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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

F C ソ リ ュ ー シ ョ ン で
行 こ う！

◎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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TREND-CORE Ver.3 誕生

3Dスキャナー、MMS、ドローンを適材適所でフル活用
日本全国を駆けめぐる3D計測のプロ集団

10

13 Present

C O N T E N T S

F C  S o l u t i o n s
業 務 改 善 の 最 適 解
「CIM」の基本は、3Dモデルデータをさまざまに加工してあらゆ

る業務に活用すること。言わば、3Dモデルを核にあらゆる業務を

連携させることがポイントです。そこでは各業務を支援するデジ

タルツールにも、業務の枠を超えた緊密な連携が求められます。

福井コンピュータは元々そうした発想に基づき、全製品を開発し

ています。つまり、必要に応じ「組合せて使う」ことで機能を何倍

にも拡大できるのです。今回はそんなFCソリューションを多彩に

組合せて駆使する達人ユーザ様の声から、国交省の新たな取組

み「i-Construction」における対応まで、幅広くご紹介します。

VOL.03 WINTER 2016

FC  S o l u t i o n s  活用レポ1

FC  S o l u t i o n s  活用レポ2

スキルアップチャレンジ 1

04 FCソリューションをフル活用し業務スタイルを一新！
効率、品質に提案力も強化して事業フィールドを拡大中

06 コマツの新しい建設現場ICTソリューションに、TREND-POINTの技術が採用されました
［ FC Solutions 活用ニュース 1 ］

［ FC Solutions 活用ニュース 2 ］

07 ICT建設技術を統合＆進化させた国交省の新たな取組み「i-Construction」を
FCソリューションがサポート

09 工事黒板の電子化を利用し、現場の安全と写真整理作業時間の削減を目指す

08

４Ｄ施工ステップで施工手順を“見える化”！ 進化を遂げるＣＩＭコミュニケーションシステム
NEW

FC
ソリューションで

行こう！

続々登場！ 教材動画DVD

11 スキルアップチャレンジ 2 全国でスキルアップスクール開講中！

12 いますぐネット認証ライセンスへ移行しましょう
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地上型3Dレーザースキャナー

車載型スキャナー（MMS）

タブレット

ドローン（UAV）

▶FCソリューション図

CIMコミュニケーションシステム

土木施工管理システム

測量計算CADシステム

3D点群処理システム

現場端末システム

3D化の流れを先取り業務フィールドを拡大

――3D計測系に注力しているそうですが?

