
株式会社エスエスコーポレーションの
i-Constructionの取り組み 

株式会社エスエスコーポレーション 



● 協力体制 

株式会社エスエスコーポレーション 

アジア航測株式会社 様 
株式会社測機社 様 

株式会社建設システム 様 

株式会社カナモト 様 

有限会社データプロセッシング 様 
（データコンバート） 



● ３次元起工測量 

株式会社エスエスコーポレーション 

①３次元起工測量 起工測量において、空中写真測量（無人航空機）、レーザースキャナー 

その他３次元計測技術により、３次元測量データを取得するために測量を行う。 

UAV写真測量、MMS、地上レー

ザによる計測のほか、広範囲の
計測では航空機レーザ測量を
行っています。また、新技術とし
てレーザスキャナを搭載したUAV

を開発し、樹林地で地盤高を取
得する等、レーザ計測を必要と
する現場での効率的な計測。 

アジア航測株式会社 様 

人が直接行くことが難しい場所
でも測定でき、また従来では測
定に２人は必要であったが、３D

スキャナーでは１人で高精度の
測定が可能。 

株式会社測機社 様 



● ３次元起工測量 

株式会社エスエスコーポレーション 

①３次元起工測量 起工測量において、空中写真測量（無人航空機）、レーザースキャナー 

その他３次元計測技術により、３次元測量データを取得するために測量を行う。 

ＵＳＶ・レーザースキャナによる 
点群データ作成 

座標割付・フィルタリング 
txt csv las データ作成 

ＳｉＴＥ－Ｓｃｏｐｅ・現場大将にて 
現況データの確認 



● ３次元設計データ作成 

株式会社エスエスコーポレーション 

②３次元設計データ作成 発注図書や①で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うための 

３次元設計データを作成する。 

3次元設計データが設計図書を基に正しく作成されているものであることを確認する。 

道路分野 

道路分野では、横断形状データとして完成形状と土工面（路床、
路体及び法面）のデータが必要である。 
■道路中心線 

■横断形状データ：道路面（例：車道、中央帯、歩道）、土工面
（例：路床面、路体面、法面） 

■舗装情報：各横断面の舗装断面。表層、基層など舗装種類ごと
に閉じた面として作成 
河川分野 

河川分野では、計画堤防高を基本とした完成形状が必要である。
また、設計段階で余盛した横断形状を設計した場合は、余盛の
データも作成する。 
■堤防法線 
■横断形状データ：堤防天端、法面、小段等 
地形情報 

地形情報のデータが対象とする地形情報の作成範囲は、次の通
りである。 
■地形情報：縦断面の地盤線、各横断面の地盤線 
 

LandXML1.2 に準じた 3次元設計データ交換標準の運用ガイドラン （案）  平成 28 年３月 

 ３次元設計データの作成後に、３次元設計
データの以下の１）～５）について、設計図
書（平面図、縦断図、横断図等）や線形計
算書等と照合するとともに、３次元設計データ
チェックシートを作成する。 
① 工事基準点 
② 平面線形 
③ 縦断線形 
④ 出来形横断面形状 
⑤ 3次元設計データ 

チェック例

対象 内容

監督職員の思惟した基準点を使用しているか
工事基準点の名称は正しいか
座標は正しいか

起終点の座標は正しいか

変化点（線形主要点）の座標は正しいか
曲線要素の種別・数値は正しいか
各測点のの座標は正しいか

線形起終点の測点・標高は正しいか

縦断変化点の測点・標高は正しいか
曲線要素は正しいか

作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か

基準高、幅、法長は正しいか

５） ３次元設計 ３次元 入力した　２）　～　４）の幾何形状と出力する３次元設計データは同一となっているか

出来形横断面形状４）

項目

全点

全延長

全延長

全延長

基準点及び工事基準点１）

平面線形２）

３） 縦断線形



● ３次元設計データ作成 

株式会社エスエスコーポレーション 

②３次元設計データ作成 発注図書や①で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うための 

３次元設計データを作成する。 

3次元設計データが設計図書を基に正しく作成されているものであることを確認する。 

３次元現況データの作成 
 
 
 
