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概要
これまでの建築測量は、計測や数量拾いを行ってから、それらの座標をロボティック トー
タル ステーションに送信し、モデルから座標を取得するという手作業のプロセスでした。
Autodesk Point Layout の導入により、チームはこのワークフローを自動化して多大
な時間を節約できるようになりました。

しかし、Android 用 BIM 360 Layout アプリの最新リリースを使用すれば、現場で
の墨出しのスピードアップ、ポイント精度の向上、統一された共通のデータ プラット
フォームでのコラボレーションの促進により、レイアウト ワークフローをさらに進める 
ことができます。

Autodesk BIM 360

BIM 360 は、プロジェクト ライフサイクルを通して情報に基づく意思決定をサポートすることで、 
建設のプロセスを改善します。すべてのプロジェクト データを 1 つのデータ リポジトリで一元化して、
プロジェクト関係者とワークフロー（設計から施工、運用まで、また現場からオフィス、バックオフィス

まで）をつなげます。

このガイドで説明する機能は 2019 年 9 月時点のものであり、機能強化は継続して行われています。また、国に
よっては使用できる機能に制限があります。製品の更新および機能の詳細については、BIM 360 製品リリース  
ノートを参照してください。

BIM 360 サイトを参照

http://blogs.autodesk.com/bim360-release-notes/
http://blogs.autodesk.com/bim360-release-notes/
https://www.autodesk.com/bim-360/
https://www.autodesk.com/bim-360/
https://www.autodesk.co.jp/bim-360/
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BIM 360 Layout Android アプリ ワークフロー
主な特長
• タイムリー： 建築測量担当者に最新の調整されたモデルを提供でき
ます。

• 自動化： レイアウトのためにポイントの座標詳細を準備して、それを
フィールド データ コントローラーに転送する手動プロセスを排除で
きます。

• コラボレーションの改善： 調整されたモデルにおいて現場で収集した
問題を容易に共有できます。

• データ駆動型： レイアウトの生産性データを解析して、将来の計画 
および実行のベスト プラクティスを判断できます。

開始

ゼネコン／施工会社
（オフィス）

BIM 360 Document 
Management を介して Leica 
iCon／Captivate／Topcon 

Magnet に直接送信

モデルをデバイスに 
ダウンロード／同期／開く

APL ポイント／CSV コント
ロール ポイント ファイルを 

読み込む

RTS／GPS の 
セットアップ／接続

現場での収集、レイアウト、 
検証を実行

オーサリング ツール（Revit、
AutoCAD、Navisworks）で 

Autodesk Point Layout（APL）
ファイルを開く

正しい現場の座標系で 
モデルを検証（APL の 

［座標系作成］ツールを使用）

現場コントロールポイントを 
読み込み、建物コントロール 

ポイントを作成

壁、吊材、ジオメトリ、 
ファミリなどにポイントを 

作成（自動化）

モデル／ポイントを更新、 
偏差レポート、 
サーフェス解析

ポイント付き RVT、 
IFC、DWG、NWD を 
アップロード

CSV／測量コントロール
ポイントをアップロード／
更新（必要に応じて）

必要に応じてモデル／ 
ポイントを更新

BIM 360 Document 
Management に送信

BIM 360 Layout  
Android アプリを開く

このアプリは、BIM 360 アカウントと同期して、ポイント位置座標の詳細を含むプロジェクト モデルをダウン
ロードおよびアップロードします。ロボティック トータル ステーションまたは GPS デバイスとペアリングすると、
Android™ タブレットの BIM 360 Layout は現場でのそれらのポイントの正確な位置にユーザーを案内して、
墨出し、検証、現況情報の収集を行えるようにします。

現場／作業現場
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Autodesk Point Layout から  
BIM 360 Document Management へ
チームは、建設モデルとコーディネーション モデルを現場レイアウト、検証、竣工時測量ワークフローに直接簡単に接続 
することで、クラウドを通して建築測量と現地での施工を改善できます。

• Autodesk Point Layout（APL）を使用して、ロケーション ポイ
ントを追加したり、現場コントロールポイントの読み込み、すべて

のモデル タイプおよび要素での建物コントロール ポイントの作成
を行います。

ポイント付きのモデルを BIM 360 Document Management に 
送信するには 3 つの方法があります。

• オプション 1： Revit で「クラウド モデル」として保存するか、「コラ
ボレート」を使用して BIM 360 Document Management 内
でコラボレーションします。

