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1．操作の流れ 

操作の流れ                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１．TS（トータルステーション）の操作方法については各メーカーのマニュアルをご参照ください。

工事を作成 
→ P8 参照 

平面データを入力 
→ P14 参照 

縦断データを入力 
→ P19 参照 

横断データを作成 
→ P22 参照 

設計データを出力 
→ P34 参照 

ＴＳ出来形 

  ＴＳにて計測※1 

 

読み込み・書類作成 
→ P36 参照 

位置情報(座標)を取得する 
→ P30 参照 

座標計算 

Excel 出力する 
→ P31 参照 
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2．起動と終了 

情報化施工マネージャを起動する                       

①デスクトップの ［QuickProject 情報化施工マネージャ］アイコンをダブルクリックします。 

②システムが起動し、［工事の選択］ウィンドウが開きます。 

 
 

■起動時に［工事選択］ダイアログを表示する／しない 

メニュー［ツール］-［オプション］から［表示］タブをクリックし、「起動時に［工事選択］ダイアログを表示す

る」にチェックがついていると表示されます。外すと表示されません。 

 

情報化施工マネージャを終了する                        

①画面右上の （閉じる）をクリックします。 

 

②QuickProject 情報化施工マネージャが終了します。 

■メニュー［ファイル］-［終了］からも終了することができます。 
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3．工事の新規作成、工事の選択 

新しく工事を作成する                              

起動時に工事を作成する 

①QuickProject 情報化施工マネージャを起動します。 

 

■起動時に［工事の選択］ダイアログが表示されない設定になっている場合は表示されません。 

メニュー［ツール］-［オプション］から［表示］タブをクリックし、「起動時に［工事選択］ダイアログを表示す

る」にチェックがついていると表示されます。外すと表示されません。 

■［工事選択］ダイアログで<新規作成>を選択し、 をクリックしても新規作成できます。 

②［新規作成］ダイアログが表示されます。 

 

■工事名称を入力しないと、 をクリックしても工事が作成されません。 

 

③工事情報ウィンドウが表示されますので、入力を行います。（→P11[4.工事情報]参照） 

[新規作成]ボタンをクリックし、

[新しくデータを作成する]をクリ

ックします。 

 

１．工事名称を入力します。 

フォルダ名は工事名称と同じ

名称が表示されますが、変更

が可能です。 

特に設定しないとハードディス

クの“Documents\工事データ”

フォルダに保存されますが、

[選択]ボタンより変更が可能

です。 

２．[新規作成]ボタンをクリック

します。 
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工事を新規作成する（起動時以外） 

①メニュー[ファイル]-[新規作成]又は をクリックします。 

②新規作成ダイアログが表示されますので、入力を行います。（→P8[新しく工事を作成する]-②参照） 

工事を新規作成する(PhotoManagerの工事情報を引き継いで工事を作成する) 

①メニュー[ファイル]-[工事一覧]又は をクリックします。 

②［工事選択］ダイアログが表示されます。 

 

④確認のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

１．[PhotoManager のデータを

表示する]にチェックをつけま

す。 

３．[開く]ボタンをクリックしま

す。 

２．PhotoManager で作成したデ

ータを選択します。 

[ＯＫ]ボタンをクリックします。 
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作成してある工事を開く                             

①メニュー[ファイル]-[工事一覧]又は をクリックします。 

②[工事選択]ダイアログが表示されます。 

 

工事を削除する                                  

①メニュー[ファイル]-[工事一覧]又は をクリックします。 

②[工事選択] ダイアログが表示されます。 

 

③確認のメッセージが表示されます。 

 

１．[データを開く]ボタンをクリッ

クし、工事を選択します。 

 

１．[データを開く]をクリックし、

工事を選択します。 

２．[開く]ボタンをクリックしま

す。 

２．[ごみ箱へ]ボタンをクリック

します。 

 

[OK]ボタンをクリックします。 

 

[最近のデータ]ボタンをクリッ

クすると、保存されているフォ

ルダに関係なく最近使用した

工事が表示されます。 
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4．工事情報 

工事情報を編集する                                

工事名等を編集する 

①メニュー［表示］-［工事情報］又は をクリックします。 

②[工事情報] ダイアログが表示されます。 

 

 

■リストボックス形式になっている項目はリストより選択ができます。 

 

 

 

 

 

１． [工事名等]タブをクリック

し、工事名や施工業者名など

入力します。 

 

２．[OK]ボタンをクリックします。 

 

開いている工事データの削除

は行えません。以下のメッセ

ージが出て削除ができない場

合には、 メ ニ ュー [ フ ァ イ

ル]-[閉じる]より工事データを

閉じてから工事データの削除

を行います。 
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■日付はカレンダーより選択できます。 

 

 

道路構築物/道路中心線形を編集する 

①メニュー［表示］-［工事情報］又は をクリックします。 

②[工事情報] ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．[道路構築物/道路中心線

形]タブをクリックし、道路構築

物情報、道路中心線形を入力

します。 

２．[OK]ボタンをクリックします。 
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ＣＯＲＩＮＳから工事情報のデータを取り込む                  

工事情報にコリンズのデータを読み込むことができます。 

①メニュー［表示］-［工事情報］又は をクリックします。 

②[工事情報] ダイアログが表示されます。 

 

③[開く]ダイアログが表示されます。 

 
 

④[CORINS 読み込み]ダイアログが表示されます。 

 

