるようにすることで改善可能である考えられる．これ

らの結果から，本システムでは，任意断面の出来形帳票を正確に出力できることが

明らかとなった． 

 

表 3.2 任意断面の比較結果（単位：m） 

断面 正解データH1 本システムH1 差分 正解データH2 本システムH4 差分 正解データW1 本システムW1 差分

A 25,016 - - 25,014 - - 5,995 - -

B 25,054 25,055 -1 25,031 25,031 0 5,984 5,984 0
C 25,067 25,067 0 25,071 25,071 0 5,999 5,998 1
D 25,079 25,079 0 25,090 25,090 0 5,997 5,997 0
E 25,108 25,108 0 25,105 25,105 0 5,983 5,983 0
F 25,130 25,130 0 25,115 25,115 0 6,003 6,002 1
G 25,133 25,134 -1 25,114 25,114 0 5,997 5,996 1
H 25,123 25,123 0 25,134 25,134 0 6,012 6,012 0
I 25,140 25,140 0 25,118 25,118 0 5,988 5,988 0
J 25,133 25,133 0 25,122 25,122 0 6,021 6,020 1
K 25,132 25,132 0 25,142 25,142 0 6,005 6,005 0
L 25,129 - - 25,130 - - 6,001 - -  



 

 45

 

4. TS 出来形管理のための可視化手法の検討 

4.1. 3 次元 CAD データを用いた TS 出来形管理に関する既往研究

の調査 

4.1.1. 調査方法 

本調査では，3 次元データの可視化や各種監督検査要領，差分検出アルゴリズム

をテーマとする学術論文や記事を調査し，3 次元 CAD データの表現方法の動向を

把握する．なお，本調査では，文献検索サービスを利用する． 
 

（1） 利用する文献検索サービス 

文献検索サービスとは，データベース化された文献情報を検索し，活用できる

仕組みである．本調査では，以下に示す文献検索サービスを利用し，本研究に関

連する文献を収集する． 

 

 「CiNii」（http://ci.nii.ac.jp/） 

* CiNii は，国立情報学研究所が作成した文献検索サービスであり，人

文・社会・科学・技術・医学・薬学の全分野の文献情報の検索が可能

である． 

* 収録文献数は，約 1,500 万件．現在，登録済みの 300 の学協会からの

許諾を得て，約 370 万件の論文を PDF 化して公開している（2011 年

10 月時点）． 

 

 「国立国会図書館サーチ」（http://iss.ndl.go.jp/） 

* 国立国会図書館は，日本の立法府である国会に属する国の機関であり，

国会の立法行為を補佐することを第一の目的とする議会図書館であ

る．同時に，納本図書館として日本で唯一の国立図書館としての機能

を兼ねており，行政・司法の各部門および日本国民に対するサービス

も行っている． 

* 国立国会図書館サーチ（NDL Search）は，国立国会図書館の新しい

検索サービスである．国立国会図書館をはじめ，国内の各機関が持つ

豊富な「知」を活用するためのアクセスポイントとしての機能をもつ． 

* 国立国会図書館の収録文献数は，約 2500 万件（2011 年 3 月時点）．  

 

（2） 調査手順 
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文献調査では，以下に示す手順に基づいて，学術論文に関する論文誌・学会誌，

および記事や企業のパンフレットを収集・整理する． 

 

1） 文献の収集 

文献の収集では，文献検索サービスを利用した学術論文，記事や企業のパン

フレットの収集を行う．文献の収集で扱うキーワードは，次のとおりとする． 

 

 3 次元 

 出来形 

 検査 

 可視化 

 形状 

 表現 

 差分 

 土木 

 建設 

 

文献の検索では，上記のキーワードをもとに文献検索サービスを利用し，検

索結果の情報を確認した．なお，上記のキーワードは，一般的な語句を採用し

ているため，幅広い学術論文や記事を収集できる．しかし，収集した資料は，

本調査目的に合致しない文献を多く含む可能性があるため，収集した文献概要

を目視で確認し取捨選択した（詳細は巻末資料 1 収集資料一覧を参照のこと）． 

 

2） 収集文献の整理 

収集文献の整理では，「収集文献の分析」と「文献の再整理時の作業の効率化」

を目的とした文献整理テンプレートを用いて収集した文献の要約を作成する．

調査した文献を整理する上で利用する文献整理テンプレートの記述項目を表 

4.1に示す（詳細は巻末資料 2 論文・研究報告書等の要約を参照のこと）．また，

文献整理テンプレートの各項目の意味を表 4.2に示す． 
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表 4.1 文献整理テンプレート 

No  

タイトル  

著者名  雑誌書名  

巻号  ページ  

発行年月  形態 □研究 □ツール・システム 

対象 

可視化手法 
□帳票  □2 次元  □3 次元 
分類 
□可視化技術 □出来形判定技術 
対象項目 
□計測結果 □2 次元差分 □3 次元差分 

キーワード  

可視化対象  

可視化結果  

概要  

可視化手法例  
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表 4.2 文献整理テンプレートの各項目の意味 

項目名 意味 

No 巻末資料 1 収集資料一覧に対応した文献 No 

タイトル 文献のタイトル 

著者名 文献の著者名 

ただし，発行が国土交通省などの団体の場合は省略 

雑誌書名 文献の掲載雑誌，書名 

巻号 文献の掲載雑誌の掲載ナンバー 

ページ 文献の掲載ページ 

発行年月 文献の発行年月 

形態 研究論文であるか，もしくはツール・システムの紹介記事であるか 

対象 文献で取り扱う内容の可視化手法，分類，対象項目を分類する 

キーワード 文献の調査キーワードおよび内容に関するキーワード 

可視化対象 何を可視化しているか 

可視化結果 可視化した結果が，どのような形で表現されているか 

可視化手法例 どのようにして可視化しているか 

 

3） 調査結果の集約 

調査結果の集約では，収集した文献を整理し，各種監督検査要領や土木におけ

る 3 次元 CAD データの活用状況，土木施工管理への適用可能性のある差分検出

手法を明らかにした調査報告書を作成する． 
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4.2. 出来形管理手法の調査と提案  

4.2.1. 差分検出アルゴリズムに関する既存研究の整理 
 本節では，既存の出来形管理手法で用いられる差分検出アルゴリズムを分類，整理する． 

 

4.2.1.1 工事記録写真を用いた出来形管理手法 

土木施工管理の基準化，施工技術の向上，監督耐性の合理化などを図るため，昭和 44 年

度より，契約条項として品質及び出来形規格値が明かされるようになった．これに伴い，

施工管理が重要視されるようになり，管理図や出来形図（出来形計測の結果を設計図に書

き入れたもの）と一緒に，工事の施工記録と工事完成後の出来形確認用の資料として，工

事記録写真[1, 2, 3]が利用された過去がある．出来形計測に用いられた工事記録写真として，

出来形計測写真を図 4.1，図 4.2示す． 

 

 

図 4.1 出来形計測写真（１） 

【出典】千葉喜味夫：工事記録写真による出来形管理(2)，測量，日本測量協会，Vol.27，

No.4，pp.22-26，1977.4. 
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図 4.2 出来形計測写真（２） 

【出典】柿本亮大，野間卓志，小林一郎：河川工事の出来形検査における 3 次元データ

利用へ向けた実証実験，土木情報利用技術論文集，土木学会，Vol.16，pp.253-260，

2007.10. 

 

 出来形計測写真は，撮影する物体とともに，撮影箇所，撮影年月日（必要に応じて時刻

も含む），側点番号，工種（必要に応じて種別，細別，名称まで），撮影対象物の設計寸法，

撮影対象物の実測寸法，略図，立会監督官などの情報が記載された小黒板も映るように撮

影する必要がある．この時，実測した出来形寸法を確認するために，折尺やスタッフなど

の測定尺を添え，適切な角度で撮影しなければならないなどの制約があった．出来形計測

写真の撮影制約を図 4.3に示す． 

 

図 4.3 出来形計測写真の撮影制約 

【出典】柿本亮大，野間卓志，小林一郎：河川工事の出来形検査における 3 次元データ

利用へ向けた実証実験，土木情報利用技術論文集，土木学会，Vol.16，pp.253-260，

2007.10. 

 

このように，工事記録写真を用いた出来形管理は専門家の膨大な人的・時間的コストを

必要とするため，効率が悪いという問題がある．また，転記ミス，判読ミスなどの諸問題

が発生する要因にもなる． 

 そこで，各種センサを搭載したトータルステーションを用いた出来形計測の技術が開発

され，これを用いた出来形管理が提案[4, 5]されている．トータルステーションを用いるこ

とで，任意の地点における計測が可能となる． 

 

4.2.1.2 トータルステーションを用いた出来形管理手法 

トータルステーションを用いた出来形管理では，設計図面上における出来形計測点位置

を実測し，設計値と測定値の差を比較する手法が用いられてきた．トータルステーション

を用いた出来形管理[6]を図 4.4に示す． 
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図 4.4 出来形管理用 TS による出来形確認画面例 

【出典】藤島崇，椎葉祐士：レーザースキャナーによる出来形・出来高管理の実現へ向

けて(その 2)，建設の施工企画，日本建設機械化協会，Vol.739，pp.82-85，2011.9. 

 

 既存手法[6]では，設置したプリズム（ミラー）の反射光を CCD カメラで認識し，計測位

置を正確に取得した上で，対象地点の詳細な情報をトータルステーションのセンサ類に

よって計測する手法が採用されている．また，出来形確認前に，計測地点の情報を基に 2

次元データとして作成された設計図面データをトータルステーションに入力しておくこと

で，計測時に設計値と測定値の差を対比することも行われている．このとき，数値のみを

表示するのでは人間が理解しやすいデータとはならないため，平面図や縦断図，横断図な

どの図形に計測値を置き直し，設計データと現場データを比較する可視化システムなども

実装されている．設計データと現場データを用いた出来形管理を図 4.5に示す． 
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図 4.5 設計データと現場データを用いた出来形管理 

【出典】金澤文彦，田中洋一，神原明宏：土工におけるトータルステーションを用いた

出来形管理の検討，国土技術政策総合研究所資料，Vol.505，2009.1． 

 

 従来の施工では，比較する設計データとして，施工現場を対象に設計寸法記述箇所を設

定し，線形計画書，平面図，縦断図と横断図を用意する．しかし，これらのデータとトー

タルステーションを用いて収集した現場データの値を対比する際，数値同士の比較だけで

は，人間が直感的に理解しにくい問題があった．そこで，出来形管理図や法線展開図，出

来形横断図などの形式で設計データと現場データの差分を可視化し，出来形管理を支援す

るツールが整備されている． 

 トータルステーション上で，迅速に設計データと現場データを比較する場合は，多くの

既存研究において，横断形状の目視判断にて差分を求める方法が用いられる．これは，設

計寸法記述箇所における設計図面と出来形の間の違いが直感的に分かりやすいためである．

このとき，出来形管理基準にて定められている測定箇所として，出来形の変化点を評価す

る必要がある．そこで，出来形の変化点を取得する方法が必要となる．出来形の変化点を

求める方法としては，横断形状付近の点から目視判断にて変化点を求める方法と，変化点

周辺の出来形を大量に取得し，横断形状付近の点から変化点を求める方法が用いられてい

る．変化点を求める各方法の概要を図 4.6に示す． 
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図 4.6 変化点を求める書く方法の概要 

【出典】遠藤和重，梶田洋規，渡邉賢一：施工管理データを搭載した 3 次元測量機器に

よる出来形管理手法の研究，建設の施工企画，日本建設機械化協会，Vol.721，pp.9-13，

2010.3. 

