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土木＆測量の「最先端」が視える！ 理解る！ 新情報誌｜コンスト・マグ｜
み わ　 か

C o n s t r u c t i o n  M a g a z i n e

発進！ i - C o n s t r u c t i o n

◎お問合せは、カスタマサポートセンターまで 【受付時間】9：00～12：00／13：00～18：00
※土曜、日曜、祝祭日、弊社指定の休業日は除きます。0570-550-291

上記ナビダイヤルは福井県坂井市に着信し、着信地までの通話料はお客様のご負担となります。また、通話料金につきましてはマイラインの登録に関わらず、
ＮＴＴコミュニケーションズからの請求となります。携帯電話からのご利用の場合は20秒ごとに10円の通話料がお客様のご負担となります。
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測量CADシステム TREND-ONE【トレンドワン】

i-Construction 動き出す土工現場の生産革命

21 Present

C O N T E N T S

発 進！
i - C o n s t r u c t i o n

2015年11月に国土交通省が打ち出したi-Constructionの

取組みは、2016年4月に始まった新年度と共に、全国の各地方

整備局の活動を中心に着々と準備が進められています。また、

他方ではこれに先立つ試みとして、全国各地でICT土工への多

彩なチャレンジも急増しています。そこで今回のCONST-MAG

では、いよいよ本格的な展開が始まったi-Constructionを大

特集！ あらためてそのポイントを概説、展望していくとともに、い

ち早くこれに着手・推進している全国各地の建設会社9社の取

組みを、その生の声と共にご紹介します。

発進！ i-Construction

04 福井コンピュータ製品をフルに活用し i-Constructionで「儲かる現場」を作る

18 教材動画DVDのご紹介／スキルアップスクール開講中！／活用事例  東急建設株式会社

20 TREND-イラストコンテンツ／次号（vol.5）からのご提供方法について

17 測量CADシステムを全面リニューアル 64bitアプリケーション化と使いやすさを追求
NEW

#01

13 全国i-Constructionソリューションセミナーを開催しました／i-Constructionスペシャルサイトがオープン！

14 “i-Construction”を強力に支援する 福井コンピュータソリューション

16 アイコンサプリBOOK 先着300名様にプレゼント！

VOL.04 AUTUMN 2016

やんちゃな土木ネットワーク（YDN）

05 実現場での多彩なチャレンジを通じて 「ICT技術の全面的活用」をいち早く実践
#02 株式会社 大林組

06 i-Construction現場のエキスパートへ！ 技術者全員を着実にスキルアップしていく
#03 株式会社 加賀田組

07 3Dへの拡張性豊かなEX-TREND武蔵を核に 現場に合わせたICT技術の活用に取組む
#04 鉄建建設株式会社

08 中部地整初のi-Construction導入現場で 試行錯誤しながら情報を集め技術向上を推進
#05 信藤建設株式会社

09 自らドローンを飛ばし3次元測量に挑戦！ 1年がかりの取組みをノウハウとして蓄積
#06 村本建設株式会社

10 より優れた3次元データ活用法を目指し i-Conモデル現場で挑む多彩なチャレンジ
#07 カナツ技建工業株式会社

11 若者と女性の力をフルに生かしながら どこよりも早いICT施工の確立を目指す
#08 株式会社 山全

12 蓄積したi-Constructionの技術を生かし 新ビジネスの開拓にも挑戦していく
#09 日新興業株式会社

MIYAZAKI MIE

TOKYO

IWATE

NIIGATASHIMANE
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TOKUSHIMA
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ICT技術の
全面的活用
（ICT土工）

規格の
標準化

（コンクリート工）

施工時期の
平準化

■ i-Construction 3つのトップランナー施策

●ドローンによる
　3D測量＆検査
●ICT建機による
　自動制御施工

●現場打ちの効率化
●プレキャストの進化

●閑散期と繁忙期の解消による
　労働環境の改善

i-Construction

従来方法

測量の実施 設計図から施工土量を算出 設計図に合わせ
丁張り設置

検測と施工を
繰り返して整形

丁張りに
合わせて施工

書類による検査

これまでの情報化施工
の部分的試行

▶平成２８年度から
　 導入する
　 主な新基準の例

測量

測量

施工 検査

検査

設計・施工計画

設計・施工計画 施工・施工管理

平面図 横断図縦断図

３次元データ
作成

重機の日当たり施工量 約1.5倍
作業員 約1/3

2次元データ
作成

【検査方法】【３次元データによる出来形管理】
（従来）（従来）

（改訂後）

（従来）

（改訂後）

施工延長
200mにつき
１カ所検査

施工延長40m毎の
管理断面で高さ、
幅、長さを管理

（２次元の平面図）

（３次元測量点群データ）
現地検査はTSや
GNSSローバーを活用

３次元の点群データにより
設計データとの差分を管理

土木工事検査技術基準の改訂土木工事施工管理基準の改訂
【測量成果】

ドローンを用いた公共測量マニュアルの策定

▶新たに導入する15の新基準及び積算基準
名称 新規 改訂

ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）
調査・測量
設計

施工

検査

1

3次元設計データ交換標準（同運用ガイドラインを含む）3
ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）の推進に関する実施方針4

土木工事共通仕様書 施工管理関係書類（帳票：出来形合否判定総括表）7
空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）8
レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）9

空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）13
レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）14

