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次世代の三次元地質解析システムの開発

西山 昭一＊

Development of Next-Generation Three-Dimensional Geological Analysis System

Syoichi NISHIYAMA＊

Three-Dimensional geological analysis systems have not yet been widely used in the field of civil engineering 
geology because of their unique model-building rules and complex functionality and operation. Recently, with the 
progress of CIM, three-dimensional modeling is increasingly being tested in civil engineering; however, the basic 
ground information is insufficient. On the other hand, precise topographical and geological information is 
becoming available thanks to large-volume laser profiling data and high-quality borehole log data sampling. 
Three-dimensional modeling of ground information, including such information, together with tools for using the 
data quickly and efficiently, is urgently required. This report describes the development of a new three-
dimensional geological analysis system（RAViTS）. The system design is based on our experience in three-
dimensional ground analysis technology and enables civil geological analysis to be conducted quickly. It clarifies 
the data and model structures, and turns geological reconnaissance data and borehole core observation results 
into visual or three-dimensional information, thus creating a real-time realistic three-dimensional geological 
model. 

三次元地質解析ツールは，独特のモデル構築ルールや機能・操作の難解さなどから，土木地質分野での利用は浸
透していない．近年，CIMの提唱で土木建設分野の三次元モデル化が試行されているが，基本情報としてあるべ
き地盤情報は対応の遅れが懸念される．一方で，大規模データのレーザー測量や高品質ボーリングのように，地
形・地質情報の高精度化が進められており，これらの情報も含めて地盤情報の三次元モデル化を推進し，事業に
速やかに，かつ，効率的に役立てられるためのツール整備が急務である．本報告では，新しい三次元地質解析シ
ステム（RAViTS：ラビッツ）の開発結果を報告する．本システムの特徴は，弊社における三次元地盤解析技術
の経験に基づく設計により，土木地質的判断を速やかに行うことを目指したことである．データ・モデル構造を
明確にし，地質踏査データやボーリングコア観察結果の速やかな可視化や三次元情報化をおこない，リアルタイ
ムで現実的感覚のある三次元地質モデル構築が可能である．
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析システムの性能を生かし，地質データの三次元的な
整合性の照査をおこない，成果品の品質向上にも貢献
できる．

1．	 	まえがき

　本稿で述べる三次元地質解析システムとは，様々な
地質解析ツール（ソフトウェア）の集合体と定義す
る．これらを連携させ，土木建設事業に役立てる技術
を三次元地盤解析技術とする．
　国土交通省の推進するCIM（Construction Information 
Modeling/Management）1）は，調査・設計・施工・維
持・管理の各段階で，事業対象の三次元モデルを共
有・流通させる概念であり，そのためのデータ整備や
ツール導入が事業関係者に求められる．最近では，
CIM 対象事業へ三次元地盤モデルを提供する機会も
増えつつあり，地盤情報にも三次元モデル化の必要性
が迫られているといえる．しかし，土木地質分野にお
ける三次元地盤モデルは，依然として特殊な情報表
現・流通手段として位置付けられており，かつ，これ
を構築するための三次元地質解析ツール自体が手軽に
扱える段階にもない．
　そこで，地質踏査によるルートマップ作成時からの
三次元情報化と地質モデリング作業に対応し，高品質
ボーリングコア 2）情報も反映させ，地質技術者が手軽
に使えるような，一貫した技術支援システムの開発に
着手した．
　本稿では，弊社における三次元地盤解析技術の適用
事例より，ニーズや問題点を整理しシステム設計を行
うことで，新しい三次元地質解析システム RAViTS