 
 
 
 
 

３次元設計データの作成 
 
 
 
 
 

３次元設計データと現況点群を比較することで土量算出が可能！！ 



● ＩＣＴ建設機械による施工 

株式会社エスエスコーポレーション 

③ ICT建設機械による施工 ②で得られた３次元設計データまたは施工用に作成した３次元データを用いて、 

ICT建設機械による施工を行う。 

3次元設計データを用いて、ＩＣＴ建設機械により施工を実施する 

情報化施工のイメージ 
現在、建設現場では汎地球側位航法衛星システム
（GNSS）やトータルステーション（TS）などの高度な測位

システムの導入が進み、測量や検査に使用されてい
ます。このような情報通信技術（ICT）と電子化された

施工図などのデータを活用することによって、施工現
場では測量などの計測作業の合理化、建設機械の自
動制御やナビゲーションによる品質、精度の向上、丁
張なしでの施工による施工効率の向上が期待できま
す。また、出来形管理においても施行中のデータを電
子的に記録できることから、任意点での計測が容易と
なり、施工者の品質管理・帳票作成作業、発注者の
監督・検査業務においても、効率化できることとなりま
す。 
 

株式会社カナモト 様 ホームページより転載 

 



● ＩＣＴ建設機械による施工 

株式会社エスエスコーポレーション 

③ ICT建設機械による施工 ②で得られた３次元設計データまたは施工用に作成した３次元データを用いて、 

ICT建設機械による施工を行う。 

マシンガイダンス（ＭＧ） 
マシンコントロール（ＭＣ） 
 
Land.xmlデータの作成 

ICT建機による施工 

現場確認 



起工測量と同様の作業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ３次元出来形管理等の施工管理 

株式会社エスエスコーポレーション 

④３次元出来形管理等の施工管理 
③により施工された工事完成物について、空中写真測量（無人航空機）、レー
ザースキャナー、その他の３次元計測技術を用いて出来形管理を行う。また、TS・ 

GNSSによる締固め回数管理技術を用いた品質管理を行う。 

空中写真測量（無人航空機）、レーザースキャナーを用いて出来形管理を行う。 

出来形管理資料 
3次元設計データと出来形評価用データを用いて、設計面と出来形評価用データの各ポイントとの離れ等の出来形管理基準上の管理項
目の計算結果（標高較差の平均値等）と出来形の合否の評価結果、及び設計面と出来形評価用データの各ポイントの離れを表した
分布図を整理した帳票、もしくは属性情報として出来形管理基準上の管理項目の計算結果を表示できる３次元モデルのビューアファイル
を作成する。出来形確認箇所（天端、法面）ごとに作成する。 

出来形合否評価 

出来形管理用データ 

設計データ 
（中心線形＋面） 

設計面との離れを算出 



● ３次元出来形管理等の施工管理 

株式会社エスエスコーポレーション 

④３次元出来形管理等の施工管理 
③により施工された工事完成物について、空中写真測量（無人航空機）、レー
ザースキャナー、その他の３次元計測技術を用いて出来形管理を行う。また、TS・ 

GNSSによる締固め回数管理技術を用いた品質管理を行う。 

現地計測 

点群処理 

SiTE-Scopeへデータ取込 

i-Constructionに対応した形で数量算出を行った計算結果を元に、
出来形帳票で利用するヒートマップ表示データを作成できます。 
 作成したデータをデキスパートに取り込めば、3次元データを納品
できます。 



