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はじめに   

 

この操作マニュアルでは、Smart Construction Dashboard に作成された現場に目標設計地形と施

工前地形のデータがアップロードすることを前提に説明を記載しています。  

３D ビューアを開く 

ブラウザから以下リンクにアクセスします。

https://smartconstruction-dashboard.sc-

cloud.komatsu 

推奨ブラウザ： 

Google Chrome 

 

 

 

 「Sign in with Smart Construction」をク

リックし、ログイン情報を入力画面に遷移し

ます。アカウント情報を入力し、ログインし

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smartconstruction-dashboard.sc-cloud.komatsu/
https://smartconstruction-dashboard.sc-cloud.komatsu/
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ビューアの機能概要 
 

ビューアに作成した現場では、実際の現場のデータの可視化、計測、解析を行うことができます。  

 

 

 
 

1. 現場名表示 -アクセス中の現場名が表示されます。  

• 「Projects」をクリックすると現場一覧画面に戻ります。 

2. ユーザーアイコン – サインイン中の Smart Construction ユーザー情報ボタンです。  

• Smart Construction Dashboard から Smart Construction ポータルにアクセスでき

ます。 

3. 3D ビュー – データの 3 次元表示、注釈、計測形状、計測結果を観ることができます。 

• ３Dビューナビゲーションを見てください。 

4. ナビゲーションボタン – ユーザーが３Dビューの視点を指定できるようにします。  

• ３Dナビゲーションを見てください。 

5. 座標と 地図スケール – 3Dビューでのポインターの座標とスケールを表示します。  

6. 画面の最大化ボタン - 3D ビューの画面サイズを最大化します。. 

7. タイムライン – ３Dビューに表示するデータセットを時系列で自由に切り替えます。 

• タイムラインを観てください。 
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 ３D ナビゲーション 

３Dビュー画面での視点操作を、マウス操作と以下のコントロールボタンを使って実行できます。 

 

マウスでの操作  

左クリック、地図上でのドラッグで視点の平行移動が出来ます。 

右クリック、上下ドラッグで視点のズーム操作が出来ます。トラックホー

ルを回転させることで同様の操作が出来ます。 

トラックホイールをクリック、地図上でのドラッグで視点の傾き及び回転

操作が出来ます。（オービット） 

 

視点のリセット 

ホームボタンをクリックすると現場を開いた時点の初期視点に移動しま

す。 

 

ズーム 

+ または – のボタンを左クリックすると、現在の視点の高度を調整するこ

とができます。マウス操作でのトラックホイールを回転させた時の動作と

同等です。 

 

回転 

コンパスマークをクリック、ドラッグで回転させるとカメラの方角を調整

することができます。 
 

オービット 

ジャイロスコープマークをクリックとドラッグで視点をオービットさせる

ことができます。オービットと、は視点延長にあるポイントを中心に回転

させ、回りこむように見ることができる機能です。 
 

全画面表示 

３Dビュー画面を全画面表示できます。  

サイドパネルとボトムパネルの折り畳み 

小さな矢印ボタンをクリックするとサイドパネルとボトムパネルを個別に

折り畳むことができます。 
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タイムライン 

データをアップロードすると、タイムライン上に円が表示されます。３Dビューに表示されるデー

タと円は、表示の振る舞いにおいて関連付けられています。 

 

 

データのアップロード時に指定された日時

に、データレイヤごとの時間のタグ付きデー

タセットが円で表示されます。  

 

３Dビューに表示したいデータセットを変え

るためには、タイムラインをクリック、ドラ

ッグで前後に動かします。タイムラインが示

す日時の最新データセットを観る事が出来ま

す。 

 

円は利用可能なデータセットを表していま

す。また、塗りつぶされた円はそのデータセ

ットが現在３Dビューに表示されていること

を示しています 

 

円をクリックすると３Dビュー上のデータセ

ットが固定表示になります。他のデータセッ

トが表示されている時でも、３Dビューに表

示され続けます。クリックすると円が白に塗

りつぶされます。再度クリックすると固定表

示が解除されます。  

 

 

 

 

その他のタイムラインの機能 

スライダーをドラッグすることでタイムライ

ンのスケールを調整することができます。  

再生、一時停止、または逆再生ができます。 

 

再生速度の調整ができます。（１＝１倍速） 

 

タイムラインを現時刻に設定できます。 
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データレイヤ 

「データレイヤ」タブには、この現場のデータレイヤのリストが含まれています。各データレイヤ

には測量、設計といった種類があります。３Dビューでは、データレイヤの表示・非表示を切り替

えることもできます。 

 

 

1. データレイヤを追加 – 新しくデータレイヤを追加できます。 

データをアップロードを見てください。 

 

2. 測量点群データ表示切替 – 測量点群データの３D表示方法を切り替

えます。 

点群・メッシュ・両方を見てください 

 

3. 画像レイヤ – 現場の参照レイヤです。 

ベースマップ と オルソ画像を見てください。 

 

4. 測量データ – 現場の測量レイヤです。 

測量をみてください  

 

5. 施工実績 – 施工実績レイヤです。 

   施工実績をみてください。 

 

6. 設計 – 現場の設計レイヤです。 

設計 と 基準点をみてください。 

共通のレイヤ機能 

活動中のレイヤ 

３Dビュー上で表示されているデータセットの各種レイヤは青でハイライ

トされます。  

 

表示・非表示切り替え 

レイヤの目アイコンをクリックすることで３Dビュー上のデータの表示・

非表示が切り替えられます。  

データへズーム 

レイヤの虫眼鏡のアイコンをクリックすることで３Dビュー上のデータに

ズームすることができます。視点はデータ全体が俯瞰できる位置に移動

します。 
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データレイヤ一覧の展開と折り畳み 

レイヤのキャレットのアイコンをクリックするとレイヤの一覧が表示さ

れます。レイヤ一覧はレイヤに追加されたデータセットのリストです。 
 

レイヤの色調整 

設計レイヤに含まれる面とラインワークは調整可能な色を持っていま

す。ペンキのアイコンをクリックするとカラーパレットが表示され、色

を選択できます。  

 

 

新しいデータレイヤを追加する方法については、現場にデータを追加をみてください。 

 

 

