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① 会社紹介
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国際航業株式会社
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1947年設立

資本金167億29百万円

従業員数1,751名

空間情報コンサルティング(空間情報技術

サービス､建設コンサルタントサービス)､

再生可能エネルギー関連事業､防災関連事

業､環境保全事業､社会インフラ事業､マー

ケティングおよび位置情報サービス､その

他



国際航業の計測技術
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リソース 事業分野
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事業展開

社会の課題 ユーザー

気候変動

防災・減災

環境保全

少子高齢化

地方創生

エネルギー

商品･サービス

地

理

空

間

情

報

測量・調査

建設コンサルティング

再生可能エネルギー

防災・減災

ICT

人材

財務

全国ネットワーク

地理空間情報

社会インフラ

防災・
環境保全

グリーン
エネルギー

国内

海外

中央官庁

地方公共団体

各種法人

市民

政府/地方政府

各種法人

行政支援GIS

インフラマネジメント

災害シミュレーション
斜面監視システム

再生可能エネルギー
発電事業

リモートセンシング

まちづくりコンサルティング

防災計画
事業継続計画(BCP)

再生可能エネルギー
開発コンサルティング

位置情報提供サービス

PPP/PFI事業運営

森林保全・水質保全
土壌汚染調査

地域エネルギー事業

事業
機会



企業理念
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国際航業は､地理空間情報技術のリーディングカンパニーとして

エネルギー､社会インフラ､防災・環境保全のノウハウを活かし

安心で安全なまち「グリーン・コミュニティ」を先導します。



② 重点的な取り組み
「i-Construction」
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“i-Construction”
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建設生産システムの生産性向上

魅力ある建設現場へ

建設現場にICTを全面導入

すべてのプロセスを3次元で管理

造成地の３次元データ例
［大成建設株式会社様（気仙沼市防災集団移転促進事業）に

フィールドを提供いただき作成しました］



(国土交通省資料をもとに作成)

建設業界が
抱える課題

プロセス全体の
最適化

i-Constructionが
目指すもの

生産性の
低迷

労働災害

土工等での
生産性向上
の遅れ

労働力
不足

ICT技術の
全面的な活用

規格の標準化

施工時期の
平準化

・一人一人の生産性を向
上させ､企業の経営環境
を改善

・建設現場に携わる人の
賃金の水準の向上を図
るなど魅力ある建設現
場に

・死亡事故ゼロを目指し､
安全性が飛躍的に向上

３次元データの
利活用が必須

i-Constructionの全体像
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起工測量から完成検査までの一連の作業時間が､平均26.1％減少

i-Constructionの実施効果

i-Construction

従来施工

i-Construction 平均日数 44.6日
従来施工 平均日数 60.4日
（平均土量 17.791m3）

(国土交通省資料より抜粋､一部編集)

起工測量～完成検査までの合計時間（平均）

合計時間
26.1％減少
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③ i-Constructionに向けた
国際航業の取り組み
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ドローン測量の重要性
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すべての工程で
3次元データが必須

i-Constructionの鍵は
ドローン測量が握っている

測量 設計･施工計画 施工 検査

ドローンによる
３次元測量

３次元データにより
切土量･盛土量を

自動算出

3次元データで
ICT建機を
自動制御

出来形確認に
ドローンを用い
検査を省力化



国際航業がめざすもの
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ドローンを用いた
3次元測量への参入

i-Construction案件の
機動力向上

ノウハウ
提供

サービス
提供

業務連携

事業領域の拡大､
地元企業の活性化

i-Constructionの
取り組みを先導

国際航業は､ドローンを用いた3次元測量の普及を図り､地域の測量会社・
建設会社と連携しながら､i-Constructionを先導していきます。

地域の
測量会社
建設会社

ドローン
運航技能
の取得

３次元
データ作成の
手段獲得

データ解析
サービス

スクール



３次元データの生成
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3次元のデータ

SfM(Structure from Motion)ソフトの発達により､ドローンで
撮影した写真からの3次元データ生成が実用化しているが､技術
の普及に向けて課題は多い。

SfM

ドローンでの写真撮影

✓ ソフトウェアが高価（数10万円～数100万円）
✓ 写真測量に関するある程度の知識が必要

技術普及に
向けた課題



３次元空間解析クラウドサービス「KKC-3D」
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SfMの3次元データ解析機能をクラウドを介して提供。

ユーザーは特別なソフトを準備することなく､簡単な操作で3次元
データを生成可能。

ドローンでの写真撮影

CLOUD

撮影データの解析
3次元データの作成

3次元データの利活用

UPLOAD DOWNLOAD



建設現場での利用例
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＜動作検証＞

面積 約2ha

写真枚数 約200枚（JPEG）

ファイルサイズ 2GB（10MB/枚）

クラウドサービス処理時間 約3時間

・USBテザリングのノートPCからの
ファイルアップロードに約30分

・アップロードしたあとは完全自動
パターンで処理

・アウトプットデータは「オルソ」
「点群」「DSM」「3Dメッシュ」

［大成建設株式会社様（気仙沼市防災集団移転促進事業）にフィールドを提供いただき作成しました］



アウトプットデータ例
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デジタルオルソ画像

DSM

3Dメッシュデータ

出来形管理図（法面）
［大成建設株式会社様（気仙沼市防災集団移転促進
事業）にフィールドを提供いただき作成しました］



アウトプットデータ例
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［大成建設株式会社様（気仙沼市防災集団移転促進事業）にフィールドを提供いただき作成しました］



