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はじめに
購入 タジマトータルステーションをご購入いただき、ありがとうございます。

このマニュアルでは、安全管理の重要な点および器械の設置と操作方法について説明してい
ます。詳細については、"1 使用上のご注意"を参照してください。
器械の電源を入れる前に、このマニュアルをよくお読みください。

器械の識別 器械のモデル名とシリアルナンバーが、モデルプレートに明記されています。
下記の欄に機種名とシリアルナンバーをご記入ください。販売店またはタジマメンテナンス
センターへご連絡いただく際は、必ずこの機種名とシリアルナンバーをお知らせください。

モデル： __________________________________________

シリアルナンバー： __________________________________________

商標  • WindowsはMicrosoft社の登録商標です。
　そのほかの商標はそれぞれ各社の所有に属します。

本取扱説明書の
有効性

 • この取扱説明書は、TT-027モデルに適用します。
 • ノンプリズムモードによる測定	: 各種ノンプリズムモードで測距を行う場合、可視の赤色
レーザービームを使用します。レーザービームは望遠鏡の対物レンズから同軸放射されま
す。

 • プリズムモードによる測定	: 各種プリズムモードでプリズムまでの距離を測定する場合、
望遠鏡の対物レンズから同軸方向に広範囲の可視の赤色レーザービームを照射します。

警告

TSOX_135

器械の動作中またはシャットダウン処理中にバッテリーを取り外さないでください。
ファイルシステムのエラーが発生してデータが失われる可能性があります。
器械をオフにする場合は常に電源ボタンを使用し、器械を完全にシャットダウンしてから
バッテリーを取り外します。
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1	 使用上のご注意
1.1	 一般事項
説明 以下の説明は、本製品の取扱責任者および器械を実際に使用するすべての人が操作上の危険

を予想し、回避するためのものです。

取扱責任者は、操作するすべての人に危険性と、その危険性への対応を指導する責任を負い
ます。

警告表示について 警告は機器を安全にご使用いただくために重要な要素です。何か障害が生じる場合や生じる
可能性があることを表します。

警告表示
 • 機器使用にあたり、直接間接に障害が起こりえる際にユーザーへ知らせます。
 • 一般的な諸注意について説明します。

ユーザーの安全のため、すべての安全のためのメッセージにはしっかり理解し、忠実に守っ
てください。したがってここに説明されている内容はすべての使用者に利用可能な状態でな
ければなりません。

危険、警告、注意、および予告, 注意は人体への傷害や施設への損傷などに関係する危険性
とその程度を表しています。安全のために以下をお読みいただき、ご理解いただくことが重
要です。シンボルマークを各説明にも付与してあります。

タイプ 説明

危険 この記載が遵守されない場合、すぐにも人身事故（死亡または重傷）
につながる事項を示します。

警告 この記載が遵守されない場合、人身事故（死亡または重傷）につな
がる可能性が高い事項を示します。

注意 この記載が遵守されない場合、中程度の人身傷害を生じる可能性が
高い事項を示します。

予告,	注意 この記載が遵守されない場合、かなりの物質的・経済的損失、環境
上の損害を生じる可能性が高い事項を示します。

☞ 器械を技術的に正しく、有効に使用するために、操作上守らなけれ
ばいけない重要な項目を示します。

1.2	 想定される作業
器械の意図的用途  • 水平角と鉛直角の測定。

 • 距離の測定。
 • 測定値の記録。
 • 視準方向および鉛直軸の視認。
 • 外部装置とのデータ通信。
 • プログラムによる計算。
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禁止事項  • 取扱説明を十分理解せずに製品を使用すること
 • 意図した使用制限を超えた使用
 • 安全システムを無効にすること
 • 注意書きを取り外すこと
 • 特殊な用途のために特別に許可されている場合を除いて、製品を分解すること
 • 製品の変更、あるいは改造
 • 盗難の器械であることを承知しての使用
 • 損傷または不具合を承知の上で製品を使用すること
 • ㈱TJMデザインの承認なしで他社のアクセサリーを組み合わせて使用すること
 • 故意に第三者の目をくらませるような放射をすること
 • 追加の制御、および安全装置を使うことなく、建設機械、移動物体、および類似するモニ
タリングアプリケーションを制御すること

 • 太陽の直接視準
 • 路上での測定など、測量現場で十分な安全対策を取らない場所での使用

1.3	 使用範囲
環境 本製品は人が居住できる環境での使用に適しており、過酷な環境、あるいは爆発の危険があ

る環境での使用には適していません。

危険 危険を伴う場所、あるいは電気施設またはその他の類似施設の近くで作業するときは、事前
に取扱責任者が地元安全管理当局や安全管理専門家に相談してください。

1.4	 責任
製品の製造者 Leica Geosystems AG（CH-9435 Heerbrugg、以下、Leica Geosystemsと表記）は、

安全な条件での製品の供給に責任を負います。

製品の販売者 株式会社 TJMデザイン（東京都板橋区小豆沢3-4-3、以下、㈱TJMデザインと表記)は、安
全な条件下での製品、ユーザーマニュアル、専用アクセサリ―の販売に責任を負います。

製品の取扱責任者 本製品の取扱責任者には次のような責任があります：
 • 製品に表示された安全上の指示とマニュアルの内容を理解すること
 • 使用する場所での安全管理と事故予防に関する規定に精通していること
 • 安全対策と事故予防に関して、使用地域での規定に精通していること
 • 製品およびアプリケーションプログラムの安全性が損なわれたと判断しときは、すぐに 
㈱TJMデザインに連絡すること

 • 無線送信機の操作に関する国内法、規則、および条件が遵守されているのを確認すること

1.5	 免責事項について
 • 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他
異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

 • 本機器の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(データの変化・消失、事業利益の
損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。

 • 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負
いません。

 • 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に対して、当社は一切責任を負
いません。
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1.6	 安全上のご注意

注意 本製品を落としたとき、使用法を誤ったとき、あるいは改造したとき、また長期の保管また
は輸送後は、正しい測定結果が得られない可能性があります。測定値の誤差に注意してくだ
さい。
予防措置	:	
マニュアルに従って定期的にテスト観測と現場での調整を行ってください。特に、本製品を
通常でない方法で使用した後や、重要な測定の前後には、必ずテスト観測を行ってください。

危険 送電線や電車の線路など、電気施設の近くでポールや延長ポールを使用すると感電の恐れが
あり、大変危険です。
予防措置	:	
電気施設から十分な距離を確保してください。このような環境で作業を行う場合は、最初に
電気設備の安全管理責任者に相談し、指示に従ってください。

注意 製品を太陽の方角に向ける場合には注意してください。望遠鏡が拡大鏡のように作用して、
測定者の目を傷つけたり、製品内部を損傷させたりする可能性があります。
予防措置	:	
製品を直接太陽に向けないでください。

警告 測量作業など移動を伴う計測では、環境、たとえば障害物や掘削した穴、通行車両などに対
する注意を怠ると、事故が発生する恐れがあります。
予防措置	:	
本製品の取扱責任者は、起こりうる危険に十分注意を払うよう、全作業者に指示してくださ
い。

警告 路上、建築現場、あるいは工場など危険な場所で測量する時に安全対策が不十分だと事故の
元になります。
予防措置	:	
常に測量現場の安全を確保してください。安全および事故予防規定や交通規則を遵守してく
ださい。

注意 製品と共に使用するアクセサリーがしっかりと固定できておらず、かつ本製品が機械的な衝
撃（吹き飛ばされる、落下するなど）を受ける危険がある場合は、製品が破損したり、人身
事故が起きる恐れがあります。
予防措置	:	
本製品を設置する場合、アクセサリーが正しく合っているか、フィットしているか、安全か、
ロックされているかを確認してください。
本製品が、機械的な衝撃を受けないように注意してください。

警告 本製品を支柱や標尺、ポールなどのアクセサリーと共に使用する場合は、落雷の危険度が大
きくなります。
予防措置	:	
雷雨のときは本製品を使用しないでください。
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注意 本製品が、機械的な衝撃を受けないようにしてください。
予防措置	:	
製品を出荷または廃棄する前に、バッテリー残量がなくなるまでバッテリーを完全に放電し
てください。
バッテリーを運搬または輸送する場合、本製品の取扱責任者は関係する国内法、国際法を責
任をもって遵守させる必要があります。運搬または輸送の前に、地元の運送業者または貨物
輸送会社にご相談ください。

警告 機械的な強い衝撃、高い外気温、または液体に浸すことは、バッテリーの液漏れ、火災、爆
発の原因となります。
予防措置	:	
バッテリーを機械的な衝撃と周囲の高温から保護してください。バッテリーを液体に落とし
たり、浸漬しないでください。

警告 バッテリーをポケットに入れたままにしたり、持ち運んだりするとき、貴金属、鍵、金属コー
ティングした紙、あるいはその他の金属に触れると、バッテリー端子がショートして過熱し、
人身事故あるいは火災の原因となります。
予防措置	:	
バッテリー端子を金属と接触させないように注意してください。

警告 本製品を不当に廃棄処分すると、次のような事態が起きる危険があります：
 • ポリマー部分が燃焼すると有毒ガスが発生し、健康に悪影響を与える場合があります。
 • バッテリーが破損したり強く熱せられると、爆発、毒物の発生、火事、腐食、あるいは環
境汚染の原因になります。

 • 製品を無責任に廃棄処分にすると、使用資格のない人が規定を守らずに使用し、彼ら自身
あるいは第三者が重傷を負う危険にさらされたり、環境を汚染することになります。

 • シリコン油を正しく処理しないと、環境汚染の原因になることがあります。
予防措置	:	

この製品は家庭ゴミと一緒に廃棄することはできません。
本製品の処分は、各自治体の規定に従って適切に行ってください。
資格のない人が本製品に触れることのないように注意してください。

本製品特有の手入れや廃棄物管理についての情報は、㈱TJMデザインから入手することも
できます。

警告 本製品を修理できるのは、タジマメンテナンスセンターおよび㈱TJMデザインが指定する
サービスセンターだけです。
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1.7	 レーザークラス
1.7.1	 一般事項

一般事項

注意

以下の説明は、国際規格 IEC 60825-1 (2007-03) および IEC TR 60825-14 (2004-
02) に従い、本製品の取扱責任者および器械を実際に使用するすべての人が操作上の危険
を予想し、回避するための指示と訓練情報を提供します。

☞ IEC TR 60825-14（2004-02）に従い、レーザークラス1、クラス2、およびク
ラス3Rに分類される製品では、以下は必要ありません：

 • レーザー安全監視員の立会い
 • 防護服および目の保護具の着用

 本ユーザーマニュアルに記載されているとおりに使用および操作した場合、目に対す
る危険レベルが低いためです。

☞ 日本国内の使用においては『付属の「レーザー安全標識」をレーザー作業領域でのレー
ザー開口部近くの人に明瞭に見えるように掲示してください。』

	 クラス2またはクラス3Rに分類されたレーザー製品は、特に周辺光が暗い環境で
は幻惑、一時的な視覚障害、残像を発生させる原因となります。

1.7.2	 ノンプリズム測定

一般 本製品内蔵のEDMモジュールで可視レーザー光線が生成され、望遠鏡の対物レンズから照
射されます。

この項で説明しているレーザー製品は、次の規格に従って、レーザークラス3Rに分類され
ます。
 • IEC 60825-1（2007-03）：「レーザー製品の安全性」
 • EN 60825-1（2007-10）：「レーザー製品の安全性」

内部光線を直接目視すると（特に意図的にのぞき込む行為）、危険（低レベルな目の障害）
を伴う可能性があります。光線は、特に周辺が暗い状況では、眩惑、閃光による視力喪失、
残像などを引き起こす可能性があります。レーザークラス3R製品の使用によって負傷する
危険性は、次の理由から限られています。

a) 偶然、光線が目に入ったとしても、最悪の条件（光線と瞳孔が一直線上になるような
位置関係など）に当てはまることはほとんどない

b) レーザー光線のMPE（Maximum Permissible Exposure：最大許容露光量）には元々、
安全性を考慮して余裕が確保されている

c) 強い可視光線が目に入った場合、人は反射的に目を閉じる

項目 値
最大平均照射強度 4.75 mW
パルス幅 400 ps
パルス繰り返し周波数 320 MHz
波長 650 nm ～ 690 nm
ビーム発散 0.2 mrad x 0.3 mrad
NOHD (公称眼障害距離) @0.25 s 67 m
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注意 安全性の観点から、クラス3Rレーザー製品は危険性が高いものとして取り扱う必要があり
ます。
予防措置	:	
1) 安全性の観点から、クラス3Rのレーザー製品は人に危険をもたらす恐れがあるものとし

て取り扱わなければなりません。
2) 光線を他の人に向けないでください。
3) 付属の「レーザー安全標識」をレーザー作業領域でのレーザー開口部近くの人に明瞭に

見えるように掲示してください。

注意 直接ビームだけでなく、プリズム、窓、鏡、金属面などの反射面に向けた反射ビームも危険
な場合があります。
予防措置	:	
1) レーザーの直視だけではなく、プリズム、ウィンドウ、ミラーや金属面などからのレーザー

の反射も危険をもたらす恐れがあります。
2) 鏡や、望ましくない反射を引き起こす恐れのあるその他の場所を視準しないでください。

プリズムを視準できるのは、望遠鏡でのぞいている場合のみです。

ラベル表示

レーザー開口部

レーザー光
目への直接被ばくを避けること

最大出力4.75mw　波長650-690nm
パルス幅/周波数400ps/320MHz

クラス3R レーザ製品
IEC 60825-1 2007-03

TSOX_081

レーザー光線  

1.7.3 プリズムを使用した測定

一般事項 本製品内蔵のEDMモジュールで可視レーザー光線が生成され、望遠鏡の対物レンズから照
射されます。

この項で説明しているレーザー製品は、次の規格に従って、レーザークラス1に分類されま
す。
 • IEC 60825-1（2007-03）：「レーザー製品の安全性」
 • EN 60825-1（2007-10）：「レーザー製品の安全性」

これらの製品は通常考えられる適切な動作条件では安全であり、このマニュアルに従って
製品を使用・保守している場合、レーザー光線が目に入っても危険はありません。

説明 値
最大平均照射強度 0.33 mW
パルス幅 400 ps
パルス繰り返し周波数 320 MHz
波長 650 nm - 690 nm
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1.7.4	 レーザー求心器（下部ポイント）

一般 本製品内蔵のレーザー求心器で可視赤色レーザー光線が生成され、本製品の下部から照射さ
れます。
本セクションに記載するレーザー製品は、以下に従ってレーザークラス2に分類されます：
 • IEC 60825-1（2007-03）：「レーザー製品の安全性」
 • EN 60825-1（2007-10）：「レーザー製品の安全性」

このクラスの製品は光線が一時的に目に入っても安全ですが、意図的に光線を凝視すると危
険な場合があります。光線は、特に周辺が暗い状況では、眩惑、閃光による視力喪失、残像
などを引き起こす可能性があります。

説明 値
波長 650nm - 690nm
最大平均放射出力 0.95 mW
パルス幅 c.w.
パルス反復周波数(PRF) c.w.
ビーム発散 <1.5 mrad

注意 安全性の観点から、クラス2レーザー製品は本来、目に安全な製品ではありません。
予防措置	:	
1) 光線を凝視しないでください。
2) 光線を他の人に向けないでください。

ラベル表示
☞前述のクラス3Rの警告ラベルに置き換えられます。

レーザー光線の射出口

TSOX_084

レーザー光線
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1.8	 電磁環境両立性EMC
説明 電磁障害の許容値とは、電磁気が放出、および静電気が放電している環境で、製品が支障な

く機能し、また他の機器を妨害しない能力を意味します。

警告 電磁気の放出が他の機器を妨害する可能性があります。

本製品は厳しい規定と規格に適合していますが、㈱TJMデザインは他の機器を妨害する可
能性を完全には否定できません。

注意 機器を他のメーカーの製品（たとえばフィールド・コンピュータ、パソコンまたは他電子器
材、非標準ケーブルまたは外部バッテリー）をアクセサリーとして一緒に使う場合、それら
の製品が原因で問題が引き起こされる危険性があります。
予防措置	:	
㈱TJMデザインによって推奨されるアクセサリーと機器のみを使用してください。器械を
他社のアクセサリー（フィールドコンピューター、パソコン、双方向無線電話機、標準外の
ケーブル、外部バッテリーなど）と一緒に使用する場合、アクセサリーが器械を妨害する可
能性があります。コンピューターやその他の電子製品を使用する場合はメーカーによって提
供される電磁場適合性の情報に注意してください。

注意 電磁波の放出による障害が原因で、測定エラーが起きる可能性があります。
本器械は、この点で厳しいガイドラインと規格に適合していますが、㈱TJMデザインは、
近くにある無線送信機や双方向無線電話、ディーゼル発電機などからの非常に強い電磁波に
よって本器械が妨害を受ける可能性を完全には否定できません。
予防措置	:	
このような状況で得られた測定結果については、妥当性を確認してください。

注意 本器械の端子に接続ケーブル（外部電源ケーブル、インターフェイスケーブルなど）の片端
だけを接続し、他端を接続せずに操作すると、許容レベルを超える電磁波が放出され、他の
機器の正しい動作を妨害することがあります。
予防措置	:	
本器械を使用する場合、例えば本器械と外部バッテリー、または本器械とコンピューターを
つなぐケーブルの両端を必ず接続してください

内部バッテリーのラ
ベル表示GEB221

005044_001



タジマ・トータルステーション　2.構成品の説明	 14

2	 構成品の説明
2.1	 システムの構成
主要構成部品

TSOX_001 器械本体

データ転送

コンピューターと
各対応ソフトウェア

構成部品 説明
TT-027 データの測定、計算、捕捉を行うための器械本体。簡単な測量から複雑

なアプリケーションに至るまでのタスクに最適です。
ラインごとに幅広い精度クラスを備え、さまざまな機能をサポートして
います。すべてのラインは、FlexOfficeで接続してデータの表示、交換、
管理を行うことができます。

FlexField plus TT-027にインストールされているファームウェアパッケージ。標準の
基本オペレーティングシステムで構成されています。

データ転送 付属のデータ転送ケーブルを使用して、機器本体とコンピューター間で
のデータ転送が可能です。
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2.2	 ケースの同梱品
ケースの内容その1

TS0X_069a

・データ転送ケーブル ・レインカバー
・レンズクリーナー布
・レンズフード

・TT-027本体

ケースの内容その2

001945_002

・充電器
・充電器用
　シガーソケットケーブル

・調整工具×2

・充電器用
　AC/DCアダプター

・1インチ
　ミニプリズム

・バッテリー×2
（1個は製品内に取付済み）

・ピンポール×5
・石突き×1

・取扱説明書
   （CD-ROM）

その他付属品 ・レーザー安全標識
・簡易マニュアル
・保証登録用紙
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2.3	 各部の名称
各部の名称　その1

002724_002

照準器

着脱式ハンドル
取付ネジ付

対物レンズ／
EDMレーザービーム放射口

鉛直角微動ネジ

水平角微動ネジ

電源ボタン

トリガーキー シフティング式整準台
シフティング固定ネジ

各部の名称　その2

002725_002

望遠鏡合焦リング 接眼リング／レンズ

円形気泡管

バッテリーカバー

RS232
シリアルインターフェイス

整準ネジ

ディスプレイ
キーボード
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3	 ユーザーインターフェース
3.1	 キーボード
キーボード

TSOX_011

a) ページ切替キー
b) FNC（機能）キー
c) ユーザーキー1、ユーザーキー2
d) ナビゲーションキー（ナビキー）
e) ENTER（確定）キー
f ) ESC（エスケープ）キー
g) Fキー（F1～F4）