（ラビッツ : Realtime,Analysis,Visualization,TotalSyst
em）を開発した内容について報告する．

2．	 	三次元地盤解析技術のニーズ

　弊社において，三次元地盤解析技術を適用した事例
の目的について分類したものを表 -1 に示す．主要な
目的は，①三次元可視化により説明性向上や合意形成
に用いる，②調査データから三次元の地形・地質解析
を行う，③三次元地盤モデルを設計やシミュレーショ
ンに二次的に用いることの 3 つに分類できる．
　多くの事例において，「地盤情報の三次元可視化」
が求められている．三次元可視化機能により地質解析
結果と事業対象との相互関係を”見える化”すること
で，説明性を向上させる利点がある．マクロな視点で
情報を俯瞰できるダイナミズムは，三次元可視化ツー
ルでないと成し得ない技術である．
　地盤モデルの二次利用としてのシミュレーション
は，地下水流動系の把握や地盤の揺れやすさ，液状化
危険度予測，構造変形解析などを目的として実施され
る．これらを三次元で評価する場合に三次元地盤モデ
ルは必須の材料である．
　思考作業を伴う地形・地質解析は，事例として少な
いものの，複雑な地質構造が事業に悪影響を与えると
予想されるものや，数多くの地盤情報を扱わなければ
ならない場合に実施されることが多い．三次元地質解

表 -1 三次元地盤解析技術の適用事例
Table 1 Application example of 3D geological analysis technology
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　CIM の場合は三次元 CAD が必須であるため，三次
元地質解析ツールは CAD と連携できる性能が望まし
く，実際にそのようなツールも存在する．しかし，三
次元 CAD は一般に高価であり，短いサイクルでバー
ジョンアップする場合はランニングコストも必要にな
る．
　以上の問題を解消するためには，ツール毎にモデル
構築ルールを理解し，そのための準備作業を正確に行
い，操作を習得するための時間と労力が必要となる．
価格やランニングコスト以外にも，海外製品はローカ
ライズ（日本語化）されていないなど導入時の障壁も
ある．
　これでは，評価が急がれる実務や，顧客の要望が動
的に変化する現場には積極的に使いにくくなる．これ
らが，三次元地質解析ツールの使用頻度を少なくする
主因と考えられる．

3.	2	 空間補間手法の問題点
　離散的なデータの空間補間により地質・物性の分布
を推定することが，三次元地質解析ツールの最大の特
徴である．この空間補間手法には様々な種類があり，
モデルの目的や種類に応じて使い分ける必要がある．
　簡便で再現性の高い手法として Tin（三角網補間）7）

を用いる場合があるが，適用できる場面はデータが密
にある場合に限られる．例えば，航空レーザー測量

（LP データ）のような高密度で取得された標高データ
から地形モデルを作成する場合に適する．しかし，
データ点数が限られる場合は，注意が必要である．
　例えば，LP データから再現された地形面モデルは，
植生・構造物など被覆物の除去処理により残された，
グラウンドデータ（地表面）以上の情報を示すことは
ない（図 -1）．
　一般的な三次元地質解析ツールにおいて地質境界面

3．	 	三次元地質解析ツールの実態

3.	1	 ツールの特殊性と利用の際の問題点
　三次元地質解析ツールには様々な種類が存在し，
PC（パーソナルコンピュータ）単体で動作する製品や
WEB 上で利用できるもの 3）もある．弊社において
も，土木分野における三次元地質解析に対応するため
に，UNIX 用の「GISS」4），Windows PC 用の地盤情
報モデリング・可視化ツールの「IG-Info」5）および