● ３次元設計データ作成 

株式会社エスエスコーポレーション 

⑤３次元データの納品 ④により確認された３次元施工管理データを工事完成図書として納品する。 

格納する電子データ
・３次元設計データ（LandXML等のオリジナルデータ（TIN））
・出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）または、ビューア付き３次元データ）
・空中写真測量（UAV）による出来形評価用データ（CSV、LandXML等のポイントファイル）
・空中写真測量（UAV）による出来形計測データ（LandXML等のオリジナルデータ（TIN））
・空中写真測量（UAV）による計測点群データ（CSV、LandXML等のポイントファイル）
・工事基準点および標定点データ（CSV、LandXML等のポイントファイル）
・空中写真測量（UAV）で撮影したデジタル写真（jpgファイル）
データの登録方法
　【バインダの作成】
　　メニューバー「ツール」-「i-Construction関連要領等」の
　　『空中写真測量(無人航空機)(UAV)データを納品する』メニューから作成します。
　【納品ファイル名の設定】
　　１．書類一覧上でデータを選択し、右クリックでポップアップメニューを表示する
　　２．ポップアップメニューの『納品ファイル名入力』メニューをクリック
　　３．納品ファイル名入力画面で各項目に適切な情報を設定する
　　　　※ アシスタントにて納品ファイル名の命名規則等を確認することができます
　【撮影写真の登録】
　　写真測量に使用したすべての画像を、撮影ごとに納品する必要があります。
　　登録したデータ毎に、撮影写真一覧に画像ファイルを登録します。
　　撮影写真は登録時のファイル名で出力します。
　　文字数
　　　　ファイル名は64文字以内に収まるようにしてください。
格納する電子データ
・３次元設計データ（LandXML等のオリジナルデータ（TIN））
・出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）または、ビューア付き３次元データ）
・LSによる出来形評価用データ（CSV、LandXML等のポイントファイル）
・LSによる出来形計測データ（LandXML等のオリジナルデータ（TIN））
・LSによる計測点群データ（CSV、LandXML等のポイントファイル）
・工事基準点および標定点データ（CSV、LandXML等のポイントファイル）
データの登録方法
　【バインダの作成】
　　メニューバー「ツール」-「i-Construction関連要領等」の
　　『レーザースキャナー(LS)データを納品する』メニューから作成します。
　【納品ファイル名の設定】
　　１．書類一覧上でデータを選択し、右クリックでポップアップメニューを表示する
　　２．ポップアップメニューの『納品ファイル名入力』メニューをクリック
　　３．納品ファイル名入力画面で各項目に適切な情報を設定する
　　　　※ アシスタントにて納品ファイル名の命名規則等を確認することができます

空中写真測量（無人航空機）を用いた

出来形管理要領（土工編）の場合

レーザースキャナーを用いた

出来形管理要領（土工編）の場合



● ３次元設計データ作成 

株式会社エスエスコーポレーション 

⑤３次元データの納品 ④により確認された３次元施工管理データを工事完成図書として納品する。 

DRAWINGF 

REGISTER 

BORING 

OTHRS 

XML 

DTD 

CAD製図基準（案） 

地質・土質調査成果電子納品要領（案」 

i-Construction関連要領等 

電子成果品の仕様 工事完成図書の電子納品等要領 



● ５つの施工プロセスに於いての協力各社 

株式会社エスエスコーポレーション 

アジア航測株式会社 
株式会社カナモト 
株式会社測機社 

アジア航測株式会社 
株式会社カナモト 
株式会社測機社 

株式会社カナモト アジア航測株式会社 
株式会社カナモト 
株式会社測機社 



株式会社エスエスコーポレーション 

最後に・・・ 
 
株式会社エスエスコーポレーションは、各関係各社と連携をしながら、i-Constructionに本格参入します。 
 
今後拡大することが予想されるi-Constructionに参入することで、皆様方のご要望に今まで以上にお応え 
 
することが可能となります。 
 
これからも皆様方のご期待に添えるよう傾注してまいりますので、今後ともよろしくお願い致します・ 

参考・出典 （資料作成） 
20161113-2 i-Construction詳細資料  株式会社建設システム 
 
アジア航測株式会社  http://www.ajiko.co.jp/icon/ 
株式会社カナモト    http://www.kanamoto.co.jp/ 
株式会社測機社      http://www.sokkisha.co.jp/ 
                           各社ホームページ 
 
株式会社建設システム https://www.kentem.jp/ 
                           ホームページ 
 
敬称略 