小林氏　地方自治体などの業務も受けてい

ますが、6～7割はゼネコンなど建設系を中心

とする民間発注業務です。3D計測に注力し始

めたのは、2008年に地上型の3Dレーザー

スキャナーを導入したのがきっかけです。

――非常に早いタイミングの導入ですね

小林氏　当社が入れたのがそのメーカーの

1号機と聞いています。当時、公共測量で3D

スキャナーを使う仕事はありませんでした

が、建設会社の舗装工事で3D計測へのニー

ズを感じ、導入しました。それまで舗装工事

関係はやってなかったんですが、お客さんが

「ぜひ」と…。直後に国内メーカーの3Dスキャ

ナーが出たので飛びついたんですよ。納入さ

れたのは半年後でしたが、すぐ切削オーバー

レイ等の現場で使い始めました。

――3D計測が業務フィールドを広げた？

小林氏　安いものではないし、買った以上は

どんどん使わなければなりません。とにか

く使ってもらおうと、いろんな建設会社に

「3Dスキャナーでこんなにいろいろに使え

る」と提案。コストもできるだけ抑え、試して

もらえるようずっと取組んできました。もちろ

んソフトも常に最新のものを揃えています。

BLUETREND XAにTREND-POINT､

TREND-CORE、X-FIELDとEX-TREND武

蔵とFCソリューションで統一し、機器は地上

型3Dレーザースキャナーが4台にMMS（車

載型スキャナー）が3台。ドローンも4～5年

前から使い始め、現在は8機です。流行中のド

ローンも、私たちには使い慣れた技術なんです。

――3D計測普及の取組みの効果は？

小林氏　ええ、すっかり地域に浸透していま

す。実際、地場の建設会社から普通に「3Dス

キャナーで」と依頼されるようになりました。

さらに最近は工事系で3次元データを作り幅

広く活用しようという取組みが広がり、当社

へのニーズも全国的に拡大しています。東北や

九州､東京など全国から問合せがありますね。

また文化財系の案件でも3D計測が求められ

ますし、公共関連では国交省の道路性状調査

でMMSを使うなどしました。ドローンによる空

撮だけの依頼も増えましたし、文字通り業務

のフィールドが広がっている実感があります。

FCソリューションの活用がカギとなる

――強みは3D計測の技術でしょうか？

小林氏　そうですね、豊富に取りそろえた機

器・システムを上手く使い、現場ごとに内容に

合わせて最適な手法で対応できる点でしょう

か。実際、計測だけでも地上型、MMS、ドロー

ンと3種の対応が可能なので、たとえば広範

囲で上空視界が良い所はMMSを使い、高低

差がある所はドローンを飛ばし、最後にどうし

ても取りきれない所で地上型を、という使い

分けが可能です。そうやって最適な組合せで

使うことで、効率よくコストも最小に抑えて計

測できます。そのためには、FCソリューショ

ンによる準備や後処理も非常に重要です。

――FCソリューションのラインアップと

　　活用法をご紹介ください

小林氏　まずBLUETREND XAは技術者

全員が使う測量ソフトの基本です。測量計算

ソフトもいろいろありますが、XAはCADが優

秀で非常に使いやすいですね。パーツ類も豊

富で､測量のプロが使う環境が整っており､

当社では設立以来使い続けています。この 

XAと連携して3D計測系で重要な役割を果

たすのがTREND-POINT。これは、一番使っ

ている田嶋君に紹介してもらいましょう。

田嶋氏　3Dスキャナー等で取った膨大な点

群を処理してくれるソフトなんですが、ノイズ

のフィルタリングに優れ、点群の読込みが非

常に速いのが特徴です。自動できれいに消せ

るので効率的に進められるんです。また、作っ

たデータをビューアでお客様に直接見せられ

るのも大きなポイント。従来は紙に出力して

見せるなどしていましたが、TREND-POINT

なら作ったモノをそのままお見せできます。断

面図もすぐ見せられるし、土量計算したデー

タを渡せば先方もその結果が使えます。情報

共有という点で非常に有効ですね。

小林氏　それにいつも使っているXAへの連

携が可能となって、さらに活用フィールドが広

がりました。点群データを取り込んでトレース

する等さらに便利に使えます。

――TREND-POINTを使えるのは

　　田嶋さんだけですか？

田嶋氏　いえ、細かなフィルタリングまでや

るにはちょっとした経験が必要かも知れませ

んが、取ってきたデータを取り込んで断面を

作るだけなら、みんなやっていますよ。基本的

な操作は非常に簡単なんです。

――TREND-CORE については?

小林氏　TREND-COREとEX-TREND武

蔵は建設会社の多くがお使いなので、その現

場で業務支援に使うケースが多いですね。

TREND-COREは、データ作成支援などCIM業

務のサポートに欠かせないし、EX-TREND

武蔵は出来形管理や完成図、電子納品等に

使います。両者を駆使して、現場のデジタル

作業を全部サポートしていく感じで…これも

近年の新しい業務フィールドの広がりです。

大切なのは少しでも早く始めること

――今後のご計画は？

小林氏　3D計測スキャナーまで揃えたんで

すから、3Dプリンタを導入したいですね。3次

元で取った成果物をさまざまに加工したデー

タでお渡しするのはもちろん、地形など3Dプ

リントした造形物でお渡しできたら、打合せや

干渉チェック、安全教育等にも活用いただけ

るのではないでしょうか。実はこれもお客様

から依頼されたんです。今回はまだ3Dプリン

タがないので機械を借りましたが、将来は3D

プリンタの導入も視野に入れています。

――導入検討中のご同業へのアドバイスを

　　お願いします

小林氏　近い将来、どの発注者も確実に3D

化を求めてくるでしょう。つまり、遅かれ早か

れ取組まざるを得ない課題なわけで。できる

だけ早く着手し、慣れていった方が良いでし

ょう。3Dスキャナーはポンと買えるものでは

ありませんが、スキャナーが無くても3Dデー

タは扱えます。スキャニングは外注に任せ、ソ

フトだけ入れて取組むのも1つの方法です。

3D系ならとりあえずTREND-CORE、また

測量会社の多くが使うXAとの連携から

TREND-POINTをお勧めしたいです。

田嶋氏　やはりCIMへ向かう流れは大きい

と思いますし、まずは取っつきやすい所から

始めると良いですね。実は今度、仕事でご一

緒する建設会社さんにも「元から3Dデータを

作るのは大変なので、最初の所を作ってくれ」

と言われています。私たち専門家が作ったも

のを「加工」する所から始められるのも良いん

じゃないでしょうか。

小林氏　そう、まずはやってみること。これが

一番大切ですね。

株式会社小林コンサルタント
技術部 空間情報事業部
3D計測チーム 主任

田嶋誠司氏

株式会社小林コンサルタント
代表取締役

小林佳人氏

FC
ソリューションで

行こう！

長野県飯田市の小林コンサルタントは、今年設立17期目を迎えたばかりの若い測量会社。

公共案件のみならず、建設系を中心とする民間分野に力を入れているのが特徴です。

特に3D計測ではトップクラスの実績を持ち、依頼を受けてスタッフは全国を飛び回ります。

まさに3D計測のプロ集団である彼らの技術とノウハウを支えているのが、

地上型レーザースキャナーにMMS（車載型スキャナー）、UAV（ドローン）といった

最新機器とFCソリューション群。

今回はその活用方法について、社長の小林氏と3D計測チーム主任の田嶋氏に伺います。

3Dスキャナー、MMS、ドローンを適材適所でフル活用
日本全国を駆けめぐる3D計測のプロ集団

活用レポFC Solutions 1

本社／長野県飯田市　設立／2000年1月　代表者／代表取締役 小林佳人
事業内容／3次元計測、測量、土木設計、デジタル写真測量、空撮、施工管理

株式会社 小林コンサルタント

（左）TREND-POINTによるメッシュ土量計算
（右）TREND-POINTによる点群データ処理
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ドローン
（UAV）