 

 

ベースマップ 

３Dビューに表示されるベースマップを制御できるレイヤーで

す。ベースマップは３Dビューに表示される基盤地図です。 

 

オルソ 

現場に読み込まれたオルソ画像を制御する

レイヤーです。  

 

編集 – 読みこまれたオルソデータのレイ

ヤ－の名前、取得日時を変更できます。  

 

ソースファイルをダウンロード– 読み込ま

れたファイルをそのままの状態でダウンロ

ードします。 
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削除 – レイヤを現場から削除します。ソ

ースファイルは現場ファイルに保存された

ままです。 

測量 

現場に読み込まれた測量データを制御する

レイヤです。  

 

内挿補間点群表示 – アップロードに時に

測量データに補間された点群の位置を表示

します。   

 

編集 –読みこまれた測量データのレイヤの

名前を変更できます。ソースファイルの名

前は変更しません。 

 

点群編集 – 点群データのレイヤで形状編

集ができます。点群編集をみてください。 

 

ソースファイルをダウンロード –読み込ま

れたファイルをそのままの状態でダウンロ

ードします。 

 

ローカライズされた点群データのダウンロ

ード – 現場の現場座標に変換された点群

データを LASファイルでダウンロードでき

ます。  

 

統合地形をダウンロ―ド– レイヤが最新の

地形形状として反映された統合地形を XML

ファイルでダウンロードできます。形状の

TINで構成されており、密度を 0.5m、

1.0m、2.0mから選択できます。 

 

削除 – レイヤを現場から削除します。ソ

ースファイルは現場ファイルに保存された

ままです。  
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測量データの種類  

1. 施工前測量 – 起点となる初期測量デー

タです。（フラグのアイコン） 

2. 施工中測量 – その他の測量データで

す。   

施工履歴データ（建機） 

建機から取得された施工履歴データを

制御するレイヤです。  

 

編集 –読みこまれた測量データのレイ

ヤの名前、取得日時を変更できます。

ソースファイルの名前は変更しませ

ん。 

 

統合地形をダウンロ―ド– データレイ

ヤが最新の地形形状として反映された

統合地形を XMLファイルでダウンロー

ドできます。形状の TINで構成されて

おり、密度を 0.5m、1.0m、2.0mから

選択できます。 

 

削除 –レイヤを現場から削除します。

ソースファイルは現場ファイルに保存

されたままです。 

 

施工履歴の種類 – 建機の種類ごとに

施工履歴データが取得されます。ま

た、施工履歴データは独自の色で３D

表示されます。   

 

ICT – コマツの ICT 建機 

3DMG – レトロフィット装着建機 
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設計 

現場に読み込まれた設計データを制御するレ

イヤです。  

 

目標形状変更履歴        - 現場における

目標形状として登録する設計データの変更履

歴を確認できます。 

目標地形変更履歴をみてください。 

 

目標形状として設定 – 設計データのレイヤ

を目標形状として設定します。目標形状は進

捗計算に利用されます。 目標形状として設

定されたレイヤには  が表示されます。  

 

地形面に貼りつけ – 選択した設計レイヤ

（線・注釈）を３D ビューに表示されている

地形と同一の高さに貼りつけることができま

す。  

 

建機への転送 – 現場に登録された建機へ設

計ファイルを転送します。  

 

ソースファイルをダウンロード –読み込まれ

たファイルをそのままの状態でダウンロード

します。 

 

編集 – レイヤを現場から削除します。ソー

スファイルは現場ファイルに保存されたまま

です。 

 

削除 –レイヤを現場から削除します。ソース

ファイルは現場ファイルに保存されたままで

す。   
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基準点 

現場作成時に読み込まれたローカライゼーションファ

イルに含まれる基準点データを制御するレイヤです。  

 

基準点の位置はラベルと共に３Dビューに表示されま

す。  

 

目標形状と施工前測量のレイヤ－について 

Smart Construction Dashboard の現場では、計測とレポートに 2つの主要なレイヤが使用されま

す。 

 

施工前測量は施工が開始前の現場測量データという定義になります。よって、施工前測量は 1 つの

現場に１つしかありません。よって、新しく施工前測量を変更するには一度登録したレイヤを削除

し、再度アップロードする必要があります。  

 

目標形状は現場の最終形状を表す設計レイヤとします。目標形状は現場に読み込まれた設計レイヤ

であればいつでも変更できます。  

施工領域自動計測 

目標形状と施工前測量は施工領域の施工進捗と日次実績の計算に使用されます。この情報は３D ビ

ュー画面下の進捗、日次実績チャートタブに表示されます。  

 

 

 

 

 

重要 – 目標形状もしくは施工前測量を変更するとを変更すると、すべての現場 レイヤの再タイリン

グと進行状況と日次進行状況グラフの測定値の再計算が行われます。  
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新しい現場を追加 

施工現場からのデータと設計データを現場で表示できます。それらのデータはデータレイヤとして

現場に追加されます。データレイヤにはいくつかのタイプがあります。時間タグ付きのデータセッ

ト（オルソ、測量、施工履歴データなど）、設計サーフェス、デザインラインワーク、ベクトルオ

ーバーレイ等の静的データセット。 

 

データ追加は、ご使用のコンピュータ、SMART CONSTRUCTION Droneとの連携サービス、施工履歴

（建機）同期もしくは外部アプリケーション（地域限定）から実行できます。 

 

データをアップロード 

現場に読み込むデータをアップロードするた

めに、データレイヤを追加のボタンを押下し

ます。 
 

データソースを選択 

 

ファイルをアップロード – Dashboard の現場

にファイルをアップロードできます。 

 

ドローンファイルの読み込み – スマートコ

ンストラクション ドローンで撮影、処理さ

れたデータを読み込むことができます。 

 

施工履歴データの同期 – 現場で稼働してい

る建機から取得された施工履歴データを取得

要求できます。 

 

 

 

データレイヤー種別 拡張子 備考 

オルソ画像 

オルソ画像は空中写真を正射

変換した２次元画像です。背

景地図に重ねて表示します。 

GeoTIFF (.tiff, 

.tif) 

ファイルは地理参照されている必要が

あります。 

全ての GeoTIFF は ファイルで定義され

た単位を使って処理されます。 

点群測量 

広域範囲をドローンで撮影し

処理された地形データです。

LASer (.las, .laz) 

CSV (.txt, .csv) 

 LASer ファイルは、ファイルで定義さ

れている単位を使用して処理されます

。 
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アップロードすることで、計

測機能が有効になります。 

 

ジオリファレンスされた LASer ファイ

ルは、ファイルで定義されている座標

系を使用して処理されます。それ以外

の場合は、現場で指定された座標系が

使用されます。. 