[CORINS]ボタンをクリックしま

す。 

 

１ ． コ リ ン ズ の フ ァ イ ル

（*.xml;*.cfd）を選択します。 

 

２．[開く]ボタンをクリックしま

す。 

 

１．読み込みたい項目にチェッ

クをつけます。 

 

２．[OK]ボタンをクリックします。 
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5．平面情報 

平面情報ウィンドウを表示する                         

 

平面線形を入力する                               

座標によるＩＰ点の入力をおこなう 

①平面情報ウィンドウを開きます。 

 

②[主要点座標の計算方法]ダイアログが表示されます。 

 

 

[IP 点・主要点]タブ内の[座標

の計算方法]をクリックします。 

 

[平面情報]ボタンをクリックしま

す。 

 

１．[座標による IP 点の入力を

おこなう]を選択します。 

 

２．[OK]ボタンをクリックします。 
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角度と距離によるＩＰ点の入力をおこなう 

①平面情報ウィンドウを開きます。 

 

②[主要点座標の計算方法]ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

 

３．IP 点または起終点名、X 座

標、Y 座標などを入力します。 

※黄色の列は必須項目です。 

[IP 点・主要点]タブ内の[座標

の計算方法]をクリックします。 

 

１．[角度と距離による IP 点の

入力をおこなう]を選択します。 

２．起点 X 座標、起点 Y 座標、

BS から起点への方向角を入

力します。 

 

３．[OK]ボタンをクリックします。 

４．IP 点または起終点名、狭

角、距離などを入力します。 

※黄色の列は必須項目です。 

 



QuickProject 情報化施工マネージャ 操作マニュアル 

 16 

主要点座標を直接入力する 

①平面情報ウィンドウを開きます。 

 

②[主要点座標の計算方法]ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[IP 点・主要点]タブ内の[座標

の計算方法]をクリックします。 

 

１．[主要点座標を直接入力す

る]を選択します。 

２．[OK]ボタンをクリックします。 

３．主要点、X 座標、Y 座標、種

類などを入力します。 

※黄色の列は必須項目です。 
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測点を編集する                                   

測点の作成方法を変更する 

①平面情報ウィンドウを開きます。 

 

 

測点を追加/削除する 

平面情報ウィンドウを開きます。 

◇測点を追加 

 

[測点の追加]ダイアログが表示されます。 

 

 

◇測点の削除 

 

１．[測点名一覧]タブをクリック

します。 

 

２．起点追加距離などを入力し

ます。 

※黄色の列は必須項目です。 

 

 
３．[測点一括作成]ボタンをクリ

ックします。 

１．[測点名一覧]タブをクリック

します。 

 

２．[測点追加]ボタンをクリック

します。 

 

３．測点名を入力します。 

 

測点名に「NO.1+5」のように

入力すると[追加距離]に自

動で「25」m と表示されま

す。 

４．[OK]ボタンをクリックします。 

 

１．[測点名一覧]タブをクリック

します。 

 

２．測点を選択し、[測点削除]

ボタンをクリックします。 
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基準点を編集する                                 

①平面情報ウィンドウを開きます。 

 

水準点を編集する                                 

①平面情報ウィンドウを開きます。 

 

座標点を編集する                                 

①平面情報ウィンドウを開きます。 

 

 

平面情報をＥｘｃｅｌ出力する                           

①平面情報ウィンドウを開きます。 

２．点名などを入力します。 

※黄色の列は必須項目です。 

 

 

１．[水準点]タブをクリックしま

す。 

 

２．点名などを入力します。 

※黄色の列は必須項目です。 

 

 

１．[座標点]タブをクリックしま

す。 

 

２．座標点識別名などを入力し

ます。 

※黄色の列は必須項目です。 

 

 

 

各タブ内の[Excel エクスポー

ト ]ボタンをクリックすると、

Excel に平面情報が出力され

ます。印刷や任意の場所に保

存してご利用いただけます。 

１．[基準点]タブをクリックしま

す。 

 

[工事情報]-[道路構築物/道

路中心線形]タブで、中心線形

「利用する」を選択されている

場合は、座標点の編集はでき

ません。 
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6．縦断情報 

縦断情報ウィンドウを表示する                         

 

測点を編集する                                  

平面情報から測点を読み込む 

①縦断情報ウィンドウを開きます。 

 

②確認のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

[縦断情報]ボタンをクリックしま

す。 

 

[平面情報読み込み]ボタンをク

リックします。 

 

[OK]ボタンをクリックします。 
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測点を追加/削除する 

縦断情報ウィンドウを開きます。 

◇測点を追加 

 

[測点の追加]ダイアログが表示されます。 

 

 

◇測点の削除 

 
 

 

縦断変化点を編集する                              

①縦断情報ウィンドウを開きます。 

 

 

２．測点名を入力します。 

 

測点名に「NO.1+5」のように入

力すると[追加距離]に自動で

「25」m と表示されます。 

３．[OK]ボタンをクリックします。 

 

１．[測点追加]ボタンをクリック

します。 

 

測点を選択し、[測点削除]ボタ

ンをクリックします。 

 

測点を選択し、[縦断変化点編

集]ボタンをクリックします。 

 



QuickProject 情報化施工マネージャ 操作マニュアル 

 21 

②[縦断変化点の編集]ダイアログが表示されます。 

 

縦断情報を Excel 出力する                           

①縦断情報ウィンドウを開きます。 

 