操作キー 図 キー 説明
a) ページ切替キー：複数の画面がある場合に、次の画面へ切替えます。

b) FNC（機能）キー：測定サポート機能へのクイックアクセスが可能です。

c) ユーザーキー	1：機能メニューから機能をプログラムできます。

ユーザーキー	2：機能メニューから機能をプログラムできます
d) ナビゲーションキー：画面内のフォーカスバーとフィールド内の入力バーを

制御。

e) ENTER（確定）キー 入力を確定し、次のフィールドに移動します。
このキーを3秒間押し続けると、器械の電源が切れます。

f ) ESC（エスケープ）キー 変更を保存せずに画面または編集モードを終了し
ます。1つ上のレベルに戻ります。
ESCキーを押す 1つ上のレベルに戻ります。変更を保存せずに画面または
編集モードを終了します。
ESCキーを長押し メインメニューに戻ります。変更を保存せずに画面また
は編集モードを終了します。

g) Fキー：画面下段に表示されるファンクションを選択する時に使用します。

側面キー キー 説明
電源ボタン：器械をオン/オフします。

トリガーキー1：必要に応じて機能オールまたは測距ができるクイックキー。
設定画面でプログラムできます。29ページ5.1 作業設定を参照してください。

3.2	 ディスプレイ
画面詳細 画面タイトルとページ番号

アクティブフィールド

器機設定アイコン

データ表示

ファンクションコマンド
（ファンクションキーF1～F4に対応）S_TSOX_001
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3.3	 器機設定アイコン
説明 アイコンは、基本的な器械の機能に関連した現在の設定情報を示します。

アイコン詳細

★
★

アイコン 説明
バッテリーの記号は、バッテリーの残り容量を示します(図は満充電(100%)
の場合)。
ノンプリズム測定モード。

TT-027用ミニ0プリズムが選択されています。

ユーザー定義プリズムが選択されています。

ライカ標準プリズムが選択されています。

ライカミニプリズムが選択されています。

ライカ360°プリズムが選択されています。

ライカ360°ミニプリズムが選択されています。

ライカ360°MPR122プリズムが選択されています。

ライカ反射シートが選択されています。

望遠鏡の向き”正”を表示しています。

望遠鏡の向きが反であることを示しています。

自動補正装置(コンペンセイター )がオンです。

自動補正装置がオフ

自動補正装置が補正範囲外です。

RS232通信ポートが選択されています。
オフセットが有効。

水平角の向きが「左側測角」（反時計周り）に設定されています。

注意 標準付属プリズム及び別売のタジマTT用プリズムを使用する場合、上図★で示すいずれか
のアイコンが表示されていることを確認してください。
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3.4	 ファンクションコマンド（⇒F1～ F4キーに対応）
説明 ファンクションコマンドは、F1～ F4キーを使用して選択します。本章では、一般的なファ

ンクションコマンドの機能について説明します。特殊なコマンドについては、各プログラム
の章で説明します。

一般的なファンクショ
ンコマンドの機能

キー 説明
確定 入力画面の場合 : 測定値または入力値を確定して処理を続行します。

メッセージ画面の場合 : メッセージを確定し、選択した処理を続けるか、ま
たは直前の画面に戻ってオプションを再選択します。

戻る 直前の画面に戻ります。
デフォルト すべての編集可能フィールドをデフォルト値に戻します。
測	距 測距/測角を実行しますが、測定値は保存しません。
記録 表示されている値を保存します。
オール 測距/測角を実行し、測定値は保存します。
EDM 測定モードの設定の表示と変更を行います。"5.5 EDM設定"を参照してくだ

さい。
XYZ 手動座標入力画面を開きます。
検索 入力したポイントを検索します。
入力 テキストの入力のために英数字ソフトキーを有効にします。
リスト 使用可能な測点のリストを表示します。
終了 画面またはプログラムを終了します。
表示 選択した測点の座標とジョブの詳細を表示します。
ABC 文字入力するアルファベットを選択します。
345 入力する数字を選択します。

次のソフトキーレベルを表示します。
最初のソフトキーレベルに戻ります。

3.5	 一般的な操作方法
器械の電源のオン/
オフ

 • 器械の電源のオン/オフをするには、器械の側面の電源ボタン を使用します。あるいは、

ENTERキーを3秒間押すことで器械の電源を切ることも可能です。

文字入力 ナビゲーションキーを使用して入力を選択し、英数半角入力モードへ切替えて入力モードに
します。入力文字をソフトキー操作で選択します。

画面の編集 ☞ ESCキー変更を取り消し、変更前の状態に戻します。
 カーソルを左に移動します。

 カーソルを右に移動します。

 カーソル位置に文字を挿入します。

 カーソル位置の文字を削除します。

特殊文字 文字 説明
＊ ＊ 測点番号またはコードのための検索フィールドでワイルドカードが使用で

きます。"3.6 点検索"を参照してください。
+/― 英数字セット中の「+」と「―」は、数学的意味を持たない普通の英数字とし

て扱われます。

☞ 「+」/「―」は必ず入力の先頭位置に表示されます。
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3.6	 点検索
説明 点検索はプログラムで使用される機能の1つで、メモリー記憶装置内の測定点または座標

データを検索します。
データ検索は、メモリー保存データの測定点または座標データを探すときにプログラムに
よって使用される機能です。常に座標データ、測定点の順序で検索され、同じ検索条件が適
用されます。データ検索範囲を特定のジョブに制限することも、保存データの全体にわたり
検索することもできます。検索手順では、検索基準を満たす座標データがあれば、必ずそれ
が測定点よりも先に探し出されます。

直接検索 実際の測定名、たとえば「402」を入力して検索を押すと、選択されたジョブ内で測定名
が対応する点がすべて検出されます。

検索
 選択したジョブ内で対応する点を検索

します。
XYZ=0
 点IDに対応するすべてのXYZ座標を0

に設定します。

ワイルドカード検索 ワイルドカードは正確な測定名が分からない場合、または点をバッチ検索する場合に使用し
ます。
ワイルドカード検索は「＊（アスタリスク）」を使用して、その後ろに検索する後続文字を
入力します。

＊ すべての測点が検索されます。
A 測定名が「A」である測点をすべて検索します。
A＊ 測定名が「A」から始まる測点をすべて検索します(A9、A15、ABCD、A2Aなど)。
＊1 測定名に「1」を1つだけ含む測点をすべて検索します(1、A1、AB1など)。
A＊1 測定名が「A」から始まり「1」を1つだけ含む測点をすべて検索します(A1、AB1、

A51など)。
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3.7	 グラフィック記号
グラフィック記号 一部のプログラムでは、グラフィックが表示されます。このグラフィック表示は、杭打ち点

を見つけるためのガイドをします。

表示記号 説明
杭打ち点/既知点

/ 器械
プリズムの現在位置 (測距での測定)

/ ポイントに前進する/ポイントから後退する距離

/ ポイントに対して左右方向へ移動
/ 測点までの高さの差

杭打ち点は測定点と同じです。杭打ち点と測定点間の距離は、≤0.03 mで
す。
杭打ち点を囲む円。詳細表示をサポート (半径=0.5 m)します。

入力座標
器械点
円弧または円の中心点
測定点
測点記号を囲む黒色の四角形は平面の点を示します。
新しい測点
始点から終点までのオフセット線
円弧、直線、曲線、またはクロソイド（緩和曲線）
オフセット線/円弧、直線、曲線、またはクロソイドの延長
オフセット線/円弧、直線、曲線、またはクロソイドまでの正対距離
面積の境界
前回測定/選択した点と面積の最初の点の間の接続
面積の破線
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4	 操作
4.1	 バッテリーの取り扱い

☞ 充電および初回使用
 • 新品のバッテリー、または長期間（3 ヶ月以上）使用しなかったバッテリーは、充電/放
電のサイクルを1回行うと効果的です。

 • 充電の許容温度範囲は、0 ～ +40℃です。
 • 最適な充電温度として、＋10 ～＋20℃を推奨します。㈱TJMデザイン、およびライカ
ジオシステムズが推奨する充電器を使用しても、温度が異常に高い場合は充電できません。

動作/放電
 • バッテリーの作動温度は－20℃～ +50℃です。
 • リチウムイオンバッテリーの場合、製品に表示されるバッテリー容量が実際に使用できる
容量よりも著しく低く表示される場合は、一度放電してから充電することをお勧めします。

バッテリーの
交換手順

TSOX_015

1

2

3

バッテリー収納部を開き（1）、バッテリー
ホルダーを取り外します。(2)

バッテリーをバッテリーホルダーから取り
外します。(3)

☞ 製品出荷時には、器械内にバッテリー
が収納された状態です。取り外し、充
電してからご使用ください。

4

5
6

TSOX_016

新しいバッテリーをバッテリーホルダーに
装着します。(4)接点は外側になります。

バッテリー収納部にバッテリーホルダーを
収納し、（5）しっかりとロックします。（6）

☞ バッテリーの極は、バッテリーケースの内部に記載されています。
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4.2	 器械のセットアップ
説明 この章ではレーザー求心装置を使用して測標上に器械を設置する方法を説明します。器械の

設置は測標なしでも行うことができます。

☞

注意

重要事項
 • 器械を直射日光から保護するとともに、急激な温度変化にさらさないように、常に注意し
てください。

 • レーザー求心装置は器械の鉛直軸に組み込まれています。測標に赤色のスポットを照射す
ることで、簡単に器械の中心を合わせることができます。

 • 三脚の定芯稈フック（下げ振り用）は取り外して使用してください。正しい位置にレーザー
を照射できません。

4.2.1 三脚の設置手順

TSOX_012b

☞ 三脚を設置する際に、必ず脚頭プレー
トの水平位置に注意します。軽度の
傾きは整準盤の整準ネジで補正でき
ますが、大きな補正は三脚の脚で行
う必要があります。

TSOX_012a

a

b

三脚の脚のクランプネジを緩め、必要な長
さだけ引き出し、クランプを締め付けます。

a) 足元を安定させるため、三脚の脚を地面
にしっかりと突き刺します。

b) 脚を地面に突き刺すときに、脚の軸方向
に力を加えるようにします。

TSOX_012c

三脚の慎重な取り扱い
 • 全てのネジおよびボルトが正しく取り付
けられているかチェックします。

 • 輸送する場合は、必ず同梱のコンテナ、
または包装材を使用してください。

 • 測量作業では必ず三脚を使用してくださ
い。
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整準ネジと電子気泡管を使用して器械を正確に整準できます。

2

7

4

5

10

4 6

4

4
1

3

1

1

TSOX_013

1. 三脚の脚の固定ネジを緩めて、作業できる高さまで三脚の脚を伸ばし、固定ネジをしっ
かりと締めます。

2. 三脚に器械を固定します。
3. 2つの整準ネジとキーボードが平行になるように器械を回します。
4. 三脚の脚の長さを調整して、円形気泡管の気泡がほぼ中心になるように合わせます。
5. 器械の電源を入れると、傾き補正をオンに設定している場合はレーザー求心装置が自動

的に有効になり、コンペ&求心画面が表示されます。もしくは任意のプログラム内で
FNCキーを押して、整	準を選択します。

☞電子気泡管の気泡マークとネジの回転方向を示す矢印が表示されるのは、器械の傾きが
特定の整準範囲内の場合のみです。

6. 三脚の脚を動かし、整準ネジを使用して、地上の測標点にレーザーの中心を合わせます。

7. 2つのネジを同時に回して、最初の軸の電子気
泡管を中心に合わせます。単一の軸の気泡管の
角括弧[  ]の間に気泡が正確に収まっている場
合、最初の軸が整準されています。

☞ 正しく整準すると、 マークが表示さ
れます。

8. 残りの1つの調整ネジを回して、2番目の軸の
電子気泡管を中心に合わせます。

☞ 3つの気泡がすべて中央にあれば、器械
は完全に整準されています。

9. 確定で確定します。

10. シフティング固定ネジをゆるめ、器械本体をス
ライドさせて正確に測点の真上に合わせます。
確定後にシフティング固定ネジを締めます。

11. 7 ～ 10の手順を繰り返して、必要な精度が得
られるまで行います。

4.2.2 器械整準の手順
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4.2.3 レーザー求心点の明るさ調整

外部の要因や諸条件によっては、レーザー求心点の明るさの調整が必要な場合があります。
レーザーの明るさは必要に応じて20％の単位で調整できます。

コンペ＆求心2/2画面で、ナビゲーション
キーを使用してレーザー求心点の明るさ強
度を調整します。

TSOX_014  

パイプ上または穴上での位置決めをする場
合、透明板を使用すると、レーザー点を確認
できるため、パイプの中心に簡単に合わせる
ことができます。

4.3	 データの保存
説明 内部メモリーは、すべての器械に搭載されています。FlexField plusファームウェアは、デー

タベース内のジョブの全データを内部メモリーに保存します。シリアルインターフェイス
RS232ポートに接続したLEMOケーブルを介して、データをコンピューターや他のデバ
イスに転送できます。
データ管理とデータ転送の詳細については、"13 データ管理"を参照してください。
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4.4	 メインメニュー
説明 器械のすべての機能は、メインメニューからアクセスできます。器械をオンにしてから

コンペ&求心画面の直後に表示されます。

☞ 必要に応じて、メインメニューの代わりに、電子レベル/求心点画面の後にユーザー定義の
画面が表示されるように設定することもできます。"12.2 スタートUP"を参照してください。

メインメニュー

メインメニューの機能の説明
機能 説明

測定

すぐに測定を開始するプログラム。手簿出力をサポートしていません。
“6 測定”を参照してください。

プログラム

プログラムを選択して開始します。"7 プログラム"を参照してください。

管理

ジョブ、データ、コードリスト、フォーマット、システムメモリーを管理し
ます。"13 データ管理"を参照してください。

転送

データを出力/入力します。"13.2 データの出力"を参照してください。

設定

測定モード、通信パラメータ、および全般的な器械の設定を変更します。
"5 設定"を参照してください。

ツール

点検と調整、起動設定のカスタマイズ、PINコードの設定、システム情報など
の器械関連ツールにアクセスします。"12 ツールメニュー "を参照してくださ
い。
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4.5	 測距	-	正確な結果に関するガイドライン
説明 EDMは器械本体に搭載されています。次の2つのEDMモードがあります。

 • ノンプリズム測定  • プリズム測定

ノンプリズム測定

TSOX_093

 • 交通信号標識など強反射性ターゲットの測定はノンプリズムモードでは測定しないでくだ
さい。

 • 通過車両、大雨、濃霧または降雪などの一時的な障害が器械と測点の間にある場合、
EDMがその障害を測定してしまう可能性があります。

 • 測距を実行すると、その時点で測定ビーム上にある対象物までの距離がEDMにより測定
されます。

 • ノンプリズム測定や反射シートを使用した測定時に、測定ビームが中断されないように注
意してください。

 • 2台の器械を使用して同じターゲットを同時に測定しないでください。

プリズム測定  • プリズム標準モードをプリズム測定の精度としています。
 • プリズムを使って正確な距離を測定したいときは、プリズム標準モードで測定を行います。
 • 交通信号標識など強反射性ターゲットの測定は、プリズムを使用しないプリズムモードで
の測定は不向きです。また車、動物、木の枝が横切るような場合、それらに対する距離が
帰ってくる可能性があります。

 • ターゲットまでの測定距離が0 ～ 30mの間または300m以上において、問題が発生する
可能性があります。

 • 実際には、測定時間が非常に短いため、不要な対象物による測定ビームの妨害は簡単に回
避できます。

反射シートへの赤色
レーザー  • 可視の赤色レーザービームで反射シートを使った測定でも使用できます。
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5	 設定
5.1	 作業設定
手順 1. メインメニューから 設定を選択

2. 設定	メニューから 作業を選択

作業設定 項目 説明
トリガーキー	1 オ　フ トリガーキーを無効にします。

オール トリガーキーにオールと同じ機能を設定します。
測　距 トリガーキーに測距と同じ機能を設定します。

ユーザーキー	1
ユーザーキー	2

割り当てられた機能メニューから選択して設定できます。使用頻度の高
い操作に設定すると便利です。機能内容は“10.FUN（機能）メニュー”
を参照してください。

自動補正 オフ 自動補正をオフにします。
オン 2軸補正 鉛直角を求心線を基準に補正し、水平方向は鉛直軸

の傾きを基準に補正します。
 水平角補正	: 設定に応じた補正については、下図"傾きおよび

水平角補正"の表を参照してください。

☞ 器械を不安定な基盤に設置している場合（たとえば、揺れのあるプラッ
トフォーム上や船舶上など）、自動補正をオフにすると、補正結果が測
定範囲外になったり、エラー表示で測定プロセスが中断されたりするこ
とを回避できます。

水平角補正 オン 水平角のコリメーション誤差の補正をオンにします。通常の
操作では、水平角のコリメーション誤差の補正は常にオンに
なっています。測定されたそれぞれの水平角が、鉛直角に従っ
て補正されます。

 自動補正設定に応じた補正については、下図"傾きおよび水平
角補正"の表を参照してください。

オフ 水平角のコリメーション誤差の補正をオフにします。

傾きおよび
水平角補正

設定 補正
傾き補正 水平角補正 縦方向の傾き 横方向の傾き 水平コリメーション チルチング軸
オフ オン 不可 不可 可 可
オン オン 可 可 可 可
オフ オフ 不可 不可 不可 不可
オン オフ 可 不可 不可 不可
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5.2	 基本設定
手順 1. メインメニューから 設定を選択

2. 設定	メニューから 基本を選択

3. ページ切替キー を押して、使用可能な設定の画面をスクロールします。

基本設定

フィールド 説明
Hz時計回り 右回り 水平角を時計回り測定に設定します。

左回り 水平角を反時計回り測定に設定します。反時計周り
方向は画面に表示されますが、時計周り方向として
保存されます。

鉛直角設定 鉛直角を設定します。
天頂0°

90°

270°

180°

0° 45°

TSOX_018

天頂=0°、水平=90°。

水平0°

180°

+90°

- 90°

+45°

-45°

0°

TSOX_019

天頂=90°、水平=0°。
鉛直角は、水平線より上の場合は正（+）、
下の場合は負（ー）になります。

勾配% Slope %
+300 %

+100%

+18 %

0°

-100 %

-300 %

20°
45

°

71
°3

4”

360 s
gon- 50 gon

-79,5 gon

--.--%

--.--%

±V

TSOX_020

45°=100%、水平=0°
鉛直角は、水平線より上の場合は正（+）、
下の場合は負（ー）の%で表されます。

☞ %値は急速に上昇します。300%
より大きい場合、ディスプレイに
--.--%と表示されます。

測距後固定 記録する鉛直角の値に、測距または記録が押されたときに表示されてい
る値を設定します。測定画面の鉛直角のフィールドには、設定に関係な
く、常に稼動角度が表示されます。
V固定 記録する鉛直角の値は、測距が押されたときの鉛直角の値

です。
V更新 記録する鉛直角の値は、記録が押されたときの鉛直角の値

です。

☞ この設定は、プログラムメニュー“辺長計算”およびFNC（機
能）メニュー“隠れた測点”と“高さの計算”では使用で
きません。

 これらの場合、鉛直角は常に稼動角度であり、記録値は記
録が押されたときの値になります。
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フィールド 説明
角度単位 角度フィールドに表示される単位：°　'　"

使用可能な角度値 : 0 ～ 359°59'59''
角度最小桁 角度フィールドに表示される小数位の桁数を設定します。これはデータ

表示でのみ使用され、データの出力や保存時には適用されません。
0.1"、1"、5"、10"

距離単位 距離および座標関連フィールドに表示される単位を設定します。
meter メートル[m]

距離最小桁 距離フィールドに表示される小数位の桁数：
3　距離を小数第3位で表示します。
これはデータ表示でのみ使用され、データの出力や保存時には適用され
ません。

気温 温度フィールドに表示される単位：
°C 摂氏

気圧 圧力フィールドに表示される単位：
hPa ヘクトパスカル

勾配表示法 斜面勾配の計算方法を設定します。
h:v 水平 : 垂直(5など) : 1.
v:h 垂直 : 水平(1など) : 5。
% （v/h×100）、例　20%

