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1．はじめに
建設プロセスの初めの段階である「測量」のプロセス
において、新技術の積極的な導入により成果の品質を保
ちつつ効率的な作業を実現することは、建設プロセス全
体の生産性向上を図るi-Constructionの推進に大きく寄
与するものと考えられます。
測量における新技術は、測量法に基づく「作業規程の
準則」等に位置づけることで、広く世の中に知られ、そ
れが活用のインセンティブとなっています。測量の成果
はさまざまな作業の上流工程に位置付けられることか
ら、十分な検証を経て、信頼できる成果を生み出す技術
が採用されることが求められます。
測量分野の新技術の開発・活用の動きが官民双方で進
む中、公共測量・基本測量分野の課題解決に民間会社が
持つ技術を活用することを目的に、国土地理院で「測量
の生産性を向上するための革新的技術の導入・活用に関
するプロジェクト（以下「プロジェクト」という。）」が
令和元年度から実施されています。この取組は、3次元
測量の実施・3次元地図の作成や、高精度測位サービスの
実施等に活用できる技術について有望なものを支援し、
その実用化を図ることで生産性向上を目指す取組です。
令和元年度に引き続き、令和2年度においても、6月1
日から7月10日まで公募がなされています。（国土地理院
HPの6月1日付新着情報。直リンクは
https://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/gsi-opinv2020.html）。

ここでは、上記HPの内容等を踏まえ、プロジェクト
の取組状況の概要を示します。

2．プロジェクトの概要と令和元年度の成果
プロジェクトでは、事前に示される新技術の趣旨・目
的（大枠）のもと、民間会社等からの革新技術の具体的
な提案を受け、その内容が有識者により審査・採択され、
採択された提案課題についての調査・検証が提案会社と
国土地理院とが契約を締結し実施されます。
令和元年度は、7月30日から8月29日の間で技術提案の

公募が行われ、審査を経て10月から3月まで延べ6件、4
社（アジア航測株式会社、株式会社パスコ、株式会社栄
光エンジニアリング、KDDI株式会社）により技術開発
が実施されました。この成果の概要について以下に記し
ます。詳細については国土地理院のHPをご覧ください。

【3次元測量の高精度化、効率化等を図る技術】
①�3次元測量（3次元地図作成）の高精度化、効率化
等を図る技術の試行業務
この課題では、MMS＋航空機レーザ＋手持ち式
レーザでそれぞれ取得した点群データの位置合わせ
をする場合における、地図情報レベル、点密度等を
考慮したGCP（Ground�Control�Point、地上の位置
座標がわかっている参照点のこと）の取得について
の効果的・効率的な手法が検討されています。
また、統合した3次元点群データを利用し、基盤
地図情報（地理空間情報活用推進基本法に定める基
盤地図情報。電子地図の位置の基準となる、いわゆ
る白地図的な内容。）を地物の種別ごとに整備する
ための手法が検討されています。
検証の結果、GCPによる位置合わせの方法を工夫
することで位置合わせの精度が向上すること、点群
データから自動的に地図に表すための自然地形・河
川・道路の形状が取得できること、一方で建物の屋
根形状を自動的に取得することは難しいこと、など
の知見が得られています。
②�3次元測量（UAV�写真測量による方法）の高精度化、
効率化等を図る技術の試行業務
この課題では、鉛直直下と斜め方向撮影の組み合
わせや標定点の配点数を変更し、SfMソフトで解析
を行い、解析結果の誤差の検証を行っています。あ
わせて、マニュアル精度を確保しつつ、標定点設置
の省力化の可能性について検討されています。
結果として、通常測量で用いられる鉛直直下撮影
写真に、斜め方向撮影写真を合わせて処理に加える

ニュースと解説

測量分野の革新的技術開発の取組
〜国土地理院が3次元測量・地図等の革新的技術開発を7月10日まで公募〜
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ニュースと解説
ことで、標定点を減らすことが可能となるといった
知見が得られています。

