
NETIS「V登録」の安全技術、FVMがさらに進化

FVM2は周囲の安全確認をサポートするシステムで、人や障害物との衝突を防止するシステムではありません。FVM2だけに頼った運転は行わず、安全運転を心がけてください。お知らせ機能は、現場の状況や天候等により作動しない場合がありますの
で、機械操作時は周辺の安全を直接確認するなど十分にご注意ください。お知らせ機能は、周辺の状況により、周囲に人がいても作動しないときがあります。また、周囲に人がいなくても作動するときがあります。　※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

周囲監視でオペレータをサポート
FVM2では、ある一定の範囲内の人の形を認識し、人がいると判断した場合に、

モニター表示とお知らせアラームでオペレータに注意を促します。距離に応じ、

表示枠色（黄色／赤色）と音を使い分け、2段階でのお知らせを実現。分かりや

すい情報提供により、多彩な現場条件における安全作業に配慮しました。

お知らせ機能付周囲監視装置 FVM2
機械の周囲のカメラ映像を解析し、人がいると判断した場合にモニター表示

と音でオペレータに注意を促し、安全確認をサポートします。お知らせ機能は

スイッチでON／OFFが可能で、現場状況に応じた安全確認方法が選べます。

一定の範囲内に人がいると判断した場合

黄色枠表示と音でお知らせ

第　 段階1

ピピッ！
さらに接近したと判断した場合

赤色枠表示と音でお知らせ

第　 段階2

ピピッ！ピピッ！ピピッ！

注 意

図はFVM2の効果イメージです。

■ ICT建機が実体験で学べる、ICT研修センター

登録番号：KT-110057-VE

ICT研修センター 

掘削、床付、法面整形といった
3Dマシンコントロールの研修

アスファルトフィニッシャでの
3Dマシンコントロールの研修

ICT建設機械を使った実演研修 経験豊富なスタッフによる講習

ICT研修センターの概要

所在地　愛知県刈谷市一里山町深田1-1

名　称　住友建機販売　ICT研修センター

住友建機販売株式会社は、ICT建設機械を試乗体感して研修できる施設として、愛知県刈谷市にある
「住友建機教習所 愛知教習センター」内に、「 ICT研修センター」を開設しました。3次元測量体験や、
ICT建設機械の試乗を通じて、実作業での施工や効率化に向けての研修を実施。施工現場でのソリュー
ション例などが身近に学べます。今後、代理店スタッフの方々をはじめ、お客様のスキル習得・向上に向け
て、研修プログラムを順次充実させてまいります。
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●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を離れるときは、
必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけて下さい。●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●輸送時は法令に従って下さい。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ず
お読み下さい。



現場の見える化
「i-Construction」で
作業が変わる、現場が変わる。
現在、建設業界を取り巻く環境は、人材不足などの問題が深刻化する一方で、社会

インフラの修繕などの工事増加も見込まれ、生産性の向上が急務です。国（国土交

通省）でも建設現場を魅力ある現場に変えていくために、建設現場に情報通信技術

（ICT）を活用し、生産性向上をはかる「i-Construction」を推進しています。

3次元（3D）設計データをもとに、機械のバケット操作を半自動
でコントロールするマシンコントロールシステム（3DMC）と、
モニターに施工目標とバケット位置を表示し操作をサポート
するマシンガイダンスシステム（3DMG）があります。位置情
報と姿勢情報を活用した機械単独作業により、丁張り作業が
不要に。正確な施工で手元検測も減り、大幅な省力化と安全性
を追求します。

3Dシステム

ICT施工システム（2D・3D）導入で、作業効率も大幅アップ！

住友建機のショベルは2D、3Dいずれのシステムにも対応。
スムーズかつ高精度な操作アシストで現場を革新します。

従来工法に比べ作業を飛躍的に効率化

ショベルへのシステム導入メリット

ICT施工のポイント

従来工法イメージ

ICT施工では、従来工法で必要だった丁張り作業や
検測作業などが不要（最小限）。安全性や生産性が
飛躍的に向上し、コスト低減、工期短縮
など、事業競争力アップにつながります。

設計などのデータやICT（情報通信技術）から得られる電子情
報を活用。丁張り作業が要らずに、オペレータはモニターで正
確な施工位置を確認しながら、スムーズかつ効率的に作業。

基準点からの情報と設計データをもとに施工目標に沿って、
機械のバケット操作を半自動でコントロールするマシンコント
ロールシステム（2DMC）と、モニターに施工目標とバケット
位置を表示し操作をサポートするマシンガイダンスシステム
（2DMG）があります。比較的シンプルなシステムで、低コスト
と使いやすさを両立。丁張り作業や手元検測は最小限にでき、
省力化と安全性を追求します。