時間	(24h)	 現在の設定された時刻です。
日付 選択日付フォーマットの例を示します。
形式 dd.mm.yyyy、

mm.dd.yyyy	
または	
yyyy.mm.dd

日付に関連するすべてのフィールドで適用される
表示方法です。
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5.3	 データ設定
手順 1. メインメニューから 設定を選択

2. 設定	メニューから データを選択

3. ページ切替キー を押して、使用可能な設定の画面をスクロールします。

データ設定 項目 説明
同点名 同一ジョブで複数の点を同じ測点名で記録できるかどうかを設定します。

許可 複数の点を同じ点名で記録できます。
不許可 複数の点を同じ点名で記録できません。

データ表示法 時間 リストが入力時間でソートされます。
点名 リストが点名でソートされます。

昇順/降順 降順 リストがソートタイプの降順に順番付けられます。
昇順 リストがソートタイプの昇順に順番付けられます。

コードの記録 コードブロックの保存を測定前にするか測定後にするかを設定します。
"11 コード付け"を参照してください。

コード コードを1回の測定でのみ使用するか複数の測定に使用するかを設定します。
記録後リセット 設定コードは、オールまたは記録を選択した後に測定画

面からクリアされます。
コードを維持 設定コードは、手動で削除されるまで測定画面に残りま

す。
データ出力先 データの保存場所を設定します。

内蔵メモリー 全てのデータは内部メモリーに保存されます。
RS232 データは、通信設定画面で選択したポートに応じて、シ

リアルインターフェイスを介して記録されます。この
データ出力先設定は、外付けのデータストレージデバイ
スが接続されており、Dist/StoreまたはMeasで測定
を開始する場合にのみ必要です。器械がデータロガーに
よって完全制御されている場合は、この設定は不要です。

出力桁数 GSI出力フォーマットを設定します。
8桁 81..00+12345678
16桁 81..00+1234567890123456

出力形式 GSI出力マスクを設定します。
マスク1 PtID、Hz、V、SD、ppm ＋ mm、hr、hi
マスク2 PtID、Hz、V、SD、E、N、H、hr
マスク3 StationID、E、N、H、hi（器械点）
 StationID、Ori、E、N、H、hi（器械点結果）
 PtID、E、N、H（制御）
 PtID、Hz、V（方向角の設定）
 PtID、Hz、V、SD、ppm ＋ mm、hr、E、N、H（測定）
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5.4	 画面と音声の設定
手順 1. メインメニューから 設定を選択

2. 設定	メニューから スクリーンを選択

3. ページ切替キー を押して、使用可能な設定の画面をスクロールします。

画面と音声の設定 項目 説明
画面照明 オフ～100％ ディスプレイの照明を20%刻みで設定します。
レチクル照明 オフ～100％ 望遠鏡の照明を10%刻みで設定します。
画面ヒーター オン 画面ヒーターをオンにします。

オフ 画面ヒーターをオフにします。

☞ ディスプレイヒーターはディスプレイ照明がオンの時。器械温度が5℃
以下になると、自動的に作動します。

コントラスト 0～100% ディスプレイのコントラストを10%刻みで設定し
ます。

自動オフ オン キーが押されなかった場合や垂直角と水平角の偏差
が±3"になった場合など、何も操作しない状態が続
くと、器械のスイッチは20分後にオフになります。

オフ 自動オフを無効にします。

☞ バッテリーの放電が早く進みます。
操作ブザー ブザーとは毎回のキー操作後のブザー音のことです。

普通 普通の音量です。
大きい さらに大きな音量です。
オフ ブザーをオフにします。

90度ブザー オン 角度ブザーを直角の整数倍でオンにします。
0°、90°、180°、270°。

TSOX_094

1

1

90°

0° 180°

2 2
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1

1） ブザーなし。
2） 高速ブザー；
　　85°33′00″～ 89°33′00″
　　94°30′00″～ 90°27′00″

3） 連続ブザー；
　　89°33′00″～ 89°59′45″
　　90°27′00″～ 90°00′15″

オフ 角度ブザーをオフにします。

測設ブザー オン 現在位置から杭打ち点までの距離が0.5 m以下にな
ると、器械のブザーが鳴ります。

 プリズムが杭打ち点に近づくと、ブザー音の間隔は
より短くなります。

オフ ブザーをオフにします。
マップに表示 測点 測定点のみ表示

座標点 固定点のみ表示
測点と座標点 測定点と固定点の両方を表示。

点名を表示 Yes ポイントIDをマップに表示。
No ポイントIDのマップへの表示は動作中。

コードを表示 Yes ポイントのコード情報はマップに表示されます。
No ポイントコードのマップへの表示は動作中。
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項目 説明
50点のみ Yes はじめの50点のみマップに表示されます。

No ジョブ内のポイント数に関係なく全てのポイントが
マップに表示されます。

5.5	 EDM設定
説明 この画面の設定では、有効なEDM (Electronic Distance Measurement) を定義します。

ノンプリズム（NP）モードやプリズム（PR）モードで、異なる測定の設定が可能です。

手順 1. メインメニューから 設定を選択

2. 設定	メニューから EDMを選択

EDM設定 気象
 気象補正データppmを入力します。
単独
 個々のppmの値を入力します。
↓縮尺
 縮尺係数を入力します。
↓信号
 EDMの反射信号の値を表示します。
↓周波数
 EDM周波数を表示します。

画面 説明
モード プリズム標準 標準モードは最も高い精度でのプリズム測定を行い

ます(1.5 mm + 2 ppm)。
プリズム高速 プリズムを使用した高精度の高速測定モード 

(2 mm + 2 ppm)。
プリズムTRK プリズムを使用した連続測距向けモード 

(3 mm + 2 ppm)。
プリズムテープ 反射シートを使用した測距向けモード 

(3 mm + 2 ppm)。
ノンプリ標準 プリズムを使用しない測距向けモードです 

(2 mm + 2 ppm;>500 m: 4 mm + 2 ppm)。
ノンプリTRK プリズムを使用しない連続測距向けモードです 

(5 mm + 3 ppm)。
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画面 説明
TT-027用プリ
ズムを使用する
場合

プリズム種類
ライカ別売品を
使用する場合

フンプリ

★ミニ0（SMP）ミニプリズム ライカ定数	: +34.4 mm
★ユーザー1
★ユーザー2

プリズムモードでは、独自に2つのプリズムを定義で
きます。
一般的な0定数プリズムの場合
プリズム定数を“0. 0mm”に入力してください。
ライカ定数は自動的に“34. 4mm”となります。

ライカ標準

ライカミニ

GMP111-0

48

38
86

26 19 標準プリズムGPR121/GPR111
ライカ定数	: 0.0 mm
GMP111
ライカ定数	: +17.5 mm

GMP111-0
ライカ定数	: 0.0 mm

10
0

4030

50

360°
8686

59 78

64

GRZ4/GRZ122
ライカ定数	: +23.1 mm

360°ミニ

10
0

10
015

15

GRZ101
ライカ定数	: +30.0 mm

テープ ライカ定数	: +34.4 mm

360°(MPR122) MPR122
ライカ定数	: +28.1 mm

ノンプリ プリズムなし ライカ定数	: +34.4 mm

ライカ定数 このフィールドには、選択したプリズム種類のライカプリズム定数が表
示されます。
プリズム種類がユーザー1またはユーザー2である場合、このフィール
ドは編集可能になり、ユーザー定義の定数を設定できます。入力は必ず
[mm]単位で行います。
制限値 : -999.9 ～ +999.9 mm。

プリズム定数 このフィールドには、選択したプリズム種類のプリズム定数が表示され
ます。
プリズム種類がユーザー1またはユーザー2である場合、このフィール
ドは編集可能です。ユーザー定義の定数を設定できます。
入力は必ず[mm]単位で行います。
制限値 : -999.9 ～ +999.9 mm。

レーザーポインタ オフ レーザービームをオフにします。
オン ターゲット点を視認するレーザービームをオンにします。

★はタジマトータルステーション用プリズムを使用する場合に選択してください。
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気象補正入力 EDM設定の画面から、気象パラメーターを入力できます。測距は、測距を行う場所の気象
条件に直接影響を受けます。これらの影響を考慮するために、気象補正パラメーターを用い
て測距を補正します。
高低差と水平距離の計算では、屈折補正が考慮されます。この画面の入力値の適用について
は、"16.5 縮尺補正"を参照してください。

☞ PPM=0を 選 択 す る と、TT-027標 準 気 象(1013.25 mbar、12 ℃、 相 対 湿 度
60%)が適用されます。

項目 説明
温度測定 自動 オールまたは測距を使用して距離を測定した場合、気温は機

械温度センサーより取り込まれます。気温に値が表示されま
す。気象補正に気象補正 ppmが再計算され、表示されます。
新規の気象補正値を使用して距離の計算を行います。

単独 温度を押すと、機械温度センサーの値を読み込みます。気温に
値が表示されます。気象補正に気象補正 ppmが再計算され、
表示されます。

手動 気温の値はマニュアル入力ができます。

縮尺係数入力 縮尺係数入力、設定　座標は縮尺係数で補正されます。この画面の入力値の適用については、
"16.5 縮尺補正"を参照してください。

単独な補正入力 PPM、設定　座標と測距は縮尺係数で補正されます。この画面の入力値の適用については、
"16.5 縮尺補正"を参照してください。

EDMの反射信号 反射信号　遠方のほぼ不可視のターゲットに対する最適な照準を可能にします。この画面で
は、EDM信号の強さ（反射の強さ）を1%刻みでテストします。わずかに視認できるよう
な遠方のターゲットへの視準を可能にします。

ppm処理 一般的な処理
処理対応	:	 幾何学的	ppm 気象	ppm 単独	ppm
斜距離 適用外 適用 適用
水平距離 適用外 適用 適用
座標 適用 適用 適用

例外
 • プログラム 測設
水平距離の差異の計算と表示に幾何学的補正値が適用されるため、杭打ち点の位置を正確
に特定できます。

 • LandXMLデータ
測定データをLGOに入力して使用する場合、LandXMLで記録されている距離は器械の距
離とは異なります。

処理対応	:	 幾何学的	ppm 気象	ppm 単独	ppm ppm	タグ
斜距離 適用外 適用 適用外 利用可能
水平距離 適用 適用 適用 使用不可
座標 適用 適用 適用 使用不可
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5.6	 通信設定
説明 説明

手順 1. メインメニューから 設定を選択

2. 設定	メニューから 通信を選択

通信設定

デフォルト
フィールドをデフォルトの標準設定にリ
セットします。

画面 説明
ポート	 RS232 RS232 シリアル通信

画面 説明
ボーレート	 レシーバーからデバイスへの転送速度

1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、
57600、115200、Topcon、Sokkia

データ長	 7 7データビットでデータ転送を実行します。
8 8データビットでデータ転送を実行します。

パリティ	 偶数 偶数パリティ データビットが7に設定されている場合に使用
できます。

奇数 奇数パリティ データビットが7に設定されている場合に使用
できます。

なし パリティなし データビットが8に設定されている場合に使用
できます。

エンドマーク	 CR/LF CR/LF
CR CR

ストップビット　1  1
リターンコード オン データ転送の受信後に他のデバイスから要求される確認応答。

確認応答が返されない場合、エラーメッセージが表示されま
す。

オフ データ転送後に要求される確認応答なし。

標準設定 デフォルトを選択すると、通信パラメーターはデフォルトの標準設定にリセットされます。
 • [リセット]が選択されている場合、通信パラメーターはデフォルトの<XRef 
id="29"result="Leica"/>標準設定にリセットされます。

インターフェイス
プラグ接続

TSOX_029

a
b
c
d
e

a) シリアルインターフェイス、プラグ接続
b) 外部バッテリー
c) 未使用
d) GND
e) 受信データ（RXD）
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6	 測定	－	簡単測定
6.1	 概要
説明 スイッチオン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。

この器械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。

測定メニューは全3 画面あります。それぞれの画面におけるF1～F3 のファンクションキー
の配置は異なりますのでご注意ください。

ページ 作業 説明
1/3 角度距離測定 角度距離測定をする場合に使用できます
2/3 角度測定 角度のみを測定する場合に使用できます。

セオドライトと同じような使用方法が可能
です。

3/3 座標測定 ここで記録したデータはSIMA データまた
はASCII で出力する事ができます。

6.2	 角度距離測定
手順 1. メインメニューから 測定を選択

2. を押して、使用可能なプログラムの画面を移動します。この項では「角度距離測定
1/3」を使用します。

設定 　F4	キー「↓」で第1 ～第5ファンクションコマンドへ切替えます。
　ESCキーで戻る事ができます。

6.2.1	 1/5　第1	ファンクション解説
対応Fキー 機能 説明
F1 整準 整準器械の整準作業を行います。
F2 Hzセット 水平角を任意に設定できます。
F3 測距 ターゲットを測定します。
F4 1/5 第2ファンクション（2/5）へ切り替えます。
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6.2.2	 2/5　第2	ファンクション解説
対応Fキー 機能 説明
F1 オール 「測定」と「記録」を同時に行います。
F2 測距 ターゲットを測定します。
F3 記録 データを保存します。
F4 2/5 第3ファンクション（3/5）へ切り替えます。

6.2.3	 3/5　第3	ファンクション解説
対応Fキー 機能 説明
F1 ジョブ ジョブの設定を行います。
F2 器械点 器械点設定を行います。
F3 後視点 後視点の設定を行います。
F4 3/5 第4ファンクション（4/5）へ切り替えます。

第3 ファンクションでは、「器械点」と「後視点」を設定してデータをジョブ（現場）に登
録する場合に用意しています。
本器は測定を行うと同時に座標値も計算しているため、ここで「ジョブ」と「器械設置」を
行うと、正しい座標値を記録する事ができます。

☞手簿としてデータを出力する場合は放射対回をご利用ください。

6.2.4	 4/5　第4	ファンクション解説
対応Fキー 機能 説明
F1 辺長 対辺チェックを行います。
F2 手簿送 データ転送画面へ移動し、データ転送を行います。
F3 モード 測定モードの変更を行います。
F4 4/5 第5ファンクション（5/5）へ切り替えます。

6.2.5	 5/5　第5	ファンクション解説
対応Fキー 機能 説明

F1 測点までの表示距離（水平⇔斜距離）を変更
します。
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6.3 角度測定
アクセス 1. メインメニューから 測定を選択

2. を押して、使用可能なプログラムの画面を移動します。この項では角度距離測定2/3
を使用します。

6.3.1	 1/3　第1	ファンクション解説

対応Fキー 機能 説明
F1 整準 器械の整準作業を行います。
F2 Hz セット 水平角の単独入力を行います。
F3 固定 水平角を固定状態にします。
F4 1/3 第2ファンクション（2/3）へ切り替えます。

6.3.2	 2/3　第2	ファンクション解説

対応Fキー 機能 説明
F1 水平0 鉛直角の勾配表示を切替えます。

F2 Hz←/Hz→
水平角を時計回りまたは反時計回りで表示し
ます。

F3 ブザオン 90 度付近に近づくとブザーで知らせます。
F4 2/3 第3ファンクション（3/3）へ切り替えます。

6.3.3	 3/3　第3	ファンクション解説

対応Fキー 機能 説明
F1 ホセイオフ 自動補正装置をオフにします。
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6.4 座標測定
手順 1. メインメニューから 測定を選択

2. を押して、使用可能なプログラムの画面を移動します。この項では角度距離測定3/3
を使用します。

6.4.1	 1/4　第1	ファンクション解説

対応Fキー 機能 説明

F1 オール
測定と記録を同時に行います。
この機能を使用すると、点名は次点名に自動
変換されます

F2 測距 測距測定のみを行います。
F3 記録 画面に表示されているデータを記録します。
F4 1/4 第2ファンクション（2/4）へ切り替えます。

6.4.2	 2/4　第2	ファンクション解説
対応Fキー 機能 説明
F1 ジョブ ジョブの設定を行います。
F2 器械点 器械点設定を行います。
F3 後視点 後視点の設定を行います。
F4 2/4 第3ファンクション（3/4）へ切り替えます。

6.4.3	 3/4　第3	ファンクション解説
対応Fキー 機能 説明
F1 辺長 対辺チェックを行います。

F2 オフセット
前後左右、面のオフセット測定を行うことが
できます。

F3 測設
杭打ちを行います。第3 ファンクションで
決定した器械点情報を基に行います。

F4 3/4 第4ファンクション（4/4）へ切り替えます。

電柱などを測定する場合は、オフセットを使用せず、一度測定を行った後、望遠鏡をターゲッ
トに向けて記録するだけです。

6.4.4	 4/4　第4	ファンクション解説
対応Fキー 機能 説明

F1 モード
EDM 測定モードの詳細設定を行うことがで
きます。

F2 縮尺 距離の比例換算を補正します。
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7	 プログラム	-	はじめに
7.1	 概要
説明 プログラムはあらかじめ定義されており、測量作業に関わる広範な課題に対応し、日々の

フィールド作業の負担を軽減する目的で開発されています。

プログラム
器械点設定
放射対回※
測 設
線のオフセット
曲線オフセット※
基準面※
辺長計算
交点計算※
面積・体積計算
REM 測定
ロード2D※
座標測定

※ オプションプログラム（別売）をご購入される場合は、
販売店もしくはタジマメンテナンスセンターへお問い合
わせください。

☞ プログラムに固有のファンクションコマンドは、各プログラムの章で説明します。共通のファ
ンクションコマンドについては、"3.4 ファンクションコマンド"を参照してください。

7.2	 プログラムの起動
手順 1. メインメニューから プログラムを選択

2. を押して、使用可能なプログラムの画面を移動します。（1/2⇔2/2）

3. ナビゲーションキーを使用して、プログラム	メニューに指定されているプログラム
を選択します。

設定 プログラム2/2「座標測定」の事前設定を例に示します。特定のプログラムの他の設定につ
いては、各プログラムの章で説明します。

[ • ] = 設定は完了しています。
[　] = 設定は完了していません。

F1～ F4－ファンクションコマンド
各プログラムのメニュー項目を表示します。

画面 説明
ジョブ選択 データの保存場所となるジョブを定義します。"7.3 ジョブの設定"を参

照してください。
器械点設定 器械点座標と器械点方向角を割り出します。"7.4 器械点設定"を参照し

てください。
スタート 選択したプログラムを起動します。
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設定 ☞ページ切替キーでプログラム内容を確認で
きます。

7.3	 ジョブの設定
説明 全てのデータはジョブに保存されます。ジョブには測定、コード、座標データ、器械点など、

各種の測定データが入れられます。
ジョブは個別に管理したり、出力、編集、削除することができます。

手順 「座標測定」の設定画面でF1「ジョブ選択」を選択します。

ジョブ選択

新規
 新しいジョブを作成します。

画面 説明
ジョブ 使用する既存のジョブの名前
作業者 オペレーターの名前（入力する場合）
日付 選択されたジョブが作成された日付
時間 選択されたジョブが作成された時間

次のステップ
 • 確定を押して選択したジョブを続けます。
 • あるいは、新規を押して新しいジョブの作成画面を開き、新しいジョブを作成します。

記録されたデータ ジョブが設定されると、その後に記録されたデータは全て、このジョブに保存されます。ジョ
ブが定義されていないときにプログラムを起動した場合、または測定で測定データが記録さ
れている場合は、自動的に「デフォルト」という名前の新しいジョブが作成されます。

次のステップ 確定を押してジョブを確定し、「座標測定」の設定画面に戻ります。
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7.4	 器械点設定
説明 すべての測定と座標の計算は、設定された器械点座標と方向角を基準にして実行されます。

器械点座標の計算

TSOX_097

Z Y

Y0
X0

Z0

X

方向
X Y座標
Y X座標
Z <Frm id="170"/><F id="9">
 </F>Hng
器械点座標
X0 器械点Y座標
Y0 器械点X座標
Z0 器械点高

器械点方向角の計算

TSOX_025

P1

P2

Hz1

H
z=

0

P0

P3

P0 器械点
既知の座標
P1 ターゲット点
P2 ターゲット点
P3 ターゲット点
計算
Hz1 器械点方向角

手順 設定画面でF2「器械点設定」を選択します。
次のステップ
器械点設定プログラムが起動します。器械点設定プロセスについては、"8.1 器械点設定"を
参照してください。

