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Leica iCON iXE3- 究極の精度へ
iXE3のマシンコントロールソリューションは、3Dの設計モデルとGNSSを使用してオペレータをガイダンスします。設計情報とリアルタ
イムの切り/盛り表示がコントロールパネルに表示され、設計面にすばやく掘り下げることができます。
このソリューションは、安全性と
生産性を向上させながら、稼働率の向上とオペレータの満足度を保証します。
LandXML、DXF、GEO、KOF、L3D、LMD、LIN、MBS、およびTRMフォーマットなど、業界標準のさまざまなデータフォーマットを使用して、
さまざまなアプリケーションやワークフローを利用できます。オペレーターは、
モデル作成機能 を使用して、運転室を離れることなく、
また測量技師の助けを借りずに、パネル上に単純で複雑なモデルを直接作成できます。

One for all

簡単な操作

堅牢なデザイン

1つのソフトウェアと1つのハードウ
ェアプラットフォームで建設現場を
デジタル化します。
より簡単なワーク
フローと少ないダウンタイムで複雑
な設計面を成形します。

様々なニーズに適応したインタラク
ティブなユーザデザインを備えた、
シンプルでわかりやすい直感的な
ユーザインターフェース。
ウィザード
とヘルプ機能を備えた支援技術によ
り、油圧ショベルを高品質でより多く
の作業を行うことができます。

堅牢な設計により、Leica MCP80パネ
ルとLeica MDSドッキングステーショ
ンは最も過酷な環境にも耐えられる
ように設計されています。
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油圧ショベルソリューション- 3D&2D

ブーム センサ
MSS401i

ドッキング ステー
ション
MDSシリーズ

*ブーム センサ for
dual boom
MSS402i

ConX

コントロールパネル
MCP80

*スティック センサ
MSS403i

*リモート
ディスプレイ

GNSS スマートアンテナ
CGA100

レーザー受光部付き
スティック センサ
MSS404i SL
バケット センサ
MSS405i

*コンパス
MRS300 for 2D mode

*チルト センサ
MSS406i

* オプション構成

一つのパネル
MCP80コントロールパネルは、重機のあらゆる3Dアプリ
ケーションに対応できます。業界をリードする使いやすい
インターフェースは、すべての3Dマシンアプリケーション
で使用できます。MCP80はバックライト付きの大型のタッ
チスクリーンパネルを備えており、好みに合わせてパーソ
ナライズが可能です。MDSシリーズのドッキングステーシ
ョンには、パネルを簡単に交換するための最新のキャリブ
レーション値と油圧パラメータが保存されています。完全
にケーブル フリーの接続により、パネルはドッキングステ
ーションから簡単に取り外しが可能です。

*無線
モデム

デュアルGNSS受信機
iCON gps 82

ピッチ & ロール センサ
MSS400i

他の利用可能なオプション：

プリズムおよび方向センサー

一つのユーザーインターフェース
シンプルで直感的なユーザインターフェースを備えたすべてのマシン用の1
つのソフトウェアプラットフォーム。オペレータはただキーを回すだけで作業
を開始できます。作業タスクをインタラクティブにサポートします。わかりやす
いアイコン表示によるインターフェースにより、オペレータが必要とする機能
を簡単に見つけ出すことができます。
ウィザードとヘルプ機能を備えた支援
技術により、マシンを運転し、
より高い品質とより少ないエラーでより多くの作
業を実行できます。
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Leica iCON iXE3 – スイング ブーム付き 小型
油圧ショベル向け
スイング ブームを備えたミニショベルにマシンコントロールを追加すると、高精度、デジタルワークフロー、出来形ドキュメントなど、
マシンコントロールの全ての利点を活用できます。

ドッキング ステー
ション
MDSシリーズ

ブーム センサ
MSS401i

ConX
コントロールパネル
MCP80

*Boom 2 センサ
MSS402i
*スティック センサ
MSS403i

GNSSアンテナ
CGA100

スティック センサ
with レーザー受光
MSS404i SL
*リモート ディ
スプレイ
バケット センサ
MSS405i

*コンパス
MRS300 for 2Dモデル

*チルト センサ
MSS406i

*無線モデム
スイング ブーム センサ

デュアルGNSS受信機
iCON gps 82

ピッチ&ロールセンサー
MSS400i

他の利用可能なオプション：
a) プリズム & TPS 構成

MC1 FOR COMPACT EXCAVATORS
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■