 

CSV ファイルは、常に座標系と現場で

指定された単位 (メートル、国際フィ

ート、または米国測量フィート) を使

用して処理されます。 

施工前測量地形 

初期地形を表すデータです。 

LASer (.las, .laz) 

CSV (.txt, .csv) 

LandXML (.xml) 

目標地形が設定されている場合、その

範囲内において施工前測量地形は内外

挿補間されます。それにより、精度の

高い施工進捗計算結果を算出すること

が可能になります。 

 

LASer ファイルは、ファイルで定義さ

れている単位を使用して処理されます

。 

 

ジオリファレンスされた LASer ファイ

ルは、ファイルで定義されている座標

系を使用して処理されます。それ以外

の場合は、現場で指定された座標系が

使用されます。 

 

CSV ファイルは、常に座標系と現場で

指定された単位(メートル、国際フィー

ト、または米国測量フィート)を使用し

て処理されます。 

 

LandXML ファイルの単位と一部の DXF 

ファイルは、ファイル自体で指定され

ます。デザイン ファイルで単位が指定

されていない場合は、代わりに現場の

単位が使用されます。 

 

ジオリファレンスされた DXF ファイル

は、ファイルで定義されている座標系

を使用して処理されます。それ以外の

場合は、現場で指定された座標系が使

用されます。 
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施工履歴 

現場で稼働中の建機から取得

された地形データです。 

CSV (.txt, .csv) CSV ファイルは、常に座標系と現場で

指定された単位 (メートル、国際フィ

ート、または米国測量フィート) を使

用して処理されます。 

設計サーフェス 

設計サーフェスファイルには

３次元メッシュデータが含ま

れます。アップロードするこ

とで、計測機能が有効になり

ます。 

DXF (.dxf) 

LandXML (.xml) 

Trimble (.ttm, 

.svd, .dsz) 

TOPCON (.tp3, .tn3) 

LandXML ファイルの単位と一部の DXF 

ファイルは、ファイル自体で指定され

ます。ファイルで単位が指定されてい

ない場合は、現場で指定された単位 (

メートル、国際フィート、または米国

の測量フィート) が使用されます。 

 

ジオリファレンスされた DXF ファイル

は、ファイルで定義されている座標系

を使用して処理されます。それ以外の

場合は、現場で指定された座標系が使

用されます。 

設計線 

設計線、線形や測点などのベ

クトルデザインデータを現場

で重ねることができます。  

DXF (.dxf) 

LandXML (.xml) 

Trimble (.svl, 

.dsv) 

TOPCON (.tp3) 

LandXML と DXF の単位は、ファイル自

体で指定されます。デザイン ファイル

で単位が指定されていない場合は、代

わりに現場の単位が使用されます。 

 

ジオリファレンスされた DXF ファイル

は、ファイルで定義されている座標系

を使用して処理されます。それ以外の

場合は、現場で指定された座標系が使

用されます。 

 

ラインワークファイルで定義されたレ

イヤ構造は、デザイン レイヤのサブレ

イヤとして保持され表示されます。各

サブレイヤは個別に切り替えることが

でき、色を指定できます。 

ベクトルオーバーレイ 

点、線、多角形などが含まれ

たカスタムデータを現場で重

ねることができます。 

CZML (.czml) 

GeoJSON (.json, 

.geojson) 

KML (.kml, .kmz) 

ファイルは常に EPSG3875：WGS84メル

カトル図法（Webメルカトル）で処理さ

れます。 

 

デフォルトでは、データは WGS84楕円

体高に表示されます。対照的に、現場

データは、現場の座標参照系によって

定義されたジオイドの高さで表示され

ます。 
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レイヤを現場のジオイドに一致させる

には、WGS84 楕円体ではなく、データレ

イヤリストのコンテキストメニューか

ら「地面にクランプ」オプションを選

択します。 

設計サーフェスを目標地形として登録 

サーフェスデータをもつ設計レイヤは目標地形として登録すること

ができます。これは現場における進捗計算や土量計算をするために

必要な設定です。目標地形として登録されたレイヤには が付箋さ

れます。 

 

目標地形はユーザーによって登録されます。 

 

1. レイヤのコンテキストメニューをクリックします。 

2. 目標地形に設定を選択します。 

3. 設定内容を確認し、確定します。 

4. レイヤが目標地形として登録されます。   

目標地形変更履歴 

目標地形設定に変更があれば、Dashboard はそれを検知し目標地形の変更履歴として記録します。

次項が検知対象となる目標地形レイヤに対する操作です。 

• 目標地形レイヤの変更 * 

• 目標地形レイヤ名の変更 

• 目標地形レイヤの削除 * 

 

*重要 – 設定中のターゲットデザインを変更または削除すると、すべての現場レイヤが再タイリン

グされ、進捗状況と毎日の進捗状況チャートの測定値、その他測定値が再計算されます。 
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データの読み込み 

オルソ画像と測量データのレイヤは Smart Construction Droneサービスから読み込むことができ

ます。ただし、ユーザーが当サービスへのアクセス権を持っている場合に限ります。  

 

SmartConstruction Droneのデータを読み込

むためには、データレイヤパネルのデータレ

イヤを追加をクリックし、ドローンファイル

の読み込みを選択します。 

 

エッジボックスと連携している Group ID を

指定します。 

 

プラットフォームの Group IDで管理されて

いる利用可能なデータのリストが表示されま

す。ドロップダウンメニューから「測量タイ

プ」を選択します。不要物除去された点群ま

たはオリジナルの点群データをアップロード

することができます。  

読み込むデータセットの日付を選択し、「読

み込んで追加」をクリックします。ファイル

の転送と処理が開始されます。 
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アップロードと最適化のステータス 

