
菅組様：講習会
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これからの土木



大分県人としての土木



五ヶ山ダム 講演会



五ヶ山ダム 講演会



出水の鶴



こいしまち



会社概要



会 社 名 株式会社 コイシ

設 立 平成 元年 1月 25日

代 表 者 小原 文男

事 業 内 容
土木工事測量全般・土木支援商品の開発販売
（着工前・出来形・丁張り・施工管理）

従 業 員 数 68名（技術スタッフ含む）

本社所在地 大分県大分市大字横尾3617番2

拠 点
コイシ3D開発国東事務所
五ヶ山ダム堤体建設工事出張所
福岡事務所

会社概要



大分本社



国東事務所

所在地 ： 大分県国東市安岐町下原188-1 又野アパート1号

コイシ3D開発
国東事務所

大分空港
出口交差点

青：車ルート(3分)
紫：徒歩ルート(15分)



五ヶ山出張所

所在地 ： 福岡県筑紫郡那珂川町大字五ヶ山

(鹿島・飛鳥・松本JV(本体JV)様の事務所内に所在)

五ヶ山出張所

福岡事務所



五ヶ山ダム



五ヶ山ダム 講演会



福岡事務所

所在地 ： 福岡県筑紫郡那珂川町大字上梶原715-2

博多南駅から車で5分

福岡空港
博多駅

博多南駅

福岡事務所



現場

準備工/GPS測量/基準点測量/水準点測

量/縦断測量/横断測量/幅杭測量/ 中心線

測量/用地測量/地形測量/出来形測量/確

認測量/機械計測/ 墨打/ 丁張り掛/控杭

測量/着工前成果/ﾚ-ｻﾞ-計測/路肩表作成/

点群処理 /現況3D/設計3D/数量計算/計

画設計/TS出来形

シリーズ
電卓用防水ケース

商品

３ＤCAD

① 事前内業
データ整理/図面ﾁｪｯｸ/観測計画

② 測量成果(ｲﾝﾃﾞｯｸｽ/しおり/製本/表紙類)
データ整理/図面ﾁｪｯｸ/解析(GPS/3D)/

3Dモデル作成/座標計算/成果簿
③ 数量(体積・面積)

数量計算
④ 図面(縦横断図・平面図・ﾒｯｼｭ図・測量成果簿)

簡易設計/転圧データ/点群合成処理/3Dモデル/横断図
⑤ 写真測量関係

写真解析内業

事業内容

1997年～ 2006年～



現場業務

■ 一般：着工前測量、丁張り掛け、出来形管理など一般 着工前測量、丁張掛け、出来形管理など ■ 設備：製鉄所内の設備に関する全ての測量設備 製鉄所内の設備に関する全ての測量

■ 新技術：情報化施工関連の３D技術を使った全ての現場新技術 情報化施工関連の3D技術を使った全ての現場
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・ダム
・高速道路、一般道路
・深浅
・トンネル
・橋梁
・ごみ処分場
・風力発電所
・製鉄所/造船所 等

様々な分野での
業務実績があります

ダム

新日鐵製鉄所

ダム

ダム

ダム

現在の主な現場事例

ダム

ダム
トンネル

風力発電所

トンネル



■ 所有機材(特殊機材)

１ ・3Dレーザースキャナ(３台)
→(RIEGL社製:VZ-2000,LMS-Z420i FARO社製 FOCUS3D)

※VZ-2000の導入は日本で第1号

２ ・自動追尾型光波
３ ・RTKGPS
４ ・VRSGPS
５ ・レーザー照準型水平鉛直機
６ ・ドローン(マルチコプター)
７ ・土木管理ソフト
８ ・測量ソフト
９ ・３次元CAD

１０・３次元点群解析ソフト
１１・３Dビューワーソフト
１２・写真解析ソフト
１３・自社電子野帳(POCKET丁張マン)
１４・自社３次元ソフト(KOISHI-eye)
１５・その他自社簡易ソフト(KOISHI＋)