１．各項目を編集します。 

２．[閉じる]ボタンをクリックしま

す。 

編集する測点の切り替えが可

能です。 

 [Excel エクスポート]ボタンを

クリックすると、Excelに縦断情

報が出力されます。印刷や任

意の場所に保存してご利用い

ただけます。 

１．各項目を編集します。 
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7．横断情報 

横断情報ウィンドウを表示する                         

 

標準横断を編集する                                

標準横断に横断図を登録しておくと、各測点の横断図を一括で登録することができます。 

標準横断を追加する 

①横断情報ウィンドウを開きます。 

 

②[標準横断の追加]ダイアログが表示されます。 

 

[横断情報]ボタンをクリックしま

す。 

 

[追加]ボタンをクリックします。 

１．標準横断名、元にする標準

横断図、該当する測点を選択

します。 

２．[OK]ボタンをクリックします。 
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標準横断を削除する 

①横断情報ウィンドウを開きます。 

 

②確認のメッセージが表示されます。 

 

 

横断一覧を編集する                               

測点を追加/削除する 

①横断情報ウィンドウを開きます。 

◇測点を追加 

 

[測点の追加]ダイアログが表示されます。 

 

 

 

標準横断を選択し、 ボタン

をクリックします。 

[OK]ボタンをクリックします。 

１． ボタンをクリックしま

す。 

２．測点名を入力します。 

 

測点名に「NO.1+5」のように入

力すると[追加距離]に自動で

「25」m と表示されます。 

３．[OK]ボタンをクリックします。 
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◇測点の削除 

 
 

基にする標準横断を変更する 

①横断情報ウィンドウを開きます。 

②[基にする標準横断の変更]ダイアログが表示されます。 

 

標準横断図・測点の横断図を編集する                        

横断部品を追加する 

①横断情報ウィンドウを開きます。 

 

 

 

測点を選択し、 ボタンをク

リックします。 

１．測点にチェックをつけます。 

２．基にする標準横断を選択し

ます。 

３．[変更]ボタンをクリックしま

す。 

[断面形状]タブ内の[路盤]ボタ

ンをクリックします。 
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②[部品追加]ダイアログが表示されます。 

 

③部品が追加されます。 

 

④[部品追加]ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

１．部品を選択します。 

２．[追加]ボタンをクリックしま

す。 

[側溝]ボタンをクリックします。 

１．部品を選択します。 

２．接続する点を指定します。 

３． [任意点に追加 ]、 [左に追

加]、[右に追加]ボタンのいずれ

かをクリックします。 
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⑤部品が追加されます。 

 

■該当する部品がない場合は、部品の作成ができます。（P47[部品を管理する]参照） 

 

横断部品を削除する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

◇標準横断から横断部品を削除する場合 

 

◇各測点から横断部品を削除する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．部品を選択します。 

３．[部品削除]ボタンをクリック

します。 

１．測点を選択します。 

２．部品を選択します。 

３．[部品削除]ボタンをクリック

します。 

１．標準横断を選択します。 

①～⑤と同じ手順で、必要な部

品を追加します。 
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②[部品削除]ダイアログが表示されます。 

 

 

管理項目を編集する 

各断面ごとに部品の追加や削除が行えます。 

①P24[横断部品を追加する]③～④を参考に部品の選択を行います。 

②[部品追加]ダイアログが表示されます。 

 

■部品の削除も同様の手順にて行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．測点にチェッをつけます。 

２．[削除]ボタンをクリックしま

す。 

１．追加したい測点にチェックを

つけます。 

２．[追加]ボタンをクリックしま

す。 
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構成要素を編集する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

各項目が表示されます。 

 

横断図の部品の寸法を編集する                        

部品の寸法を修正する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

部品の変化点を設定/解除する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

１．測点を選択します。 

２．[管理箇所]タブをクリックし

ます。 

３．管理項目や構成要素を選

択します。 

４．図の中で追加したい箇所を

クリックします。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．左幅員や右幅員の数値を

変更します。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．測点を選択します。 

変更ができない場合は、 ボ

タンをクリックします。 

３．[変化点の設定/解除]ボタン

をクリックします。 

設定/解除ができない場合は、

ボタンをクリックします。 
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二重断面を設定/解除する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

 

中心線形離れを設定する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

 

寸法一覧を Excel 出力する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．測点を選択します。 

３．[二重断面の設定/解除]ボ

タンをクリックします。 

設定/解除ができない場合は、

ボタンをクリックします。 

１．[断面形状]タブを開きます。 

２．[中心線形離れ設定]ボタン

をクリックします。 

３．CL 離れ、比高差を入力しま

す。 

入力ができない場合は、 ボ

タンをクリックします。 

 [Excel エクスポート]ボタンを

クリックすると、Excelに寸法一

覧が出力されます。印刷や任

意の場所に保存してご利用い

ただけます。 
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位置情報を取得する                               

指定した点の計画高/センターからの離れ距離/XY 座標/器械からの水平距

離/BS 点からの方向角を取得する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

 

■器械点および BS 点の登録を行うことにより、器械からの水平距離/BS 点からの方向角が取得できま

す。（器械点および BS 点の登録方法は下記参照） 

 

器械点/BS 点を登録する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[器械点、BS の登録]ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