 

ファイルがアップロードされているとき、デ

ータレイヤはデータレイヤパネルの処理リス

トに出現します。アップロードの進捗はぺー

セントゲージで表示されます。データレイヤ

に「アップロード中」と表示されている間は

ブラウザを開いたままにしてください。 

 

データアセットのアップロードと最適化処理

が完了する際にメッセージが表示されます。

また、対応するデータレイヤリストに新しく

レイヤが追加されます。  

統合地形データ 

測量もしくは施工履歴のデータレイヤが現場に追加されると、直前の地形データと統合され、現場

全体の最新かつ完全な３次元モデルがビューに表示されます。最新のデータセットの統合されるま

では、直前のデータが使用されビューに表示されます。 

誤差許容範囲の調整 

読み込まれたデータには施工進捗が無い範囲にも関わらず、わずかな高さの違いが生まれている場

合が多々あります。それを考慮して、体積測定時に高さの違いを除外して形状比較できます。 

 

データを読み込みまたはアップロードする場

合は、比較サーフェス間の最大高さの差（±

）に合わせて 「最小高さ差」スライダを調

整します。  
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３次元モデル表示 

測量および施工履歴の３次元モデルは、点群

、メッシュ、またはその両方の組み合わせで

表示できます。デフォルトは点群です。表示

を変更するには、「データ レイヤ」 パネル

のラジオ ボタンを使用して、目的の表示タ

イプを選択します。 

 

点群 は、各点の座標、色情報を元に表示し

ます。 

 

メッシュ は、三角形メッシュ(TIN)上に点群

の色情報が貼りつけられたイメージとしてサ

ーフェスを表示します。 

 

両方とも 3D ビューにメッシュサーフェスと

点群の両方を表示します。 
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測量データの編集 

測量点群データを変更して、体積やサーフェ

スの計測に含めてはならない植生、車両、そ

の他のオブジェクトを削除できます。 

 

編集するには、測量レイヤを選択し、コンテ

キスト メニュー をクリック 、そして点

群編集をクリックし、点群編集パネルを開き

ます。 

 

 
 

「点群編集を追加」をクリックして、新しい

点群編集を追加します。 

 

3D ビュー内をクリックして、削除するエリ

アの周囲に多角形を定義します。   

 

多角形の形状を変更するには編集をクリック

します。      

選択した多角形を削除するには削除をクリッ

クします。   
 

「適用」をクリックすると、点群の再処理を

開始します。多角形のエリア内の点群は、頂

点から構成されるサーフェスの高さ沿って変

化します。 処理が完了すると、表示が更新

されます。   

 

「点群編集」メニューにアクセスし、追加さ

れたレイヤを削除すると、編集したエリアを

いつでも元に戻せます。   
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注釈 

注釈は、ビュー内でクリックして追加するオブジェクトで、多角形を描画したり、プレイスマーク

を追加したりできます。注釈は、現場に役立つ追加情報をマーキングする方法です。 注釈を作成

した後、標高履歴、勾配、切盛土量の計算など、1 つまたは複数の計測値を注釈に追加して管理で

きます。 

 

 

1. 注釈ツール – これらのツールを使用して、注釈を

作成します。 「注釈の作成」を参照してください

。 

 

2. 現在の注釈 – 現場内の現在の注釈のリスト。 

 

3. 3D 断面 – 3D 断面のコントロール 

 

4. 地形ガイド– 標高、勾配、および等高線の視覚的ガ

イド。 

 

 

プレイスマーク 

特定の位置の測定を行います。   

線 

選択したパス上の断面と距離を解析します。  

多角形 

選択した領域のカットボリュームと塗り量やその他の測定値を分析します。  

施工領域 

施工領域全体における切盛土量やその他の測定を分析します。  

矢印 

方向を示す注釈です。 
 

文字 

文字の注釈です。  

グループ 

空のグループ レイヤを作成します。 注釈をグループにドラッグします。  
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注釈の作成 

作成する注釈の種類を選択します。選択した

注釈のタイプに応じて、ビューを使用して、

注釈を定義する座標ポイントを指定します。   

 

プレイスマーク – 1 つのポイントを集める 

線 – 線を定義するためのポイントを収集し

ます。 

多角形 – 多角形のポイントを配置する 

矢印 – 線を定義する 

テキスト – ポイントを定義する 

 
 

 

 

この例では、線注釈を作成します。 位置を

追加するには、マップをクリックします。   

 

自由描画およびガイド付きブレークラインオ

プションの詳細については、注釈配置方法を

参照してください。  

 

完了したら、右クリックして終了します。  

 

 

「名前」に、注釈の名前を入力できます。  

 

位置(頂点)が一覧で表示されます。 一覧で

は X、Y 値を直接編集するか、またはビュー

内で編集することができます。 

 

「保存」をクリックして、新しいライン 注

釈を保存します。   

 

 

 

新しい注釈が作成されます。既存の注釈の編

集の詳細については、「注釈を編集する」を

参照してください。  
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注釈の編集 

注釈を編集するには、矢印をクリックして注

釈一覧から選択します。   

 

 

 

これにより、位置の編集、名前の設定、メモ

の追加、または計測値の追加を行うことがで

きる注釈が開きます。 

 

 
 

注釈の名前を編集したり、注釈の色を設定し

たりするには、「詳細」パネルを開きます。  

 

パネルの右上にある編集 アイコン をク

リックして、注釈の位置を編集します。 
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注釈のメモを記入  

注釈には、メモを含めることができます。注

釈の注記を編集するには、 注記 パネルを開

き、注釈を追加するテキストを入力します。 

 

注釈を削除 

注釈を削除するには、「注釈」リストから注

釈を選択します。 

 

クリック   してサイドメニューを開きま

す。   

 

削除を選択 

 

  

 

注釈のグループ 

注釈はグループの中に格納することができます。 

注釈ツールバーのグループアイコン をクリ

ックして新しいグループを作成する  
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「編集」 をクリックしてグループ名を 変更

する   

 

名前を入力し、確認をクリックします。  

 

 

グループ フォルダに注釈をドラッグして、

グループに注釈を追加します。 

 

グループ フォルダからコメントをドラッグ

して、グループから注釈を削除します。 
 

 

