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石垣修復システム

FARO Photon REVSCAN

レーザ
照射口

カメラ 1

カメラ 2

垂直320°×水平360°

122,000ポイント／秒

クラス３R

±2mm（25mの距離）

W410ｘD160ｘH280mm、重量14.5kg

              　　 -

18,000ポイント／秒

クラス2

±0.05mm

W260ｘD160ｘH210mm、重量980g

垂直±20°×水平±20°

2,000 ポイント／秒

クラス１

標準±3mm（100mの距離）

W312ｘD312ｘH205mm、重量12kg 

スキャンニング角 

スキャンニング速度 

レ ー ザ ー 強 度 

測 定 精 度

本 体 サ イ ズ

測 定 範 囲

測 定 装 置

0.6ｍ～120m（測定条件による） ～30cm

長距離型3Dレーザ 近距離型3Dレーザ 非接触ハンディスキャナ

3～350ｍ（350ｍの反射率４％）
～800ｍ（800ｍの反射率20％）

機器仕様

3Dレーザ
イメージングシステム当社は3Dレーザ計測を始めデジタル写真測量、ＣＧ技術等最先端の技術を駆使してあらゆる現場の形状

取得、計測管理において、最適なソリューションをご提案します。
石材1つ1つを3Dレーザで記録し、3次元シミュレーション可能な「石垣修復支援システム」は、
「 第９回 国土技術開発賞(平成19年度）最優秀賞 」 主催　（財）国土技術研究センター（財）沿岸技術研究センター　後援　国土交通省　
「 第２回 ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞 」　主催　経済産業省　国土交通省　厚生労働省　文部科学省
を受賞しました。　　　　
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詳しい資料のご請求やデモの実施などのご希望は、【 krc@krcnet.co.jp 】までお寄せください。



バッテリー充電器

AC電源

3次元モデルにオルソ画像をマッピング。
石垣表面の細かな目地や損傷等が確認できる。
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■ 測定範囲 
４％の反射率で３５０ｍ、２０％の反射率で８００ｍの計測が
可能です。 

■ システム性能 
ターゲットによる合成、モデリング精度は100ｍで約３mm、最
小分解能はスキャン設定とアプリケーション仕様に拠ります。

■取得データの汎用性 
・スキャンデータは、付属のソフトウェアで処理されます。データ
は、XYZの座標値と点群データの受光強度、デジタルカメラで取
得したイメージ画像、操作中に入力した現場情報などで構成され
ます。また取得データは、様 な々フォーマットで出力できます。  

丈夫なバッテリーシステム 
・ホットスワップ機能 
・4個バッテリーで約5時間使用可能 
・4個のバッテリーを同時に使用可能 
・設置、移動の際の再設置も簡単 
・世界中どこでも使用可能なユニバーサルモデル　85-265VAC,50/60Hz 

素早く、簡単に。800mの長距離から3次元データを取得。 3Dレーザ取得データをビジュアルに表現、解析。

■３Ｄレーザスキャナ　 
3Dレーザスキャナは、安全かつ迅速に対象物の3次元デジタルデータを取得
することができます。1秒間に約2000点のポイントデータ（ＸＹＺ座標値、受光
強度）を取得でき、一般的な計測では、10～15分で計測が完了します(120～
150万点のデータ）。計測距離は4％の反射率で350ｍ、20％の反射率で800ｍ
の計測が可能です。3Dレーザスキャナの特性を生かし、ダム等の急峻な法面にお
ける計測、土量計測、文化財等の現状計測などに用いられています。  

■ 3Dレーザスキャナの特徴 
◎面的な高密度計測が可能 
◎短時間計測 
◎人の立ち入りが困難な現場での計測が可能 
◎デジタルデータとしての記録、加工が可能 

■ 3Dレーザスキャナの基本原理 
3Dレーザスキャナは、レーザによる計測対象物とセンサーの間をレーザパルス
が往復する時間を計測することで距離を計測し、同時にレーザビームを発射し
た方向を計測することで、計測対象点の3次元座標を取得するものです。 

■測定モード 
ファーストパルスモードはレーザスポット内の
最近距離を採用し、ラストパルスモードは遠距離を
取得データとします。 

■ 3Dレーザスキャナにより得られる情報 
3Dレーザにより取得するデータは計測範囲内の点群データです。 
各ポイント毎に、取得番号、3次元座標値（X,Y,Z）、反射強度が得られます。 

■ 容易な操作性 
・3Dレーザの操作は一人で行え、特別なトレーニングを必要としません。 
・機器の設置は素早く、簡単です。 
・計測の設定はPDAによるリモート操作が可能で、パソコンを起動する必要が
ありません。 