１．測点を選択します。 

２．[位置情報]タブをクリックし

ます。 

３．座標を表示したい点を図面

上から指定（クリック）します。 

４．計画高、センターからの離

れ距離、X 座標、Y 座標が表示

されます。 

１．測点を選択します。 

２．[位置情報]タブをクリックし

ます。 

３．[器械点、BS の登録]ボタン

をクリックします。 

１．器械点、BS 点を入力しま

す。 

２．[OK]ボタンをクリックします。 

[基準点に登録]ボタンをクリッ

クし、入力した器械点、BS点を

基準点に登録することができ

ます。 
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ふかし/上げ下げを設定する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

■「ふかし」を設定すると、「中心離れ」の下に設定した数値が表示されます。 

■「上げ下げ」を設定すると「計画高」の下に設定した数値が表示されます。 

 

位置情報を Excel 出力する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

 

 

現地盤を入力する                                 

現地盤を入力する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

 

 

 

１．測点を選択します。 

２．[位置情報]タブをクリックし

ます。 

３．ふかし、上げ下げを入力し

ます。 

入力欄が表示されていない場

合は[丁張設定]ボタンをクリッ

クします。 

 [Excel エクスポート]ボタンを

クリックすると、Excelに位置情

報が出力されます。印刷や任

意の場所に保存してご利用い

ただけます。 

１．測点を選択します。 

２．[現地盤]タブをクリックしま

す。 

３．点名称、CL 離れ、地盤高を

入力します。 

行挿入、行削除、並び替えが

行えます。 
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SIMA データを取り込む 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[開く]ダイアログが表示されます。 

 

③[SIMA 読み込み設定]ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．測点を選択します。 

２．[現地盤]タブをクリックしま

す。 

３．[SIMA データ読み込み]ボタ

ンをクリックします。 

１．SIMA ファイル（*.sim）を選択

します。 

２．[開く]ボタンをクリックしま

す。 

１．読み込み測点をプルダウン

より選択します。 

２．[OK]ボタンをクリックします。 
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8．図の表示  

図の表示を変更する                               

図を拡大/縮小する 

各入力画面にある で拡大、 で縮小できます。また図の拡大/縮小したい個所をクリックしマウス

ホイールでの拡大/縮小することも可能です。 

図を全体表示する 

各入力画面にある で図全体が表示されます。 

平面図の点の表示/非表示を切り替える 

①平面情報ウィンドウを表示します。 

 

・・IP 点 ・・主要点 ・・測点 ・・基準点 ・・水準点 ・・座標点 

横断図の寸法線の表示/非表示を切り替える 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

 

二重断面の測点の横断図の起点側/終点側を切り替える 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

の

各ボタンで平面図の点の表示

/非表示が切り替えられます。 

[寸法線表示]ボタンをクリックし

ます。 

１．二重断面の測点を選択しま

す。 

２．[二重断面の起点側/終点

側を表示]ボタンをクリックしま

す。 
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9．TS 出来形管理/情報化施工 

断面構成/管理断面を編集する                        

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[TS 出来形断面設定]ダイアログが表示されます。 

 

データ入出力を行う                               

TS 出来形用 施工管理データ（XML）を出力する 

①TS 出来形用 施工管理データ（XML）を出力します。 

 

 

 

②[TS データ作成ウィザード]が表示されます。工事データの選択を行います。 

１．測点を選択します。 

２．[管理箇所]タブをクリックし

ます。 

３．[TS 出来形断面設定（TS 出

来形必須）]ボタンをクリックし

ます。 

  

１．横断構成をプルダウンより

選択します。 

出来形管理を行う測点の場合

には、[管理断面]にチェックを

つけます。 

２．[OK]ボタンをクリックします。 

[TS データ作成]ボタンをクリッ

クします。 

１．[現在、編集中の工事デー

タを選択する]にチェックを付け

ます。 
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③保存先の選択を行います。 

 

④工事データや保存先ファイル名を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤施工管理データの作成が開始されます。 

２．[次へ]ボタンをクリックしま

す。 

編集中の工事データ以外で

データを作成する場合は、

［提出する工事データを選択

する］にチェックをつけ[選択]

ボタンから工事データフォル

ダ内の[“constr.sdf”]ファイル

を選択します。 

１．保存場所を確認します。 

 

２．[次へ]ボタンをクリックしま

す。 

ファイル名の変更も可能です。 

 

[選択]ボタンより保存場所を変

更することも可能です。 

[次へ]ボタンをクリックします。 
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⑥施工管理データの作成終了となります。 

 

 

TS 出来形用 施工管理データ（XML）を読み込む 

①TS 出来形用 施工管理データ（XML）を読み込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②[TS データ読み込みウィザード]が表示されます。 

１．[完了]ボタンをクリックしま

す。 

チェックを入れると、作成され

た施工管理データが保存され

たフォルダが開かれます。 

[TS データ読込]ボタンをクリッ

クします。 
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③施工管理データの読み込み方法と保存先を選択します。 

 

④施工管理データや読み込み方法、保存先フォルダを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤施工管理データの読み込みが開始されます。 

１．[選択]ボタンをクリックし、ト

ータルステーションで利用した

施 工 管 理 デ ー タ フ ァ イ ル

（*.xml）を選択します。 

２．[次へ]ボタンをクリックしま

す。 

１．データの読み込み方法を選

択します。 

読み込むデータの設計データ

が異なる場合は、[現在、編集

中のデータに読み込む]は選

択できません。 

２．[次へ]ボタンをクリックしま

す。 

チェックを入れると横断図が自

動で作成されます。 

[次へ]ボタンをクリックします。 
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⑥施工管理データの読み込み終了となります。 

