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現場用簡易マニュアル

【正規マニュアルのご紹介】
簡易マニュアルでは説明してい
ない機能やプログラムに関して
は、付属の取扱説明書（USB）
もしくは my world 内のマニュ
アルをご確認ください。
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①ライカFlexLine TS02plus本体
②レンズフード
③レンズクリーナー布
④レインカバー
⑤1インチミニプリズム
⑥ピンポール（5本）

⑦データ転送ケーブル
⑧リチウムイオンバッテリー（2個）

⑨バッテリー用充電器

セット内容の確認

☞必ずお読みください。

①②

⑥ ⑧

⑦
⑨

⑩

⑪ ⑫

⑬

⑭

⑤

④

③

⑩充電器用シガーソケットケーブル
⑪充電器用AC/DCアダプター
⑫レーザー警告標識
⑬背負いベルト
⑭キャリングケース
その他

●調整工具（1個）
●取扱説明書（USB）
●簡易マニュアル
●保証登録用紙

【セット内容】

ご使用の前にセット内容のご確認をお願いいたします。

※1個は器械本体にセットされています。

※1本には石突きが取付けてあります。
　先端が尖っていますので注意してください。

TT-027は国際規格 IEC 60825-1 2007-3で定められた「クラス3R」レーザ製品です。
製品を安全にお使いいただくために、下記の注意事項をお守りください。
●レーザｰを用いる区域には、レーザｰ警告標識を提示して下さい。
●本製品を使用される方は、適切な訓練を受けてください。
●故意に人に向けて使用しないでください。レーザ光は眼や人体に有害です。万が一、レーザ光による障害が
　疑われるときは、速やかに医師の診断を受けて下さい。
●レーザ光を望遠鏡や双眼鏡などの光学器具を通して絶対に見ないでください。
●プリズムや反射シートに反射したレーザ光を見ないでください。
●レーザ光が強く反射する構造物（鏡・ガラス窓など）に当たらないように設置してください。
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TS02plus 本体各部の名称

側面キーの操作

視準の方法

着脱式ハンドル

トリガーキー

器械中心マーク

電源ボタン

接眼レンズ

キーボード

シフティング式
整準台

シフティング固定ネジ

合焦リング

整準ネジ

鉛直角微動ネジ

バッテリー
カバー

RS232
シリアルインターフェイス

照準器

対物レンズ /
EDMレーザー
ビーム放射口

円型
気泡管

水平微動ネジ

電源のON/OFFに使用します。（長押し）

このキーに「測距」もしくは「オール（測
距 + 記録）」の設定ができます。望遠
鏡を覗きながら測定を行うことができ
ます。

電源ボタン

トリガーキー1 ※トリガーキー2は使用できません

メインメニュー⇒「設定」⇒「作業」で設定
ENTERキーを長押ししても
電源OFFできます。

1）望遠鏡を明るい方に向け、接眼を回して、十字線がはっきり見えるように視度を合
わせます。

2）照準器の十字線の中心で目標を捕えます。照準器はある程度離れて見てください。

3）目標を接眼で視準し、合焦リングでピントを合わせます。

※望遠鏡をのぞきながら目を左右、上下に振ります。十字線と目標との間にズレがある
場合は、ピント合わせ、または視度合わせが不充分です。ズレのないように調整して
ください。

∞

接眼

合焦リング
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ディスプレイとキーボードの名称

ディスプレイの表示（アイコン）説明 

ユーザーキー1・2
FNC（機能）キー

ページ切替キー（画面切替）

ナビゲーションキー
(ナビキー)

ENTER（確定）キー

Fキー 1～4 ESC（エスケープ）キー 

ページ切替キー

画面が複数ある場合に次の画面に切り替えます。

FNC（機能）キー

一般的に使用頻度の高い複数の機能を固定で割
り当てています。

ユーザーキー1・2

ユーザー自身の使用頻度の高い機能を各キーに 
割り当てることができます。

【初期値】 ユーザー１:プリズム↔ノンプリズム
            ユーザー２:電子気泡管

ナビゲーションキー

画面のカーソルを左右上下に移動させたり文字入
力をするときに使用します。

ESC（エスケープ）キー

入力値のクリアや実行機能の終了に使用します。 

Fキー（F1～F4）

ディスプレイの下段に表示されるファンクションコマンドの選択
および文字入力に使用します。 
 ENTER（確定）キー

データ入力またはカーソルのある機能を決定、実
行します。

100％

傾いている オフ

75％ 50％ 25％ 0％

ユーザー1 or 2(任意)

