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● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

● i-Constructionは、国土交通省国土技術政策総合研究所の登録商標です。
● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。

● RCSファイルの出力機能はAutodesk® ReCap 360TM、およびAutodeskテクノロジーを利用しています。

電話番号：03-5994-0671　
Eメール：kosyu@topcon.co.jp現場イノベーションプログラム
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3D計測ガイド

3D Solution

北九州トレーニングセンタ
〒 808-0138
福岡県北九州市若松区ひびきの北
4 番 1 号
屋外：デモンストレーションエリア (7,400㎡ )
屋内：研修室、更衣室

（トプコングループ　株式会社トプコン山形
 白河工場敷地内）
〒 961-8061 
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字
上野原 459 番地 26
屋外：デモンストレーションエリア
　　   130m×40m(5,200㎡ )

白河トレーニングセンタ

屋内：研修室（約 36 名収容可能）、更衣室、
　　　会議室、ショールーム

i-Construction の全プロセスを体験できる
トレーニングセンタを完備！
ICT活用への第一歩

トプコンでは、一般社団法人日本建設機械施工協会が認定する “JCMA 
i-Construction 認定講師 ” が全国に駐在し、i-Construction の普及促
進、ICT に対応可能な人材育成に取り組んでいます。
認定講師は必要な知識を有し、管理要領や計測方法の講義・解説が可
能です。講習会はもちろん、様々なご相談、充実したサポートをお受
けいただくことが可能です。

〒 651-2228 
兵庫県神戸市西区見津が丘 1丁目26番 2
屋外：デモンストレーションエリア  
　　　 80m×25m(2,000㎡ )
屋内：研修室（約 36 名収容可能）、更衣室、
　　　リフレッシュルーム、ショールーム

神戸トレーニングセンタ

全国4か所のトレーニングセンタでは、最新の ICT機器を用いて
i-Construction の各工程におけるワークフローを体験できます。
各種体験会やイベントに加え、より実践的なスキル習得には「ICT
スキルアップ講習会」をご用意。皆様の ICTへの取り組みをサポート
します。

〒 311-3512 
茨城県行

なめがた
方市玉造甲 1195 番地 1

屋外：デモンストレーションエリア
         100m x 45m (4500㎡ )
屋内：研修室（最大 54 名収容可能、27 名  
         x2 室）、更衣室、ショールーム

関東トレーニングセンタ

地上型レーザースキャナコース

UAV空中写真測量コース

ICT建機活用コース

3Dデータ処理ソフトウェア活用コース

ICTスキルアップ講習会を開催！
分野ごとに4つの標準コースをご用意。
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3D計測ソリューション
3D計測

ソリューション
3D計測

ソリューション

働き方改革働き方改革働き方改革

データ処理担当

BIM/CIMを支援する、トプコンのトータルソリューション！

・土量計算
・出来高算出数量

算出
・現地調査
・計測（飛行）プラン立案準備

・出来形実地検査
・出来形書面審査
・出来形帳票作成
・電子納品

検査
・設計面基準
 規格値施工
 管理

出来形

・器械設置
・標定点設置
・計測実施

計測

施工
・MC／MG ICT施工
・切り土／盛り土
・法面整形
・敷き均し
・転圧
・施工管理

出来高
・盛土進捗把握
・土量算出

・設計図面作成
・平面図作成
・横断図作成

３D
設計

3D点群処理システム 点群処理・施工管理システム

リアリティモデリングソフトウェア建設・土木業界向けコレクション

3D空間設計システム

SD

・写真⇒点群
・点群合成点群

処理

・器械設置
・標定点設置
・計測実施

計測

SD

SD

・写真⇒点群
・点群合成

点群
処理

SD

・器械設置
・標定点設置
・計測実施

計測

データ処理担当

SD

・写真⇒点群
・点群合成点群

処理

SD

3D設計データ
作成用ソフトウェア

成果物作成用
ソフトウェア

データ処理担当

・短時間少人数で現場全体を計測
・追加の横断作成や再測が不要

作業時間大幅削減

現場の見える化で
効率アップ

国土交通省は土木建設の大幅な生産性向上を図るため、従来からのトータルステーションやGNSS測量機に加え
ドローンやレーザースキャナーによる測量、ICT建設機械による施工など、全工程において3Dデータを活用する
ICT化を推進しています。