 

 また，トンネル施工などの分野では，覆工設計厚を管理するため，トンネル壁面に一定

間隔で反射ターゲットを設置し，レーザースキャナーを用いて出来形データを取得し，設

計値データと比較する手法[7]が提案されている．トンネル施工における出来形管理[7]を図 

4.7に示す． 
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図 4.7 トンネル施工における出来形管理 

【出典】日経 BP 社：出来形計測しながらの施工で手戻り軽減--締め固めの自動確認で

密度試験の回数減らす試みも，日経コンストラクション，日経 BP 社，Vol.489，pp.26-28，

2010.2. 

 

 これに加え，坑内の 3 次元形状データと設計断面を利用して打設コンクリート量を算出

できる．この値の分布ごとに色分けしたコンター図で可視化することで，直感的な理解が

可能となる．図 4.8に，打設コンクリート量のコンター図を示す． 

 

図 4.8 打設コンクリート量のコンター図 

【出典】日経 BP 社：出来形計測しながらの施工で手戻り軽減--締め固めの自動確認で

密度試験の回数減らす試みも，日経コンストラクション，日経 BP 社，Vol.489，pp.26-28，

2010.2. 
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 これらのトータルステーションを用いた出来形管理手法は自動化[8]が容易であり，工事

の省力化などを目的として，適用事例の蓄積が試みられている．しかし，トータルステー

ションを用いたこれらの手法は，図 4.5に示す通り，設計寸法が記述された任意の地点（断

面）における出来形管理であり，測量地点以外の場所の出来形管理については検討が不足

しているのが現状である．そこで，近年では，現場の 3 次元データを取得し，これと 3 次

元設計データとを比較することで出来形管理する手法が試みられている． 
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4.2.1.3  3 次元データを用いた出来形管理手法 

 3 次元データを用いた出来形計測を図 4.9に示す． 

 

 

図 4.9 3 次元データを用いた出来形計測 

【出典】国土技術政策総合研究所資料：トータルステーションを用いた出来形管理に関

する資料，国土技術政策総合研究所資料，Vol.483，2008.11． 
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 3 次元データを用いた出来形管理では，3 次元設計データと 3 次元出来形データを入力し，

その差分を用いて出来形を確認する．このとき，3 次元出来形データはトータルステーショ

ンを用いて取得するが，その測量点は，ユーザが任意に選択した地点を用いる．これらの

地点と設計データ上の地点を対応付けることで，3 次元的な出来形管理が可能となる．任意

点を用いた 3 次元出来形管理を図 4.10に示す． 

 

 

図 4.10 任意点を用いた 3 次元出来形管理 

【出典】日経 BP 社：出来形計測しながらの施工で手戻り軽減--締め固めの自動確認で

密度試験の回数減らす試みも，日経コンストラクション，日経 BP 社，Vol.489，pp.26-28，

2010.2. 
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 しかし，既存の施工管理要領では地点における出来形のみを設計図面と比較しているた

め，厳密な出来形管理とはなっていない．そこで，近年では，3 次元設計データと高密度な

3 次元測量データを基に面的に出来形管理を行う手法が提案されている． 

 高密度な 3 次元測量データを取得する方法として，舗装工事などの分野においては，統

計的な解析を行う推定手法[9]が提案されている．既存手法では，上層路盤と下層路盤の厚

さを算出する際，複数の地点の高さの差を用いて統計的な厚さ布を取得することで，測量

点間の出来形を推定した．この手法を応用することで，設計値データと出来形データの面

的な差分を評価することが可能である．また，航空機に搭載したレーザースキャナーを用

いる航空レーザー測量や自動車に搭載したレーザースキャナーを用いる MMS などを活用

して 3 次元出来形データを取得することも試みられている．これらを用いて取得した点群

情報から，詳細な 3 次元出来形データを構築し，3 次元設計データとの差分を取得すること

で，従来の地点に基づく手法よりも厳密な面情報に基づく出来形管理が実現できる． 
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4.2.2. 差分検出アルゴリズムの提案 
 従来のトータルステーション（以下，「TS」という）を用いた出来形管理技術では，事前

に作成された 2 次元の設計図面を基に TS へと入力する基本設計データ（以下，TS 入力デー

タ）を作成し，TS 入力データで指定した箇所の検査結果を帳票形式で出力する． 

 

 

図 4.11 TS 入力データのイメージ（道路土工の場合） 

【出典】国土交通省：施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管

理要領（案）（道路土工編） 

 

 現在の TS 出来形管理では，図 4.12の出来形基準により，設計データの全ての管理断面

において，図 4.13に示す出来形計測箇所の 3 次元座標値を取得する必要がある．  
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図 4.12 出来形管理標準 

【出典】国土交通省：施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管

理要領（案）（道路土工編 ） 

 

 

図 4.13 出来形管理標準に基づく出来形計測箇所 

【出典】国土交通省：施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管

理要領（案）（道路土工編 ） 

 

 TS 出来形管理の利点の一つとして，旧来の尺やレベルを使った測量と比較して，「出来

形計測と同時に現場で設計値と比較できるので出来形不足などが迅速に発見でき，速やか

に施工にフィードバックできる（【出典】国土交通省：「施工管理データを搭載したトータ

ルステー ションによる出来形管理要領（案）（道路土工編）」）」というものがある．しかし，

TS 出来形管理は，管理断面でない箇所の出来形と設計データの比較は出来ないため，管理

断面でない箇所の断面（任意断面）を比較するためには，従来通りの尺やレベルを用いた
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測量が行われている． 

 そこで，航空機に搭載したレーザースキャナーを用いる航空レーザー測量や自動車に搭

載したレーザプロファイラを用いる MMS などを活用して，高密度な 3 次元出来形データ

を取得することにより，3 次元 CAD データ上に施工現場の出来形地形を再現し，迅速に施

工結果の出来形を確認できる手法を提案する．本提案手法を用いて実現する 3 次元 CAD

データを用いた出来形管理では，管理断面だけでなく，任意箇所の測量数値の取得が可能

となる．3 次元 CAD データを用いた出来形管理を図 4.14に示す． 

 

規定の幅・長さ・高さ

従来のTS出来形管理 3次元CADデータを用いたTS出来形管理

管理断面のみ 任意の断面で

任意箇所の
幅・長さ・高さ

 

図 4.14 3 次元 CAD データを用いた出来形管理手法 

 

 従来の TS 出来形管理では，任意断面における計測地点間のみを対象とした手法となって

いた．しかし，出来形の 3 次元 CAD データを作成することで，施工中に余分な測量を必要

とすることなく，いつでも任意の横断面を用いて出来形を分析することが可能となる．ま

た，施工範囲全面の出来形をレーザースキャナーで取得することにより，面的な出来形の

比較が行えるため，より設計図面に近い施工が行えるようになる． 

 

4.3. 出来形管理に対応した可視化手法の検討 

4.3.1. 差分可視化ツールの調査結果 
 本節では，第 2 章にて取り上げた諸手法により取得した設計データと出来形データの差

分を可視化する手法やツールに関する調査結果を列記する． 

出来形管理によって得られた設計データと出来形データの差分を数値として提示するだ

けでは，直感的に理解することが難しい．そこで，既存手法や既存ツールでは，用途に応

じて様々な可視化手法が提案・検討されている．以下に，各々の可視化手法についての調

査結果を併記する． 

 

4.3.1.1 レーザプロファイラ等を用いた 3 次元 CAD データの生成技術 

 本研究では，災害前後の河川堤防の損壊状況を把握するために，車載したレーザプロファ

イラを用いて現状地形を 3 次元 CAD データとして精密に再現する手法について検討を行

なっている．本論文で採用される可視化手法は，レーザプロファイラを用いて高精度に再
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現した 3次元CADデータに基づき作成したブレイクラインを基に再現した河川堤防の形状

を災害前後で比較し損壊箇所を抽出する可視化手法と，任意断面における災害前後の河川

堤防の横断図を重ね合わせた可視化手法の 2 つである．各可視化手法を図 4.15に示す． 

 

 

図 4.15 3 次元 CAD データの生成結果の比較 

【出典】田中成典，今井龍一，中村健二，川野浩平：点群座標データを用いた 3 次元

CAD データの自動生成に関する研究，知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌），

日本知能情報ファジィ学会，Vol.23，No.4，pp.198-216，2011.11． 



 

 63

 

4.3.1.2 レーザースキャナーによる出来形・出来高管理の実現へ向けて 

 本研究では，レーザースキャナーを用いて施工管理する手法について検討を行なってい

る．本論文では，一般的に出来形管理で用いられる帳票間の比較や横断図の重ね合わせに

加えて，レーザースキャナーで作成した 3 次元 CAD データと計画データに基づき作成した

3 次元 CAD データ間を面的に比較する可視化手法についても検討を行なっている．出来形

計測結果の面的なバラつきに拠る評価を図 4.16に示す． 

 

 

図 4.16 出来形計測結果の面的なバラつきによる評価 

【出典】遠藤和重，梶田洋規，渡邉賢一：施工管理データを搭載した 3 次元測量機器に

よる出来形管理手法の研究，建設の施工企画，日本建設機械化協会，Vol.721，pp.9-13，

2010.3. 
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 設計面データと出来形面データ間における面的な標高差を 50cm メッシュ間隔で比較す

ることで，面的な出来形のバラつきを評価できる．これは，出来形が設計図面通りにでき

ているかどうかの状態をユーザにひと目で伝達できるため，現場における施工管理に有用

である．また，指定範囲内における標高差のバラつきをグラフ化することで，工事全体の

精度も併せて評価できる． 

 

 

4.3.1.3 覆工設計厚管理システムの紹介─3 次元レーザースキャナーを用いたトンネ

ル施工管理の可視化 

 

 本研究では，山岳トンネルの施工において,覆工コンクリートの設計厚を正確に管理する

ことを目的にレーザースキャナーを利用する手法について検討を行なっている．本論文で

は，レーザースキャナーにより測量したトンネル壁面データと設計値データの差分より，

覆工コンクリート厚を可視化する手法と，打設コンクリート量の分布をコンター図として

表示する可視化手法が検討されている．各可視化手法を図 4.17から図 4.19に示す． 

 

 

図 4.17 トンネル壁面の 3 次元データ 

【出典】日経 BP 社：出来形計測しながらの施工で手戻り軽減--締め固めの自動確認で

密度試験の回数減らす試みも，日経コンストラクション，日経 BP 社，Vol.489，pp.26-28，

2010.2. 
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図 4.18 管理ソフトウェアでの覆工巻き厚判定の表示・出力方法 

【出典】日経 BP 社：出来形計測しながらの施工で手戻り軽減--締め固めの自動確認で

密度試験の回数減らす試みも，日経コンストラクション，日経 BP 社，Vol.489，pp.26-28，

2010.2. 