「IGV」6）を開発してきた．しかし，依然として三次元
地質解析ツールの利用・活用は進んではいない．その
原因は，下記に示す，ツール独特のモデル構築ルール
や，ツール自体の操作性の難解さ，ツールの性能限界
にあると考えられる．
　（1）ツール独特のモデル構築ルール
　三次元地質モデルを作るために，完成された地質断
面図や地質層序の存在を前提とするツールが多い．地
質図を作る際には，地質踏査により地形・露頭情報を
記述・記録・整理・統合し，地質構造を分析しつつ地質
層序を組み立てる作業に最も作業負荷がかかる．いわ
ゆる，地質踏査における“現場で考えながら地質図を
作る”プロセスと，このような前提を持つツールは馴
染みにくい．
　根本的に，断面図だけで地質構造を考え組み立てる
ことにも限界がある．一般に，事業における地盤リス
クの検討内容の質や数量に比例して調査量は増加し，
検討すべき地質構造の複雑さは増す．断面などの検討
図面の数も多くなるため，解釈のくい違いや図面間の
不整合が生じ易くなり，それを解消させる作図作業だ
けで相当な時間が必要になる．
　このようなツールは，完成している二次元の地質図
を三次元で可視化するだけの“作図ツール”に過ぎ
ず，地質技術者の思考補助や作業負荷を軽減させるも
のとは言い難い．
　（2）操作性の難解さ
　地質モデルを作成する際に，ツールの性能に依存す
る一定の作業手順を求められる．地理座標系や単位な
どの初期設定，地質境界面モデルの演算に必要な地質
層序テーブルの作成など，操作画面には見えないが確
実に行わなければならない細かい設定が必要になる．
　さらに，いざ使おうとしても，余計な機能が多く操
作が複雑で直感的に使えない，データ整理やモデル計
算処理に時間を要するなどの問題もある．ツール側の
内部処理の都合で実務に沿わない作業ルールが組み立
てられており，地質技術者の思考を補助し拡張するよ
うな性能を満足できるものは少ない．
　（3）ツールの性能限界
　三次元地質解析ツールにもかかわらず，最も作業時
間を要する画面が二次元であり，三次元の画面は単な
るモデルのプレビューでしかないものも多い．これで
は，立体的に可視化・分析が可能な三次元機能の利点
を活かしきれているとはいえない．

図 -1  LP グラウンドデータによる地形の再現性
Fig. 1  Topographic reproducibility of LP ground data
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の補間に採用されるのは，地質境界面同士の演算処理
が簡単な，グリッド（格子）モデルを計算する手法であ
る．例えば，最適化原理 8）やクリギング（Kiriging）9）

を採用するツールが多い．これらは，少ない離散点か
ら自然な形状の曲面を計算する．最適化原理は入力
データと曲面モデルとの平均誤差を計算するので，一
定の精度評価を示すことが可能である．クリギングは
グリッドモデルを計算する前に空間相関性やデータの
異方性を求め，最適な補間パラメータを決定できる．
反面，データの追加や見直しの度にパラメータが変わ
る可能性もある．
　いずれの手法もパラメータの設定根拠や記録が残さ
れていないと再現性は悪くなる．特に，土木事業にお
ける地盤情報は，事業の進展や調査精度に応じて追
加・更新が必要になることが多い．地盤モデル化を担
当する業者も複数にわたる可能性があるため，再現性
の高い空間補間手法を採用することが望ましい．

3.	3	 モデルを評価する際の問題点
　空間補間処理により推定したモデルの信頼性を，定
量的に評価する手法は確立されていない．そのため，
地質技術者の考察を正しく反映できているかが，三次
元地盤モデルを評価する着眼点である．三次元地盤モ
デルの信頼性向上を図るためには，地形形成過程，地
質構造発達史，物理法則や地盤物性などに基づき，演
繹・帰納的に評価する地質技術者の能力が必要とな
る．
　一方，モデルを評価する前段階として，モデルが入
力データを正確に反映しているかのチェック作業は必
須である．このチェック作業を PC モニタ上で行うの
が時間ロスが少なく効率的と考えられる．しかし，三
次元地盤モデルを PC モニタ上で可視化する方式 5）の
表現精度には限界がある．
　例えば，地質境界面に用いられるグリッドモデルの
場合は，本来そのような精度がない範囲まで簡単に補
間してしまう．ソフト・ハードの計算負荷を下げるた
め，計算領域や解像度を制限する場合は，事業が求め
る解像度に簡単に達しない．特に，グリッドモデルに
おけるグリッドの値は補間計算によって理論的に求ま
るものの，グリッド間にある入力データとモデルに
は，図化した際の見かけ上の誤差が生じる（図 -2）．
　三次元地盤モデルの信頼性を評価するためには，
ツール側に入力データと作成モデルを重ねて示す機能
や，誤差計算，断面図・等高線図などの図化機能が必
要になる．なお，技術者は PC 画面で表現される三次
元モデルの仕組みや精度表現について理解しておかな
ければならない．