☞ 器械点を定義せずにプログラムを起動した場合、前回の器械点が現在の器械点として設定さ
れ、現在の水平方向が方向角として設定されます。
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7.5	 共通の表示用語
用語の説明 以下の表は、ファームウェアプログラム内の共通の表示用語ついて説明したものです。これ

らの用語についてはここでのみ説明し、特定の意味を持つ用語を除いてはプログラムの各章
では紹介しません。

画面 説明
点名、測点、
ポイント1

点の名称

視準高 プリズムの高さ
コメント/コード コーディング方法によって、単独またはコード名になります。

コーディング方法は、3通り用意されています。
	• 単独コーディング : このテキストは、対応する測定データとともに保
存されます。コードはコードリストとは関連付けされておらず、単な
る単独にすぎません。器械のコードリストは必要ありません。
	• 拡張コーディング(コードリスト付き) : ↓コードを押します。入力し
たコードがコードリストから検索されます。検索したコードの属性を
確認、変更、追加することができます。コードを選択すると、フィー
ルド名がコードに変更されます。コードリストは4/4ページへ切替え
ます。
	• クイックコーディング : ↓Qコードを押して、コードのショートカッ
トを入力します。コードが選択され、測定が実行されます。フィール
ド名はコード : に変更されます。

水平角 測点までの水平角
鉛直角 測点までの鉛直角

測点までの水平距離
測点までの斜距離
測点までの高さ

Y座標 測点のX座標
X座標 測点のY座標
高さ 測点の高さ座標
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8	 標準プログラム
8.1	 器械点設定
説明 器械点の設定時に、器械点座標と器械点方向角を割り出すために使用されるプログラムです。

最大10点の既知点を使用して、器械の位置と方向角を割り出すことができます。

TSOX_033

P0
E

H N

P1

P2

P3

P0 器械
P1 既知点
P2 既知点
P3 既知点

器械点設定の
選択方法

使用可能な設定方法を以下に示します。器械点設置状況に応じて選択してください。

設定方法 説明
角度入力 器械点は既知です。

ターゲットを視準して方向角を設定します。
既知後視点 器械点と後視点の座標は既知です。
高さの計算 器械点は既知であり、新しい器械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を測定し、器械の
新しい高さを計算します。

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
定を設定できます。

ヘルマート ヘルマート後方交会方です。器械点は不明です。2点以上
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。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)
のパラメーターとともに使用します。測点は1D、2D、ま
たは3Dとして定義できます。

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。

☞必要な入力データとターゲットポイント数は選択する器械点設定方法に応じて異なります。
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手順 1. メインメニューから プログラムを選択

2. プログラム	メニューから 器械点設定を選択
3. ジョブを選択します。"7.3 ジョブの設定"を参照してください。
4. F2「精度制限の設定」を選択、入力します。

・  制限値の設定：後方交会または方向角を実測により計算させた場合に理論上の値と測
定値の誤差について、警告を表示するための設定です。

5. 各制限値を入力します
・ 水平精度：Ｘ・Ｙ座標からなる精度
・高さ精度：高さ方向の精度
・Ｈｚ角精度：方向角の計算精度
・正反制限：正反両面で測定をした場合の正反精度
・縮尺の新規計算：縮尺係数を再計算し、座標計算に反映します。
・その他画面
任意座標系2点目を指定：方法に任意座標系を指定した場合の２点目の方向を指定します。
ヘルマート重量： 方法にヘルマート変換を使用視する場合の重み付け計算の方法を指定

6. F4「スタート」を選択して制限値の設定を完了します。

器械点データを入力
して下さい

7. ナビゲーションキーを使用して目的のセットアップ方法を選択します。F4「確定」で決定。
8. 器械点番号を入力するか、検索またはリストを押して既存の点を選択します。現在のジョ

ブで、入力した器械点番号が見つからない場合は、測点検索画面が表示されます。他のジョ
ブを選択して検索するか、XYZを押して座標を手動で入力します。

 XYZは角度入力、座標入力、および高さの計算の方法でのみ使用できます。
☞ 角度入力と任意座標系以外の方法の場合、確定を押して方向角設定	(座標)	画面に進みま

す。

☞ 角度入力の場合、確定はマニュアル角度入力画面に進みます。"8.1.1 目標ポイントの測
定"、"ターゲット点の視準"を参照してください。

☞ 任意座標系の場合、確定は1点目	:	原点	(0/0/0)	画面に進みます。最初の測定点は座標
系の原点です。2番目の測定点は、設定に応じて座標系のX方向またはY方向のいずれか
になります。

9. 方向角設定	(座標)	: ターゲットの点名を入力します。確定を押して、現在のジョブの点
を検索します。目的の点を選択するか、新しい座標を入力して目標点を測定画面に進み
ます。"8.1.1 目標ポイントの測定"、"ターゲット点の視準"を参照してください。
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8.1.1	 目標ポイントの測定

マニュアル角度入力 器械点設定で「角度入力」を選択し、器械点データを入力します。F2「確定」するとマニュ
アル角度入力画面となります。
ターゲットの点名と高さを入力します。水平角を測定し、もう一方のフェイスで測定を繰り
返すために、以下を押します：↓正反　セットを押して新しい方向角を設定します。
器械点設定は完了です。

ターゲット点の視準 その他の画面は、角度入力と任意座標系以外の方法で使用できます。
目標点を測定画面内 : 
 2/I	: 2番目の点が正で測定されたことを示します。
 2/I	II	: 2番目の点が正および反で測定されたことを示します。
ターゲット点を視準し、オールまたは測距と記録を選択して、ターゲット点を測定します。

記号の説明
画面 説明
✓ 標準偏差/定義制限内の値
x 標準偏差/定義制限を超過した値
--- 計算値なし

表示・用語の説明
画面 説明
水平精度 Y座標とX座標で位置の標準偏差を計算すると、チェックボックスが表

示されます。計算された位置が標準偏差制限内の場合はチェックボック
スにチェックマークが付き、制限を超過している場合はチェックボック
スにはx印がつきます。

高さ精度 高さの標準偏差を計算すると、チェックボックスが表示されます。計算
された高さが標準偏差制限内の場合はチェックボックスが選択され、制
限を超過している場合はチェックボックスは選択解除されます。

Hz角精度 水平方向角の標準偏差を計算すると、チェックボックスが表示されま
す。計算された水平方向角が標準偏差制限内の場合はチェックボックス
が選択され、制限を超過している場合はチェックボックスは選択解除さ
れます。

点追加 方向角設定	(座標)	画面に戻り、他の点を測定します。

正反 他方のフェイスで同じターゲット点を測定します。

制限値 精度限界値を変更します。

計算 器械点座標を計算して表示します。
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8.1.2	 器械点設定結果

計算手順 器械点位置の計算は、8.1器械点データを入力して下さいで選択した方法を介して実行され
ます。必要最少数以上の測定が実行された場合は、手順は最少2乗法を用いて、3D位置と
平均の方位、および高さの測定データを決定します。
 • 正および反の平均値を計算プロセスに使用します。
 • 全ての測定データは、その測定法が片面であれ正反であれ関係なく、同等の精度で扱われ
ます。

 • X座標およびY座標は、水平方向および水平距離の標準偏差と改善を取り入れた最小2乗
法を用いて決定します。

 • 最終高さ (H) は、元の測定に基づいた平均高低差から計算されます。座標入力と高さの
計算の方法では、高さは旧、平均、および新規から選択できます。

 • 水平方向は、正および反の測定の平均値、および最終計算により求めた目標位置から計算
します。

手順 結果画面でF4	「計算」を押します。

結果 この画面には、計算で求められた器械点座標が表示されます。最終計算結果は、8.1器械点
データを入力して下さいで選択した方法に応じて異なります。
精度評価として標準偏差と残差が表示されます。

点追加
 方向角設定	(座標)	画面に戻り、次の点を

入力します。

セット
 器械点座標または器械点方向角を設定し

ます。

器械点に器械高、目標点に視高など高さデー
タが入力されている場合、高さの計算の確
認画面が現れます。
器械点の高さが変わる場合には新高さ：が
表示されます。
元の高さ（旧高さ：）を採用する場合、F2
旧を新しい高さ（新高さ：）を採用する場合、
F4「新規」を平均値の場合はF3「平均」を
押します。

☞ セットアップ画面で器械高を0.000にセットすると、チルチング軸の高さ（＝器械中
心マーク）を器械点の高さとして参照します。
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表示用語の説明
画面 説明
器械点 現在の器械点名です。
器械高 現在の器械高です。
Y座標 計算された器械点のY座標です。
X座標 計算された器械点のX座標です。
高さ 計算された器械点のZ座標 (高さ) です。
水平角 新しい方向角を持つ現在の水平角です。

ターゲット点が1つのみである方法	: 高さの計算または座標入力で使用できま
す。器械点から設計ターゲットまでの水平距離の計算値と測定値の差異です。

スケール 後方交会およびヘルマートで使用できます。計算された縮尺です (使用可能な
場合) 。

スケールの
使用

YesまたはNo。Yesを選択して、計算された縮尺をシステムのPPM縮尺と
して使用します。これにより、EDM設定画面で以前に設定したPPM縮尺は
上書きされます。Noを選択して、システムの既存のPPM値を保持します。
計算された縮尺は使用しません。

各点の残差 各点の残差　画面に水平距離と垂直距離および水平方向の計算された残差が表示されます。
　　　　　　残差 ＝ 計算値 － 測定値
Use	ターゲット点を器械点の計算に使用するかどうか、およびその使用方法を示します。
3D、2D、1D、オフを選択できます。

フィールドの説明
項目 説明
3D X座標、Y座標、およびZ座標が計算に使用されます。
2D X座標とY座標が計算に使用されます。
1D Z座標のみが計算に使用されます。
オフ 点は計算に使用されません。
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メッセージ 以下に、表示される重要なメッセージまたは警告を示します。

ESCキーを押して、新しい調
整データを保存せずに終了し
ます。

説明

選択した測点は有効ではあり
ません

選択したターゲット点にX座標値またはY座標値がない場
合、このメッセージを表示します。

最大10測点まで使用できます 10点の測定後に、別の点が選択されました。システムは
最大10点をサポートします。

データが不良の為位置を計算
できません

測定データが原因で、最終の器械点座標（X座標、Y座標）
を計算できません。

悪いデータです	高さを計算で
きません

ターゲット高さが無効、または測定が不十分なため、最終
の器械点高を計算できません。

正反の水平角制限エラー 1つのフェイスともう一方のフェイスの点の各測定データ
で、水平角または鉛直角の差異が指定した精度限界を超え
る場合、このエラーが発生します。

測定データはありませんもう
一度測定してください

位置または高さの計算に使用する測定データが不足してい
ます。使用できる点の数または測定済み距離の数が不足し
ています。

次のステップ セットを押して、器械点座標または器械点方向角を設定し、プログラム	メニューに戻ります。

☞  • ターゲット点を同一フェイスで数回測定した場合は、最後に行われた有効な測定データの
みが計算に使用されます。

 • 後方交会の場合
 • 正と反には同じプリズムを使用する必要があります。
 • 正と反に異なるコードを使用すると、正のコードが使用されます。コードを使用して
フェイスIIのみを測定する場合は、フェイスIIのコードが点に割り当てられます。

 • XML出力では、方向角設定測定時にppm値を変更することはできません。
 • 縮尺を計算する場合、2つのターゲットの位置の標準偏差は0.0000です。縮尺が柔軟な
ため、後方交会法は冗長性のないジオメトリに最適です。したがって、標準偏差は0.000
です。
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8.2	 座標測定（放射観測）
説明 座標測定用プログラムで、無限の数の点の測定に使用します。

メインメニューの「測定」と似ていますが、本プログラムは放射観測を始める前にジョブ、
器械点、方向角（後視点）の事前設定を行うことができますので、通常の放射観測はこの座
標測定プログラムを使用します。

手順 1. メインメニューから プログラムを選択

2. プログラム	メニュー2/2から 座標測定を選択
3. プログラムの事前設定　F1「ジョブ選択」、F2「器械点設定」を完了します。
　“7 プログラム-はじめに”を参照してください。
4. F4「スタート」で測定開始。
 点名、視準高を入力して、観測する点を視準。オール（測距＋記録）で測定します。

測定 ページ切替キーで画面が変わります。
「水平距離」→「高低差」→「座標」→「斜距離」

F4「↓」でファンクションコマンドのフェー
ズが切り替わります。

画面 説明
コード 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

新規作成します。F3「コード」からもコードを新規作成することがで
きます。

個別 個別の測点名と現在の測点名を切り替えます。
データ ジョブ内の測定データを表示するものです。現在選択（使用）している

ジョブから他のジョブへの"切替も可能です。［メインメニュー］-［管理］
-［測定データ］と同じ（ショートカット）です。
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8.3	 測	設
説明 測 設 フィールド内のあらかじめ決められた測点にマークを付けるためのプログラムです。

このあらかじめ決められた点が、測設目標点になります。測設目標点は、すでに器械内のジョ
ブにある場合もあれば、手動で入力する場合もあります。
このプログラムでは、現在の位置と目標の測設位置との誤差を連続的に表示できます。

測設モード 測点の杭打ちは、異なるモードで行うことができます。
①角度と距離モード、②前後左右モード、③④座標系モード。

①角度と距離モード：水平角と水平距離の残差で誘導

TSOX_027

P1

P2

P0

a-

c-
b+

P0 器械
P1 現在位置
P2 杭打ち点
a- Δ  : 水平距離の差
b+ Δ方位 : 方向の差
c+ Δ  : 高低差

②前後左右モード：前後左右で誘導

P0

P1

P2

d2+
d3+

d1-

TSOX_028

P0 器械
P1 現在位置
P2 杭打ち点
d1- Δ前後 : 縦方向距離の差
d2+ Δ左右 : 正対距離の差
d3+ Δ高さ : 高低差

③座標系モード：XYHで残差表示
④座標系モード：XYHで残差表示（グラフィック無し）

P0

P1

N

a b

c
P2

TSOX_032

P0 器械
P1 現在位置
P2 杭打ち点
a ΔY : Y座標の差
b ΔX : X座標の差
c Δ高さ : 高低差
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手順 1. メインメニューから プログラムを選択

2. プログラム	メニュー1/2から 測設を選択
3. ジョブの選択「器械点設定」を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してくださ

い。
4. F3「設定」について
　 通常、測設の場合は「測距」で残差を確認するのですが、杭打ち（ターゲット）点に到達

した際に「オール」で記録する場合、杭打ち（ターゲット）点を異なる測点名で登録して
管理する場合には、「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。

5. F4「スタート」で観測開始です。

F3「測設の設定」 項目 説明
測設記録 オフ 測設された点が、測設対象の点と同じ測定名で保存されます。

測設点の前 杭打ち点の元の測点名の先頭に、フラグ名称に入力した文
字を追加します。

測設点の後 杭打ち点の元の測点名の最後に、フラグ名称に入力した文
字を追加します。

フラグ名称 最大4文字で、測設対象の点の測定名の先頭または最後に追加されます。
測設ブザー オン 現在位置から杭打ち点までの距離が≤0.5 mになると、器

械のブザーが鳴ります。
 プリズムが杭打ち点に近づくと、ブザー音の間隔はより短

くなります。
オフ ブザーをオフにします。

測設

☞グラフィック要素の説明については、
"3.7 グラフィック記号"を参照して
ください。

測設点を検索するためには、あらかじめTT-
027へ測点を登録しておく必要があります。

既知測設点の検索方法
検索：は測点名の絞り込み（フィルター）です。
＊はワイルドカードで全点となります。

（例）頭文字が”T”で検索する場合は、T＊と
入力します。

で測点名を検索します。
直接既存測設点名を入力する場合は、F3「入
力」で測点名を入力します。

座標のみを入力して、記録はしない場合
F4を2回押して、F3「マニュアル」を押し
ます。

2Dであれば、X座標 & Y座標を入力して、
3Dであれば、 X座標 & Y座標 & 高さを入力
してF4「確定」

新点の入力（手入力）
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測点と座標を入力し
て、記録＆管理する
場合

F4を2回押して、F1「XYZ」を押します。
点名、X座標、Y座標、高さ（必要であれば）
を入力してF4「確定」

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。

☞ESCキーを押して測設画面に戻ります。

新点を測定により
求める

画面 説明
検索 点名の検索に使用する値。入力すると、ファームウェアが一致する点を

検索し、点名に表示します。一致する点が存在しない場合は、点検索画
面が開きます。

詳細	:	 選択した点のタイプを表示します。
 • 座標点、または測点

△方位△Hz 角度オフセット : 測設点が測点より右にある場合、符号は正です。
水平オフセット : 測設点が測点より先にある場合、符号は正です。
高さオフセット : 杭打ち点が測定点より高い場合、符号は正です。

前後 縦方向オフセット : 測設点が測点より先にある場合、符号は正です。
左右 垂線オフセット : 測設点が測点より右にある場合、符号は正です。
△H視高 高さオフセット : 杭打ち点が測定点より高い場合、符号は正です。
Y Y座標オフセット : 測設点が測点より右にある場合、符号は正です。
X X座標オフセット : 杭打ち点が測定点より先にある場合、符号は正です。

表示 現在選択している測点の情報を表示します。
B&D 杭打ち点名、方向角、水平距離を入力します。
マニュアル 座標値を直接入力して測設を行う。この入力データは座標データとして

登録されません
新点 座標測定プログラムに切り替えます。
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8.4	 辺長計算
説明 直接各点を測定するか、メモリーから選択された2点もしくは座標を入力した2点の斜距離、

水平距離、高低差、および方位角を計算するプログラムです。

辺長計算方法 次の2つの方法のいずれかを選択できます。
 • 多角 : 初めの計算で使用した第2点目（P2）が次の計算では第1点目となる
 • 放射 : 第1点目を基準として第2点目を移動させて計算します。

多角モード方法
P1-P2,	P2-P3,	P3-P4

TSOX_046

P1

P0

P2
P3

P4

H
z 

= 
0

d3

d2d1

1 2
3

P0 器械
P1-P4 ターゲット点
d1 P1からP2までの距離
d2 P2からP3までの距離
d3 P3からP4までの距離
α1 P1からP2までの方位角
α2 P2からP3までの方位角
α3 P3からP4までの方位角

放射モード方法
P1-P2,	P1-P3,	P1-P4

TSOX_047

P1

P0

P2

P3

P4

H
z 

= 
0

d1
d3

d2
1

2
3

P0 器械
P1-P4 ターゲット点
d1 P1からP2までの距離
d2 P1からP3までの距離
d3 P1からP4までの距離
α1 P1からP4までの方位角
α2 P1からP3までの方位角
α3 P1からP2までの方位角

手順 1. メインメニューから プログラムを選択

2. プログラム	メニュー2/2から 辺長計算を選択
3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。
4. 多角または放射を選択します。

辺長計算測定 必要な測定を完了すると、辺長計算結果画面が表示されます。
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辺長計算結果
	-	多角モード

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。点2を新

しい線の始点として設定します。新たに
ポイント2を測定します。

放射
 放射モードに切り替えます。

画面 説明
方向角 方向角
勾配 点1と点2間の勾配。

ポイント1からポイント2への斜距離
ポイント1からポイント2への水平距離
ポイント1からポイント2への比高差

次のステップ ESCキーを押してプログラムを終了します。
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8.5	 REM	測定
説明 REM 測定 ターゲット点のプリズムを使用せずに、ベースプリズムの真上の点を計算するプ

ログラムです。

TSOX_050

a

P1

P0

P2

d1

P0 器械
P1 基準
P2 リモート点を視準　REM 測定
d1 斜距離
a P1とP2の高低差
α 基準点とリモート測点の間の鉛直角

手順 1. メインメニューから プログラムを選択

2. プログラム	メニュー2/2から REM	測定を選択
3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。