電子納品要領（工事及び設計）2

土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値）5

地方整備局土木工事検査技術基準（案）10
既済部分検査技術基準（案）及び同解説11
部分払における出来高取扱方法（案）12

工事成績評定要領の運用について15

土木工事数量算出要領（案）（施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案）を含む）6

ＩＣＴ活用工事積算要領積算基準

●

●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●
●
●

●

●

●

（改訂後）GNSSローバー等

3つのトップランナー施策を原動力に

　国土交通省では、2016年4月よりICT活用

工事（土工）の全面実施による、建設現場の生

産性向上を目指すi-Constructionを稼働しま

した。その背景には、少子高齢化の進行ととも

に進みつつある建設現場の労働力減少を補

い、生産性を抜本的に向上させる生産性革命

という狙いがあります。この稼働にともない、

国土交通省は3つのトップランナー施策を打

ち出しました。

❶ICTの全面的な活用（ICT土工）

❷全体最適の導入（コンクリート工の規格の

標準化等）

❸施工時期の平準化

　❶はドローン等による3次元測量や検査、3

次元測量データを用いた設計／施工計画、

ICT建機による自動制御施工など、多岐にわた

る土工事の各フェーズで3次元データを活用

し、トータルな生産性向上を目指そうというも

の。❷全体最適の導入は、規格の標準化が遅

れているコンクリート工等において、鉄筋のプ

レハブ化・型枠のプレキャスト化等の効率的な

工法で省力化・工期短縮を図ろうという施策

です。さらに❸施工時期の平準化は、年度末に

工期末が集中しがちな公共事業の施工時期を

平準化させ、繁忙期／閑散期の振れ幅を押さ

え、技能者の遊休を無くしていきます。国交省

では、この3施策の推進により1人あたりの生

産性は約5割向上すると考えています。

　この3施策のうち、特に❶ICTの全面的な活

用（ICT土工）は、情報化施工の実績から抜本

的な生産性向上が期待されています。また、事

業者にとっても大きな変革が求められる施策

であるため大きな注目を集めています。

　この「ICTの全面的な活用（ICT土工）」とは、

測量、設計／施工計画、施工、検査の全てにお

いて、3次元データの幅広い活用を目指そうと

いう取組みです。測量段階ではドローンによる

空中写真測量などにより、効率的に面的（高密

度）な3次元測量を実施。設計／施工計画段階

では、取得した3次元測量データ（現況地形）

を活かし設計・施工計画を作成。切土、盛土等

の施工量もこのデータから自動算出します。こ

うして作られた3次元設計データは、施工段階

でICT建設機械に送られて現場のIoT化を実

現。ICT重機は自動制御により効率的かつ安

全に施工します。さらに工事完了後もドローン

等による3次元測量を実施するなど省力化が

図られるのです。

3次元データによる15の新基準を導入

　2016年3月、国土交通省は「ICT技術の全

面活用（土工）」に関する実施方針を発表しま

した。これは土工の各プロセスで、紙図面が

前提だった従来の基準類を全面的に見直す

とともに、3次元データによる15の新基準の

導入を表明するもので、合わせてICT土工を

導入・活用する上で必要となる、経費計上の

ための新積算基準と発注方式についても説

明しました。

　こうして平成28年度から導入された15の

新基準から、代表的なものを紹介します。ま

ず、調査・測量、設計分野で明確な基準がな

かったドローンによる公共測量に関して、新

たに「UAVを用いた公共測量マニュアル

（案）」を策定。また、施工関連では「土木工事

施工管理基準（案）」も、出来形管理基準及び

規格値に関する箇所を大きく改訂し、ドロー

ンなどで測量した3次元の点群データと設計

データとの差分による管理が明確に定められ

ました。さらに「地方整備局土木工事検査技

術基準（案）」も改訂。これにより現地検査も

トータルステーションやGNSSローバーの

利用により合理化が図られます。

　一方、ICT土工用の新積算基準は、ICT建

機のリース料などに関して新たな積算基準を

策定しようというもの。既存の施工パッケー

ジ型積算基準をICT活用工事用に係数など

で補正する積算基準となっており、そのポイ

ントは以下の3点です。

●対象工種：土工［掘削、路体（築堤）盛土、路

床盛土］、法面整形工

●新たな追加等の項目：ICT建機のリース料

（従来機種からの増分）、ICT建機の初期導入

経費（導入指導経費を当面追加）

●従来施工からの変化項目：補助労務の省力化

に伴う減少、効率化に伴う日当り施工量の増加

　続いてICT活用工事の新たな発注方式で

すが、土工工事の全てをICT活用施工対応工

事としていくことを目指すもので、基本的な

考え方としては、大企業を対象とする工事は

ICT活用施工を標準化し、地域企業を対象と

する工事についても施工者自身の提案によ

る「手上げ方式」から順次標準化していく計

画です。実際の発注については、以下の3方

式で実施されることになります。

●発注者指定型：ICT活用施工を前提に発注

●施工者希望 I 型：総合評価においてICT活

用施工を加点評価

●施工者希望II型：契約後、施工者の提案・協

議を経てICT活用施工を実施

　これにより、発注された工事はICT活用工

事積算が適用され（施工者希望I・II型は施工

者の提案・協議を経て設計変更により適用）、

さらに、こうして実施されたICT活用施工は

工事成績評定において評価されることになり

ます。

既に始まっている現場の生産革命

　こうした施策により、ICT活用の取組みは

急速に活発化しつつあります。すでに全国

109件のICT土工の工事公告が行われ

（2016年6月10日現在）、平成28年度内に

公告予定のICT土工の工事は総計約410件

に達しました。さらにICT対応技術者・技能労

働者を育成するため、国交省では全都道府

県の合計200カ所において講習・実習の実

施計画も進めています。

　一方、事業者側の取組みもひと足早く活発

化しています。大手ゼネコンのみならず地方

の地場ゼネコンにおいても、すでに数年前か

らドローンを活用した工事写真撮影や空中写

真測量へのチャレンジを開始していた企業も

多く、ここ1年ほどでその社数は急増してい

ます。もちろんICT建機の活用についても、情

報化施工やCIMの取組みからマシンコント

ロールやマシンガイダンスを導入・運用して

いる企業が数多くあります。

　いち早く新基準等を策定して新施策を

次々打ち出している国交省の姿勢からは、こ

のi-Constructionに対する「本気ぶり」が強

く感じられます。今後、前述した15の新基準

や新積算基準の運用が本格化していけば、ド

ローンを用いた測量はさらに拡大して3次元

測量が一般化し、ICT建機による施工も当た

り前のものとなっていくでしょう。これととも

に検査日数は大幅に短縮され検査書類は削

減されて、土木建設工事の一連の流れがトー

タルに効率化。生産性が向上していくのは確

実だといえるでしょう。首都圏と地方とを問わ

ず、建設業に関わる事業者全てにとって、い

まや紛れもない「革命の時」が始まっているの

です。

i -Construction発進！

i-Construction
動き出す土工現場の生産革命
2015年11月、国土交通省は「i-Construction」と名付けた新たな取組みを発表しました。

これはICTの全面的な活用等の施策により、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理、改

修・建て替え等に至るあらゆる建設生産プロセスの生産性を大きく向上させようという取

組みです。新年度を迎え、各種のマニュアルや新基準（案）等も次々発表されるなど、いよ

いよ本格的に動き始めたi-Constructionの最新動向を紹介していきます。
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改善でなく「カイゼン」の意識で取組む