4．	 	三次元地質解析システムの設計

4.	1	 三次元地質解析支援システムの改善点
　現存の三次元地質解析ツールには多くの課題があ
る．もちろん，弊社で過去開発してきたツールも例外
ではない．ここで，現存ツールの改善すべきポイント
をまとめると次の 3 つと考えられる．
①　 技術者の考えるスピードに追従できる地質解析機

能と可視化機能
②　作業フローとデータ構成のわかり易さ
③　ソフトウェアとしての柔軟性と拡張性
　システムの設計に際して，これらの観点から要求仕
様を整理した．要求仕様に基づきシステムが扱うデー
タ・モデルを単位とした“プロジェクト”の構造を組
み立てた．次に，業務経験上組み立ててきた基本的な
地盤モデル構築ワークフローにおいて，クリティカル
パスを短縮できる部分を検討した．最後に，三次元可
視化に利用するプラットフォームや，モデル作成に必
須な空間補間手法を選定した．

4.	2	 要求仕様の整理
　システム全体の構造を設計するに際し，先の改善ポ
イント毎に整理した要求仕様を表 -2 に示す．

図 -2  グリッドモデルにおける解像度とモデルの再現性　
  ※矢印の観測地点では，計算上の“理論”サーフェスモデル

と“図化”サーフェスモデルには解像度に応じた誤差が生じ
る

Fig. 2  Resolution and model reproducibility in grid model 
  ※ At observation points indicated by arrows, resolution-based 

errors will occur between the calculated theoretical surface 
model and the mapped surface model.
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4.	3	 プロジェクトの構造
　データ構造は直感的に判読できるように，データと
モ デ ル と の 関 係 性 を 明 確 に し た． 具 体 的 に は，
Windows のフォルダを情報の繋がりで階層化し，
データを管理する．フォルダは図 -3 に示す階層構造
とし，材料となる基本データ（地質図面など）と解析
結果のモデルデータとは区別する．モデリングに用い
るパラメータファイルや一次加工データは，モデルと
近い階層として保持する．

4.	4	 ワークフロー
　表 -1 に示す業務経験より，三次元地盤モデル構築
の一般的な流れは次のようになる（図 -4）．

①　 事業の目的や用途を考慮し，必要とされる地盤モ
デルの対象やサーフェス・ソリッド等のモデル形
式・解像度を検討し，構築方法を設計する．

②　 モデル構築に必要な資料を収集，分類，整理し，
モデルに必要な位置情報を地理座標空間にプロッ
トすることで三次元データ化する．例えば，LP
データや地形等高線，柱状図電子データ，地質平
面図および断面図 CAD データに三次元座標を持
たせる．十分なデータが揃えば，地盤モデル構築
に移る．

③　 三次元地盤情報解析により地盤モデルを構築す
る．三次元空間でデータのクロスチェックを行
い，整合性がとれた地層（地質）について対比作
業や地質構造検討を進める．②のデータで情報が
不十分な場合は，地質構造学に従った解釈による
コンター図や断面図を追加作図して用いる．地質
境界のサーフェスモデルを空間補間処理により計
算し，必要に応じて地層ソリッドモデルを作成す
る．構築したモデルは，地質学的な観点で妥当と
判断できれば完成となる．

表 -2 三次元地質解析システムの要求仕様
Table 2  Required specification for a 3D geological analysis system

図 -3 プロジェクトフォルダ構成図
Fig. 3 Project folder schematic diagram
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④　 構築した地盤モデルを元に，三次元可視化資料
や，シミュレーションなどに用いるデータの出力
や加工，地質断面・平面図などの図面を作成する．

