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まずはじめに 

この CADツールは、DWG 互換 CAD「Brics CAD」をベースとした汎用 CAD の追加

コマンドです。Brics CAD をインストールしていない環境では使用できません。 

この CADツールにより、工事測量アプリ「Civil Surveyor」による計測結果の図化や、

設計図上に登録した測点の座標入出、また、測点の管理等を簡単に行うことができます。 

※BricsCAD 本体のインストール方法は、こちらのサイトをご参照ください 

http://www.bj-soft.jp/Bricscad/ 
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1.  測点名を記入 

1-1. アイコンを選択します 

 

1-2. 測点名と文字サイズを入力し、作図ボタンを選択 

 

 

1-3. 測点を記入する位置を指示します（クリックします） 

 
 

1-4. 繰り返し記入位置を指示すると連続する番号の測点が記入できます 

 

  



1-5. 記入位置を指示する際に、 

キーボードから”S”を入力し、エンターキーで確定すると 

作図設定ウィンドウが表示され、設定を変更できます。 

 

 

 

  



2.  測点名を回転 

2-1. アイコンを選択します 

 

 

2-2. 回転させたい測点名を指示します 

 

※ この CAD ツールは、記入した測点が１つのブロック図形となり、 

測点の挿入基点を座標値として CSV ファイルに保存されるため 

座標値としての位置を変えずに、測点名の重なりを無くし、 

見えやすい状態にするために、回転させる必要があります。 

 

2-3. 点名を指示すると回転します。回転量を設定したい場合は、 

キーボードから「ｓ」を入力しエンターキーで決定します。 

 

 

  



2-4. 回転量（１回の選択で回転する角度）を設定します 

 

（例では、１回の回転角度を１０°に設定しています） 

 

2-5. 再び回転したい点名を指示します。 

 

（１回の指示により１０°回転した状態です） 

 

 

  



3.  CSV から座標を読込む 1 

3-1. アイコンを選択します 

 

3-2. 読込む CSV ファイルを選択します。 

 

 

3-3. 読込む内容を設定します。 

 

 

  

「開始点名を選択」リスト内の選択し

た位置から読込を開始します。 

（何も選択しない場合は先頭から） 

「終了点名を選択」リスト内の選択し

た位置まで読込むと終了します。 

（何も選択しない場合は末尾まで） 

 

・「点間を結線する」にチェックする

と読込むデータの順に結線します。 

・「Z 座標をゼロ統一」にチェックす

ると CSV ファイル内の Z の値を無

視し、２次元座標として読込ます。 



3-4. この例では、K-1を開始点名、 

K-7 を終了点名としてOK を選択します 

 

 

3-5. 下図のように K-1からK-7 までの座標が読込まれます 

 

 

 

 

  



4.  測点の座標を CSV へ保存 

4-1. アイコンを選択します 

 

 

 

4-2. 図面上に存在する測点名のリストが表示されます 

 

この例では、開始点名、終了点名共に、 

何も選択しない状態で OK を選択します。 

  

「開始点名を選択」リスト内の選択し

た位置から保存を開始します。 

（何も選択しない場合は先頭から） 

「終了点名を選択」リスト内の選択し

た位置まで保存すると終了します。 

（何も選択しない場合は末尾まで） 

 



4-3. 下記のような CSV 形式のデータが保存されます 

 

 

 

  



5.  測点を検索 

5-1. アイコンを選択します 

 

5-2. 検索方法を設定します１ 

 

 

5-3. 検索方法を設定します２ 

 

 

  

「指定の測点」を選択すると、 

 「検索する点名」の項に入力した内容

に対して、 

 一致させる条件を選択します 

「一部」は検索する点名を含むもの 

「全部」は検索する点名と同じのもの 

を検索し、該当する点名を選択状態にし

ます。 

「２つの測点の間」を選択すると、 

 「開始点名」から始まり、点名末尾

の数値部分を１つずつ繰り上げて、

「終了点名」と同じ点名になるまでの

範囲の点名を検索し、該当する点名を

選択状態にします。 



5-4. 検索方法を設定します３ 

 
 

5-5. 検索結果の例です 

下図の例では、5-2の項のように測点名の一部が「 L . 」に一致する点

名を検索した場合の結果結果です。 

 

測点名に「 L . 」を含むものだけが選択されます。 

 

このような例では、５-３の項の 

開始点名を「L . 1」、終了点名を「L . 5」とした場合も 

同様の結果が得られます。 

 

 

  

「重複している測点」を選択すると、 

 図面内に存在するすべての測点名

の中から、測点名が重複する物（同一

の点名が複数存在する物）を検索し、

該当する点名を選択状態にします。 



6.  地盤高を記入 

6-1. アイコンを選択します 

 