・クラウド活用でデータを共有
・どこからでもデータ解析可能

分業も協業も
ラクにできる

手軽
・誰でもすぐに使える
・選べる多彩なワークフロー

・現場状況の説明が簡単

測量 設計・施工計画 施工・出来高 検査（出来形）

維持管理

3D現況データ 3D施工データ

3D出来形データ3D維持管理データ

3D設計データ

・細かい形状まで取れて、
　土量も詳細に把握



+現場で早く完璧な3D計測をしたい人向け: 
短時間の作業・確認時間で補測を無くし、
生産性向上へ！ 点群取得 + 解析 成果物作成

現場完結型ワークフロー

クラウド型協業ワークフロー
一元作業でマルチな処理をしたい人向け: 
『MAGNET Collage Web』だけで、解析、即座に
データ共有！社内から元請まで、3Dデータの共有・
閲覧も可能！ 点群取得 + 解析 成果物作成点群解析

高性能PC不要

再測防止 現場で解析 遠隔操作

解析・閲覧・共有

+現場で早く完璧な3D計測をしたい人向け: 
短時間の作業・確認時間で補測を無くし、
生産性向上へ！ 点群取得 + 解析 成果物作成

現場完結型ワークフロー

クラウド型協業ワークフロー
一元作業でマルチな処理をしたい人向け: 
『MAGNET Collage Web』だけで、解析、即座に
データ共有！社内から元請まで、3Dデータの共有・
閲覧も可能！ 点群取得 + 解析 成果物作成点群解析

高性能PC不要

再測防止 現場で解析 遠隔操作

解析・閲覧・共有

UAV
データ

スキャナー
データ

閲覧 編集 解析
フィルター適用前

フィルター適用後

・点群データ

連携オフィスソフト

AUTODESK
福井コンピュータ
KENTEM
ISP

土量計算 /ヒートマップ作成
出来高管理・出来形検査

3D設計データ作成
MC/MG設計データ作成

現場シミュレーション
情報共有

TREND-POINT EX-TREND武蔵
SiTE-Scope SiTECH 3D

LandForms

ISP

点群データ編集

GeoConnect

TREND-CORE

SiTE-NEXUS

Civil 3D InfraWorks Navisworks

3D 点群処理ソフトウェア

3D 点群処理ソフトウェア
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他社ソフトウェア連携による効率的な ICT 施工を実現

登録番号：KT-170034-VE

3Dテクノロジーを用いた計測
及び誘導システム

登録番号：KT-100028-VE

リモートコントロールシステムを
用いた効率的測量システム

登録番号：KT-140022-VE

地上型3次元レーザースキャナによる
形状計測

登録番号：KT-170064-VE

移動体計測技術を用いた
UAV空中測量システム

3次元マシンコントロールシステム3D-MC

遠隔操作・リアルタイムデータ確認に対応した
スキャナー用新フィールドソフトウェア

『Collage Site』はスキャナーの遠隔操作をサポート。
また、計測直後に現場でレジストレーション、スキャン結果の確認が可
能で、計測漏れによる再測などの手戻り作業を軽減でき、現場完結型の
ワークフローを実現します。

遠隔操作でスキャニング 現場で点群解析

スキャナー用フィールドソフトウェア

Collage Site は、Wi-Fi 接続により
タブレット端末から GTL-1200 及び
GLS-2000/2200 の操作が可能で
す。手元の大画面上で操作が可能で、
簡単スムーズに作業が行えます。
また、スキャナー本体の画面を使用
する必要がないため、器械設置精度
への影響がなくなります。

器械設置からスキャン開始、そして
点群解析まで、タブレット上で作業
が可能です。
現場でリアルタイムにスキャン結果
を可視化できるため、再測なしの最
短作業を実現します。

複数のセンサで取得したデータを
MAGNET Collage 一つで点群生成、データ合成！

『MAGNET Collage』は点群データの生成・処理、点群合成、加工・
出力までを実現するオフィス用ソフトウェアです。一つのプラット
フォームでレーザースキャナー、UAV、MMS の 3D 点群データを作
成することが可能です。