• オプション 2： BIM 360 Doocumet Management（docs.
b360.autodesk.com）に直接アップロードします。

• オプション 3： Autodesk Desktop Connector を使用して 
APL ポイント付きのモデル（RVT、DWG、NWD）をアップロードし
ます。

Autodesk Point Layout

ポイント付きのモデルを BIM 360 
Document Management に送信する

プロ向けのヒント： Android版 BIM 360 
Layout アプリには、「レイアウト ポイント」
のタイプをモデル／プロジェクトに自動で読

み込む「APLポイントのインポート」オプショ
ンがあります。数千ものポイントをモデルに 
追加できるため、ポイントの作りすぎに注意

してください。ユーザーはモバイル アプリで
ポイントをフィルターできますが、この読み

込み／同期プロセスではレイアウト ポイント
（タイプ）をサーバーに同期するのに数分以

上かかることもあります。

プロ向けのヒント： BIM 360 Document Management 内で「Ready for 
Layout」フォルダーと「Survey CSV/Control Point」フォルダーを作成し
ます。



タブレット動作環境

WebGL をサポートするデバイスのみ対応しています。 WebGL は 
Android 5.0（Lollipop）以降が動作する大多数の Android デバイ
スでサポートされています。ただし、既知のハードウェア問題や必要な 
GPU 機能の不足などの技術的問題のせいで、WebGL が正常に動作し
ない場合があります。

• Samsung Galaxy Tab S2/3/4/5e/6*、Active Pro

• Panasonic ToughPad FZ-A2 

• Juniper ‘Mesa 2’ Rugged Tablet

• Sony Xperia Z4 

• Getac z710

• Topcon FC5000（Android への対応は未定）

• Leica Android タブレット

• その他 Android ベースの堅牢なタブレット

推奨されるデバイス
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• Google Play ストアに移動し、BIM 360 Layout アプリを検索して
ダウンロードします。

BIM 360 Layout アプリをダウンロードする

プロ向けのヒント： Android デバイスでは 1 度に 1 つの BIM 360 アプリのみ
実行してください。

• BIM 360 Layout アプリにサインインし（BIM 360 アカウント ID を
使用）、適切なプロジェクトを開きます。

• ［ドキュメント］タブ内でフォルダ内のプロジェクト ファイルを見つけ、
オフライン使用のためにモデルをダウンロードします。

• 左上のドロップダウン メニューをタップして、ダウンロードしたドキュ
メントにアクセスします。

• ［ダウンロード］内で、ダウンロードしたモデル（RVT、DWG、IFC、
NWD）をタップして開きます。

• プロジェクトごとの初回操作： レイアウトのプロンプトをアクティブ化
するために、ダウンロードしたモデルを開いてから終了します。

プロジェクト情報にアクセスする

Android アプリ セットアップ

プロ向けのヒント： セットアップするには、Document Management モジュールへの適切な権限と
プロジェクト管理者の権限が必要です。タブレットは縦向きでも横向きでも使用できます。

Android アプリを入手

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.bim360.docs.layout&rdid=com.autodesk.bim360.docs.layout&pli=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.bim360.docs.layout&rdid=com.autodesk.bim360.docs.layout&pli=1
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Android アプリ セットアップ

• ダウンロードしたモデルを開いて、右上のメニューのドロップ 
ダウン（3 つの点）をタップします。

• ドロップダウンで［レイアウト ポイント］タップします。

レイアウト／測定モード：

• ［測定］ボタンをタップして、2 つのモード間を切り替えます。

• 測定モードでは、選択されたポイントは［測定/プリズム移動］ 
パネルにおいて近接／遠方、左／右、Z（NEZ）データを提供し
ません。このモードが実世界の位置／竣工時測量ワークフロー

に焦点を当てているためです。

• レイアウトモードでは、選択されたポイントは［測定/プリズム 
移動］パネルでポイントの位置を表示／ガイドするので、近接／

遠方、左／右、Z データの更新を含むレイアウトや検証ワークフ
ローを実行できます。

• 測定モードもレイアウトモードも、測定されたポイントの数は 
最初は 0 です。

ポイントにアクセスする
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• ツールバーの［レイアウト］モードまたは［測定］モードのいずれかで、追加ツールドロップダウン
（3 つの点）をタップします。