リモート高さ測定 基準点を測定するか、hr=?を押して不明なターゲット高さを割り出します。
次のステップ
測定後にリモート点を視準画面が表示されます。

REM	測定の結果	
-	リモート点を視準

リモート点

項目 説明
δ 基準点からリモート点への高さの差異です。
高さ リモート点の高さです。
Y座標 リモート点の計算されたY座標です。
X座標 リモート点の計算されたX座標です。
Y 基準点とリモート点間で計算されたY座標の差異です。
X 基準点とリモート点間で計算されたX座標の差異です。
高さ 基準点とリモート点間で計算された高低差です。

次のステップ  • 確定を押して測定データを保存し、リモート点の計算された座標を記録します。

 • または、基準を押して新しいベース点を測定および記録します。
 • または、ESCキーを押してプログラムを終了します。
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8.6 線のオフセット
8.6.1 概要

説明 既知の基準線（道路センター線や構造物の杭芯などから指定したライン）を使用して新たにオ
フセット線の作成を行ったり、オフセット点を指定して杭打ちを行うことができます。このプ
ログラムでは、まずベースラインを定義し、その線を基準にして以下の作業を行ないます。
 • 線のオフセット  • グリッド測設
 • 測設点  • 測設ライン分割

手順 1. メインメニューから プログラムを選択

2. プログラム	メニュー1/2から 線のオフセットを選択
3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。

次のステップ オフセット線の基準となる線を定義します。

8.6.2	 ベースラインの定義

説明 はじめに2点よりベースラインを決定します。
基準線は、必要に応じて、ベースラインに対して縦方向、平行、または垂直なオフセットに
することも、最初の起点を中心にして回転させることもできます。さらに、基準高さを最初
の起点、終点として選択したり、ベースラインに沿って補間したりできます。

基準線の定義 基準線は2つのポイント1、2で確定されます。どの点も、測定や手動入力、また内部メモリー
からの選択が可能です。

d1 d2

P1

P0

P2

TSOX_088

基準線
P0 器械
P1 起点
P2 終点
d1 既知の距離
d2 高低差
α 方位角

線の始点と終点を測定または選択し、基準線を定義します。

次のステップ ベースラインを定義すると、基準線を定義するための線のオフセット1/2画面が表示されます。

測定
 オフセットを検測します。
測設
 基準線に直交する点を測設します。
↓新BL
 新しいベースラインを定義します。
↓グリッド
 基準線に対してグリッドを測設します。
↓間隔
 基準線を定義可能な数のセグメントに分

割し、基準線上に新規点を測設します。
↓シフト=0
 すべてのオフセット値を0にリセットし

ます。
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8.6.3	 オフセット線（リファレンスライン）設定

説明 基準線は、最初の起点に対して縦方向、平行または垂直なオフセットにすることも、最初の
起点を中心にして回転させることもできます。このオフセットから作成された新しいライン
をオフセット線といいます。全ての測定データは、このオフセット線を参照します。

d1 d2

P1

P2

P0
TSOX_034

P0 器械
P1 起点
P2 終点
d1 基準線
d2 オフセット線

a b

d2

d1
P1

P2

P3

TSOX_034a

r+

P1 基点
P2 基点
a 基準線
d1 平行オフセット
d2 縦方向オフセット
P3 オフセット点
r+ 回転パラメーター
b オフセット線

手順 ベースラインの定義に必要な測定を完了すると、線のオフセット - 情報画面が表示されます。

画面 説明
距離 基準線の長さ。
基準高さ 始点 高低差は、最初の基準点と比較して計算されます。

終点 高低差は、2番目の基準点と比較して計算されます。
ライン上 高低差は、オフセット線に沿って計算されます。
高さ無し 高低差の計算と表示は行われません。

オフセット 基準線（P1 ‐ P2）を基準にした、オフセット線の平行オフセット。
基準線より右にあれば、値は正です。（2/2ページにあります。）

ライン ベース点2方向のオフセット線の、始点、基準点（P3）の縦方向オフセッ
ト。ベース点2方向にあれば、値は正です。（2/2ページにあります。）

高さ 選択した基準高さに対するオフセット線の高さオフセット。（2/2ペー
ジにあります。）選択した基準高さより高ければ、値は正です。

回　転 オフセット線の、基準点（P3）を中心とする時計回りの回転。

次のステップ
ファンクションコマンドの測定、測設、グリッドを選択するか、または↓間隔サブプログラ
ムに進みます。
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8.6.4	 オフセットの検測

説明 基準線と測定した点の位置関係を確認できます。計算には、測定データや座標、縦方向オフ
セット、平行オフセット、および基準線に対するターゲット点の高低差が使用されます。

P1

P2

P3d2
d1

P4

P0

TSOX_035

P0 器械
P1 起点
P2 終点
P3 測定点
P4 オフセット点
d1 距離
d2 の距離

最初の基準点に比較
した高低差の例

TSOX_037

a

d1 d2

d3

P1

P3

P2

P1 起点
P2 ターゲット点
P3 ターゲット点
a 基準高さ
d1 始点と基準高さの高低差
d2 P2と基準高さの高低差
d3 P3と基準高さの高低差

手順 線のオフセット1/2画面でオールを押します。

オフセットの検測 項目 説明
L 計算で求めた、オフセット線に対する縦方向の距離。
O 計算で求めた、オフセット線に正対する距離。
H 定義した基準高さに対して、計算で求められた高低差。

次のステップ  • オールを押して測定と記録を行います。
 • または、戻るを押して線のオフセット - 情報画面に戻ります。
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8.6.5	 測設

説明 このサブプログラムでは、オフセット線に対して測設点までの距離を入力し、測設を行いま
す。直交座標 ( L, O, H) および極座標 ( 方位,	 	,	 ) の差異が表示されます。

直角法での測設の例

TSOX_038

P1

P3

P2

P4
a

b

P0

P0 器械
P1 起点
P2 終点
P3 距離入力
P4 測定点
a Δ平行オフセット
b Δ縦方向オフセット

手順 線のオフセット - 情報画面から測設を押します。

直角法での測設 オフセット線に対して、測設するターゲット点の測設成分を入力します。

項目 説明
ライン 縦方向オフセット: 杭打ち点が基準線より先にある場合、符号は正です。
Offs 垂線オフセット: 杭打ち点が基準線より右にある場合、符号は正です。
高さ 高さオフセット: 杭打ち点が基準線より高い場合、符号は正です。

次のステップ 確定を押して測定モードに進みます。

ラインの杭打ち 距離および角度の差異の符号は測設プログラムの場合と同じで、残差（理論値－実測値）で
す。距離および角度の差異の符号は、測設プログラムの場合と同じで、残差（理論値－実測
値）です。

 

画面 説明
Hz 測定点から測設点への水平方向。測定点から測設点への水平方向。

測定点から測設点までの水平距離。測定点から測設点までの水平距離。
測定点から測設点への高低差。測定点から測設点への高低差。

O 測定点から測設点までの正対距離。測設点が測定点より右にある場合、符号
は正となります。

L 測定点から測設点までの縦方向距離。測設点が測定点より先にある場合、符
号は正となります。

次点 次に測設する点を追加します。

次のステップ  • オールを押して測定と記録を行います。
 • または、戻るを押して線のオフセット 1/2画面に戻ります。
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8.6.6	 グリッド測設

説明 前後左右の間隔を指定してできる交点を自動的に座標計算し、連続杭打ちができます。この
サブプログラムは、グリッド上の点の測設成分、直交座標 ( L, O, H)、および極座標 (
方位、 、 ) を計算して表示します。グリッドの定義では境界は使用されません。
オフセット線の最初の起点および終点まで、拡張することができます。
グリッド測設の例

TSOX_039

P1

P2

d1

a

d2
d3

P0

a オフセット線
P0 器械
P1 起点
P2 終点
d1 開始距離
d2 間隔（インクリメント）
d3 ラインオフセット

手順 線のオフセット 1/2画面から↓を選択、グリッドを押します。

グリッドの定義 連鎖距離とグリッド点の間隔長、およびオフセット線の前後方向を入力します。

画面 説明
始点位置 オフセット線の始点とグリッド始点との間の距離。
間隔（ｲﾝｸﾘﾒﾝﾄ） グリッドの間隔（ピッチ）。
オフセット オフセット線からの左右のオフセット距離。

次のステップ 確定を押してグリッドの杭打ち画面に進みます。
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グリッドの杭打ち 距離および角度の差異の符号は、測設プログラムの場合と同じで、残差（理論値－実測値）
です。距離および角度の差異の符号は、測設プログラムの場合と同じで、残差（理論値－実
測値）です。

画面 説明
Chn グリッド測設点の追加距離。
Offs オフセット角度ピッチ（間隔）の値。オフセット線の右側が正となりま

す。
方位 測定点から測設点への水平方向。測定点から測設点への水平方向。

測定点から測設点までの水平距離。測定点から測設点までの水平距離。
測定点から測設点への高低差。測定点から測設点への高低差。

ライン グリッドの角度ピッチ値。測設点の位置は始点から終点の方向を基準に
計算されます。

L 測定点から測設点までのライン方向距離。測設点が測点より先にある場
合、符号は正となります。

O 測定点から測設点までの正対距離。測設点が測定点より右にある場合、
符号は正となります。

次のステップ  • オールを押して測定と記録を行います。
 • または、ESCキーを押してチェイネージの始点位置を入力画面に戻り、そこから戻るを
押して線のオフセット1/2画面に戻ります。
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8.6.7	 直線の分割

説明 直線の分割サブプログラムは、直線に沿って点の測設成分、直交座標 ( L、 O、 H)、
および極座標 ( 方位、 、 ) を計算して表示します。ラインの分割は、定義され
たラインの始点と終点間の基準線に制限されます。
ライン分割測設の例

TSOX_040

P1

P2

a

d1

d2

P0

P0 器械
P1 起点
P2 終点
a オフセット線
d1 セグメントの長さ
d2 余りの距離

手順 線のオフセット	-	情報画面から↓を選択、間隔を押します。

セグメント（断面）
の定義

セグメントの数または間隔を入力し、余ったライン（差分）をどう扱うかを定義します。
この差分は、始点や終点に配分したり、ラインに沿って均等に配分したりできます。

画面 説明
ライン長 計算で求めたオフセット線の長さ。
測点間隔 各セグメントの間隔。セグメントの数を入力すると自動的に長さを更新しま

す。
間隔数 ラインの分割数 間隔長を入力すると、自動的に更新します。
非閉合 間隔長を入力した後に残ったラインの長さ。
分配 差分の配分方法。

無し 全ての差分が最後の区間の後に配置されます。
At	start 全ての差分が最初の区間の前に配置されます。
均等 差分は全ての区間に均等に配分されます。
始点と終点 差分は、セグメントのラインの始点と終点に均等に配分されます。

次のステップ
確定を押してセグメントの杭打ち画面に進みます。
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セグメントの杭打ち 距離および角度の差異の符号は、測設プロ
グラムの場合と同じで、補正値（必要値－
実測値）です。距離および角度の差異の符
号は、測設プログラムの場合と同じで、補
正値（必要値－実測値）です。

画面 説明
間隔 ラインの分割数。該当する場合は、差分間隔を含みます。
総長 セグメント長の合計。現在の間隔の分割数によって変わります。該当する場

合は、差分の間隔長を含みます。
方位 測定点から測設点への水平方向。測定点から測設点への水平方向。

測定点から測設点までの水平距離。測点から測設点までの水平距離。
測定点から測設点への高低差。測定点から測設点への高低差。

L 測定点から測設点までの縦方向距離。測設点が測定点より先にある場合、符
号は正となります。

O 測定点から測設点までの正対距離。測設点が測点より右にある場合、符号は
正となります。

メッセージ 以下に、表示される重要なメッセージまたは警告を示します。

項目 説明
基準線が短すぎます ラインが1cm未満です。2点間の水平方向の間隔が1cm以上に

なるように点を選択してください。
座標値は無効です 点の座標がない、または座標が間違っています。使用する点に、

少なくともX座標とY座標があることを確認してください。
データの記録先は
RS232です

データ出力先	データ設定	メニューでRS232に設定されます。
基準線を正常に開始するには、データ出力先を内蔵メモリーに設
定する必要があります。

次のステップ  • オールを押して測定と記録を行います。
 • または、ESCキーを押して測点間隔の決定画面に戻り、そこから戻るを押して線のオフ
セット画面に戻ります。

 • または、ESCキーを選択し続けてプログラムを終了します。
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8.7	 面積・体積計算
説明 面積およびDTM体積計算は、直線で接続された最大50個の点の面積を計算するプログラム

です。ターゲット点は、時計回りに測定を行うか、すでに登録されている測点を時計回りに
選択する必要があります。面積・体積計算は、直線で結ばれた点（最大50個）をもとに、
面積を計算するプログラムです。さらに、体積はデジタル地形モデル(DTM)を自動的に作
成することによって計算できます。

TSOX_049

P1

P2
P3

P4

P0

b
a

d c

P0 器械
P1 傾斜基準面を定義するターゲット点
P2 傾斜基準面を定義するターゲット点
P3 傾斜基準面を定義するターゲット点
P4 ターゲット点
a 周辺長(3D)、始点から面積(3D)の現

在の測点までの多角形の辺の長さ
b 面積(3D)、傾斜基準面に投影
c 周辺長(2D)、始点から面積(2D)の現

在の測点までの多角形の辺の長さ
d 面積(2D)、水平面に投影

手順 1. メインメニューから プログラムを選択

2. プログラム	メニュー2/2から 面積＆体積を選択
3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。

面積・体積計算 測定画面のグラフィックは参照画面上に作成されたエリアを表示します。
基準面を定義する点は以下によって示されます。

 • 測定済みの点
 • マニュアル測点入力をした点
 • リファレンスプレーンを定義する測点

計算
 その他の結果(周辺長、体積)を表示して

記録します。
↓頂点
 破線上の点（天面上の点）を測定または

選択します。これらの点は体積の計算に
使用されます。

↓3D定義
 3点を選択または測定して、傾斜基準面

を手動で定義します。
1点戻
 前の点の測定または選択を元に戻します。

☞ 破線の点は、定義した領域の境界内に配置する必要があります。（エリアの天面を指定）
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面積計算 3点が測定または選択されると、2Dおよび3Dの面積が自動的に計算されて表示されます。
3Dの面積は、以下に基づいて自動的に計算されます。
 • 最大領域を含む3点が使用されます。
 • 等しい最大領域が2つ以上存在する場合は、周辺長が最も短い領域が使用されます。
 • 最大領域の周辺長が等しい場合は、前回測定した点を含む領域が使用されます。

3D面積計算の基準面を手動で定義するには、3D定義を選択します。

説明

P0

P1a

P1b

P2a P2b

TSOX_134

a

P0 器械
P1a.. 境界点
P2a.. 破線点
a TIN(Triangulated Irregular Network)

により計算される体積
次のステップ
計算を押して面積と体積を計算し、面積(2D)と体積計算結果/面積(3D)と体積計算結果画
面に進みます。

面積(2D)と体積計
算結果

　

項目 説明
面積	(2D)	 水平面への投影により計算される面積
面積	(3D)	 自動または手動で定義された基準面への投影により計算される面積。
DTMエリア TINにより計算された、測標点で定義される面積。
BrLエリア TINにより計算された、破線点で定義される面積。
DTM体積	I TINにより計算された体積。
土量変化率 実際に検出された材料の体積と掘削後の同じ材料の体積の関係を示す

係数。膨張係数の詳細については、次頁の"土量変化率"の表を参照して
ください。

DTM体積	II 元の位置からの掘削後の材料の体積。DTM体積	II	=	DTM体積	I	x	土
量変化率

比重 材料の重量(トン/m3)。比重の値は編集可能です。
重量 掘削後の材料の総重量。重量	=	DTM体積	II	x	比重
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土量変化率 DIN18300に基づいて、以下の土壌クラスに所定の膨張係数が設定されています。

土壌クラス 説明 土量変化率
1 非有機物質、腐食物、有機物を含む表土。 1.10 ～ 1.37
2 流動体から半流動体までの粘度を持つ流動性の土壌タイ

プ。
n/a

3 容易に分解できる土壌タイプ。ほぼ非粘性の砂土。 1.06 ～ 1.32
4 適度に分解できる土壌タイプ。砂土、シルト、粘土の混合物。1.05 ～ 1.45
5 分解が困難な土壌タイプ。クラス3および4と同じですが、

63mm以上かつ0.01m3 ～ 0.1m3の体積の石を含む比率
が高い土壌タイプです。

1.19 ～ 1.59

6 内部に鉱物を含む岩石のタイプで、粉砕されている場合や
粘板岩の場合、風化して柔らかくなっている場合がありま
す。

1.25 ～ 1.75

7 内部に強度の高い鉱物を含み、粉砕や風化が非常に少ない
分解が困難な岩石タイプです。

1.30 ～ 2.00

膨張係数の例 : 概算値のみを示しています。土壌の各種係数に応じて値は異なります。

土壌タイプ 膨張係数 1立方メートルあたりの重量
シルト 1.15 ～ 1.25 2.1t
砂土 1.20 ～ 1.40 1.5 ～ 1.8t
粘土 1.20 ～ 1.50 2.1t
表土、腐植土 1.25 1.5 ～ 1.7t
砂岩 1.35 ～ 1.60 2.6t
花崗岩 1.35 ～ 1.60 2.8t

次のステップ  • 新規を押して新しい面積を定義します。
 • 新頂点を押して新しい破線面積を定義し、新しい体積を計算します。
 • 追頂点を押して新しい点を既存の破線面積に追加し、新しい体積を計算します。
 • または、終了を押してプログラムを終了します。
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9	 オプションプログラム
9.1	 曲線オフセット　☞15回の試行ができます。

	 継続のご使用には別途プログラムのご購入が必要です。

9.1.1	 概要

説明 このプログラムでは、基準円弧を定義し、その円弧を基準にして以下の作業を実行できます。
 • 線のオフセット
 • 測設（点、円弧、弦、角度）

手順 1. メインメニューから プログラムを選択

2. プログラム	メニュー1/2から 曲線オフセットを選択
3. F1「トライ」を選択する
4. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。

次のステップ 曲線のオフセットの方位を選択します。

9.1.2	 曲線の定義

説明 基準円弧は、次の方法によって定義されます。
 • 中心点と始点
 • 始点、終点、半径
 • 3点

どの点も、測定や手入力、また内部メモリーからの選択が可能です。

TSOX_089

r

P1P0

P3

P2
曲線
P0 器械
P1 始点
P2 終点
P3 中心点
R 円弧の半径

☞ 全ての円弧は時計回り方向に定義され、全ての計算は2次元で行われます。

手順 曲線オフセットを選択してから、円弧の定義方法を以下から選択します。
 • 中心点と始点
 • 始点、終点、半径
 • 3点

始点の測定 画面 説明
始点 始点の点名
中心点 中心点の点名
中間点 中央点の点名
終点 終点の点名
半径 円弧の半径

プラス側の値（例えば100m）は時計回りの円弧となります。マイナス側の
値（例えば100m）は反時計回りの円弧となります。
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半径：	100	m
時計回り

半径：	-100	m
円弧の終点

凡例

パターン1

P1 起点
P2 終点
P3 中心点1
P4 中心点2
d 円弧の方向

005183_001

d P4

P3

P2

P1

005187_001

d
P4

P3

P2

P1

パターン2

005184_001
d

P4

P3

P2

P1

005188_001

d

P4

P3

P2

P1

パターン1

P1 円弧の距離終点および高さ
終点、または長さ（L）と
傾斜（%）

P2 器械点
P3 中心点1
P4 中心点2
d 円弧の方向

005185_001

d
P4

P3

P2

P1

005189_001

d P4

P3

P2

P1

パターン2

005186_001

d

P4

P3

P2

P1

005190_001
d

P4

P3

P2

P1

次のステップ
基準円弧を定義すると、曲線オフセット	-	情報画面が表示されます。

曲線オフセット	-	情報

次のステップ

　