熟練ならより早く、若いオペレータでも安心して高精度な作
業が可能です。また誘導や検測作業の人員が減らせて、接触
事故の防止など安全性も向上します。

生産性の向上

安全性の向上

品質精度の向上

情報管理の容易化

その他導入メリット
■ ICT施工システム搭載ショベルが
    補助金＊対象に！
ICT施工システムを搭載した新車の油圧ショ
ベルを導入すると、標準車（システムなし）との
差額分×補助率が補助対象（最大300万円まで）と
なります。

■ 公共事業での評価アップも！
ICT施工システムの活用を提案すると、工事成
績評定や総合評価方式での入札において加点
対象となる場合があります。またICT施工の導入
は地方自治体などでも採用が増えており、ビジ
ネスチャンスにつながります。

■ 稼働状況や出来高把握も容易に！
施工履歴データの取得や荷重データ（オプショ
ン）から、作業量や作業の進捗状況が正確かつ
リアルタイムで把握可能＊。現場管理の容易化
がはかれます。

＊浚渫作業時は別途オプションが必要です。詳しくは最寄りの販売会社にご相談ください。
＊平成30年度省エネルギー型建設機械導入補助金（2019年3月13日まで）

＊情報提供会社との別途契約（有料）が必要です。

詳しくは最寄りの販売会社にご相談ください。

法面成形作業
のりめん

仕上げもスムーズかつ安心！

マシンガイダンスならモニターを見ながら正確に
作業！マシンコントロールなら複雑なバケット操作
も気にせずに半自動でカンタン操作！

＊
しゅんせつ

浚渫作業

見えづらい現場にも対応！

目視のできない水中での作業も、モニターを使っ
て正確な施工が可能！深さなどの確認作業も不要
で作業を大幅に効率化！

溝掘り作業

掘り過ぎを防止！

マシンガイダンスならモニターを見ながら正確に
作業！マシンコントロールなら設計面に沿って作業
可能で、自動的に掘り過ぎを防止！

なら

敷き均し作業

設計データ通りにスピード作業！

マシンガイダンスならモニターを見ながら正確に
作業！マシンコントロールならバケット底面での
均しや刃先を立てた水平引きも半自動で楽 ！々

2Dシステム

基準点から
施工範囲を設定

3D設計データは
不要

丁張りや検測が
　最小限に

位置情報から
掘削面を把握

3D設計データの
作成が必要

丁張りは不要、
検測時間も
大幅削減
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マルチブラケット設置部（写真はシステム構成例）

※各社いずれもNETIS登録機器がございます。詳しくは最寄りの販売会社にご相談ください。

注）衛星電波の受信が困難な現場（木や建物などの障害物がある）や、強力な電磁波による影響が大きい現場（近くに高圧電線、空港がある）などの場合は対応が異なる場合があります。
詳しくは最寄りの販売会社にご相談ください。

ブーム角度センサ用

アーム角度センサ用

車体角度センサ用

モニタ－用
（メーカーにより異なります）

無線機用

GNSSアンテナ用
（ポールは別売りです）

バケット角度センサ用

3D
2D/3D

2D/3D

2D/3D

3D

システム搭載をかなえる「マルチブラケット」をオプション設定！

GNSS ： グローバル ナビゲーション サテライト システム

作業環境に応じた2つの測位方法

必要機器
・ GNSSアンテナ
・ 無線機
・ 水準台

・ 三脚や単管など
・ コントローラ
・ その他ローカライズ用機器

必要機器
・ Wi-Fiルータ
・ SIMカード

・ 基準点情報
  （情報提供会社との別途契約（有料）が必要）
・ その他ローカライズ用機器

3Dシステムへのアップグレードにも対応

2Dマシンガイダンス

3Dマシンガイダンス 3Dマシンコントロール

施工目標面に対し半自動でショベルを制御。モニターの情報を
見ながらの作業に加え、必要な操作を機械がサポート。掘り過
ぎを気にせず、スピーディかつ効率よく整地作業が行えます。

住友のショベルは、ICT施工システムの主要機器メー
カーすべてに対応。2Dマシンガイダンスから、進化
した3Dマシンガイダンスまで、お客様の現場に応
じた最適なシステムをご提案します。

モニターに施工目標面とバケット先端位置を表示して、オペ
レータに必要操作をガイダンス。定められた深さまでの掘削や、
一定角度の法面成形作業などが安心かつ効率的に行えます。

ICT施工で必要となる高精度な位置情報は、GNSS（全地球測位
衛星システム：グローバル ナビゲーション サテライト システム）から入手しま
す。実際の施工時には衛星測位情報と現場座標をマッチング