シリアル通信（R232）ファンクションコマンド

ミニ0（SMP）

正 反

バッテリー残量

通信状態

整準or望遠鏡の向き

プリズムタイプ

F４キーでファンクションコマンドを切替ます。

※その他のプリズム選択表示

F4

ノンプリ標準

プリズム高速（プリズム使用）

プリズムテープ（プリズムテープ使用）

ノンプリTRK 

プリズムTRK （プリズム使用）

メインメニュー⇒「設定」⇒「作業」
で設定

画面タイトルとページ番号
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ナビゲーションキーの操作／日付と時間の設定

１．メインメニューからナビゲーションキーを操作して「設定」を選択する。

２．ENTERキーで確定。

３．設定画面からナビゲーションキーを操作して「基本」を選択する。

４．ENTERキーで確定。

６．ナビゲーションキーの　　　　　を使用して、変更したい数字に合わ
     せます。
　  ▼を押すと０になります。
　  ※他のプログラムで文字を変更する場合、１文字削除されます。

７．変更したい数字が表示されているFキー：左図の場合は「５６７８」の
　  【F2】キーを押す。

５．「基本設定１/３」画面が表示されます。

　  「ページ切替キー」を２回押して「基本設定３/３」画面を表示します。

     文字入力の変更可能な列が黒色背景で表示されます。

８．数字が各ファンクションコマンドキーに展開されます。
　  希望する数字のFキー：左図の例は「６」の【F2】キーを押します。

９．日付を含む全ての入力が終了したらENTERキーで確定。

☞他のプログラムで使用するアルファベットや記号の文字入力の場合も
　同様です。
　「＞＞＞」は次の文字選択コマンドに移動します。

F2

F2
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プリズムの設定

１．メインメニュー⇒「設定」⇒「EDM」を選択する。

2．ENTERキーで確定。

プリズム測定で標準付属および別売りのタジマトータルステーション TT 用
ミニプリズムをご使用になる場合、必ず以下の設定を行ってください。

3．モード：ナビキー◀▶で「プリズム標準」を選択する。

4．ENTERキーで確定。（次の行に移動します。）

5．プリズム種類：「ミニ０（SMP）」を選択する。

6．【F3】キー「確定」を押す。

☞引き続き　モード：「プリズム高速」「プリズムTRK」も同様に
　「ミニ０（SMP）」を選択して、「確定」をしてください。

１．プリズム種類：使用するライカ・プリズムを選択する。

　  〈選択可能なプリズム〉
　  ライカ標準／ライカミニ／ GMP111-0 ／
　  360°／ 360°ミニ／ 360°（MPR122）

2．【F3】キー「確定」を押す。

１．プリズム種類：ユーザー1 or ユーザー2を選択する。

２．プリズム定数：ナビキーで使用するプリズム定数を入力する。 
　  ※数字入力方法は 5 ページ「日付と時間の設定」入力を参照してください。

３．【F3】キー「確定」を押す。     

ライカプリズムを使用する場合

その他のプリズムを使用する場合

TT-027用プリズムを使用する場合

注意 眼に危険ですので、ノンプリでプリズム観測は絶対に行わないで下さい！！

F3
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その他の基本設定

整準

１．メインメニュー⇒「設定」⇒「基本」を選択する。

　＜設定変更が可能な項目＞
　　Hz時計回り／鉛直角設定／測距後固定／角度最少桁／勾配表示法

2．1/3画面の設定を確認したら、ページ切替キーで2/3画面へ。

１．三脚を脚頭が水平になるように据えつける。
三脚の定芯稈フックは取り外してください。レーザー求心が正しく照射されません。

２．三脚に器械本体を取り付ける。
器械本体の円形気泡管の円の中に気泡が入るように三脚の足で調整をしてください。

３．器械本体の電源を入れる。
整準ネジ２つが身体と平行になるように立つと操作がしやすくなります。

４．FNC（機能）キー⇒「整準」を選択⇒ENTER キーで確定する。
５．器械直下にレーザーが照射されます（レーザー求心）

ページの切替キーを押すとレーザー強度調整画面が表示されます。ナビキーを使用　
して強度（照度）を調整できます。

６．電子気泡管の矢印の指示に従い水平を調整します。
1 方向で合わせたら、他の方向で再調整する必要はありません。
電子気泡管に気泡が表示されない場合、器械本体の円型気泡管を初めに合わせてく　
ださい。