読み込み：

• 高品質の wifi ネットワークに接続している場合（携帯電話回線の使用はお勧めしません）、
［APL ポイントのインポート］および／または［CSV をインポート］をタップします。

• 処理中は、サーバーと完全に同期されるまで一部の機能を使用できません。数千のレイアウト 
ポイント（タイプ）を処理するため、数分かかることがあります。進行状況がリストに表示され

るため、同期されているポイントとされていないポイントを確認できます。

書き出し：

• ポイントを Revit、AutoCAD、Navisworks の APL に送り返したい場合、現時点では［CSV 
をエクスポート］オプションをタップして、電子メールで送信します。

• APL に直接書き出す／読み込むオプションは、APL 2021 で使用可能になる予定です。

プロ向けのヒント： ポイント リストに追加された／読み込まれたポイントの例： 106 = 適用されたフィル
ターに基づいて表示／可視化されたポイントの数

APL ポイントを読み込む／書き出す

Android アプリ セットアップ
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• IFC および RVT ファイルは、プロジェクトで作成されたすべてのレベルを表示
します（Revit からではない IFC ファイルのレベルのアクセスは今後対応予定
です）。

• モデル ビューアで、右上のメニューのドロップダウン（3 つの点）をタップして、 
［レベル］をクリックします。

• ポイントとモデルがレベルでフィルターされます。モデル セットアップ／プロジェ
クト開始時の最初に使用すると、再描画およびレンダリング時間を短縮できます。

レベル別表示機能にアクセスする

レベル別表示機能
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左側のフライアウト パネルから：

• 左上でメニューのドロップダウンをタップして、左側のフライアウト パネル
にアクセスします。

• フライアウト パネルで［設定］をタップします。

［レイアウトポイント］パネル内から：

• モデル ビューアで、右上のメニューのドロップダウン（3 つの点）をタップ
します。

• ドロップダウンで、［レイアウト ポイント］をタップします。

• ツールバーで追加ツール ドロップダウン（3 つの点）をタップして、［設定］
をクリックします。

アプリの設定にアクセスする

アプリの設定
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アプリの設定

• 携帯電話回線を使用： オンにすると、WiFi が見つからない場合、BIM 360 は携帯電話回線
を使ってデータを同期します。

• ヘルプ： アプリ、互換性、GPS および RTS セットアップ、TS セットアップ、座標／コント
ロール、ベスト プラクティスその他に関する詳細。

• 新機能： 機能の更新情報。

• 計測器を選択： Topcon、Sokkia、Leica Total Station ハードウェア、また内蔵 GPS や
外部 NMEA RTK GPS などを切り替えます。［なし］はデモ用です。

• ポイントリストの並べ替え順序（既定は近接点）： 近接点、追加時、ポイント番号、説明、ポイ
ントロール、ポイントタイプ。

• 昇順または降順のポイント並べ替え順序： 昇順または降順。

• 単位： 国際フィート、メートル、ミリメートル、インチ、米国測量フィート。

• 単位表示オプション： 十進表記、フィート+十進表記インチ、1/8 での分数表記、1/16 での 
分数表記。

• 温度および気圧： より正確な距離を得るため、温度や気圧を入力します。

• ポイントマーカのサイズ： 25% ～ 150%。既定は 50% です。

• サウンドを再生（既定はオン）： ポイントに近づくとサウンドを再生します。

• Z値が高過ぎる／低過ぎるとの警告を表示（既定はオン）： LN-100 ハードウェアは垂直範囲が
限られ、測定できません。

• プリズムが動くようにビューを更新（既定はオフ）： 選択したポイントの最適化されたビューや
ズームにビューが強制されます。

• 近接時には自動平面図ビューに切り替え（既定はオフ）： ポイントに近づくと、3D が自動的に 
2D 平面図ビューになります。

• 距離がない場合はDSトラッキングモード（既定はオン）： Total Station ハードウェアの異な
るトラッキング モード間で切り替え、トラッキングを迅速化します。