 

図 4.19 打設コンクリート量の分布のコンター図 

【出典】日経 BP 社：出来形計測しながらの施工で手戻り軽減--締め固めの自動確認で

密度試験の回数減らす試みも，日経コンストラクション，日経 BP 社，Vol.489，pp.26-28，

2010.2. 

 

 特に，図 4.19のように，出来形と設計図の差分をコンター図として表示することで，直

感的に出来形精度が理解できる． 

 

4.3.1.4 情報化施工に対応した監督業務支援ツールの一提案 

 本研究では，情報化施工の普及を促進するために，TS 出来形管理の監督・検査要領（案）

などに対応した管理資料の表示に加え，3 次元表示や詳細情報の閲覧など，監督業務時の不

具合発生時の原因分析などの判断支援や施工時の面的な品質確保を支援するためのツール

を研究開発している．本論文では，出来形管理の可視化手法として，測量点における設計

データと計測値の差分を色分けして 3 次元 CAD データに出力する手法を提案している．測

量点の差分を色分けした可視化手法を図 4.20に示す． 
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図 4.20 測量点の差分を色分けした可視化手法 

【出典】椎葉祐士，上石修二，藤島崇，篠原雅人：情報化施工に対応した監督業務支援

ツールの一提案，土木情報利用技術論文集，土木学会，Vol.19，pp.311-316，2010.10． 

 

図 4.20左図において，測量点における差分を色分けして可視化することで，測量点ごと

の出来形精度がひと目で理解できる． 

 

4.3.2. 3 次元差分可視化ツールの提案 
 第 4.4 節で紹介した可視化手法は，その多くが特定の地点における差分の可視化であり，

面的な差分や体積的な意味での差分の可視化とは云いがたい．このため，本報告書では，

設計図面と出来形の差分を 3 次元的に可視化し，ユーザに提供する手法について検討する． 

 

4.3.2.1  面と面の標高差の差分 

レーザースキャナーなどを用いて構築した出来形の 3 次元 CAD データと設計

図面から構築した 3 次元 CAD データを重ねあわせ，対応する測量点で重ね合わ

せを行う．この時，点と点ではなく，標高を覗く座標が同じ点同士の標高差を求

め，コンター図のように色付けして表示することで，設計図面と出来形の 3 次元

的な差分をわかりやすく可視化できる．3 次元的な差分の可視化手法を図 4.21に

示す． 
 

目標値（TS設計データとか）を入力し

て、差分結果を判り易く可視化する手
法がいる（2次元で赤青2値とか）

 

図 4.21 3 次元的な差分の可視化手法 
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 レーザースキャナーを用いて測量した高密度な出来形データを用いることで，設計図面

と出来形の差分の分布を直感的に分析しやすくなるため，効果的に出来形管理を支援でき

る． 

 

4.3.2.2  対応する 2 点間の差分 

 全ての点同士を比較するのではなく，ズレてはならない測量点について設計図面と出来

形での対応関係を事前登録しておくことで，対応する 2 点間の出来形管理を確実なものと

できる．対応する 2 点間の差分を図 4.22に示す． 

 

3次元の距離だけでなく、横断方向、
縦断方向の距離や標高差も評価

 

図 4.22 対応する 2 点間の差分 

 

 3 次元 CAD データとして可視化することで，3 次元方向の距離だけでなく，横断方向，

縦断方向の差分や標高差なども可視化できるため，目的に応じて図を作り変えての分析が

可能である． 

 

4.3.3. 3 次元 CAD 設計データと 3 次元 CAD 出来形データの体積で差分 

3次元CADデータをサーフェイスモデルではなくソリッドモデルとして扱うこ

とで，面的な出来形の差分だけでなく，土量などの体積も併せて計算することが

可能になる． 
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4.4. 差分可視化画面の設計 

3 次元 CAD データの差分可視化画面として，開発中の画面イメージを図 4.23に

示す．差分可視化画面では，重ねあわせた 3 次元 CAD データをそれぞれ異なる色

情報で可視化することで，3 次元 CAD データの重なりについての把握を容易にして

いる．また，任意断面の指定による帳票管理を実現するための機能を図 4.24に示す．

任意断面の指定機能では，可視化された 3 次元 CAD データ上の 2 点を指定するこ

とで，2 点間をつなぐ線分を断面線とした，任意断面の可視化と出来形管理帳票の

自動作成を実現する． 

 

 

図 4.23 差分可視化の画面イメージ 

 

図 4.24 任意断面の指定イメージ 

 

 

その他機能については今後実装予定 
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49 今井佑允，木本健二 

8006 汎用 3次元CADによるオブジェクト

モデリング : 生産設計における 3 次元

CADの活用に関する基礎研究 その 3(建築

経済・住宅問題) 

研究報告集 II, 建築計

画・都市計画・農村計

画・建築経済・建築歴

史・意匠 

No.78 pp.225-228 2008.2. 

50 金澤文彦，田中洋一，

阿部寛之 
トータルステーションを用いた出来形管

理について 建設機械 Vol.516 pp.58-62 2008.2. 

51 達康典，吉田俊之，仲

野豊 

領域ベース背景差分によるロバストな物

体抽出法(通信品質,メディア・インタ

フェース及び一般) 

映像情報メディア学会

技術報告 
Vol.32(58) pp.65-68 2008.12. 
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52 石川信隆，井上隆太，

別府万寿博 [他] 
土石流段波モデルの可視化と荷重・変位計

測実験 建設技術研究所所報 2008 年 12 月号 pp.34-40 2008.12. 

53 木原拓也 既製コンクリート杭における拡大根固め

部の出来形調査について(技術紹介) 地盤工学会誌 Vol.56，No.11 pp.32-33 2008.11. 

54 金澤文彦，田中洋一，

神原明宏 
トータルステーションを用いた出来形管

理に関する資料 
国土技術政策総合研究

所資料 
Vol.483   2008.11. 

55 二瓶正康，山元弘 出来形管理効率化を目的とした情報処理

技術による計測技術の有効性  建設機械 Vol.44，No.1 pp.45-49 2008.1. 

56 金澤文彦，阿部寛之 トータルステーションを用いた出来形管

理 基礎工  Vol.35，No.9 pp.21-24 2007.9. 

57 西正晃，新井寿昭，根

本恒 

20215 沈下低減のための締固め固化杭工

法の開発 : その4:抗の出来形と健全性(杭:
鉛直ほか,構造 I) 

学術講演梗概集 B-1，
日本建築学会 

Vol.2007 pp.429-430 2007.7. 

58 石塚廣史 トータルステーションによる出来形管理 建設オピニオン Vol.14，No.7 pp.44-47 2007.7. 

59 田中洋一，上坂克巳，

金澤文彦 
レーザースキャナによる出来形管理手法

の構築 建設機械 Vol.43，No.7 pp.51-54 2007.7. 

60 石塚廣史 
新技術を用いた施工管理の高度化--トータ

ルステーションによる道路土工および舗

装工の出来形管理 
建設マネジメント技術 Vol.349 pp.7-10 2007.6. 

61 近藤光広 
プロジェクト紹介 3 次元落石シミュレー

ションを用いた安全かつ効率的な落石対

策工 

Civil engineering con-
sultant : 建設コンサル

タンツ協会会誌 
Vol.235 pp.44-47 2007.4. 

62   測量 トータルステーションで出来形管理

を合理化 
日経コンストラクショ

ン 
Vol.421 pp.82-86 2007.4. 

63 田中洋一，阿部寛之，

金澤文彦 
トータルステーションを用いた道路土工

出来形管理 土木技術資料 Vol.49，No.2 pp.30-33 2007.2. 

64 石塚廣史 新技術を用いた施工管理の高度化--トータ

ルステーションによる出来形管理につい
建設機械 Vol.43，No.12 pp.1-5 2007.12. 
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て 

65 渡邉貴之 3 次元構造の等価回路表現とその回路シ

ミュレーションに関する一考察 
非線形問題技術研究報

告，電子情報通信学会
Vol.107，No.349 pp.39-44 2007.11. 

66 田代則雄 3 次元 VR 技術を用いた建設・施工シミュ

レーションの活用 
建設の施工企画 Vol.693 pp.48-52 2007.11. 

67 塩崎正人，安藤文彦，

岡本隆 
3 次元レーザースキャナーのトンネル施工

管理への適用事例 
建設の施工企画 Vol.693 pp.20-25 2007.11. 

68 川俣裕行，坂本鋼三 トータルステーションを用いた舗装の出

来形管理の効率化 建設の施工企画 Vol.693 pp.9-13 2007.11. 

69 田中洋一  トータルステーションを用いた出来形管

理要領(道路土工)の紹介 建設の施工企画 Vol.693 pp.4-8 2007.11. 

70 柿本亮大，野間卓志，

小林一郎 
河川工事の出来形検査における 3次元デー

タ利用へ向けた実証実験 
土木情報利用技術論文

集 
Vol.16 pp.253-260 2007.10. 

71 伊藤裕二 講演 建設情報化における 3 次元解析，VR
の利活用 橋梁&都市 project Vol.43，No.10  pp.42-45 2007.10. 

72 渡邊健士，大久保賢

一，市川純章，原文雄 

接触の局所的な時空間差分情報を用いた

軟性触覚センサアレイシステムによる物

体の形状,大きさ,軟らかさの同時類別 

日本機械学會論文集 C
編 Vol.72，No.721 pp.2964-2971 2006.9. 

73 中島研吾，陳莉 
ボクセル型背景格子を使用した大規模並

列可視化手法(HPC-6 : 並列アプリケー

ション) 

ハイパフォーマンスコ

ンピューティング研究

会研究報告，情報処理

学会 

Vol.2006(87) pp.91-96 2006.7. 

74 
山下太郎，杉浦光，永

井大樹，浅井圭介，石

田圭太郎 

単純自動車形状まわりの流れの感圧塗料

による可視化計測 可視化情報学会誌 Vol.26，No.1 pp.197-200 2006.7. 

75 山岸陽一，沖真 曲線の断面形状の溝を有する円柱周りの

流れ 可視化情報学会誌 Vol.26，No.1 pp.91-94 2006.7. 
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76 高坪純治，王波，津田

浩，遠山暢之 
発振レーザ走査法による三次元任意形状

物体を伝わる超音波の可視化 
日本機械学會論文集 A
編 Vol.72，No.718 pp.945-950 2006.6. 