【電子基準点の利用促進、機能の高度化、維持管理の効
率化等を図る技術】
③マルチGNSS測量の利用促進を図る技術の試行業務

マルチGNSS測量とは、複数の種類の測位衛星や
新たな周波数帯の信号を利用する測量をいいます
（図1）。平成27年7月に、作業規程の準則に準じたマ
ニュアル「マルチGNSS測量マニュアル（案）」が
定まって以降も、測位衛星の利用環境が著しく進展
してきました。その進展を踏まえ、測位衛星・測位
信号を組み合わせて解析を行う場合の課題抽出、マ
ルチGNSS測量のさらなる利用促進方法について検
討が行われています。
その結果、マルチGNSS測量の普及の課題の一つ
である、L5のアンテナ位相特性モデルが未公表で
ある点について、L5のアンテナ位相特性モデルと
して比較的周波数帯の近いL2のアンテナ位相特性
モデルが代用できることを示す成果が得られていま
す。
この成果が得られた後、令和2年6月に上記マニュ
アル（案）が変更されています。
以上のほか、詳細は省略しますが、次の④〜⑥の
技術についても検討がなされました。これらの中に
は、測量実施の継続性を確保するための通信環境や
電源を安定的に維持するための技術開発など、ICT
時代ならではの課題も含まれています。
④電子基準点の電源の高度化を図る技術の試行業務

図1　様々な測位衛星と測位信号

⑤�電子基準点の障害物対策の高度化を図る技術の試行
業務
⑥�電子基準点の通信方法の高度化を図る技術の試行業
務

3．令和2年度の公募について
本プロジェクト2年目にあたる令和2年度においても、
引き続き同様の技術開発の公募が6月1日から7月10日ま
でなされています。概要を図2に示します。
今年度は、大枠の課題として、昨年度とほぼ同様、3
次元測量等の高度化を図る技術と電子基準点等の高度化
を図る技術の2つが示される中、電子国土基本図（地図
情報）を3次元で効率的に作成する技術や、オルソ画像（正
射画像）の迅速作成技術、さらに「自由課題」として民
間の独自技術も提案可能であることが注目すべき点であ
ろうと考えられます。

図2　令和2年度の公募課題

4．おわりに
測量の新技術は、しっかりとした精度確認の検証を経
て実用化の道を開くことにより、測量のみならず建設プ
ロセス全般の一層の高度化・効率化に寄与することが期
待されます。
普及が望まれる技術については、広く知らせる観点か
ら作業規程の準則等により広く告示することが重要であ
り、さらに、有用な技術を利用できる基盤が構築される
ことも重要なことと考えられます。
以上、本稿は、測量分野で国が革新的な技術開発の取
組を支援する事例としてご紹介しました。今後も官民が
連携しつつ、創意工夫により新たな技術の開発・活用が
加速することが期待されます。

� （建設情報研究所　総括首席研究員　下山泰志）
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1．はじめに
ドイツ連邦交通デジタルインフラストラクチャ省では
2020年末のBIMの義務化に向け、またBIMの普及促進の
ためBIMコンピテンスセンター（planen-bauen�4.0�
Gmbh）を設置しています。今回は、このBIMコンピテ
ンスセンターの活動概要を一部紹介します。
2．活動概要
（1）組織
本センターは、25の専門組織と33の企業で構成されて
います。

（2）活動内容
本センターは、以下のようなBIMパイロットプロジェ
クトの支援活動を行っています。
•連邦省庁や公的機関に対するコンサルティング
• BIMパイロットプロジェクトの支援
• BIM導入のための業界への情報提供
•専門教育の実施
•国内および国際標準化の調整
（3）BIMクラウドの構築
BIMクラウドの提供および運用は、本センターの重要
なタスクとなっています。
BIMクラウドは、「分類定義」のデータベース、「属性
情報」のデータベース、「発注者情報要件」を作成する
ためのテンプレート、認定された部品が登録されたBIM�
Object�ライブラリー等で構成され、また受注者（設計
者や施工者）が作成したBIMモデルのチェック（認証）
等の各種機能を備えたものとなっています。
なお、BIMクラウドは連邦交通デジタルインフラ省が
構築し、運営を本センターに業務委託しています。また、
BIM�Objectの作成・運営についても本センターが責任