クラウドで解析・共有 クラウド上での素早いノイズ
除去と多能な計測を実現

クラウドベースのスキャナー &UAV データ解析ソフトウェア

『MAGNET Collage Web』はクラウドによるデータ共有により現場と
オフィスの迅速な連携を実現。
クラウド上で 3D 点群解析を行え、即座に確認・共有が可能です。クラ
ウドベースのため高性能解析 PC が不要で、安価なコストで導入が可能
です。

クラウド型 3D 点群解析ソフトウェア

現場では計測データをクラウドに
アップロードするだけで、即座にオ
フィスのデータ処理担当は解析処理
を行えます。クラウド上での確認作
業も容易で、効率的な協業ワークフ
ローが実現します。

計測した点群データは地表面フィル
ター機能を使用することで、重機や樹
木、工事機材などの必要ないノイズ
データを自動で除去することができま
す。データ容量を軽くするだけでなく、
編集時間の短縮に繋がります。

近日
発売

Collage Site MAGNET Collage Web MAGNET Collage
動作環境 Windows10 インターネットブラウザ Windows10
デバイス 高性能タブレット タブレット＆ノート PC 高性能 PC

データサポート
GLS-2000/2200 

GTL-1200 
GLS-2000/2200 
GTL-1000/1200 

UAV 写真解析

GLS-2000/2200 
GTL-1000/1200 

TS トラッキング UAS 
IP-S3 HD1

機能
本体リモート操作 ◎ ― ―
スキャンデータ生成 〇 〇 ◎
写真解析 ― ◎ 〇

点群

点群表示 〇 〇 ◎
点群編集 ― 〇 ◎
計測（距離、面積） 〇 〇 ◎
計測（体積） ― ― ◎
サーフェス (TIN、DEM) ― ― ◎
地表面フィルター ― ◎ ―

クラウド
web アップロード 〇 ― 〇
データ共有 ― 〇 ―

メリット
現場で計測結果が確認
リモートコントロール

クラウドでデータ共有
分業可能

高性能 PC 不要
ソフトインストール不要

レーザースキャナー、UAV、MMS の
点群を一元解析

Collage ファミリー 機能比較



ショート

ミドル

ロング
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地上型高精度ソリューション 地上型高精度ソリューション

GTL-1200 GLS-2200
Laser Scanner Total Station 3D Laser Scanner

レーザースキャナー搭載型
トータルステーションが進化！

高密度 3D 点群データによる
面管理を実現！

Wi-Fi モジュール搭載 器械点・後視点法 / 後方交会法
プログラム搭載

長距離ターゲットスキャン
Wi-Fi 接続を可能としたことにより、
Collage Site との連携が可能となりました。
現場で点群確認が可能となり、手戻り作業
を軽減することができます。

測量機器メーカーならではの測量方式レジ
ストレーションを多数搭載。標準プログラ
ムを使用すれば、計測時にレジストレーショ
ンを行うため、ソフト側の作業時間が大幅
に短縮されます。

200m 先でもターゲットスキャンが可能で
す。広域現場でも、ターゲット移動の回数
が格段に減り、作業量が大幅減少します。

HDR 対応画像による 3D 点群データ
※ High Dynamic Range の略。一度に何段階か
の露出の異なる画像を撮影し、 肉眼に近い自然な
画像を生成する技術です。

測量・建設業界における革新的作業フローを実現！
スキャン性能の向上で、作業時間の短縮！広がるフィールド！ 

速さと高精度を高次元でバランスさせたマルチレンジスキャナー！
多くのユニークな機能を搭載！簡単・確実・安全な作業を支援！

測定レンジによって選べる
3 つのラインアップ

シリーズ

1 台 2 役だから測量・計測が速い！
投資コストも作業時間も人員も大幅削減！

面精度が 1mm※に向上

HDR※撮影による
くっきり 3D 点群データ生成

自動追尾トータルステーションと回転式レー
ザースキャナーが合体！
投資コストに加え、作業フローが大きく改善さ
れることで、多くのメリットを享受できます。

反射率の低い暗色の路面にも強く、1mm の
面精度を確保。i-Construction における舗
装工の出来形計測に対応します。

通常画像を使用して色付けされた 3D 点群デー
タは日陰が黒つぶれしたり日向が白飛びしたりし
ますが、HDR 画像を使用すれば、より自然でリ
アルな 3D 点群データを生成します。

