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ハードウェア
1)1)1)1)1)バッテリーと充電器バッテリーと充電器バッテリーと充電器バッテリーと充電器バッテリーと充電器

GEB221(左写真):トータルステーション本体に使用します。
　　　　　　　　（1個で5-8時間使用可能）

　
バッテリーソケットの内側にバッテリーの装着図があります
のでそれに合わせてバッテリーをセットします。

(1)バッテリー

本体に装着します。最後に黒いつまみを時計方向90度回して
ロックします。

　　待機状態　　　　　　　　充電中（点灯）　　　　　

(2)充電器

充電時間は0％⇒100％で通常GEB221で約3時間。

　バッテリー障害　　　充電器障害　　　　　温度上昇　

（注意）温度上昇サインが出たら一旦外して常温に戻った状態で再度充電して下さい。　

バッテリーの寿命は使用頻度に関係なく、製造時点から３年です。（急に使えなくなるのではな
く実質的な容量が減り、フル充電しても使用時間が短くなります）

充電完了(点滅と点灯)　
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ハードウェア

3)3)3)3)3)整準盤と整準整準盤と整準整準盤と整準整準盤と整準整準盤と整準

整準盤を器械から取り外す場合は黒いレバーを反時計回りに
まわして外します。ロックがあるため少々硬いですが「ガ
チャッ！」と反応があるまでまわしてください。

整準盤を器械に取り付ける場合は黒いレバーを時計回りにまわ
します。ロックがあるため少々硬いですが「ガチャッ！」と手
ごたえがあり、水平になった状態になります。

ライカの器械と他社（ソキア、トプコン等）の整準盤を合わせて使用しないようお願いします。設
計上の問題から、器械を旋回させる場合に”かみ合わせ”の分角度がずれる恐れがあります。必ず
ライカ同士の組み合わせで使用するようお願いします。

・電源のON　
　テンキー下の白いボタンの内”PROG”と書かれた　　　　
　を1秒以上長押しします。
・電源のOFF
　テンキー下の白いボタンの内　　　　　　　　ボタンを同
　時に押します。
電源をOFFした後直ちに再立ち上げを行う場合は、終了時のシ
ステム内部の処理の都合上、7秒程度間隔をあけてから実行し
てください。正反どちらかの画面が非表示になる場合があり
ます。このような場合は一旦電源をOFFにしてバッテリーの抜
差しを行い、再び電源を入れてください。

2)2)2)2)2)電源の電源の電源の電源の電源のONONONONON＜＞＜＞＜＞＜＞＜＞OFFOFFOFFOFFOFF
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ハードウェア

4)4)4)4)4)キーボードキーボードキーボードキーボードキーボード

アイコン群：現在の設定状況を確認できます

ファンクションキー

ファンクションキー

SHIFTキー 矢印キー

USERキー

エンターキー：決定

ESCキー：前の画面に戻る

CEキー：入力値をクリア

文字キー

5)5)5)5)5)タッチパネルの操作についてタッチパネルの操作についてタッチパネルの操作についてタッチパネルの操作についてタッチパネルの操作について

キーボードの裏に赤いタッチ棒が溝にはまるような感じであ
りますので操作はこのタッチ棒を使用してください。正反両
方についています。予備棒は1本赤いコンテナに入っていま
す。

キーボードの他に、タッチパネルを直接タッチ棒でタッチす
ることによってもトータルステーションを操作することが可
能です。
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ハードウェア

6)6)6)6)6)微動ネジ微動ネジ微動ネジ微動ネジ微動ネジ
微動ネジは電源を入れないと動作しません（モータータイプ）。

7)7)7)7)7)アイピースとフォーカスの合わせ方アイピースとフォーカスの合わせ方アイピースとフォーカスの合わせ方アイピースとフォーカスの合わせ方アイピースとフォーカスの合わせ方