タブレット

▶FCソリューション図

土木施工管理
システム

CIMコミュニケーションシステム

3D点群処理システム

現場端末システム

FCソリューションで業務スタイルが一変

――幅広い分野の工事を施工していますね

蒲野氏　公共では土木工事から舗装､上下

水道まで、岡崎市と愛知県発注の公共工事を

中心に行っています。また民間についても造

成工事から宅地擁壁､下水道の切替、外構､舗

装等々、建築など何でもやります。決まりきっ

た工事は当然のこと、特に難易度の高い工事

を積極的に受けていますね。私たちの技術や

経験値を生かした提案など、付加価値を加え

られることが多いですから。もちろん下請けを

使わず、施工管理も現場管理も全て社内で回

していますよ。

――社員数は何名様くらいですか？

松尾氏　監督が8名で現場技術者が30数

名、トータル約40名。これで常時8～10現場

をフルで動かしています。細かい工事まで入

れれば年間20現場以上を動かします。

蒲野氏　うちの場合、監督でも現場技術者で

も、誰が行っても現場でひと通りのことをや

れるスキルを備えさせています。「誰かが抜

けたら現場が捗らない」なんていうことがな

いように、複数の現場をコントロールしながら

上手く全体を回していくのが私たちの課題だ

と言えるでしょう。

――複数現場を持つ形ですね？

松尾氏　そうですね、うちは1人1現場という

スタイルではないので…。もちろん若手には

1現場だけじっくり見てもらうこともあります

が、キャリア豊富な技術者はどうしても掛け

持ちになりますね。現場はどれも同時進行だ

し、新規のお客様に頼まれて見積りも作らなけ

ればならないし、ひとり何役も兼ねますから。

蒲野氏　だから作業効率と施工品質の高さ

を高いレベルで両立させる必要があるんで

す。加えてお客様への提案力を養うために

も、最新技術の導入と優れたツールの活用が

欠かせません。この春、福井コンピュータのソ

リューションを導入し、他社製品中心だった従

来システムからFCソリューションに完全に乗

り換えたのも､それが狙いです。

――春に導入したシステムの内容は？

松尾氏　4月にEX-TREND武蔵とTREND-

CORE、X-FIELD。そしてTREND-POINT

も入れました。これらにドローンを加えたソ

リューションが､われわれの新たな業務スタイ

ルの核ということになります。武蔵は技術者1

人1台体制とし、以前の他社システムから一

気に切り替えました。TREND-COREはとり

あえず2台ほど導入し、私と蒲野専務がCIM

モデルの作成を行っていますが、これも徐々

に全員へ普及させていく計画です。また

X-FIELDの導入により、現場でのタブレット

の活用､武蔵との連携も本格化していますね。

技術とノウハウが事業フィールドを拡げる

――導入で業務スタイルが変わったのでは?