７．レーザー求心位置は器械本体のシフティング機構でも微調整する
ことができます。

　　　注意：シフティング機構を使用した後は固定ネジをしっかりと
　　　　　　締めてください。精度不良の原因となります。

8．整準が完了したら、TT-027 を水平回転させてください。
レーザーが点の状態であれば問題ありません。
器械高 1.5m で直径 3mm の円を描く程度であれば許容範囲内です。
それ以上の大きな円を描く場合は使用を中止して修理をご依頼ください。

　　周囲が明るくレーザーが見難い場合、付属のレンズカバーで影をつ
くると見やすくなります。

　　鋲などの場合、ホワイトマーカー（白色修正液）を垂らすとレーザー
が見やすくなります。この場合、水性の使用をお奨めします（水で
消すことが可能）

☞左図の設定が基本ですが、
　目的に合わせて変更してご使用ください。

3. 【F4】キー「確定」で終了。

1.5m
ポイント径
約 2.5mm

移動量
3.0mm 以下

シフティング固定ネジ
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１．メインメニュー⇒ 「測定」 を選択する。
ENTER キーで確定。

２．プリズム測定（P）の場合
視準高を入力します。

☞ノンプリ測定（NP）では値が「0.000ｍ」のまま変更の必要はありません。

３．測定モードの切替     
①FNC キーを押す。
②ページ切替キーを押し、「NP＜＝＞P」を選択する。
③ENTER キーで確定。

☞測距方法およびプリズムの細かい設定は 
　メインメニュー⇒「設定」⇒「EDM」で行ってください。（6 ページ参照）

４．レーザーポインタの照射      
測定ターゲット位置をレーザーポインタで確認したい場合に使用します。
※周囲の環境が明るい場合、レーザーポイントは見えにくくなる場合があります。

①FNC キーを押す。
②ページ切替キーを押し、「レーザーポインタ」を選択する。
③ENTER キーで確定。

５．ターゲットを視準します。     
視準点の水平角を０セットする場合

【F2】キー「Hz セット」⇒【F1】キー「Hz=０」⇒【F4】キー「確定」

６．【F3】キー「測距」を押すと、器械中心からの斜距離、高さを表示します。

☞距離の測定結果の初期設定は「斜距離」です。 「水平距離」を常に表示したい場合は、
ファンクションコマンドを５／５ページとして【F1】キー「　　」を押してください。

☞測距時にはレーザーが照射されます。

ディスプレイの表示も　　水平距離に変わります。
斜距離に戻す場合も同じ手順です。

TT-027 はアプリケーションを豊富に用意していますが、測定のみ、角度のみを表示するシンプルな作業を行う
ユーザーのために「測定」をメインメニューに配置しています。このメニューは、主に観測データを野帳へ記入
するための“角度・距離”測定となります。

測定（角度・距離設定）電源ONの後にセットアップを正しく実行したら、
器械の測定準備は完了です。

測定をしてみよう

警告
●故意に人に向けて使用しないでください。
●レーザ光を望遠鏡や双眼鏡などの光学器具を通して絶対に見ないでください。
●プリズムや反射シートに反射したレーザ光を見ないでください。

警告
●故意に人に向けて使用しないでください。
●レーザ光を望遠鏡や双眼鏡などの光学器具を通して絶対に見ないでください。
●プリズムや反射シートに反射したレーザ光を見ないでください。

①観測のみ…データは野帳で記録する場合
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1. ジョブの設定を行います。作業ジョブ（現場・プロセス）の新規作成もしくは、既存ジョブの選択を行ないます。

2. 器械点の設定を行います。

測定メニューでの「器械点設定」方法は、角度入力のみとなります。
その他の方法で器械設置を行うには、プログラムメニュー⇒「器械点設定」をご利用下さい。

☞器械点設定では、“角度入力”“既知後視点”“高さの計算”“後方交会”　“ヘルマート”
　“任意座標系”より設置方法が選択可能です。

3次元座標を取得する場合には、
器械高＆視準高を入力しましょう !!

