Leica iCON site
建設現場向け
測量ソリューション
Leica Geosystems – when it has to be right
Hexagonの一員であるライカ ジオシステムズは、200年にわたり計測・測量の
製品および技術で変革を生み出し続けています。今日に至っても世界中のプ
ロフェッショナルに向け、
トータルソリューションを提供し続けています。
ライ
カジオシステムズの革新的な製品とソリューションの開発は、地理空間情報の
利活用において、測量・土木・建設・大規模構造物・安全・セキュリティ・電力・プ
ラントなど実に多岐にわたる分野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。
Hexagonは、センサー、
ソフトウェア、
自律型ソリューションのグローバルリー
ダーです。当社は産業、製造、インフラ基盤、セーフティ、モビリティの分野で効
率、生産性、および品質を高めるためにデータを活用しています。
当社のテクノロジーは、都市エコシステムと生産エコシステムの繋がりと自律
性を促進し、発展性のある持続可能な未来を創造します。
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) は世界50カ国に約20,000人の従業員
を擁し、総売上高は約38億ユーロです。詳細についてはhexagon.comをご覧
ください。SNSアカウント@HexagonABをフォローください。
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Leica Geosystems
Intelligent solutions for
heavy construction

Leica iCON site for foremen
Take the guesswork out
of your project

New
Features

Leica Geosystems` iCON site field software is best known
for its construction tailored apps, ease-of-use and
intuitive user interface. Combine Leica iCON site with one
of Leica Geosystems` iCON GNSS smart antennas and
experience a highly flexible and accurate solution for any
stakeout or as-built job in your road construction or
earthmoving project. Making sure that the complete site
crew is working with the same equipment and data
guarantees a smooth and hassle-free workflow.

EXPERIENCE HIGHEST VERSATILITY IN ROAD CONSTRUCTION
n Install the system on a vehicle for fast surface checks,
especially over large areas.
n Benefit from real-time project information and statistics in the
field.
n Share data remotely with site personnel and machine
operators via Leica ConX.
n Install the system easily on the machine and use it as an
entry-level machine guidance solution.

intelligent

C On s t r u c t i o n

EASY INSTALLATION ON THE VEHICLE USING:
n Leica iCON GNSS smart antennas: iCG60, iCG70 or iCG70T
n Leica iCON field controller: CC70 or CC80
n Magnetic roof mount for smart antenna, optionally combined
with a quicksnap for easy swap of antenna between vehicle
and pole
n In-cabin mount for CC70 and CC80 controller

leica-geosystems.com

Leica iCON site for
foremen

Leica iCON build
Custom-built Solutions for
Building Construction

leica-geosystems.com

Leica Geosystems
Intelligent solutions

Leica iCON build

intelligent

COnstruction

〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル18F Tel. 03-6809-4925

leica-geosystems.com

leica-geosystems.com

Leica Geosystems intelligent CONstruction
優れた性能を発揮

ライカジオシステムズ
信頼できるパートナー

Leica iCON site は、土工向け建設市場における様々なセグメントに最適なソフトウェア ソリューションを提供します。
わかりやすいユー
ザ インターフェースとカスタマイズ可能なアプリケーションは、現場作業員および管理者などの現場関係者向けに特別に設計されてい
ます。

高品質の製品とサービス ソリューションをご提供するというお客様とのお約束に
基づいた将来へのビジョンの結果、生まれたのが Leica iCON です。私たちの理
念に強く裏打ちされ開発された Leica iCON は、
ビジネスの発展と成功を共有す
る堅固な基礎を築くソリューションです。

Leica iCON site は、GNSS やトータルステーションなどの iCON 製品をサポートしており、現場でのあらゆる測量作業を可能にしま
す。Leica iCON site は、
クラウドサービスLeica ConX を接続することで、オフィスから現場の作業員や機械とデータや情報をシームレ
スに共有することができます。Leica ConXとの連携により、工事の進捗状況をモニターして工期と予算の管理が可能です。

イノベーション

品質向上

信頼性

■

■
■

■
■
■

■
■

作業者の立場からソフト
設計

中心的なインターフェー
ス ソフトウェア

工事の進捗状況をデジタ
ル化してモニタリング

Leica iCON site は、建設現場で効率的
に測量作業を行う必要のある測量作業
者、現場職員、重機オペレーターなどの
現場関係者向けに設計されています。
直感的でわかりやすいソフトウェア設
計により、簡単に使用することができま
す。iCON site の各アプリケーションは、
比類のない多様性と柔軟性で独自の機
能と利点を提供します。