――業界に先駆けてi-Constructionにお

取組みですね

杉浦氏　4月に国土交通省からi-Construction

という概念と基準（案）が発表されましたが、

私たちはその翌5月にはi-Constructionの3

施策の一つ「ICT技術の全面的活用」で示され

た、受注者側で実施しないとならない17のプ

ロセスのうち15までのプロセスチェックを終

えていました。17のうち2つ残したのは「発注

者との協議」に関わるものなど、実際にICT活

用工事を受注しないとできませんからね。

――これは実験場で行ったのですか？

杉浦氏　いえ、3次元測量やICT建機での施

工を実験場で行ったら現実と乖離してしまい

ます。今回に限らず、こうした場合、当社はい

つも本当に稼働している現場で行っているん

です。今回も竣工前の現場で「本当にここで

これを使ったら、現場はできるかな？」と話を

持ち込み、実施させてもらいました。

――いち早い取組みから見えてきたものは？

杉浦氏　いろいろありますが、最も重要なの

は、4月に国土交通省から出された15の新基

準の中に現場における生産性向上に対し、一

部分でカイゼンが必要と思われるものがあっ

た点ですね。たとえば「空中写真測量（無人航

空機）を用いた出来形管理要領（案）」で、そこ

に記された基準に則ってやろうとすると明らか

に生産性が落ちるという結果が出たのです。

――具体的にはどんな検証を？

杉浦氏　これはドローンによる撮影画像を点

群データ化し出来形管理に使う技術ですが、

課題になったのはドローンによる空中撮影に

関する仕様です。当社では2年近く前から福

井コンピュータのTREND-POINTを用いて

これに取り組んでおり、必要な精度のデータ

を得るための空中撮影の焦点距離や地上解

像度、ラップ率、飛行速度等について独自の手

法を確立しています。ところが国土交通省の

新しい要領（案）で示された基準に基づいて

行うと、作業の仕様や同じ面積の計測に必要

な作業時間など、相当に厳格かつ膨大な手間

がかかってしまうのです。そこで今回、当社の

手法と基準（案）の手法で精度にどれだけ差

が出るのか、竣工前の現場で検証してみました。

――結果はどのような？

杉浦氏　同日同時間帯にいろいろ条件を変

えながら飛ばしたところ、国土交通省の基準

（案）に合わせると30分で約1,000枚の撮影

が必要だったのに対し、当社の手法なら飛行

時間は3分、写真も約160枚で完了しました。

しかも、3Dレーザスキャナーとの面的比較で

も大きな精度差は見られません。この問題に

ついては、業界も交えて国土交通省と「カイ

ゼン」を求め打合せしていく予定ですが、当社

の手法の方が明らかに効率的だと思ってい

ます。他にもこうした問題が隠れている可能

性もあるので、引き続き検証も続けています。

――そこまで先進的かつ徹底して試行でき

るのは御社ならではですね

杉浦氏　新技術であるドローンの空中撮影

の精度検証は別として、ICT技術の活用は地

場ゼネコンでも十分できますし、実際多くの

地場ゼネコンの方が進んでいます。地場ゼネ

コンの場合、自分たちでデータを作ってICT

建機に入れ、自分たちで動かします。だから

ICTの良い所も悪い所もすぐ分かるし、ICTが

便利だと実感できるんです。これは福井コン

ピュータの製品作りにも共通していますね。

――福井コンピュータ製品との共通点とは？

杉浦氏　実際の施工現場のニーズを取り入

れて、製品作りに反映させてくれる点です。た

とえば点群処理の使いやすいソフトがほしい

と言えば、TREND-POINTができてくる。い

わば施工者目線の製品作りが、より良いソフ

トを産み出しているんだと思います。

――「これから」の方へメッセージを

杉浦氏　i-Constructionの取組みは「カイ

ゼン」です。漢字の「改善」でなくカタカナの

「カイゼン」。悪いものを直すのでなく、今あ

るものをより良くしようというトヨタ方式の

考え方で、この「カイゼン」は国土交通省の報

告書でも使われている文言なのです。つまり

i-Constructionは、今までのやり方でもでき

るが、それをさらに良くしていこうという取組

みに他なりません。この意識を強く持ち、とに

かく「やれることは、自ら手を動かし今すぐやっ

てみる」ことが最も大切だと思っています。

i-Construction対応は大きな分岐点

――YDNの取組みはどのようなものですか

大矢氏　ざっくりいうとYDNは学校なんで

す。それもメンバーみんなが先生であり生徒

でもある学校。そこには幾つかのカテゴリが

あって、たとえば地盤改良や空撮など、メン

バーは興味のある分野に参加して、新しい情

報や発見を活発にやりとりするんです。面白

いのは、このネットワークが外の世界にも拡

がっている点。空撮部がドローンのスペシャリ

ストを招き、プロカメラマンやレーザスキャン

の達人に参加してもらい、最先端のノウハウ

も豊富に共有するようになっています。

――公的な集まりで発表する機会も多いとか

松尾氏　業界でi-Constructionが話題に

なってから、大矢さんと2人でいろいろな所に

呼ばれて話す機会が増えました。大手ゼネコ

ンや省庁でプレゼンを行うなんて、とんでも

ないことをしている実感がありますね。もっと

も自分たちは、それほどすごい取組みをして

いるつもりはないのですが……。

大矢氏　実際、私が3次元施工を始めたのは

15年も前の2001年から。つまりドローンや

TREND-COREを使ってやっている今の手

法も、昔から続けてきた取組みの延長線上

に過ぎません。業界は「アイコン、アイコン

（i-Constructionの略称）」と賑やかですが、

私たちはメンバーの得意分野を蓄積している

ので、さほど難しい作業ではありません。そし

て、国が後押ししてくれていることは、とても

励みになります。

――実際は悩んでいる方も多いようです

大矢氏　もし10年前に「i-Constructionを

やれ」と言われたら大変だったでしょう。でも

いまは全く怖くない。設備が整っていて何も

難しくないからです。TREND-COREや

TREND-POINT、武蔵などの福井コンピュー

タ製品はもちろん測量機器も進化し、ドロー

ンも安く入手できます。これらを使えば、もは

や決して高いハードルではありません。

松尾氏　皆さん「i-Constructionは大手

企業の技術」みたいな先入観があるようです

が、本当はすごく身近に使える技術なんです

よ。私なんて今では測量関係はほとんどドロー

ン。民間の戸建ての現場でもドローンを飛ば

しTREND-POINTで点群処理して、面積を

測ったり土量を計算したり……実際、小さい

現場もすごく楽になりました。

――聞いていると簡単そうに聞こえます

大矢氏　いや、本当に簡単なんです。たとえ

ばi-Construction作業の核になるツールの

一つであるTREND-COREは3次元のモデ

リングソフトですが、ものすごく簡単に3Dモ

デルが作れます。極端な話、道路の中心線形

さえ入れてしまえば道路のモデリングもあっ

という間。2DのCADを触ってた人なら、すぐ

にできてしまうでしょう。

――それでも設備を揃え操作を学ばせると

　　なると会社としては大変です

大矢氏　まさにそこが分岐点なんですよ。た

しかにバックホウのようなものに比べ、測量

機器やソフトウェアの費用対効果は見えにく

いものです。だからこそ、その会社の経営者

の器量が試される。業界動向を捉え、将来を

見すえた判断ができるかどうか……。

松尾氏　その意味で、i-Constructionは一

種のふるい分けの始まりなのかもしれません

ね。業界は3次元化へ向け急速な変革が進ん

でいるわけで。「まだ国交省レベルだから」と

か「県や市に降りてきたらやろう」なんて言っ

てたら、ふるい分けられかねません。

――i-Constructionの作業を外注してし

　　まえば良いのでは？

大矢氏　それは「他人の技術を買う」という

ことで、自分たちにとって面白くないしスキル

も上がりません。何よりそれをやると利益を

持っていかれてしまうのが問題です。

松尾氏　実際にそれをやっている企業もあ

りますが、そういう所は「i-Constructionは

儲からない」とか「効率が悪い」とかよく言わ

れます。でも、前述した通り、環境さえ整えば

ぜんぶ自分でできる技術なんです。そして、

自分でやれば確実に効率化でき、利益率も大

きく向上する。儲かる現場になるんです。

大矢氏　何度も言う通り、すでに環境は整っ

ているわけで。後は「やるか、やらないか」そ

れだけなんですよ。

株式会社 大林組
土木本部
本部長室 情報技術推進課長

杉浦伸哉氏

株式会社正治組
土木部 部長

大矢洋平氏
株式会社山口土木
取締役 統括技術部長

松尾泰晴氏

実現場での多彩なチャレンジを通じて
「ICT技術の全面的活用」をいち早く実践

▶やんちゃな土木ネットワーク（YDN）

福井コンピュータ製品をフルに活用し
i-Constructionで「儲かる現場」を作る

＞＞#02 株式会社 大林組＞＞#01 やんちゃな土木ネットワーク（YDN） i -Construction発進！

【活動内容】土木技術に関する問題解決手段や
新商材の情報、新規事業情報など情報共有他
【メンバー】●㈱正治組 ●㈱藤本組 ●㈲丸中建設
●㈲光南台土建 ●㈱山口土木
●炭平コーポレーション㈱松本支店 ●㈱田上重機開発
●松嶋建設㈱ ●㈱tsuji ●㈱富士建 ●㈱道端組
http://ydn.shizuoka.jp

TREND-POINTによる土量計算

検証を行った岩手県の現場

やんちゃな土木ネットワーク（YDN）は、全国の土木会社に勤務する技術者有志による技術研鑽と

情報共有のためのネットワークです。土木業界はもちろん、多彩な分野のスペシャリストと交流し技

術・ノウハウを蓄積。i-Constructionの流れを先取る技術集団として業界でも注目を集めています。

そんなYDNの創設者の大矢氏（正治組）とメンバーの松尾氏（山口土木）にお話を伺います。

わが国を代表するビッグゼネコンとして建設業界を牽引し続けてきた大林組は、i-Construction

に関わる取組みにもいち早く着手し、業界をリードし続けています。そんな同社の取組みを主導す

る情報技術推進課長の杉浦伸哉氏に、業界最先端を行く「ICT技術の全面的活用」について紹介い

ただきます。

i -Construction発進！

▶株式会社 大林組
創業／1892年1月　資本金／577億5,200万円
代表者／代表取締役社長　白石 達
所在地／東京都港区　
従業員数／8,402名（2016年3月末）
http://www.obayashi.co.jp
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選択のポイントは3Dへの拡張性

――情報化施工やi-Constructionへの

取組みを積極的に進めておられますね

竹中氏　弊社に限らず担い手不足が進む

中、限られた人員でしっかり工事を行っていく

には、生産性の向上が重要なテーマです。そ

のための取組みの1つがEX-TREND武蔵の

導入であり、i-Construction対応といえるで

しょう。

――EX-TREND武蔵の選定理由は？

竹中氏　i-Constructionを進める上で重要

なカギが3Dです。武蔵はこの3Dへの拡張性

に優れ、TREND-POINTやTREND-CORE

といった3Dツールとも緊密に連携できます。

また、鉄道分野に強みを持つ当社では、駅舎

改良や鉄道施設改良など既存施設を使いな

がら新しいモノを加える・改良する工事が多

く、3Dによるシミュレーション等が役立つと

期待しています。

――武蔵の普及状況はいかがですか

竹中氏　常時100以上の現場が動いている

ので、一気に普及させるのでなく新しい現場

の立上げに合わせて導入する形で進めてい

ます。年内には約80現場まで展開し、来年度

中には全現場へ武蔵を普及させます。また、

特に力を注いでいるのが教育です。武蔵導入

時には各現場へ講師を派遣して機能説明の

研修会を行うほか、教材動画も導入しました。

動画はＥラーニングシステムにより各現場で

自由に視聴し、操作を学べます。また、若手対

象の集合研修でも武蔵の講習を予定してい

ます。

――現場での活用状況はいかがですか

三瓶氏　昨年10月から武蔵導入現場が動き

始めていますが、とても好評ですね。特に武

蔵の場合、図面上で座標計算まで行える点

が、現場で重宝がられているようです。また、

合わせて導入したX-FIELDも想像以上に活

用されており、皆がタブレットPCに図面を入

れて現場へ持ち込んでいるようです。

竹中氏　電卓でなくタブレットで計算するよ

うになってミスも減りました。図面上でチェッ

クしながら実際の現場で確認できるので、効

率が上がるのはもちろん、測量ミス等のトラ

ブルも防げるのです。これは本当に効果的な

ので、講習会では必ずこのX-FIELDの機能

説明も行っています。

――3次元測量はお試しになりましたか

三瓶氏　間もなく着工する現場で点群測量

を行う予定です。広島のいわゆるスマートイ

ンターチェンジの土工事で、山を削ったり盛

土したり手間のかかる工事になりそうです。

点群測量にドローンを使うか、それとも3Ｄス

キャナにするか、これから現場と検討します

が、いずれにせよ点群を取って3D化し、測量

の方へ生かしていく予定です。

竹中氏　現場はまだ草茫々の状態なので、ま

ず草木を取り除いてから点群測量を行い、そ

のデータを使って3D図面にします。さらにそ

れを建設CADに落し込んでいくという段取り

になります。このあたりの流れは現場の状況

によりまちまちですが、とりあえず対応できる

だけの体制は整えてあります。現場で行う時

は外注を使うことになりますが、その場合で

もTREND-COREやTREND-POINT、武蔵

と連動できるデータとして仕上げてもらい、

こちらでチェックや修正を行っていきます。

――この現場での課題と期待は？

竹中氏　特に測量に関して「どれだけ効率よ

く行えるか」に注目しています。今回は掘削し

て盛土するだけでなく、法面工でアンカーを

打ったりするので、斜面に位置を出さなけれ

ばなりません。そこで、たとえば自動追尾の

TSとX-FIELDのシステムを連携させ、1人で

タブレットを使って位置出しすることを考えて

います。点群測量と合わせて、トータルな測量

作業の効率化を目指したいですね。

――その他にも試行のご予定はお有りですか

竹中氏　もちろんICT建機による施工や3D

測量技術の幅広い活用など、他にもやりた

いことは多々あります。それぞれの現場環境

に合わせ、最適な技術を選択しながら着実に

進めていきたいですね。その意味で、福井コン

ピュータのさらなる支援を期待しています。

人材のスキルアップが最大の課題

――土木部門全体を武蔵で統一したそうですね？

立川氏　当初、5台ほど入れて現場で試験的

に運用していたのですが、使った人がみな「こ

れは良い」というので、だったら「土木はこれ

で統一しよう」ということで技術者全員分を

導入。今では86台に増えました。ただし全員

が完全に使いこなせているとはいえず、引き

続き操作教育を進めています。

――武蔵を選ばれたポイントは？

諏訪氏　武蔵は土木CADに留まらない総合

的な土木施工支援システムとして、多彩な機

能を備えています。特に測量計算機能がある

ので、これ一本で座標計算等の日常業務まで

フルに使える。これは大きな魅力でした。ま

た、従来当社では電子納品や写真管理など

個々に異なるソフトを使っていましたが、武蔵

ならこれらにもトータルに対応できるわけで、

全員がこれを使えば成果品の標準化もしや

すくなるはずです。個人的には、CADの編集

機能が気に入ってます。欲しいパーツが簡単

に抽出できるのは素晴らしいですね。

――武蔵導入を機に現場IT化が始まった？

立川氏　当時、国交省が推進していた情報

化施工への取組みなど、武蔵導入を機に本格

化していったといえるでしょう。実際、2014年

からTS出来形管理をはじめ、続いてバックホ

ウなどの重機のMGやMCについても現場で

実際に使用し、現場見学会を開催してアピー

ルしてきました。今回のi-Construction に

ついても、この流れから自然に進められまし

た。たとえばドローンの活用など、ひと足早く

昨年から3D測量を試行しています。

――ドローンは実務でも活用中ですか？

立川氏　当社もドローンを所有しており、社

員が操作して工事写真の撮影などに使って

います。ただ測量については外注していま

す。当然、将来的には社内で対応する体制に

します。こうしたi-Construction対応の一環

として、この春、TREND-COREも2台導入

し、試験運用を開始しています。

――TREND-CORE はどんな使い方を?