6-2. 作図設定内容について１ 

 

 

6-3. 作図設定内容について２ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

「点を指示」を選択すると、 

作図ボタンを選択した後、１点ずつ記入

位置を指示します。 

「選択した測点」を選択すると、 

作図ボタンを選択した後、事前に選択し

た測点名に、自動的に記入されます 

・文字の記入位置は、指示した点に対し

て、どこに文字を記入するかを選択しま

す。 

 

・指示した位置に点を作図する場合は「点

を作図する」にチェック 

 

・指示した点または選択した点の高さが

ゼロの場合は、「高さ＝0なら作図しない」

にチェック 

 

・高さの値の表示桁数と文字サイズを設

定します 



6-4. 「点を指示」を選択した場合の操作 

作図したい点へスナップしつつ指示します。 

 

 

6-5. あとは同様に繰り返し点を指示します 

 

 

6-6. 以上の操作で点に高さを作図できます。

 

（上図の水色の文字が高さを記入した値です） 

 

  



7.  距離計測 

7-1. アイコンを選択します 

 

 

7-2. 距離計測を開始します 

スナップしつつ始点を指示します。 

 

（この例では K-3からK-5 の間の距離を計測します） 

 

7-3. 始点を指示後、終点を指示します 

 

 

  



7-4. ２点間の距離が表示されます 

 

始点から終点が３次元座標の場合は、 

水平距離に加え、３次元上の斜距離と高低差も表示されます。 

 

  



8.  面積計算 

8-1. アイコンを選択します 

 

8-2. 設定画面から各種設定値を入力します 

 

設定終了後は「作図」ボタンを押してください。 

 

距離の表示設定・面積の表示設定について 

少数桁数の欄は、それぞれの値の小数点以下の表示桁数を整数値で入力

してください。 

少数以下の丸めは、表示桁数以下の数値の処理を選択します。 

 

作図方法・文字高について 

使用する計算法を「ヘロン」の公式にするか、「底辺×高さ」にするかを

選択します。 

「高さを有効化」のチェックボックスは、オンにすると図面上の点（指

示した位置）が３次元座標の場合は、３次元上の距離を元に面積を計算

します。オフにすると３次元座標を指示しても Z 座標を無視した水平距

離により面積を計算します。 

番号：各三角形につける番号  文字高：距離や番号の表示サイズ 

  



8-3. 三角形の３点を指示します 

 

 
１区画分の三角形を全て描いたら、 

キーボードから「E」とエンターキーを入力 

 

8-4. 求積表の配置位置を指示 

 

配置位置を指示後、自動的に作表されます。 

 

  



9.  ユーザー登録 

9-1. アイコンを選択します 

 

9-2. ユーザー登録画面について 

 

 

  

ユーザーID は、 

各パソコンにより固有の番号が、 

自動的に表示されます。 

 

弊社WEB サイトの登録ページか

ら申請する方法と、 

メールにより申請する方法の２

通りの方法があり 

 

登録後に返信される 

登録コードを入力すると 

ユーザー登録は完了となります 

 

※ 登録コードの返信は申請後、

数日かかる場合があります。 



9-3. 登録ページから申請する場合 

 

・ ユーザー名 

（ご都合の良い名前を入力ください） 

・ E-mail 

（登録コードの受け取りに使用するため、正確なアドレスをご入力

ください） 

・ ユーザーID 

（ユーザー登録画面に表示された内容をご記入ください。 

 「IDをコピー」ボタンを選択した後、このサイト内のユーザーID

の 

 項にペーストしていただくことをお勧めしております。） 

・ 電話番号 

必須項目ではありません。のちにサポートなどが必要になった場合

の連絡先として差し支えない範囲でご入力下さい。 

 

 

  



9-4. メールにてご連絡いただく場合 

 

・ ユーザー名 

（ご都合の良い名前を入力ください） 

・ メールアドレス 

（登録コードの受け取りに使用するため、正確なアドレスをご入力

ください） 

・ ユーザーID 

（ここではユーザーIDは自動的に入力されます、変更せずにご申請

ください） 

・ 電話番号 

必須項目ではありません。のちにサポートなどが必要になった場合

の連絡先として差し支えない範囲でご入力下さい。 

 

上記４項目を、申請先メール宛にお送りください。 

宛先、申請内容に間違いないよう、 

「メールアドレスをコピー」ボタンをクリックし、 

普段ご使用されているメーラーのアドレスへペーストし、 

 

「申請内容ひな型コピー」ボタンをクリックし、メール本文へペース

トしてご利用いただきますことをお勧めしております。 

 

 