1. メインメニュー⇒ 「測定」 を選択、ENTER キーで確定します。

2.【F4】キーを 2 回押して、3/5 コマンドを表示します。

3. 【F1】キー「ジョブ」を押します。

4. 新規でジョブを作成する場合
①【F3】キー「新規」を押します。
②ジョブ項目で【F3】キー「入力」 を押し、ナビキーを使用してジョブ名、作業者、

必要な場合はコメントを入力します。
③【F4】キー「確定」で「ジョブ」の作成は終了です。
④もう一度【F4】キー「確定」を押すと前画面に戻ります。

5. 既存ジョブを使用する場合
　①ジョブ項目でナビキーにより必要なジョブを選択する。
　②既存ジョブを編集する場合は、【F2】キー「 編集」を押します。

☞［管理］-［ジョブ］で事前にジョブを作成しておくこともできます。

1.ファンクションコマンドの 3/5【F2】キー「器械点」、【F3】キー「後視点」で設定を
行います。まずは【F2】キー「器械点」の設定から行います。

2. 新規に器械点を設定する場合、各項目へ入力を行い【F4】キー「OK」で登録します。

☞既にプログラムメニュー⇒［器械点設定］で器械点、後視点の設定が完了している場
合には、この操作は必要ありません。
また、［器械点設定］で設定した情報を確認することも可能です。

②観測データを器械に保存する場合…ジョブ、器械点を設定（詳しくは 11 ページをご参照ください）

ポイント
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☞どのような時に［測距］［記録］を使用するのでしょうか？
　角測定や分割（オフセット）観測に用います。

［ オール ］　測距（斜距離）・測角（水平角・鉛直角）を測定し、データを記録する。
 通常はこの［オール］を使用します。

［ 測　距 ］　ターゲットまでの測距を行います。データの記録は行いません。
 また、記録を行いませんので、簡易測距の時にも使用します。

［ 記　録 ］　現在ディスプレイに表示されている内容を記録します。
 距離測定を行っていないと角度のみが記録されます。

① 電柱の側面で［測距］を押します。

② 電柱の正面（ツラ）に水平角を合わせて［記録］を押します。

これで電柱の芯の観測は完了です！

TT-027 のノンプリはピンポイントレーザーですが、角ギリギリを狙うとこのレーザーのポインターが割れてしまうこと
があります W（ポインターが前後に割れて、複数のターゲットとなる）。
このような時には、

望遠鏡を見ながら、水平角微動ネジで角ギリギリに合わせて［記
録］を押します。［測距］を行った後に水平角微動ネジを回しても、

［測距］の距離は変わりません。水平角のみが微動ネジの移動量
変化します。これより、角の観測を行うことが出来ます。

● ノンプリで建物などの角を観測する場合

● 電柱（杭）などの芯を観測する場合

角よりも少し内側で
［測距］をします。

1.【F3】キー「後視点」を押します。

2. 後視点の点名、視準高を入力し、後視点を視準して【F2】キー「セット」を押します。

3. 水平角を 0°00’00”にする場合
①【F4】キー「↓」を押し、ファンクションコマンドを選択します。
②【F1】キー「Hz=0」を押すと、水平角が 0°00’00”になります。 
③【F4】キー「↓」を押して【F2】キー「セット」を押します。

4. ターゲットを視準します。

5.【F1】キー「オール」を押して測定します。
　 通常の観測はこの「オール」を使用してください。

以上で器械点、後視点の設定は完了です。

3. 後視点の設定を行います。

測定をしてみよう

プリズム

器械点

プリズム高

器械高

③［オール］［測距］［記録］の使い分け
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ジョブと器械点設定
①「ジョブ作成」と器械点設定は各プログラム共通です。
②各プログラムで「器械点設定」を実行すると、このプログラムに自動的に移動します。※「放射対回」を除く。

③器械点と方向角の設定を行います。

その他
プログラム

これにより、ジョブ並びに器械点設定（器械点と後視点）の設定が一緒であれば、
プログラムが変更となった場合にも再度設定をすることなく、すぐに［スタート］
で観測を開始することができます。

器械点設定

では、設定をスタートします。

1. ジョブの作成

2. 精度制限の設定

１．【F1】キー「ジョブ選択」

　　新しいジョブの作成

「ジョブ選択」と「器械点設定」は共通管理

２．【F２】キー「精度制限の設定」を選択 P

　　既存ジョブの作成

測設 座標測定 測定メニューの場合

“ジョブ：”にカーソルを指定してから【F3】キー「入力」を押します。もしくは、エンター
キーを押します。そうすると入力ボタンが【F1】～【F4】に表示されますので、ジョブ
名を入力します。
※初期状態では、“Default”となっています。 “Default”は使用せず、新規にジョブを
　作成するようにして下さい。
ジョブ名の入力が終わりましたら、【F4】キー「確定」を押すとジョブが登録されます。

後視点観測時に間違った点を観測したり、器械点か後視点が動いてしまった場合の
チェックが出来ます。

“座標入力”での器械点設定を行う場合（後視点が既知の場合）に適用されます。
2 ページ目は特に設定する必要はありません。設定が終わったら、【F3】キー「確定」で
終了します。