④ 「KKC-3D」の構築
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想定されたビジネス課題

• UAVを用いた「i-Constructionと公共測量」市場
を国土交通省を中心に進めているが市場として、
まだどの程度になるか？
– 国発注の土工工事レベルでの市場
– 県、市町村単位での土工工事レベルの市場
– 国発注の公共測量市場
– 県、市町村単位での公共測量市場

20



想定された技術課題

• UAVを用いた「i-Constructionと公共測量」市場
の拡がりは、写真測量技術を如何に誰にでも利用
できるか？に掛かっている。
– UAVを用いた写真測量が重要。

• 写真測量は、高度に専門性の高い測量で精度管理が非常に厳し
く規定されている。

• 専門技術者を組織内で育てるのが難しい。
• UAVを用いて写真測量の精度を安定的に求める撮影方法やデジ
タルカメラの選定が必要

– 計算機の性能も非常にスペックが必要

－高度な写真測量技術の専門家と機材を必要とするー

21



⑤ AWSクラウドの選択
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なぜAWSだったか？
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• AWSのクラウドサービスを選択した理由
– 弊社は、大量の航空写真画像を自社内のサーバーにて管理し、運
用を行っている。

– AWSでは、海外においてもNASAの火星探査機からの画像解析の
実績や、Digital Globe社が衛星画像を全てAWSに移行した実績が
あり、地理空間情報分析領域において優位性がある。

– ドローンによる撮影画像を、専門ソフトが無くても３次元化処理
可能なサービスを構築できるパーツが既に揃っており、環境構築
に時間がかからない。

– AWS Japan社のサポートにより、弊社システムに合った開発会社
の紹介と、AWS構成のコンサルティングサービスをして貰える。



AWS上でのアーキテクチャ
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• 基本Userは、UpとDown 
Loadのみ操作

３次元計測サーバー



技術課題の解決①
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• 日本全国の利用者を対象とするた
め、事業継続性を考えると日本国
内で複数のデータセンターを同時利
用する事が必須。

• 局所的な地震、火災、電源などの
障害を受けても、他クラウドで単一
DCで構築するのとほぼ同等のコスト
で、DCレベルの障害までを想定した
サービスの継続的な運用が可能

Elastic Load Balancing (ELB)
Amazon Relational Database 
Service (RDS)

本システムでは、アベイラビリティゾーン
（AZ）と呼ばれる複数のデータセンタ
ーを利用しているため、万が一片方のデ
ータセンターが利用できなくなったとしても
、サービスの継続運用が可能です。

３次元計測サーバー



技術課題の解決②
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• 処理の負荷に合わせて必要な計算
リソースを柔軟に調整可能。

• 高スペックなサーバーを短時間利用
可能。弊社では、
C4.8xlarge,(36バーチャルCPU)
を利用して短時間に高速処理

• 高スペックのサーバーを自社で購入
、運用する場合の投資リスクと障害
等によるサービス継続リスクを大幅に
低減

• Intel社の最新CPUを継続的に利
用でき、今後世代が変わる度に処
理時間の短縮も可能

オートスケール
本システムは、画像処理アプリケーション
であり、画像処理には高いスペックのマ
シンが必要となります。

オートスケールの機能を利用することで、
高いスペックのサーバを必要なときに必
要な台数起動することができ、コスト低
減が実現できております。

３次元計測サーバー



技術課題の解決③
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• リクエストを受け付ける側と処理実
体の間にSQSを挟む事で、必要な
リクエストに応じて処理実体を起動
させ、効率的に活用できると共に、
仮に処理が失敗しても、再実行ま
で自動で完結させる事が可能

Amazon Simple Queue Service 
(SQS)

「ユーザの画像登録処理」と「画像加工
処理」の間にSQSをかませることによって、
疎結合な処理フローを実現し、SQSを中
継役とすることで、常時起動するアプリケー
ションと、必要時な時に起動するワーカーに
よるコスト低減も実現している。

SQSという完全マネージド型メッセージキ
ューイングサービスと、前述のAZ構成、オ
ートスケールの組み合わせによって、単一
障害点の無い構成となっております。

３次元計測サーバー



得られたメリット
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• AWSの利用メリット
– 短期間でサービスを構築することが可能となった。
（テストシステム立ち上げまでに一か月、リリースまでに三か月）

– 運用面、コスト面で社内のリソースの負荷が少なく、効率化が行えた。
– ドローンによる3次元解析サービスだけで無く、従前の航空写真測量
生産基盤と体制の再構築を進める事ができた。



⑥ AWSクラウドの今後の活用
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i-Construction以外への適用
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3次元データは様々な分野で利用が進んでおり､同じ技術の多用途での活用が可能。

インプットデータは､ドローンではなく手持ちカメラ(スマホカメラ等)の写真でも
利用可能。
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使用機種
「SONY SOL22」

処理時間
約20分

スマホ内蔵カメラで撮影（1枚3MB×27枚）

3次元データ

i-Construction以外への適用



アウトプットデータ例
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今後に向けて
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３次元データの適用分野の拡大
– 今後､さまざまな分野で3次元データの利活用が進む

・i-Construction ・BIM/CIM ・インフラ管理
・建築･不動産 ・エネルギー ・防災･減災
・医療･ヘルスケア ・エンターテインメント ・アパレル など

「KKC-3D」の多用途化
– i-Construction向けだけでなく､他分野向けの機能を順次追加

– 新サービスローンチのスピード･機動力･柔軟性を重視し、引き続き
AWSクラウドを活用




