
MRを活用した開発事例
BIM/CIM/CGプロジェクトにおける
点群データの活用方法
株式会社 悳PCM BIM/CIM/CG推進室



自己紹介と弊社のご紹介

会社名： ㈱TOKU ＰＣＭ
所在地： 岩手県盛岡市
設立： 2012年8月1日
従業員数：7名 （役員2名、従業員7名）
事業内容：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ/ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業、

建設業総合支援・コンサルティング事業、
CIM/BIM推進事業(３Ｄ技術導入支援、
３Ｄモデリング支援、３Ｄ計測支援)等。

事業目的：もの造りを通じて、社会や人々の生活を
より良いものにしたいという理念のもと、

PM/CM事業に積極的に取り組んでいます。

http://www.toku-gp.com

株式会社 TOKU PCM
CM事業部 BIM/CIM/CG推進室
室長補佐 榊原 健二

【講習】

AutoCAD（基礎、応用、3Dモデリング）

BIM（ Revit Architecture、基礎）

CIM（ Civil3D基礎・応用、 Revit structure 橋梁編 、

Infraworks 、Navisworks、など）

CG（3dsMax 基礎）

製造系（Fusion360体験）

http://www.toku-gp.com/


アジェンダ

• Navisworksによる運搬車両の走行シミュレーションの作成方法

• Infraworksにおける無電柱化事業の提案モデル作成方

• Revit、Civil3D、3dsMax、Unity、UnrealEngineによる、歴史的文化財

のVR/MRコンテンツの作成方法

• ArcGISとReCAP、3dsMaxを利用した３次元地図における観光振興/管
理の取り組み



Navisworksによる運搬車
両の走行シミュレーション
の作成方法

• 目的

• トレーラーによる資材の運搬シミュ

レーション

• 危険個所をアニメーションで確認

• 機能

• アニメーション再生・停止

• 軌跡図のOn/Off

• 複数パターンの切り替え



作成方法

現況：DMデータ
道路部：UAV点群からサーフェス化（Infraworks）



UAVから作成したオルソ画像の貼り付け



既存橋梁、トレーラー、資材をモデリング
作成：3dsMax



点群データの重ね合わせ



地形からポリラインに高さを与え、
軌跡図を地形図に重ね合わせ



アニメーション再生しながら、様々な角度で検証



 アニメーション再生中に3Dモデルを動かせるの

で、干渉個所で停止して検討することが出来

た。

 軌跡図のOnOffで視覚的に干渉個所が分かった。

 複数のアニメーションを再生できるので分かり

やすい。

結果



宮古市末広町無電化事
業CG

• 目的

• 住民説明会で無電柱化のイメージCGを

使用

• 複数のパターンを検討

• 計測

• Faro地上レーザースキャナーで計測

• 片側24か所、2日間で計測



作成方法

数値標高5ｍメッシュ
基盤地図情報の立ち上げ



地上レーザで計測した点群の重ね合わせ
点群から道路のサーフェス化、（電柱、建物、ノイズは自動フィルタリング）
点群から道路のオルソ画像重ね合わせ



ReCAPで電柱とノイズの除去



スラローム案の重ね合わせ



10月 当初検討案5パターン



3案に絞り込み



10月 社会実験

市道末広町線整備基本計画



社会実験を踏まえ、スラローム案の修正

宮古市HP
社会実験結果を踏まえ、
設計変更（3パターン）
宮古市HPへの動画掲載



 CGを作成し、無電柱化のイメージが分かりやす

く、複数案の検討をする際に視覚的に分かりや

すかった。

 設計変更での修正も視覚的に分かりやすい

 住民の方に動画見てもらったり、ホームページ

へ掲載するなど、合意形成に有効だった。

活用方法



歴史的文化財の保存
と活用方法

• 当初目的

• 文化財庭園（庭石）図化，
記録保存

• 応用活用方法

• 建物のBIM化（維持管理）

• ゲームエンジンを利用した
バーチャルコンテンツ
（Windows/VR/MR）



計測 UAV



地上レーザー



当初目的
文化財庭園（庭石）
図化，記録保存

• 樹木、建物のフィル

タリング

• AutoCADCivil3Dへ

インポート

• 2Dトレース



応用活用1
建物のBIM化

Revit:点群を参
照してモデリン
グ



シートの作成 立面、平面図



シートの作成 南昌の間、松鶴の間



外構図
トレースしたdwgをインポート



応用活用2
ゲームエンジンを利用したバーチャルコンテンツ
（Windows）

ソフトをインストールする必要はなく、
Windows実行ファイルとして起動します。



作成 Unreal Engine

• 季節切替、ビューの切り替え、家具出現な

ど、ブループリントで作成



クリックすると
家具が出現



ビュー切替：
好きなビューをクリック



季節の切り替え



時間の切り替え



雪のふるライトアップ



地形
• Civil3Dで点群からサーフェス化

• 3dsMaxへインポート

• ポリゴンの間引き、スムージング



Autodesk製品でデータを作成

建物：Revitデータ 池、庭石、石橋、小屋：3dsMax
データ





データの活用方法

• BIM/CIMソフト、CGソフト、

ゲームエンジンのデータ互換性
の問題はほとんどなくなった。

• 点群計測したデータから、庭園
図化、BIM化、バーチャルコンテ
ンツ（windows/VR/MR）として

様々な活用が出来ることが分
かった。



 使用ソフト：Unity（無料）

 検証データ：南昌荘、舟橋

 検証サービス：Mixpace（有料）

 検証データ：南昌荘、舟橋、Revit建築データ

MR開発について



Unity開発

• MR用の開発ツールキットをインポート

• データの取り込み

• 移動・回転・スケールの操作機能追加

• 南昌荘は屋根の取り外し、リセットボタンの追加



MR1 南昌荘 屋根の取り外し



• リセットボタンで元の位置へ、

• 他機能：

• 移動・回転・拡大/縮小



MR2 舟橋



 画像

Mixpaceでも同様に表示することが出来まし
た。



 当初、UnrealからMR作成を試みたが、参考にな

るサイトが乏しく上手くいかなかった。

 MRの場合、Unityのほうがシェアも多く、参考

にできるサイトが多い

 Mixpaceは有料のサービスだが、開発する時間が

かからないので便利。カスタマイズして機能追

加することは出来ない。

結果



3次元地図による観光
振興/管理



 ご不明点・ご質問がございましたら、以下まで

ご連絡ください。

ご清聴ありがとうございました。

株式会社 TOKU PCM（悳 GROUP） ~ 復興のために~
CM/PPP/PFI/建設事業総合マネージメント
BIM/CIM・CG推進室 室長補佐 榊原 健二

岩手県盛岡市南大通 3-9-46 2F
http://www.toku-gp.com
Phone  019-681-6303 Fax 019-681-6304
Email  k-sakakibara@tokupcm.com
受付時間：10:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

http://www.toku-gp.com/
mailto:k-sakakibara@tokupcm.com
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