メニューを設定する



アプリの設定

• iCON はウィンドウの検索を使用（既定はオフ）： プリズムを見失ったとき、パワーサーチの 
代わりにウィンドウがサーチします。

• 2D シートをダウンロード（既定はオフ）： RVT ファイルをすばやくダウンロードします。

• プリズムとラベル（ポイント）までの距離： ［近接/遠方、左/右］、［北/南、東/西］。

• GPS 測地座標系（既定は UTM）： 特定のゾーンが必要な場合を除き、UTM を選択します。

• UTM 測地座標系： 自動的に設定されますが、ゾーンのエッジ近くでは無効にできます。

• 座標表示順序： XYZ/YXZ、NEZ/ENZ。

• 地面に合わせて GPS をグリッドに変換（既定でオン）： GPS からロボットへの切り替えに必要 
です。

• GPS HQ 許容差： HQ 品質の許容差の警告しきい値のセットアップを定義します。内部には 
10’、RTK には.05’（既定値 = 0、警告なし）など。

• 偏差レポートは Z 値を含む（既定はオン）： 標高には垂直のデルタ／偏差が含まれます。

• 偏差レポートの許容差： 許容値内に収まると、［偏差/プリズム移動］パネル内の文字が赤から
緑に変わります。また、許容値を超過した偏差が表示されます。たとえば、偏差レポートで 
½’、10mm と表示されます。

• 選択された pt と境界ボックスまで／上面まで／下面までの距離： ［境界ボックス］ツール用の
距離を入力して、選択したポイント（水平距離）から、またはその上下（垂直）でモデルをトリミ

ングします。

• 描画されるポイントの最大数： 最大数を入力します。
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• Android デバイスで Bluetooth をオンにします（アプリから 
オンにするよう求められます）。

• ロボット／GPS をオンにして、Bluetooth を設定します。

• BIM 360 Layout アプリ内の右上のメニューで［レイアウトポイン
ト］をタップします。

• 黄色の［接続］アイコンを押します。

• ［接続］をタップしてデバイスをペアリングするか、適切で利用可
能なデバイスをスキャンしてタップします。

• Bluetooth で直接ハードウェアにペアリングすることをお勧めし
ます。Leica iCON については、「xxx-i」デバイスではなく「xxx–
h」デバイスにペアリングします。または Topcon RC ユニット
（DS、PS、SX/IX、GT シリーズ）にペアリングします。

• これは 1 回限りのプロセスで、次回以降は自動的に接続されます。

ロボットや GPS ハードウェアを接続する

ハードウェアの接続

• 黄色の接続アイコンが緑（ロック）／赤（ロックなし）に変わります。

• 画面下部に［・・・に接続されています］というメッセージが表示され
ます。

• ハードウェアのライトは接続されていることを示します。

接続を検証する
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• ダウンロードしたモデルを開いて、右上のメニューのドロップ
ダウン（3 つの点）をタップします。

• ドロップダウンで、［レイアウトポイント］をタップします。

• トータル ステーションのアイコンをタップします。

• ［再利用］をタップし、前回使用した後視ポイントを使ってすば
やくゼロ設定／セットアップを行います。

• ［作成］をタップして新しいハードウェア セットアップを作成し
ます。

• ［作成］を選択した場合、次のプロンプトで［後視点法］か［後方
交会法］を選択します。［後視点法］を選択した方が、より素早

く簡単に、かつ正確にセットアップすることができます。

ハードウェアを現場でセットアップする

トータル ステーション セットアップ
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トータル ステーション セットアップ

• ［作成］をタップして新しいハードウェア セットアップを作成し、
［後視点法］をタップします。

• 計測器の高さ（HI）を入力し、［次へ］をタップします。

• ターゲットの高さ（HT）を入力し、［次へ］をタップします。

• リストとモデルのいずれか、または検索フィールドを使用して
コントロール ポイントを選択します。次に、トータル ステー
ション ロボットをセットアップし、そのポイントの上で水平に
します。