松尾氏　それはもうがらっと変わりましたよ。

むろんまだ全ての現場では展開できてはい

ないし、フルに使いこなせてもいませんが、導

入現場では仕事のやり方そのものが一変し

たという実感があります。

蒲野氏　特にインパクトが大きかったのは

TREND-COREですね。3Dで作ったCIMモ

デルを見せるだけのソフトなら以前からあ

りましたが、それはあくまでイメージ図でし

かありません。役所に見せても「イメージだ

よね」と言われておしまいでした。しかし、

TREND-COREは現場を簡単にCIMモデル

化して座標も取れる。現況と計画モデルから

メッシュを切って土量計算も簡単に行える。

私たちにとって長年待ち望んだ理想的ツー

ル。その登場で一気に3DCADやCIMの敷居

が下がったわけで、まさに現場革命でした。

――どのような効果が？

蒲野氏　たとえば計画段階で仮設図等を平

面で描いても問題点等のポイントがなかなか

伝えられず、議論もしにくかったんですが、今

は最初からTREND-COREで3Dモデル化し

て「問題点はここです」「切土盛土の土量はこ

れくらいです」と発注者に伝えられます。私た

ちが頭の中で描いている2カ月後、3カ月後

の現場の様子が、具体的に見られるし､見せら

れるわけです。トラブルは先に潰せるし、やり

方についてさまざまな提案もやりやすくなり

ました。発注者も驚いてましたね。「2カ月後こ

こに問題が」といっても半信半疑だったのが

「本当にそうなった！」って。こうした積み重ね

が､高い評価と信頼に繋がっていくのです。

――民間の現場でもそのスタイルで？

蒲野氏　ええ、民間の工事ではさらに驚かれ

ます。先日も「この土量計算は何を根拠に？」っ

て聞かれたので、「この計画モデルから自動

計算して…」とお見せしたら「そんなことがで

きるの！」「見積り段階でいちいち土量計算し

てくれるんだ！」と。実際はTREND-COREを

使えば片手間でできるんですが（笑）、これも

私たちに対する確かな評価に結びついてい

ます。特に最近、民間の仕事で不動産会社の

社長との交流も多く、最初期の計画段階から

「この土地をどうしたら高く売れるか考えてみ

て」なんて声もかかるようになりました。

松尾氏　初めは施工するなかで、TREND-

COREを生かしていろいろ提案していくと、

「それじゃもう最初から考えてよ」と任される

んですよ。そうしたら、ドローンとTREND-

POINTで現況測量して進めればいい。さら

にそのデータを使ってもらえばプロジェクトの

主導権も握りやすくなりますから、利益も出し

やすくなるし、事業フィールド自体も広がりつ

つあります。

「やれちゃってる」感のある空間を作る

――今後の計画は？

松尾氏　忙しくてなかなかソリューションを

フルセットで活用する機会が少ないですが、

今の造成の現場ではドローンを飛ばして現場

を空撮し、その空撮写真から3D点群データを

作ってTREND-POINTに読込み、フィルター

をかけて土量計算したり地表モデルを作る手

法を実践しています。さらにそのデータを

TREND-COREと武蔵で加工し現場に戻す

形でデータを一貫して共有し、活用していき

たいと考えています。

蒲野氏　まあ、TREND-POINT、TREND-

CORE､武蔵をさらに全社に普及させていく

とともに、これらをトータルに連携させ､より

現場の3次元化を実現していきます。CIM関

連では、たとえばドローンとTREND-POINT

で作った地形データを、重機のMCにも連動

させてみたいですね。

――そうした取組みのために重要なのは？

蒲野氏　会社の中に、新しいことが「やれち

ゃってる」感のある空間を作ることです。特に

若手育成において、これはすごく大切です。

若い人が「新しい技術に触れたい」と思った

時、すぐに最新ソフトが使える環境。実際に皆

がどんどん使っている空間を作ることで、誰

もが「皆と一緒ならやれる！」と思えるようにし

たいのです。

松尾氏　だからこれから取組もうという会社

さんも、TREND-CORE等はとりあえず買っ

てしまった方が良いですね（笑）。あと､武蔵

はもちろんX-FIELD等も1人1台ずつ持たせ

たい。専務が言う通り使いたいと思った時に

すぐ使えることが重要です。費用対効果から

いったら安いものですよ。

株式会社山口土木
専務取締役

蒲野禎幸氏
株式会社山口土木
取締役総括技術部長

松尾泰晴氏

FC
ソリューションで

行こう！

（左）ドローンとTREND-POINTで地形モデルを作成
（右）X-FIELDによる作業

愛知県岡崎市の株式会社山口土木は、1990年に設立された若い土木工事会社です。

社歴こそ浅いものの、常に最新を目指す高い技術と旺盛な提案力には定評があり、

公共土木はもちろん民間でも豊富な実績を蓄積。いまや地域を代表する1社となっています。

2015年春、同社はEX-TREND武蔵をはじめとする福井コンピュータ製品一式を導入。

FCソリューションによる新たな業務イノベーションに着手しました。

すでに着々と成果を上げつつあるその取組みについて、

同社の蒲野氏と松尾氏に伺います。

FCソリューションをフル活用し業務スタイルを一新！
効率、品質に提案力も強化して事業フィールドを拡大中

活用レポFC Solutions 2

本社／愛知県岡崎市　設立／1990年8月　売上高／13億1,400万円（2015年3月期）
事業内容／土木工事、とび、舗装工事、管工事、水道施設工事、鋼構造物工事ほか

株式会社 山口土木
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SMART
CONSTRUCTION