Leica iCON site は、GNSS やトータルス
テーションなど iCON 製品の中心的な
インターフェース ソフトウェアです。

Leica iCON site とクラウドサービス
Leica ConX をシームレスに接続し、オ
フィスと現場を繋ぐことでメリットを得
ることができます。設計データをオフィ
スから現場まで視覚化、有効化、共有化
し、測定データをリアルタイムで共有し
て、品質と効率を確保します。Leica
ConXを使用すると、マシン ガイダンス
や現況測量をリモートで表示および管
理できるため、作業中断が大幅に短縮
されます。

GNSS 受信機、追尾機能付きトータルス
テーション、更にマシン ガイダンスか
ら、建設会社や現場作業員は、追加のト
レーニングを受ける必要なく、現場に適
したツールの選択が可能です。今必要
なソリューション、更に将来のニーズに
合わせた拡張に対応できる柔軟性を持
ち合わせています。

ニーズに適した、
操作性に優
れたユーザ インターフェース
を提供
革新的かつシンプルなソリュ
ーション
現場の声に耳を傾け、
建設向
けのアプリケーション提供を
保証

■

お客様のニーズを反映
専門知識を持った質の高いサポ
ート
製造および開発プロセスの品質
向上

コミットした事項について実現
技術仕様を満たした製品
現場で動作する信頼性の高い製品

多機能

パートナーシップ

信頼

■

■

■

■
■

お客様のビジネス成長を支援す
るために機能拡張した iCON site
ソフトウェア
作業に関連する機能を探して必
要なアプリを個別にアプリを追加
GNSS および自動追尾機能付きト
ータルステーションを要求仕様に
応じて相互使用

■

■

Leica ConX を介したリモートサ
ポートとデータ同期が可能
Leicaマシンコントロール アカデ
ミー（LMCアカデミー）の動画サイ
トにて操作方法を習得
お客様のアイデア、課題を聞いて
アプリに反映

■

■

専門知識を持った担当者が最適
なソリューションを考え、信頼に
値するアドバイスを提供します
チェック機能がある iCON site で、
現場の管理基準を満たす作業を
実施
カスタマーケアパッケージ（CCP）
契約により、最新機能が追加され
た最新版ソフトウェアへの更新が
可能

Leica iCON site
費用対効果の最大化

Leica iCON site
優れた操作性のソフトウェア
iCON site の関連製品を使用すると、各ソリューションの選択が可能です。今必要なソリューション、更に将来のニーズに
合わせた拡張に対応できる柔軟性を持ち合わせています。

建設ワーク フローには、密接に連携する必要がある様々な要素が含まれています。
スムーズに作業することで、建設現場は生産的か
つ効率的になります。Leica iCON 製品は、建設現場の様々な作業を効率的・包括的にサポートします。
オフィス、マシン、現場が統合さ
れて繋がることにより、建設現場の生産性が向上し、高い稼働時間が保証されます。

iCON site で生産性向上

Leica iCON gps 70T シリーズ
ステータス バー+

情報パネル

ステータス情報と頻繁
に使用するツールへ
のショートカット表示

ユーザ ガイダンスを含む
データと測定結果の表示

Leica iCON gps60

Leica iCON site マシンコントロール機能を使用して、施工のワークフローを次
のレベルに引き上げます。現場で設計データを作成し、iCON site マシンガイダ
ンスガイダンス機能を使用して、高速で正確な土工作業を行います。直感的でわ
かりやすいソフトウェア設計により、Leica iCON site はマシンガイダンスに最適
なソフトウェアになっています。マシンガイダンスと測量において同じソリューシ
ョンを使用することで、
コストの節約が可能です。

Leica ConX
建設プロセスを工程全体でデータ処理とワークフローを調和および簡
素化するクラウドサービス LeicaConX は、建設プロセスをデジタル化
します。

測定 バー +

インテリジェント・マップ
機能にはスマートズーム
や自動パン機能が含まれ
ています。座標リスト、
フ
ァイルとレイヤー管理、お
よびスマートな表示オプ
ション機能を使用して、マ
ップのデータと描画コン
テンツの管理が可能です

選択可能な測定機能、視覚
的および音声で作業者にフ
ィードバック、
コントローラー
のハードキーへ測定機能割
当て、
アプリ固有のタスクバ
ーへの自動切替え

生産性を大幅に向上させ、3D 設計データのエラーによるデータ作成
の手戻りや遅延を減らします。ConX を使用すると、ユーザは、参照（設
計）モデル、現場のローカリゼーション、位置追跡、現況測量および出来
形チェックおよびデータ管理をリアルタイムで、視覚化および分析が可
能です。