注釈配置方法 

線と多角形の注釈は２種類の方法で配置できます。 

 

無料 - ビュー内の任意の場所をクリックして注釈を配置/定義できます。  

 

ガイド付きブレークライン – ユーザーが 2 つの点を指定すると、ダッシュボード アプリ

ケーションは、指定された２点間の方向・距離・勾配を基に次点（上限３０点）を自動的

に配置します。   
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自由描画モード 

作成する注釈の種類を選択します。この例で

は、線注釈を作成します。   

 

 

位置を追加するには、マップをクリックしま

す。   

 

完了したら、 右クリックして 注釈を終了し

ます。 

 

 

配置した点のリストが表示されます。   

 

点もビューに表示されます。   

 

リスト内の点は、X,Y 値を入力して編集でき

ます。   

 

点をクリックして表示にドラッグして変更す

ることもできます。  

 

「保存」 をクリックして、新しい線 注釈を

保存します。  

 

 

 

新しい注釈が作成されます。既存の注釈の編

集の詳細については、注釈を編集する」を参

照してください。  
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ガイド付きブレークライン配置モード 

作成する注釈の種類を選択します。この例で

は、線注釈を作成します。   

 

 

「ガイド付きブレークライン」オプションを

選択します。   

 

ガイド付きブレークラインでは、2 点を入力

して、追加の点を自動的に配置するために使

用する方向、点間距離、および勾配を定義す

る必要があります。   

 

 

 

通常、畝、若しくはストックパイルなどの低

部にそった線が描かれます。 

 

最初の点を配置します。 

 

2番目の点を配置します。 

 
 

2 番目の点が配置された後、アプリケーショ

ンは、２点間の情報を基準値として追加の点

を決定し、線に追加します。   

 

配置した点は必要に応じて編集できます。   

 

「保存」をクリックして、新しいライン 注

釈を保存します。 

 

 

 

新しい注釈が作成されます。既存の注釈の編

集の詳細については、注釈を編集する」を参

照してください。  
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地形ガイド 

地形ガイドでは、注釈の作成を支援するために、傾斜角と標高の測定にすばやくアクセスして表示

できます。   

 

「地形ガイド」メニューには、次のオプションがあります。 

 

1. 地形ガイドの表示/非表示を切り替

えます。  

 

2. 地形ガイドのタイプを設定します。  

 

3. 地形ガイドを利用するサーフェスを

選択します。デフォルトは最新の地

形データです。 

 

地形ガイドは、[計測と注釈]パネルで使用できます。   

勾配 

選択したモデルの勾配値を表示します。 「最小」および「最大標高」の値を、カラー ランプの選

択と共に変更できます。   
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標高 

選択したサーフェスの標高値を表示します。 「最小」および「最大標高」の値を、カラー ランプ

の選択と共に変更できます。   

 

 

等高線 

選択したサーフェスの輪郭が表示されます。 「最小」および「最大標高」の値を、カラー ランプ

の選択と共に変更できます。   

 

 



© EARTHBRAIN Ltd.           SMART CONSTRUCTION   

          Dashboard User Manual  30 

測定 

測定値は注釈に関連付けられます。 注釈タイプごとに、使用可能な測定タイプのセットが異なり

ます。 1 つの注釈には、1 つ以上の測定タイプが関連付けられている場合があります。 注釈の種

類ごとに使用できる測定値を次に示します。 

 

1. プレースマーク 

1. 標高 

2. 坂 

3. 標高履歴 

2. 線 

1. 2D断面 

2. 表面距離 

3. 水平距離 

4. ポイントからポイントの距離 

3. 多角形 

1. 切盛土量 – 最新の>デザイン 

2. 切盛土量 – 最初の>最新 

3. 切盛土量 

4. 経過 

5. 参照ボリューム 

6. スマートボリューム 

7. 勾配 

8. 標高 

9. 表面積 

10. 水平領域 

4. 施工領域全体 

1. 切盛土量– 最新の>デザイン 

2. 切盛土量 – 最初の>最新 

3. 切盛土量 

4. 経過 

5. 勾配 

6. 標高 
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計測するモデルの選択 

計測時には対象とする形状を選びます。 

 

測量データや施工履歴データのモデルを指定

するには、「地形」をクリックし、一覧から

使用可能な日付を選択します。 

 

選択した日付のモデルはその日の最新地形と

なります。 

 

その日の最後にアップロードまたは読み込ま

れたデータによってアイコンが変化します。 

測量データの場合  

 

施工履歴データの場合  

 

設計サーフェイス(TIN)を指定するには、「

設計」をクリックし、ドロップダウンリスト

から設計 モデルを選択します。ターゲット

デザインサーフェイスが登録されている場合

は、デフォルトオプションになります。 
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プレイスマーク計測 

作成した新しいプレイスマークに移動します

。「新しい測定を追加」を選択します。「標

高」、「勾配」、「標高履歴」 のいずれか

のオプションを選択できます。 

 

標高 

測量データまたは設計の標高を測定します。 

 

勾配 

測量データまたは設計の勾配を測定します。 
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標高履歴 

特定のポイントでの一定期間の標高と傾斜角

データのグラフを表示します。 

 

グラフをポップアウトするには、 展開 アイ

コン をクリックすると、 フッターにタ

ブが開きます。  

 

線計測 

2D断面 

線に沿って、測量データまたは設計モデルの

断面グラフを作成します。  

 

作成した線に移動し、「新しい測定-  2D 断

面図の追加」を選択します。 

 

 

 

 

2D断面 

折れ線グラフには、線に沿った断面データが

表示されます。 

 

グラフをポップアウトするには、 展開 アイ

コン をクリックします。フッターにタブ

が開きます。 

 

フッターで「追加」をクリックして、断面が

見たい追加データセットを選択します。削除

アイコン をクリックして、グラフから削

除します。 
 

表面距離 

測量データまたは設計モデルのサーフェス標

高に沿った距離を測定します。  
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水平距離 

端点から終点までの線の水平距離の合計距離

を測定します。  

点間距離 

線分の各セグメントのポイントからポイント

までの個々の距離を測定します。 
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多角形計測 

切盛土量 

選択した領域内の切盛土量の体積を 2 つの

サーフェスと比較して計算します。 

 