　以上のワークフローのうち，システム開発によって
省力化できる部分は②③④である．
　さらに，三次元地質解析システムを用いる三次元地
盤情報解析の作業（図 -4 の③）を詳述すると，図－ 5
の流れになる．③ -1〜3 の作業は地質技術者の判断
がその都度必要になる部分であるため，システム化は
困難である．それ以降の③ -4，5 の作業を省力化する
機能を開発することに注力した．

4.	5	 三次元可視化プラットフォーム
　高性能な三次元可視化・作図・編集機能を一から構
築することは，費用の面から現実的ではない．そのた
め，市販の三次元 CAD ソフトをプラットフォームに
した．
　プラットフォームとして，Robert McNeel & Associates
製の Rhinoceros（以降 Rhino）を採用した．Rhino は

NURBS（non-uniform rational B-spline：非一様有理
B スプライン）サーフェスモデリングに特化した三次
元 CAD ソフトウェアである 10）．
　Rhino はインダストリアルデザイン，建築，造船，
カーデザイン，CAD/CAM，ラピッドプロトタイピン
グ，リバースエンジニアリング，プロダクトデザイン，
マルチメディアデザイン，グラフィックデザインなど
の業界で使われている．SDK（ソフトウエア開発キッ
ト）として Rhino development tools や openNURBS，
Rhino Python が公開されており，Rhino をコアとし
た様々な専門設計やデザインツールも開発・販売され

図 -4 三次元地盤モデル構築フロー
Fig. 4 Flow of creating the 3D ground model

図 -5 三次元地質解析システムの作業フロー
Fig. 5 Flow of operating the 3D geological analysis system
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ている．
　プラットフォームに Rhino を採用した理由は，三次
元 CAD の性能を持つこと，操作性のシンプルさ，習
得し易さ，作図アルゴリズムのオープンソース化，開
発環境の公開や活発な開発コミュニティ 11）が存在す
るため，柔軟性かつ将来性が認められるためである．
さらに，三次元地盤解析への Rhino の導入以来，表 -1
に示したような，多数の三次元地盤モデルの構築実績
がある．Rhino は同種の三次元 CAD よりも比較的安
価に供給され，年間保守費もかからないことからも，
低いランニングコストであると言える．この Rhino
をコアに，フレームワーク機能やデータ I/O，補間・
演算機能を開発した．開発環境は，C#（Microsoft 
Visual Studio 2012）や前述の SDK を使用した．

4.	6	 空間補間手法の選定
　地質境界面を計算処理するために必要な空間補間手
法は，三次元地質解析ツールに採用例が多い最適化原
理 8）をベースとする BS－horizon12）13）を選定した．
　このアルゴリズムは，地質図作図上の制約条件（図
-6）や露頭の走向・傾斜データを利用してグリッドモ
デル（図 -7）を計算し，かつ，入力データとモデルの
平均誤差を計算できる．BS-horizon の入力データは
三次元座標で定義される離散点と地層の走向・傾斜値
であり，出力データは等間隔格子の xyz 座標データ，
入力パラメータおよび誤差計算記録ログとなる．
　オーバーハングモデルの場合はグリッドモデルとし
て 計 算 で き な い た め，Rhino に 実 装 さ れ て い る
NURBS を利用する．この場合は，離散点・曲線・既存
サーフェスエッジなどを入力データとし，出力は
NURBS サーフェスモデル（図 -8）である．
　地形モデルには Tin を用いる．離散点や点群デー
タを入力データとし，出力は三角メッシュである（図
-9）．

5．	 	開発したシステムの機能と性能

5.	1	 プロジェクト作成機能
　システムを起動（図 -10）すると，システムの起動
画面が表示される．この起動画面より，“新規プロ
ジェクト”作成か“既存プロジェクト”の利用かを選
択する．
　“新規プロジェクト”作成を選択すると，指定した
任意のフォルダに図 -3 に示すプロジェクトフォルダ
群が生成される．既存プロジェクトを選択した場合，
該当する個別のプロジェクトファイルを読み込み，既
存プロジェクトで最後に保存した状態が起動すること
になる．

