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三次元設計データの施工への活用に向けて
－農地再編整備事業における情報化施工への活用－
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近年、農業土木部門でも情報化施工の取組が進められている。情報化施工を実施
するに当たっては、三次元設計データの作成が必須である。そこで、国営農地再編
整備事業「南長沼地区」では、三次元測量及び三次元設計の試行を行い、作成した
三次元データを用いた情報化施工への活用について考察を行った。本報では、その
考察結果について事例報告する。
キーワード：設計・施工、業務改善、三次元設計

１．はじめに

画整理設計業務において、北王コンサルタント株式会社
の協力の下、昨年に引き続き三次元測量・三次元設計の
試行を行うとともに、作成した三次元データの情報化施
工への活用について考察したので、その事例を紹介する。

国土交通省では工事の生産性を向上させるため、ＩＣ
Ｔ建機を使用した情報化施工の取組を進めている。特に、
「ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）
」は、2008 年よ
２．業務の概要
り試行している情報化施工の試行結果から、生産性の向
上が見られる（表-1）
。
農地再編整備事業の区画整理の主要な工種である整
国営農地再編整備事業「南長沼地区」は、北海道夕張
地工は、均平精度の確保において、ブルドーザ等の施工
郡長沼町に位置し、一級河川千歳川右岸に拓けた水田地
機械のオペレーターの熟練度によるところが大きい。今
帯である（図-1）
。
後、高齢化による熟練技術者の引退や、人口減少に伴う
オペレーター不足が懸念されており、情報化施工への期
待が高まっている。
表-1 土工にかかる一連の延べ作業時間 1)

夕張郡長沼町

図-1 地区位置図
※ 測量計算：従来施工は横断図作成と丁張り計算、
ＩＣＴ施工は３Ｄデータを作成し、起工測量結果との結合
※ 施工：従来施工は通常機械稼働日と丁張り作業、
ＩＣＴ施工はＩＣＴ機械稼働日と機械設定作業

しかし、情報化施工を実施するに当たっては、設計時
に作成した二次元データを基に三次元データを作成す
ることが必須であり、これが施工業者の負担となり、普
及への課題となっている。
このため、国営農地再編整備事業「南長沼地区」の区
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本地区の農地は、ほ場が小区画で排水不良等が生じて
いるとともに経営農地が分散しているため、生産性が低
く農業経営が不安定となっている。このため、区画整理
と農地造成を一体的に施工し、生産性の高い基盤の形成
と土地利用の整序化を通じ、農業経営の合理化と効率的
な土地利用を図り、農業の振興を基幹とした地域の活性
化に資することを目的としている。
今回、試行する三次元測量・三次元設計の対象ほ場は、

「南長沼地区」の北西に位置する１２、２０農区である
（図-2）
。
両農区は四方を町道に囲まれており、農区面積は２農
区あわせて 54ha、業務で実施する測量調査・設計項目は
下表の通りである（表-2）
。
表-2 測量調査・設計項目
作業項目
横

断

数量

測

備 考

量

6.60km

測量間隔：100ｍ

田面標高調査

54.3ha

10 点/ha 程度

ほ場整備設計

54ha

(1)ＵＡＶによる空中写真を用いた測量
ＵＡＶによる空中写真を用いた測量とは、低空飛行さ
せたドローン（図-3）にカメラを搭載して空中から撮影
し、画像を解析して地形の三次元（3Ｄ）モデル化を行う
新しい測量手法である。
これまで上空からの測量は、航空機や衛星画像を用い
た航空写真測量が一般的であったが、それに比べてＵＡ
Ｖによる空中写真測量は手軽で、低空飛行による高解像
度な写真の撮影が可能で、均等に計測ができ計測値のバ
ラツキが少ない。

実施設計

図-3 空中写真撮影に用いたドローン
現地踏査

運航計画(フライトプラン)作成

図-2 対象農区位置図

３．三次元測量

標定点の設置・観測

本業務では、仕様書に沿ったオートレベル、トータル
ステーションを用いた測量手法と併せて、
「UAV による
空中写真を用いた測量」
（以下、
「空中写真測量」という）
と「地上レーザスキャナ測量」を行った（表-3）
。