遠隔操作でスキャニング

スキャンスピードと点群密度がアップ

Collage Site により、離れた場所にある
GTL-1200 をコントロール。高所や狭所、危
険な場所のスキャン計測を、安全な場所から
行えます。

約 1 分で全周スキャン。3D 点群データをスピー
ディーに取得できます。
GTL-1200 ではスーパーファインモードを搭載。
従来より点群の間隔が細かく取れるようになり、
今まで以上に幅広い工種に対応できるようにな
りました。

登録番号：KT-170034-VE

3Dテクノロジーを用いた計測
及び誘導システム

登録番号：KT-100028-VE

リモートコントロールシステムを
用いた効率的測量システム

登録番号：KT-140022-VE

地上型3次元レーザースキャナによる
形状計測

登録番号：KT-170064-VE

移動体計測技術を用いた
UAV空中測量システム

3次元マシンコントロールシステム3D-MC

登録番号：KT-170034-VE

3Dテクノロジーを用いた計測
及び誘導システム

登録番号：KT-100028-VE

リモートコントロールシステムを
用いた効率的測量システム

登録番号：KT-140022-VE

地上型3次元レーザースキャナによる
形状計測

登録番号：KT-170064-VE

移動体計測技術を用いた
UAV空中測量システム

3次元マシンコントロールシステム3D-MC

活用促進
技術

登録番号：KT-170034-VE

3Dテクノロジーを用いた計測
及び誘導システム

登録番号：KT-100028-VE

リモートコントロールシステムを
用いた効率的測量システム

登録番号：KT-140022-VE

地上型3次元レーザースキャナによる
形状計測

登録番号：KT-170064-VE

移動体計測技術を用いた
UAV空中測量システム

3次元マシンコントロールシステム3D-MC

登録番号：KT-170034-VE

3Dテクノロジーを用いた計測
及び誘導システム

登録番号：KT-100028-VE

リモートコントロールシステムを
用いた効率的測量システム

登録番号：KT-140022-VE

地上型3次元レーザースキャナによる
形状計測

登録番号：KT-170064-VE

移動体計測技術を用いた
UAV空中測量システム

3次元マシンコントロールシステム3D-MC

活用促進
技術

構造物工

舗装工

土　工

収集した現況の点群データを
ベースに 3D設計図を作成

完成物の点群データと
3D設計データを比較

3D現況データ 3D施工データ 3D出来形データ

3D維持管理データ

3D設計データ 施工 検査

維持
管理

測量 設計・
施工計画

GLS-2200

BIM/CIMソフトウェア

BIM/CIMソフトウェア

GLS-2200

BIM/CIMソリューション

従来画像による
3D 点群データ

※標準偏差 (1σ )1mm。MAGNET Collageで解析した場合。 　

投資コスト
削減

作業人員
削減

作業時間
削減

3D レーザースキャナー 自動追尾トータルステーション

5.5mm

11mm
スーパーファインモード

対回観測
作業規程の準則に則った測量業務にも対応。*
対回も自動で行えます。
* 国土地理院  2 級 Aトータルステーション（申請中）



MAGNET Collage UAS モジュールは、UAV による空撮画像から、
画像結合し、３D 点群データを生成できるソフトウェアです。

UAV による空撮画像から簡単に
3D 点群モデルを作成！

空撮画像計測ソリューション
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高品質処理を実現 標定点の自動検出機能

生産性効果試算

新解析エンジン（三次元形状復元）により
複雑な形状の再現性が向上。形状に忠実な
点群生成を行います。また、マッチング率
の向上により高密度の点群の高速処理が実
現しました。

標定点（標定点・検証点）自動検出により
２つ以上の画像上の標定点の中心をプロッ
ト選択するだけで、残りすべての画像の標
定点が、自動検出されます。これまでマニュ
アルで行っていた標定の作業時間が大幅に
短縮され、高精度な計測が可能です。