☞ 上図に示すように、2つの結果が存在する場合があります。測定と測設のサブプログ
ラムでは、適切な結果を選択できます。

確定を選択してから、測定または測設を選択してサブプログラムに進みます。
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9.1.3	 オフセットの検測（測定）

説明 オフセットの検測サブプログラムの計算には、測定データや座標、縦方向オフセット、
直交座標オフセット、および基準円弧に対するターゲット点の高低差が使用されます。
基準円弧	‐	オフセットの検測の例

d2+
d1+

P4

P1

P3

P2

P0
TSOX_036

P0 器械
P1 起点
P2 終点
P3 測定点
P4 リファレンス点
d1+ オフセット距離
d2+ リファレンス点までの距離

手順 曲線オフセット	-	情報画面からオールを押します。

オフセットの検測 項目 説明
L 計算で求めた、基準円弧に対する縦方向の距離。
O 計算で求めた、基準円弧に正対する距離。
H 基準円弧の始点に対して、計算で求められた高低差。

次のステップ  • オールを押して測定と記録を行います。
 • または、戻るを押して	曲線オフセット	-	情報画面に戻ります。
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9.1.4	 測設（杭打ち）

説明 測設サブアプリケーションでは、測定点と算出された点の差異を計算します。
曲線オフセットプログラムは、4つの測設方法をサポートします。
 • 杭打ち 測点  • 杭打ち 弦
 • 杭打ち 線  • 杭打ち 角度

杭打ち	測点
（距離入力）

ラインとオフセット値を入力して点を測設します。

TSOX_042 P0aP1

P3

P2

c-

b+

P4 P0 円弧の中心点
P1 円弧の始点
P2 測定点
P3 距離入力
P4 円弧の終点
a 円弧の半径
b+ ラインオフセット
c- 垂線オフセット

杭打ち	曲線
（ピッチ長入力）

円弧に沿って一連の等距離点を測設します。

TSOX_043 P0P1

P2

b

b

a

P3 P4 P0 円弧の中心点
P1 円弧の始点
P2 距離入力
P3 距離入力
P4 円弧の終点
a 円弧の半径
b ピッチ長

杭打ち	弦
（弦長入力）

円弧に沿って一連の等距離弦を測設します。

TSOX_044

P0P1

P2

a

b

P3 P4 P0 円弧の中心点
P1 円弧の始点
P2 距離入力
P3 距離入力
P4 円弧の終点
a 円弧の半径
b 弦の長さ

杭打ち	角度
（角度入力）

円弧に沿って、円弧の中心点からの角度セグメントによって定義される一連の点を測設しま
す。

TSOX_045 P0P1

P2

P3

a

b

b
b

P4 P0 円弧の中心点
P1 円弧の始点
P2 距離入力
P3 距離入力
P4 円弧の終点
a 円弧の半径
b 角度計算

手順 1) 曲線オフセット	-	情報画面から測設を押します。
2) 利用可能な4つの測設方法のいずれかを選択します。
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点、円弧、弦、角度
の測設

測設値を入力します。中心点を押して円弧の中心点を測設します。

項目 説明
ライン 測設円弧、弦、および角度の場合 : 基準円弧からの縦方向オフセット。

円弧、弦、角度の測設の場合：基準円弧からの縦方向オフセット。
測設点の場合 : 基準円弧からの縦方向オフセット。

オフセット 基準円弧からの垂線オフセット。
分配 測設円弧の場合 : 差分の配分方法。円弧の測設の場合：差分配分法。

終点側へ すべての差分は最後の円弧区間に追加されます。
均一 差分はすべての区間に均等に配分されます。
始点側へ すべての差分は最初の円弧区間に追加されます。
起点と終点 差分は最初の円弧区間と最後の円弧区間に均等に追加されます。

曲線長 測設円弧の場合 : 測設する円弧の長さ。
弦	長 測設弦の場合 : 測設する弦の長さ。
角	度 測設角度の場合 : 円弧の中心点、測設する点の角度です。

次のステップ
確定を押して測定モードに進みます。

曲線の杭打ち 距離および角度の差異の符号は測設プログラムの場合と同じで、残差（理論値－実測値）で
す。距離および角度の差異の符号は、測設プログラムの場合と同じで、残差（理論値－実測
値）です。

☞ 円弧が非常に長く、ターゲットがラインに近接する場合などに、より見やすくするた
めに、グラフィックの縦横の縮尺を変更することができます。器械が円弧から遠く離
れている場合、グラフィックでは器械はコーナーに配置され、赤色/灰色でマークさ
れます。

次に測設する点を定義するには、点名、プ
リズム高、および円弧とオフセットに沿っ
た距離を入力します。

画面 説明
方位 測定点から測設点への水平方向 測定点から測設点への水平方向

測定点から測設点までの水平距離 測定点から測設点までの水平距離
測定点から測設点への高低差 測定点から測設点への高低差

次のステップ  • オールを押して測定と記録を行います。
 • または、ESCキーを選択し続けてプログラムを終了します。
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9.2	 基準面　　☞15回の試行ができます。
	 継続のご使用には別途プログラムのご購入が必要です。

説明 ・基準面は、基準面に対して他の1点を測定するプログラムです。
・交点とは、測点から定義した平面を通る、垂線向きのフットプリント点です。
・面に対する垂線オフセットを計算および保持するための点の測定。

TSOX_061

Z

Y

a

b

X
∆X

∆ZP1

P5
P2

P3

P4
d+

X ローカル座標系のX軸
Y ローカル座標系のY軸
Z ローカル座標系のZ軸
P1 最初の点、ローカル座標系の原点
P2 2番目の点
P3 3番目の点
P4 測定点。P2<Tab/>第2の点
P5 P4から定義された面までの垂線ベク

トルの交点。この点は定義された面に
配置されます

d+ P4から面までの正対距離
ΔX P5からローカルZ軸までの正対距離
ΔZ P5からローカルX軸までの正対距離

面までの正対距離の符号は、正または負です。

TSOX_121

Z

Y

XP1
d1

d2  

P1 面の原点
X 面のX軸
Y 面のY軸
Z 面のZ軸
d1 正のオフセット
d2 負のオフセット

手順 1. メインメニューから プログラムを選択

2. プログラム	メニュー1/2から 基準面を選択
3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。

面とターゲット点の
測定

1. 3点により面が定義されると、目標点を測定	!	画面が表示されます。
2. ターゲット点を測定および記録します。結果は基準面結果画面に表示されます。
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基準面結果 新目標
 交点を記録および保存し、新しいターゲッ

ト点の測定に進みます。
測設
 交点の測設値とグラフィックを表示しま

す。グラフィック記号については、"3.7 
グラフィック記号"を参照してください。

新規面
 新しい基準面を定義します。

画面 説明
単独点名 交点の点名称、面上の目標点の垂直投影
オフセット ターゲット点と面 (交点) の間の算出された正対距離です。
X 交点からZ軸までの正対距離。
Z 交点からX軸までの正対距離。

Y座標 交点のY座標
X座標 交点のX座標
高さ 交点の高さ
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9.3	 交点計算　☞15回の試行ができます。
	 継続のご使用には別途プログラムのご購入が必要です。

9.3.1	 概要

説明 座標点、2点間の方位角、2点間の距離など、座標の幾何学計算を実行するプログラムです。 
・ST計算＆トラバース　・オフセット　・延長点

手順 1. メインメニューから プログラムを選択

2. プログラム	メニュー2/2から 交点計算を選択
3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。
4. 交点計算	メインメニューから交点計算を選択します。

グラフィック 結果画面で、測設を押して杭打ちのグラフィックにアクセスします。
または、結果画面で2ページ目のシンプルなグラフィックに移動します。グラフィック記号
については、"3.7 グラフィック記号"を参照してください。

9.3.2	 交点計算は、点の座標、点の間の方向角、および点の間の距離などの、座標ジオ
メトリー計算を実行するプログラムです。

手順 交点計算	メインメニューからST計算またはトラバースを選択します。

ST計算 ST計算を使用して、既知の2点間の距離、方位角、高低差、および勾配を計算します。

TSOX_098

d1 d3

d2P1

P2

既知
P1 一番目の既知点
P2 2番目の既知点
未既知
α P1からP2への方位角
d1 P1とP2間の斜距離
d2 P1とP2間の水平距離
d3 P1とP2間の高低差

トラバース トラバースを使用して、既知点からの方位角と距離により新しい点の位置を計算します。
オフセットはオプションです。

TSOX_099

d1

d2

d3

P1

P3

P2
P4

既知
P1 既知点
α P1からP2への方位角
d1 P1とP2間の距離
d2 右オフセット
d3 左オフセット
未既知
P2 オフセットなしの交点
P3 正側のオフセット交点
P4 負側のオフセット交点
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9.3.3	 ST計算＆トラバース

手順 交点計算	メインメニューから目的の交点計算サブアプリケーションを選択します。
 • 2点2方向  • 2円交点
 • 線と円  • 4点交点

2点2方向の交点 2点2方向の交点サブプログラムを使用して、2つの線の交点を計算します。線は点と方位
角により定義されます。

TSOX_100

P1
P2

P31

2

垂点(距離	-	オフセット)
P1 最初の既知点
P2 2番目の既知の点
α1 P1からP3への方位角
α2 P2からP3への方位角
P3<Tab/>平面と定義する点3
P3 交点

線と円の交点 線と円の交点を使用して線と円の交点を計算します。線は点と方位角により定義されます。
円は中心点と半径で定義されます。

TSOX_101

r

P1

P2

P4

P3

既知
P1 第1の既知点
P2 第2の既知点
α P1からP3とP4への角度
ｒ 半径(P2からP4またはP3までの距離)
未既知
P3 第1の交点
P4 第2の交点

2円の交点 2円の交点サブプログラムを使用して、2つの円の交点を計算します。円の定義には、既知
点(中心点)と既知点から交点までの距離(半径)が使用されます。

TSOX_102

r1
r2

P1

P2
P3

P4

垂点（距離	‐	オフセット）
P1 最初の既知点
P2 2番目の既知の点
r1 半径(P1からP3またはP4までの距離)
r2 半径(P2からP3またはP4までの距離)
P3<Tab/>平面を定義する点3
P3 最初の交点
P4 2番目の交点

4点交点 4点交点を使用して2つの線の交点を計算します。線は2つの点により定義されます。
ラインをシフトする場合、白黒画面では2/2へ切り替えます。カラータッチ画面ではシフト
ページを表示させます。 + は右へのシフトを示します。―は左へのシフトを示します。

TSOX_103

a

b

P1

P2

P3

P4

P5

既知
P1 第1の既知点
P2 第2の既知点
P3 第3の既知点
P4 第4の既知点
a P1からP2までの線
b P3からP4までの線
未既知
P5 交点
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9.3.4	 オフセット

説明 交点計算	メインメニューから目的の交点計算サブアプリケーションを選択します。
 • 距離  • 線と点  • 面

垂線
（距離-	オフセット）

垂線	(距離-	オフセット)	サブプログラムを使用して、線に関連するベース点を使用して既
知点の距離とオフセットを計算します。

TSOX_104

d1
d2

P1

P0

P2

P3

P4

既知データ
P0 器械
P1 起点
P2 終点
P3 オフセット点
計算値
d1 Δライン
d2 Δオフセット
P4 交点(ベース点)

オフセット オフセットサブプログラムを使用して、既知の縦方向距とオフセット距離から、線に関連す
る新しい点の座標を計算します。

TSOX_105

d1
d2

P1

P0

P2

P3

既知データ
P0 器械
P1 起点
P2 終点
d1 Δライン
d2 Δオフセット
計算値
P3 交点

面のオフセット 面のオフセットサブプログラムを使用して、既知の面とオフセット点に関連する、新しい点
の座標とその高さおよびオフセットを計算します。

TSOX_106

d1

P1

P3

P2

P4

P5

既知データ
P1 面を定義する点1
P2 面を定義する点2
P3 面を定義する点3
P4 オフセット点
計算値
P5 交点
d1 オフセット
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9.3.5	 ライン	-	延長

手順 交点計算	メインメニューからライン-	延長を選択します。

延	長	点 延	長	点を使用して、既知のベースラインから延長された点を計算します。

TSOX_107

P1
P2

P3
P4

∆ L1

∆ L2

既知データ
P1 ベースラインの始点
P3 ベースラインの終点
ΔL1、ΔL2距離
計算値
P2、P4延長された交点

9.4	 Road	2D　☞15回の試行ができます。
	 継続のご使用には別途プログラムのご購入が必要です。

説明 定義された成分を基準として点を測定または杭打ちするプログラムです。成分には、線、曲
線、またはクロソイドを使用できます。追加距離、追加の杭打ちおよびオフセット(左右)が
サポートされます。

TSOX_132

P0

P1

r

c+

b

a

P3

d-

P2

P0 中心点
P1 円弧の始点
P2 円弧の終点
P3 杭打ちするポイント
a 反時計回り
b 時計回り
c+ 円弧の後続曲線の始点からの距離
d- 円弧からの垂線オフセット
R 円弧の半径

手順 1. メインメニューから プログラムを選択

2. プログラム	メニュー2/2から ロード2Dを選択
3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。
4. 成分タイプを選択します。

 • 直線  • カーブ  • クロソイド
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エレメント

TSOX_119

A

B

C

a

c

b

R

d = 112.000

d = 122.000

d = 132.000

d = 155.000

d = 102.000

A 直線
B スパイラル
C カーブ
R 半径

a 垂線オフセット左
b 垂線オフセット右
c インクリメント
d 追加距離

エレメント
（構成要素）の定義
の手順

1. 始点と終点は測定またはメモリーより選択します。
2. カーブおよびクロソイド成分の場合、成分を定義するためのロード2D画面が表示されま

す。

 

3. カーブの構成要素  • 半径とカーブの方向を入力します。
 • [確定] を押します。

 スパイラルエレメント :  • 使用する方法 (半径曲率または半径曲長)を選択します。
 • 選択した方法に従って、半径とパラメーターまたは半径
と長さを入力します。

 • クロソイドの方向とタイプを選択します。
 • [確定] を押します。

TSOX_112

A

B
クロソイドタイプ
A クロソイドIn
B クロソイドOut

4. 成分が定義されると、ロード2D	-	設定が表示されます。
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追加距離と方法 追加距離を入力して以下を選択します。
 • 測設 : 点とオフセット(中心、左、または右)を選択し、杭打ちして測定を開始します。杭
打ちのための値を入力

 • チェック	: 点を測定するか、メモリーから点を選択して、定義された成分からのチェーン
距離、線、およびオフセットを計算します。

杭打ちする値を
入力します。

次のステップ  • 杭打ちモードの場合、確定を押して杭打ちを開始します。
 • 測定モードの場合、オールを押して測定と記録を行います。
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10	 FUN（機能）メニュー
10.1	 概要
説明  • FNC（機能）キーは機能メニュー1/3～ 3/3を開き、選択する機能を有効にすることが

できます。
 • または キーに機能メニューにある任意の機能を割り当てることができます。"5.1 作
業設定"を参照してください。

機　能 FUN/（機能） 説明
メインメニュー メインメニューに戻ります。

整準 レーザー求心装置および電子レベルをオンにします。"4.2.2電子気
泡管を使用した器械整準の手順"を参照してください。

NP<=>P 2つのEDM測定モード間の切り替えが出来ます。"5.5 EDM設定"を
参照してください。

レーザーポインタ 可視レーザービームによるターゲット点の照明の有効/無効を切り替
えます。ノンプリズムモードの器械で使用できます。

トラッキング "10.3 トラッキング"を参照してください。

反射信号 EDMの反射信号の値を表示

照明オン/オフ キーボードのON/OFF

後視確認 "10.4後視の確認"を参照してください。

高さの計算 "7.4 器械点設定"を参照してください。

オフセット

これらの機能メニューは本機では使用できません。

最終点削除

コード付け

PINロック

隠れ測点

対辺チェック
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10.2	 隠れた測点
説明 この機能は直接表示できない点の測定に使用し、隠れた測点用の特殊なポールを使用します。

TSOX_096

P1P0

d1 

d2
1

2
P0 器械
P1 隠れた測点
1-2 プリズム1と2
d1 プリズム1と隠れた測点間の距離
d2 プリズム1と2の間の距離

手順 1. 任意のプログラム内でFNCキーを押す
2. 機能	メニュー2/3から 隠れ測点を選択
3. 必要に応じて、ロッドを押してポールまたはEDM設定を定義します。

隠れた測点	-	ロッド
の設定

項目 説明
測定モード 測定モードの変更が可能です。
プリズム種類 プリズム種類を変更します。
プリズム定数 ミラー定数を表示します。
ロッド長 隠れた測点用ポールの合計長。
距離R1-R2 プリズムR1の中心からプリズムR2の中心までの間隔。
測定精度 測定 許容誤差の値を超えると、警告が発行されます。

次のステップ 隠れた測点画面で、オールを使用して1番目と2番目のプリズムを測定すると、隠れた測点	
結果画面が表示されます。

隠れた測点	結果 隠れた測点のX、Y、Z座標を表示します。

新規
 隠れた測点画面に戻ります。
終了
 結果を保存し、メインメニューへ戻ります。
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10.3	 トラッキング
手順 1. 任意のプログラム内でFNCキーを押す

2. 機能メニュー2/3から トラッキングを選択

説明 この機能は、トラッキング測定モードの有効/無効を切り替えます。 この機能を有効にでき
るのは、EDMモードとプリズム種類が同じ場合のみです。

測定モード トラッキングモード	オフ	<=>	トラッキングモード	オン
プリズム プリズム標準 ⇔ プリズムTRK もしくはプリズム高速 ⇔プリズムTRK
ノンプリズム ノンプリ標準 ⇔ ノンプリTRK

☞ 器械のスイッチをオフにすると、最後に有効な測定モードの設定が保持されます。

10.4	 後視の確認
説明 この機能を使用すると、器械点のセットアップに使用する点を再度測定できます。

これは、複数の点の測定後に器械点の位置が依然として正しいかどうかを確認する場合に便
利です。

手順 1. 任意のプログラム内でFNCキーを押す
2. 機能メニュー3/3から 後視確認を選択

後視点の確認 この画面は、測 設画面とまったく同じですが、使用可能な点名が前回の方向角設定に使用
した点に制限される点が異なります。この画面については、"8.5 測 設"を参照してください。

☞ ローカルの交会により器械点をセットアップする場合、リストから使用する点の座標系を確
認してください。
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11	 コード付け
11.1	 コーディング
説明 コードには記録した点の情報が含まれています。コードを使って点を特定のグループに割り

当て、その後の処理を単純化することができます。
コードはコードリストに保存され、各コードリストは最大200個のコードをサポートしま
す。

コードリストの作成 ・コードリストを作成できます。
器械本体 :メインメニューから 管理を選択 管理	メニューから コードを選択

・コードリストを介して入力/出力できます。
"12.3 データの入力"および"13.2 データの出力"を参照してください。

・コードリストに登録されているコードの数
FlexFieldを使用した場合は500個まで作成できます。

GSIコード コードは常に、点と直接リンクしていないフリーコード（WI41-49）として保存されます。
コードは設定に従って、測定前および測定後に保存されます。
コードはCode	:	フィールドに表示されている限り、測定ごとに常に記録されます。コード
を記録しない場合は、Code	:	フィールドをクリアする必要があります。コードフィールド
が自動的にクリアされるよう設定することができます。"5.3 データ設定"を参照してくださ
い。

手順  • 次の操作をします。
1.メインメニューから プログラムを選択し、 座標測定を選択する。
2.F4スタート後に↓を押してコードを表示させ、コードページに変更します。

コーディング 記録
 測定なしでコードを即座に記録します。
追加
 入力したコードをコードリストに追加し

ます。
リスト
 内部メモリー内のすべてのジョブまたは

フォーマットを一覧表示します。
確定
 次の測定でコードを記録します。

項目 説明
検　索 コード名

入力すると、ファームウェアが一致するコード名を検索し、コード
フィールドに表示します。一致するコード名が存在しない場合、この値
は新規のコード名になります。これを追加するには、追加を押します。