77 村北卓也，石黒浩 
複数のカメラを用いたオクルージョンロ

バストな実時間複数人間追跡(テーマセッ

ション(1),人の検出・計測・認識) 

パターン認識・メディ

ア理解研究会技術研究

報告，電子情報通信学

会 

Vol.106(74) pp.1-6 2006.5. 

78 舗装の施工を考える
WG 

講座 続 必携舗装読本--舗装施工管理技術

の更なる向上を目指して(11)施工管理--出
来形・品質管理 

舗装 Vol.41，No.5 pp.32-37 2006.5. 

79 矢野史子，松本俊郎，

坂下勝則 
コンピュータによるブタ脳の内部構造三

次元再構成 

Memoirs of the School of 
Biology-Oriented Sci-
ence and Technology of 
Kinki University 

Vol.17 pp.15-22 2006.3. 

80   
出来形不足 中部縦貫自動車道の橋の舗装

工事/大成ロテック 不透水層の厚さと密度

が不足 低温下での人力施工が漏水を招く

日経コンストラクショ

ン 
Vol.413 pp.59-61 2006.12. 

81 中村陽一，水田忍，松

田哲也 

Region-based Contour Tree に基づく 3 次元

ディジタル画像の簡単化と可視化(セッ

ション 5:可視化とボリュームデータ処理,
議題:CG と文化・芸術及び CG 一般) 

グラフィクスと CAD
研究会研究報告，情報

処理学会 
Vol.2006(119) pp.59-64 2006.11. 

82 
岡島仁美，堀久実子，

宮村(中村)浩子，斎藤

隆文 

近隣から遠景まで同時に表現できるデ

フォルメ地図の提案(セッション 5:可視化

とボリュームデータ処理,議題:CG と文

化・芸術及び CG 一般) 

グラフィクスと CAD
研究会研究報告，情報

処理学会 
Vol.2006(119) pp.71-76 2006.11. 

83 田中洋一，上坂克巳，

金澤文彦 
トータルステーションを用いた道路土工

出来形管理の実現 建設の施工企画 Vol.680 pp.9-14 2006.10. 

84 小澤淳眞，橘菊生，笹

川正 
形状差分法による固定資産異動判読の自

動化(Part2) 先端測量技術 Vol.89・90 pp.35-43 2006.1. 
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85 荘司泰敬 
技術トピックス/土木 地下地盤の可視化の

技術--地下の画像化技術(ジオトモグラ

フィ技術) 
検査技術 Vol.10，No.4 pp.46-50 2005.4. 

86 小林仁，平松高浩，

佐々木敬泰，近藤利夫 

拡張テンプレートを複数併用する HDTV
用 4 画素精度動きベクトル検出器の構成

(プロセッサ, DSP, 画像処理技術及び一般)

システム LSI 設計技術

研究会研究報告，情報

処理学会 
Vol.2005(102) pp.61-66 2005.10. 

87 福井和広，山口修 
部分空間法の理論拡張と物体認識への応

用(<特集>CV におけるパターン認識・学習

理論の新展開) 

情報処理学会論文誌，

コンピュータビジョン

とイメージメディア 
Vol.46(SIG_15(CVIM_12)) pp.21-34 2005.10. 

88 有冨孝一，松岡謙介，

奥谷正 
3 次元地形・設計データを用いた情報化施

工--丁張り，出来形計測を中心に 土木技術資料 Vol.46，No.8 pp.38～43 2004.8. 

89 有冨孝一，松岡謙介，

上坂克巳 
IT を用いた出来形管理の提案--情報化施工

の一形態として 建設の施工企画 Vol.654 pp.16-20 2004.8. 

90 上石修二，藤島崇 CMI 報告 出来形管理における情報化施工

適用事例 建設の施工企画 Vol.654 pp.66-68 2004.8. 

91   出来形管理/カメラ付き携帯の写真に発注

者も太鼓判 
日経コンストラクショ

ン 
Vol.354 pp.48-49 2004.6. 

92 小原治之 
技術トピックス 建築・土木 マルチパスア

レイレーダ探査システム--コンクリートの

3 次元映像化装置 
検査技術 Vol.9，No.12 pp.35-40 2004.12. 

93 水本雅夫，大津愼一 
技術トピックス/土木・建築 城郭石垣修復

トータルシステムの開発--三次元レーザー

計測の活用による石垣表面形状の可視化 
検査技術 Vol.9，No.11 pp.30-36 2004.11. 

94   

山梨県の大丹波砂防えん堤工事(山梨県) 
出来形撮影のためたい積した土砂を除去 
掘削こう配を緩くしたが凍結融解は想定

できず 

日経コンストラクショ

ン 
Vol.318 pp.53-55 2002.12. 

95 梅干野あきら 技術トピックス/建築・土木 熱赤外線イ

メージングによる建築熱環境の評価--目に
  Vol.7，No.10 pp.22-27 2002.10. 
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見えない熱環境を可視化する 

96 深井慎一郎，小嶋敏

孝，何一偉 
相変化光ディスク構造からの光ビーム散

乱特性の 3 次元 FDTD 法解析 
電子情報通信学会論文

誌 C Vol.J83-C，No.3 pp.204-212 2000.3. 

97 二宮正，花崎紘一，塚

田和彦，保岡哲治 

鋼管補強高圧噴射式トンネル先受け工の

施工中の出来形管理法の研究(<特集>岩石

力学) 
材料 Vol.48，No.4 pp.351-356 1999.4. 

98 黒台昌弘，大林成行，

沖政和，笠博義 
高層構造物の出来形計測手法についての

実験的研究 土木学会論文集 Vol.637 pp.125-135 1999.12. 

99 二宮正，松崎利宜 新しい鋼管補強高圧噴射フォアパイリン

グの出来形管理の研究 土木学会論文集 Vol.602 pp.145-149 1998.9. 

100 清水四郎，丸嶋紀夫，

森豊，栗村穀 
1316 コンクリート躯体の出来形検査方法

の検討 
学術講演梗概集 A-1，
日本建築学会 

Vol.1997 pp.631-632 1997.7. 

101 宇野定雄，石口真実 GPS リアルタイム遠隔測量システムを用

いた出来形管理 電力土木 Vol.269 pp.95-98 1997.5. 

102 太田直哉，金谷健一 3 次元回転の最適推定と信頼性評価  
パターン認識・メディ

ア理解技術研究報告，

電子情報通信学会 
Vol.97，No.325 pp.17-24 1997.10. 

103 清水徳義，尾崎哲也，

今西一男 [他] 
リアルタイム GPS の土工出来形測量への

適用 銭高組技報 Vol.21 pp.70-73 1996.10. 

104 剣持雪子，井宮淳，市

川熹 単体による物体の多面体表現  
コンピュータビジョン

研究会報告，情報処理

学会 
Vol.95，No.95 pp.1-8 1995.9. 

105 大橋弘 

建物建築工事の注文者と元請負人との間

に出来形部分の所有権は注文者に帰属す

る旨の約定がある場合と一括下請負人が

自ら材料を提供して築造した出来形部分

の所有権の帰属(最判平成 5.10.19) 

法曹時報 Vol.47，No.9 pp.2307-2325 1995.9. 
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106 石垣泰輔，今本博健 可視化法による複断面開水路流れの 3次元

構造に関する研究 土木学会論文集 Vol.515 pp.45-54 1995.5. 

107 坂本武憲 

注文者と元請負人との建物建築工事請負

契約において,出来形部分の所有権は注文

者に帰属する旨の約定がある場合には,元
請負人からの一括下請負人が自らの材料

でそれを築造したとしても,その所有権は

注文者に帰属すると解するのが相当であ

るとされた事例(最判平成 5.10.19) 

法学協会雑誌  Vol.112，No.4 pp.553-574 1995.4. 

108 新藤義昭，片山滋友，

坂本康治，松田郁夫 
形状簡略化による 3次元形状モデルの描画

速度制御の一技法 情報処理学会論文誌 Vol.36，No.10 pp.2452-2463 1995.10. 

109 吉岡祥充 
建物建築請負契約における一括下請負人

の築造した出来形部分の所有権帰属(最判

平成 5.10.19) 
法律時報 Vol.66，No.9 pp.94-97 1994.8. 

110 滝沢聿代 

建物建築工事について注文者の承諾がな

い一括下請をした下請負人は,出来形部分

の所有権帰属に関する注文者・元請負人間

の特約と異なる権利関係を主張しえない

(最判平成 5.10.19) 

判例時報 Vol.1494 pp.193-197 1994.8. 

111 鎌田正聡 
建物建築請負契約における一括請負人の

築造にかかる出来形部分の所有権帰属(最
判平成 5.10.19) 

不動産研究 Vol.36，No.4 pp.54-60 1994.10. 

112 藤岡晃，菊田勝之，清

水則一，桜井春輔 
GPS 測量を用いた土工事の出来形測定シ

ステムの開発 土木学会論文集   Vol.468 pp.31-38 1993.6. 

113 佐田達典 GPS 連続走行出来形測量システム 土木学会誌 Vol.78，No.5 pp.64-66 1993.4. 

114 北村征，鬼沢正美，池

田理明 
防波堤のブロック据付出来形測定機の開

発 建設の機械化 Vol.507 pp.38-42 1992.5. 
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115 

苗村正三，見波潔，中

田弘基，常田賢一，柴

崎亮介，村井俊治，服

部進 

土工の出来形自動計測・管理システム 土木技術資料 Vol.31，No.2 pp.94-100 1989.2. 

116 小山田耕二 3 次元有限要素法解析結果可視化のための

1 手法 
全国大会講演論文集，

情報処理学会 
Vol.37, No.3 pp.1703-1704 1988.9. 

117 中北英一，池淵周一，

小林仁 3 次元レーダー雨量計情報の可視化  土木学会論文集 Vol.393 pp.161～169 1988.5. 

118 服部進，村井俊治，柴

崎亮介 
写真測量を利用した出来形計測・管理シス

テムの研究--研究組合の活動概要 
写真測量とリモ-トセン

シング Vol.27，No.2 pp.32-42 1988.5. 

119 高橋俊雄 建設工事の仲裁判断事例-13-注文単価と出

来形評価の落差 下水道協会誌  Vol.24，No.278 pp.16-18 1987.7. 

120 岸塚正昭 
後方交会法計算アルゴリズムとその造園

工事出来形測量への試用(昭和 62 年度日本

造園学会研究発表論文集(5)) 
造園雑誌 Vol.50，No.5 pp.143-148 1987.3. 

121 波多野純 
相州箱根御関所御修復出来形帳, 中村静

夫・岩崎宗純(校訂), 箱根町, 昭和 60 年, 
71p, 図 3 : 建築歴史・意匠 

建築雑誌 Vol.101，No.1249 pp.150 1986.8. 

122 北島昭一 港湾構造物の基礎の調査と現場計測 土質工学会論文報告集 Vol.23，No.2 i 1983.6. 

123 村井俊治，奥田勉，鈴

木芳朗 
研究解説 : 写真測量による平和の像の 3
次元計測 

生産研究，東京大学生

産技術研究所 Vol.35，No.4 pp.181-185 1983.4. 