作成した「多角形」に移動します。「計測値

を追加」をクリックし、ドロップダウン オ

プションから「切盛土量」を選択します。 
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切盛土量 

 

ヒートマップの色とスケールを編集するには

、 編集 アイコン をクリックします。 

 

目のアイコンをクリックして、3D ビューで

のヒートマップ表示のオンとオフを切り替え

ます。  
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進捗 

作成した「多角形」の時マークに移動します

。「測定の追加」をクリックし、「進行状況

」 を選択します。 

 

選択した領域内の目標設計に初期サーフェス

から完了した進行状況の割合を計算します。

進行状況は、現在の切り取り量と塗りつぶし

量の量と、合計カットボリュームとフィル 

ボリュームに基づいて計算されます。  

 

 

 

ヒートマップまたは分類 (分類された領域) 

を表示する場合に選択します。 

 

ヒートマップまたは分類の色とスケールを編

集するには、 編集 アイコン   
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参照土量 

測量データまたは設計モデルの切盛土量を計

算します。測定するボリュームの基準レベル

として機能する正確な参照高さを選択します

。 

 

作成した「ポリゴン」の時マークに移動しま

す。「計測値の追加」をクリックし、「参照

ボリューム」 を選択します。 

 

参照高さを調整します。 

 

切盛土量をバランスする高さを選択するには

、「切盛土量バランスを計算」をクリックし

ます。 

 

ヒートマップまたは分類の色とスケールを編

集するには、 編集 アイコンをクリックしま

す。  
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最適土量 

測量データまたは設計モデルの切盛土量を計

算します。最適土量は、選択した領域内の頂

点の座標から地表レベルを推定します。（ 

 

作成した「ポリゴン」の時マークに移動しま

す。「計測値の追加」をクリックし、「最適

土量」を選択します。 

 

ヒートマップまたは分類の色とスケールを編

集するには、 編集 アイコンをクリックしま

す。  

 

 

 
 

「参照サーフェスを表示」をクリックして、

体積の計算に使用する TIN サーフェスまた

はの表示切り替えができます。 
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勾配 

3D ビューにヒートマップを追加して、測量

データまたはこのエリアの設計で選択した領

域の傾斜角を測定します。 

 

作成した「多角形」に移動します。「計測値

の追加」をクリックし、「勾配」を選択しま

す。  

 

ヒートマップまたは分類の色とスケールを編

集するには、 編集 アイコンをクリックしま

す。  
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標高 

3D ビューにヒートマップを追加して、測量

データまたは設計の選択したリージョンの標

高を計測します。選択した地域の標高の最小

値と最大値を測定します。 

 

作成した[ポリゴン]の時マークに移動します

。[計測値の追加]をクリックし、[標高] を

選択します。 

 

Edit the heatmap or classification 

colors and scale by clicking the edit 

icon ( ). 

 

Display contour lines in the 3D View by 

clicking the Show contour lines icon  

( ). Adjust the Contour interval 

value to change the height between 

contour lines. 
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表面積 

測量データまたは設計モデルの選択した領域

のサーフェスの面積を測定します。 

 

作成した「多角形」の時マークに移動します

。「計測の追加」をクリックし、[表面積] 

を選択します。  

 
 

 

 



© EARTHBRAIN Ltd.           SMART CONSTRUCTION   

          Dashboard User Manual  43 

水平面積 

選択した領域の面積を平面として計測します

。 

 

作成した「多角形」に移動します。「計測の

追加」をクリックし、「水平領域」を選択し

ます。 

 
 

 

 

 

施工領域 

計測ツールの一部は、切盛土量、進捗土量、勾配、標高などの施工領域全体に追加できます。  

 

施工領域全体に計測値を使用する場合、計測結果は設定した目標地形の範囲にクリップされます。 
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材質 

多角形および施工領域全体の計測には、密度と単位コストを含む材料情報を定義できます。ボリュ

ーム計算と面積計算の両方に材料情報を設定できます。  

 

計測結果に含めたい場合は、ユーザが定義した材料タイプの 1 つを選択して、設定した単位当た

りの密度とコストを計算できます。   

材質の作成と編集 

「材料]セクションを展開します。   

 

材質の一覧とそのプロパティを編集するには

、「材質の編集」アイコン  をクリック

して開きます。 

 

新しい材質を追加するには 

名前  

タイプ - 領域またはボリュームを選択 

オプションの ID 

密度 – エリア タイプのみ 

単価 

追加アイコン をクリックして、リストに

追加します。 

 

材料を編集するには、 編集 アイコン を

押して値を変更し、 確認 アイコン を

押して完了します。 
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材料と計測 

「材料」セクションを展開します。 

 

「選択した材料」で、この現場に追加された

タイプの 1 つを選択します。     

 

 

 

体積基準の材料を選択する場合、この例の砂

利では、密度と単価情報を既存の体積ベース

の測定値に追加できます。    

 

これには、次の測定値が含まれます。 

1. 切盛土量 

2. 参照土量 

3. 最適土量 

 

 

質量とコストの値が既存の測定結果に追加さ

れます。 
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エリアベースの材料を選択する場合、この例

では、単位コスト情報を既存の面積ベースの

計測値に追加できます。    

 

これには、次の計測値が対象となります。 

• 表面積 

• 水平面積 

 

 

密度とコストの値が既存の計測結果に追加さ

れます。 
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３D断面機能で現場の測定をする 

サイドパネルの「計測」タブを開き、3D断面パ

ネルを開きます。 

 

比較する 2 つの異なるサーフェスを選択し、「

比較」 をクリックします。 
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3D 断面ビューでは、2 つのサーフェスの間に平

面が表示されます。クリックしてドラッグして

サーフェスを比較します。 

 

3D 断面ビューをリセットするには、「リセット

」 をクリックします。 
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現場設定 

「現場設定パネルでは、現場を管理するためのさまざまなオプションにアクセスできます。   

 