• レーザー鉛直器またはレーザー レベル デバイスで［次へ］を
タップします。

• ロボットとプリズムを揃え、［次へ］をタップしてプリズムを検索
してロックします（既にロックしている場合はこの手順を省略し

てください）。

• リストまたはモデルから後視（To）ポイントを選択します。そ
のポイントの上にプリズム／ポールを配置して水平にしてから、

［次へ］をタップしてゼロ設定します。

• ポイントの詳細／座標を確認します（必要に応じてプリズムに
ロックするか、プリズムのタイプを変更するか、プリズムレス

／レーザー計測に切り替えます）。

• 左上の戻る矢印をタップします。

• ［次へ］をタップしてゼロ設定／セットアップを完了します。 
必ずこのポイントの上で水平にしてください！ 

• セットアップが完了したら、［完了］をタップします。

既知のポイント セットアップ

プロ向けのヒント： 標高のベンチマークを作成しましょう（オプション）。 
ベンチマークをショットし、ロボット ポイントの標高をリセットします。



3

トータル ステーション セットアップ

• 後視ポイントおよび別の既知のコントロール ポイントを必ず検
証、収集して、セットアップの位置精度を確認します。

• 後視ポイントのセットアップ偏差は［後視偏差］パネルで更新さ
れます。セットアップ エラーのフィードバックをリアルタイム
で確認できます。

• このポイントまたは他のコントロール ポイントをいつでも選択
して、セットアップ精度を確認できます。

• 注意すべきエラーは左／右のデータです。このセットアップ以
降のすべてのショットに影響するからです。

• 定義された偏差レポートの許容差の範囲に収まる場合（設定
内で設定）、［後視偏差］パネルの赤のテキストが緑になります。

たとえば、½’ 5mm です。

後視ポイントの検証



4

トータル ステーション セットアップ

• ［作成］をタップして新しいハードウェア セットアップを作成し、
［後方交会法］をタップします。

• 計測器の高さ（HI）を入力し、［次へ］をタップします。

• プリズム モードの場合はターゲットの高さ（HT）を入力し、 
［次へ］をタップします。

• 少なくとも 2 つの既知の正確なコントロール ポイントが見え
る位置で、ロボティック トータル ステーションを設定し、水
平にします。ヘルプで後方交会法のベスト プラクティスを参
照しましょう。後方交会法をより正確にするには、角度を大き

くして距離を長くします。60 ～ 90 度の角度で 2 つの点を撮
影してください。［次へ］をタップします。

• リストまたはモデルから最初のコントロール ポイントを選択し
て、そのポイント上でプリズムを水平にします（プリズムレス

の場合はポイントを狙います）。

• ポイントの詳細／座標を確認します（必要に応じてプリズムに
ロックするか、プリズムのタイプを変更するか、プリズムレス

／レーザー計測に切り替えます）。左上の戻る矢印をタップし

ます。

［後方交会法］（作成）セットアップ



4

トータル ステーション セットアップ

• 水平にして／ポイントを狙ったら、［次へ］をタップしてショット
を追加します！ このゼロによって、ロボットがこの後視ポイン
トに設定されます。

• ［ポイント・・・に最初のショットが追加されました。］と表示され
ます。

• リストまたはモデルから 2 番目のコントロール ポイントを選択
し、ポイントの上で水平にします（または狙います）。

• ポイントの詳細／座標を確認して、左上の戻る矢印をタップし
ます。

• 2 つ目のコントロール ポイントを確認し、［次へ］をタップし
ます。

• ［後方交会法］パネルにショットが追加されます。

• セットアップに使用するショットをチェック／チェック解除しま
す（含める／除外するには行をタップ）。

• 後方交会法のポイントを保存します（新しいロボット ポイント）

• セットアップ完了（ロボットが新しいロボット ポイントに配置）。

• 任意のコントロール ポイントを選択して QA チェック／検証を
行います。

後方交会法（作成）セットアップ（続き）



モデル ビューア内で、［フィルタ］をタップして、14 のフィルター 
オプションを含むマルチフィルター ポイント リストを表示します。

• ステータス = 未完了、完了、無効

• 割り当て先

• 期日

• 最小／最大ポイント番号

• 最小／最大高度

• プリズムからの距離

• 詳細内容

• ポイント接頭辞

• ポイントロール（カスタム、APL から）

• ポイントタイプ（APL から）

ポイント リスト フィルター

主な機能



主な機能

• モデルを 3D から 2D 平面図ビューにいつでも切り替えられま
す。3D ビューに戻るには再度タップします。

• ポイント番号（#）で検索： 番号、先頭の文字、または両方を入
力して、選択可能なポイントのリストを取得します。

• 例： 「9」または「CP」と入力すると、「9」または「CP」を含むすべ
てのポイントが表示されます。

• モデル要素にポイントをスナップ／追加します。また、外出先ですばやく座標（XYZ）を編集して新しいコントロール ポイントを作成すること
もできます。ポイント詳細を作成、保存します。座標を編集します（該当する場合）。