フォーカスリング
時計回りで近いところにフォーカスをあわせます。

アイピース
十字線の明暗は、空に望遠鏡を向けてアイピースを回
転させて設定します。

8)8)8)8)8)照星照星照星照星照星（（（（（しししししょょょょょうううううせせせせせいいいいい）））））
大体の向きを確認するのに使用します。特に自動視準
を使用している時には、照星であわせるだけでプリズ
ムを認識できます。

 9)CF 9)CF 9)CF 9)CF 9)CFカードの装着カードの装着カードの装着カードの装着カードの装着

上下、裏表間違わないように入れてください。
また、電源入力後はメインメニュー以外の画面でカードを抜
き差しをしないでください。
＊Leica純正のCFカードをご使用下さい。

カードの穴が開いている側が上（外側）になります。

（注意）このネジは動かさないで下さい。
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ハードウェア

10)10)10)10)10)シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号シリアル番号

器械のシリアル番号はバッテリーBOXを抜いて、本体側に銀色のラベルが張り付いています。ここ
に記載されています。
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1測定：
　　角度距離、座標測定を行います。
2プログラム：
　　”1測定”を含めた各種プログラムがあります。
3管理：
　ジョブ（現場）、器械の設定セットなどを管理しています。
4変換：
　データを所定のフォーマットにしたがって入出力したり、　　
　ジョブ間でのデータの受け渡しを行います。
＊対回データのAPA変換やSIMA座標データの読込みはここ　　
では行いません。
5設定：
　器械の時計や通信設定、測定モードの設定などを行いま
  す。
6ツール：
　CFカードやアプリケーションプログラムの初期化、器械の点
　検調整やファームウェア/プログラムのインストールもここ
　で行うことができます。

・メインメニューからツールを選択し、ENTERキーを押します。

・フォーマットメモリを選択し、F1確定を押します。

12

（注意）F5システムの初期化は行わないように注意して下さい。システムが立ち上が　　
　　　らなくなる可能性があります。
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・放射対回測定放射対回測定放射対回測定放射対回測定放射対回測定：
　データをCADに出力したい場合には このプログラムを使　
　用します。放射・1対回（1対回RL含む）～3対回・2級～
　4級まで対応します。
・手簿出力手簿出力手簿出力手簿出力手簿出力：
　測定したデータをAPA形式に変換する場合に使用します。
・座標入出力座標入出力座標入出力座標入出力座標入出力：
　CADで作成した座標データを器械に呼び込みます。

13

1)1)1)1)1)測測測測測     定定定定定
詳しくは「6」プログラム編の「測定」を参照ください。

・・・・・測定測定測定測定測定：メインメニューの”1測定”と同じ。
・・・・・器械点設定器械点設定器械点設定器械点設定器械点設定：各種プログラムで行う”据付”（詳しくは「6」
 の「測定」を参照）と同じ。
・・・・・交点計算交点計算交点計算交点計算交点計算：測定した点、座標値を組み合わせて直線または
　曲線を作成して線の交点の座標値を計算したり杭打ちを
  行ったりします。
・・・・・杭打ち杭打ち杭打ち杭打ち杭打ち：杭打ちプログラム

2)2)2)2)2)プログラムプログラムプログラムプログラムプログラム
プログラムはインストールした順番に画面上から順に表示
されます。ただし”測定”と”器械点設定”の順序は固定
となっています。以下のプログラムは標準プログラム。



3)3)3)3)3)管　理管　理管　理管　理管　理
管理では以下の項目を行うことができます。
・ジョブの作成、編集、削除
・データの作成（座標）、削除、編集
・座標系の作成、編集、削除
・器械設定セットの作成、編集、削除
・プリズムの設定

4)4)4)4)4)変　換変　換変　換変　換変　換
国内での使用にはプログラムの手簿出力、座標入出力を使用
します。この変換ツールは基本的には使用しません。
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ここでは測定モードや器械設定を編集することができます。