 

 

道路中心線形データを読み込む 

①メニュー［ファイル］-［道路中心線形データ読み込み］をクリックします。 

②[道路中心線形データ読み込みウィザード]が表示されます。 

 

 

 

③道路中心線形データの読み込み方法と保存先を選択します。 

１．[完了]ボタンをクリックしま

す。 

１．[選択]ボタンをクリックし、 

道路中心線形データファイル

（*.xml）を選択します。 

チェックを入れると読み込んだ

データが開かれます。 

２．[次へ]ボタンをクリックしま

す。 
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④道路中心線形データの読み込みが開始されます。 

 

⑤道路中心線形データの読み込み終了となります。 

 

 

 

 

 

 

MC/MG 等の情報化施工用設計データ（LandXML）を出力する 

１．[完了]ボタンをクリックしま

す。 

チェックを入れると読み込んだ

データが開かれます。 

２．[次へ]ボタンをクリックしま

す。 

チェックを入れると横断図が自

動で作成されます。 

１．[新しい工事データに読み込

む]を選択します。 

編集中のデータに読み込むこ

とはできません。 
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①メニュー[ファイル]-[マシンコントロールデータ作成]をクリックします。 

②[マシンコントロールデータ作成ウィザード]が表示されます。 

 

③保存先の選択を行います。 

 

④マシンコントロールデータ作成終了となります。 

 

 

 

TS 出来形帳票を出力する                           

２．[次へ]ボタンをクリックしま

す。 

１．線形名称を選択します。 

工事名の変更や備考を記入す

ることも可能です。 

１．保存場所を確認します。 

 

２．[作成]ボタンをクリックしま

す。 

ファイル名の変更も可能です。 

 

[選択]ボタンより保存場所を変

更することも可能です。 

１．[完了]ボタンをクリックしま

す。 

チェックを入れると読み込んだ

データが開かれます。 
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①メニュー[ファイル]-[出来形帳票印刷]をクリックします。 

 

②TS 出来形マネージャが起動します。 

 

②[印刷（PDF 出力）]ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③[設定]ダイアログが表示されます。 

 

[OK]ボタンをクリックします。 

横断情報の[管理箇所]タブで

編集した管理項目、構成要素

内容が表示されます。 

[印刷（PDF 出力）]ボタンをクリ

ックします。  

１．[印刷（PDF 出力）]ボタンを

クリックします。  

測点の行数変更が可能です。 
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⑤PDF 出力が開始されます。 

 

⑥PDS 出力終了となります。 

設定を確認し、[OK]ボタンをク

リックします。 

１．[完了]ボタンをクリックしま

す。 

チェックを入れると出力したファ

イルが開かれます。 
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10．部品管理 

分類を管理する                                  

分類タブを追加する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

③[分類追加]ウィンドウが表示されます。 

 

 

分類タブを編集する ※任意で追加した分類タブのみ編集可能です。 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

 

 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

[タブ追加]ボタンをクリックしま

す。 

１．名前を入力します。 

２．[OK]ボタンをクリックします。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 
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②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

③[分類編集]ウィンドウが表示されます。 

 

 

分類タブを削除する ※任意で追加した分類タブのみ削除可能です。 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

③確認のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

１．分類タブを選択します。 

２．[タブ編集]ボタンをクリックし

ます。 

１．新しい名前を入力します。 

２．[OK]ボタンをクリックします。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

１．分類タブを選択します。 

２．[タブ削除]ボタンをクリックし

ます。 

[OK]ボタンをクリックします。 
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部品フォルダを管理する                             

部品フォルダを追加する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

③[フォルダ作成]ウィンドウが表示されます。 

 

 

部品フォルダを編集する ※任意で追加した部品フォルダのみ編集可能です。 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

 

 

 

 

 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

部品ツリー内で右クリックし、

[部品フォルダを作成]をクリッ

クします。 

１．名前を入力します。 

２．[OK]ボタンをクリックします。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 
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②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

③[名前の変更]ウィンドウが表示されます。 

 

 

部品フォルダを削除する ※任意で追加した部品フォルダのみ削除可能です。 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

③確認のメッセージが表示されます。 

 

部品ツリー内で部品フォルダを

右クリックし、[名前の変更]をク

リックします。 

１．新しい名前を入力します。 

２．[OK]ボタンをクリックします。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

部品ツリー内で部品フォルダを

右クリックし、[部品フォルダ削

除]をクリックします。 

[OK]ボタンをクリックします。 
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部品フォルダを並び替える 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

部品を管理する                                  

部品を追加する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

１．部品フォルダを選択します。 

 

２． ボタンで並び替え

ます。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

[作成]ボタンをクリックします。 
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③[部品作成]ウィンドウが表示されます。（P55[11.部品作成/編集]を参考に部品の作成（作図）を行い

ます。） 

 

 

路盤部品を作成する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成した部品に や で

寸法線を表示できます。 

値を変更すると、部品の寸法も

変更されます。 

[部品寸法]にチェックをつける

と、部品ツリー一覧内でも寸法

値が確認できます。 

作成が終わったら ボタン

又は[ファイル]より名前を付け

て保存します。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

[路盤作成]ボタンをクリックしま

す。 
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③[路盤作成]ウィンドウが表示されます。 

 
③[路盤作成]ウィンドウが表示されます。 

 
 