従来の UAV 測量と比較して、標定点設置と
測量作業の短縮により、作業時間を大幅に
削減できます。

3D点群処理ソフトウェア

3D点群処理ソフトウェア
UAS キット

モバイルキット

TSトラッキングUAS
写真測量システム

登録番号：KT-170034-VE

3Dテクノロジーを用いた計測
及び誘導システム

登録番号：KT-100028-VE

リモートコントロールシステムを
用いた効率的測量システム

登録番号：KT-140022-VE

地上型3次元レーザースキャナによる
形状計測

登録番号：KT-170064-VE

移動体計測技術を用いた
UAV空中測量システム

3次元マシンコントロールシステム3D-MC

登録番号：KT-170034-VE

3Dテクノロジーを用いた計測
及び誘導システム

登録番号：KT-100028-VE

リモートコントロールシステムを
用いた効率的測量システム

登録番号：KT-140022-VE

地上型3次元レーザースキャナによる
形状計測

登録番号：KT-170064-VE

移動体計測技術を用いた
UAV空中測量システム

3次元マシンコントロールシステム3D-MC

 新技術

調整点

検証点

標定点

検証点

自動追尾トータルステーションを用いてカ
メラ位置を直接計測することで、標定点を
設置する必要がありません。

例えば、20ha=200m×1000mの場合
標定点の最低点数33点、検証点の最低点数6点が必要
●標定点設置作業　　　
   1点：10分×33点=330分
●標定点計測作業　　　
   1点：  2分×33点=66分
●検証点設置作業　　　
   1点：10分×  6点=60分
●検証点計測作業　　　
   1点：  2分×  6点=12分
合計時間：468分（7時間48分）＊1

■ 検証点設置・計測　  ■ 標定点設置・計測
＊1. 現場の規模や環境により効果は変化します

396分

72分

従来のUAV測量 カメラ位置を直接
計測する手法

作
業
時
間（
分）

480
420
360
300
240
180
120
60
0

72分 72分

396分
（6時間36分）

468分
生産性
6.5倍

6時間36分
削減

72分

計測精度評価
面的評価及びトータルステーション計測値

（120 点）との比較評価を行い、標定点なし
でも安定した精度（± 5cm) が確保できま
した。
※一般社団法人 日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所にて評価

平均
[m]

標準偏差
[m]

最大
[m]

最小
[m]

±5cm
割合

0.006 0.008 0.030 -0.018 100.0%

ヒートマップ面的評価

福井コンピュータ株式会社製「TREND-POINT」

*2017 年 1 月現在。当社調べ

特許登録済み

IP-S3 HD1
Mobile Mapping System

小型・軽量ボディに高密度点群収集能力を搭載！

移動体計測ソリューション

地理空間データ収集の効率化。高密度で広範囲な 3D 点群データを取得！
位置情報・画像情報・スキャナー情報全てのデータを一括取得！

超小型・軽量設計 手軽さと安全面を両立した
キャリングケース一人で簡単・安全に取り付け、取り外しが

できるコンパクト設計です。
小型車にも搭載できるため、狭い道路の計
測にも柔軟に対応ができます。

オールインワンの専用キャリングケースを
ご用意しました。取り回しが容易であるた
め、移動時や保管の盗難トラブルの心配が
解消されます。

観測データを簡単プレビュー
観測直後に走行データを簡単にプレビュー
するプレイバック機能を搭載。データの取
得確認を行ってから作業を完了させること
ができます。

Mobile Master Field
シンプル操作で簡単にデータ取得が可能！

Mobile Master Field は、IP-S3 システムの監視・管理が行えるデータ取得ソフトウェアです。
・わかりやすい操作を追求し、車内での操作をストレス無く行えます。
　リアルタイムに全てのセンサー状況を確認できます。
・観測直後に走行データをプレビューできるプレイバック機能を搭載しました。
　車内で簡単にデータ取得結果の確認が行えます。

登録番号：KT-170034-VE

3Dテクノロジーを用いた計測
及び誘導システム

登録番号：KT-100028-VE

リモートコントロールシステムを
用いた効率的測量システム

登録番号：KT-140022-VE

地上型3次元レーザースキャナによる
形状計測

登録番号：KT-170064-VE

移動体計測技術を用いた
UAV空中測量システム

3次元マシンコントロールシステム3D-MC

活用促進
技術

・大容量点群データの高速処理が可能です。
・スライス（断面）表示により作業が容易に行えます。
・レーザースキャナーや UAV の計測データより生成・処理された点群を読み込み、点群合成が可能です。

MMSで取得したデータから、GNSS軌跡解析、3D点群データを生成！

UAV 写真測量に革命！ 
標定点設置・計測いらず



連携するオフィスワークソフトのご紹介

10 11

点群データ・写真から、都市、建物、地形、機械製品などさまざま
な規模を高い精度で 3D モデル化できます。点群データや写真を組
み合わせ、位置・座標系情報を取込みながら空中三角測量を自動実
行し、リアリティメッシュモデル（写真テクスチャ付 3D モデル）