立川氏　試行段階ですが、やはり3次元モデ

ルをどう活用するかがテーマとなっていま

す。現状では発注者へのプレゼンや作業員へ

の説明等にTREND-COREで作った3Ｄモデ

ルを生かし、iPad等で見せるなどしています。

――具体的にはどんな現場で？

諏訪氏　ある現場でコンクリート打設の打合

せに使いました。50m×20mで深さ18ｍの

コンクリート打設の現場でしたが、TREND-

COREでこれを立体的に表現。腹起や山留、

切梁等々の、死角になる箇所の作業状況を、

3Dモデルで確認していただいたんです。ま

た、橋の下の部分を改良する工事の現場で

は、目視では確認できない橋と工事箇所の関

係を事前にTREND-COREで3Dモデル化

し、発注者に「こういう形になります」と見せま

した。どちらも「非常に分かりやすい」と好評

でしたね。

――TREND-COREの使用感はどうですか？

諏訪氏　線形をパソコンの中で再現し、立体

化するというやり方など、まさにパソコンの中

で現場を進めている感覚です。いわば、現場

の仕事を経験し、理解しているプロのための

ツールという印象でした。

――i-Construction対応も着々進行中ですね

立川氏　ICT土工の4つの柱のうち、ICT建

設機械による施工については使える現場…

つまり「土を動かす」現場では全て行っていま

す。またドローンによる3D測量や検査の省力

化、TREND-COREによる設計・施工計画に

ついては、前述の通り実際の現場で試行運用

しながらノウハウを蓄積中。同時に設備面の

充実も進めています。TREND-COREに加

え、TREND-POINT等も導入検討していく

予定です。

――その中での課題はどのようなものが？

立川氏　国策であるi-Constructionには、

全社を挙げて取組んでいます。国交省発注の

現場ではそれが前提になるわけで、社員の誰

もが対応できるよう十分なスキルを身に付け

なければなりません。もちろん実際の運用は

始まっており、スキルアップも待ったなしで

す。私たちにとっては、人材教育が最大の課

題といえるでしょう。

鉄建建設株式会社
土木本部
エンジニアリング企画部長

竹中敏雄氏
鉄建建設株式会社
土木本部
エンジニアリング企画部
企画グループ

三瓶晃弘氏

3Dへの拡張性豊かなEX-TREND武蔵を核に
現場に合わせたICT技術の活用に取組む

＞＞#04 鉄建建設株式会社 i -Construction発進！

TOKYO

東京都千代田区に本社を置く鉄建建設は、鉄道分野を主力としながら、その他の一般土木や各種建

築工事にも豊富な実績を持つ、バランスの取れた総合建設会社です。2015年、同社は新たに

EX-TREND武蔵の導入と全社への普及を開始。さらにTREND-POINTやTREND-CORE、

X-FIELD等による、i-Constructionの多角的な展開を始めています。

株式会社 加賀田組
土木事業部 工事部長

立川晃祥氏
株式会社 加賀田組
土木事業部 工事部 作業所長

諏訪岳也氏
▶株式会社 加賀田組

i-Construction現場のエキスパートへ！
技術者全員を着実にスキルアップしていく

＞＞#03 株式会社 加賀田組

創業／1895年5月　資本金／5億2,000万円
代表者／代表取締役社長 市村 稿
所在地／新潟県新潟市
https://www.kagata.co.jp

▶鉄建建設株式会社
設立／1944年2月　資本金／182億9,370万円
代表者／代表取締役社長　林 康雄
所在地／東京都千代田区　
従業員数／1563名（2016年3月現在）
http://www.tekken.co.jp

i -Construction発進！
NIIGATA

新潟市の加賀田組は、創業120年余の歴史を誇る地場ゼネコンの名門。土木、建築に舗道、そして

各種開発事業まで幅広く豊富な実績を蓄積しています。2012年、同社土木部門ではEX-TREND

武蔵を統一CADとして導入し、現場IT化を推進。2015年にTREND-COREの導入を決めて、

i-Constructionの流れを先取りする形で多彩なチャレンジを開始しています。

TREND-COREで3Dモデルを作成した
コンクリート打設の現場状況

スマートインターチェンジ工事
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みずから手を挙げて
i-Constructionへ挑戦