スマート
コンストラクション

人

建機 現場

結合 結合

結合

「未来の現場」を作るICTソリューション

　コマツといえば、各種の建設機械や小型機

械、産業機械などを開発製造しているわが

国ナンバー1の重機メーカー。読者の皆様に

とっても、おなじみの存在ではないでしょう

か。そのコマツが、2015年1月新たな建設現

場ICTソリューション「スマートコンストラク

ション」を発表し、業界の大きな注目を集めて

います。

　この「スマートコンストラクション」とは、コマ

ツが提供する建設現場のあらゆる情報をＩＣＴ

で結び、より安全かつ生産性の高いスマート

な「未来の現場」を創造していこうというもの。

クラウド型プラットフォーム「KomConnect

（コムコネクト）」を通じて、その現場の施工に

関わるさまざまな管理機能を提供するととも

に、3Dデータを幅広く活用して日々の施工の

見える化を実現。また、シミュレーション機能

により常に最適な施工計画の立案を支援す

るなど、施工現場の生産性を大きく向上させ

る「未来の現場」を目指しています。

TREND-POINTが生みだす多彩な機能

　そんな「スマートコンストラクション」の核と

なる技術の1つが、建機に搭載されたステレ

オカメラやドローン、3Dスキャナーなどから

作成された膨大な点群データから施工現場の

3Dデータをすばやく生成する高機能な点群

処理エンジンです。今回、キー・テクノロジー

の1つとして採用されたこの点群処理エンジン

こそ、福井コンピュータの「TREND-POINT」

です。

　KomConnectに搭載されたTREND-

POINTは膨大な点群データを高速処理。【点

群ビューア】としてWeb上で3Dデータとして

の閲覧を可能とします。さらにこの点群デー

タに設計データ（TIN）を重ねて表示すること

で、現況との比較・検討も行えます。また、点

群をプロットする基盤となる3Dデータを作る

CADとして、同じく当社の「EX-TREND武

蔵」が採用されています。TREND-POINT 

は、この他にも以下のようなさまざまな機能を

KomConnectに提供しています。

2016年度は全体の2割に導入

　国土交通省では、これまで情報化施工や

CIMなどの取組みを通じ、3Dデータを活用し

たICT技術の多角的な活用による建設現場

の生産性向上を推進してきました。今回、新

たに発表されたi-Constructionは、これら従

来のICT建設技術を統合し、測量・設計から

施工、維持管理に至る建設工事の全工程に

幅広く導入・活用しようというもの。特に土工

等の分野で抜本的な生産性向上を図り、最終

的には、技能労働者1人あたりの生産性を5

割程度向上させることを目標としています。

　計画では、2016年度にまず全体の2割に

相当する5千億から6千億円の直轄工事を導

入対象としていくこととなっており、2020年

までに全ての工事案件を義務化の対象とし

ていきます。なお、国土交通省では、この

i-Construction利用を義務づけるため、「土

木工事施工管理基準」なども見直す方針です。

土工とコンクリート工がメインターゲット

　i-Constructionの取組みで、今回特にター

ゲットとして挙げられているのは、過去30年

余にわたり十分な生産性の改善が進んでい

ないと言われている「土工」と「コンクリート

工」です。特に土木工事分野においては、測量

から設計、施工計画、施工、さらには完成検査

に至るトータルな流れを、3Dデータの幅広い

活用により大きく効率化していく考えです。

　土工分野でいえば、「起工測量」でドローン

で撮った現況写真を元に高精度な3D測量

を短時間で行い、得られた3Dデータを「設

計」や「施工計画」に活用。現況地形と設計

図面との差分から切土・盛土などの施工量を

自動算出します。さらに「施工」においては、3

次元設計データ等の活用によりICT建設機

械を自動制御。建設現場のIoT（Internet of 

Things）化を実現します。また「検査」につい

ても、ドローン等を活用することにより、出来

形書類等を不要としていくなどして、検査項

目自体を半減させていく計画となっています。

　こうした土工分野でのICT技術の活用手

法は、EX-TREND武蔵を中心とするFCソ

リューションで的確な対応が可能です。たとえ

ば起工測量ではTREND-POINT。設計・施工

計画でEX-TREND武蔵とTREND-POINT。

また施工段階でもEX-TREND武蔵が。検査

では再びTREND-POINTがそれぞれに活躍。

TREND-COREも設計・施工計画～検査にわ

たり大きな力を発揮します。i-Construction

へのひと足早い的確な対応によって他社差

別化を図ると同時に、高度な現場効率化を推

進しましょう。

■土量計算

2015年1月、わが国を代表する重機メーカー「コマツ」は、新時代の建設現場ICT

ソリューション「スマートコンストラクション」を発表。大きな注目を集めました。そ

して、この新しい現場システムの核の１つとして採用されたのが、福井コンピュー

タの3D点群処理システム「TREND-POINT」です。

コマツの新しい建設現場
ICTソリューションに
TREND-POINTの技術が
採用されました

詳しくはスマートコンストラクションホームページを
ご覧ください。
http://smartconstruction.komatsu.co.jp/

FC Solutions 活用ニュース 1 FC
ソリューションで

行こう！

現況データからDEMデータを作成し、設計
データや任意の日付の現況データとの差
分土量を算出できます。結果はWeb上で
3Dで分かりやすく表示され、盛土・切土エ
リアを素早く正確に確認できます。

建機搭載のステレオカメラやドローン、3D
スキャナーで作った点群データをWEB上
で3D化して閲覧。点群データに設計デー
タ（TIN）を重ねて表示し現況と比較・検討
できます。

■断面ビューア■点群ビューア
3D表示した現況データは自由に断面を確
認できます。計画された断面情報を3D／
2Dで表示して、任意の位置を選んで差を
表示することが可能です。

■進捗状況の確認
さまざまな地図上に現場の設計データを表
示して現況と比較することで、日々の施工
実績や進捗状況をひと目で的確に確認す
ることができます。

本記事でご紹介したさまざまな機能が活用できる「TREND-POINT」。ぜひその目でお確かめください！

検索スマートコンストラクション

点群処理 土量計算 3D測量を活用した検査

3Dモデルを利用した検査現場シミュレーション・関係者間の情報共有

設計データ作成 MC/MG用設計データ作成

TS出来形管理

2015年11月、国土交通省は建設現場の生産性向上を目指す新基準「i-Construction」

を発表しました。測量・設計、施工、管理に至る全プロセスにおいて、情報化を前提にこの

新基準の導入が予定されています。このうち施工を支援するツールとして、FCソリュー

ション各製品に注目が集まっています。

ICT建設技術を統合＆進化させた
国交省の新たな取組み「 i -Construction」を
FCソリューションがサポート

FC Solutions 活用ニュース 2 FC
ソリューションで

行こう！

■ i-ConstructionとFCソリューション

■ i-Constructionの
　目指すもの

1人1人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善
賃金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、安全性の飛躍的な向上を図る

1起工測量

i-Construction

CIM
情報化施工（部分的試行）

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

ICT技術の
全面的活用
（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の3本柱

●UAV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

※「i-Construction」については国土技術政策総合研究所より商標登録出願中です。

●閑散期と繁忙期の解消による
　労働環境の改善
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土木施工管理システム