使用機械

ＵＡＶによる空中写

エンルート QC730

真を用いた測量

SONY α 6000

撮影用デジタルカメラ

RIEGL VZ-1000

三次元レーザスキャナ

地 上 レ ー ザ
ス キ ャ ナ 測 量

備 考

・現地に標定点（対空標識）を設置
・標定点を写すことで撮影するカ
メラの三次元位置測定が可能（Ｔ
Ｓにて標定点座標値観測）

撮 影

・設定したルートに従ってドローンを自動
飛行させ写真を撮影

解析準備

・使用したカメラのカメラ標定を行い、レ
ンズの歪みの 補正値を計測
・写真に写した既知点と基準点座標値の対
応付け

表-3 本業務で用いた三次元測量
三次元測量

・地形図をもとに運行ルー
ト決定
・撮影高度、撮影間隔、写真
ラップ率等を考慮しルー
トを計画

モデリング

・専用の画像解析ソフトで解析を行い、
三次元モデルや点群などを作成

ドローン

データ出力

・画像解析を行うことで、ＤＥＭや三次
元データ、オルソ画像、点群データな
どが出力可能
・これらのデータを、ＧＩＳソフトやＣ
ＡＤソフトなどに取り込み活用

図-4 空中写真測量の手順
三次元測量自体は、どちらか１手法のみでも可能であ
るが、空中写真測量と地上レーザスキャナ測量を組み合
わせ補完することで、広範囲の点群データＤＥＭ（標高
データ）および、オルソ画像を短時間で効率よく作成す
ることが可能となる。
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(2)地上レーザスキャナ測量
地上レーザスキャナを用いた測量は、計測対象物の三
次元座標データを短時間に高精度・高密度で取得するこ
とが可能な測量である。測定時は、対象ほ場の複数箇所
に機器を設置し、機器から連続的に投射されるレーザー
光の反射を取得して、ソフトウェア上の三次元空間に点
群として地物の形状を再現するものである。

今回使用した地上レーザスキャナ（図-5）の測量精度
は、100ｍの照射距離で±8mm 程度の高い精度で計測が可
能である。しかし、号線道路からの計測となるため、照
射距離が近い道路近傍と遠い農区中央部では計測値の
バラツキが大きくなる。

４．三次元設計
本業務で行った三次元測量結果を用いて、以下の作
業・検討を行い設計で活用した。
(1)オルソ画像の活用

デジタルカメラシステム
精度：＠100ｍ±８mm
測定レート：29,000 点/秒
測定距離：2.5ｍ～1,400ｍ

レーザー照射部

図-5 三次元レーザスキャナ本体
現地踏査

計測計画の策定

標定点の設置・観測

・地上レーザスキャナの設置位置、標定
点の配置 および計測密度などのス
キャニング計画策定
・複数のスキャンデータを標定するた
めの標定点を設置
・ＴＳを使用して標定点座標値を観測

スキャニングデータ取得

・計測計画に基づき、レーザスキャ
ナにより三次元データ（ポイント
データ）を取得

データ解析

・複数のスキャニングデータを，指定する座
標系へ変換するための標定を行い合成
・次にスキャニングデータを加工し活用す
るためにデータを編集

データ出力

・三次元計測データ合成により計測対象物を
ＣＧで再現可能

図-6 地上レーザスキャナ測量の手順
これらの三次元測量より取得した点群データから、オ
ルソ画像、ＴＩＮモデル（点群を線で結び形状を三角形
の網で表現したもの：図-7）等を作成し設計作業への活
用を図った。

図-8 現況・計画合成図と重ね合わせたオルソ画像
オルソ画像に現況地形図、計画図を重ね合わせ区画
割・施設配置等の妥当性の検証に活用した（図-8）
。特に、
地形図のみでは分かりにくい宅地との取り合いについ
て図面上での確認が容易に行えた。
(2)アニメーションによる地元合意形成への活用
三次元ＣＡＤで、区画形状・畦畔・用排水路・農道等
の計画面データ（サーフェス：図-9）を作成し、専用ソ
フト（InfraWorks）で現況の点群データと重ねてアニメ
ーションを作成した（図-10）
。作成したアニメーション
は地元説明会で使用し、合意形成の促進に活用した。

拡大
拡大

図-7 点群データから作成したＴＩＮモデル
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図-9 三次元ＣＡＤソフトで作成した計画面データ
（サーフェス）

① 2 件（4％） ② 1 件（2％）
③ 2 件（4％）
⑩ 12 件（26％）

④ 2 件（4％）
⑤ 3 件（7％）

図-10 アニメーション
⑨ 4 件（9％）

(3)追加で必要となった横断図の作成
施設配置の追加検討が必要となった箇所が発生し、
その際、追加の現地測量作業を行わず、ＴＩＮモデル
から横断図を作成し概略の検討に活用した（図-11）
。

⑥ 8 件（17％）

⑧ 3 件（7％）
⑦ 9 件（20％）

センター

作成したい横断位置

図-12 ＩＣＴ活用対象工事における課題 2)
図-11 ＴＩＮモデル上の横断位置および横断図

５．情報化施工の活用へ向けて
現在の二次元データによる施工のもとでＩＣＴ土工
の導入を行うに当たっては、設計時に作成した二次元デ
ータを三次元データとして新たに作成する必要がある。
このことで時間・労働・費用を必要としＩＣＴ土工普及
の阻害要因となっている（図-12）
。
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本業務ではアニメーションによる地元説明会を行い
合意形成の促進に活用したことから、農区全体の三次
元データを作成している。そこで、設計で作成した三
次元データをＩＣＴ建機に入力できるようにデータ変
換（LandＸＭＬ形式）を行った。
さらに、今後、区画整理設計において三次元ＣＡＤ
のモデル作成が普及した場合、情報化施工の実施に当
たり、三次元データをどの程度作り込むかの目安を明
確にする必要がある。そこで、
「ＣＩＭ導入ガイドライ
3)
ン（案）
」 に記載されているＣＩＭモデル詳細度を参
考に、作り込みレベルによる“区画整理のモデル化の
定義”
、
“サンプル”および、
“情報化施工が可能な作
業”をまとめた「区画整理のモデル詳細度（案）
」を検
討・作成した。
次項に、本業務の中で考察した区画整理のモデル詳
細度（案）を示す（表-4）
。