H16より3Dレーザースキャナ導入

所有機材



目的：電車基地跨線橋桁架設に伴う
干渉物（架空線）の調査

3Dレーザー計測による架空線計測と
3DCADによる設計3Dモデルにて
干渉箇所を調査、工事着手前に

撤去・移設を行った

跨線橋架設位置

鋼３径間連続非合成箱桁橋
橋長：Ｌ＝146.6m ，Ｗ＝14.5m
下郡中判田線：大分市大字下郡

調査箇所全景写真

3Dレーザースキャナを活かした現場



構造図 ３Ｄモデル

3Dレーザースキャナを活かした現場



3Dレーザースキャナを活かした現場



3Dレーザースキャナを活かした現場



新着工前測量



・工事測量専業種の為、工事に詳しい

・工事測量専業種では、九州最大規模
→人員が多く機動力がある

・開発思考型企業の為、現場の問題点を踏まえ
効率化を図るプログラムを自社開発

・多種類の機材を複数所有
→様々な測量方法で現場の効率化を図る

・業務の幅広さ
→① 現場での実測ができる
② 土木工事現場での管理運用ができる
③ 開発力(効率化・自動化・省力化)
④ 複数企業に頼む手間が省ける(１社で完結)

入札
↓

測量(実測)
↓
光波
↓

成果簿
↓
納品
↓
役所

見積
↓

測量(実測)
↓

光波/ﾚ-ｻﾞ-/ﾄﾞﾛ-ﾝ
↓

成果/自動化ｿﾌﾄ/3D
(独自開発力)

↓
納品
↓

民間企業

測量コンサル様

コイシの強み

現場に役立つものつくり
にも力を入れています



自社開発：プログラム

「路肩表」オリジナルプログラム（EXCEL）に入力

1）線形要素

2）役点（追加距離、測点名）

3）横断勾配要素（追加距離、勾配）

4）幅員拡幅要素（追加距離、幅員）

5）縦断勾配要素（追加距離、接線高、曲線長）

6）法面勾配要素

7）歩道、側溝の情報



情報化施工への取り組み

平成12年 KOISHI-3D



五ヶ山ダム：取水塔設備



五ヶ山ダム：取水塔設備



五ヶ山ダム：取水塔設備

3次元モデル作成のフロー

プレキャスト型枠の形状・収まりの検討

配筋3Dモデルの作成

機械架台金物3Dモデルの作成

鉄筋・機械架台金物干渉チェック

設計形状変更箇所の抽出
変更図作成・とりまとめ

全体モデルの作成

3Dプリンタによる模型の製作

張出スラブ構築のための
架台検討図・モデルの作成

最終形状モデルチェック

施工ステップ図作成



五ヶ山ダム：取水塔設備



五ヶ山ダム：取水塔設備



五ヶ山ダム：取水塔設備



これからのコイシを楽しくしていくのは、私たち女性です



３DCAD講座

平成23年8月～

3DCADの操作を教え、資格を取る目的ではなく、
土木で求められる人材を一から育成していく
3DCADも図面が読めなければ、仕事ができない

3DCAD講座終了時、卒業テストを行い、
弊社で技術スタッフとして勤務いただきます

昨年の夏、4期生が卒業し、
9名が在宅にて勤務をはじめました

３Ｄ
CAD



業務風景

・フレックスタイム制、ライフスタイルを尊重
→学校行事やイベントなどで休みがとりやすい
「PTAがあるので午前中勤務で」
「子どもが夏休みの間は、お休みします」

・お子さん連れての出社も可能

・女性が働きやすい職場から活気ある土木へ

お母さんがイキイキと仕事にやりがいを持って、
人生を楽しむことが子どもにとっての幸せ



ウェブ会議システム

WebEx



概要

ウェブ会議

離れた拠点間を、インターネットを通じて映像・音声のやり取りや、
資料の共有などを行うことができるコミュニケーションツール

PC・タブレット端末・スマートフォンから参加可能



☑ 現場と内業の連携

☑ 朝礼

☑ 会議

☑ 社内研修

☑ お客様との打ち合わせ

インターネット

現場 内業

インターネット

コイシ お客様

録画・資料共有
⇒図面を共有しながらの打ち合わせも可能

こちら側のここの部分を…ここをこうしたい…

活用方法



3Dレーザースキャナの概要

導入現場事例



■ 一般：着工前測量、丁張り掛け、出来形管理など ■ 設備：製鉄所内の設備に関する全ての測量

■ 新技術：情報化施工関連の３D技術を使った全ての現場

現場紹介

3Dレーザースキャナ



3Dレーザスキャナとは（地上型）

Riegl社製 VZ-2000
仕様

VZ-2000 ・・・ コイシが日本初導入
【Riegl LMS-Z420ｉ】
【FARO Laser Scanner Focus 3D S 120】 計：３台保有