既に登録されたジョブを選択する場合は、十字カーソルの左右で選択します。
ジョブの選択が終わりましたら、【F4】キー「確定」を押すとジョブが選択されます。
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ここでは使用頻度の高い後方交会について更に詳しく説明します。

３. 【F4】キー「スタート」で開始となります。

▷既知後視点
　器械点と後視点が既知（座標）である場合に選択します。
　上記角度入力で最初の器械点を任意座標で設置した場合、路線となる次器械点を
　設置する場合には、この既知後視点を使用します。その場合、次の器械点を最初
　の器械点から観測しておく必要があります。

▷高さの計算
　器械点は既知で、新しい器械点の高さを計算する必要があります。
　1 点以上の既知のターゲット点を測定し、器械点の新しい高さを計算します。

▷ヘルマート
　ヘルマート後方交会法です。
　器械点は不明で、2 点以上のターゲット点を測定し、器械の座標と方向角を計算し
　ます。
　測定された角度と距離は、ローカル / グローバル座標系に基づいて調整されます。
　2D ヘルマート変換は、縮尺設定に応じて４つ（シフト x,シフト y, 回転 , 縮尺）また
　は３つ　（シフト x,　シフト y, 回転）のパラメーターと共に使用します。
　測点は1D,2D,または 3Dとして定義できます。

▷後方交会
　器械点は不明（新規）です。
　2 点以上の既知のターゲット点を測定し、器械点の座標と方向角を計算します。
　縮尺設定を設定することもできます。

▷任意座標系
　器械点は不明です。
　２つの測点の測距：
　・座標系の原点（E=0,N=0,H=0）まで
　・座標系の X 方向または Y 方向
　　縮尺および標準偏差は計算されません。

▷角度入力
　器械点設置を任意座標で行う場合に選択します。
　磁北や方位標（避雷針など）を後視点にする場合などに使用します。

器械点設定には以下の種類がありますので、器械点設置環境に応じて選択して下さい。

3. 器械点設定方法の選択
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4.器械点の設定「後方交会」の場合

5. 器械点名と器械高を入力して【F2】キー「確定」を押し
ます。

☞設定の途中で［ESC］ボタンを押すと、本当に終了して良いか？と表示されますので、
  【F1】いいえ　か　【F4】はい　のいずれかを押して下さい。

6. 続いてターゲットの観測です。
後方交会では、2 点以上の既知点を測定します。

①【F1】キー「リスト」より登録されている測点を選択
するか、【F2】キー「XYZ」より新規で登録します。

②【F1】キー「オール」で測定します。

7. １点目の【F1】キー「オール」測定後は、左図の“器械
点設定結果”が表示されます。

①【F1】キー「点追加」を押して次点の測定を行います。
②2 点目のターゲットを視準して、【F1】キー「オール」

で測定します。

8. 同様に“器械点設定結果”が表示されます。
次の点を観測する場合は【F1】キー「点追加」を押します。

※【F2】キー「詳細」は既に観測した測点の確認や再測
　です。
※【F3】キー「標準偏」は標準偏差
　以上の点で OK ならば、【F4】キー「セット」を押します。

9.【F4】キー「セット」を押すと“器械点設定結果”が表示されます。
2 点以上の場合は精度制限値の範囲内か範囲外の判定を行います。
☑　制限範囲内　　⊠　制限範囲外となります。

問題なければ【F4】キー「計算」で完了となります。

☞12 ページ　３.【F4】キー「スタート」で開始となります。からの続き
　4. 器械点設定　選択画面から「後方交会」を選び ENTER キーで「確定」します。

☞“ヘルマート”“任意座標系”も“後方交会”と操作の流れは同じです。

①後方交会の場合、器械点は新点に設置します。
②2 点以上の既知のターゲット点を測定し、器械の座標と方向角を計算します

13



測設（杭打ち）　　

１．メインメニュー⇒「プログラム」⇒「測設」を選択する。 

2．【F3】キーで「設定」を選択する。
※設定を変更した場合は【F4】キーで確定。変更しない場合は ESC キーで前の画面に戻ります。

　　測設記録：通常、測設は「測距」で杭打ちをする点（ターゲット）との残差を確認します。
杭打ち点に到達した際に「オール」で記録をする場合や杭打ち点を異なる測点
名で登録する場合には「測設記録」をオンにします。いわゆるフラグ処理です。
測設記録のフラグ名称には「測設点の前」と「測設点の後」があります。