――御社の特徴をご紹介ください

森氏　会社としての規模は決して大きくあり

ませんが、アットホームでチームワークの良

い会社です。公共・民間を問わず土木工事全

般を行っており、特に河川関連の工事を得意

としています。また、新技術に積極的に挑戦

する風土を持っており、この現場も自分たち

の方から手を挙げて、i-ConstructionのICT

土工を試していきたいと提案しました。

――具体的にどのような現場なのでしょうか

森氏　国交省直轄工事の「木曽川源緑防災

ステーション基盤整備工事」で、今年2月に受

注しました。防災ステーションとは災害時に

おける拠点施設の建物で、当社が受注したの

はこの建物を建てる基盤となる盛土工事とな

ります。この敷地が田んぼの真ん中に位置し

ており、形状もきわめてシンプルな単純工種

なので、いろいろ試すにはちょうど良い現場

でした。

――活用したICT技術はどのようなものですか

森氏　まずドローンを飛ばして空中写真測量

を行い、点群データを取得。そこから3Dを立

ち上げて設計・施工計画を作りあげ、さらに

MCのブルドーザを使って盛土しています。ま

た3次元データを生かした土量計算や出来形

管理なども、ひと通り行っていく予定です。な

お、工事写真撮影などは私たちがドローンを

飛ばしますが、空中写真測量については今回

は専門家に依頼しました。

――実際に活用してみた感想は？

森氏　空中写真測量は、たとえば土量計算な

ど、TREND-POINTを使えばそうとう複雑な

面のものでも簡単に出せるのは便利ですね。

一連の作業もスムーズに行えました。また、

3D化したデータは、我々だけでなく発注者さ

んも自治体に対する説明会等の資料として

活用しておられ、好評だと聞いています。

――TREND-POINTの操作はどなたが？

森氏　これは私が担当しました。特に操作講

習などの準備もしていなかったので、当初は

その都度教わりながら進めたのですが、点群

データを扱う作業自体初めてだったので、さ

すがに少々手間取りましたね。

――何がネックになったのでしょうか

森氏　ドローンでも何でも、決まりができれ

ばそれを確保するためのやり方が必要になり

ます。ところが、どれもまだ始まったばかりな

ので、誰も100％の正解を知りません。私も

手探りでいろんな人に相談したり調べたりし

ているのですが、なかなか難しいです。まあ、

いずれこの試行錯誤も、当社のノウハウの蓄

積になると思って取組んでいます。

――現在の進行状況と課題は何ですか？

森氏　現場の進度は35～36％というところ

でしょうか。次は出来形ですが、測量の時とは

必要な精度などいろいろ異なるところがあ

り、ドローンを飛ばすコース等も変わってきま

す。1回目のフライトで問題なかったものがそ

のまま使えるとは限らず、むしろ全く違ってく

る方が多そうです。いまはドローンの専門家

と共にコースを考えながら、試行錯誤してい

ます。

――福井コンピュータ製品の採用背景をご

紹介ください

森氏　もともとは5年ほど前にEX-TREND

武蔵を導入したのが出発点です。それ以前は

各自が好きなCADを使っていましたが、TS

出来形管理への挑戦を機に全社統一CADと

して武蔵を導入しました。武蔵の法対応の早

さ、確かさ。そして発注者もこれを使っている

点が選定理由です。現在では全社標準CAD

として全員が使い、他のツール類も福井コン

ピュータ製品で統一しています。1～2年前に 

X -F I ELDを、そしてTREND -CORE、

TREND-POINTと続けて導入していったの

です。

――今後のご計画は？

森氏　いろんな意味で苦労させられている

現場ですが、だからこそ福井コンピュータや

ICT建機の業者等々、多くの企業に支援いた

だいています。今後はこのi-Construction

で行っている手法が現場の常識になっていく

わけで、その先頭を切って取組み蓄積したノ

ウハウや情報は重要な財産。できるだけ早く

社内で水平展開していこうと考えています。

また他でi-Constructionの現場が始まれ

ば、積極的にアドバイスしていきたいですね。

自社のノウハウとして蓄積するために

――i-Constructionを先取っておられますね

川中氏　近年、人手不足が顕著になったこと

から、これを補う多様な取組みを行っていま

す。ICT技術の活用もその1つで、結果的に

i-Constructionを先取る形になりました。特

に力を入れているのはドローン等による3次

元測量ですね。

――いつごろ開始されましたか

北氏　ドローンを現場で実際に使い始めた

のは昨年7月で、その半年前から準備を進め

ました。飛ばすのに格好な現場を、タイミング

よく受注できたのも大きかったです。

川中氏　これは奈良県の山間部において大規

模なソーラー発電用地を造成する工事で、現場

は広大なうえ全体に勾配や傾斜を設けてある

ため、測量・管理に多くの時間とマンパワーを

要することが考えられました。現場から「何か

良い手法はないか？」と問合せがあったので

す。そこでドローンを飛ばしてみよう、という

ことになりました。

――最初から測量目的でドローンを？

北氏　ええ。現場でのドローンの活用は通

常、工事写真の撮影等から始めることが多い

ようですが、当社は最初から3次元測量が目

的で、外注を使わず自分達で飛ばしました。

そうすることで、これを確実に自社のノウハ

ウとして蓄積したかったのです。だだっ広くて

人家もない現場だったので、少々失敗しても

他所に迷惑をかけずに済むかな、と。

――実際に失敗もあったのですか

北氏　実は最初はしょっちゅう墜落していま

した。何しろ初日から土山にぶつけてドロー

ンの脚部を折りましたし、大破させたことも…。

もちろん基本的な使い方、操縦法は、各種セ

ミナーに行くなどして学びましたが、実技はほ

ぼぶっつけ本番で操縦しながら、手探りで学

んでいった形だったのです。

――自力で写真測量するのは大変では？

北氏　最初はそれこそ、使えるデータなど全

く取れませんでした。確かに点群にはなるも

のの誤差が大きすぎて…そこから始めて「もっ

と基準点を増やそう」とか「飛び方を変えよ

う」とか、ラップ率や飛行高度等も含め、さま

ざまな要素の組み合わせを少しずつ変えなが

らチャレンジを繰返し、1年がかりでようやく

モノにできた感じです。今では何とか、国交省

の基準の誤差範囲に収まる程度になってきた

かな、と。丸1年かかりましたが、やはりこれは

自分の手で飛ばさないと、なかなか身につか

ないでしょう。

川中氏　苦労しましたが、こうして社内に「分

かっている人間」を育てることで横展開も可

能になるんですよ。もちろん全社へ普及させ

るのは容易ではありませんが、たとえば地方

の工事等でこの作業を外部委託する場合も、

社内にノウハウを持つ人がいれば管理のし

やすさが全く違ってきますからね。

――福井コンピュータ製品は使われましたか

野口氏　ドローンで取得した点群処理につ

いては、もちろん TREND-POINT をフル活

用しました。これも最初は手探りでしたがすぐ

慣れましたし、慣れてしまえば決して難しくあ

りません。土量計算など従来の平均断面法等

の2次元での計算より正確で、しかも速くでき

るので非常に便利ですよ。また、ビューアを使

えば現場を3Dで見せられるので、これも現場

職員や土木業者さん等にとても好評でした。

北氏　お客様にもプレゼンしやすいですよ

ね。2次元の図面で見せるよりもはるかに分

かりやすく、設計意図が確実に伝わります。

――その他の福井コンピュータ製品は？

野口氏　3次元設計データの作成について

は、EX-TREND武蔵を使って思いのほか簡

単にできました。1度教われば誰でもできる

のではないでしょうか。TREND-CORE につ

いては、今回の現場ではあまり使う機会がな

かったので早くフル活用したいですね。

――今後チャレンジしたいことは？

北氏　3次元測量に関しては、やはり国交省

の基準で求められている精度を安定して出

せるようにしていく必要があります。お施主

様にお見せして、納得いただける技術にしな

ければ…。できるだけ早く、もう一歩ステップ

アップしていきたいですね！

信藤建設株式会社
工務三部 課長代理

森 陽平氏

中部地整初のi-Construction導入現場で
試行錯誤しながら情報を集め技術向上を推進

▶村本建設株式会社

自らドローンを飛ばし3次元測量に挑戦！
1年がかりの取組みをノウハウとして蓄積

＞＞#05 信藤建設株式会社 ＞＞#06 村本建設株式会社

創業／1908年３月　資本金／4億8,000万円
代表者／代表取締役 村本吉弘
所在地／大阪市天王寺区
http://www.muramoto.co.jp

▶信藤建設株式会社
設立／1938年2月　資本金／3,000万円
代表者／代表取締役社長 伊藤秀樹
所在地／三重県四日市市　従業員数／26名
http://www.shindou-kk.co.jp