測定距離：2.5m～2,000m

最大取得点数：400,000点／秒

レーザクラス：クラス1（目に安全である。）

精度：8㎜

測定範囲：水平 最大360°

垂直 水平より上60°下40°全100°

角度ステップ：0.01°100m先で17mmピッチ

用途：地形計測・橋梁・構造物・文化財・災害現場

トンネル計測・工場設備等



レーザー測量（標定点設置）

（対地標識設置／標定点測量）
３Ｄレーザー計測を行うにあたり、現場座標に統一する為の座標変換用
ターゲット設置及び観測を行います。
(レーザーを据えた位置が原点になるため。)

使用標識：レーザー反射率の高い専用ターゲット、
シートプリズム、スフィア

専用ターゲット(シリンダー) シートプリズム スフィア



観測方法は、TS（トータルステーション）による放射多角法にて行う
ものとし、観測における精度向上について十分留意するものとします。

計測範囲全体を網羅するよう、位置・高さを不均一にした配点を行います。
(3Dレーザー計測１回につき８点の設置を標準とします。)

レーザー測量（標定点設置）



3Dレーザースキャナを使用し、現況地形を把握する為の点群計測を行います。
(視通が利く箇所を選定する。)
1回の計測で範囲を網羅できない場合は据替を行い、回数を分けて全体を計測します。

カット毎に計測を行った後、計測と同範囲のデジタル写真撮影を行うことで
計測した点群に着色を行います。計測後内業にて、カット毎に3Dレーザー計測

した点群を同一の座標系に合成する処理を行います。

レーザー測量



３Ｄレーザー計測した点群内に存在する不要な座標点(草木・車・人物等障害物)
を削除し、モデル構築時に必要な座標点のみとします。

点群処理（フィルタリング）

草木を含むデータ(イメージ)

草木を含むデータ(点群)

不要点除去後のデータ(イメージ)

モデリングに使用するグランドデータ(点群)



フィルタリング後の座標点群を用い、3次元地形解析用アプリケーションを使用して
現況3Dモデルの構築を行います。

点群処理（現況3Dモデルの作成）

座標点

Tin モデル全体（陰影表示）

Tin モデル

作成するモデルデータについては、Tin（不等三角網）による面化されたデータを作
成するものとし、後続する複合法における数量算出データに用いるものとします。



3DCADの数量算出根拠（複合法）



現場紹介

菅組様より受注したこれまでの現場

・東九州道関連工事

・大分57号(大野竹田道路)関連工事

・大分212号(三光本耶馬渓道路)関連工事

・平成23年度交付地改日第5-3号道路改良工事

(仮称)大兼トンネル

・山口県岩国床板工事

・大野川河川整備工事

・大分川ダム取水設備基礎掘削工事 etc.



現場紹介

大分川ダム取水設備基礎掘削工事

取水設備工事用道路のレーザー測量(平成25年8月6日計測)を行い、
ダム工事着工前に弊社独自で計測しました。

航空レーザーデータ(平成24年12月28日計測)の地形形状と比較し、
平均断面法及び3DCADを用いて工事用道路数量を算出しました。



現場紹介

大分川ダム取水設備基礎掘削工事

3DCAD(複合法)より算出
V=12,365.6㎥

～

平均断面法数量
(レーザーデータから抽出した横断図)

V=12,242.2㎥

平均断面法と複合法との差
V=123.4㎥ 数量誤差 約1%



大分57号大野竹田道路高伏地区改良外工事

現場紹介

通常の着工前測量と併せて、着工前時に3Dレーザー測量を行い、
仮設工事用道路の計画検討に現況データを使用。
また、計画3Dモデルを作成し、転圧・マシンガイダンス用のモデルとして
仕様を行う予定です。(7月～8月頃予定)



大分57号大野竹田道路高伏地区改良外工事

現場紹介

3Dレーザースキャナで計測した現況の3Dモデルより、
法肩・法尻を抽出し、現況平面図の作成も行いました。

3D
2D



大分57号大野竹田道路高伏地区改良外工事

現場紹介

小野裕一郎様に作成いただいた3Dモデル
(ソフト名：Sketch upにて作成)