　　測設ブザー：杭打ち点に近づく際にブザー音を鳴らして知らせます。

3．【F4】キーで観測画面に移行します。

測設の画面は全 4 画面用意しています。それぞれ測設点への残差表示の方法が異なります。
ページ切り替えボタンを押してお好みの画面で作業してください。

・測　　定：水平角と水平距離の残差で誘導（グラフィック有り）
・ローカル：前後左右で誘導（グラフィック有り）
・座　標 1：XYH で残差表示（グラフィック有り）
・座　標 2：XYH で残差表示（グラフィックなし）

4．既知点を ◀▶ で検索し、ENTER キーを押すと測設を実行します。
測　　距：測定のみ行います。
記　　録： 画面の表示データを記録します。
オ ー ル：測定データをそのままジョブに登録します。

　　☞測設点の 50cm 以内に近づくとグラフィック表示が切り替わります。

　　☞直接既存測設点名を入力する場合は、【F3】キー「入力」で測点名を入力します。

・11ページの「器械点設定」項を参照して「ジョブ」「器械点の設定」を済ませてください。
・事前に器械本体へ測点を登録しておく必要があります。座標入力、過去の測点の呼び出し、PC からの入力、新点の
測定があります。

新点の入力（手入力）
1．座標キーのみを入力して、記録はしない場合

【F4】キーを 2 回押して、【F3】キー「マニュアル」を押します。
▶2D であれば、X 座標 & Y 座標を入力。【F4】キーで「確定」
▶3D であれば、 X 座標 & Y 座標 & 高さを入力。【F4】キーで「確定」

2．測点と座標を入力して、記録＆管理する場合
【F4】キーを 2 回押して、【F1】キー「XYZ」を押します。
▶点名、X 座標、Y 座標、高さ（必要であれば）を入力。【F4】キーで「確定」

新点を測定により求める
測設中に補助点または新設点としてデータを保存することができます。【F4】キーを
４回押して、【F1】キー「新点」を選択します。

準
備
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無限の数の点の測定に使用します。          
このプログラムは放射観測を始める前に「ジョブ」「器械点」「後視点」の設定が行うことができます。 
通常の放射観測にはこの座標測定プログラムを使用します。

１．メインメニュー⇒プログラム2/2⇒「座標測定」を選択し、ENTERキーで確定。

２．【F1】キー「ジョブ」選択⇒【F2】キー「器械点設定」を行う。

３．【F4】キー「スタート」で観測開始。

４．点名、視準高を入力します。

５．観測する点を視準してオール（測距＋記録）で測定します。

☞通常の測定はオールを使用します。
　測距と記録の使い分けは10ページをご確認ください。

【F3】キー「コード」はメインメニュー⇒「管理」⇒「コード」で作成したものを選択、
もしくは新規作成ができます。
測点に何かしらのコードを付ける場合に使用します。

【F2】キー「個別」は個別の測点名と現在の測点名を切り替えます。

【F3】F３キー「データ」はジョブ内の測定データを表示します。
「現在使用しているジョブ」から「他のジョブ」への切り替えもできます。

F4キー「↓」でファンクションコマンドが変わります。

ページ切替キーで表示が変わります。

水平距離 高低差 座標 斜距離

座標測定………通常の放射観測に
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辺長計算
辺長計算プログラムには「多角」と「放射」の 2 通りの計算方法があります。

辺長計算の開始

■方法1. 多角モード

■放射モード
第 1 点目を起点として第 2 点目を移動させて
計算します。

☞このプログラムでは座標値から計算する方法と直接各点を測定して計算する方法が選択できます。

T

T

T

1. プログラムメニュー 2/2 画面から「辺長計算」を選択します。
ENTER キーで確定。

2. ジョブを選択する
【F1】 キー「ジョブ選択」で使用するジョブを選択する。
もしくは新規ジョブを作成してください。

3. 器械点設定をする。
【F2】キー「器械点設定」をする。

4.【F4】キーでスタート

5.「多角」を選び【F4】キーで確定する。

6. 第 1 点目の決定
　点名をつけて観測するか、すでに登録されている測点を選択します。

　検　索：データの検索
　リスト：全登録データのリスト表示
　ＸＹＺ：測点の新規登録

■多角モード　
初めの計算で使用した第 2 点目（下図 T202）が
次の計算では第 1 点目となる。
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■方法2. 放射モード