部品を編集する ※新規作成または複製した部品のみ編集可能です。 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

 

 

 

 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

１．路盤の層の構成を選択しま

す。 

２．[次へ]ボタンをクリックしま

す。 

層名称、厚さの変更ができま

す。 

行追加、行挿入や行削除、並

び替えが行えます。 

作成する路盤に合わせて、層

名称、左右幅員、厚さをそれぞ

れ編集できます。 

行追加、行挿入や行削除、並

び替えが行えます。 

編集が終わったら、部品名を

入力し、[作成]ボタンをクリック

します。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 
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③[部品作成]ウィンドウが表示されます。 

 

 

部品の寸法を変更する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

 

 

 

 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

１．部品を選択します。 

２．[編集]ボタンをクリックしま

す。 

編集が終わったら ボタン

又は[ファイル]より名前を付け

て保存します。 

１．[断面形状]タブクリックしま

す。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

１．部品を選択します。 
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部品を複製する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部品を移動する 

２．寸法値を変更します。 

３．[変更した寸法で部品作成]

ボタンをクリックします。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

１．部品を選択します。 

２．[複製]ボタンをクリックしま

す。 
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①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部品を削除する ※新規作成または複製した部品のみ削除可能です。 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

１．[断面形状]タブを開きます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

部品を選択したままドラッグで

並び替えができます。 

で並び替えもできま

す。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 
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③確認のメッセージが表示されます。 

 

 

部品名を変更する ※新規作成または複製した部品のみ変更可能です。 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 
 

③[名前の変更]ウィンドウが表示されます。 

１．部品を選択します。 

２．[削除]ボタンをクリックしま

す。 

[OK]ボタンをクリックします。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

部品を右クリックし、[名前の変

更]をクリックします。 
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部品を検索する 

①横断情報ウィンドウを表示します。 

 

②[部品追加]ウィンドウが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②[部品検索]ウィンドウが表示されます。 

 

１．新しい名前を入力します。 

２．[OK]ボタンをクリックします。 

１．[断面形状]タブをクリックし

ます。 

２．[路盤]ボタンや[側溝]ボタン

をクリックします。 

 [検索]ボタンをクリックします。 

１．文字列の入力と、検索範囲

を選択します。 

２．[次を検索]ボタンをクリック

します。 
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11．部品作成/編集 

オブジェクトの作成                                

直交モード 

メニューの ボタンをクリックすることで、カーソルの移動を水平方向または垂直方向に制限でき、簡単

かつ、正確なオブジェクトの作成・修正ができます。 

 

オブジェクトスナップ 

オブジェクトスナップを使用することで、スナップの場所（図形の中心や端点）にカーソルを合わせること

ができます。 

 

・オブジェクトスナップを使用する 

① メニューの ボタンをクリッます。 

・オブジェクトスナップの設定 

① ボタンを右クリックし、「設定（S）」をクリックします。 

② スナップの設定ダイアログが表示されます。 

❶[スナップオン]チェックボックスにチェックをつけます。 

❷[スナップ対象]チェックボックスにチェックをつけます。 

・端点    線分、連続線、四角形の端点に座標補正します。 

・中点    線分、連続線、四角形の中点に座標補正します。 

・中心    円、円弧の中心店に座標補正します。 

・四半円点 円、円弧の四半円点に座標補正します。 

・交点    オブジェクトの交点に座標補正します。 

・端点から 端点からの距離を座標補正します。 

❸設定が終わったら[OK]をクリックします。 

矢印の方向に 

垂直・平行に線を引けます 



QuickProject 情報化施工マネージャ 操作マニュアル 

 56 

 

 

線の作成 

・単一線の作成 

①メニューの ボタンをクリックします。 

②❶始点を決め、マウスをクリックします。 

❷マウスを移動してください。移動する方向に線が描画されます。 

❸終点を決めたら、マウスを右クリックし、[確定]を選択します。 

 

・連続線の作成 

①メニューの ボタンをクリックします。 

②❶始点を決め、マウスをクリックします。 

❷マウスを描画する方向に移動して、終点を決めたらマウスをクリックします。 

❸必要に応じてマウスを移動して、終点をクリックして指定します。 

1．始点で 

クリック 

2．終点で 

マウスを右クリックし[確定] 
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❹描画を終了するときは、マウスを右クリックし、[確定]を選択します。 

 

■実行中に線を取り消すには、マウスを右クリックし、表示される[キャンセル]をクリックします。また、描

画した線を取り消すには[編集]メニューから[元に戻す]を選択します。 

 

円の作成 

①メニューの ボタンをクリックします。 

②❶中心を決め、マウスをクリックします。 

❷マウスを移動させて、大きさを設定します。大きさが設定できたら、マウスをクリックします。 

■実行中の円を取り消すには、マウスを右クリックし、表示される[キャンセル]をクリックします。また、描

画した円を取り消すには[編集]メニューから「元に戻す」を選択します。 

 

円弧の作成 

半円や扇形を描画したいときは、[円弧]コマンドを使用します。 

①メニューの ボタンをクリックします。 

②❶始点を決め、マウスをクリックします。 

❷マウスを移動させて終点を決め、クリックします。 

 

1．クリック 

2．クリック 

3．クリック 

4．クリック 

5．クリック 

6．クリック 

7．右クリックで終了 

1．中心点

でクリック 

 

2．大きさを決め

てクリック 
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❸マウスを移動させると円弧が描かれます。 

 