i -Construction発進！

MIE

i -Construction発進！

OSAKA

大阪市の村本建設は創業108年の歴史をもつ建設会社。少数精鋭ながら堅固な技術基盤を生かし

て全国展開しています。長年にわたるEX-TREND武蔵ユーザーでもある同社は、いち早く2015年

にTREND-POINT、TREND-CORE、X-FIELD 等を導入。現場での活用を開始しています。

三重県四日市市の信藤建設は70年余の歴史を持つ老舗の建設会社。確かな技術と実績で地域の

信頼を勝ち得ています。そんな同社が進める「木曽川源禄防災ステーション基盤整備工事」は、中部

地方整備局初の本格的なICT土工活用現場として注目を集めています。

TREND-POINTによるメッシュ土量計算

TREND-POINTで作業を行う森氏

村本建設株式会社
技術部 部長

川中清弘氏
村本建設株式会社
技術部 チームリーダー

北 茂人氏
村本建設株式会社
技術部

野口徳久氏
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ドローン担当の女性パイロットを育成

――地場のゼネコンとして御社の特徴は？

光瀧氏　より良い物をより早くをモットーに、

当社は直営施工にこだわっています。また、

時代の流れを捉えて敏感に対応するのも特

徴の1つでしょう。今回の福井コンピュータ製

品の導入によるi-Construction対応もそん

な姿勢の現われです。

――i-Construction対応のきっかけは？

藤田氏　2015年秋の国交省直轄工事の現

場がきっかけです。これは国交省による吉野

川の堤防工事の一部なんですが、私たちはこ

こで「何か新技術を試したい」という思いが

あったのです。そこで社内で話し合い、3次元

測量と3次元データの活用に行き着きまし

た。i-Constructionの発表前でしたが、業界

が3次元化やCIM、ICT建機の活用に向かう

と予測していたんです。

――それ以前の情報化施工等の取組みは？

藤田氏　土工事における転圧管理システム

を用いた出来形管理等は、もう10年ほど前

から取組んでいます。この時もそうでしたが、

周辺の同業者が何処もやらないうちに一番

にやろうという考え方なんです。今回の点群

処理も、昨年秋頃は「まだまだずっと先だろ

う」という声も多かったのですが、だからこそ

やろうと（笑）

――どのソフトを導入しましたか？

藤田氏　「まずは3次元測量を」と試したかっ

たので、TREND-POINTにEX-TREND武蔵、

TREND-COREなどを導入しました。初挑戦

だったのでとりあえずドローンの操縦と撮影

は専門家に依頼し、通常通りの測量も行い出

来形を取って、両者の結果を比較するなどし

ました。結果はそれほど差はなく、素直に凄い

と思いました。規模にもよりますが、1日で測

量が終らないような大きな現場もドローンを

飛ばし TREND-POINTで処理すれば、あっ

という間に完了。従来の7割程度に時間短縮

できそうですね。

――これと並行して社内でもパイロットを育

成したとか？

光瀧氏　ええ、ウチの社員が飛ばせるように

ならなければ、ノウハウも蓄積できません。そ

れにこうした新しい機器やシステムを任せる

には、パソコンを使い慣れた若いパワーにこ

そ期待したいので、今回はドローンのパイロッ

トも福井コンピュータ製品のオペレーション

も、女性スタッフに担当させることにしまし

た。周囲には驚かれますが、これも時代の流

れの1つです。

――西條さんはUAVを飛ばした経験は？

西條氏　ラジコンに触ったこと自体、これが

初めてです。高価な機体だし最初はこわごわ

飛ばしていましたが、1カ月ほどで思うように

操れるようになりました。3カ月経った今では

飛行時間も10時間を超え、国交省の基準を

満たしましたし、飛ばすこと自体が楽しくなっ

てきています。練習は会社の屋上でもできま

すが、UAS多用推進技術会というドローン活

用の会に入り合同練習等にも参加しています。

――施工現場でも飛ばしているんですか？

西條氏　4～5現場で飛ばしました。現状で

はまだ工事写真の撮影が中心なので、もっと

測量の勉強をして、早く写真測量のための撮

影にも挑戦したいですね。

――TREND-POINTを任された﨑川さん

はCADオペレータ出身とか？

﨑川氏　CADについては25年ほど経験が

ありますが、2次元CADによる図面作成が中

心でした。だから本格的な土木の3Dは今回

が始めて。実は以前、他社の建築系3DCAD

を使った時に大変な思いをしたので、

TREND-POINTを任された時は不安でし

た。でも、TREND-POINTの点群処理はやっ

てみると簡単で、思ったよりぜんぜん楽です

ね。土木については詳しくありませんが、3D

化するとすごく分かりやすいし、EX-TREND

武蔵やTREND-COREも早くフル活用して

いきたいと思っています。

――i-Construction展開の今後の計画は？

光瀧氏　間もなく始まる新しい現場で、ドロー

ンとレーザースキャナの両方を使い、両者の

点群データを比較する予定です。そして、今

度はそこから図面化まで行って数量を算出し

ようと考えています。土量が5万立米クラスの

大きな現場なので、点群処理した方が効率が

良いでしょう。i-Constructionはまだ始まっ

たばかりですが、着実に進めていきたいですね。

一歩先を行くi-Constructionモデル現場

――現場をご紹介いただけますか？

坪内氏　多伎朝山道路の本線の路体盛土を

行う工事で、工事延長は約360ｍ。主体となっ

ているのは道路土工の盛土工ですね。工期

はこの３月から来年1月末までです。使用す

る重機はバックホウ、ブルドーザー、振動ロー

ラー等々。もちろん全てi-Construction対

応のため汎用の機械にGNSSを搭載させた

ICT建機となっています。

――i-Conの取組み内容をご紹介ください

坪内氏　まず3Dレーザースキャナーやドロー

ンを使って現況測量を行い、TREND-POINT、

TREND-CORE、EX-TREND武蔵を連携さ

せながら、この3次元測量データと設計の3

次元データを各ICT建機が共有します。そし

て、各ICT建機の位置や作業装置の位置、高

さ等をリアルタイムで取得して制御データを

生成し、建機を制御したり施工量をリアルタ

イムで把握したりしています。

――初のi-Con現場なのに非常にスムーズですね

木村氏　当社は3次元設計データでの現場

運営を豊富に経験しており、ノウハウも蓄積

しているので、最初から抵抗はありませんで

した。今回の現場もいつもの3次元設計デー

タに加えて「現況を取る」程度だろうという気

持ちだったんです。そこで、ルールで定めら

れたi-Conを行うだけでなく、一歩先の試行

も進めようと考えました。というのは、現在の

i-Constructionは最初と最後のルールは決

められたものの、日々集まるデータの利用法

については各社の工夫に任されています。そ

こで、私たちはこれまでのノウハウを生かし

日々のデータを活用し、この現場の課題を解

決していこうと思ったのです。

――現場の課題とi-Conによる解決法とは？

木村氏　前述の通り24万5,000立米という

大型土工の現場ですが、実際の施工範囲は意

外と狭く、その狭い所に24万5,000立米を

安全確実に盛土していきます。そのため日々

その施工量と盛土量のバランスを勘案しな

がら施工する必要がありました。そこで毎日取

得される3次元データを活用し、日々施工し

た盛土の厚みや数量等を現場モデルへ反映

させて「見える化」し、誰でもひと目で現状を

把握できるようにしました。さらにこの「見え

る化」を活用して様々な工夫も行っています。

――たとえばどんな工夫が？

三澤氏　これは基本的な活用法ですが、見

える化した現場のビジュアルは、現場事務所

に設置した大型モニタへ映して皆で見ながら

「明日の機械配置は…」「その配置なら…」等

と打ち合わせます。意見を出しやすい環境な

んです。それに全員同じ「3Dイメージ図」を見

て、リアルタイムで現場状況を共有できるん

です。共通のイメージをもって施工できるか

ら、間違いや手戻りを減らせるわけです。

坪内氏　実際、品質向上に結びついている

実感があります。今まで見えなかった部分が

見えてきたことで、協力会社の方にも「施工

不良があってはいけない」という意識が徹底

されているんです。しかも皆が正しい段取り

を把握しているので、きちんとした施工を、よ

り効率的に進められるようになってきました。

――その他にも新しい工夫などありますか？

三澤氏　狭い現場に重機が密集するので、

接触事故の防止が重要です。i-Con現場では

重機オペレータもモニタに注意を奪われ、周

囲への目視が行き届かなくなる怖れがありま

す。実際この「3Dイメージ図」を見ながらの打

ち合わせで、協力会社の方から「ちょっと危な

いね」という声が上がりました。そこで各重機

に他の重機や作業員が一定以上近づくと、警

報が鳴る仕組みを導入したのです。現場の見

える化により皆が現場を把握しているからこ

そ出てきた意見であり、対応だったと思って

います。

――工夫には手間もかかると思いますが？

木村氏　手間に見合う効果があるのかどう

か……正直まだ分かりません。現状は3次元

データの効果的な活用法を求めて、いろいろ

試している段階ですね。これらの工夫は

i-Conのルール上は求められていないので、

やらなくても問題はありませんが、やらなけれ

ば効果的な利用法を選別できませんから。ど

んな結果であれ全てノウハウとして蓄積され

るのですから、その価値は必ずあります。

三澤氏　次へ繋いでいくためにも、絶対に必

要なことですね。

若者と女性の力をフルに生かしながら
どこよりも早いICT施工の確立を目指す

＞＞#08 株式会社 山全 i -Construction発進！

TOKUSHIMA

徳島県三好市の山全は、各種土木建設工事を幅広く展開し、特に地滑り防止など特殊工事を得意と

しています。新技術の導入にも積極的でICT施工にもいち早く着手。ドローンによる3次元測量を開

始すると共に、UAVパイロット育成を進めています。

カナツ技建工業株式会社
土木部 作業所長

三澤 孝氏
カナツ技建工業株式会社
土木部 チームリーダー

木村善信氏
カナツ技建工業株式会社
土木部 作業所長

坪内規之氏
株式会社 山全
副社長

光瀧敬二氏
株式会社 山全
工務部班長

藤田将明氏
株式会社 山全
工務

﨑川淳子氏
株式会社 山全
ドローン操縦士・
デザイナー・営業

西條理江氏

より優れた3次元データ活用法を目指し
i-Conモデル現場で挑む多彩なチャレンジ

＞＞#07 カナツ技建工業株式会社 i -Construction発進！

SHIMANE

▶カナツ技建工業株式会社
創業／1938年6月　資本金／1億円
代表者／代表取締役 金津任紀
所在地／島根県松江市
http://www.kanatsu.co.jp

▶株式会社 山全
創業／1977年5月　
資本金／5,000万円
代表者／代表取締役 牛尾正治
所在地／徳島県三好市　
売上高／21億円（2015年5月期）
http://www.our-yamazen.co.jp/
yama/index.html

多伎朝山道路小田地区改良第12工事は、山陰道となる多伎朝山道路の本線路体盛土工事です。工

事を受注したカナツ技建工業は豊富な工事実績と先進的な取組みで知られ、同現場でも

i-Constructionを積極的に推進。i-Constructionモデル現場として注目されています。現場での

取組みについて、三澤氏、木村氏、坪内氏に伺いました。

本社屋上でドローン操作を練習

最新の施工状況を「見える化」し全員で共有する
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一歩先駆けた取組みで高い評価を獲得

――現場IT化への取組みに積極的ですね

清家氏　当社では新しい流れは積極的に取

り入れる方針なんです。何事も最初に取り組

むのは障害が多く難しいですが、だからこそ

ノウハウも蓄積でき、高い評価も得られる。今

回のi-Constructionも、結果的に当社の取

組みが、地域に一歩先駆けた形になりました。

――どんな取組みを進めてきたのですか？

甲斐氏　2010年にCADを一気にEX-TREND

武蔵に切り替えたのが、3D化へ繋がる流れ

の起点になりました。武蔵を選んだのは、CAD

自体の性能がずば抜けていたのはもちろん、

福井コンピュータの技術力・開発力への信頼

感が大きかったですね。これを機にバックホ

ウのMGやブルドーザのMC、ローラーの転圧

管理といった情報化施工が本格化し、現場の

効率化と精度向上を図ることができました。

――それがi-Constructionの先取りに繋

　　がっていったのはなぜでしょう

吉本氏　この流れに取り残されていたのが

測量だったんです。以前の起工測量は、道な

き道を進み法面にぶら下がって計測し野帳に

手書きして……というハードな作業で、丁張

り掛けも延々と手作業が続き、規模によって

は数日から1週間もかかっていました。ところ

が私たちもだんだん年取って、こうした作業

が面倒になってきた（笑）。自ずと作業効率は

下がり、リスクは逆に高まるわけで、これを何

とかしたかったんです。

――ドローンを導入したのは？

清家氏　1機目は2015年の夏です。当初は

現場の進捗状況の確認が目的でした。で、吉

本が趣味でドローンを飛ばしているというの

で任せると、試用版のTREND-COREや 

TREND-POINT等を使ってゼロから手探り

で3D測量を始めたんです。実際、TREND-

COREで作った3Dの現場モデルを見せられ

た時は本当に驚きました。「こりゃすごい！」と

即座に導入を決めました。

――吉本さんの個人的な挑戦が出発点？

吉本氏　前から興味があり、ちょこちょこやっ

ていました。最初はなかなか精度が出ません

でしたが、福井コンピュータ製品を使うことで

実用化の目処が立ったので、本部長に見てい

ただいた。そこから3D測量と3Dモデルを活

用するi-Constructionが本格化したのです。

清家氏　それが去年のことで、結果的に先行

してノウハウを蓄積できました。実際に

i-Constructionが始まるとすぐ、どの現場な

らアピールできるかを計算し、最大限生かせ

る現場を取れるよう人員の配置等も行いまし

た。結果として現在は3つのi-Construction

運用現場が並行して進んでいる状況です。

――現場で新しい挑戦など行いましたか

吉本氏　最初の宮崎218号線深角西地区改

良工事は、山切りの工事でしたが、導入した

ばかりの2機目の新型ドローンを精度検証を

兼ねて飛ばしました。この新型は新管理基準

に則っており、カメラも一眼レフを搭載するな

ど、今後のi-Construction現場の主力にな

る予定です。

――TREND-POINT、TREND-CORE 

　　の運用についてはいかがですか

吉本氏　「素晴らしいソフトをありがとうござ

います！」とお礼を言いたいくらい助かってい

ます。たとえばこの現場でも生成した点群デー

タに座標を与え、3Dモデルを作りました。こう

しておけば、自分たちで考えた縦断線形を入れ

れば何処でも横断が切れるし、メッシュを張っ

て土量も管理できます。何日もかけてやってい

た作業が1日で終わるのですから最高です。

――発注者の反響などありますか？

吉本氏　ええ。LandXMLを使って何かでき

ないかと、簡易な3Dを作って工事シミュレー

ションしてみたんです。分かりやすいと発注

者に好評で、みんなから「データをくれ！」と言

われています。そこで武蔵の機能を使って

Google Earthに貼り付けて提供したら、こ

れもすごく好評でした。

――今後の展開は何かお考えですか？

清家氏　既存の一般土木分野に限らずにこ

の技術を生かしていきたいですね。実は先日

も市内の歴史的建築物の破損状況の確認

で、市に依頼されてドローンを飛ばしました。

今後はこうした異分野での活用にも積極的

に取り組んでいきます。

▶セミナー内容 ※会場によって内容が異なります

全国i-Constructionソリューションセミナーを開催しました

i-Construction スペシャルサイトがオープン！

福井コンピュータでは、これまでのCIM推進に加え、i-Constructionの活用を支援していくため、全国11箇所で「全国i-Constructionソ
リューションセミナー」を開催いたしました。全国で471社1,008名と大変多数のご来場、誠にありがとうございました。今後も皆様の業
務のご参考となるようなセミナーを開催してまいります。

http://icon.fukuicompu.co.jp

i-Constructionの最新情報から活用事例まで、i-Constructionに関する各種情報を集約した「i-Constructionスペシャルサイト」がオー

プン！「これから取り組みたい」「最新情報が知りたい」とお考えの方は、ぜひ本サイトをご覧いただき、業務のご参考となれば幸いです。

空撮画像から3次元データの活用
i-Constructionを市の発注工事で実践
講師●YDN（やんちゃな土木ネットワーク）

株式会社正治組　　大矢洋平 様
株式会社山口土木　松尾泰晴 様

「i-Construction」の概要について
15の基準とICT検査の解説
講師●福井コンピュータ株式会社

UAV（ドローン）の取り扱いを徹底解説
航空局への申請から現場での安全運行！
講師●JUIDA認定スクール講師

Dアカデミー　依田健一 様

FCソリューションのご紹介
点群データを活用した3次元データ連携の実演
講師●福井コンピュータ株式会社

開催中のイベントは、福井コンピュータ公式サイト［イベント・セミナー］でご確認いただけます。

471社1,008名来場！
全国11会場で開催！

これから
取り組む方は必見！

日新興業株式会社
取締役 土木本部長

清家進士氏
日新興業株式会社
土木部 係長

吉本幸夫氏
日新興業株式会社
総務部 係長

甲斐亮三氏

蓄積したi-Constructionの技術を生かし
新ビジネスの開拓にも挑戦していく

＞＞#09 日新興業株式会社 i -Construction発進！

MIYAZAKI

▶日新興業株式会社
設立／1950年7月　資本金／6,000万円
代表者／代表取締役社長 河野孝夫
所在地／宮崎県延岡市
http://www.nissinkohgyo.co.jp