線形横断図データ

工事写真の電子化とは？

　まず、「工事写真の電子化」とは下記の2点

を表します。

　現在、写真管理基準（案）（平成27年3月）

では、工事写真に「工事名」、「実測寸法」、「略

図」等を記載した小黒板を被写体と共に写し

こむことが規定されていますが、電子黒板の

許可により、専用カメラや工事写真撮影ソフ

トを用いて黒板情報や黒板画像を埋め込ん

で撮影した工事写真が、活用可能となります。

　ただし、全ての工事写真に黒板画像を埋め

込む必要はありません。工事写真撮影ソフト

はiPhoneやiPad、Windowsタブレットなど

スマートデバイス上で動作し、端末上のカメ

ラを用いますが、トンネルでの撮影が難しく

寒冷地での電池切れなど課題もあります。適

した場面での利用が必要です。次に「工事黒

板の電子化」メリットを挙げていきます。

活用のメリット

　試行の結果として、参加された業者様より

報告されたメリットは下記の通りでした。

　この内容から現場における安全性の向上

と作業の省力化が図られます。

どんな準備が必要？

　「工事黒板の電子化」を行うには工事専用

カメラや工事写真撮影ソフトを使う必要があ

ります。写真整理ソフトは工事黒板の電子化に

対応した製品を選ぶことで写真整理も省力化

されます。製品と対応内容は表1の通りです。

安心してください！ 対応してますよ

　福井コンピュータはこれまでの試行にも参

加してきており、現場端末システム「X-FIELD」

と「EX-TREND武蔵 写真管理」により「工事

黒板の電子化」を実現しています。

　工事写真撮影時は黒板を設定して撮影す

るだけで黒板情報が写真に格納され、黒板画

像も画像に埋め込まれます。「写真整理」の情

報が「X-FIELD」も連携され、黒板設定時に

都度情報の入力は不要。写真は分類情報を

元に、「写真管理」内で自動整理されます。事

務所に戻って行っていた写真整理の時間を

大幅に削減し、現場の時短に繋がります。

　iPhoneやiPad、Androidなどの端末を使

う場合は、RICOH社製「SnapChamber」が

便利です。「SnapChamber」も黒板情報や

画像付き写真を撮影でき、撮った写真は

「EX-TREND武蔵 写真管理」で自動整理可

能です。スマートフォンなど手軽に撮影できる

点は非常に便利です。また、カメラではRICOH

社製G800シリーズに対応しています。黒板画

像付き写真は撮れませんが、「写真管理」の写

真整理分類情報を連携でき黒板情報の埋め

込みは可能です。撮った写真は「EX-TREND

武蔵 写真管理」で自動整理できます。

　本格採用が始まる「工事黒板の電子化」

で、工事カメラとスマートデバイスを上手く使

い分け、現場の安全や省力化に繋げましょう。

2014年より試行開始し検証が進められてきた工事写真への電子黒板の適用が、
国交省の工事において近日中に許可される予定です。
今回は電子黒板の利活用により工事写真に関する作業がどう変わり、
何を準備すべきかについて福井コンピュータが最新情報をお届けします。

工事黒板の電子化を利用し、現場の安全と
写真整理作業時間の削減を目指す

1 写真ファイルに黒板の情報を格納する
　 （工事・工種などの黒板情報付き写真ファイル）

2 写真ファイルに黒板の画像を写し込む
　 （黒板画像付き写真ファイル）

●撮影時の小人数化（補助員が不要）
●高所・狭小部撮影における安全性の向上
　（小黒板持ち歩き不要のため）

●写真整理の省力化
　（撮影時に入力した工種情報により写真管理ソフトにて
　　自動整理される）

●黒板の撮影位置を気にしないで済む。
　見やすい位置に小黒板をレイアウトできる。

写真管理分類

黒板情報つき写真

専用工事カメラ

表1 「小黒板の電子化」製品と内容について

工事専用カメラ
RICOH G800などが対応

写真ファイルに黒板の情報を格納できる。
（※注意）写真ファイルへの黒板の画像を写し込みはできない。

分類 製品 内容

工事写真撮影
ソフトウェア

iPhoneやiPad、
Windowsタブレットなど
スマートデバイス上で
動作するソフトウェア

写真ファイルに黒板の情報を格納できる。
写真ファイルに黒板の画像を写し込む事ができる。

※画面はイメージです

現場端末（ウィンドウズタブレット）でも小黒
板に対応した工事写真の撮影が可能です。

現場端末でも電子小黒板
「写真管理」に取り込むだけで、自動で写真
の整理や電子納品情報入力まで終了します。

小黒板写真で現場の省力化

工事写真が新時代に――

CIM活用の核となるCIMコミュニケーションシステム「TREND-CORE」が新たな進化を遂げました！ 
3Dに「時間」の要素を加えた4D施工ステップモデルによる施工手順の“見える化”など、驚きの新機能を多数搭載。
施工現場におけるCIM活用をより高度に支援する機能が実装されています。

４Ｄ施工ステップで施工手順を“見える化”！
進化を遂げるＣＩＭコミュニケーションシステム

NEW！ Ver.3 誕生

施工ステップごとに現場をモデル化し、各施工場面を再現する「4D施工ステップ作
成機能を搭載。施工手順や変更案との比較、工事の進捗状況等を分かりやすく“見
える化”します。表現力の向上により、発注者との設計協議も時間短縮でき、地元住

民説明会では臨場感あふれる分かりやすい説明で地元の理解も得やすくなります。
また、モデルに付与した「工程」「試験結果」「担当者」などさまざまな属性情報の多
彩な表現により、施工計画の検討・共有を幅広く支援します。

4D施工ステップ作成機能で施工手順を“見える化”

※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）

新機能 1

現場モデルに配置した重機モデルは、性能に沿った可動範囲を「鳥かご」状の表現
で分かりやすく“見える化”でき、重機の安全な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簡単にモデル化できるので、危険個所を視覚
的に把握して施工手順の検討や誘導員の配置計画に利用できます。

重機の可動範囲や危険個所を“見える化”新機能 2

デジカメやスマホで撮った位置情報付き写真を、3Dモデルに自動配置。現地情報
をより分かりやすく、的確に伝えられます。さらに「X-FIELD」を使えば図面上に位
置を指定し写真撮影できるので、正確な位置に写真を自動配置できます。

TREND-COREで作成した3Dモデルや関連情報を広く活用いただくた
め、フリー版の専用ビューアをご用意しました。発注者や工事関係者な
ど誰でも無料で閲
覧できるので、より
多くの業務場面で
3Dモデルをご活用
いただけます。

写真配置で現地状況をより分かりやすく新機能 TREND-CORE CIM ビューア Free版で誰でも閲覧！4

可動範囲が
見える！

危険箇所が
見える！

横断図を下図として形状をマウス指定することにより、線形に沿って道路や側溝、
法面などを自動配置できます。EX-TREND武蔵から出力した「線形・横断図デー
タ」も取り込み可能となっており、発注図を生かした3Dモデル作成を支援します。