■実行中の円弧を取り消すには、マウスを右クリックし、表示される[キャンセル]をクリックします。また、

描画した円弧を取り消すには[編集]メニューから「元に戻す」を選択します。 

 

文字の作成 

①メニューの ボタンをクリックします。 

②❶図のように入力した文字列の左上を始点としてクリックします。 

③図のような入力画面が表示されるので、「描画する文字」に文字列を入力して「OK」をクリックします。 

 

④文字が配置されます。 

1．始点をクリック 

2．終点をクリック 

3．描きたい方向にマウスを移動させると 

円弧が描かれます 
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寸法の作成 

・水平寸法の作成 

①メニューの ボタンをクリックします。 

②オブジェクト上で、マウスをクリックして始点を決め、終点を決めたらマウスをクリックします。 

③マウスを移動し、寸法線の長さを指定してクリックします。 

 

・垂直寸法の作成 

①メニューの ボタンをクリックします。 

②オブジェクト上でマウスをクリックして始点を決め、終点を決めたらマウスをクリックします。 

③マウスを移動し、寸法線の大きさを設定してマウスをクリックします。 

2．終点でクリック 

3．寸法線の長さを指定して

クリック 

1．始点でクリック 

2．終点でクリック 

1．始点でクリック 

3．寸法線の長さを指定して

クリック 
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・長さ寸法の作成 

①メニューの のボタンをクリックします。 

②オブジェクト上で、マウスをクリックして始点を決め、終点を決めたらマウスをクリックします。 

③マウスを移動し、寸法線の大きさを設定してマウスをクリックします。 

 

・勾配寸法の作成 

①メニューの ボタンをクリックします。 

②オブジェクト上で、マウスをクリックして始点を決め、終点を決めたらマウスをクリックすると、勾配寸法

が表示されます。 

 

コマンド入力 

メニューの へ長さを入力すると、指定した長さでオブジェクトが作成でき

ます。 

①あらかじめ作成したいオブジェクトのボタンを選び、方向を決めます。 

②方向を決めたらキーボードの数字キーを使用し、長さを記入します。 

 ※この時、コマンド入力箇所にカーソルの点滅はありません。 

③長さを記入し、Enter キーで確定すると、指定した長さでオブジェクトが作成されます。 

2．終点でクリック 

1．始点でクリック 

3．寸法線の長さを指定して

クリック 

1．始点でクリック 

2．終点でクリック 
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オブジェクトの選択                                

①メニューの ボタンをクリックします。 

②選択したいオブジェクトの線上（文字の場合は文字列）をクリックします。オブジェクトが選択され、図

のように「□」が表示されます。 

 

■複数のオブジェクトを選択する場合は以下の 2 通りがあります。 

・[Ctrl]キーを押しながら、オブジェクトを選択していくと複数選択することができます。 

・① をクリックします。 

②❶始点を決め、マウスをクリックします。 

❷マウスを移動させると実線が表示されます。選択するオブジェクト群にかかるようにマウスを移動させ

ます。 

2．Ctrl キーを押したまま選択 

1．クリックして選択 

1．始点を決めクリックします。 

2．オブジェクト群にかかったら 

クリックします。 
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❸選択するオブジェク群に実線がかかったらクリックします。 

③オブジェクト群が選択され、図のように「□」が表示されます。 

オブジェクトの編集                                

線の編集 

①➊描画した線を選択すると、両端と真ん中に「□」が表示されます。選択の方法は「オブジェクトの選

択」を参照してください。 

❷両端のいずれかの「□」にマウスを合わせクリック、移動先でクリックすると大きさや座標を変更できま

す。 

②真ん中の「□」にマウスを合わせてクリックし、移動先でクリックします。大きさを変えないで移動できま

す。 

円の編集 

①❶描画した円を選択すると、上下左右と中心に「□」が表示されます。選択の方法は「オブジェクトの

選択」を参照してください。 

❷上下左右いずれかの「□」にマウスを合わせてクリックし、移動すると大きさや座標を変更することが

できます。 

②中心の「□」にマウスを合わせてクリックし、移動すると大きさを変えずに移動させることができます。 

上下左右いずれ

かの□をクリック 

サイズを変更し、

クリック 
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円弧の編集 

①❶描画した円弧を選択すると、円弧の両端と真ん中に「□」が表示されます。選択の方法は「オブジェ

クトの選択」を参照してください。 

❷円弧の両端のいずれかの「□」にマウスを合わせてクリックし、移動すると円弧の長さを変更すること

ができます。 

②円弧の中心の「□」にマウスを合わせてクリックし、移動するとサイズが変更されます。 

 

文字の編集 

①❶文字を選択します。選択の方法は「オブジェクトの選択」を参照してください。 

❷選択した文字の上でダブルクリックするとプロパティ画面が表示されます。 

②「描画する文字」で変更します。変更したら OK をクリックします。 

1．中心を

クリック 

2．移動し

クリック 

中心の☐に 

合わせてクリックし移動 

1．こちらに文字を入力 
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寸法の編集 

・数値編集 

下記の画面の［値］から寸法を変更することができます。 

 

・基点入替 

寸法の終点と基点を入れ替えます。 

①入れ替えたい基点をクリックします。 

②［基点入替］をクリックします。 

 

③ダイアログが表示され［OK］をクリックすると基点が入れ替わります。 

 