を持って管理することになっています。
（4）標準化活動
ドイツに関連する標準として、国際標準のISO、ヨー
ロッパ標準のCEN、ドイツ標準のDINおよびVDIがあり
ますが、これらの標準化活動やbSIでのIFC-Bridge、
IFC-Alignment、IFC-Road、IFC-Tunnelに関わる活動
に参画しています。
また、国内向けの活動としてBIMSTRUTがあります。
本プロジェクトでは、鉄道、道路、水路構造物における
デジタルコラボレーションのための構造化データについ
ての研究、分類と特性を備えたデータベースおよびオン
ラインとオフラインのインターフェースの研究を実施し
ています。

統一された標準プロセスにより、2020年から計画され
ているすべての事業に対してBIMを的確に使用できるよ
うに進められています。
（5）DigtalTWIN
本センターは、連邦政府からビルの現実のライフサイ
クルとデジタルライフサイクルのワークフロー統合コン
ソーシアムが委託され、ユニバーサルデジタルプラット
フォームが開発されています。これにより、オブジェク
トとプロセスデータの同期および交換が可能となってい
ます。なお、このプラットフォームはメーカーに依存せ
ず、可能な限りオープンな実績のある既存フォーマット
に基づいています。

参考資料等
・planen-bauen�4.0ホームページ：�
� https://planen-bauen40.de/

� （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その50）
― BIMコンピテンスセンター（ドイツ） ―

BIM/CIMコーナー

https://planen-bauen40.de/
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JACIC からのお知らせ

i-Construction賞は、（一社）全国土木施工管理技士会
連合会（JCM）が毎年募集、表彰を行う「土木施工管
理技術論文」のうち、「i-Constructionを実践し成果を挙
げた」論文1編をJACICが協賛して表彰するものです。
今回35編の技術論文から、株式会社高木組　新栄隆氏
の論文「消波ブロック嵩上げ工事における3次元計測に

よる数量算出について」がi-Construction賞に選ばれま
した。
新栄氏よりご寄稿いただいた受賞論文の概要を以下に
掲載します。ご寄稿に謝意を表します。
� （建設情報研究所　総括首席研究員　榎村康史）

「i-Construction賞」 
（第24回土木施工管理技術論文　表彰）

＜受賞論文の概要（ご寄稿）＞
本稿は、北海道開発局函館開発建設部の発注した砂
原漁港北外護岸の胸壁コンクリート及び消波工の嵩上
げ工事にて、消波ブロックの嵩上げに必要な個数を算
出するため、陸上部をUAV、水中部をナローマルチ
ビーム（NMB）により計測し既設消波工の形状を3次
元化したデータにて数量算出を試行した内容をまとめ
たものである。
現在、消波工の数量算出においては、道路土工や浚
渫工の土量算出基準の様にICTが普及しておらず、基
準が定まっていないため、下記の数種類の方法により
算出を行った。
①　�点群データから横断図を作成し平均断面法によ

り体積を算出
②　�全点群を真上から見て三角形の辺長を設定長以

上となる様に作成したTIN（不正三角形網）デー
タと設計面との差で算出（図-1）

図-1　TIN作成イメージ
③　�全点群に対し真上から各種設定長の平面格子を

はめ、その格子内の中央値又は最浅値を1点抽
出して点群データを作成し、三角形で結合して
作成したTINによる算出

上記により算出したブロック個数の内、発注者との
協議により③（格子サイズ1.0 mの中央値）の算出方
法による個数711個に決定した。
消波ブロック据付の際は、予め測点10 m区間毎に
据付個数を3次元にて算出し、部分的な偏りの無い様、
据付個数を確認し施工を行った。結果、据付用定規及
び目視での確認は良好であった。
ブロック据付完了後、数量算出に使用した基準の検証