スイング ブームセンサまたはスイング ブーム手
動をサポート

■

他のMCアプリケーションと同じソフトウェアおよ
びハードウェア プラットフォーム

■

ミニショベルとバックホウで利用可能なデジタ
ル ワークフロー

■

ConX でデータ共有、出来形ドキュメント、遠隔リ
モートを統合.

b) 手動で定義されたスイング ブームの角度（スイングブーム センサなし）

マシンコントロール - 小型油圧ショベル 向け
マシンコントロールの利用を拡張して、溝掘りと掘削などの現場で3Dマシンコントロールの利点を活用して下さい : より
正確な作業、余掘りの回避、手戻り、エラーの減少、1 つの共通のソフトウェアおよびハードウェア プラットフォームがアプリ
ケーション全体で同様のメニューとワークフローを提供し、主要なハードウェア コンポーネントを様々なマシン アプリケー
ションに転用でき、データ ロギングおよびConXを介して出来形レポートとして出力が可能です。

小型ショベルの高精度マシンコントロール
コンパクトな油圧ショベルとスイング ブーム付きの Huddig バックホウは、大型油圧ショベルが使用できない場所での掘
削や掘削用に設計されています。マシンのスイング ブームが独立して動くため、障害物を回避しながら掘ることができま
す。Leica Geosystemsは、
スイング ブーム センサーまたはスイング ブームの位置を手動で計算する柔軟なソリューション
を提供します。

スイング ブーム タイプを選択

スイング ブーム位置を選択

スイング ブーム付きショベル実行画面
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インテリジェント ソフトウェア - 稼働時間を向上
効率的なメニュー構造により、すべてのプロジェクトファイルを簡単に管理できます。オペレータがワークフローに必要な機能を選択
するための素早いアクセスを可能にするユーザインタフェースにより、稼働時間を増やします。

注目
オペレータはインターフェースとして実行画面を注視しながら、手元の作業に集中させます。フル スクリーンまたは分割スクリーンにより、目の前の
タスクを支援する最も効率的なビューを選択できます。

横断勾配ビュー

掘削作業の計画に
縦断勾配ビューを使用

頻繁にアクセスする機能を表示する
クイック アクセスのメニューバー

隠された情報バーはその他の機能
にアクセスします

2Dまたは3Dの平面図
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データ共有- 全ての情報をシームレスに
iXE3ソリューションを使用すると、
プロジェクトの進捗状況を監視およびフォローアップするために、マシン間でログポイントを共有で
きます。モデルデータの作成も、MC1ソフトウェアおよびiCON siteのプロジェクトとのシームレスなファイル共有と同様に簡単に共有
できます。

回避ゾーン
回避ゾーンを使用してトリガー距離を選択し、掘削時に
保護する必要があるユーティリティ パイプ、ケーブル、
ま
たはその他の領域の周囲に仮想障壁を作成します。
機械のオペレータが制限区域に近づくと、画面が赤くな
り、高さインジケータが消えてアラームが鳴ります。
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iXE2/3 – 半自動 バックホウ
Leica iXE2/iXE3 油圧ショベル マシンコントロール ソリューションの新しい半自動機能は、
ブーム, バケット, チルトバケット および チル
トローテーター 機能の動きを自動化することで、複雑な整地作業をより迅速かつ正確に実行できるように支援し、オペレータの作業
を簡素化します。半自動バックホウは柔軟なソリューションであり、オペレータは手動モードと自動モードを簡単に切り替えて最大限の
安全性を確保できます。

機能
スティックを操作するだけで、設計勾配に自動
追従
■ 最も近い横断勾配によるインテリジェントな勾
配検出
■ サーフェイス保護 (ツール ポイントが設計面に食
い込むことはありません)
■ 回転コントロールのcross-cut
■ スティック有効化 (ボタンを長押し不要)
■ 必要に応じて手動と自動の機能の切替えが簡単
■