表-4 区画整理のモデル詳細度（案）
詳細度

区画整理のモデル化の定義

サンプル

情報化施工が可能な作業

対象位置や範囲を表現するモデル

－

・区画割りと施設の配置が分かる程度の矩形形状もしく

100

200

は線状のモデル

対象による概略の影響範囲が確認できる程度のモデル

・整地

・主要な施設を標準的な形状でモデル化

・畦畔築立(進入路、隅切などがな

・農道・畦畔は標準断面でモデル化

い箇所)

・用排水路は平均サイズでモデル化
・現況摺り付け部の盛土・切土をモデル化

300

主要施設の形状が正確なモデル

・整地

・詳細度 200 に加えて主要施設の形状を正確にモデル化

・畦畔築立

・農道の現況道路との取付、進入路、隅切のモデル化

・農道法面整形

・用排水路は正確なサイズでモデル化

・排水路掘削
・用排水路法面整形(付帯施設が
ない箇所)

詳細度 300 に加えて付帯施設及び埋設物を含む全てをモ

・全作業

デル化

400

・用排水路の付帯施設（桝、給水栓、落口など）や管渠
の形状、配置を正確にモデル化
・暗渠の配線、形状を正確にモデル化

設計・施工段階で活用したモデルに完成形状を反映した

500

モデル

６．考察
今後は、三次元測量データおよび、設計で作成した三
次元データを「情報化施工への活用」へとスムーズにつ
なげていくことが必要であり、そのためには以下の課題
が考えられる。
(1)三次元測量の組合せ
空中写真測量および地上レーザスキャナ測量は、植生
の影響、水面の影響、影の影響（トラフの底が測定不能）
などの課題がある。
そこで、測量時期を作物や雑草が生い茂る前の春先や、
収穫後の秋以降に行う等の配慮が必要である。また、各
測量の特性を生かし、空中写真測量で農区全体の測量を
行い、宅地周りや施設の錯そうしている場所等、ドロー
ンによる空中写真撮影が困難な箇所を地上レーザスキ
ャナ測量で補完するなどの工夫が必要である。
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－

－

(2)データの標準化
区画整理の情報化施工を実際に行っている施工業者
への聞き取りで、
「ＩＣＴ建機にデータを入力する場合、
サーフェスが分かれていると不具合が生じるため、三次
元データについてはサーフェスをまとめることを希望
する。
」という意見があった。
現在、道路・河川事業については三次元データの納品
の形式について「LandＸＭＬ1.2 に準じた３次元設計デ
ータ交換標準（案）
」4)が作成されており、標準化が進め
られている。しかし、現在のところ農業部門については
標準化が行われていない。
そこで、農業部門についても標準化を行い、設計段階
の成果内容を明確にする必要がある。
(3)作り込みレベルのルールづくり
三次元モデルを作成する場合、モデルを作成するとき
の作り込みレベルの基準が存在しなければ、モデル作成
の際に受・発注者間の認識の違いが生じ、作業の手戻り

や成果品引き渡しの際に支障が生じる可能性がある。
そこで、
「５．情報化施工の活用へ向けて」で述べた
「モデル詳細度」などを作成し、受・発注者間で共有で
きる標準的なルールづくりが必要と考える。
本業務でアニメーション用に作成した三次元データ
は、詳細度 300 に該当する。
情報化施工に活用する場合、
整地、畦畔築立のみの施工では詳細度 200、農道法面、
用排水路法面も情報化施工で行う場合には詳細度 300
が必要となると考える。
(4) 技術者の育成
現在、農業部門においては、受・発注者ともに三次元
ＣＡＤを使いこなす技術者が不足している状況にある。
また、三次元データを作成する際には専用のソフトや、
大容量のデータに対応し得る高スペックのパソコンな
どが必要となる。
そこで、三次元ＣＡＤを使いこなすことのできる技術
者の育成と、使用するハード・ソフトの環境整備が課題
と考える。
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７．おわりに
昨年に引き続き三次元測量・三次元設計を試行した結
果、特に、３Ｄアニメーションによる地元合意形成の促
進など、今後の区画整理設計において有効な手法である
ことが再確認できた。また、三次元データをＩＣＴ建機
に入力する際のデータ変換、三次元モデルの作り込みレ
ベルについての考察を行い課題の確認ができた。
今後は、設計で作成した三次元データを情報化施工へ
の活用へとスムーズにつなげていく環境が整うことで、
更なる展開が図られることを期待したい。
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