Mikael Bertilsson、現場管理者
（スウェーデン）
プロジェクト：上下水道工事
用途：杭打ち測量および書類作成
「会社としてより柔軟に測量作業が可
能で、杭打ち、定期的な確認測量および
体積（土量）計算を的確に実行が可能で
す。機器の使用は非常に簡単で、現場職
員の誰もが柔軟性に測量作業の対応が
可能です。我々は、必要な時に測量作業
を行い、常にプロジェクトの一歩先を行
くことが可能です」

Hick Group（ニュージーランド）
：測
量および初心者向けマシンガイダン
ス ソリューションとして iCG60 を使用

プロジェクト：道路工事

用途：iCON site 管理者ソリューション

用途：iCON site with iCON gps 70T

画面分割、3D 表示機能は非常に便利
です」

「iCON site は日常作業を楽にします。設計
レイアウトを作成するだけでも、状況の変化
に基づいて現況と設計レイアウトを調整す
る場合でも、iCON site は簡単に操作が可能
です。
この現場の例では、"自動ロギング" 機能を
使用するのが有効的です。gps 70T（IMU 付
き GNSS ローバー）が、0.5秒間静止するごと
にポイントを保存します。

現場で測量作業を効率的に実行する必要がある測量作業者、現
場職員、マシン オペレーターなどの現場関係者向けに設計され
ています。
■
■
■
■
■
■
■

コンパクトで軽量なエントリー
レベルの GNSS RTK ローバー

リアルタイムで実行される自動測定タスクのメリット
現場での推量を排除して、
より迅速で正確な出来高管理が可能
マシンを最新かつ生産性の高い状態に保つことにより、マシンの
稼働時間の増加
シンプルで結果主導のワークフローを主な機能に還元
ワークフローを簡素化する革新的なデザインの直感的なインター
フェースで、製品に素早く慣れることが可能
杭打ち点を色による確認機能で常にわかりやすい杭打ちが可能
ライカジオシステムズの信頼できる正確な GNSS、
トータルステー
ションに接続

Leica iCON iCR80S

Leica iCON gps30

そう…ただ歩いて、ハイキング スティックの
ようにポールの先端をそっと置きます。他の
作業の待機もありません…ただ歩いて測量
するだけです。それだけです...
iCON gps 70T を使用して既存の縁石を測
量し、サーフェイス（表面）モデルを作成し
て、完成したサーフェイスが縁石と完全に一
致することを確認して、そのモデルをブルド
ーザーで使用します。

確実な判断を下すための直感的なアイコン、
色、およびウィザードを装備明確にデータ表示
する為の画面分割と3D 表示のマッピング

Leica iCON iCR80

Warren Holmes、測量 / マシンコントロ
ール技術者、Construction Laser Inc.
（米国）

プロジェクト：道路工事

「システムをマシンガイダンスだけで
なく現況測量でも使用できることと、柔
軟性のある機器構成でタブレットが搭
載されているマシンから取出して別の
マシンに転用することが可能です。オペ
レーターはそれをマシンから取出し、現
況測量として使用し、現在の施工の仕
上がり具合を把握することが可能です。

直感的なナビ +

比類のない自動視準、追尾
技術が搭載されたハイエン
ドの追尾機能付き建設向け
トータルステーション
（iCONsite ソフトウェア搭
載）

様々な GNSS 測量作業向け
多用途のスマートアンテナ

Leica iCON site – 初心者向けマシン ガイダンス

Mapオプション

GNSS ローバーは、恒久的な傾斜
補正、磁気干渉に対する耐性、およ
びキャリブレーション不要の操作
が特長となっています

Leica iCON site ソフトウェア
iCON シリーズすべてのセンサーとデバ
イスをサポートする中心的なインターフ
ェース。
シンプルでありながら便利な機
能が豊富