• 現 b な情報 – 名前、現場 ID、ステータスなど、現場の詳細 。 

• データ – 日々の「施工履歴」 を同期制御するためのオプション。 

• 単位 – 距離、面積、体積単位などの現場単位の詳細。  

• 表示 – 解像度と表示現場のイメージのオプション。 

• 現場メンバー – 現場メンバーとアクセス レベルの一覧。 

• サポートモード – サポートモードのオン/オフを切り替えるオプションです。 

• 現場の削除 – 現在の Dashboard の現場を削除します。 

 

施工現場情報 

現場情報は、現場の詳細を表示します。「現場情報」パネルに表示される情報は、スマートコンス

トラクションの Jobsite Setting で管理されています。 また夏時間設定のオン/オフを切りかえる

ことができます。   
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データ 

「データ」 パネルには、現場の 「日毎施工履歴同期時刻」 サービスを管理するオプションがあ

ります。 

 

 

⚫ Group ID - SMART Construction Drone 

からデータを読み込むときに使用するグルー

プ ID。 

⚫ 日毎施工履歴同期 - 「日毎施工履歴同期] 

がオンになっている場合、この時点で Smart 

Construction Dashboard は、建機から取得さ

れた過去 24 時間の施工履歴データを自動的

に同期します。 

⚫ 施工履歴優先度  - 現場の施工履歴データと

して毎日の同期を実行している間にデータを

チェックする建機の種類を決定します。また

上から順として優先度を入れ替える事が出来

ます。ここでの優先度とは、異なる種類の建

機から取得するデータが同じ領域で施工した

場合にどちらの施工履歴を正として読み込む

かを決定するものです。   
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単位 

「単位」パネルには現場に設定された単位が表示されます。単位は全ての計測計算とレポートに使

用されます。  

 

• 勾配単位 – 現場で使用する勾配の単位を選択し

ます。   

o Degrees ( ° ) 

o Grade ( % ) 

o Ratio ( : ) 

• 座標 – ビューに表示される座標の形式を選択し

ます。: 

o Local – East, North, Z 

o Local – North, East, Z 

o Global – Lat, Lon, Height 

 

 

 

表示 

表示パネルには、ビュー内の地形データの解像度を制御するオプションがあります。 [低]、[中]

、および [高] の各オプションから選択できます。   

 

Smart Construction の Jobsite Setting 情報の現場イメージ画像も表示されます。   
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現場メンバー 

「現場メンバー」 パネルには、現場にアクセスできるユーザーの一覧が表示されます。 また、現

場に対する各ユーザーのアクセスレベルに関する情報が表示されます。   

 

次のアクセス レベルを使用できます。 詳細については、アクセス レベルの詳細を参照してくだ

さい。 

 

• Manage : 現場とすべてのダッシュボード機能への完全なアクセスができます。 

• Measure : アクセス、表示、測定を実行し、現場データをダウンロードできます。 

• View – 現場のデータとサイトの進捗状況情報にアクセスして表示できます。. 

• None – 現場データにのみを表示できます.   

 

 

アクセスレベルの詳細 

 

アクセス レベルごとの機能制御 Manage Measure View None 

施工履歴再取得の実装* ❌ ❌ ❌ ❌ 

建機の追加/編集 (グローバル)** ❌ ❌ ❌ ❌ 

建機へのファイル転送** ❌ ❌ ❌ ❌ 

Manage user roles ✅ ❌ ❌ ❌ 

Access Project (view data layers) ✅ ✅ ✅ ✅ 

Add/edit/delete data layers ✅ ❌ ❌ ❌ 

Download data ✅ ✅ ❌ ❌ 

Access Files Panel (ie. download) ✅ ✅ ❌ ❌ 

Access reports ✅ ✅ ❌ ❌ 

Access Machines Panel ✅ ✅ ❌ ❌ 

View measurements ✅ ✅ ✅ ❌ 

Create/edit/delete annotation ✅ ✅ ❌ ❌ 

Create/edit measurement ✅ ✅ ❌ ❌ 
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Confirm progress ✅ ✅ ✅ ❌ 

View Daily progress ✅ ✅ ❌ ❌ 

View work areas ✅ ✅ ❌ ❌ 

Access Project Settings ✅ ✅ ❌ ❌ 

Delete Project ✅ ❌ ❌ ❌ 

Toggle support mode ✅ ❌ ❌ ❌ 

 

* 「現場監督」は、1日 1回のみ、施工履歴の再取得として実装できます。 

** Smart Construction のグループ設定による「SuperAdmin」のみ、建機の追加/編集、建機への

ファイル転送が可能です。 「Admin」「Manager」「Staff」の場合、これらの機能は表示されませ

ん。 

サポートモード 

サポートモードパネルでは、小松カスタマーサポートスタッフが現場にアクセスできる許可を与え

るどうかを制御できます。   

 

 
 

現場削除 

このオプションを使用して、現場を削除します。   
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現場ファイル 

現場ファイル パネルでは、現場に追加されたさまざまな種類のデータを表示できます。 現場 フ

ァイル セクションを使用して、非空間データ ファイル（「レイヤを追加」からアップロードでき

ない弟る）からをプロジェクトにアップロードすることもできます。   

 

各現場に複数の既定の現場ファイル フォルダがあります。 

• Shared – 共有ファイルのフォルダ 

• Design – レイヤに追加された設計データのフォルダ 

• Localization – 現場のローカリゼーションファイルのフォルダ 

• Preconstruction – レイヤに追加された施工前測量データのフォ

ルダ 

• Survey – レイヤに追加された施工中測量データのフォルダ 

• Machine Transmission – 現場の SL3 ファイルのフォルダ 

• Output – 出力されたレポート ファイルのフォルダ 

• As built – 現場の施工履歴データのフォルダ 

 

独自の現場 ファイル フォルダを追加するにはをクリ ックしま

す。  

 

現場のレポートを生成する 

進捗状況の計測 

進捗チャート 

 

進行状況グラフを使用して、目標地形面と比

較した、全体的な現場の進捗の詳細を表示し

ます。目標地形面は現場で登録した設計面と

なります。計測値は、最初の測量データをア

ップロードし、追加の測量データを 1 つ以

上または施工履歴データがアップロードされ

ることで数値並びにグラフが表示されます。 

 

進捗状況グラフは、3D マップ ビューの下の

画面の下部にあります。 
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日次の進捗状況 

 