5.	2	 インターフェースの構成と機能
　開発したシステムのインターフェースを図 -11 に示
す．インターフェースでは地質解析やモデリング作業

図 -6 地質図作図上の制約条件
Fig. 6 Constraints in creating geologic maps

図 -7 グリッドモデルの例
Fig. 7 Example of a grid model

図 -8  NURBS サーフェスによって補間されたオーバーハングモデル 4）

Fig. 8 Overhang model interpolated by NURBS surface

図 -9 Tin による地形モデルの例
Fig. 9 Example of topography model by Tin



72 応用地質技術年報　No.34　2015

りがちな機能ボタンを最低限廃し，操作空間である三
次元ビュアを広くした．モデリングに必要な最小限の
機能は，必要な際にマウス中ボタンで呼び出すことに
なる．
　作業中は最前面のタブがアクティブな状態であり，
そのタブ以外の三次元データを同じ空間上で重ねて表
示することができる．この場合，別のタブに該当する
データは誤操作を避けるため修正や編集はできない．
入力データやモデルの構成は階層型レイヤマネージャ

（図 -11 の③）で管理するため，互いに関連するものが
わかりやすく一覧できる．ビュアの空間諸元やデー
タ・モデルの属性情報はプロパティウィンドウ（図
-11 の④）に示される．
　なお，作業空間の座標系はメートル系であるが，測
地座標の管理機能は持たせていない．ユーザー自身が
常に測地座標や三次元空間を意識し，プロジェクトご
とに正しい地理空間座標を認識して欲しい．
　以下，各タブの機能について解説する．

　（1）「地質モデル」タブ
　三次元地質モデルを構築するためのタブである．
　作成できるモデルの種類は，地質境界面モデル，地
層モデルである．地質境界面モデルは BS-horizon を
使用したグリッドモデルと NURBS サーフェスの 2 種
類が利用できる．
　地質対比は三次元空間上で直接行う．走向・傾斜
データは，地形モデル上にマーカーとして直接設置す
る．補間に用いるデータは，補間対象の地質に相当す
るレイヤにまとめて管理する．

単位を想定し，作業単位毎に上段の機能タブ（図 -11
の①）で分類した．タブを切り替えることで，それぞ
れのデータやモデルにアクセスし作業を行うことがで
きる．
　図の最前面に表示されている「地質モデル」タブで
は，システムの主目的である三次元地質モデルを構築
する．ワークフローにおける，より上流側作業の解
析・データ整理機能を順に右側のタブとして配置し，
将来的に機能追加可能な構成としている．
　三次元機能を持つタブには，Rhino の三次元ビュア
が埋め込まれている（図 -11 の②）．専門ツールにあ

図 -10 システム起動画面
Fig. 10 System start-up screen

図 -11 システムのインターフェース
Fig. 11  System interface
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　（6）「コアロク」タブ
　ボーリングコア観察結果の速やかな可視化と電子化
の機能を持つタブであり，三次元のビュアを持たな
い．単独のソフトウェアとして利用する場合を想定
し，コアロク（コア情報を記録するツールをイメージ
したもの）という通称とした．
　コアロクで入力できるデータは表 -3 の項目となる．
操作の流れを図 -13 に示す．コアロクでは，まず，
データ入力の背景図となるコア写真を登録する必要が
ある．単一孔の複数コア写真を自動でつなぎ写真にし
た上で，観察内容のデータを画面上で入力していく．
　コアロクで入力した観察情報は，“コアグラフ”に
て横並びに可視化するため，単一孔の地質状況を定量
的に俯瞰できる（図 -14）．コア写真上に判読情報を
重ねることや，各項目を任意に組み合わせてグラフと
して表示することができる．“コアグラフ”は成果図
として高解像度の画像ファイルを出力できる．
　コアロクで入力したデータは柱状図 xml ファイル
として出力が可能である．また，コア写真を登録後，
既存の柱状図 xml ファイルをインポートし，コアグラ
フを作成することも可能である．柱状図 xml ファイ
ルを介して，三次元柱状図として三次元空間にプロッ
トできるため，「地質モデル」タブ上での三次元対比
分析〜サーフェスモデル計算が可能となる．なお，