コード 既存のコード名のリスト。
詳細 追加の摘要。
Info	1 ～ Info	8 追加の情報行、自由に編集可。コードの属性の説明に使用されます。
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コードの延長/編集 各コードには説明と、最長16文字からなる最大8個の属性を割り当てることができます。
既存のコード属性は、Info	1 ～ Info	8フィールドに表示され、自由に上書きできますが、
以下の例外があります。
 • 属性に「固定」ステータスを割り当てると、上書きを禁止できます。上書きも編集もでき
ません。

 • 属性に「必須」ステータスを割り当てると、入力または確認が必要になります。
 • 属性に「普通」ステータスを割り当てると、自由に編集できます。
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12	 ツールメニュー
12.1	 器械の点検調整
説明 調整	メニューには、器械の電子的調整と調整リマインダーの設定に使用するツールが表示

されます。このツールで、簡単に器械の測定精度を保守することができます。

手順 1. メインメニューから ツールを選択

2. ツールメニューから 点検を選択
3. 調整画面からナビゲーションキーを使用して点検調整項目を選択します。

調整オプション 調整画面には、複数の調整オプションがあります。

メニューの選択 説明
視準軸の補正 "14.3 視準線と鉛直分度の誤差の調整"を参照してください。
鉛直分度の補正 "14.3 視準線と鉛直分度の誤差の調整"を参照してください。
コンペンセータ
の補正

"14.4 コンペンセータの調整"を参照してください。

チルチング軸の
補正

"14.5 チルチング軸の誤差の調整"を参照してください。

現在の設定値を
表示

視準軸コリメーション誤差、鉛直角誤差、および傾き軸に設定されてい
る、現在の調整値を表示します。

調整お知らせ
間隔の設定

最後に調整が行われてから次回調整迄の期間を定義します。以下のオプ
ションがあります:	無し、2週間、1カ月、3カ月、6カ月、12カ月。
定義された期間に達すると、次に器械がオンされたときにメッセージが
表示されます。

12.2	 スタートUP
説明 スタートUP時にユーザー希望のプログラムを立ち上げる設定です。器械のスイッチオン後

のコンペ&求心画面の後に、メインメニューではなく、特定の画面を表示できます。

手順 1. メインメニューから ツールを選択

2. ツールメニューから スタートUPを選択

自動起動の手順 1. スタートUP設定画面で記録を押します。
2. 確定を押して情報メッセージを確認し、記録プロセスを開始します。
3. 次のキー入力が保存されます。最大64個のキー入力を保存できます。記録を終了するに

は、ESCキーを押します。
4. 自動起動スタートアップをオンに設定すると、器械のスイッチオン後に保存されたキー

入力が自動的に実行されます。

☞ スタートアップ機能は、キーを手動入力するのと同様に作用しますが、この方法では、一部
の器械設定は適用できません。

EDMの自動設定などの関連する入力 : プリズム高速器械のスイッチオン後には、
実行できません。
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12.3	 システム情報
説明 システム画面には、器械、システム、ファームウェアの情報、および日時の設定が表示され

ます。

☞ サポートへのお問い合わせでは、機種、シリアルナンバー、装置番号、ファームウェ
アバージョン、ビルド番号などの器械に関連した情報をお知らせください。

手順 1. メインメニューから ツールを選択

2. ツールメニューから システムを選択

システム情報 ページ1/4　システム情報
この画面には、器械およびオペレーティングシステムに関する情報が表示されます。

リセット
 すべての設定をシステムのデフォルトに

リセットします。
オプション
 ハードウェア関連オプションを表示しま

す。
ページ2/4　情報

項目 説明
ファームウェア 器械にインストールされているファームウェアのバージョン番号を

表示します。
ビルドナンバー ファームウェアのビルド番号を表示します。
EDMファームウェア EDMファームウェアのバージョン番号を表示します。
OS 器械のオペレーティングシステムを表示します。
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ページ3/4　メモリー情報
ジョブ内に保存されている器械点および座標データの数、ジョブ内に記録されている測点な
どのデータブロックやコードの数、占有メモリースペースなどのジョブに固有のメモリー情
報を表示します。

項目 説明
フォーマット 内蔵メモリー

内蔵メモリーをフォーマット（初期化）する場合、先に重要な情
報はPCへバックアップしてください。ジョブ、フォーマット、コー
ドリスト、設定ファイル、アップロードされた言語、ファームウェ
アは全て削除されます。
デフラグ
デフラグが自動的に実行されますが、メモリーは時間の経過とと
もに断片化します。器械のパフォーマンスを維持するために、定
期的に内部メモリーをフォーマットしてください。
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12.4	 PINによる器械の保護
説明 器械をPIN（Personal Identification Number）で保護できます。PINプロテクションが

作動していると、器械の起動前には常にPINコード入力が促されます。誤ったPINを5回入
力すると、Personal UnblocKing（PUK）コードを要求されます。このPUKコードは、
器械の納入書に記載されています。

PINコードの
作動手順

1. メインメニューから ツールを選択

2. ツールメニューから PINを選択
3. PINプロテクションを有効にするには、PINコード使用	: を設定します。オン
4. 個人用のPINコード (最大6桁の数字) を新規PINコードフィールドに入力します。
5. 確定で確定します。

☞ これで、器械は不正使用から保護されました。ご使用の際は、器械の電源を入れた後にPIN
コードを入力してください。

器械のロック手順 PINプロテクションの作動中は、どのプログラムからでも器械の電源を切らずに器械をロッ
クできます。
1. 任意のプログラム内でFNCキーを選択します。
2. 機　能	メニューから PINロックを選択

PUKコードの入力 誤ったPINを5回入力すると、システムからPersonal UnblocKing（PUK）コードを要求
されます。このPUKコードは、器械の納入書に記載されています。
正しいPUKコードを入力すると、器械が起動し、PINコードはデフォルト値0およびPINコー
ド使用にリセットされます。オフ。

PINコードの
作動停止手順

1. メインメニューから ツールを選択

2. ツールメニューから PINロックを選択
3. PINコード	: で現在のPINを入力します。
4. 確定を押します。
5. PINコード使用設定によるPINプロテクションを無効化 : オフ
6. 確定で確定します。

☞ これで保護が解除されました。
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13	 データ管理
13.1	 管理
手順 メインメニューから 管理を選択

管理 管理	メニューは、データフィールドの入力、編集、確認、削除のすべての機能を備えます。

メニュー項目 説明
ジョブ ジョブの表示、作成、削除を行います。ジョブは、座標データ、測定、コー

ドなど、各種データの集まりです。ジョブの定義はジョブ名とオペレー
ターにより構成されます。作成の日付と時刻がシステムにより生成され
ます。

座標データ 座標データの表示、作成、編集、削除を行います。有効な座標データに
は少なくとも点名と座標（X、Y、またはZ）が含まれています。

測定データ 測定データを表示、編集、および削除します。内部メモリー内にある測
定データを、特定の測点検索を行うか、ジョブ内の全ての点を表示して
検索することができます。点名、hr、コード、コードの詳細を編集でき
ます。

☞ 点の詳細を編集すると、新しい計算にはすべてこの新しい点の詳
細が使用されます。ただし、点の元の座標に基づいて以前に保存
した計算結果は更新されません。

コード コードの表示、作成、編集、削除を行います。各コードには説明と、最
長16文字からなる最大8個の属性を割り当てることができます。

フォーマット データフォーマットファイルの表示と削除を行います。
データ削除 個別のジョブの削除、特定のジョブの座標データおよび測定データの削

除、メモリー内の全てのジョブの削除を行います。

☞ メモリーの削除は取り消しできません。メッセージを確認すると、
全てのデータが恒久的に削除されます。
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13.2	 データの出力
説明

注意

ジョブデータ、フォーマットファイル、設定セット、コードリストを器械の内部メモリーか
ら出力することができます。データの出力は以下の方法で行います。
RS232シリアルインターフェイス
ノートパソコンなどの受信機を付属のデータ通信ケーブルを使用してRS232ポートに接続
します。受信機には、他のサードパーティー製ソフトウェアが必要です。

☞ 受信装置のデータ処理速度が遅ければ、データが失われる可能性があります。この種
のデータ転送では器械に受信装置の処理能力の情報が伝えられることはありません

（無手順）。そのため、この種のデータ転送では、転送が正しく行われたかどうかを
チェックすることはできません。

手順 1. メインメニューから 転送を選択

2. データ出力を選択します。

データ出力

検索
 内部メモリー内のジョブまたはフォー

マットを検索します。
リスト
 内部メモリー内のすべてのジョブまたは

フォーマットを一覧表示します。

項目 説明
出力先 RS232シリアルインターフェイス
データ 転送するデータタイプ。

測点、座標点、測点と座標点
ジョブ すべてのジョブ関連データを出力するか、ジョブデータファイルを1つ

だけ出力するかを選択します。
ジョブ選択 選択されたジョブまたは線形計算ファイルを表示します。
フォーマット データ : の場合 フォーマット

全てのフォーマットを出力するか、フォーマットを1つだけ出力するか
を選択します。

フォーマット名 フォーマット : の場合 単独のフォーマット
転送するフォーマットの名前
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データ出力の手順 1. 出力の詳細を選択してから、データ出力画面で確定を押します。
2. データフォーマットを選択してファイル名を入力し、確定または送信を押します。
3. データの正常出力を確認するメッセージが表示されます。

☞ 測定データは機械で時系列に1行ごとに保存されます。XMLデータフォーマットと他の
フォーマットファイルでは、データは時系列では出力されず、個別のブロックにソートされ
ます。XMLデータフォーマットまたは他のフォーマットファイルでのデータ出力時には、
器械では必要なデータが見つかるまでメモリー全体を検索する必要があります。したがって、
データ転送時間はフォーマットに応じて異なります。データ転送速度が最高なのは、GSIデー
タフォーマットです。

出力可能なジョブ
データフォーマット

ジョブデータは、APAV1、APAV2、XML、DXF、GSI、IDEX、dxf、gsi、csv、xmlファ
イルタイプで出力できます。
RS232でのジョブデータ出力例（GSI）
データ設定の測点では、データセットは以下のようになります
11....+00000D19 21..022+16641826 22..022+09635023
31..00+00006649 58..16+00000344 81..00+00003342
82..00-00005736 83..00+00000091 87..10+00001700

GSI-ID GSI-IDの続き
11  フィールド 41-49  コード/属性
21  水平方向 51  ppm [mm]
22  鉛直角 58  ミラー定数
25  方向角設定 81-83  ターゲット点の座標（X、Y、Z）
31  斜距離 84-86  器械点の座標（X、Y、Z）
32  水平距離 87  プリズム高
33  高低差 88  器械高

13.3	 データの入力
説明

☞

新規データの作成には、各プログラムメニューでの新点の測定や座標入力の他にデータ出力
と同様に付属のデータ通信ケーブルを使用して器械内に入力することもできます。送信機に
サードパーティー製ソフトウェアが入っていることが必要です。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。あとはケーブルを繋ぐだけでデータが入力されます。

【座標データ】　　測量CAD　→　APA-SIMA　→　器械本体
※ APA-SIMA の他にも、座標SIMA/CSV/DXFなどの取り込みも可能ですが、送信機側の

システムが対応している必要があります
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14	 点検および調整
14.1	 概要
説明 タジマトータルステーションTT-027は、最良の品質を実現できるように製造・組み立て・

調整されています。急激な温度変化、衝撃、圧力などが原因で、器械の精度が正常な範囲を
逸脱して低下することがあります。したがって、時々、器械を点検・調整することを推奨し
ます。この点検・調整は、現場で特定の測定手順を行うことで実施できます。この測定手順
については以降の章で説明しており、説明に従って慎重かつ正確に実施する必要があります。
器械のその他の誤差や機械部品は、機械的に調整できます。

電子的調整 以下の機械誤差は、電子的に点検および調整することができます。
 • 水平コリメーション誤差、すなわち視準軸誤差
 • 鉛直角誤差、同時に電子レベル
 • コンペンセータの縦・横軸の指標誤差（インデックスエラー）
 • チルチング軸の誤差

☞ 上記の誤差を決定するには両方のフェイスを測定する必要がありますが、手順はどちらの
フェイスからでも開始できます。

機械的調整 以下の器械部品は、機械的に調整することができます。
 • 器械の円形気泡管
 • レーザー求心装置.

☞ 製造過程において、器械誤差は慎重に決定され、0に設定されます。上記に述べた通り、こ
の誤差は変化する可能性があり、以下の場合には再決定することを強くお勧めします：
 • 器械の最初の使用前
 • 高精度の測定を行う前
 • 振動が加わった輸送または長期間の輸送後
 • 長期間の使用または保管後
 • 現在の環境温度と前回のキャリブレーション時の温度との差が10°Cを超える場合。

14.2	 準備

☞ 器械誤差の決定前に、電子レベルを使って器械を整準します。コンペ&求心は、
機器の電源を入れたときに表示される最初の画面です。
整準盤、三脚、地面が極めて安定した状態で、振動やその他の障害から安全
に保護されていなければなりません。

☞ 片側で熱膨張が起きるのを避けるため、器械を直射日光から保護します。

☞ 作業を開始する前に、器械を外気温に慣らす必要があります。必要な時間は、保管場所と作
業環境の温度差1°Cごとに2分（最低15分）として計算してください。
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14.3	 視準線と鉛直分度の誤差の調整
視準軸誤差 視準軸誤差、すなわち水平コリメーション誤差は、チルチング軸と視準線の間の垂線からの

隔たりを表します。水平方向に対する視準軸のコリメーション誤差は、鉛直角とともに増加
します。

a

b
d

c

TSOX_062

a) チルチング軸
b) チルチング軸の垂線
c) 水平コリメーションエラー、または視準線誤差
d) 視準線

鉛直角誤差 視準線が水平なときに、鉛直分度の読みが正確に90°であることが必要です。読みがこの値
からずれている場合、それを鉛直角誤差と呼びます。これは、全ての鉛直角の読み取り値に
影響

b

c

d

a

TSOX_063

a) 器械の機械的な鉛直軸(別名 : 直立軸)
b) 鉛直軸に直交する軸。b<Tab/>鉛直軸の垂線
c) 鉛直角の読み取り値は90°です
d) 鉛直角誤差

☞ 鉛直分度の誤差を割り出すことによって、電子レベ
ルが自動的に調整されます。

手順 1. メインメニューから ツールを選択

2. ツールメニューから 点検を選択
 • 視準軸の補正または、・鉛直分度の補正
 • EDM設定

☞ 視準線の誤差と鉛直分度の誤差の補正に必要な手順と条件は同じであるため、手順の説明は
1回のみとします。
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点検調整手順 1. 点検および調整手順"4 操作" - "電子気泡管を使用した器械整準の手順"を参照して
ください。

2.

± 5°

~ 100 m

TSOX_064

水平角が5°以内にある器械から約100m
離れた点を視準します。

3. 記録を押して、ターゲット点を測定します。
4. 180°

180°

TSOX_065

望遠鏡の向き

（正） （反）

器械を反転させてターゲットを視準します。

☞ 水平視準の確認のために、水平線と鉛直線の差が表示されます。
5. 記録を押して、ターゲット点を測定します。

☞ 新旧の値が表示されます
6. 次の操作

 • 詳細を選択して2回目の測定を行います。登録される値は1回目と2回目の平均値とな
ります。

 • 確定で値を採用します。
 • ESCキーを選択すると新規の値を登録せずに終了します。

メッセージ 以下に、表示される重要なメッセージまたは警告を示します。

メッセージ 説明
鉛直角が調整範囲内で
ないか正反の向きが
違っています

鉛直角が必要な水平角/視準線から外れているか、またはフェイ
スIIで鉛直角がターゲット点から5°以上外れています。鉛直角が
必要な水平/視準線からずれているか、反で鉛直角がターゲット
点から5°以上ずれています。少なくとも5°の精度でターゲット
点を視準します。

制限を超えました
以前の値を保持します

許容範囲外の計算値。計算で求めた値が許容範囲外です。少なく
とも5°の精度でターゲット点を視準します。

正反の水平角制限エ
ラー範囲外です

フェイスIIの水平角が、ターゲット点から5°以上外れています。
反の水平角がターゲット点から5°以上ずれています。少なくと
も5°の精度でターゲット点を視準します。

設定時間を超えました
調整をやりなおしてく
ださい

結果の保存に対する測定間の時差が15分を超えています。測定
と結果の保存の間の時間差が15分を超えています。少なくとも
5°の精度でターゲット点を視準します。
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14.4	 コンペンセータの調整
コンペンセータの
指標誤差

b
a

TSOX_141

c

b a

d

a) 器械の機械的な鉛直軸 (別名 : 直立軸)
b) 求心線
c) 補正機能インデックスエラーの縦成分 (l) 
d) 補正機能インデックスエラーの横成分 (t) 

指標誤差：インデックスエラー (l、t) は、器械の鉛直軸と鉛直線が平行であるものの、補正
機能と円形気泡管のゼロ点が一致しない場合に発生します。校正プロシージャが、補正機能
のゼロ点を電子的に調整します。
望遠鏡の方位角の縦成分と望遠鏡に垂直の横成分は、器械の2軸自動補正装置の平面を定義
します。
縦方向の自動補正装置の誤差 (l) は、鉛直分度の誤差と同様の影響を与え、すべての鉛直角
の読み取り値に影響します。
横方向のインデックスエラー (t) は、チルチング軸誤差と類似しています。このエラーの水
平角の読み出し値の影響は、水平位置では0で、視凖が急角度になるに従って大きくなりま
す。

手順 1. メインメニューから ツールを選択

2. ツールメニュー	メニューから 点検を選択
3. コンペンセータの補正を選択します。

☞ ステップ 説明
1. 点検および調整手順"4 操作" - "電子気泡管を使用した器械整準の手順"を参照

してください。
2. 記録を押して、最初のフェイスを測定します。ターゲットを視凖する必要は

ありません。
3. 記録	もう片方の面で測定を行い記録を押します。

☞ 1つ以上の誤差が事前定義された限度を超える場合、このプロシージャを繰り
返す必要があります。現在の実行のすべての測定が不合格となり、前回の実
行結果と共に平均化されません。

4. ターゲットを測定します。
算定された調整誤差の標準偏差は、2回目の実行後に計算できます。
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14.5	 チルチング軸の誤差の調整
説明 チルチング軸の誤差は、機械のチルチング軸と鉛直軸の垂線の間の偏差により発生します。

チルチング軸の誤差は、機械的なチルチング軸と鉛直軸に正対する線とのずれから生じます。
この誤差を決定するためには、水平面より大幅に上方または下方にあるターゲットをポイン
トする必要があります。

☞ この誤差を決定するには、水平線よりもずっと上または下にあるターゲットをポイントする
必要があります。

手順 1) メインメニューから ツールを選択

2) ツールメニューから 点検を選択
3) チルチング軸の補正を選択します。

1. 点検および調整手順"4 操作" - "電子気泡管を使用した器械整準の手順"を参照してください。
2.