させる補正（ローカライズ）や、常に良好な情報受信が必要となる
ため、適切な測位方法が必要となります。

モニター画面
（2DMC用別置型10インチモニター/タッチパネル式）

レバー部（2DMC用）

レーザーレシーバー

レバー部（2DMG用）2DMGは機械のモニターでマシンガイダンスが可能

主要機器メーカー対応で、お客様にベストなシステムをご提案。

測位方法選定チャート（イメージ）

2Dマシンコントロール

（ディーラーオプション）

2Dシステム搭載車なら、追加機器の装着で3Dシステムへのアップグレードも容易（3Dシステム

はトリンブル社製）です。現場ニーズへの対応はもちろん、3D設計データの活用による高精度かつ
スピーディな作業、難しい操作の軽減（マシンコントロール）、丁張りレス化による安全性のさらな
る向上が可能です。

レーザーレシーバー（2Dシステム用オプション）

回転レーザーの信号を受信することで、2Dシステムでも均一の高さ設定が維持可能とな
ります。

3D

3D

2D
2Dマシン
コントロール

3Dマシン
コントロール

3Dマシン
ガイダンス

2D
2Dマシン
ガイダンス

アップ
グレード

アップ
グレード

アップ
グレード

アップ
グレード

SH200-7
標準仕様

基準局を利用1

1

ネット回線を利用2

2

現場内に基準局となる衛星アンテナ・受信機・無線機を設置し、
ICT建機へ補正情報を無線で送信。
施工時に必要な高精度な測位精度を確保します。

国土地理院の電子基準点をもとにした、
GNSS補正データを情報提供会社から
インターネット回線で受信します。

●見通しが良く、平坦（単独稼働）

●見通しが良く、平坦（複数台稼働）

●曲がっている、見通しが悪い

●高低差が大きい

●床掘・法面成形・浚渫（単独稼働）

●床掘・法面成形・浚渫（複数台稼働）

●主に盛土

ローカライゼーション：GNSS衛星による測位データと、稼働現場の工事基準点（座標）をマッチングさせる補正作業。 測量誤差、測位方法の違い、データ座標系の誤差などを解消します。

Wi-fi

SIM

現場から
セレクト

施工から
セレクト

ネット回線利用

基準局利用

メリット

●高精度が得られる

●複数のICT建機でも基準局1つで対応

●天候の影響を受けづらい

メリット

●基準局の設置が不要

●導入が容易（初期コストや手間を抑制）

●バッテリの管理が不要

デメリット デメリット

●機器代の初期コストが必要（情報提供料は不要）
●移設時に手間がかかる
●バッテリの管理が必要

● 機械ごとに情報提供会社との契約が必要
● 地域や天候により精度差が出る場合あり
● 毎月の情報提供料が必要

住友建機 独自
●トリガースイッチひとつでON/OFF（積み込みや通常作業への移行もスムーズ）
●バケット角度から掘削作業か整地作業かを自動判定
●オート機能は、スイッチON &設計面±400ｍｍのときだけ作動
●トリガーを離せば機能OFF、万一のときの安全も追求

住友建機のマシンコントロールの特長

ON/OFF容易なトリガー式の手元スイッチ（写真は2DMC用）

ショベル用システム
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「的確」「自在」「安全」を指先ひとつで。住友のICT建機は、ここがスゴイ！
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無線機用

ＴＳターゲット用

コントローラ用

スロープセンサ用

コントローラ用

2 GNSSアンテナ用

HA60W-10用 ICTブラケット（オプション）

アスファルトフィニッシャ用「3Dマシンコントロールシステム」
簡単スムーズな
システム搭載をかなえます。

ICT施工をリードする「トプコン社」および「トリンブル社」の
システムに対応。豊富な実績をもつ先進システムの搭載に
より、高精度かつスピーディな作業を追求。道路工事現場の
作業効率を飛躍的に高めます。

住友建機のICTブラケットは、各機器メーカーのセンサ位置に
応じた配線を内蔵した専用設計で、システム機器の取付け
が容易かつスムーズに行えます。また、装置の進化にともな
う機器の変更や交換時にも柔軟に対応します。

トプコン社とトリンブル社の
システムに対応します。

3D設計データに対応し、スクリードの高さを自動制御。誤差
や無駄のない舗装施工を実現。丁張りや水糸の設置なしで、

ICTブラケット設置部（写真はシステム構成例）

システム機器はいずれも別売りです。

正確かつ高精度な作業が行えます。安定した作業効率に
より、昼間も夜間も生産性が向上します。

※システム機器内容はメーカーやタイプにより異なります。詳しくは最寄りの販売会社にご相談ください。

トプコン社製システムの一例

トリンブル社製システムの一例

高精度な
施工

生産性の
向上

合材の無駄を
削減

丁張りや
水糸不要で
省力化

3Dマシンコントロールシステム対応

アスファルトフィニッシャ用ICTブラケット
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