124 中野真介，青木宣夫，

土井佑介 
ポートピア大橋の載荷試験と長期観測-1-
出来形計測 土木技術  Vol.372，No.3 pp.91-95 1982.3. 

125 千葉喜味夫 工事記録写真による出来形管理-2- 測量 Vol.27，No.4 pp.22-26 1977.4. 

126 千葉喜味夫 工事記録写真による出来形管理 測量 Vol.27，No.3 pp.20-25 1977.3. 

127 井藤正照 形状偏差の差分測定法について (第 1 報) 中部工業大学紀要 Vol.2 pp.19-23 1966.11. 
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128 上野一彦，山田耕一，

渡部要一  
管理型海面廃棄物処分場に用いる浚渫粘

土を主材料とした土質遮水材料の提案 土木学会論文集 Ｇ Vol.64，No.2 pp.177-186 2008 

129 藤島崇，篠原雅人，小

林一郎 [他] 
情報化技術を用いた舗装工における出来

形管理手法の一提案 
土木情報利用技術論文

集 
Vol.14 pp.231-238 2005 

130 藤島崇，新田恭士 情報化施工における道路土工事の出来形

管理の実証実験 
土木情報利用技術論文

集 
Vol.13 pp.251-260 2004 

131 運輸省第一港湾建設

局 新潟空港災害復旧工事報告        1967 
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No 4 

タイトル レーザプロファイラ等を用いた 3 次元 CAD データの生成技術 

著者名 今井龍一 雑誌書名 月刊建設 

巻号 Vol.53，No.3 ページ pp.9-11 

発行年月 2012.3. 形態 ■研究 □ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  ■2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 ■2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 

"シソーラス用語：*河川調査, 測距儀, 河川堤防, 特徴抽出, 災害調査, 
*CAD【計算機】, 河川, *地形図, 震害  
準シソーラス用語：レーザプロファイラ, 三次元 CAD, *東日本大震災, 
北上川" 

可視化対象 震災前後の河川堤防の形状 

可視化結果 

・レーザプロファイラ（LP：Laser Profiler）とブレイクラインデー

タに基づく 3 次元 CAD データ， 
・震災前後の堤防変化量の平面図 
・任意断面の横断図 

概要 

 河川事業に着目し,既存資産であるレーザプロファイラ(LP)を用い

て 3 次元 CAD データを自動生成する技術および災害時における活用

例を紹介した．本技術では,LP の点群座標データから河川堤防の天端

面と法面との境界という特徴線(ブレイクライン)を抽出し,現況地形の

精緻な 3 次元 CAD データを生成する．本技術を用いた事例として,東
日本大震災前後の北上川下流域の 3 次元 CAD データによる比較分析

を紹介した．被害状況の定量化など,本技術の有用性を述べた． 

可視化手法例 

LP で取得した点群データを用いてブレイクラインを抽出し，3 次元

CAD データとして可視化する．また，ブレイクラインを描画する線の

太さを用いて震災前後の堤防変化量を表現する．さらに，震災前後の

河川堤防について，任意断面の横断図を重ね合わせて直感的な理解を

支援する可視化手法を実現する． 



 

 2

 

3 次元 CAD データの生成結果の比較      堤防の形状の変化量 

 

 

横断図の生成箇所と３次元 CAD データから自動生成した横断図 

 



 

 3

 

No 5 

タイトル 
CPS-SLAM の研究 : 計測精度の向上とトンネル出来形計測システム

の構築 

著者名 
鄭龍振，岩下友美，

倉爪亮 
雑誌書名 日本ロボット学会誌 

巻号 
Vol.30, No.2 
 (通号 Vol.220) ページ pp.180-187 

発行年月 2012.2. 形態 ■研究 □ツール・システム 

対象 

可視化手法 
□帳票  □2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
□計測結果 □2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 
"シソーラス用語：トンネル工事, *トンネル断面, *形状測定, ロボット, 
協調作業, *検査ロボット, *計測システム, レーザ応用  
準シソーラス用語：群ロボット" 

可視化対象 トンネル 3 次元形状 

可視化結果 トンネル内部の 3 次元 CAD データ 

概要 

 近年,情報通信技術を用いて高品質で高効率な施工を実現する情報

化施工が推進され,公共工事における 3次元形状データの施工や施工管

理への利用事例が多く報告されている．これまでに,複数台の移動ロ

ボットによる協調動作とロボットに搭載したレーザ計測装置による 3
次元測定により,大規模な 3 次元環境地図を構築する CPS-SLAM を提

案してきた．本稿では,このシステムの具体的なアプリケーションとし

て,土木建築分野において効率的な施工管理を実現する情報化施工の

実現に向けて,施工中のトンネル 3次元形状を正確にレーザ計測する群

ロボットシステムを提案し,これまで構築したシステムの精度向上と

実トンネルでの精度評価実験について記述した． 

可視化手法例 

 本システムは，測量用トータルステーション，測量用コーナーミ

ラー，レーザ計測装置，デジタルカメラを搭載した複数数台の親子ロ

ボットを用い，三辺測量法よりそれぞれの位置を確定しつつ，搭載し

たカメラやレーザ計測装置により，多くの視点からトンネル内部のデ

ジタルデータを取得するものである． 
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No 6 

タイトル 
CMI 報告 レーザースキャナーによる出来形・出来高管理の実現へ向

けて(その 2) 

著者名 藤島崇，椎葉祐士 雑誌書名 建設の施工企画 

巻号 Vol.739 ページ pp.82-85 

発行年月 2011.9. 形態 ■研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  □2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
□計測結果 ■2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 
"シソーラス用語：建設工事, *建設管理, *レーザスキャナ, 光学的測定, 
距離測定, 座標, データ処理, 効率化, 改良  
準シソーラス用語：*出来形管理, *出来高管理, 精度向上" 

可視化対象 設計値データと出来形面データの差分 

可視化結果 
50cm メッシュでの設計高さとの差を色分け表示し解析した図とヒス

トグラム 

概要 

 建設施工に利用できる ICTについて現場適用性の検証を行なうこと

により,さらに建設施工や施工管理の効率化が期待されている．九州地

方整備局九州技術事務所では,その取り組みの一つとして,地上型の

レーザスキャナーを活用した現状把握,出来形管理,出来高管理の効率

化に向けた検討を実施している．レーザスキャナーは,被計測対象まで

の相対位置の座標点群を取得する装置である．最大の特徴として,大量

の点群を短時間で取得でき,被計測地域に作業員を配置せずに測量が

可能である．施工管理手法(素案)及びデータ処理事例を紹介した．本素

案では,利用者がレーザスキャナーを用いて適切な施工管理を行なう

ために把握しておくべき内容を取りまとめてある． 

可視化手法例 
 レーザスキャナーによる出来形面データと設計面データを活用し，

高さの差を面的に比較する． 
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No 7 

タイトル CMI 報告 舗装工における TS を用いた出来形管理の検討 

著者名 竹本憲充 雑誌書名 建設の施工企画 

巻号 Vol.738 ページ pp.67-70 

発行年月 2011.8. 形態 □研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  □2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 □2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 
"シソーラス用語：*工事, 舗装, 光学器械, *測量器械, *建設管理  
準シソーラス用語：*トータルステーション, *出来形管理, *舗装工事"

可視化対象 施工対象とする道路の平面線形・縦断線系・横断線形（舗装構成等）

可視化結果 出来形計測と同時に設計値と測定値との標高差等 

概要 

 トータルステーション(TS)を用いた舗装工事の出来形管理手法と

は,まず施工対象の道路における平面線形･縦断線形･横断形状(舗装構

成など)をデータ化する．ついで出来形管理用 TS に入力することで出

来形計測と,同時に設計値と測定値との標高差がデータコレクタの画

面表示で把握できるものである．試行工事により縁石･排水構造物の出

来形管理への適用性の検証,出来形管理用TSの導入効果の検証,長張り

設置作業への適用性の検証を行った．そして道路工事完成平面図作成

のための測量への適用性検証を行い,測量作業において出来形管理用

TS が利用できることを確認した． 

可視化手法例 

 施工対象とする道路の平面線形・縦断線系・横断線形（舗装構成等）

を国土技術政策総合研究所の定める形式にてデータ化し，出来形管理

用 TS に入力することで，出来形計測と同時に設計値と測定値との標

高差等をデータコレクタなどの画面表示にて把握する．出来形計測結

果はデータとして記録され，出来形管理資料の自動作成や出来形の立

会確認に利用される．幅や厚さ（舗装修繕工事のみ），基準高は，TS
で計算した出来形計測点の 3 次元座標値を基に算出される． 
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No 12 

タイトル 
CMI 報告 レーザースキャナーによる出来形・出来高管理の実現へ向

けて 

著者名 藤島崇，椎葉祐士 雑誌書名 建設の施工企画 

巻号 Vol.726 ページ pp.74-77 

発行年月 2010.8. 形態 □研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  □2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 ■2 次元差分 □3 次元差分 

キーワード 

"シソーラス用語：*レーザスキャナ, *三次元測定, *品質管理, 道路整

備, 測量器械, 作業標準, 地形測量, 形状測定, データ処理, 作業時間, 
測定精度, 安全性  
準シソーラス用語：トータルステーション, 出来形計測" 

可視化対象 TS を用いた地形測量により取得したデータ 

可視化結果 3 次元 CAD データとその差分 

概要 

 3 次元測量を施工管理に利用する手法としてトータルステーション

(TS)の他,レーザースキャナ(LS)技術が有望であり,LS 測量の構成と計

測手順および特徴を示した．LS を用いた施工管理手法(素案)に示され

た測定条件に基づき,道路改良工事において,LS および TS による地形

測量,出来形計測,出来高算出を実施した．現場計測とデータ処理の作業

時間,作業中の安全性,計測精度と数量算出精度について検証し,LS を

用いた施工管理手法(素案)の現場適用性を確認した． 

可視化手法例 

 レーザースキャナーと TS を用いた地形測量により取得したデータ

を基に，3 次元 CAD データを生成する．生成したデータを基に，測量

に要する作業時間，測量時の安全性，測量精度などについて検証し，

その成果を確認した． 
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No 21 

タイトル 
施工管理データを搭載した 3 次元測量機器による出来形管理手法の研

究 

著者名 
遠藤和重，梶田洋規，

渡邉賢一 
雑誌書名 建設の施工企画 

巻号 Vol.721 ページ pp.9-13 

発行年月 2010.3. 形態 □研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  □2 次元  ■3 次元 
分類 
□可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 ■2 次元差分 □3 次元差分 

キーワード 
"シソーラス用語：*情報化施工, *建設管理, 測量器械, データ  
準シソーラス用語：トータルステーション, 三次元データ, 施工管理

データ, *出来形管理" 