7. 第 2 点目の決定
　 第 1 点目同様に 2 点目も観測、またはデータを呼び出します。

8. 計算結果の表示
 2 点測定後、計算結果を表示します。

方向角：2 点から計算される角度。
勾　配：2 点間の勾配

：水平距離辺長
：斜距離辺長
：高低差

始　点：第 1 点目の測定画面に進みます。
終　点：第 2 点目の測定画面に進みます。
放　射：放射モードの測定画面に進みます。
終　了：観測を終了します。終了の確認画面が表示されます。

6. 第 1 点目の決定
点名をつけて観測するか、すでに登録されている測点を選択します。 
第１点目が基点となります。

ＸＹＺ：測点の新規登録。
リスト：全登録データのリスト表示。
検　索：データの検索。

☞測定メニュー⇒角度距離測定 1/3 画面のコマンドメニュー 4/5 にある
辺長も同じ操作方法です。

7. 第 2 点目の決定
第 1 点目同様に 2 点目も測定またはデータを呼び出します。

8. 計算結果の表示

☞1. ～ 4. の手順は「多角モード」と同じです。
　
　5.「放射」を選び【F4】キーで確定する。
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ジョブ／座標／測定データの確認方法

対象ジョブを選択して、座標データを確認します。
【F3】キー「新規」を使用すれば、測設時に現場で直接手入力することも可能です。

1.【F1】キー「入力」は、ジョブ名を直接入力して選択します。
2.【F3】キー「検索」は、ジョブを検索することができます。

3. 対象ジョブが決定したら、【F4】キー「表示」を押します。
器械点や後視点、観測点情報を確認できます。

▼ジ　ョ　ブ：メインメニュー⇒「管理」⇒「ジョブ」
ジョブの削除／編集／新規作成ができます。

▼座標データ：メインメニュー⇒「管理」⇒「座標データ」
既知点座標の検索／削除／新規／編集ができます。

▼コ 　 ー 　 ド：既存コードの確認／新規作成

▼フォーマット：フォーマットファイルの削除【特に操作する必要はありません】

▼デ ー タ 削 除：ジョブ／測定データ／座標データの削除
 　　　　既に PC へ転送済となったデータや不要となったデータは削除することを推奨します。

▼測定データ：測定（座標測定）の観測（座標）データの確認

（例）測定データ…ページ切替キーで画面を変更します。

プログラムメニュー⇒「座標測定」 などで適用されます。

「測定」 メニューではこの同一点名の設定は適用されません。 　同一点名で別レコードで登録されます。

※ 同一点名を使用した場合は、 以下の表示となります。

同一点名の取り扱い（設定方法）

インフォメーション

測点は既に存在します
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出 　 力 　 先：R232 シリアルインターフェース（RS232）のみ
データタイプ：測点／座標点／測点と座標点
ジ 　 ョ 　 ブ：単独のジョブ／すべてのジョブ
ジョブの選択：ジョブ：で単独のジョブを選択時のみ

【F2】検索：ジョブの検索
【F3】リスト：既存ジョブ一覧より選択
【F4】確定

フォーマット
XML ／ DXF ／ APA V1 ／ APA V2 ／ GSI ／ IDEX
フォーマットを選択したら、【F4】キー「送信」を押してデータを送信します。
※ PC 側をデータ受信状態にしておきます

アウトプット（出力）

TT-027とPC の通信設定を合わせてください。
☞外部端末（データコレクタ・電子平板など）と通信する場合、同様の通信条件を設定する他にコマンド対応をする必要があります。
　詳しくはタジマレーザー相談デスクへお問い合わせください。

通信条件

インプット（入力）

※ APA-SIMA の他にも、座標 SIMA ／ CSV ／ DXF などの取り込みも可能ですが、PC 側のシステムが対応している必要があります。

TT-027APA-SIMA測量CAD▶座標データ

●PC との入出力には付属のデータ転送ケーブルを使用します。

●PC 側にはデータのインプット／アウトプットが可能なソフトウェアが必要となります。
　また、データ通信ケーブルはシリアル 9 ピンとなりますので、シリアル通信が可能な環境が必要となります。

●データ入力の準備は取り込むジョブを作成し、そのジョブを選択しておくだけです。
　お使いのソフトウェアによっては PC からデータ転送時に TT-027 内のジョブを選択することもできます。