V=90°+27°

-27°

TSOX_066

 • 水平面の少なくとも27°の範囲内にある器
械から約100m離れた点を視準します。

3. 記録を押して、ターゲット点を測定します。

4. 180°

180°

TSOX_065

 • 器械を反転させてターゲットを視準します。

☞ 水平視準の確認のために、水平線と鉛直線の差が表示されます。
5. 記録を押して、ターゲット点を測定します。

☞ 新旧の値が表示されます。
6. 次の操作

 • 詳細を選択して2回目の測定を行います。登録される値は平均値です。
 • 確定を選択して新規データを保存します。
 • ESCキーでデータを登録せずに終了します。

メッセージ "14.3 視準線と鉛直分度の誤差の調整"と同じメッセージまたは警告が表示される場合があ
ります。
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14.6	 器械の円形気泡管の調整
円形気泡管の
調整手順

TSOX_067

1

3

1. 器械を三脚に固定します。電子レベルを有効にするには、器械の電源を入れます。傾き
補正がオンに設定されている場合は、コンペ&求心画面が自動的に表示されます。ある
いは、任意のプログラムからFNC（機能）キーを押して整準を選択します。

2. 器械の気泡は中央に配置する必要があります。
 気泡が設定円から外れている場合は、付属の6角レンチで調整ネジを回して気泡を設定

円の中央に配置します。
3. 手順を繰り返す。

☞ 円形気泡管の中心が合ってそれ以上の調整が不要になるまで手順を繰り返します。
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14.7	 レーザー求心装置の調整

☞ レーザー求心装置は器械の鉛直軸に内蔵されています。
外部要因により調整が必要な場合は、タジマメンテナンスセンターにお問い合わせください。

レーザー求心手順

TSOX_068

3

4

5

360°

3 mm / 1.5 m

Ø 2.5 mm / 1.5 

1

1. 地上約1.5 mの三脚上に器械を固定して水平調整します。
2. 器械でレーザー求心装置を有効にするには、器械の電源を入れます。傾き補正がオンに

設定されている場合は、レーザー求心装置は自動的に有効になり、コンペ&求心画面が
表示されます。あるいは、任意のプログラム内でFNC（機能）キーを押し整準を選択し
ます。

☞ レーザー求心の検査は明るく平坦な場所でペーパーシートなど使用して行ってく
ださい。

3. 地上の赤色のレーザースポットの中心にマークを付けます。
4. 器械をゆっくりと360度回転させて、注意深くレーザーマークの動きを観察します。

☞ レーザースポットの中心が描く軌跡の最大の直径は、3mm(高さ1.5m)を超えな
いようにしてください。

5. レーザースポットの中心が目視で確認できるほど円運動を描いているか、または、最初
にマークした点から3 mm以上離れた場合、お近くのタジマメンテナンスセンターにお
問い合わせください。

 検査の環境によりますが、レーザードットの大きさは変化します。1.5 mの高さでの推
定される平均直径は2.5 mmです。

14.8	 三脚の点検
三脚の手入れ手順

TSOX_122

12

3

1) 六角レンチもしくはスパナを使って六角ネジを中程度に締めます。
2) 三脚の脚頭部を持って持ち上げたとき、脚の広がりがそのままの状態を保つようにネジ

を締めてください。
3) 三脚の脚の六角ネジを締めます。
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15	 取り扱いと輸送
15.1	 お手入れ

☞ メモリーは時間の経過とともに断片化します。器械のパフォーマンスを維持するために、定
期的に内部メモリーをフォーマット（初期化）してください。

☞ 長く製品を使用していると可視光レーザーのターゲットラインにずれが生じる可能性があり
ます。基線上でターゲットラインを確認ください。必要であれば、タジマメンテナンスセン
ターへ調整を依頼してください。

15.2	 輸送
作業現場での輸送 作業現場で器械を輸送する場合、必ず次の指示に従ってください。

 • 器械は必ず専用のコンテナに入れる。

車両による運搬 車両で運ぶときには器械をしっかりと固定し、衝撃と振動を与えないようにしてください。
器械は必ず専用のコンテナに入れて、固定して輸送してください。

輸送 器械を列車、航空機、船舶などで輸送する場合は、ご購入の際の専用のコンテナ、およびダ
ンボール箱（または同等品）を必ず使用して、衝撃と振動から器械を保護してください。

バッテリーの運搬、
輸送

バッテリーを運搬または輸送する場合、本製品の取扱責任者には、関係する国内法、国際法
を責任もって遵守させる必要があります。運搬または輸送の前に、地元の運送業者または貨
物輸送会社に相談してください。

現場での点検調整 取扱説明書の指示に従って、定期的に（特に製品の落下、長期間の保管、輸送の後）テスト
測定および現場での調整を実行してください。

15.3	 保管
製品 器械を保管する場合、特に夏期に自動車の中で保管する場合は、保管中の温度に注意してく

ださい。温度制限については、"テクニカルデータ"を参照してください。

現場での点検調整 取扱説明書の指示に従って、定期的に（特に製品の落下、長期間の保管、輸送の後）テスト
測定および現場での調整を実行してください。

リチウムイオン
バッテリー

 • 保管温度の範囲については、"テクニカルデータ"を参照してください。
 • バッテリーは、器械および充電器から外して保管してください。
 • 保管後に使用する場合は、再充電をしてください。
 • バッテリーは水濡れおよび湿気から保護してください。水で濡れたバッテリーは、乾燥後
に保管または使用してください。

 • バッテリーの自己放電を最小限に抑制するため、乾燥した場所で、0℃～ +30℃の温度
範囲で保管することを推奨します。

 • 推奨温度範囲で保管すると、バッテリーは充電率40% ～ 50%の状態を最長1年間にわ
たり保つことができます。この保管期間が経過した後は、バッテリーを再充電する必要が
あります。
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15.4	 清掃と乾燥
対物レンズ、接眼レ
ンズおよびプリズム

 • レンズあるいはプリズムのほこりはブロワーで吹き飛ばしてください。
 • ガラス部分に、決して指で触れないでください。
 • 清掃には必ず清潔で柔らかく、糸くずの出ない布を使用してください。必要に応じて、布
を水または高純度アルコールで湿らせて使用してください。その他の液体は、ポリマー材
の部分を損傷する恐れがありますので絶対に使用しないでください。

プリズムの曇り プリズムの温度が外気温よりも低い場合、曇りやすくなります。単純にプリズムを拭くだけ
では不十分です。上着の内側や車両の内部にしばらくの間、放置して、外気温に慣らしてく
ださい。

濡れた製品 40°C未満の温度で、製品、輸送ケース、発泡緩衝材、アクセサリーを乾燥させ、清掃して
ください。バッテリーカバーを取り外して、バッテリー収納部を乾燥させます。すべてが完
全に乾くまで、輸送ケースには戻さないでください。作業現場で使用する場合は、必ず輸送
ケースを閉じてください。

ケーブルとプラグ プラグは清潔にして、決して濡らさないでください。接続ケーブルのプラグに入った埃は吹
き飛ばしてください。
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16	 テクニカルデータ
16.1	 角度測定
精度 角度精度　標準偏差	Hz、V、 ディスプレイ分解能

["]　　　　ISO	17123-3 ["] [°]
1 0.1 0.0001
2 0.1 0.0001
3 0.1 0.0001
5 0.1 0.0001
7 0.1 0.0001

特性 アブソリュート、連続測定、直径。0.1 ～ 0.3 sごとに更新。

16.2	 プリズムによる測距
測距範囲 プリズム　●TT-027付属品

　　　　　　　※ライカジオシステムズ社製（別売）
測距範囲A 測距範囲B 測距範囲C
[m] [m] [m]

標準プリズム（GPR1）※ 1800 3000 3500
3プリズム(GPR1)※ 2300 3000 3500
360°プリズム(GRZ4、GRZ122)※ 800 1500 2000
反射シート60 mm x 60 mm
プリズムモード
ノンプリズムモード, R500
ノンプリズムモード, R1000

150
300
600

250
500
1000

250
>500
>1000

ミニプリズム(M10PM)● （800） （1200） （2000）
360°ミニプリズム(GRZ101)※ 450 800 1000

最短測定距離　1.5 m

大気条件 範囲A ： 濃い霧（5kmの視界）または強い日差しで、大規模な陽炎が発生している状況
範囲B ： 薄い霧（約20kmの視界）または穏やかな日差しで、若干の陽炎が発生している

状況
範囲C ： 曇天、霧なし（約40kmの視界）、陽炎は発生していない状況

精度 精度は、標準プリズムを使用した測定を参照します。

EDM測定モード 標準偏差	ISO	17123-4 測定時間、代表値[s]
標準 1.5 mm + 2 ppm 2.4
高速 2 mm + 2 ppm 2.0
トラッキング 3 mm + 2 ppm 0.3
反射シート 3 mm + 2 ppm 2.4

レーザビームが妨げられた場合、極度の温度差が存在する場合、またはレーザービームパス
上に移動物がある場合は、ここに明記した精度が得られない可能性があります。

特性 原理： 位相測定
種類： 同軸可視光赤色レーザー
波長： 658 nm
測定システム： 位相差方式を採用320 MHz
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16.3	 プリズムなしの測距(ノンプリズムモード)
測距範囲 コダックグレーカード 測距範囲D 測距範囲E 測距範囲F

[m] [m] [m]
白色側、反射率90% 250 400 >500
灰色側、反射率18% 100 150 >250

測距範囲 : 1.5 m ～ 1200 m
ディスプレイの表示： 最大1200 m

気象条件 測距範囲D： 日差しが強く、かげろうがひどい。
測距範囲E： 日陰または空が曇っている。
測距範囲F： 地下、夜および夕暮れ。

精度 標準	測定 ISO	17123-4 測定時間、代表値	[s] 測定時間最速値	[s]
0 m ～ 500 m 2 mm + 2 ppm 3 - 6 15
>500 m 4 mm + 2 ppm 3 - 6 15

レーザビームが妨げられた場合、極度の温度差が存在する場合、またはレーザービームパス
上に移動物がある場合は、ここに明記した精度が得られない可能性があります。

トラッキング測定＊ 標準偏差 測定時間、代表値	[s]
トラッキング 5 mm + 3 ppm 1.00

＊ 精度と測定時間は気象条件、ターゲットにした対象物および測定状況によって異なりま
す。

特性 種類： 同軸可視光赤色レーザー
波長： 658 nm
測定システム： 位相差方式を採用320 MHz

レーザースポットの径 距離[m] レーザースポットの径、概算値[mm]
30 7 x 10
50 8 x 20
100 16 x 25
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16.4	 器械の一般的テクニカルデータ
望遠鏡 倍率：  30x

開放対物絞り：  40mm
合焦距離：  1.7m ～ 無限遠
視野角：  1°30’
 2.7m（100m地点）

補正 4軸補正（視準軸コリメーション誤差と鉛直角誤差を使用する2軸コンペンセイタ）

角精度 設定精度 設定範囲
["] ["] [’]
1 0.5 ±4
2 0.5 ±4
3 1 ±4
5 1.5 ±4
7 2 ±4

水準器 円形気泡管の検出感度： 6’/2mm
円形気泡管の分解能： 2"

コントロールユニット 白黒画面：  288 x 160 ピクセル、LCD、バックライト、8行 x 31文字、ヒー
ター付き(気温<-5°)。

カラータッチ画面 320 x 240 ピクセル(QVGA)、LCD、バックライト、9行31文字、
キーボードイルミネーション

本体ポート 名前 説明
RS232 電源、通信、データ転送用5 ピンLEMO-0

器械の底部にあります。

本体部寸法

002726_002
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重量 器械本体： 4.2 kg ～ 4.5 kg (ハードウェアの構成による)
整準盤： 760 g
バッテリー GEB221: 210 g
バッテリー GEB222: 210 g（別売）

チルチング軸高さ 整準盤非装着時：  196 mm
整準盤付き(GDF111):  240 mm±5 mm

記録 メモリータイプ 容量[MB] 測定データ
内部メモリー 2 13,500
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レーザー求心器 タイプ：  可視、赤色、レーザークラス2
配置：  本体のスタンディング軸
精度：  下げ振り線からのずれ：
 1.5mm（2シグマ）（本体が高さ1.5mに位置している場合）
レーザー光点の直径：  2.5mm（本体が高さ1.5mに位置している場合）

電源 外部電源電圧： 公称電圧12.8 V DC (範囲11.5 V ～ 14 V)
（シリアルインターフェイス経由）

内部バッテリー タイプ バッテリー 電圧	:	 容量 連続作動時間、標準＊

GEB221 リチウムイオン 7.4 V 4.4 Ah ˜20 h
GEB222（別売）リチウムイオン 7.4 V 6.0 Ah ˜30 h

＊ 気温25℃での30秒ごとの単一測定値に基づきます。バッテリーが古い場合、連続作動
時間はこれよりも短くなることがあります。

環境条件 温度
タイプ 動作	温度 保管温度

[°C] [°C]
すべての器械 -20 ～ +50 -40 ～ +70
バッテリー -20 ～ +50 -40 ～ +70

水、埃、砂からの保護
タイプ 保護
すべての器械 IP55（IEC 60529）

湿度
タイプ 保護
すべての器械 最大95%結露なきこと。

結露の影響

自動補正 次の自動補正が行われます。
 • 照準線誤差  • 鉛直角誤差
 • チルチング軸誤差  • 屈折
 • 地球の曲率  • コンペンセータの指標誤差
 • スタンディング軸の傾き  • 旋回偏心
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16.5	 縮尺補正
縮尺補正の使用 縮尺補正を入力することで、距離の比例換算を考慮に入れることができます。

 • 大気補正
 • 平均海水面への換算
 • 投影歪み

気象補正 表示される斜距離は測定時の気象条件がppm（㎜ /㎞）の値と一致していれば正確な値とな
ります。

気象補正には以下の項目が関係します。
 • 大気圧に関する調整
 • 気温

最高精度の測距を行うには、気象補正に以下を使用する必要があります : 
 • 1 ppmの精度
 • 気温1℃
 • 大気圧3 mbar

大気補正（°C） 気温（°C）、気圧（hPa）、高度（m）、相対湿度60%という条件での大気補正（ppm単位）。

TS_108
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16.6	 換算公式
公式

TSOX_126

c

a

b

a 平均海面
b) 器械
c プリズム

 斜距離
 水平距離
 高低差

器械では、次の公式に従って、斜距離、水平距離、高低差が計算されます。器械は以下の式
に従って斜距離、水平距離および高低差を計算します。水平距離および高低差の計算時に、
地球の曲率（1/R）と平均屈折係数（k = 0.13）が自動的に考慮されます。

斜距離

TSOX_127

= D
0 · ( 1 + ppm · 10 -6  ) + mm  斜距離表示値（m）

D0 未補正の距離（m）
ppm 大気の縮尺補正（mm/km）
mm ミラー定数[mm]

水平距離

TSOX_128

= Y - A · X · Y  水平距離（m）
Y ＊ sinζ
X ＊ cosζ
 ζ = 鉛直分度盤の読み取り値
A (1 - k/2)/R = 1.47 ＊ 10-7 [m-1]
 k = 0.13 (平均 屈折係数)
 R = 6.378 ＊ 106 m (地球の半径)

高低差

TSOX_129

= X + B · Y 2
  高差（m）

Y ＊ sinζ
X ＊ cosζ
 ζ = 鉛直分度盤の読み取り値
B (1 - k)/2R = 6.83 ＊ 10-8 [m-1]
 k = 0.13 (平均 屈折係数)
 R = 6.378 ＊ 106 m (地球の半径)
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17	 ソフトウェアライセンス契約
ソフトウェア
ライセンス契約

本製品にプリインストールされたソフトウェアは、著作権およびその他の法規によって保護
されており、その使用はLeica Geosystemsのソフトウェアライセンス契約によって定義、
規定されています。ライセンス契約には「ライセンスの範囲」、「保証」、「知的所有権」、「責
任の範囲」、「その他の保証の除外」、「準拠法および管轄裁判所」などの内容が含まれますが、
これに限定されません。使用者は、いかなる場合でもLeica Geosystemsのソフトウェア
ライセンス契約の条件および条項に完全に従ってください。
この契約はLeica Geosystemsのホームページ（http://www.leica-geosystems.com/
swlicense）にも掲載されています。
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18	 用語集
器械の軸

TSOX_002

SA

SA

SA

SA

Hz0

Hz

KA

KA

KA

VK

HK

ZA

ZA
V

ZA		=	視準線/視準軸
 望遠鏡軸 = レチクルから対物レンズの中心ま

での線。
SA		=	スタンディング軸
 望遠鏡の鉛直回転軸。
KA		=	チルチング軸
 望遠鏡の水平回転軸。トラニオン軸とも呼ば

れます。
V		 =	鉛直角/天頂角
VK		=	鉛直分度盤
 鉛直角を読むためのコード付き円形装置。
Hz		=	水平方向
HK		=	水平分度盤
 水平角を読むためのコード付き円形装置。

求心線
自動補正装置

TS0X_003

重力の向きを示す線。自動補正装置が器械内の求心線を決定しま
す。

鉛直軸の傾斜

TS0X_004

求心線と鉛直軸がなす角度。
鉛直軸の傾きは器械誤差ではなく、正反測定では解消されません。
これによって水平方向または鉛直角が受けると思われる全ての影
響

天頂角

TS0X_070

観測者の上にある求心線上の点。

レチクル

TS0X_071

レチクル付き望遠鏡内のガラス板。

視準線誤差
(水平コリメーション)

TS0X_005

c 視準軸誤差(c)は、チルチング軸と視準軸の間の垂線からの偏差
を表します。視準軸誤差(c)とは、チルチング軸と視準線間の垂
線に対する誤差のことです。
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鉛直角誤差
i

TS0X_006

水平視準線を使用して、鉛直分度盤の読み取り値を正確に90°に
設定する必要があります。視準線が水平のときに、鉛直分度の読
みがぴったり90°に一致していることが必要です。

チルチング軸誤差

TS0X_131

チルチング軸の誤差は、両方のフェイスの測定間の水平回転軸内
の偏差です。

表示データの説明

TSOX_07

E, N, H

hr

hi

E0, N0, H0

 器械のチルチング軸とプリズム/レーザース
ポットの中心との間の気象補正済みの斜距離

 気象補正済みの水平距離
 器械点と後視点の間の高低差

hr 視準高
hi 器械高
E0, N0, H0
 器械点のY座標、X座標、および高さの座標
E, N, H
 ターゲット点のY座標、X座標、および高さの

座標
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付録	 メニューの階層

メニューの階層 —— 測定
—— 角度距離設定
—— 角度設定
—— 座標設定

—— プログラム
—— 器械点設定
—— 放射対回（0.5対回のみ）
—— 測 設
—— 線のオフセット
—— 曲線オフセット（別売）
—— 基準面（別売）
—— 辺長計算
—— 交点計算（別売）
—— 面積・体積計算
—— REM測定
—— ロード2D（別売）
—— 座標測定

—— 管理
—— ジョブ
—— 座標データ
—— 測定データ
—— コード
—— フォーマット
—— データ削除

—— 転送
—— データ出力

—— 設定
—— 作業

トリガーキー、ユーザーキー 1、ユーザーキー 2、自動補正、水平角補正
—— 基本

Hz 時計回り、鉛直角設定、測距後固定、角度単位、角度最小桁、距離単位、
距離最小桁、気温、気圧、勾配表示法、時間(24h)、日付、形式

—— データ
同点名、データ表示法、昇順/降順、コードの記録、コード、データ出力先、
出力桁数、出力形式

—— スクリーン
画面照明、レチクル照明、画面ヒーター、コントラスト、自動オフ、操作ブザー、
90度ブザー、測設ブザー、マップに表示、点名を表示、コードを表示、50点
のみ

—— EDM
測定モード、プリズム種類、ライカ定数、プリズム定数、レーザーポインタ

—— インターフェース
ボーレート、データ長、パリティ、エンドマーク、ストップビット、リターンコード
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—— ツール
—— 点検

視準軸の補正、鉛直分度の補正、コンペンセータの補正、チルチング軸の補正、
F1現在の設定値を表示、F2調整警告表示間隔

—— スタートUP
—— システム

器械タイプ、シリアルナンバー、器械ナンバー、ノンプリタイプ、器械温度、
ファームウェア、ビルドナンバー、言語、EDMファームウェア、OS、ジョブ、
器械点、座標データ、バッテリー、測定データ、メンテナンス契約の期限、次
回の点検、ジョブ領域、システム領域

—— ライセンス
—— PIN

PINコード使用、新規PINコード
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交点計算.................................................................................... 76
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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）
STQ-YT
価格 30,000円+消費税
JAN:4975364 044341

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：1,700mm
　全縮時：1,060mm
　平面脚頭 外径/内径：140mm/65mmφ
　定芯桿径：35mm
　重量：約4,200g

●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
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