可視化対象 工事箇所 

可視化結果 横断図による設計データと出来形データの差分表示 

概要 

 国土技術政策総合研究所では,3 次元座標の設計データ(施工管理

データ)を搭載したトータルステーション(TS)による効率的な出来形

管理に関する研究･開発を行ってきた．観測施工の発展から見た情報化

施工の特徴について述べ,その特徴に基づいた施工管理データを搭載

した TS による出来形管理について紹介した．道路土工と河川土工を

対象とした出来形管理用 TS の適用拡大への取り組みについても述べ

た． 

可視化手法例 

 3 次元座標値で表した設計データを搭載した出来形管理用 TS を用

い，計測を行う．3 次元座標の設計データを掲載しているため，設計

値のごさを計測と同時に把握でき迅速な修正作業が行える共に，監

督・検査で利用すれば，施工者の計測箇所を特定したり，管理断面以

外の任意断面で確認を行う事ができる． 
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No 24 

タイトル 3 次元 GIS と GPS を組み合わせた「汚染土壌掘削管理システム」 

著者名 
黒台昌弘，舘岡潤仁，

辻俊次 
雑誌書名 建設の施工企画 

巻号 Vol.721 ページ pp.69-73 

発行年月 2010.3. 形態 □研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  ■2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 □出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 □2 次元差分 □3 次元差分 

キーワード 

"シソーラス用語：*土壌汚染, 土壌, 掘削, 工事, 管理システム, トレー

サビリティ, 地理情報システム, GPS【位置決め】, *情報化施工  
準シソーラス用語：GIS【地理】, 汚染土壌, 汚染土壌掘削, 土壌汚染

対策工事" 

可視化対象 開発工事に先立つ土壌汚染対策工事 

可視化結果 平面図，横断図，縦断図，断面図などの地盤情報 

概要 

 土壌汚染対策工事の施工合理化と掘削した土壌のトレーサビリティ

確保を目的に開発した「汚染土壌掘削管理システム」を紹介し,実工事

への適用について報告した．3 次元 GIS と GPS を組み合わせた本シ

ステムの開発コンセプト,システム構成等,システム概要を紹介し,今後

の展開についても述べた．本システムを適用した工事の概要と施工上

の課題,本システムを用いた施工の流れについて報告した． 

可視化手法例 

 施工ヤードを立体的に表現するのではなく，平面図に縦断図と横断

図を並列表示させ，加えて 1 つの平面ブロックに対する深度方向の断

面図を同時に同一画面に表示することで擬似的な3 次元表示を実現し

情報の見える化に対応している． 
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No 25 

タイトル 
佳作 舗装工事における情報化施工技術の適用検証と出来形管理手法

の提案 

著者名 
近藤裕章，勝敏行，

梶原覚 
雑誌書名 道路建設 

巻号 Vol.718 ページ pp.27-33 

発行年月 2010.3. 形態 □研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  □2 次元  □3 次元 
分類 
□可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 □2 次元差分 □3 次元差分 

キーワード 
"シソーラス用語：*舗装, *情報化施工, 建設管理, *測量器械, 自動制

御, 測定精度  
準シソーラス用語：*トータルステーション, *出来形管理" 

可視化対象 舗装工事 

可視化結果 3 次元データ？（可視化の話は論じられていない） 

概要 

 舗装工事における情報化施工技術適用分野の 1 つとして,自動追尾

トータルステーション(TS)を用いたモータグレーダやブルドーザの 3
次元マシンコントロール(3D-MC)は,近年,積極的な導入が試みられて

いる．しかし,施工のみが先行し,定量的な適用検証例の公表は少ない．

また,出来形管理にも一部利用されているが,情報化施工技術の利点を

生かしたものとはなっていない．本報告では舗装工事に TS を適用す

るに当たり,測量機器の測定精度や制御精度について検証し,情報化施

工技術を活かした出来形管理方法について検討した． 

可視化手法例 

 統計的手法を用いて，上層路盤と下層路盤の高さデータから暑さの

推定を行う手法を提案している．本手法では，測定結果が正規分布に

従うと仮定し，正規分布の加法性を利用して高さの分布を推定する方

法が用いられている．これを一定区間ごとに行うことで，偏りのない

厚さ分布が評価できるため，これを面的に図示することで，視覚的に

出来型を評価することが可能となる． 
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No 30 

タイトル 設計,施工,維持管理にわたる橋梁の 3 次元データ利活用の検討 

著者名 遠藤和重，井星雄貴 雑誌書名 建設マネジメント技術 

巻号 Vol.389 ページ pp.27-31 

発行年月 2010.10. 形態 ■研究 □ツール・システム 

対象 

可視化手法 
□帳票  □2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 □出来形判定技術 
対象項目 
□計測結果 □2 次元差分 □3 次元差分 

キーワード 
"シソーラス用語：*CALS, *橋, 設計, 工事, 維持管理, データ, *基準

点, 会議  
準シソーラス用語：CALS/EC, WG, 橋梁, *三次元データ, 施工" 

可視化対象 土木構造物の設計図 

可視化結果 3 次元 CAD データによる細部の設計 

概要 

 橋梁分野において,設計,施工,維持管理における 3 次元手法の現状,課
題を整理した上で,3 次元データと 3 次元ビューを実際の公共事業でい

かに適用するか,WG で取りまとめた．橋梁の設計は 2 次元で行なわれ

ており,上部構造物の工場製作の段階では 3 次元の手法,維持管理段階

では 2次元図面などでの管理のように,図面データの一貫性が確保され

ていない．したがって,3 次元データを標準化すれば CAD ソフトの発

達に伴い,設計の照査,施工･維持管理の効率化に向け,3 次元データが普

及しやすいと考えられる．WG では,構造物の設置位置を決める基準点

および構造物を監視する上での基準点を管理ポイントとしてその内容

を具体化した． 

可視化手法例 
 3 次元 CAD データを作成する際，構造物の設定位置を決める点，構

造物を監視する点を管理ポイントとして，その内容を具体化する． 
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No 31 

タイトル CMI 報告 TS・GNSS を用いた出来形管理手法の検討 

著者名 竹本憲充，椎葉祐士 雑誌書名 建設の施工企画 

巻号 Vol.728 ページ pp.64-68 

発行年月 2010.10. 形態 □研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  ■2 次元  □3 次元 
分類 
□可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 □2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 
"シソーラス用語：*舗装, *土工事, *情報化施工, 測量器械, 衛星航法 
準シソーラス用語：GNSS, トータルステーション, *出来形管理" 

可視化対象 土木構造物 

可視化結果 帳票の自動作成 

概要 

 筆者らが検討してきたトータルステーション(TS)およびGNSSを用

いた出来形管理手法について紹介した．TS を用いた舗装工の出来形管

理手法に関し,本手法の概要,出来形計測作業の省力化･効率化等の本手

法の導入メリットについて述べた．GNSS を用いた土工の出来形管理

手法に関し,本手法の概要とメリット,土工への出来形管理用 GNSS の

導入効果について紹介した． 

可視化手法例 

 直接測距レーザ光を照射し位置を計測するノンプリズム方式を用い

たTS出来形管理手法とRTK-GNSSを用いた手法のメリットについて

整理した．また，これらの結果を元に，帳票作成などの手間を省力化

した． 
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No 32 

タイトル 
覆工設計厚管理システムの紹介--3 次元レーザースキャナーを用いた

トンネル施工管理の可視化 

著者名 塩崎正人 雑誌書名 建設機械 

巻号 
Vol.45，No.9  
(通号 Vol.535) 

ページ pp.51-55 

発行年月 2009.9. 形態 □研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  □2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
□計測結果 □2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 

"シソーラス用語：山岳トンネル, 被覆材, *レーザスキャナ, *厚み測定, 
品質保証, *立体, 建設管理, 計測器  
準シソーラス用語：*3 次元レーザースキャナー, 品質確保, *覆工コン

クリート" 

可視化対象 山岳トンネル内部の覆工設計厚 

可視化結果 
・トンネル壁面の 3 次元データ 
・設計厚の平面展開図，断面図，帳票の一覧 
・打設コンクリート量のコンター図 

概要 

 山岳トンネルの施工において,覆工コンクリートの設計厚を正確に

管理することは,施工品質確保の観点から重要な項目である．現状の覆

工設計厚管理は,断面の特定場所について,覆工設計厚の過不足を判定

しており,2 次元の管理であり,壁面形状を離散的な断面で捉えること

はできても,連続的な立体として捉えることは困難である．昨年,三井住

友建設では,短時間で 360 度全周の形状計測機器として適用が進んで

いる 3 次元レーザースキャナーを用いた覆工設計厚管理システム(以
下,3D-TLIMAS)を開発した．試作版開発より 1 年以上経過し,トンネル

への適用実績も増えてきたので,本文では,3D-TLIMAS の機能説明お

よび課題について記した． 

可視化手法例 

 トンネル壁面に一定間隔で設置した反射板の反射光を用いて，レー

ザースキャナーによりトンネル壁面を測量し，メッシュ化処理を行

なって出来形データを取得する．これと設計値データの差分より，工

事に必要な覆工コンクリート厚を可視化する．また，構内の 3 次元形

状データと設計断面を利用して打設コンクリート量の算出が可能とな

る．これをコンター図として表示することで，トンネル壁面の打設コ

ンクリート量の分布を直感的に理解しやすいように可視化することが

できる． 
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No 36 

タイトル トータルステーションシステムを活用した出来形管理手法 

著者名 遠藤和重 雑誌書名 建設マネジメント技術 

巻号 Vol.372 ページ pp.24-28 

発行年月 2009.5. 形態 □研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  ■2 次元  □3 次元 
分類 
□可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 □2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 
"シソーラス用語：*測量器械, *計測システム, *品質管理, 位置決め, 形
状測定, 測定データ, データ処理, 実証実験, 技術者, 管理者, 効率化 
準シソーラス用語：*トータルステーション" 

可視化対象 土木構造物 

可視化結果 帳票及び 2 次元データ 

概要 

 トータルステーション(TS)は,角度と距離を同時に測定する計測器

であり,測定データを外部機器に出力できる．従来の巻尺とレベルによ

る出来形管理手法の問題点を指摘し,従来手法と TS 手法との違いを示

した．TS とデータ処理ソフトで構成する TS システムを利用するため

の要領を作成し,請負者や監督･検査職員が TS システムを活用できる

かを試行工事で検証した．その結果,出来形管理に関わる諸作業の効率

化と品質向上の効果を確かめるとともに,提示された課題への対策を

示した． 

可視化手法例 
トータルステーションを用いて観測した測量点と設計図面上の店の

位置を基に，差分を取得する． 
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No 37 

タイトル 特別講演 建設プロジェクトマネジメントへの VR の適用 

著者名 Dawood, N. 雑誌書名 橋梁&都市 project 

巻号 Vol.45，No.2 ページ pp.67-69 

発行年月 2009.2. 形態 □研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
□帳票  □2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 □出来形判定技術 
対象項目 
■□計測結果 □2 次元差分 □3 次元差分 