データのインプットとアウトプット
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その他の操作

１．メインメニュー⇒「ツール」⇒「スタートUP」を選択します。

２．スタートアップを「オン」に設定します。

３．【F１】キー「記録」を押します。
　　最大で64回のキー操作を覚えることができます。

４．【F4】キー「確定」を押し、設定がスタートします。
　　キー操作を行います。
５．最後にESCキーで確定します。

☞既存のスタートUPを変更する場合、「スタートアップ：」を一度「オフ」にして
　から再度「オン」してください。

TT-027で使用できる機能
・メインメニュー ・反射信号
・整準 ・照明オン／オフ
・NP⇔P ・隠れ測定
・レーザーポインタ ・後視確認
・トラッキング ・高さの計算

スタートUP設定

FNC（機能）キー

電源 ON 時、メインメニューをスキップして直接希望する測定画面にアクセスをしたい場合に便利です。

使用頻度の高い機能を割り当てています。
操作・設定に困ったときはこの FNC（機能）キーを押してみてください。

ページボタンで切り替え

FNC
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別売アクセサリー

TT用1.5インチプリズム
TT-M15PM
価格 55,000円+消費税
JAN:4975364 048813

TT用1.0インチプリズム
TT-M10PM2
価格 49,000円+消費税
JAN:4975364 048820

TT用0.7インチプリズム
TT-M07PM
価格 16,500円+消費税
JAN:4975364 048837

TT用ピンポール 50ｃｍ×3
TT-MP503
価格 10,000円+消費税
JAN:4975364 048851

TT用ピンポールEX 30ｃｍ×4
TT-MP304EX
価格 18,000円+消費税
JAN:4975364 048868

TT用ピンポール石突き
TT-MPIZ
価格 3,000円+消費税
JAN:4975364 048875

三脚（平面タイプ）
STF-YT
価格 32,000円+消費税
JAN:4975364 049049

TT用ピンポール水準器
TT-MPLV
価格 4,500円+消費税
JAN:4975364 048882

TT用プリズム三脚
TT-MPMSAN
価格 24,500円+消費税
JAN:4975364 048899

0120-470282
フリーFAX.0120-243324

■修理についてのお問い合わせは

●プリズム定数：0mm
●専用ケース付

TT用ピンポール 30ｃｍ×5
TT-MP305
価格 15,500円+消費税
JAN:4975364 048844

●本体材質：ステンレス
●直径：9ｍｍ　
●長さ30cm×5本継ぎタイプ
　（石突き長さを含む）
●TT-027ケースに同梱もできます。
●専用布ケース付

●TT用ピンポール専用の石突きです。
●破損・紛失時の備えに

●トータルステーション
　セオドライト用アルミ製三脚
　全　長：1,675mm
　全縮時：1,000mm
　平面脚頭 外径/内径：160mm/66mmφ
　定芯桿径：35mm
　重量：約4,100g

●本体材質：ステンレス
●直径：9ｍｍ
●赤色部は特殊樹脂でコーティング
　色が剥がれません。
●長さ30cm×4本継ぎタイプ
　（＋石突き長さ5ｃｍ）
●TT-027ケースに同梱もできます
●専用布ケース付

●TT用ピンポール専用の水準器です
●気泡管感度：60′/2mm
●ベルトで簡単に取付が可能です

●本体材質：ステンレス
●直径：9ｍｍ
●長さ50ｃｍ×3本継ぎタイプ
　（石突き長さを含む）
●専用ケース付

●TT用ピンポールを固定する
　アルミ製三脚です
●アーム部分がスライドし、調整が
　簡単に行えます
●全長：900mm
●全縮時：620mm
●重量：約1,550g
●専用ケース付

●プリズム定数：0mm
●TT-027ケースにも同梱できます
●専用ケース付

●プリズム定数：0mm
●コンパクトな手持ちタイプ
●持ち運びに便利なネックストラップ付

TT用リチウムイオンバッテリー 4.4Ah/20ｈ

TT用リチウムイオンバッテリー 6Ah/30ｈ

TTバッテリー充電器 AC/DCアダプタ付

TTバッテリー充電器用AC/DCアダプタ

TT-GEB221

TT-GEB222

TT-GKL311

TT-GEV192-2

20,000円+消費税

30,000円+消費税

15,000円+消費税

3,000円+消費税

048905

048912

048929

048936

品　名 品　番 価　格
JANコード

（4975364～）

使用例

■レーザー製品・測量器に関するお問い合わせは

0120-933297
［受付時間］ 月曜日～金曜日 9：00～17：30
※平日12：00～13：00/祝日・当社指定休日を除く
※お客様へ直接訪問しての商品説明は実施しておりません。予めご了承ください。

［受付時間］ 月曜日～金曜日 8：40～18：00
※祝日・当社指定休日を除く