 進捗状況で計算されたデータを利用して、

現場の毎日の進捗状況を記録します。チャー

トを作成するには、現場に最終的な目標地形

面をアップロードする必要があります。 

 

新しく Dashboardに測量データや施工履歴デ

ータが追加されると新しいエントリがテーブ

ルとして追加されます。  

 

完全な進行状況レポートを CSV ファイルと

して取得するには、日次進捗状況グラフバー

の左下にある「すべての進捗状況レポートを

ダウンロードする」をクリックします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

工区 

 

「 工区」 タブを使用して、現場のさまざま

な領域内の切盛土量の測定値を比較します。 

 

工区を登録するには、 多角形注釈を作成し

、コンテキスト メニューを開いて 、[工区

として設定]を選択します。 

 

 

 

 

下部パネルの 「工区」タブを開きます。工

区ごとの切盛土量の結果が表示されます。3D 

ビューのヒートマップをオンまたはオフにす

るには、目のアイコンをクリックします。
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スクリーンショット（PNG）を出力 

 

ビューアで現場を開きます。 

 

3D ビューウィンドウをキャプチャするために、

ビューで高さやアングルを調整します。 

 

サイドパネルの下方にあるスクリーンショット

の ダウンロード アイコン をクリックしま

す。ファイルがダウンロードバーに表示されま

す。 

  

現場の PDF レポートを作成 

ビューアで現場を開きます。出力したい現場

の計測値を追加します。  
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サイドパネルの下方の、「PDF レポートを作

成」アイコン をクリックします。これに

より、「PDF レポートの作成」画面が開きま

す。 
 

「レポートのダウンロード」 ボタンをクリ

ックします。レポート名と印刷設定を求める

画面が表示されます。必要に応じて調整し、

「レポートのダウンロード」 をクリックし

ます。レポートがダウンロード バーに表示

されます。 
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建機管理 

企業建機 

企業が保有するすべての建機の一覧を確認するには、現場一覧ページの「建機」ボタンをクリック

します。これにより、「建機」ページが開きます。 

 

 
 

建機の詳細 

一覧に表示された建機の詳細をみるには、一

覧中の建機をクリックします。これにより、

建機の詳細パネルが開きます。 

 

ここでは、基本的なマシン識別情報、接続ス

テータス、割り当て済みの現場、および貸出

情報を表示できます。  

建機を追加する 

新しい建機を登録するには、「新しい建機の

追加」 をクリックします。名前、モデル、

タイプ、シリアル番号、カテゴリを含む建機

の詳細を入力します。「追加」 をクリック

して、建機を追加します。 
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建機の詳細の編集 

建機の基本情報を編集するには、マシンの詳

細パネルを開き、鉛筆アイコン をクリッ

クします。  

 
 

建機を削除 

建機を完全に削除するには、削除ボタン

をクリックして確認します。 

 

現場への建機の登録 

 

建機を現場に登録するには、「現場に建機を

追加 ] をクリックします。 

 

 

 

次の画面で、一覧から現場を選択し、「追加

」 をクリックします。 

 

 

これで、現場建機の詳細ページに表示されま

す。建機の登録を解除するには、削除ボタン

をクリックします。 
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ICT 接続 

ICT ステータス(非 ICT、接続、切断)が現場

建機の詳細の下に表示されます。  

建機貸出 

建機を保有している状態で、別の企業に貸し

出されておらず、現場にも割り当てられてい

ない場合、その建機を貸し出すことができま

す。貸出を開始するには、「貸出の詳細」 

の下にある 「新しい貸し出しの開始] ボタ

ンをクリックします。 

 

 

建機貸出先のユーザーID（メールアドレス）

を含む貸出の詳細を入力します。貸出開始日

は建機の購入日よりも後の日付である必要が

あります。また貸出終了日も貸出開始日より

後の日付である必要があります。入力し終え

たら新規貸出を開始をクリックします。 
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現場建機 

建機が現場に追加されたら、現場を開き、サイドパネルの 「建機」 を開いて、建機の稼働状態を

理解します。 

 

View list of machines on site 

 

サイドパネルの「建機」タブを開くと、現場

に割り当てられた建機の一覧が表示されます

。  

 

 

 

 

 

 

 

 

建機の詳細を表示するには、建機をクリック

します。 
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現場に建機を追加する 

「建機の追加」をクリックして、既存の建機

を現場に追加します。 

 

 

利用可能な建機を検索します。現場に建機を

追加するには建機をクリックして詳細を表示

します。稼働開始日と、必要に応じて終了日

を入力します。詳細を再確認し、「追加」 

をクリックします。 
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稼働 

稼働期間は、建機が現場で作業している期間

の指定となります。終了日は設定されるまで

未定となるため、建機が現場から削除されな

い限り、登録されたままの状態になります。 

 

操作の日付を編集するには、鉛筆アイコン

をクリックします。開始日と終了日 （任

意） を確認し、「保存」 をクリックします

。 

 

 

建機位置 

現場に接続された ICT 建機からは、２４時

間に１回位置データを受信します。建機パネ

ルが開いているときに、建機の位置が 3Dビ

ュー にアイコンと共に表示されます。 

 

 

建機ファイル転送 

 

建機転送の一覧を表示する 

建機に転送されたファイルのリストを表示す

るには、サイドバーの建機パネルを開き、建

機を選択します。 
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現場の SL3 ファイルの転送要求 

現場の SL3 ファイルは、設計ファイルと一

緒に建機に転送する必要があります。SL3フ

ァイルを転送するには、サイドバーで建機を

開き、「SL3ファイルを転送」をクリックし

ます。 

 

ファイルの転送先となる建機を 1 台以上選

択し、「次へ」をクリックします。転送を確

認するユーザーを選択し、「転送を要求」 

をクリックします。 
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設計ファイルの転送 

設計ファイルをマシンに転送するには、サイ

ドバーのデータレイヤパネルを開きます。プ

ロジェクトに追加された TP3 設計レイヤを選

択し、コンテキストメニューから から「

建機へ転送」をクリックします。 

 

 

 

 

 

ファイルの転送先となる建機を 1 台以上選

択し、「次へ」 をクリックします。転送を

確認するユーザーを選択し、「転送を要求」 

をクリックします。 
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