キーワード VR，建設プロセス，可視化，シミュレーション，3 次元 

可視化対象 土木構造物 

可視化結果 4 次元の土木可視化モデル 

概要 

 ティーズサイド大学理工学部のナシュワン・ダーウッド教授がセン

ター長を努める建設イノベーションセンターの研究成果に関する講演

について概説する．本講演では，建設プロジェクトマネジメントへの

VR への適用を事例を引きつつ紹介した． 

可視化手法例 

・成果モデル（3D）とプロセスを統合等した計画モデル（4D）により，

工程を越えて起こり得る問題を事前にシミュレーションするシステム

を開発 
・成果モデル（3D）にプロセスとコストを統合した 5D 計画モデルに

より，時間の経過とともに変化するコストを表現するシステムを開発

・日本の幹線道路プロジェクト向けにタンジブルインターフェースと

して路線計画地形再現システムを開発 
・成果モデル（3D）とプロセスを統合等した土工可視化モデル（4D）

により，各種道路設計データ，土工の生産性に関する RoadSim デー

タ，工事現場の作業規制などのデータを入力することで地形の変化を

視覚化するシステムを開発 
・下降数感情のライフライン地図データを AR として可視化するシス

テムを開発 
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No 38 

タイトル 
建設施工における 3 次元データの有効活用--施工プロセスにおける生

産性向上と効果 

著者名 熊本康明 雑誌書名 建設機械 

巻号 
Vol.45，No.12  
(通号 Vol.538) 

ページ pp.15-19 

発行年月 2009.12. 形態 □研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  ■2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 □2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 

"シソーラス用語：*建設工事, データ, 生産性向上, 情報技術, 通信技

術, *情報化施工, *生産, 最適化  
準シソーラス用語：3 次元データ, *3 次元データ作成, ICT, データ作

成, 全体最適化" 

可視化対象 設計図面と施工後の出来形 

可視化結果 3 次元 CAD データおよび 2 次元断面 

概要 

 現在,政府の方針により情報通信技術(以下,ICT)を活用した新しい施

工方法である情報化施工の普及促進が進められている．プロセス毎の

3 次元データの有効活用により建設施工生産性向上が図れる．さらに,
建設事業の調査･設計,施工,監督･監査,維持管理という建設生産プロセ

スから得られる情報と共通の 3 次元データを組合わせることにより,
全体の最適化を図ることができる．現在は,発注者側からは 3 次元デー

タは供給されていないため,施工現場では設計図書から読み取り,3 次

元データを作成している．工事計画-設計施工-検査-維持管理における

3 次元データの有効活用による建設施工プロセスの全体最適化を提案

した． 

可視化手法例 

・車載型 3D 空間情報取得システム IP-S2：GPS，IMU（慣性姿勢計

測装置），車両の CAN bus（タイヤの回転数など），レーザスキャナー

とカメラを搭載した車両により，走行しながら周囲の 3 次元形状情報

を取得できるシステム 
・3D レーザースキャナーGLS-1000：地上型 3D レーザースキャナー．

土量管理計測や出来形管理などでの活用を目的としたシステム 
・3 次元マシンコントロールシステム 3D-MC：3 次元設計データを基

に重機を自動制御するシステム．施工面を点ではなく面で管理できる．
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No 39 

タイトル 
ICT バックホウの施工管理・出来形管理要領(案)について--河川工事に

おける ICT バックホウを用いた掘削工の北海道開発局案について 

著者名 竹内清二 雑誌書名 建設機械 

巻号 Vol.45，No.12 ページ pp.1-6 

発行年月 2009.12. 形態 □研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  ■2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 □出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 □2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 
"シソーラス用語：*情報化施工, *バックホウ, 建設管理, 形状測定, 河
川堤防, 掘削, *情報技術, *通信技術, 行政機関  
準シソーラス用語：*ICT, 北海道開発局" 

可視化対象 3 次元設計データと現地情報 

可視化結果 3 次元 CAD データと鳥瞰図および断面図 

概要 

 北海道開発局では,河川土工における施工の高度化を目指し,バック

ホウ掘削工の情報化を検討している．バックホウ掘削工の情報化によ

り,発注者から請負者に提供される設計図面から出来形を表す電子

データに変換し,オペレータに建設機械の位置と差分を提供する．この

情報に基づき,操作するシステム(以下,ICT バックホウ)である．この手

法では,現行の丁張りが原則として必要なくなる．これまでに,現行施工

との比較を含む実証実験などにより,本手法の効果を検証し,河川工事

の掘削工に ICT バックホウを適用するための「施工管理･出来形管理

要領(北海道開発局案)」を策定した． 

可視化手法例 

 河川工事の掘削工に ICT バックホウを適用する事例において，工事

地域の 3 次元設計データを基に施工を行った．施工時には，TS および

GNSS の基地局からもたらされる情報を可視化し，掘削位置や方面整

形などを行った． 
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No 42 

タイトル 土工におけるトータルステーションを用いた出来形管理の検討 

著者名 
金澤文彦，田中洋一，

神原明宏 
雑誌書名 国土技術政策総合研究所資料 

巻号 Vol.505 ページ  

発行年月 2009.1. 形態 ■研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
□帳票  □2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
□計測結果 □2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 

"シソーラス用語：*土工事, *測量器械, *建設管理, 建設工事, 河川, 情
報化施工, 情報, 情報処理, 情報流通, 改変, ネットワーク, 設計デー

タ, CAD【計算機】, 情報技術, 通信技術, 試行, マニュアル  
準シソーラス用語：*トータルステーション, *出来形管理, 道路土工, 
河川土工, 電子情報, ネットワーク化, CADデータ, ICT, 試行工事, 測
量精度" 

可視化対象 TS と設計図 CAD データ 

可視化結果 3 次元道路設計データ（道路プロダクトモデル） 

概要 

 本研究では,土工におけるトータルステーションによる出来形管理

に必要となる要領類を作成した．その上で,試行工事を平成 17 年度か

ら平成 19 年度にかけて実施した．試行工事の結果,土工におけるトー

タルステーションによる出来形管理は,実工事での運用が可能である

ことを確認した． 

可視化手法例  3 次元設計データと実測値を基に出来形管理を実現する． 
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No 43 

タイトル 
3 次元設計データを用いた設計,施工の高度化--国土技術政策総合研究

所の取り組み 

著者名 青山憲明 雑誌書名 建設マネジメント技術 

巻号 Vol.364 ページ pp. 16-19 

発行年月 2008.9. 形態 □研究 □ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  ■2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 □2 次元差分 □3 次元差分 

キーワード 

"シソーラス用語：*CAD【計算機】, *建設管理, *情報利用, 三次元, 
データモデル, 建設機械, 計測システム, 自動化, 品質管理, 情報化施

工, 生産性向上, 道路, 道路線形, 盛土, 形態  
準シソーラス用語：トータルステーション, 出来形" 

可視化対象 土工現場 

可視化結果 3 次元地形データ 

概要 

 設計機能を組み込んだ 3 次元 CAD は,建設行為における生産性向上

に大きく寄与できる．複雑な構造の部材相互の干渉,建設機械の自動制

御や品質管理の自動化など,様々な分野での利用が想定できる．道路を

例にすると,3 次元形状を表現するデータモデルを構築することによ

り,道路線形と横断形状の相互変換の自動化が可能となる．また,盛土に

おける敷均し･締固めの自動化や,トータルステーションを用いた出来

形管理などの情報化施工が可能となる． 

可視化手法例 

 2 次元図面では把握しづらい部材同士の干渉を 3 次元で可視化する

ことにより支援する．また，道路工事などでは，平面，縦断，横断設

計が密接に関連しており，これらを連動させて設計しつつ，その結果

を把握する際に，3 次元による可視化が効果を発揮する． 
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No 45 

タイトル Volume Extractor Ver．3．0 : 3 次元画像処理と形状再構成 

著者名 

土井章男，鈴木聡史，

山佐史人，松井佳一，

伊藤史人，女鹿幸夫，

伊藤忍 

雑誌書名 映像情報メディア学会技術報告 

巻号 Vol．32(34) ページ pp．73-77 

発行年月 2008．7． 形態 □研究 □ツール・システム 

対象 

可視化手法 
□帳票  □2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 □出来形判定技術 
対象項目 
□計測結果 □2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 
3 次元画像処理，等値面，可視化，セグメンテーション，3 次元形状再

構成，画像計測 

可視化対象 断層画像 

可視化結果 3 次元画像データと 3 次元形状データ 

概要 

我々は，3 次元画像を対象に，画像加工，画像処理，セグメンテー

ション，可視化，3 次元形状再構成，画像計測などを対話的かつ統合

的に扱える Volume Extractor Ver．3．0（VE）を開発している．本

論文では，3 次元画像から 3 次元形状を再構成する操作を中心に説明

し，その適用事例や有効性を示す． 

可視化手法例 
連続する断層画像群を用いて 3 次元画像データと 3 次元形状データ

を作成する．医療などの現場で用いられる．道路土工に於いては，道

路中の断面図形状を基に地中の上下水道などのモデリングも可能？ 
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No 50 

タイトル トータルステーションを用いた出来形管理について 

著者名 
金澤文彦，田中洋一，

阿部寛之 
雑誌書名 建設機械 

巻号 Vol.516 ページ pp.58-62 

発行年月 2008.2. 形態 □研究 ■ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  □2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 □2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 

"シソーラス用語：行政機関, *測量器械, *建設管理, 情報技術, 合理化, 
管理, 資料, 製造, 文書, 納品, 国土交通省  
準シソーラス用語：*トータルステーション, 業務改善, 計測管理, 工
事写真, 合理化手法, *施工管理, 資料作成, *出来形管理, 電子納品, 電
子文書, 道路土工" 

可視化対象 施工対象道路 

可視化結果 3 次元 CAD データ 

概要 

 国土交通省は,情報技術を用いた施工管理の合理化手法として,道路

土工の施工における出来形管理を対象に,「施工管理データを搭載した

トータルステーションによる出来形管理要領(案)(道路土工編)平成 19
年 3 月」(以下,TS 要領)を通知した．TS 要領を用いた出来形管理は,
小規模現場でも利用されているトータルステーションに基本データを

搭載し,計測管理するものであり,出来形計測,工事写真撮影,出来形管理

資料作成に業務改善効果がある．本文は,今年度から運用開始となった

TS 要領の概要について記した． 

可視化手法例 
 基本設計データ（工事基準点や 3 次元の道路設計形状データなど）

を搭載し管理する TS を用いて，出来形計測，工事写真撮影，出来形

管理資料作成などに活用する． 
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No 54 

タイトル トータルステーションを用いた出来形管理に関する資料 

著者名 
金澤文彦，田中洋一，

神原明宏 
雑誌書名 国土技術政策総合研究所資料 

巻号 Vol.483 ページ  

発行年月 2008.11. 形態 ■研究 □ツール・システム 

対象 

可視化手法 
■帳票  ■2 次元  ■3 次元 
分類 
□可視化技術 ■出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 ■2 次元差分 ■3 次元差分 