設計に必要な多様な機能を搭載しだ 3D 設計ソ
フトウェアです。点群やパラメトリックモデリ
ングにも対応。高度な CAD 設計、増築・構造
物設計、土量計測、また維持・メンテナンス等
に必要な様々な機能を備え、工程を強力にサ
ポートします。緯度・経度を利用した日照解析
や座標投影変換も行えます。

を生成します。生成したモデルは土木設計にシームレスに活用でき
ます。モデルの部分削除や編集、断面抽出、図面出力が可能です。
取込み可能な点群データは 1 億点以上、写真は 100 ギガピクセル以
上と大容量の取込みに対応しています。

インフラストラクチャ分野の世界的 CAD ベンター、ベントレー・システムズ社とトプコンがグローバルアライアンス
点群データ・写真より、現況の高精度の 3D モデル化を実現。土木設計・土工計画を通して、その後の工程をサポートします。

空中三角測量を自動実行

切土と盛土を簡単に計算

現況を高い精度で表現するリアリティメッシュを作成

リアリティメッシュは点群よりも 1/100 程度のデータ量

作成したモデルは CAD で利用し、統合設計に活用

断面表示の図面作成

現況データと 3D CAD データとの合成

OpenRoads DesignerOpenRoads ConceptStation

日照時間の解析

インパクトのあるアニメーションを作成。関係者
との認識の一致を効率的に実現。土木の概略設計ソフト。縦横断図表示、土工量見

積、部材積算、コスト見積などが可能。
土木設計に必要な土量計測、縦横断図作成、造成
計画、LandXML 出力など、ICT 施工をサポート。

高い精度で現況を 3D 化

土木設計・土工計画により
その後工程をサポート

高度な CAD 設計を実現

効果的な
映像作成

調査計画から設計、施工、維持管理まで土木・インフラの BIM/CIM
i-Construction のワークフロー全体をサポートする総合ソリューション

設計に関して、より適切な判断が可能に
最適な土木設計を実現

土木設計・施工のための3次元CAD現況3Dモデルから設計点群データの編集／可視化

4Dシミュレーションと干渉チェック土木構造物の詳細設計

Navisworks上で動作するアドオンソフト
（伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）　

ナビスプラス
属性付 3Dモデルの作成

コンセプト計画、設計、分析、最適化に対応
した接続ツールを使用して、設計要件を適切
に満たすことができます。
クライアントの満足度も向上します。

チーム間の調整を効率化する
統合されたワークフローを採用することで、
設計チームが場所や分野の垣根を超えてより
効率的に作業できるようになり、プロジェク
ト全体での中断を最小限に抑えることができ
ます。

施工性を常に念頭に置いた業務
設計から施工までを効果的に調整することで、
リスクの低減、RFI の最小化、施工性の確保を
実現します。

リスクを早期に抑制
施工性の向上

設計と施工の工程間で 1 つのドキュメント管
理プラットフォームを使用することで、品質、
コスト、スケジュールを適切に管理できます。

コストのかかる手戻りを回避
干渉、エラー、漏れを検出する強力な 3D 
コーディネーションツールを使用できます。

イノベーションを促進
スケジュールとコスト シミュレーションを使
用して、自信を持ってプロジェクトを推し進
めることができます。

AEC Collection による業務ワークフロー 

調査・測量
（事業検討、3D 測量）

設計
(BIMCIM モデル、
図面、数量算出 )

施工
( 施工計画、設計照査、
3D 測量、出来形管理 )

維持管理
( 管理台帳 )

現況の 3D 化から土工計画において i-Construction を
強力にサポート
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連携するオフィスワークソフトのご紹介

点群処理・解析・設計・土量管理・シミュレーション・
出来形までのオールインワンパッケージ

株式会社アイ・エス・ピー

点群コントロールと
フィルタリング機能

点群処理に特化したソフトウェア！
シンプルUI と 3Dで作業効率化！

地形解析 設計 土量計算 出来形管理シミュレーション

・ TXT
・ CL3
・ LAS
・ SIMA
・ LANDXML
・ 国土地理院
   5m/10mメッシュ
  標高データ
・ DXF（２D/3D)