　以上のようなデータを用いて，補間領域とグリッド
の解像度等の各種パラメータを設定した後，地質境界
面モデルを計算する．なお，複数の境界面モデルの連
続計算も可能である．地層モデルはグリッドモデルの
演算によって自動で生成することが可能である．

　（2）「地形モデル」タブ
　三次元地形モデルを構築するためのタブである．
　地形モデルは国土地理院の数値標高データや，航
空・地上レーザー測量の点群データ，CAD 等高線
データなどを用いて Tin 補間で作成する．点群デー
タは XYZ の 3 列座標ファイルであれば，ファイルを
インポートし，点群データとしてシステムに取り込ま
れる．

　（3）「構造物モデル」タブ
　三次元構造物モデルを構築するためのタブである．
　構造物モデルは，単純な形状のものから NURBS や
ポリゴンメッシュで作成する複雑なものまで対応でき
る．
　他の三次元 CAD やモデリングツールで作成したモ
デルのインポートも可能である．なお，ミリ単位で作
成されているものについては，メートル単位に尺度変
更する必要がある．

　（4）「平面図」と「断面図」タブ
　二次元の地質・設計図面を編集するタブである．他
の CAD で作成した図面をインポートすることが可能
である．ミリ単位で作成されているものについては，
メートル単位に尺度変更する必要がある．また，作業
モデル対象や，工程毎に図面が変わる場合は，レイヤ
を階層で分類することが望ましい．
　パネルダイアグラムの作成は，「断面図」タブ内で
行う．物理探査断面は GeoPlot よりエクスポートした
ファイルと測線測量結果の xyz 座標ファイルを読込
み，三次元で可視化し色調・コンター・物性値表示が
できる（図 -12）．さらに，探査断面上に三次元曲線を
描写し，サーフェスモデルを計算するための入力デー
タに用いることが可能である．

　（5）「ボーリングデータ」タブ
　柱状図を三次元可視化するためのタブである．電子
納品におけるボーリング交換用データの柱状図 xml

（Extensible Markup Language）ファイルを，三次元
のオブジェクトに変換して取り込む．地質区分やボー
リング名称の表示は標準であるが，柱状の右側に併記
する判定項目（岩級区分，N 値など）を指定すること
が可能である．
　サウンディングデータの場合は，所定のテキスト
ファイルを柱状図 xml ファイルに変換後，同様に三次
元オブジェクト化する．

表 -3 コアロクの入力項目と解析機能
Table 3 Input items and analysis functions of COREROKU

図 -12 物理探査断面の三次元表示
Fig. 12 3D indication of geophysical exploration cross-section
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図 -13 コアロクによる操作の流れ
Fig. 13 Flow of using COREROKU

図 -14 コアグラフによるボーリングコア情報の可視化
Fig. 14 Visualization of borehole core information by COREGRAPH
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6．	 	システムの検証と効果

　（1）データ入力性能
　コアロクは，実務においてコア解析機能を検証中で
あり，本稿執筆時点での処理数は約 70 孔（総計約
9000 m）である．タブレット PC における現場検証も
進めており，土軟硬区分の確認・集計機能を利用し，
顧客とのコミュニケーションにも利用できる可能性が
ある．
　コアロクでは，ボーリングコア観察の段階より速や
かに情報化が可能となった．ただし，表題情報や記事
入力，ボーリング掘進記録入力には対応していないた
め，一旦 xml データで出力した後にシステム付属の柱
状図データ入力ソフトで入力編集が必要となる．

　（2）解析性能
　三次元機能のタブ画面では，三次元データやモデル
をあらゆる視点で確認しながらの情報入力，可視化お
よびモデリングまでシームレスに行えるようになっ
た．
　Rhino の標準機能を用い，オブジェクトに対し，三
次元距離・角度計測，オブジェクト交差計算，面積・体
積・重心計算を少ない手順で行うこともできる．サー