九州新幹線(西九州)、彼杵トンネル外2箇所他

現場紹介(他社事例)

当該計測対象斜面の現況三次元計測を行うにあたり、3Dレーザースキャ
ナーを用いた遠隔からの点群計測に加え、UAV撮影機による空中写真撮影

も併せて行い、対象斜面全域の詳細三次元計測を行いました。



i-Constructionの概要



i-Construction

i-Construction

ICT技術の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化により、
調査・設計から施工・検査にいたる建設現場のプロセス全体の最適化を図るプロジェクト

企業の経営
環境改善

安全性確保

生産性向上

就業環境改善

労働者の賃金
水準向上

目的

魅力ある建設現場へ

3つの柱

☑ ICT技術の全面的な活用(土工)

☑ 企画の標準化(コンクリート工)

☑ 施工時期の平準化

情報化施工
…施工部分のみでの3次元データの活用

⇒ 情報化施工を建設現場プロセス全体で実現へ



概要



i-Construction：
導入に伴う課題、新たな取り組み

■ ICTに対応した監督・検査基準が未整備 ■ ICT建機の普及が不十分

15の新基準の導入 ICT建機を前提にしたICT建機用積算基準の導入
(国土交通省：直轄事業に平成28年4月より導入)

＜調査・測量、設計＞
① UAVを用いた公共測量マニュアル（案）
② 電子納品要領（工事及び設計）
③ 3次元設計データ交換標準（同運用ガイドラインを含む）

＜施工＞
④ ICTの全面的な活用（ICT土工）の推進に関する実施方針
⑤ 土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値）
⑥ 土木工事数量算出要領（案）【改訂】 （施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案）
⑦ 土木工事共通仕様書 施工管理関係書類（帳票：出来形合否判定総括表）
⑧ 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）（案）
⑨ レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）

＜検査＞
⑩ 地方整備局土木工事検査技術基準（案）
⑪ 既済部分検査技術基準（案）及び同解説
⑫ 部分払における出来高取扱方法（案）
⑬ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
⑭ レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
⑮ 工事成績評定要領の運用について

新基準の導入



UAV・レーザースキャナを用いた出来形管理

■UAVを用いた出来形管理

■レーザースキャナを用いた出来形管理



面的な出来形管理分布図のイメージ



写真測量の概要

大分川ダム



ドローンが現場にやってきた！

赤色が前回の、ベージュ色が最新の測量結果。両者の
差分から、掘削数量を算出できる。

土量の管理

原石山のオルソ画像に、設計図面を重ね合わせて
進歩を確認

図面との整合

ドローンの活用とは？



① 写真測量とは

② データ活用事例

大項目
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１.写真測量の流れ
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Ａ.現地踏査及び対空標識設置

写真測量を行う箇所を囲うように標定板（対空標識）を設置

標定板意味：写真に位置情報（座標）を持たせるため

(レーザーのタイポイントと同じ役割)

標定板位置：地盤の平らな個所で撮影箇所全域を囲うように設置
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１.写真測量の流れ

自動航行設定

現在位置管理

バッテリー管理

高度管理

GPS状況管理

速度管理

フライトプラン作成
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B.フライトプラン作成

写真測量を行う箇所の範囲を指定

Google earth上で撮影範囲を囲み、フライトコースを作成していく
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B.フライトプラン作成

実際にフライトコースを計画

注意①：フライトコース作成時は飛行距離と

飛行可能時間の確認を行う必要がある

注意②：ＧＰＳにて自動飛行するため飛行空域の

障害物を把握し、空路を指定してあげる必要がある
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１.写真測量の流れ
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C.フライト

ジンバル
機体の傾きの影響をカメラが

受けない様に
常にカメラを水平に保つ装置

機体

運用限界



C.フライト

付属

ＰＣ：フライト管理用 画像転送装置

指向性アンテナ
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１.写真測量の流れ
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D.写真解析