比類のない自動視準、追尾技術が
搭載されたハイエンドの追尾機
能付き建設向けトータルステーシ
ョン

Leica iCON prep

Leica iCON CC70 / CC80

iCON site と同じユーザ インター
フェースを使用してフ測量デー
タを検証および準備するための
シンプルなオフィス ツール

マルチ タッチスクリーンと多用途の通
信機能を備えた、堅牢で非常に軽量なフ
ィール ドコントローラ

Leica ConX
現場のデータを保存し、工事の進捗
状況をモニターし、オフィスおよび
現場の間でデータを共有するクラウ
ドサービス

ツール バー
アプリケーションごとに調整された最も関連
性の高いツールと機能が含まれています

Leica iCON site
全ての工事測量作業における完全なソリューション

クラウド / 配信サービス

測定

杭打ち

体積計算（土量計算）

切土 / 盛土（Cut & Fill）

道路（Roading）

勾配（Slope）

intelligent

COnstruction

Leica iCON
Understanding construction

用途

用途

用途

用途

用途

用途

用途

Leica iCON site は、卓越した汎用性と柔軟性を提供

■

■

■

■
■

■
■
■
■

■

１つのソリューションで工事測量に関連するすべての作業をサポート。加えて
全ての iCON site アプリケーションは、ユニークな機能、利点、高いパフォーマ
ンス、そして最高の精度をお届けします。

■
■
■
■
■
■

■
■
■

iCON field のツールボックスをカスタマイズおよび拡張可能
iCON site は、独自の iCON field ツールボックスの一
部であり、現場全体の全ての建設タスクに1つのソリ
ューションを提供します。iCON field を使用すると、
ニーズに応じてアプリケーションの拡張およびカス
タマイズが可能です。

www.leica-geosystems.com/icon

Leica ConX を介したオフィスから現場へのデータ転送、
およびリモート操作
現場における24時間年中無休の GNSS 基準局
RTK ネットワーク経由で送信される GNSS 補正データ

特長
■
■
■
■

設計変更への迅速な対応
クラウド経由で、全てのマシンに座標システムを設定
現場の全ての GNSS ローバーとマシンに RTK 補正デー
タ配信
現場内での無線干渉はありません

■
■

ポイント
（点）、
ライン（線）、
または円弧を1つの手順で測定し、
グラフィ
ック表示します
ポイントごとにコードと属性を適用します測定したポイントで画像取
得が可能です
距離または時間による自動記録 機能

特長
■
■
■

建設作業計画向けに現場で3D マップを作成します
画像を含む必要なポイント情報を保存して共有します
現況測量の作業効率が向上します

■
■
■

マップ（表示画面）から直接、参照（基準）点、中心線、平行線、
または円
弧を選択します
水平または垂直オフセットが可能です
基準線を使用してポイントを杭打ちします
適用された許容値に対して表示される色分けされた分りやすい結果
表示

サーフェイス（表面）を作成する高度な自動記録 機能
自然な変化点をつける為、表面にブレークラインを追加します
ストックパイルまたはピットの体積計算
サーフェイス間または標高に対する体積比較
材料と関連する密度係数の適用
バランスのとれた現場の高さを算出

特長

特長

■
■
■
■

■
■
■

マップからの直感的でシンプルな要素の選択
不完全な構造を再構築して拡張します
ライン参照を使用して現場で精度の高い方向を算出します
精度を高め、ヒューマン エラーを減らします

■

バギーまたは車による迅速なサーフェイス（表面）作成
サイズ、形状、材質に関係なく、正確で柔軟な体積計算
材料とマシン稼働を最適化する為に、切土/盛土のバランスが考慮
できます
工事の進行状況がモニターできます

設計面に対して現況の高さの確認をします
作業管理者向け縦断および横断ビュー
色分けされたグリッド ロギングによるヒートマップ表示
ドーザーおよびスクレーパーのマシンガイダンス用途で使用が可能

特長
■
■
■
■

対象面に対して現況の高さを確認して、材料の最適化を図ります
縦断 / 横断ビューを使用した方向の改善
材料を移動させる領域を簡単に識別できます
マシンガイダンス（On-Machine）
と測量（Off-Machine）用途で同じア
プリケーションを使用することで、
コストを節約します

■
■
■
■

ポイント
（点）、道路線、断面、横断勾配などの道路設計に対して正
確な杭打ち
視認性と方向をの精度を高めた断面ビュー
横断勾配の保持や、水平または垂直オフセットを適用することで、
設計変更に素早く適応できます
道路プロファイル 確認用の断面を作成します
参照データからの道路モデル作成

特長
■
■
■

建設された道路の品質を確保します
道路設計を使用して効率的に杭打ちします
正確な道路モデルを作成し、マシンとデータ共有します

■

定義した勾配をより適切にチェックするための断面ビュー
2本の木杭にボードを取付けて、設計勾配をマークします
傾斜が既存の地形と交差する設計交点（切出し等）を探しま
す
打設や掘削の為に、線が既存の地形と交差する設計交点（切
出し等）を探します

特長
■
■

掘削作業の斜面エリアを簡単に見つけてマークすることが可
能です
油圧ショベルまたは杭打ち機を設計交点（切出し等）に誘導
します