利点
オペレータの負担軽減
コストと時間のかかる手戻りを回避できる為、作
業をより迅速に行うことができます。
■ 安定した施工品質
■ Leica Geosystems の半自動機能は安全に使用
できます。
■ あらゆるケースとマシン構成に適合する柔軟な
構成
■
■
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掘削機能 の自動化
iXE CoPilot
Leica iXE CoPilotを使用すると、油圧ショベ
ルのオペレーターは通常の掘削動作（ブー
ム、
アーム、バケット）の操作に集中するだけ
で、チルトローテータの傾斜および回転機
能はバケット下の基準面に合わせて自動的
に調整されます。
オペレーターはバケットの回転をマニュア
ルで操作することでバケット内の材料を適
切に保持できますが、チルトを自動制御する
ことで作業の負担を軽減します。
ジョイステ
ィックのボタンを押すだけでCoPilotを有効
にすると、
トレーニングレベルに関わらずチ
ルトローテーターの使用が簡単になり、オペ
レーターの負担が軽減されます。

自動ツール認識システム
ツール認識システムは、バックホウやホイー
ルローダーのツール(バケット)を自動的に認
識します。
このツール認識モジュールは、バ
ックホウのバケットとチルトローテータに取
り付けられており、キャビン内のハブは、バ
ケットが外されると信号を登録してマシンコ
ントロールシステムに送信し、新しいバケッ
トが選択され、キャリブレーションされてい
ないバケットが選択されると警告を送信し
ます。バケットを交換したときの手動による
設定変更をする必要がなくなりました。
誤ったバケット設定による掘削不足または
過堀を防止し、
コストのかかる手直しのリス
クを最小限に抑えます。バケットの交換をサ
ポートするだけでなく、ツール認識システム
はチルトバケットと取り外し可能なチルトロ
ーテータもサポートします。
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浚渫用– 水中の掘削
MSS400シリーズの一部として、水中浚渫作業用のMSS420センサーは、定評のあるMSS400シリーズセンサー技術に基づいています。
速度、性能、精度、生産性を保証するMSS400シリーズセンサーはSPテクノロジーを採用しており、高速で精度を落とすことなく掘削を
高速化し、機械の利用率と生産性を劇的に向上させます。

強化ケーブル、
センサー筐体、
ブラケット
5 barの圧力で40 mまで使用できるように設計されたMSS420センサーは、耐圧コネ
クター、頑丈なセンサーハウジング、頑丈なケーブル、
ステンレススチール製ブラケッ
トなどの強化コンポーネントを備えているため、水中用途で最も信頼性の高いパー
ツ構成です。Leica MSS420浚渫センサは、
ブーム1、
ブーム2、
アーム、バケット、
さらに
は傾斜センサにもプログラムできます。
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Leica Geosystems – when it has to be right
およそ200年にわたり計測・測量の製品および技術で変革を生んできたライ
カジオシステムズは、計測と情報テクノロジー業界のリーダーで、世界中のプ
ロフェッショナルに向けて新たなトータルソリューションを開発しています。革
新的な製品とソリューションの開発で知られているライカジオシステムズは、
地理空間情報の利活用において、測量、土木、建築・建設、安全、セキュリティ、
大規模/インフラ施設など、実に多岐にわたる業界のプロフェッショナルから
信頼を得ています。
ライカジオシステムズは高精度で正確な機器、洗練された
ソフトウェア、そして信頼できるサービスで、社会の発展に貢献していきます。
ライカジオシステムズは Hexagon（ナスダック・ストックホルム：HEXA B;
hexagon.com）のメンバーで、地理空間および産業景観に最高の品質と生産
性をもたらす情報技術ソリューションを提供するグローバルカンパニーです。
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Leica Geosystems
Intelligent solutions for
heavy construction

Leica ConX
Digitise your
construction process

Leica ConX is a cloud solution and web interface to manage, visualise, aggregate and share 3D
construction and survey data in real-time for heavy construction projects.
Digitise your construction process with ConX, a cloud-based
suite of tools that harmonises and simplifies the data
handling and workflow throughout the phases of the
construction process.
Significantly improve productivity and reduce rework and
delays caused by inefficiencies or errors in 3D construction
data. With ConX, users will be able to visualise and validate
reference models, project localisations, positioning, survey
and constructed as-built data in real-time and without
extensive training.

Benefits
■ Visualise and validate data used and generated on-site in
2D and 3D localised on interactive maps to collaborate and
communicate with everyone on site
■ Share updates and corrections to reference model data in
real-time across the project to guarantee transparency and
quick reaction to design updates
■ Monitor machine control operations remotely by assigning
work and providing positioning and reference data to
operators and grade checkers ensuring you avoid costly
rework and errors
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