横断図を生かしたモデリング新機能 3

位置情報から
自動配置

●ダウンロードは
【CIMスペシャルサイトで】http://cim.fukuicompu.co.jp/

写真協力：株式会社大本組様
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EX-TREND武蔵の操作を学びたいがスクールが遠い、日中はなかなか
時間が取れない。――そんな悩みをお持ちの方に、「教材動画DVD」をお
勧めします。プロの講師のノウハウを凝縮した分かりやすい講座DVDで
す。DVDを再生できるパソコン環境さえあれば、場所や時間を問わずい
つでもどこでも何度でも利用でき、自分のペースでじっくり学習できます。

「TREND-POINT」編、「TREND-CORE」編に続いて、「EX-TREND
武蔵」編が登場しました。「武蔵」編は機能ごとに分冊され、今回2016年
1月27日に「建設CAD」編と「電子納品」編を発売。以降、順次発売して
いきます。「武蔵」の多彩な機能から学びたいものだけ選べるので、初心
者の方はもちろんワンステップ上を目指す熟練者の方にも最適です。

どの講座も全国10カ所スクール会場で受講できます。各会場には
最適化した専用PCを用意し、プロ講師によるライブ配信で具体的
かつ分かりやすい講習をご提供します。

▶スクール会場は全国10カ所

▶お申し込みはFCコンシェルジュから！

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。詳細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。

「短時間で集中的に操作を学びたい！」そんな方にお勧めなのが、福井コンピュータ運営の
スキルアップスクールです。たとえば「EX-TREND武蔵」の講座なら、「建設CAD編」「電子
納品成果作成編」など、初期操作からユーザ様の各業務に合わせた多彩なカリキュラムを
用意しており、必要な講座を選んで受講できます。「FCコンシェルジュ」から全国各地のス
クールをダイレクトに予約できます。

受講者から
ひと言

［スクール拠点］
【北海道・東北】●仙台 ●盛岡　 【関東】●東京（銀座） ●埼玉
【東海・北陸】●名古屋 ●静岡  【近畿】●大阪
【中国・四国】●広島　　　　　【九州】●福岡 ●熊本

ユーザ様向け講座

建設CAD
入門編

FCコンシェルジュの
「マニュアルサポート」

カテゴリーへ

「講座内容のご紹介」
確認後「予約する」へ

❶
予約カレンダー
画面へ

❷ ❸

▶熟練者のノウハウを凝縮！

教材動画DVD「EX-TREND武蔵」編の内容
教材No. 教材名 収録内容 収録時間

※2016年1月27日より順次発売予定

価格（税抜）

▶選んで学べる「武蔵」編登場！

毎週金曜受講日

25,000円（税抜）受講料（1人1回）

3時間時間

続々登場！ 教材動画DVD
事務所で手軽にスキルアップ！

スキルアップチャレンジ 1

全国でスキルアップスクール開講中！
初心者でも安心！ プ ロから学 んで重 点スキルアップ

スキルアップチャレンジ 2

「EX-TREND武蔵」の「建設CAD」の基本操作から応用操作、各種土木計算など、
現場管理業務における業務効率化を実現する操作手順が習得できます。❶ 建設CAD 基本編・計算編（2枚組） 約8時間 ￥70,000

基本的な操作から3Dモデル作成～実際のシミュレーション作業までの操作手順
が習得できます。CORE2016基本 約7時間 ￥100,000

基本的な操作から断面作成、メッシュ作成～土量集計までの操作、BLUETREND 
XAやMercury-Evoluto連動による3Dトレースの操作も習得可能。POINT2016基本 約4時間 ￥100,000

写真や図面、書類の格納方法から電子納品成果作成まで、一連の操作手順が習
得できます。❷ 電子納品 約5時間 ￥50,000

写真管理・出来形管理の基本操作、アルバム編集、写真と出来形の相互連動など
の操作手順を習得できます。❸ 写真管理・出来形管理 約4時間 ￥20,000

線形・縦断・横断の連動や線形計算での豊富な計算、図面からの横断作成など、作
業効率化の操作手順を習得できます。❹ 路線縦横断 約3時間 ￥20,000

舗装・法面・擁壁などの各種展開図の作成や帳票作成など、各種の操作手順を習
得できます。❺ 展開図 約2時間 ￥20,000

豊富なマスタを使った工事成績評定点アップを支援する、施工計画書作成支援
の操作手順を習得できます。❻ 施工計画作成支援 約2時間 ￥20,000

多彩な機能を使用しながら行う、土工および舗装工事の基本設計データ作成の
操作手順を習得できます。❼ 3次元設計データ作成 約3時間 ￥20,000

マウス操作による実績入力、達成数量自動入力、資機材連動による工程計画の操
作手順を習得できます。❽ 工程管理 約2時間 ￥20,000

切削オーバーレイの縦横断の同時簡単設計や、舗装出来形管理の基本操作など
の操作手順を習得できます。❾ 切削オーバーレイ・舗装出来形 約2時間 ￥20,000

Co品質管理の打設日毎の管理や、As温度管理の納入台毎の管理などの操作手
順を習得することができます。10 Co品質・As温度管理 約1時間 ￥20,000

CADの基本操作から発
注図への加筆修正～完成
図作成まで、建設CADの
操作を修得します。

電子納品成果
作成編

電子納品を見すえた写真
整理の基本から、電子納
品ツールによる成果作成
まで修得します。

ユーザ様向け講座

土地基本編

観測データから各種計
算、CADによる簡単な図
面作成まで、土地に関わる
基本操作を修得します。

現況平面図
作成編

CAD専用コマンドを使用
して現況平面図を作成。
その完成までの操作を修
得します。

「初めて知った便利な機
能もあり、明日から活用
できそうです」
（Dコンサルタント K氏）

「テキストが分かりやす
かったと思います。復習に
も使えそうです」
（B測量事務所 M氏）

「初めての電子納品を控
えていましたが、無事納
品できそうです」
（C建設 L氏）

「導入したばかりの初心者です
が、非常に分かりやすい内容
でした。講義の速さもちょうど
よかったです」（A建設 H氏）

CPDS
認定
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2016年1月27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