のため、再度UAV及びNMBにより3次元計測を行った。

図-2　据付後3次元データ
据付後の3次元データ（図-2）を見ると、白いハッ
チング箇所が設計面に対するブロックの空隙部分とな
り、設計面より出ている箇所は、着色部と直接ブロッ
クが確認できる部分となる。従来、乱積での消波ブロッ
ク据付時の高さは、そのブロックの1/3が設計面より
出ている状態が適正であるといわれており、その考え
では水中部は設計面からブロックが出ている箇所が少
なく、陸上部では、一定程度設計面より出ていること
が確認できた。また、据付後の空隙についてTINデー
タにより過不足個数を算出した結果、いくつかの方法
では、不足個数が過大となり、③の算出方法（1.0 m
格子内の中央値抽出によるTIN）では、全体で152個
不足している結果となった。この結果は、据付後の点
群データ（図-2）を見ると妥当な結果ではないかと考
えられる。また、不足個数152個と実施据付個数711個
を足すと863個となり、②の算出方法の内、三角形の
辺長0.5 m以上となる様に作成したTINで算出した施
工前据付個数と近似していることが確認できた。以上
のことから、今回使用した算出方法（③）より多く算
出され且つ過不足個数を加味した結果をみると②の点
群から三角形の辺長0.5 m以上としてTINデータを作
成した算出個数が適正に近いものであったと思われ
る。また、③の算出方法は、据付後の出来形管理や据
付個数の検証に使用出来ると考えられ、数量算出時と
出来形及び個数検証での算出方法とを分けて考えるの
が良いと思われる。
最後に、今回明確な基準を打ち出すことは出来な
かったが、この結果が今後の消波工の数量算出におけ
るi-Constructionの躍進に繋がると考えられる。
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はじめに
JACICは、国土交通省のi-Construction推進の支援の
一環として、6月1日より「JACICクラウド（ルーム機能
など）」のサービスの提供を開始しました。
これにより、発注者、建設業界の業務の高度化や効率
化等に、より一層貢献できることが期待されています。
九州地方センターは九州7県及び沖縄県のエリアを担
当し、JACICが提供している建設関係のシステムを受発
注者に対しての利用促進とフォローを行っていますが、
今回は、この「JACICクラウド」に着目し、本格運用開
始までに九州地方センターが関係した主要な取組・支援
など、最近の活動報告についてご紹介します。

■「JACICクラウド」の紹介等
JACICクラウドは、現場の仕事の仕方の改革を目指す
もので、令和元年度末（2月下旬〜3月上旬）に九州地方
整備局及び沖縄総合事務局の幾つかの関係機関と本格運
用開始に先立ち、クラウドの構築や様々な情報活用方策
の提案の紹介、更には今後の利活用等に関する意見交換
を行いました。

■「JACICクラウド（ルーム機能）」の試行
JACICクラウドの運用開始に向けて、サービス提供の
一つであるルーム機能について、令和元年12月に国交本
省、九州地整本局及び大分川ダム工事事務所のご協力を
頂き、3次元モデルや映像等を取り入れたWeb会議をク
ラウド上で試行を行いました。
課題もありましたが、実用上の十分な機能を有してい
ることが確認できました。
改めて、ご協力を頂きました関係者の皆様方にお礼申
し上げますとともに、特に、準備の段階から多大なご理
解とご迷惑をお掛けしました九州地方整備局の関係者の
皆様方には感謝申し上げます。

＜Web会議の試行の様子＞

■人材育成の支援
発注者のBIM/CIMへの理解とクラウド技術等に関す
る知識の習得等に関する支援の一環として、令和元年11

月25日に、同年6月の（Ⅰ期）に引き続き「尾澤理事」
による九州地方整備局の「BIM/CIM研修（Ⅱ期）」の研
修講師を行いました。

■「JACICクラウド」等の広報
令和元年10月8日（火）〜9日（水）に福岡市内で、「九
州建設技術フォーラム2019�in�福岡」が開催され、「JACIC
クラウド」や「ダムCIM」などの技術展示をおこなうと
ともに、JACICクラウドについて、プレゼンテーション
を行いました。
全体で約3,000人の方が来場され、JACIC九州地方セ
ンターのブースにも多くの方にご来訪を頂き、説明を熱
心に聴いて頂きました。

おわりに
新型コロナウイルスの影響により、令和2年6月に開催
を予定していました「電子入札コアシステムユーザー会
議（九州ブロック）」が延期となり、関係者の皆様方に
は多大なご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げ
ます。
一日も早く「新たな日常」を取り戻せることを願って
います。
� （九州地方センター長　加治賢祐）

九州地方センター活動報告
地方便り
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