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ＭＭＳ研究会の目的

１．地理空間情報活用推進基本法 、G空間行動プラン、CALSアクション
プログラム、情報化施工推進戦略等、来る三次元地図普及時代にお
ける、モービルマッピングシステム（以下、ＭＭＳ）の利活用モデ

ルの実証と実業務の展開を行いますルの実証と実業務の展開を行います。

２．ＭＭＳを利用した高精度三次元地図作成の機会獲得活動を行い、
三次元をキーワードとした業界市場の活性化を狙います。

３．パートナー共同参画型の研究会として運営します。研究会メンバー
皆様がメリ トを享受できる『WIN WIN型 の運営を目指します皆様がメリットを享受できる『WIN-WIN型』の運営を目指します。



ＭＭＳ研究会 第１期 会員構成

プロフェッショナルパートナー 22社

岩手県 株式会社 ジェーエフピー

青森県 北村技術 株式会社

サポートパートナー 9社

宮城県 株式会社 テクノシステム

東京都 山下商事 株式会社技 式
宮城県 株式会社 佐藤土木測量設計事務所

東京都 株式会社 コトブキエンジニアリング

東京都 株式会社 ピープルメディア

東京都 中央航業 株式会社

千葉県 株式会社 千葉測器

千葉県 株式会社 ジオサポート

埼玉県 株式会社 埼玉測器社

岐阜県 株式会社 亀太東京都 中央航業 株式会社
東京都 株式会社 八州

東京都 株式会社 オオバ

東京都 第一航業 株式会社
千葉県 株式会社 コーケン

岐阜県 株式会社 亀太

兵庫県 株式会社 神戸清光

広島県 株式会社 ジツタ中国

福岡県 株式会社 水上洋行
千葉県 株式会社 コ ケン

茨城県 株式会社 美豊コンサルティング

埼玉県 株式会社 ヤマト測建

山梨県 疾測量株式会社
静岡県 株式会社 フジヤマ

賛助会員 8社

新潟県 株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟

東京都 三菱電機 株式会社

東京都 オートデスク株式会社静岡県 株式会社 フジヤマ

愛知県 株式会社 メック

愛知県 株式会社ジオインフォマティクス

石川県 株式会社 日本海コンサルタント
大阪府 株式会社 エイト日本技術開発 関西支社

東京都 オ トデスク株式会社

東京都 株式会社 テスコ

東京都 GEOKOSMOS Japan

東京都 鹿島建設株式会社

静岡県 社団法人 日本建設機械化協会 施工技術総合研究所大阪府 株式会社 エイト日本技術開発 関西支社

兵庫県 株式会社 創発システム研究所

島根県 株式会社 トーワエンジニアリング

広島県 株式会社 計測リサーチコンサルタント
福岡県 株式会社 大建測量 ンジ ア

静岡県 社団法人 日本建設機械化協会 施工技術総合研究所

広島県 株式会社 三英技研

東西順

事務局 アイサンテクノロジー株式会社福岡県 株式会社 大建測量エンジニア



2009年度（第1期）活動実績 （研究会・内覧会・展示会）

・ 4月28日 ：第1回研究会開催（東京：国際フォーラム）

MMS研究会 ＊各研究会資料は別紙にまとめておりますので、是非ご確認ください。

4月28日 ：第1回研究会開催（東京：国際フォ ラム）

・ 6月17日 ：第2回研究会開催（横浜：パシフィコ横浜）

・10月23日 ：第3回研究会開催（東京：TKPビジネスセンター）

2月 5日 第4回研究会開催（鎌倉 三菱電機株式会社鎌倉研修センタ ）・ 2月 5日 ：第4回研究会開催（鎌倉：三菱電機株式会社鎌倉研修センター）

MMS内覧会 他 ＊全ての展示会・内覧会へMMS実車展示し官公庁含めた普及活動を実施

・ 6月16～18日：地理空間情報フォーラム出展

・ 6月24日 ：名古屋 ・ 8月 7日 ：東京（山下商事協賛）

・ 8月20日 ：広島（ｼﾞﾂﾀ中国協賛） ・ 8月21日 ：北九州（水上洋行協賛）8月20日 ：広島（ｼ ﾂﾀ中国協賛） 8月21日 ：北九州（水上洋行協賛）

・ 8月25日 ：福岡（水上洋行協賛） ・ 8月27日 ：大阪（神戸清光協賛）

・ 9月10日 ：仙台（ﾃｸﾉｼｽﾃﾑ協賛） ・ 9月29日 ：岐阜（亀太協賛）

11月10日 埼玉（埼玉測機社協賛） 11月21日 新潟・11月10日 ：埼玉（埼玉測機社協賛） ・11月21日 ：新潟

MMS計測業務

2009年4月1日～2010年2月末日の期間において、約30件の走行業務を実施いたしました。



研究会外でのＭＭＳトピック