・自動計算 

自動罫線のチェックが入っていると、数値編集の値で入力した数値でオブジェクトの長さも変わります。

このチェックが入っていないと寸法値が変わるだけで、オブジェクトの長さは変わりません。 

こちらに変更したい 

寸法を入力する 

1．入れ替えたい基点を 

クリック 

2．こちらの［基点入替］を 

クリック 
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参照設定 

寸法線を変更したときに、ほかの点も一緒に移動させる機能です。 

①参照列にある ボタンをクリックします。 

 

②表示された画面で基点としたい点の☐をクリックします。☐が塗りつぶされたら をクリッ

クします。 

 

③参照列の［－］が［○］に変わります。 
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・部品寸法 

部品追加の画面に寸法を表示させることができます。 

①部品寸法のチェックボックスにチェックを入れ、部品を保存し［部品作成］画面を閉じます。保存の仕方

は［部品として保存］を参照してください。 

 

②チェックを入れていただいた寸法が［部品追加］画面に表示されます。 

 

 

・縦断連動 

道路の作成等をする際に勾配や拡幅をを予め設定できる機能です。 

① ボタンを押すと［縦断連動設定］ダイアログが表示されます。 

横断連動の列で拡幅や勾配を設定することができます。 
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その他オブジェクト操作                              

オブジェクトのグループ化/グループ化解除 

・オブジェクトのグループ化 

複数のオブジェクトを 1 つのオブジェクトとして設定することができます。 

①グループ化したい複数のオブジェクトを選択状態にし、メニューの[編集]-[グループ化]または をク

リックします。 

②選択しているオブジェクト群がグループ化されます。 

 

・グループ化解除 

①解除するグループ化したオブジェクトを選択します。 

②メニューの[編集]-[グループ解除]または をクリックします。 

③グループ解除されます。 

 

オブジェクトの前面/背面移動 

メニューの で前面に、 で背面にオブジェクトを移動することができます。 

 

部品接続点の設定 

メニューの を押すとオブジェクトの接続点が表示され、他の部品に接続する点の設定ができます。 

オブジェクトが☐で囲まれたら接続点となる点をクリックします。☐が塗りつぶされると設定されていま

す。 

この状態になったら 

設定完了です。 
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元に戻す/やり直し 

ツールバーの ボタンで元に戻す、 ボタンでやり直すことができます。 

 

部品として保存 

①ツールバーの ボタンをクリックすると［部品保存］ダイアログが表示されます。 

②部品名称をつけて［保存］ボタンをクリックします。 

 

③［部品追加］画面に追加されたら保存は終了です。 
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12．その他の機能 

座標系一覧を編集する                              

メニューから「表示」－「座標系一覧」をクリックし、構造物の座標系の情報を編集します。 ボタンで座

標系を追加します。 

 

ファイル管理情報を編集する                          

メニューから［表示］－［ファイル管理情報］基本設計データの修正日時を管理します。行を追加するとき

は ボタンで追加します。 
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計測機器情報を確認する                            

メニューから［表示］－［計測機器情報］を選択していただき計測機器の情報を設定します。計測機器を

追加するときは ボタンから追加します。 

 

データの最適化/修復                              

情報化施工マネージャの工事データのメンテナンスをおこないます。 

①メニューから「ツール」-「データの最適化/修復」をクリックします。 

②最適化が完了したら をクリックします。 
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オプションを編集する                               

数値の小数点以下の表示桁数を設定する 

メニューから［ツール］－［オプション］の表示タブを選択し、寸法線を作成時に小数点以下第何位まで表

示するかを設定します。表示は 0（整数）～8（小数点以下第 8 位）までの間で設定します。 

 

図の表示色を設定する 

メニューから[ツール]-[オプション]をクリックし、「色」タブから画面の表示色等の設定を行います。 

 

・背景画面の背景色を設定します。「White」か「Black」かを選択してください。 

・背景色以外 こちらのボタンから選択し、色を選択してください。 
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横断図の寸法値の文字サイズを設定する 

メニューから［ツール］－［オプション］の「図」タブから寸法の値を記入する際の文字のサイズを設定しま

す。 

 



QuickProject 情報化施工マネージャ 操作マニュアル 

 73 

ご注意 

１．このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。 

２．このソフトウェアの仕様、およびマニュアルに記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあり

ます。 

商標等 

本製品の著作権は、株式会社ワイズにあります。 

QuickProject は株式会社ワイズの商標です。 

FlexGrid for Windows Forms Copyright (C) 2002-2010 ComponentOne LLC. 

Windows は米 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

その他、記載の会社名および製品名は各社の登録商標または商標です。 

 

システム購入後のトラブル、操作方法についてのお問い合わせは 

サポートダイヤル：026-266-0792までお願いします。 

お急ぎでない場合は、ＦＡＸ（026-266-0845）または e-mail（info@wise.co.jp）でも受け付けております。 
 

またお問い合わせの際には、次のことをお知らせ下さい。 

①ご利用商品 

②貴社名 

③ご担当者様名 

④お電話番号 

⑤パソコンのシステム構成（使用ＯＳ、パソコンのメーカー名、機種名、印刷の不具合の場合はプリン

タのメーカー名、機種名等） 

⑥お問い合わせ内容（操作の手順、表示メッセージなどの詳しい状況） 

 

尚、新規ご購入、バージョンアップなどについてのお問い合わせは 

電話：026-266-0710  までお願いします。 
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