光波・ＧＰＳにより座標

を実測したものを入力

フライトで取得した写真の一覧と位置図

標定板の座標一覧

フライトにより取得したデータ
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D.写真解析

写真に写っている標定板と

マーカーをマッチングさせる

取得した写真データをマッチングする作業
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D.写真解析

・3次元モデルの作成に移行

・写真より得られた情報から点群データ作成
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D.写真解析

・点群データから色付きの面データに変換

・写真色を使用して面データに色付け
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D.写真解析

点群処理ソフトにてデータを加工可能

3次元データの完成



D.写真解析

・出力した画像を平面図に重ねることや３Dモデル

自体も座標をいるのでその他のモデルとの合成が出来る

・標定板の持つ座標を写真上で合わせることにより

写真（3Dモデル)に座標付けすることが出来る

・フライトにより取得した複数の写真をマッチングする



・解析したデータを用いた成果物として・・・

オルソ写真・・・ 上空からの現場の写真の取得

３Ｄ-ＰＤＦ・ＶＲＭＬ・・・ビューワを用いて３次元のデータを扱える

点群データ・・・数量を算出するための現況のデータの作成

断面を任意の箇所で作成することも可能

E.成果物

データ活用事例として大分川ダムのデータを紹介



① 写真測量とは

② データ活用事例

大項目
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A.オルソ平面図

・設計と現況の確認ができ、工事の進捗状況も把握できる

・現場の運用計画も立てやすい（境界の位置や作業ヤードの確保）

・打ち合わせの際も設計図面上では伝わらないことも図面+写真があ

ることでより密な打合せが現場を実際に見てない人にでも伝わる。

一つの要素が加わることで一変
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Ｂ.現場進歩状況の確認
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C.施工数量算出

点群データより面（サーフェス）データを作成してコンターを抽出

データのある範囲であればコンター

を任意のピッチで抽出可能
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C.施工数量算出

抽出したコンターを使用して、スライス図（数量根拠図）を作成

各標高のスライスを用いて

数量計算書を作成
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D.完成形イメージ

３Ｄモデルを視覚的に活用

フライトで得たデータと設計の

３Ｄモデルを重ねることで

完成形を視覚化できる



D.完成形イメージ



ドローン活用利点

ドローンを活用することにより広域のデータを短時間で取得できる

上空からの撮影を行いますので地上レーザーでは計測できない場所の

データが取得できる

写真・動画データの幅広い活用ができる

ドローンのデータで出来高管理が出来るようになれば作業効率が
大幅に向上します。（測量費削減）
オルソ写真を使用する事で現場説明等がスムーズに行えます。



運用時の注意点

ドローン



ドローン写真測量での注意点

１）標定点設置
計測範囲外周
計測範囲内
精度検証用標定



２）飛行高度
カメラの性能に依存
地上での1画素が１ｃｍとなる高度
（高さ精度を最大0.05mとした場合）

３）コース設定
オーバーラップ 90%以上
サイドラップ 60%以上

ドローン写真測量での注意点



改正航空法



改正航空法



改正航空法
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許可・承認申請



許可・承認申請



許可・承認申請



許可・承認申請



飛行許可書・承認書



ドローン運用の課題

１）知識、スキルの習得
・資格の取得

２）周辺環境への対応
・ハードウェアの進化
・法整備



デモ

レーザースキャナ・ドローン



これから

お母さん方とともにチャレンジ



SPAR2016J

第12回：3次元計測フォーラム参加 (2016.6.1)



SPAR2016J



SPAR2017J

2017年 3次元計測フォーラム SPARJ
コイシの女子社員、技術スタッフ、在宅お母さんでチャレンジします



着工前から施工・出来形管理まで、常に新しい技術を

導入した提案型土木測量と管理を目指しています。

新技術に関しては出張デモを行っています。

お気軽にお申し付けください。

株式会社 コイシ
住所 ： 大分市大字横尾3617番２

ＴＥＬ ： 097-506-0400
ＵＲＬ http://www.koishi.co.jp/
E-mail  info@koishi.co.jp

-----3D 3次元 CAD 土木工事測量コイシ｜公開
http://3dcad.koishi-survey.com/

----- コイシショップ｜オープン
http://koishi-survey.com/shop/

----- 土木計算機測量電卓丁張マン | 丁張マンを紹介
http://chohariman.koishi-survey.com/support/

----- ３Dレーザースキャナー コイシ in 九州大分を公開
http://3dlaserscanner.koishi-survey.com/

ご清聴ありがとうございました。

http://www.koishi.co.jp/
http://3dcad.koishi-survey.com/
http://koishi-survey.com/shop/
http://chohariman.koishi-survey.com/support/
http://3dlaserscanner.koishi-survey.com/