平面図ビュー

ポイント検索（番号、先頭の文字）

ポイントを追加する（手動）



主な機能

• 2 点間に線分をスナップして、線分からの［面沿い］距離と［オフセット］距離を測量します。再タップして閉じます／終了します。

線分のオフセット



主な機能

• 選択したポイントまたは計測した位置から［境界ボックス］を作成します。これによりモデル ジオメトリのみを切り抜きます。ポイント リスト フィルターを使用して、ポイントをさらにフィルターで除外します。
選択したポイント（から／上／下）のカスタム単位設定を入力します（既定 = 10’ から／10’ 上／5’ 下）。再タップして閉じます／終了します。

［境界ボックス］ツール

ロボット コントロール
• ［計測］と［計測中止］を切り替えます。［測距］をオフにし
てポイントを選択すると、ビューが最適化されてロボッ

トと選択したポイントを表示します。

• HT（ターゲットの高さ）は、現場の障害物のためにその
場で高さを変更したい場合に便利です。

プロ向けのヒント： 
頻繁な計測は TS の
バッテリーを消費しま

す。バッテリー寿命

を延ばすためにオフ

にしておきましょう。

• プリズム タイプまたはノンプリズム（レーザー）を選択し
ます。



主な機能

• ジョイスティック（検索またはノン
プリズム用）。タップして、中央付

近を押したままだと緩やかに動き、

離れるほど速く動きます。

• ［検索］： プリズムを検索します。

• ［ドット］： レーザドットまたは誘導灯
（より長い距離）を使用します。

• ［L/Rを反転］： 動作を左右反転し
ます。

• ガイドをポイントに向けます。 
ロボットの一番上にある誘導灯を

回転して、選択した点と一直線上

にあるとき両方の色を確認できる

ようにします（長い距離に便利）。

• スラブ／床／デッキでレイアウトを実行するとき、ユーザーはモデルまたはリストからポイントを選択して［鉛直］ボタンを押すと、レーザー ドット
を使用して床または天井にレイアウトの位置をマークできます（XY を再撮影し、Z を無視）。

［鉛直］ボタンの使用方法：

1. 選択したポイントの上または下にある鉛直点でプリズムレス計測を行う方法（プリズムレス能力を持つロボットの場合のみ）。

2. モデルまたは点リストから、床または天井で他のポイントの鉛直位置を探す点を選択します。

3. レーザーを照射して可視レーザー ドットを確認してから、［回転］を押してそれがそのポイントに変わるまで待機します

4. モデルまたは点リストからその他のポイントを選択して［鉛直］を押します。鉛直角の回転を繰り返し、5 回まで計測することで、ロボットが選択した
ポイントの上または下にある鉛直点を探します。これは、選択したポイントと同じ水平距離だけ離れた床または天井にある点です。

5. その他のポイントで手順 3 を繰り返します。このアプリは、手順 2 で上または下を選択したかどうかを記憶するため、高点を選択して床まで垂直
に下ろしたり、その逆も行ったりすることができます。鉛直の上方向または下方向をリセットおよび変更するには、点リストを終了して手順 1 に 
戻ります。

ロボット コントロール（続き）



主な機能

• ポイント座標またはプリズム／プリズムレス座標

• ロボットからポイントまたはプリズム／プリズムレス計測位置

• バッテリー（タップして充電（%）を確認）

• 説明、ロール、ポイント番号などのポイント詳細を下で編集で
きます。

• 方位角を押すと、方向、距離、垂直でいつでもポイントをオフ
セットできます。

• 方位角には 0-360 を入力します。

• オフセットする距離を追加します。

• 必要に応じて、垂直オフセットを追加します。

• 注： レイアウトモードでショットを収集した後、ユーザーは 
［オフセット］ボタン（方位角の横）を使ってロボットに相対的に

ポイントを変更できます。

ポイント詳細

方位角

• 未完了、完了、無効。［測量/収集した］ポイントは完了
として保存されます。

ポイント ステータス



主な機能

• レイアウトツールバーで追加のツール ドロップダウン（3 つの
ドットのメニュー）を開きます。

• デルタ レポート／偏差レポートには、［デルタレポート］を選択
します。

• レポートはすべての許容差と測量したポイントの偏差を自動的
に表示し、このレポートを .csv として電子メールに添付します
（ユーザー定義設定の許容差を使用）。