・計測範囲とスキャン状態はLCDビューファインダーに表示されます。 

■ 丈夫な機器設計 
・機器の大きさはモータドライブのトータルステーションと同等であり、LCDビ
ューファインダーにより、デジタルカメラと同様のビジュアルインターフェイス
を併せ持っています。 

■レーザ光の安全性 
・レーザ光はどの操作モードでもレーザクラス１で動作し、対象物に危害を与え
ることはありません。 

■ 3Dレーザデータ処理ソフト I-Site   Studio 
I-Site Studio（オーストラリア　MAPTEK社製）は、３Dレーザスキャナで取得した点群
データの処理ソフトです。点群データをインポートし、座標変換、フィルタリング、複数ス
キャンデータの合成、点群の面化、断面ラインの作成、切土・盛土数量の算出などの様々
な処理を行います。処理結果は、CADシステムへエクスポートするなど他システムとのリ
ンクが可能な、操作性に優れた多機能処理ソフトです。なお、I-Siteは、Optech社、
RIEGL社、Leica社などの各種３Dレーザスキャナに対応しています。 

■ ソフトウェアの特徴 
・ 取得ポイントの座標管理、ポイント間の距離計測 
・ 回転、ズーム、パンなどの画面操作によるスムーズな表示機能 
・ GPSやトータルステーションから得られた正確な座標情報をスキャンデータに適用可能 
・ 共通のペアポイント指定による複数のスキャンデータを合成
・ オーバーラップ部のデータにより自動合成処理が可能
・2つのサーフェス間の数量計算が可能（土量算出他）

計測データの三次元表示画面

土量ボリューム算定

平面コンター図化

構造物、文化財等の図面作成、
データベース作成

Scanner

P(X,Y,Z)

Z

Y

-X

スキャナに内蔵されている発光レンズからレーザパルスを発射する

Ｚ軸と測定レーザの角度

X軸と測定レーザの角度

対象物に反射したレーザパルスの一部を受光レンズで取り込む

対象物
測定対象物に照射した
レーザスポット

レーザ光

発光と受光の時間間隔
から距離を算出する

XYZ軸はスキャナの
極座標系

計測ピッチ角β
測定範囲α

データ間隔

距離　=　（光速度　×　時間）　／　2 

First
Pulse

last
Pulse

座標管理

サーフェス生成

CAD編集

ビジュアルな形状解析

地形図との合成

3次元エッジ抽出

長距離型3Dレーザ1 2



３次元計測で現場作業を大幅に短縮。めんどうな足場はもう不要です。３次元計測で現場作業を大幅に短縮。めんどうな足場はもう不要です。

鉄骨ブレースなどの耐震壁の３DCG
を合成することにより、耐震補強検討
をすることが可能です。

実測図面の作成

実測図面の作成事例

足場などの仮設検討

３Dレーザ計測により取得した３次元
データから、柱寸法や壁厚などを計測
し、平面図、室内展開図、断面図など
を作成することが可能です。

３Dレーザ計測から作成した図面の精度を検証するた
め実際の設計図との比較、及びメジャー実測による検証
を行いました。その結果、設計図、メジャー実測ともほぼ
同様の結果が得られ、有効性が確認されました。

現場計測からデータの活用までの流れ

3Ｄモデルの活用事例
リニューアル検討

トンネル断面ヘリカル計測 文化財記録保存

耐震補強検討

３Dレーザによる現場計測

３Dレーザ計測により取得した３次
元データから、壁や柱などを任意に
除去することにより、リニューアル時
の構造検討や、空間検討を行うこと
が可能です。

３Dレーザ計測により取得した３次元
データに、足場などの仮設材を合成す
ることにより、３次元的に施工時の仮
設検討を行うことが可能です。

計測対象物（建築物）にデータ合成用ターゲットを設置し、３Dレーザスキャ
ナにより複数箇所から３次元計測を行います。このとき、建築物の外観計測
には長距離型レーザ、室内計測には近距離型の３Dレーザスキャナを使用し
ます。 従来の方法では10日程度かかっていた計測作業が、この方法では、
１～3日程度の現場作業で終了します。

外観計測、室内計測とも、現場において複数箇所から取得した３次
元計測データを合成し、計測対象物（建築物）の３Dモデルを構築し
ます。

STEP２で合成した３Dモデルは、計測対象物をありのままに再現す
るCGモデルです。移動回転、拡大縮小など任意に操作することが可
能で、さらに２点間の距離を計測したり、任意断面を抽出したりする
ことができます。

外観部分の合成データ
(ILRIS-3D）

建築物の３Dモデル
(室内+外観)