宮崎県延岡市の日新興業は、九州一円に9拠点を展開し、建材部門も擁する地場大手の総合建設会

社です。今年66周年の老舗企業ながら新技術の導入にも積極的で、情報化施工から

i-Constructionに至る流れもいち早く先取り、3Dを活用した現場IT化を推進しています。その最

新の取組みについて、同社土木本部長の清家氏、吉本氏、甲斐氏に伺います。

TREND-POINTによる断面抽出

12 13



実地検査支援

現場シミュレーション・関係者間の情報共有

3次元設計データ作成／情報化施工用設計データ作成

点群処理／土量計算／出来高数量算出／3次元測量を活用した検査

設計
データ

3次元データ
LandXML

発注図
計算書

任意に観測した点と計画面の標高較差または水平較差を確認・
記録することができ、実地検査への対応を支援します。

｜“i-Construction”の実地検査対応

国土交通省の電子納品要領平成28年3月版に対応。
i-Construction関連のデータなど、最新の電子納品要領に対応した成果作成が行えます。

｜電子納品要領等改定対応

新たに規定された「ICON」フォルダに格納すべきデータの作成に対応し、命名規則に沿っ
たファイル名称での成果出力が行えます。電子納品用データの作成をサポートします。

｜“i-Construction”で規定される電子納品要領に対応

施工ステップ毎にモデル化した施工場面を再現する「4D施工ステップ作成機能」で、施工手順や変更案の比較、進捗状況等を“見える化”できます。

｜4D施工ステップモデル作成で施工手順を“見える化”

配置した重機モデルの性能に沿った可動範囲を鳥かごのような表現で“見える化”。重機の
配置計画に利用できます。また、電柱や電線・架線からの安全離隔距離も容易にモデル化。
視覚的に危険箇所の把握ができ、施工計画検討や安全管理に役立ちます。

｜重機可動範囲や危険箇所を“見える化”

様式に対応した出来形管理図表の作成（PDF、EXCEL）およびビューアー付き3次元モ
デルでの出力が可能です。

｜出来形管理図表作成・ビューアー作成

出来形点群と設計の差異が規格値に対してどの程度収まっているかをグラ
デーション（段彩）で表現し、3Dで確認できます。平均値や最大値、最小
値、データ数、評価面積や棄却点数等、出来形管理要領で求められる評価
情報も画面上に表示できます。

｜出来形管理要領に則った成果の作成

EX-TREND武蔵で作成した3次元設計データがTREND-POINTと連携。TREND-POINTでは設計データ
の属性を取得し、道路／河川および天端／法面の区分から規格値（測定項目）を自動で判定します。出来形管
理の成果作成がスムーズに行えます。

｜「TREND-POINT」連携

i-Constructionで必要不可欠な３次元設計データが作
成できます。平面図・縦断図・横断図からの自動解析や設
計段階で作成されたLandXMLデータからの自動作成に
対応し、作業時間の大幅短縮を実現します。

｜手間なく３次元設計データを作成

現場端末システム【クロスフィールド】

土木施工管理システム【エクストレンド武蔵】

3D点群処理システム【トレンドポイント】

CIMコミュニケーションシステム【トレンドコア】

“i-Construction”を強力に支援する
福井コンピュータソリューション
建設現場の生産性向上を目指す新基準として、2015年11月に国土交通省が発表した“i-Construction”。

福井コンピュータではTREND-POINTをはじめとする多彩な製品で、ICT技術を活用する新時代の建設業を応援します！ 

点群処理 土量計算 出来高数量算出 3次元測量を活用した検査

現場シミュレーション・関係者間の情報共有

3次元設計データ作成 情報化施工用設計データ作成

実地検査支援

■ i-ConstructionとFCソリューション

1起工測量i-Construction
ドローンによる写真測量等で
スピーディに3D測量

2設計・施工計画
3D測量データと設計図との
差分から施工量算出

3施工
3D設計データ等で

ICT建設機器を自動制御

4検査
ドローン等を活用した検査で

検査項目半減

※データ提供：株式会社松本組（三重県） ※国土地理院の電子地形図を利用しています（http://www.gsi.go.jp）

ICT技術の全面的な活用
（ICT土工）

ヒートマップと評価／計算結果の数値表示 

2016.9.13 NEW

2016.9.13 NEW

2016.9.13 NEW

出来形管理図表 

福井コンピュータホームページからダウンロード！
http://const.fukuicompu.co.jp/

TREND-C
ORE

CIM ビュー
ア Free版

で

誰でも閲覧
！
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測量CADシステムを全面リニューアル
64bitアプリケーション化と使いやすさを追求

TREND-ONEの発表会等を予定しています。
福井コンピュータ公式サイト［イベント・セミナー］にて随時ご案内いたします。

「BLUETRENDシリーズ」 の最新版 「BLUETREND XA」が
2010年の発売開始から6年目を迎え、常に最新の業界動向に
対応し、全国の測量技術者の方々にご利用いただいています。
昨今ではユーザー様のパソコン環境も日々進化し、約半数の
ユーザー様が64bitパソコンを使用されています（2015年自
社調べ）。このような市場環境を踏まえ、ユーザー様のパソコン
環境を生かすべく、64bitアプリケーションとしてリニューアル
した「TREND-ONE」を2016年11月にリリースいたします。

『TREND-ONE』は、お客様にナンバーONEのシステムをご提供すべく、「進化」と「刷新」をコ
ンセプトに開発しました。今までの『BLUETRENDシリーズ』では活かし切れていなかった、
64BitOS、マルチディスプレイ環境等に対応するために、システムを根幹から見直し、大きな「進
化」を実現しました。またお客様の操作手順や使用頻度を徹底的に分析し、シンプルでわかりやす
いユーザーインターフェース、作業効率アップを追求したCAD機能等、お客様一人一人が「なる
ほど」と思っていただける姿を想像しながら、妥協することなく「刷新」しました。お客様が軽快に
操作し、ストレス無く成果を作り上げる。これがこの開発コンセプトに込めた想いです。大きく「進
化」し、「刷新」にこだわった『TREND-ONE』をぜひ、実際に見て、触って実感してください。

新測量CADシステム「TREND-ONE」の特徴

測量CADシステム【トレンドワン】

【命名由来】
測量設計業、及び土地家屋調査士業向けの測量CADシステムとして
トップシェア（自社調べ）を確固たるものへとする想いを込めています。

2016年11
月

リリース！

福井コンピュータ株式会社
測量商品開発部 測量開発一課 課長

川瀬崇晴

点群データや航空写真等、大容量データの利活用が進んでいくこと
が見込まれています。64bitマシンの多くのメモリを利用すること
で、快適な作業環境を実現します。

訂正前と訂正後のデータを見比べての比較・調整や、参照情報をより
多く表示させることで、作業効率を格段にアップします。

Microsoft Office等では一般的になったリボン形式を採用しています。

操作の大半を占めるCAD操作では入力での操作性の向上を図り、マ
ウス移動量が従来の1/3程度に減少（自社製品比）。目線の移動も少
なくなりストレスを低減できます。コマンド予測を実装（特許申請中）
し、CAD操作をサポートします。

国土交通省が押し進めるi-Construction。UAVを用いた3次元測
量や3次元設計データ作成を、「TREND-POINT」と連携して強力に
支援。設計業務における3Dモデル構築の効率アップを実現します。

地理院タイル（国土地理院提供）、ストリートビュー（Google社提供）
と現場データを重ね合わせ、今まで以上に確実な確認作業が可能とな
ります。

64bitアプリケーション

マルチディスプレイ

UI（ユーザーインターフェース）の刷新による操作性の向上

CAD操作性の向上

i-Constructionを強力に支援オープンデータの活用

国土交通省が推し進める「i-Construction」は、今年の3月30日に「ICTの全面的な活用（ICT土工）」
の実施方針と15の新基準が発表され、すでに全国各地の建設現場で本格的に取り組みが開始されて
います。初めてのことばかりのi-Constructionをマンガでわかりやすく解説します。

先着300名様にプレゼント！
●i-Constructionスペシャルサイト（http://icon.fukuicompu.co.jp/）よりご応募ください。

i-Construction
アイコンサプリBOOK

マンガでわかる! i-Constructionがわかる！

基準類の
解説ページ
付き

「i-Construction」アイコンサプリBOOK冊子マンガでわかる
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●電話より早く、24時間いつでも疑問を解決！
●知りたいことがすぐに見つかる！
●画像付き解説でわかりやすい！

▶教材動画DVDのダイジェスト版の視聴、ご購入はこちらからお気軽に！ http://fcgr.shop-pro.jp/

日中は時間が取
れない・・・

スクール会場まで距離が遠
い・・・

といった方向けに、繰り返し
視聴できる教材動画DVDを
用意しております。

インターネット上でサンプル動画の閲覧や購入手続きが行えます。

※基本編、応用編の単体での
　ご購入も可能です。

【対応商品】BLUETREND XA／EX-TREND 武蔵／TREND-POINT
　　　　　TREND-CORE／X-FIELD／Mercury-Evoluto

詳しくは弊社ホームページ→［ スキルアップサービスのご案内 ］を
ご参照ください。

事務所にいながら
いつでもスキルアップ

FCM安心パック・MFSをご契約のお客様へ

スキルアップスクール開講中！

教材動画DVDのご紹介
いつでも、何度でも視聴できる！

TREND-POINT  
●基本編・応用編セット

●出来形管理支援
※基本編、応用編の単体での
　ご購入も可能です。

TREND-CORE  
●基本編・応用編セット

EX-TREND武蔵 フルパッケージ EX-TREND武蔵 おすすめパッケージ

▶スキルアップのススメ 教材動画 DVD 活用事例 東急建設株式会社 土木本部 土木技術設計部

スクール会場で
重点的にスキルアップ

▶スキルアップのススメ

受講日 毎週金曜 時間 3時間

土地基本編 現況平面図作成編
観測データから各種計算、CADによる
簡単な図面作成までの操作を習得

CAD専用コマンドを使用して
現況平図面作成までの操作を習得

建設CAD入門編
CADの基本操作から
発注図への加筆修正、

完成図作成までを習得できます。

電子納品成果編
電子納品を見据えた写真整理から

電子納品ツールによる
成果作成までを習得できます。

外部ファイル編
DXF/DWG、SXFなどの

各種図面を開いて編集する方法を
サンプルを用いて解説します。

製品に関するお問合せの中から、件数の多いよくある質問を細かく解説
した専用コンテンツです。「こういう場合はどうしたらいい？」といった疑
問に、電話サポートより早くお応えする、専用解説プログラムです。「FC
コンシェルジュ」よりダウンロードしてご利用いただけます。