［測定/プリズム移動］パネル

偏差レポート
• モデル内の 2 つの位置をスナップして距離を計測します（下部の 
計測ツールと同じ）。

• プリズム／レーザ／ポイントからプリズム／レーザー／ポイントへ
の距離の計測は、今後対応予定です。

ロボット計測ツール（今後対応予定）

プロ向けのヒント： 測定をダブルタップして、ポイント詳細を保存、 
再利用し、次の連続するポイント番号を使い、（ロボットでの計測に 
問題がある場合）次のショットが完了するまで待つにはロングタップし

ます（プリズムレスの場合）。

• ［測定/プリズム移動］パネルの任意の場所をタップして、ポイ
ントを収集／作成します。

• このポイントを測量済みバージョンとして収集するには、QA 
や現況ショットに STK などの接頭語を追加します。これら
のポイントは、Autodesk Point Layout の Deviation 
Report や Compare で追跡できます。



主な機能

地理的位置設定は、Civil 3D、Revit、BIM 360 Layout で行え
ます。Civil 3D または Revit で既に地理的位置設定がされている
場合は、アプリ内でセットアップする必要はありません。

• これにより、グリッド座標上にないプロジェクト上で GPS を
セットアップして使用することができます。

• Civil 3D または Revit などのオーサリング アプリケーション
から何百万もの座標（米国州平面や UTM）のグリッド座標にあ
るモデルを使用するには、そのアプリケーションの精度が低く

なるため、セットアップを使用せず、設定でグリッド ゾーンを
選択するだけです。

• ［設定］で、ファイルと一致する GPS 測地座標系を選択します
（UTM の既定でない場合）。

• ［レイアウトポイント］に移動してポイントを選択し、自分が移動
するとポールが移動して、データも更新されることを確認しま

す。RTK を使用している場合、約 3' から 0.03' への HQ の
ドロップによって示される、固定の解決策を GPS が取得する
のに、［計測］をタップした後数分かかることがあります。内部 
GPS を使用している場合、約10'（3m）が適切な HQ です。

• ポイントを選択すると距離が更新されます。

• プロジェクト現場のどこからでも、［レイアウトポイント］のタイ
プを収集できます。

GPS セットアップ
• ［設定］で外部 NMEA GPS を選択し、計器を選択します。

• GPS NMEA 標準データ形式が必要です。

• Bluetooth スキャンを行い、GPS デバイスに接続します。

• GPS セットアップ（内部 GPS の手順と同じ手順を実行します）。

• 詳細については、［設定］の［ヘルプ］を参照してください。

• GPS の修正サービスが必要な場合には、BIM 360 Layout の 
外部で行うため、ハードウェアの製造元にお問い合わせください。

外部 GPS セットアップ



主な機能

新規 GPS セットアップ

• GPS／位置情報サービスをオンにします（プロンプトが表示されたら
許可します）。

• ［設定］で内蔵 GPS に切り替え、計測器を内蔵 GPS に切り替えます。

• ［レイアウトポイント］で GPS アイコンをタップして、［作成］をタップし
ます。再タップして終了します。

• 計測器の高さ（HI）を入力し、［次へ］をタップします。

• GPS をモデル座標に変換するには：

• リストまたはモデルからポイントを選択します。 GPS タブレット 
デバイスをそのポイント上でセットアップして水平にしたら、位置

が更新されるまで待ちます。

• XYZ 位置が更新され、衛星の数（#S）も更新されます。 HQ とは
水平品質のことです（低いほど良く、約 10’（3m）が適切な HQ 
です）。左上の戻る矢印をタップします。