キーワード 
"シソーラス用語：*測量器械, *建設管理, *土工事, 仕様, 河川, 海岸, 
砂防  
準シソーラス用語：*トータルステーション, *出来形管理, 道路土工" 

可視化対象 土工現場 

可視化結果 3 次元データおよび 2 次元断面図と帳票 

概要 

 本研究では,平成 17 年度から平成 19 年度にかけてトータルステー

ションによる出来形管理を実工事にて運用するために,試行工事を実

施した．その上で,道路土工及び河川･海岸･砂防土工を適用範囲とする

請負者及び監督･検査職員の運用方法等を記載した要領類を策定した．

また,道路土工を適用範囲とするトータルステーションによる出来形

管理システムを開発するための仕様類を公開した． 

可視化手法例 
 設計図面を入力とし，トータルステーションによって得られたデー

タと対比することで，3 次元的な差分を取得できる．これを 2 次元デー

タに落とし込むことで，出来形管理が容易となる． 
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No 55 

タイトル 出来形管理効率化を目的とした情報処理技術による計測技術の有効性

著者名 二瓶正康，山元弘 雑誌書名 建設機械 

巻号 Vol.44，No.1 ページ pp.45-49 

発行年月 2008.1. 形態 □研究 □ツール・システム 

対象 

可視化手法 
□帳票  □2 次元  □3 次元 
分類 
□可視化技術 □出来形判定技術 
対象項目 
□計測結果 □2 次元差分 □3 次元差分 

キーワード 

シソーラス用語：*建設管理, *形態, 効率化, *情報技術, 計測, 測量器

械, 電子カメラ, 写真測量, 実証実験  
準シソーラス用語：ディジタルカメラ, トータルステーション, *出来

形管理 

可視化対象 舗装，現場打擁壁，U 形速攻，埋設管梁，集水弁 

可視化結果 3 次元データ 

概要 

 土木工事の施工管理･監督において,出来形管理･段階確認が重要で

あり,情報技術を用いた計測手法は,計測の正確性や帳票処理の高速化

等管理の効率化を図れる可能性がある．トータルステーション(以
下,TS)及びディジタルカメラによる写真測量(以下,写真測量)を用いた

出来形管理･段階確認の効率化と高度化につき実証実験を行い,適用の

可能性を検証した．実験では,舗装延長約 50m,現場打ち擁壁,U 字側溝,
埋設管渠,集水枡等を施工した．実証実験は,出来形管理･段階確認を従

来手法と TS を使った手法及び写真測量を使った手法により行い,比較

検証した．その結果,従来の管理手法に情報技術が置き換わった場合,
遥かに多くの施工管理情報を短時間で取得できることを確認した． 

可視化手法例 
 設計との対比・確認は，撮影した画像データから自動算出した出来

形寸法と 3 次元設計情報とを 3 次元 CAD 上で対比する．また，でき

型の鳥瞰図や測量結果の可視化などにも活用する． 
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No 82 

タイトル 近隣から遠景まで同時に表現できるデフォルメ地図の提案 

著者名 
岡島仁美，堀久実子，

宮村(中村)浩子，斎

藤隆文 
雑誌書名 

グラフィクスと CAD 研究会研究報

告，情報処理学会 

巻号 Vol．2006(119) ページ pp．71-76 

発行年月 2006．11． 形態 ■研究 □ツール・システム 

対象 

可視化手法 
□帳票  □2 次元  ■3 次元 
分類 
■可視化技術 □出来形判定技術 
対象項目 
■計測結果 □2 次元差分 □3 次元差分 

キーワード デフォルメ地図，地理情報，単視点投影，二等辺三角形メッシュ， 

可視化対象 2 次元地図 

可視化結果 デフォルメ化した地図画像 

概要 

本研究では近隣と遠景の両方を同時に表現できるデフォルメ地図の

作成を行う．地理情報の提示方法は様々あり，それぞれ長所と短所を

併せ持っている．2 次元地図の場合，距離や方角がわかりやすい反面，

3 次元の山の形状がわかりにくい．一方鳥瞰図は，山の形状はわかり

やすいが距離や方角がわかりにくい．そこで注視点付近の領域では 2
次元地図の長所を，遠方では鳥瞰図の長所を活かすようにデフォルメ

を加える．提案手法では，視点からの距離によって投影方法を変える

非線形な単視点投影を用いる．また，描画領域が非常に広範囲となる

ことから，二等辺三角形メッシュを用いた詳細度制御法を適用し，遠

方領域の要素数を削減する． 

可視化手法例 
注視点付近の領域では 2 次元地図の長所を，遠方では鳥瞰図の長所

を活かすようにデフォルメを加えた地図画像を生成する． 
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No 84 

タイトル 形状差分法による固定資産異動判読の自動化(Part2) 

著者名 
小澤淳眞，橘菊生，

笹川正 
雑誌書名 先端測量技術 

巻号 Vol．89・90 ページ pp．35-43 

発行年月 2006．1． 形態 □研究 □ツール・システム 

対象 

可視化手法 
□帳票  □2 次元  □3 次元 
分類 
□可視化技術 □出来形判定技術 
対象項目 
□計測結果 □2 次元差分 □3 次元差分 

キーワード  

可視化対象  

可視化結果  

概要 

固定資産異動判読業務は人手による 2 時点の航空写真を目視で見比

べ変化箇所を探す手法が多い．そこで，航空機センシング技術の発展

に伴い，センサ情報を用いた自動判定手法について着目が集まってい

る．本論文では，異動判別制度を維持しつつ，過剰抽出を低減できる

ようなアルゴリズムのていう案を行った． 

可視化手法例 

作成した DSM データの中には，家屋の高さ情報以外に，植生の生

育状態による変化や移動体の姿も含まれれる．そこでまず，植生エリ

アと移動体の除去を行い，自動抽出する箇所を限定する．そののち，

領域抽出，家屋ポリゴン抽出という 2 通りの方法を使い家屋異動箇所

を抽出する． 
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自動抽出結果 
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Improvement of As-built Management using 3D CAD Data  

1.  

2. Etsuji.K. 1 Shigenori.T. 2 Toshihiro.F. 3 Kenji.N. 4 

3. 1 Hannan University 2 Kansai University 3 Kansai Information Institute Co., Ltd.        
4 Osaka University of Economics 

 
   Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), for purposes of the productivity im-

provement, quality assurance, cost reduction, and so on, is promoting measures such as CALS/EC and ICT. 

Among them, the information-oriented construction including the work progress control using TS/GNSS 

(hereinafter referred to as “TS work progress control”) are diligently being promoted. However on TS work 

progress control, 3D data are manually created from 2D a order drawing and the problem is indicated that 

it becomes the burden of contractors. Against this problem, there is an idea to generate and utilize 3D CAD 

data from an earlier phase and transfer it to the lower phases. This idea gives the various effects for each 

phase, so that the usability and effect is respectively being evaluated for the utilization of 3D CAD data. As 

a concrete effort in the MLIT, the consideration to introduce the CIM which will provide the information 

platform of construction production process is in progress. However TS work progress control is in the situ-

ation that the feasibility study and usability evaluation in case using 3D CAD data has not yet started. In 

this study therefore, the work progress control support system using 3D CAD data has been developed. 

Then, through the reproductive experiment with the electronic deliverables of the existing construction, the 

usability of the TS work progress control using 3D CAD data has been evaluated. 

. 

 

KEYWORDS:  As-built Management Using TS/GNSS, 3D CAD Data, CALS/EC.  
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1. 研究の概要 
国土交通省は，情報化施工の本格普及に向

けた取り組みとして，平成 22 年 8 月に「情

報化施工技術の一般化・実用化の推進につい

て」を公開した．この補足資料の中では，施

工管理において活用する技術の中でも TS 出

来形管理を優先的に普及することを述べてお

り，平成 25 年を普及の目途としている．し

かし，現行の TS 出来形管理技術は，2 次元 C
AD データに基づく出来形管理であり，今後，

3 次元 CAD データが普及した折には，3 次元

CAD データの特性を活かした手法が必要で

ある．また，現行の TS 出来形管理技術は作

業コストが増大で，また，任意断面の管理で

きないといった課題がある．そのため，本研

究では，現行の TS 出来形管理の業務知識を

活かしつつ，3 次元 CAD データの特性を考慮

した TS 出来形管理の高度化を図る手法を提

案する．なお，本提案手法は，平成 20-22 年

度近畿地方整備局新技術開発研究会「河川事

業のデータ流通環境構築に関する研究」にお

いて提案した仕様に基づき，3 次元 CAD デー

タを用いた出来形管理を自動化するものであ

る． 
 

2. 従来手法について 
従来の TS 出来形管理フローでは，施工図

面からツール等を用いて，手作業で TS 入力

データを作成する．その入力データを利用し

て施工現場の出来形を計測し，計測結果を出

来形帳票を出力する．しかし，こうした従来

の出来形管理フローでは，次に示す 3 つの課

題点がある．①TS 入力データの作成に手間が

かかる，②任意指定の断面を対象とした出来

形管理が困難，③3 次元 CAD データを中心と

した施工が一般化した際の掛かるコストの二

重化が挙げられる． 
 

3. 提案手法について 
本提案手法では，3 次元 CAD 設計データか

らTS入力データ生成プログラムを用いてTS
入力データを作成する．TS 入力データ生成

プログラムでは，3 次元 CAD 設計データと T
S 入力データとのデータ構造の整合性をもと

に，TS 入力データを生成する．次に，従来

と同様に出来形を計測し，出来形計測データ

から 3 次元 CAD 出来形データを作成する．

これらの 3 次元 CAD の重ね合わせを用いて

出来形の把握を容易にして，従来の出来形管

理では対象外となる断面を任意に指定して管

理する．出来形計測データから 3 次元 CAD
出来形データの作成を自動化することより，

TS入力データの作成から 3次元 CADデータ

の重ね合わせや帳票の作成など，途中で人手

による作業を必要とせずに 3 次元 CAD デー

タを用いた TS 出来形管理のフローが可能と

なる． 
 
4. 実証実験 
本研究の実証実験として，既存工事の電子

成果品と本提案システムで生成された 3 次元

CAD データを用いて，以下の 3 つの実証実験

を行った．①3 次元 CAD 設計データから生成

した TS 入力データの精度検証，②本システ

ムで生成した管理断面の出来形帳票の精度検

証，③本システムで生成した任意断面の出来

形帳票の精度検証である．そして，実証実験

の結果，すべての実験において，3 次元 CAD
データが，既存工事の電子成果品と同様の値

を示していることが分かり，本提案システム

は 3 次元 CAD データを用いた出来形管理の

自動化に寄与できることが証明された．この

ことから，本提案手法が有用であることが証

明された． 
 

5. おわりに 
本研究では，3 次元 CAD データを用いた T

S 出来形管理の高度化のために，3 次元 CAD
設計データと出来形計測データとを自動的に

関連付ける手法を提案した．実証実験の結果

から，本提案システムは 3 次元 CAD データ

を用いた出来形管理の自動化に寄与できるこ

とが証明された． 
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