Rhino がインストールされていなくてもコアロクの基
本機能は利用可能である．

　（7）「構造解析」タブ
　露頭などで取得された地質構造データについて，統
計解析を行うタブである．
　基本的なウルフネットやシュミットネット図化，コ
ンターマップ，ローズダイアグラム，大円図化が可能
であり，解析による任意構造データをエクスポート
し，三次元地質解析に用いることが可能である．この
機能も「コアロク」と同様に Rhino がインストールさ
れていなくても利用可能である．

　（8）「データ管理」タブ
　プロジェクトフォルダの構造（図 -3）と内容を管理
するためのタブである．画面では，プロジェクトフォ
ルダの構成とフォルダ内のファイルを表示する．プロ
ジェクトフォルダの追加や，モデルファイルの新規作
成や削除が可能である．また，モデルファイルをプロ
ジェクトファイル（ワークセッションファイル）に登
録することができる．

5.	3	 動作環境
　本システムにおいて，三次元可視化や編集機能をス
トレスなく扱うために望ましい，ソフトウェア・ハー
ドウェア環境を表 -4 に示す．LP のような大容量点群
データよりモデルを作成する場合，点数に比例して処
理時間は増加するため，64bit 環境を推奨する（図
-16）．なお，コアロクや構造解析機能のみを使用する
場合は，32bitCPU でも十分利用可能である．

図 -15 地質構造解析機能
Fig. 15 Geological structure analysis function

表 -4 ソフトウェア・ハードウェアの要求性能
Table 4 Required specifications of software and hardware

図 -16 LP 点群データの地形モデル計算負荷
Fig. 16  Calculation load of LP point cloud data topography model
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くとともに，各種資料の提供や検証作業のご協力を頂
いている．ここに記して感謝の意を表します．
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フェスの形状を速やかに調べる手段としては，等高線
生成（水平，任意方向），ゼブラマップ表示，点とサー
フェスの偏差計算，断面図作成などがある．
　これらは，いずれも三次元ビュア内で手に取るよう
な感覚で，かつ，没入感のある操作が可能である．地
質モデル作成において，これらのチェック機能を適宜
活用できており，三次元地質解析作業は概ねリアルタ
イム処理が可能になったと評価できる．

　（3）短所
　個々のモデルやデータのファイルサイズが増えると
内部連携機能のパフォーマンスが低下する．特に容量
の大きいレーザー測量による地形データの読み込みや
地形モデル作成時にその現象が顕著である．
　このようなパフォーマンス低下の問題については，
現状では 64bit ハードウェアの利用や，モデリング計
画時（図 -4 ①）に分割処理を検討することが望まし
い．
　コアロクでは，コア写真登録に際し，画像補正機能
が無いため，あらかじめ画像処理ソフトで写真の回
転・歪み補正が必要になる．高画質や高品質コア画像
であれば，面構造や礫形状などのトレースが容易であ
ることから，より精度の高いコア写真の撮影技術も求
められる．むしろ，これはデメリットではなく調査
データの質の向上に寄与すると捉えるべきであろう．

7．	 	まとめと今後の課題

　本研究では，三次元地質解析ツールとしての統一感
を持つシステムを開発し，リアルタイムな三次元地質
解析を実現できたと考えられる．明らかになった問題
点については，より一層の手順の簡素化，処理スピー
ド向上，ワークフローや細部のデータ連携の見直しな
ど，適時解消していきたい．
　CIM 対応については，CIM の属性情報も扱えるよ
うに，三次元ボクセルモデルの機能，CIM 属性付与・
管理機能，計測機器，物理探査データとの連携など，
属性データを持つ三次元地盤モデルの取り扱いを目指
したい．
　最後に，本稿表題の「次世代」とする意図は，どの
世代も違和感なく使え，将来性・応用性を持ち，さら
に次の世代につなげられることの希望と考えている．
このシステムを広く普及していきたい．
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