• 空がはっきりと見え、構造物、その他の建物、密集した木々など
の障害物がない場所である必要があります。

• 必要に応じて、プロジェクトの遠い側で別のポイントを選択し、［2 点目］
を押すか、［完了］を押します。

• 可能なら 2 点目を使用することをお勧めします（精度が向上します）。

GPS セットアップ（続き）



付録



Autodesk Point Layout 2020

• すべての建物要素、構造、システムにポイントが自動的に追加されます。

• 次のものに対応： メタル スタッド／壁、コンクリート、構造用鋼、アンカー ボルト／ベース  
プレート、埋め込み、スリーブ、外構ユーティリティ、吊材、立ち上がり管、カスタム ジオメ
トリ／ファミリ／ブロック／Inventor、プレハブ／モジュール コンポーネント、建設パーツ、
現場工事、土木、通芯交点など。

• 読み込み／比較、モデル／現況の作成、RTS／点群（Revit のみ）サーフェス解析。

• Trimble（.tfl/.mep）、Topcon（Magnet Field）、Leica（Leica Field Project、HeXML/
LandXML）を含むすべてのトータル ステーション メーカーと互換性のあるファイル形式に対応。

• クラシック BIM 360 Layout（iPad のみ、BIM 360 Glue に含まれる）と次世代 BIM 360 
Layout（Android）モバイル アプリの両方と互換性があります。

Revit、AutoCAD（バーチカル製品含む）、
Navisworks： 2015-2020 に対応

新機能
• インスタンス ファミリにポイントを自動的に追加！

• MEP 製造用パーツの吊材、配管、パーツのサポート向上

• 新しい複数パラメーターのカスタム説明が使用可能



ベスト プラクティス

1. トータル ステーションはコンクリートなどの固定された地表上に配置します。土や舗装の上
に配置すると、日光や天気によって地表が拡大または縮小し、1 日を通じてトータル ステー
ションが移動して水平でなくなることがあります。

• 三脚のスタビライザーを使用して、三脚を押し下げます。トータル ステーションが 
受ける風がかなり弱まります。

2. 約 40 ショットごとにトータル ステーションのセットアップおよび水準を確認してください。

3. 毎日同じコントロール ポイントを使用すると、エラーの伝播を最小限にできます。

4. 毎日同じ順番でコントロール ポイントを計測します。

5. セットアップ ルーチンを完了したら（既知のポイントまたは後方交会法）、必ず別の既知の
ポイントを測量して、セットアップが正しいことを確認します。

6. コントロール ポイントを遠方から測定し、トータル ステーションの近くで作業します。50’ 
離れたコントロール ポイント 2 つと、200’ 離れたコントロール ポイント 2 つがあるなら、
遠い方のセットアップを使用します。

• コントロール セットアップを超過して測定するのは避けてください。使用したコント
ロール ポイントが 200’ しか離れていない場合、トータル ステーションから 200’ 
以上離れたポイントをレイアウトしたり保存すべきではありません。

7. 参照点ルーチンを使用してセットアップする場合は、60 ～ 90 度の角度で少なくとも 3 つ
の点を参照してください。

測量／建物監視制御のベスト プラクティスとヒント！
8. メーカーの推奨事項ごとに合わせてトータル ステーションを調整して、計器のエラーを回避します。

9. 測量ポールでレベルの気泡管で調整して、エラーを回避します。

10. 1 日 1 回はトータル ステーションで光学式鉛直器を確認し、必要に応じて調整します。

11. 1 日 1 回はプリズム ポールの水準器で鉛直を確認し、必要に応じて調整します。



BIM 360 Layout
アプリ セットアップ概要

1. BIM 360 を開いてサインインし、プロジェクトにアクセス

2. オフラインで使用するためにモデルをダウンロードする

3. ダウンロードしたモデルを開く

4. ［レイアウトポイント］をタップする（右上のメニュー）

5. 測定／レイアウトを開始する

6. ツールバーから追加のツールを開く（3 つの点をタップする）

7. APL ポイントのインポート／CSV をインポート

8. 接続／Bluetooth で接続する

9. ハードウェア／GPS セットアップ



• ハードウェアとやり取りしたデータ コマンドのログの送信を 
お願いすることがあります。

• ログにすべての関連情報を含めていただくと、問題の診断に
役立ちます。

• ログを送信するには左上のメニューをタップします（3 つの
バー）。

• フライアウト パネルで［送信ログ］をタップします。

改善にご協力ください！

ログを送信する



autodesk.co.jp/bim-360
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