▲FARO Photon

室内部分の合成データ(Photon）

任意断面の抽出

距離計測

座標値表示

■計測方法

1～3日 取得データの合成 データの解析と活用

３Ｄレーザ計測による実測図面

平面図 B-B'断面図

4533

4379

26
93

壁の除去

3Dレーザを移動体に
設置し、垂直方向
320°の計測をヘリカ
ル（螺旋状）で行う事
でトンネル断面の変
状を記録することが
できます。

石垣修復支援システム
石垣の石材1つ1つを3Dレー
ザで記録し、3次元シミュレ
ーションにより得られた石垣
修復形状データを用いて、計
測から施工全般を効率的に
支援します。

埋蔵文化財記録システム
遺跡などの発掘調査では、調査によ
り出土した遺物など膨大なデータを
3Dレーザで効率よく取得し、得られ
たデータを一元管理して3次元表示
することが可能な支援システムを開
発しました。
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FARO Photon

作業時間
1～2日
作業時間

１週間
作業時間

建築物のリニューアル工事では、改修計画や見積りの段階で躯体図が必要となります。しかし、竣工図が紛失していたり、増改築
により間仕切りが変更されていたりするため、リニューアル時に計測し直す場合が殆どでした。その場合、測量には人手や足場な
どの設備に多額の費用や時間がかかっていました。
当社では、計測作業に３Dレーザスキャナによる３次元計測を採用することにより、現場作業の大幅な短縮を実現しました。本計
測は、離れた場所から計測できるため、足場が不要で、そのため、足場の設置費用がかからず経済的で、さらに安全性も向上しま
す。また、取得した３次元データにより、平面図、室内展開図、断面図などさまざまな図面を作成することも可能です。

外観

長距離型レーザ

ターゲット

 

360°×320°垂直

垂直±20°×水平±20°

≦約300ｍ

室内

60cm～120ｍ

Photon

近距離型3Dレーザ3 4



 

A-A’ 断面図

B-B’ 断面図

A

A’

B
B’

複雑な形状をかんたん・高詳細に計測

計測原理

大羽目彫刻計測

ポジショニング
ターゲット

カメラ 1

カメラ 2

レーザ
照射口

RevScan
ハンディスキャナ

２台のカメラで、ターゲット座標を計測し、その位
置から機器本体の位置を算出。（ＧＰＳと同じ原理）

ポジショニング
ターゲット

レーザ光
サーフェス

カメラ 1

カメラ 2

RevScan
ハンディスキャナ

レーザを十字に照射し、それぞれの反射光をカメラ 1 と
2 で取得し、座標を取得（三角測量と同じ原理）。取得し
た座標からソフトにより自動的にサーフェスを生成。

ポジショニング・ターゲット
を対象物に貼り、ターゲット
が最低 4 点程度入るようにハ
ンディスキャナをゆっくりと
移動させながら計測を実施。

外壁保存部位を中心に装飾テラコッタ
数箇所について詳細計測を実施。

QuellTechモデルQ4レーザスキャナ

Q4 レーザスキャナを車体に
取付け、移動しながらレー
ルの摩耗などをミリ以下の
精度で計測できます。取得
したスキャンデータから断
面を作成し摩耗状況を確認
できます。前回の計測デー
タと比較し摩耗の進度を知

ることで、効
率の良いメン
テナンスを行
なうことがで
きます。

1. 計測機器位置の取得

重要文化財　歓喜院聖天堂

外壁装飾テラコッタ計測 横浜松坂屋本店

2. 座標の取得（サーフェスの生成）

計測部材一覧

詳細図面
作　　成

計測状況

データ密度

 

 

  

建物解体前に、装飾テラコッタを詳細計測。建替え時に復元される部位の資料として活用。

精巧な彫刻が施された大羽目彫刻の形状、彩色の残存状況（厚さ 0.5mm) を記録。

ハンディスキャナ計測状況

計測対象

計測対象

計測結果

計測結果
計測対象

計測結果

外壁保存部位

計測対象

計測対象

計測結果（サーフェス表示） 一部拡大（ワイヤフレーム表示）

計測結果

計測結果

松坂屋本館外壁

松坂屋外観

計測対象彫刻

ポジショニング
ターゲット

対象が非常に脆く、直接触ることができないため、50mm間隔でポジショニング・ターゲッ
トをメッシュに貼り、それを彫刻の前面にかぶせる。
ターゲットが最低4点程度入るようにハンディスキャナで計測を実施。パソコン上で確認し
ながら計測を行うので、その都度取得した対象の形状を確認でき、計測洩れが発生しない。

取得した三次元データを利
用して、３Dプリンターに
より模型を製作することが
可能。

彫刻を構成するポリゴンは
0.5mm間隔

計測状況

メッシュをかぶせる
計測状況 パソコンでの確認状況

ポジショニング
ターゲット

取得データ

1

1

2

2

実寸模型

彫刻との比較

1/4 模型

模型を
制作しました

ハンディスキャナで

REVSCAN非接触ハンディスキャナ5 6