・ 平面線形
・ 縦断計画
・ 横断計画
   等の設計要素より
   3D 設計モデルが
   作成可能

・ 平均断面法
・ メッシュ法
・ 差分法
  （TIN 分割等を用いた求積）
・ 精密網体積計算
  （プリズモイダル法）              
・ スライス法
複数の手法で確認する
ことにより信頼度UP

 ・ 3Dモデルでの
   ビューワ

・ 点密度判定機能
・ 出来形判定
・ 出来形ヒートマップ

・ 地形形状の把握 
 （等高線、傾斜角度、
　面積・体積等）　　　　        
・ 点群・TIN から断面
  抽出

ノイズ処理 座標管理×

点群処理、3D設計、クラウド統合管理まで、i-Con・BIM/CIMを支援

国内最大手の建設系CAD メーカーとして、デスクワークからフィールドワークまで、建設現場のDX をサポート

測量計算CAD

●測量全般・路線計画・UAV飛行計画な
どに対応

●TS/GNSS で計測・丁張・出来形検査等を支援 ●各種データを時間軸と位置情報で管理・運用 ●CIMに対応する 3Dモデルの作成からVRまで

点群処理・計測

●豊富なフィルタ・土量計算・TIN 作成な
どに対応

CAD・施工管理

●3次元設計データの作成・電子小黒板に
も対応

フィールドワーク クラウド統合管理・運用 CIMモデル・VR

点群処理から、施工管理・電子納品まで
ICT活用工事をトータルで強力にバックアップ

点群処理ソフトウェア
・地表面以外の不要な樹木・重機等の点群データを自動抽出し、除  
  去する点群編集機能をはじめ、各種編集機能を搭載。
・３次元点群データ（現況）と、SiTECH 3D等で作成した中心線形
　データから横断線を抽出。
・点高法による土量集計機能、出来形集計機能を搭載
・ビューア出力により、ソフトがインストールされていない環境で
  も、データを閲覧可。

3D施工データの作成はもちろん、横断
SIMAや現況地形（TIN）に合わせて、3次
元設計データを伸縮・調整機能を搭載。

i-Construction 対応機能搭載。
面施工・面管理のチェックや
実地検査に対応した３つの機
能で現場を支援します。

3D施工データ作成ソフトウェア
次世代の革新的施工ツール

時間短縮！ 繁忙期の
作業支援！

レンタル時の
解析にも！

B 3D点群処理データサービス

A 3D設計データ作成サービス

C データクリーニング /TIN 作成サービス

D 3D出来形ヒートマップ作成サービス

3D点群処理ソフトウェア「MAGNET Collage」を使用して、
大容量のデータも迅速に処理します。

2次元の設計図面から3D設計データを作成します。
3D設計データはMC/MGでも使用できます。

点群データと3D設計データから出来形検査のためのヒートマップ
を作成します。出来高土量算出でもご活用いただけます。

ご提出いただくデータ 納品データ

設計図面（平面図、縦断図、横断図など） 3D設計データ（LandXML）

ご提出いただくデータ

点群データ および 3D設計データ（LandXML）
納品データ

出来形ヒートマップ

納品データ

MAGNET Collage 解析済みプロジェクトデータ、
点群データ および TIN データ

より正確な形状の点群データにするため、作成した点群
データのノイズを除去します。
また、MC/MGの土量計算、出来形管理で利用可能なTIN
データを点群データから作成します。

3Dデータの生成・解析のアウトソーシングサービス！

サービス内容

お問い合わせ Eメール：3dd_service@topcon.co.jp3Dデータサービス 詳しい情報はこちらからどうぞ！



若手もベテランも『GLS-2200』を
普段使い
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活用事例  AT WORK 活用事例のご紹介

土工 舗装工 インフラ点検
橋・トンネル 地形測量 敷地調査

GLS-2200 ◎ ◎ ○ ○ ○

GTL-1200 ○ ○ ◎ ◎ ◎

インフラ調査 歴史的建造物・文化遺産

トンネルの内空断面計測 設備現況調査

構造物全体の 3D 形状データを得ること
で、メンテナンス業務における修復箇所の
位置特定、サイズや形状の計測、修復部
材の積算等、多岐に渡り利用できます。ま
た、定期的な計測を行うことで、経年変
化を確認することもできます。