BEST FAQがFCコンシェルジュから
ダウンロードできます！

BEST FAQの
ポイント

　東急建設は東急グループに属する総合建設業。

「Shinka（深化×進化=真価）」を企業ビジョンとす

る同社では、2016年5月に中期経営計画見直し

を発表。追加施策として「Shinka×ICT」を提唱

し、ICT・i-Constructionへの取組みを開始し、

土木本部 土木技術設計部に導入したのが福井コ

ンピュータ製品です。

　「ICTやi-Construction活用へ向けての対策

の1つとして､EX-TREND武蔵やTREND-

CORE､TREND-POINTを導入しました」。そう

語るのは、土木技術設計部技術企画グループで

CIMチームを率いる小島文寛氏です。

　「これらの製品を選んだのは、どれもCIMや

i-Construction対応のスタンダードになりうるか

ら。当社にとっては初めてのソフトでしたが、迷いは

ありませんでした」。そのため、CIMチームのスタッフ

は忙しい業務の間を縫って、1から操作を学ぶ必要

がありました。そこで利用したのが教材DVDです。

　「ソフト操作の修得法もさまざまですが、初めて

触れるソフトだけに、映像の方が分かりやすく､理

解も早いと考えたのです」。まず手を挙げたのは、

担当する現場でTREND-CORE活用が決まった

大内晃氏でした。

　「映像で学ぶのは初めてでしたが、とても分か

りやすかったですよ。空き時間を利用できるのも

いいですね。時間的余裕がなかったので、最初に

ひと通り見て機能の概要を把握したら、すぐに実

務でTREND-COREを使い始めました」（大内

氏）。そして、実際の運用の中で「こうしたい」「あ

んな風にできないか」と感じたら、すぐ教材DVD

で必要な項目を再視聴。詳しく学び直すという繰

返しで修得していったといいます。業務の必要に

応じて、自分のペースで学べるメリットを痛感し

た、と大内氏は語ります。

　「もちろんサポートも利用しながらですが、業務

の合間を縫って1.5～2カ月程度で操作の大半を

身に付けられたと思います。教材DVDで集中的

に学べば、誰でも1～3週間で基本操作は修得で

きると思いますよ」（大内氏）。

　一方、今年の新入社員である小松灯氏は、

EX-TREND武蔵の修得を目指して教材DVDを

試すことになりました。

　「入社して初めてTS出来形管理について学ぶ

必要があり、その準備を兼ね武蔵を勉強しまし

た。私はこの日と決めて集中的に視聴しました」

（小松氏）。TS出来形や3次元など、新人の小松氏

が初めて触れる知識も多々ありましたが、教材

DVDの映像による解説は、それらの理解に大い

に役立ったとか。

　「本当にすごく勉強になりました。出来形管理も

コンピュータで行えるなんて全く知らなかったし」

（小松氏）。そうして武蔵の操作の基礎を身に付け

た小松氏に、それを業務で応用する機会もすぐ

やってきました。業務で車輌軌跡図を描く必要が

あり、学びたての武蔵の機能を試すことになった

のです。

　「車輌軌跡図を描くこと自体初めてでしたが、

不明な点はすぐ教材DVDで確かめられたのでス

ムーズでした。見直せばすぐ解決できるし、何とか

思い通りに描けました」（小松氏）。その後も勉強

を続けた小松氏は、今では武蔵の基本操作は一

通りできるようになり、これには先輩の小島氏も

少々驚き顔です。

　「若いとはいえ凄いですよ。大内君も TREND-

COREを使いこなしているし。私も教材DVDで勉

強しないといけませんね！」（小島氏）。

▶東急建設株式会社

ICT対応へ武蔵、TREND-CORE等を導入し
教材動画DVDで効率的＆確実に習得完了

創業／1946年3月　設立／2003年4月　資本金／163億5,444万円（2016年3月）　
完工高／2,885億円（2016年3月期決算）　代表者／代表取締役社長 飯塚恒生　
所在地／東京都渋谷区　http://www.tokyu-cnst.co.jp/

北海道・東北 ●仙台 ●盛岡

●スクール拠点（全国13会場）

関東 ●東京（銀座） ●埼玉 

東海・北陸 ●名古屋 ●静岡 

近畿 ●大阪（梅田）

中国・四国 ●広島 ●岡山 ●高松

九州 ●福岡 ●熊本 ●沖縄 

をご利用のお客様向け（初心者向けカリキュラム）

をご利用のお客様向け（初心者向けカリキュラム）

●スケジュール確認、
　お申込みは
　FCコンシェルジュから

❶建設CAD 基本編・計算編（2枚組） ❷電子納品
❸写真管理・出来形管理 ❹路線縦横断 ❺展開図
❻施工計画書作成支援 ❼3次元設計データ作成
❽工程管理 ❾切削オーバーレイ・舗装出来形
10Co品質・As温度管理

LIVE配信による受講状況

▶http://fcgr.shop-pro.jp/

教材動画DVDのご購入はこちら！
サンプル動画の閲覧できます！

土木本部 土木技術設計部
技術企画グループ CIMチーム
チームリーダー

小島文寛氏
土木本部 土木技術設計部
技術グループ

大内 晃氏
土木本部 土木技術設計部
技術グループ

小松 灯氏

教材DVDを視聴する大内氏・小松氏・小島氏
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2016年9月12日発行
発行
印刷
価格

福井コンピュータ株式会社
株式会社 橋本確文堂
500円

今号のキーワード

http://const.fukuicompu.co.jp/

新着情報または右側のバナーより

アイコンサプリ

■応募方法
福井コンピュータグループのホームページ内
「CONST-MAG読者プレゼントコーナー」より
ご応募ください。
【応募締め切り】2016年10月31日
【当選者の発表】賞品の発送をもってかえさせて
いただきます。

※賞品は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※お客様からお寄せいただいた情報は福井コンピュータグループのプロモーション活動以外で使用することはございません。
※本記事中に記載の社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

小型デジタル風速計

■重量：約70g　
■本体寸法：40×18×105mm 
   （ストラップ約44cm）　
■バックライト搭載

簡単操作で直感的に風速を計れる、超軽量＆コンパクトなデジタル風速計です。
ポケットに入れても邪魔にならず、現場でのドローンのフライト準備にも最適です。

2016  AUTUMN  vol.04

「キーワード」を答えて
「あると便利」な人気グッズを当てよう！

　プレミアム情報誌「CONST-MAG」の第4号をお届けします。今回はこの春から本格

的に稼働した「i-Construction」の大特集の取材で、意欲的にこれに取組む多くの企業

様にお話を伺うことができました。それぞれ視点やスタンスは異なっても、業界の将来を

見つめながらi-Constructionに積極的に取組んでいこう！という強い意欲は各社に共通

していました。――その熱い思いが、読者の皆さまに少しでも伝われば幸いです。

●

　本誌記事でもご紹介の通り、i-Constructionに基づくICT土工の工事はすでに各地

で始動しています。i-Construction対応はもはや「待ったなし！」の状況だといえるでしょ

う。ドローンの導入をはじめ、皆さまにとって未経験の領域も多々あるとは思いますが、私

たち福井コンピュータがそんな皆さまをどこまでも確実にフォローしてまいります。どうぞ

安心して、勇気を持って新たな一歩を踏み出していきましょう。

Message
from
Editors

5名様

「アイコンサプリ」クリアファイル
（10枚セット）

20名様

福井コンピュータホームページ
▶http://const.fukuicompu.co.jp/

ご愛読への感謝を込めて豪華賞品をプレゼントします！ 今回は「あると便利！」な業務ツールに、弊社

商品ロゴ入りグッズも用意しました。i-Construction対応のカギ！ドローンのフライトに欠かせない

人気のデジタル風速計を5名様に。また「アイコンサプリ」ロゴ入りクリアファイルを20名様にプレ

ゼントします。希望の方は右記の応募方法にしたがい、ふるってご応募ください。

新登場の「アイコンサプリ」を記念して、
何枚あっても便利なロゴ付きのクリア
ファイルを作りました。10枚1セットで
20名様にプレゼントします。

http://fcgr.shop-pro.jp/

TREND-イラストコンテンツ
イラストコンテンツ活用で工事成績アップ！

9/13
発売開

始

WEBからご購入いただけます！▶

バックナンバーも見られます！

郵送

P r e s e n t

「FCメンバーシップ」ご契約のユーザー様に「情報誌送付サービス」としてお届
けしてまいりました『CONST-MAG』ですが、次号（vol.5）より、これまでの郵
送によるお届けを廃止し、弊社ホームページでの公開のみとなります。今後も
土木・測量の業界情報や当社製品の活用事例、新製品のご紹介など、お客様の
業務にお役立ていただける情報をご提供してまいります。今後とも、当社製品
ならびに保守サービスをよろしくお願いいたします。

リスクアセスメント、KY活動の書類で使えるイラストコンテンツ集です。イラストコン
テンツを活用することで、現場に入る作業員への安全教育を強化できるとともに発
注者からの工事成績評価点アップへつなげられます。

次号（vol.5）からのご提供方法について

WEB公開

WEB公開

次号より

今号まで

次号より「WEBマガジン」として
ご提供します！

収録コンテンツ数

「EX-TREND武蔵」での使用可能画像：約400種
「TREND-CORE」での使用可能画像：約160種
その他汎用プログラムでの使用可能画像：約400種 価格 ¥40,000（税抜）

※FCコンシェルジュは福井コンピュータホームページ→＜ユーザー様へのご案内＞ー
　＜各種手続き＞－＜FCコンシェルジュの登録手続き＞よりダウンロードしてご登録ください。

公開はメルマガにてご案内いたします。
FCコンシェルジュのご登録をお願いします。
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