１．国土交通省“ＮＥＴＩＳ”への登録。発注者の技術認可。

２．発注仕様書へのＭＭＳスペックの指定事例。

３．ＭＭＳ－Ｘのリリース。更なる製品強化。３．ＭＭＳ Ｘのリリ ス。更なる製品強化。

４．周辺アプリケーションの強化。基礎技術→応用成果への発展。

５．高速道路での多くの計測受注実績の計上。

６．業界外での多数の利用事例（自動車業界、インフラ業界等）

７．概略設計、予備設計等実設計での本格的利用事例多数



第2期ＭＭＳ研究会のご加入プログラムについて

■ 2010年度よりプロフェッショナルパートナー様には２つの加入コースをご用意しました。

＊２００９年度同様の加入コースです。

60万円 (税別) ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾊﾟｰﾄﾅｰ

Ａコース

（１）ＭＭＳ利用権利５日間／１年間

60万円 (税別)ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾊﾟ ﾄﾅ

（１）ＭＭＳ利用権利１日間／１年間

＊２０１０年度新設の加入コースです。

60万円 (税別)ﾌﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾊｰﾄﾅｰ

Ｂコース

（２）ＭＭＳ－ＴＲＡＣＥＲ １ライセンス もしくは
WingNeo 3D Advance LT １ライセンス をご提供させていただきます。

＊２０１０年度新設の価格設定となります。

各加入コースのＭＭＳ利用権利日数を超えた利用日数を必要とする場合は追加利用権利が必要となります。

追加利用権利

追加ＭＭＳ利用権利費用 １日：１５万円（税別）



プロフェッショナルパートナー様のご加入特典

ご加入特典
もしくは、Bコースもご選択いただけます

１．Ａコース：ＭＭＳ利用権利 5日間／1年間 （計測費用は別途）

２．会員専用ＨＰ内での提案資料及びツールの利用権利 （ダウンロード）

３．会員専用DVDキットの提供 （営業提案用計測サンプルデータ・動画・画像・資料集）

４．研究会としてのカタログの提供 （営業用MMS研究会資料）

５．メールマガジンの定期の配信

６．ホームページ内での会員企業リストの公開 （各会員様ＨＰへリンク）

７．研究会として地理空間情報フォーラムへの出展 （2009出展終了、2010出展予定）

８．研究会 実証計測データ及び資料の活用

９．会員様向け、後処理等の周辺ソフトウェアの特別価格購入権利

１０．アイサンテクノロジーで受注した計測業務の走行委託もしくはデータ後処理委託
（地区及び走行権利の残日数により 確約はできませんので 予めご了承ください）（地区及び走行権利の残日数により、確約はできませんので、予めご了承ください）



研究会ポータルサイト

こちらのサイトで走行 こちらをクリックしてくださいこちらのサイトで走行
イメージ等の動画をご
覧いただけます

こちらをクリックしてください。



測量測量 設計設計 施工施工 維持管理維持管理

アイサンテクノロジー３Ｄトータルソリューションマップアイサンテクノロジー３Ｄトータルソリューションマップ
～ＭＭＳ～ＭＭＳ33次元計測から３次元ＣＡＤまでをソリューション～次元計測から３次元ＣＡＤまでをソリューション～

測量測量 設計設計 施工施工 維持管理維持管理

33次元次元CADCADソリューションソリューション

地図品質検査ツール地図品質検査ツール

成果例成果例

22次元次元 ２Ｄ平面図２Ｄ平面図施工管理システム施工管理システム

3D3D設計図設計図
情報化施工情報化施工

測量支援ｿﾘｭｰｼｮﾝ測量支援ｿﾘｭｰｼｮﾝ

3D3D ＣＧＣＧ3D3D--ＣＧＣＧ

移動式移動式33次元次元
測量システム（測量システム（MMSMMS））

３次元３次元
３Ｄ点群３Ｄ点群

DrivieSimulateDrivieSimulate
MMSMMSｰーVIEWERVIEWERMMSMMS--TRACERTRACER



精度と表現力向上で“精度と表現力向上で“GG空間”実現空間”実現
20132013年には年には1010兆円市場兆円市場にに20132013年には年には1010兆円市場兆円市場にに

経済産業省経済産業省

『『地理空間情報活用推進基本法地理空間情報活用推進基本法』』施行施行

地図空間の情報整備を推進地図空間の情報整備を推進

生活の利便性向上・新産業の創出生活の利便性向上・新産業の創出
『『GG空間プロジェクト空間プロジェクト』』発足発足