多くの場合、歴史的建造物や文化遺産に
は設計図面が残されていません。非接触
で計測できるレーザースキャナーを用いれ
ば、対象物を傷つけることなく詳細な 3D
形状を取得できます。カラー点群データを
用いることにより、形状だけでなく質感ま
でも再現可能となります。取得した 3D 形
状データは、メンテナンス用の図面作成だ
けでなく、　アーカイブとしても広く活用で
きます。

連続した 3D の面形状を取得することによ
り、カーブや合流など複雑な形状をしたト
ンネルでも、分かり易い 3D モデルを作成
することが可能です。任意のピッチで断面
形状を抽出でき、また設計データや過去
の形状との変位量も容易に把握することが
可能です。

設備の配置転換やリニューアル工事等を行
う場合、事前調査や検証が必要となりま
す。これまで取得困難だった箇所でも短時
間で精密なデータを簡単に取得することが
可能なため、計測の時間が限られている
工事設備などの測定において有効です。
3D で緻密な点群データから図面を作成し
たり、配管・配置のシミュレーションなど
多岐にわたり活用することができます。

路面計測・法面計測 BIM (Building Information Modeling)

i-Construction

道路や法面の計測にもスキャナーは有効で
す。路面計測では道路の轍の形状を取得
し、メンテナンス時期の管理に活用できま
す。また、法面計測では地滑り等の災害
計測はもちろん、法面の形状変化等の経
年変化の把握にも役立たせることができま
す。

建築において土地の形状や改築・改装時
の外装・内装の現況調査に活用されます。
リアルな 3D 点群データをベースに設計を
行うことができ、また竣工時にスキャン計
測をしておけば、後のメンテナンスや改装
時の効率化に役立ちます。

建設現場の生産性向上を目的として国土交通省が推進している
「i-Construction」において、３D 点群による「起工測量」「出来高管理」
および「出来形管理」のデータ取得手段として、レーザースキャナー、
UAV が活用されています。
３D 点群データの活用により、従来法に比べ土工、舗装工、法面工、
付帯構造物設置工などでの作業時間の大幅な短縮、検査書類の削減
が実現されます。

公共工事を中心に手掛けている上瀧組様。『GTL-1000』なら新点設置（器
械点移動）をしながらスキャン計測をしていく作業テンポと、一人で効率良
く計測作業できる点（なんと、1 日がかりだった測量が一人で 2 時間程度
で完了！）に魅力を感じられている。「我々のような少数精鋭部隊にピッタリ！」
とのことです。

ICT 技術の活用を積極的に推進するナガヤス工業様。『GLS-2200』の導入
により、現況測量はトータルステーションでの作業と比較し、時間も人件費
も約半減したとのこと。また、簡単に測れるので高い頻度で施工経過を計測
しており、問題点の早期発見と対処に繋がるという。社内では “ 気負わず普
段使いする ” ことを心掛けているそうだ。

社員の皆様が土地家屋調査士や建築士の資格をお持ちで “ 敷地調査のプロ
フェッショナル集団 ” である株式会社 JFD アドバンスサーベイ様。トラバー
ス測量や境界点測量を行いつつ周囲全体が計測できる『GTL-1000』は敷
地調査業務に最適と語る。3D点群データを活用した建て替え時のシミュレー
ションが施主から大好評とのことです。

3D データの活用にいち早く取り組んでいる阿部建設様。3D 点群データ取
得のため『TSトラッキング UAS』による写真測量を導入。UAV で一度測
ればどこでも横断が切れて出来高も簡単、リアルタイムな管理が可能になっ
たという。さらに、通常の UAV 測量と比べても作業効率は段違いで、安定
した計測精度を保てる点が良いところと語る。

株式会社上瀧組 様（福岡県）

スキャナー活用分野

ナガヤス工業株式会社 様（埼玉県）

株式会社 JFD アドバンスサーベイ 様（東京都）

阿部建設株式会社 様（山形県）

1 台 2 役の『GTL-1000』と
現場を縦横無尽！

3D 点群データで敷地調査も
家の建て方も大きく変わる！

ICT 建機の次は TS トラッキング UAS ！

活用事例
詳しくはコチラ

活用事例
詳しくはコチラ

活用事例
詳しくはコチラ

活用事例
詳しくはコチラ


