Leica iCON build

MEP / BIMの設計図からオブジェ
クトを直接芯出し

intelligent

COnstruction

建設現場におけるデータフローには幾つかの課題
があります。
n 事務所にいるVDCやBIM設計チームと現場の建設担当者の

間の調整が難しい
n 非標準のデータセットは、
施工に必要不可欠な情報が欠け

ていることがある
n 複雑な設計図面はデータ量がオーバーフローしている

これらの課題は、Leica iCON build Layout Objectアプリで簡
単に解決できます。優れた操作性のソリューションでワークフ
ローを過度に複雑化せず、インテリジェントなモデルオブジェ
クト情報でデータの質を高めます。

オブジェクト・ドリブンな芯出し：
n IFCなどの複数オブジェクトから構成されるメタデータをサ

ポートする建設レイアウト専用のソリューションとなります。
n MEP / BIM設計用ソフトウェアから直接IFCデータを読み込
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み、
グラフィカルに表示されたオブジェクトを選択するだけで、直
ちに芯出しや杭打ちを開始できます。
n iCONビルドの独自のリミットボックスとツリービュー機能によ
り、複雑な設計データも見やすくグラフィカルに表示します。

Layout Objectアプリで建設現場をデジタル化
複雑さを直観的に排除して実施しやすい作業工程に変換

n オブジェクトの選択一覧からレイアウトリス

n 事務所のVDC / BIM設計チームと現場担当

トを直接編集

者間で発生する調整は不要

n リミットボックスを使用することにより、見

n MEP / AEC / BIM設計ソフトウェアからIFCフ

やすく且つ簡単に建築構成要素を切り離し
て表示

ァイルをインポートし、3D設計モデルを視覚
化

n 典型的なIFCツリー構造からマップの構成

n 自動生成されたオブジェクトの情報を使用

とオブジェクトを選択

した、オブジェクト・ドリブンな芯出し・杭打
ち作業

Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Switzerland。無断複写・複製・転載を禁じます.印刷 スイス - 2018 年
Leica Geosystems AG is part of Hexagon AB. 926367ja – 05.21
Leica iCON build
Custom-built solutions for
Building Construction

Leica iCON iCR70 & iCR80
Robotic Total Stations for
Construction

Achieve more layout points all day every day
n Work faster: Layout more points per day thanks to the most
robust lock and re-lock to the prism in the market, supported by
our easy-to-use and familiar Leica iCON build field software.
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The Leica iCON iCR70 and iCR80 robotic total stations are
the most productive one-person layout solution for
construction professionals. This intuitive solution delivers
fast prism search, locks and re-locks onto the prism and
delivers the most reliable, simple and automated setup
routine. Thanks to the industry’s most reliable prism lock
you never lose lock. With the iCON build layout object app
integrated into the solution users benefit from a unique
handling of fully rendered 3D design models in the field
including the flexible creation of layout work packages for
effective work progress management.

n Stay flexible: Create layout work packages with the highest
flexibility thanks to unique handling of fully rendered 3D design
models in .IFC format.
n Automated set up: Stay confident with the most reliable,
simple and fully automated setup routine. The successful setup
completion is visually communicated and constantly monitored
during the workday.
n Machine Control: The Leica iCON iCR80S has been designed to
efficiently control a wide variety of constuction machines, such
as milling machines, asphalt and concrete pavers, graders and
dozers.
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Leica iCON
iCR70 & iCR80
データシート