FCソリューションで行こう！

■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2月29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。

強力吸引バキュームクリーナー

■重量：約450g（本体）　■電源：単三乾電池4本（別売）

■直径：92mm　■重量：約210g（電池含）　
■電源：ボタン電池2個（同梱）

コンパクトで強力な卓上クリーナー。用途に応じて3つの専用ノズルを付け替え、
どんな場所でもラクラク＆強力に吸引します。

2016  WINTER  vol.03

「キーワード」を答えて
　編集担当お勧めグッズを当てよう！

　プレミアム情報誌「CONST-MAG」第3号をお届けします。本文でもご紹介しまし

た通り、CIMに続くi-Constructionが発表され、3Dスキャナーやドローン利用が本格

化するなど、3D化を核とする現場イノベーションが急ピッチで進んでいます。そこで

今回は、弊社製品群を組合せて活用し、この新たな流れを先取りしておられるユーザ

様の声を中心にお届けしました。皆さまの業務の参考としていただければ幸いです。

●

　3Dをキーワードとするこの新しい流れを捉えて、福井コンピュータの製品開発も加

速します。今回ご紹介した「TREND-CORE Ver.3」の他にも、皆さまの期待に確実

にお応えし、しかもその予想をはるかに超え、驚きの進化を遂げた新製品も続々登場

します。――どうぞ2016年の福井コンピュータにご期待ください。

本誌は、サポートサービス「FCメンバーシップ」ご加入の
お客様のためのプレミアム情報誌です。年2回発行し、皆
様のお手元へお届けしています。

Message
from
Editors

2名様

LEDデスクルーペ
2名様

「解除」「認証」を行うだ
けで、1つのライセンス
を別のパソコンで使用
できます。プロテクトを
持ち運んだり郵送する
必要はなく、ライセンス
の受け渡しもスムーズ
かつ安全です。

簡単＆安全に複数PC間でライセンス活用

緊急バッテリー機能で
使用可能に！

●製品に関するお問い合わせは
【カスタマサポートセンター】 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。

2

USBを使わないので紛
失・破損などの心配がな
く、バージョンアップ時な
どのプロテクト更新の手
間が軽減。もちろんコン
ピュータのUSBポートが
プロテクトに占領される
ことも決してありません。

ライセンス管理の手間を軽減1

認証期間が切れ、ネットワーク障
害で認証や更新ができない！とい
った場合でも、「緊急バッテリー
機能」を使えばソフトは一時的に
使用可能です。不測の事態が起
こっても安心です。

ネットワーク障害時もソフト使用可能4

ライセンス認証を1度行え
ば、最長1カ月の認証期間内
はインターネット接続なしで
ソフトウェアが使えます。出
張先や打ち合せ時など、ネッ
ト環境のない外出先でもご
利用いただけます。

ネット環境のない外出先でも利用可能3

最長1カ月間ネット接続不要！

解除

会社
出張先
現場事務所
など

自宅認証

解除認証
紛失の場合は
ライセンス再購入に！

受け渡しも
スムーズ・安全に！

ご愛読への感謝を込めて豪華商品をプレゼントします！ 今回は「あると便利！」なアイデアグッズ2種

をご用意。デスク上の細かなゴミを手軽に掃除できる「強力吸引バキュームクリーナー」を2名様に。

倍率5倍の大型レンズにLEDライトを搭載し、細かい字も明るく見やすい「LEDデスクルーペ」も同じ

く2名様にプレゼントします。ご希望の方は右記の応募方法をご一読の上、ふるってご応募ください。

拡大率5倍の大型光学レンズに3個のLED
ライトを搭載。ワンタッチで点灯すれば、読
みたい箇所を明るく見やすく照らします。

P r e s e n t

ネット認証ライセンスは、2009年11月以降の福井コンピュータ製品で
実用化された新プロテクト。ソフトウェア起動時にインターネットを介し
て認証するアクティベーション方式です。ユーザ様のライセンスは、福井
コンピュータのネット認証ライセンスサーバで安全に管理されるので、
ユーザ様はサーバを用意する必要はありません。当然、従来のハードプ
ロテクト方式で発生していたUSBの紛失や破損等のリスクは低減し、ラ
イセンス管理者の負担も大きく軽減されます。
2016年度より、福井コンピュータ製品はこのネット認証へと完全に移行
します。まだ移行がお済みでないお客様は、このメリット豊富なネット認
証方式へ早めに移行しましょう！

いますぐネット認証ライセンスへ移行しましょう

ネット認証ライセンス4大メリット

U S B プ ロテクト をご 利 用 中 のお客 様 へ！

2016年度
FC製品は全面
ネット認証へ！

メリット
いろいろ
ネット認証

ネット認証ライセンスへの移行に伴うご相談は、
カスタマサポートセンターまでご連絡ください！
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