(1)測定の設定
・点名入力方法
　インクリメントの方法や開始点名の初期値を決めることが
　できます。
・画面表示の設定
　測定プログラムや杭打ちプログラム、放射対回測定プログ
　ラムなどでユーザーオリジナルの画面を作成し使用するこ
　とができます。
・コード付けの設定
　データに属性を付けて記録することができます。その場合
   に個々でコードリストを作成し属性を番号で管理します。
・オフセット
　器械から見て左右/前後を指定して測定を行うと、表示さ
  れるデータはオフセットの値を加味したデータとなりま
  す。
・目標チェック
　もしも連続した測定位置が同じだった場合（誤って同じ点
  を連続観測した場合）に警告を画面に表示します。

(2)器械の設定 ・EDMと自動視準の設定
　測定モードとプリズムの設定を行います。
・サーチ範囲
　ATRでサーチする範囲を指定することができます。デフォ
  ルトは4°。
・TPS気象補正
　気象補正の設定と幾何学的補正（縮尺係数）を設定します。
・コンペンセーター（自動2軸補正機能）
　自動2軸補正機能のON/OFFを行います。
・器械ID
　器械にユーザーが任意に番号をつけることができます。シ
  リアル番号ではありません。複数の器械を使用するユー
  ザーで使用することがあります。

15

5)5)5)5)5)設　定設　定設　定設　定設　定



 
Leica Geosystems K.K.

www.leica-geosystems.com

(3)一般機能設定

・ウィザードモード
　器械の細かい設定をウィザードモードで順に設定すること
  ができます。設定画面が開くので設定後「F1確定」を押し
  ながら最後まで行って登録します。
・ホットキーとユーザーメニュー
　TPS1200が持つ殆どの機能をファンクションキーとUSERメ
　ニューに割り振ることができます。
・単位とフォーマット
　度分秒、メートルなどを決定します。
・照明、画面、ブザー、文字
　イルミネーションキーのON/OFFや文字入力の方法（テン　
　キーまたはファンクションキー）を設定します。レーザー
  ポインターやガイドライト（EGL）もここで設定します。
・スタートアップと電源設定
　電源を入れた時にはじめに表示する画面を決めることがで
  きます。また電源のスリープモードもここで設定できます。

(4)通信設定

外部機器を使用する場合に通信設定を行います。
左の図はペンコンと通信する際の設定です。

16
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6)6)6)6)6)ツールツールツールツールツール ファームウェアやプログラム、各種ファイルを「CFカード」<=>
「システムRAM」の間で転送を行うことができます。また器械
の調整もここで行います。

・フォーマットメモリー
　CFカードの情報をフォーマットします。またシステムとプ
　ログラムのフォーマットも行うことができます。プログラ
　ムを個別に削除する場合は”3システムファイルの転送”で
　行います。
・各種転送
　器械設定セット、フォーマットファイル、座標系等を転送
  することができます。
・電卓
　計算機能。
・ファイル表示
　PC上でファイルを展開するのと同じように器械上でAPA
  ファイルやSIMAファイル開いてみることができます。CF
  カードにある各種ファイルの有り/無しもここから確認で
  きます（ASCⅡデータのみ）。
・ライセンスキー
　オプションプログラムやファームウェアのメンテナンスな
  どライセンスをインストールする時に使用します。
・器械の調整
　正反して誤差が大きい、ATR測定するとプリズムの中心か
  らかなり外れたところを視準するような場合に実行しま
  す。器械調整はお客様各自で定期的に行うようお願い致
  します。
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測定準備
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観測準備

1)1)1)1)1)ファンクションキーについてファンクションキーについてファンクションキーについてファンクションキーについてファンクションキーについて
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簡易設定

現在設定されているファンクションキーのF7～ F12の機能は以下のとおりです。
ファンクションキーの設定は変更可能です。詳しくはシステムフィールドマニュアルをご参照下さい。

ATR　雨＆霧モード　オン/オフ

ATR　S-レンジモード　オン/オフ

EDMと ATR設定

ATR　自動視準　オン/オフ

EDM　PR/NP

2)2)2)2)2)ミラーの種類及び測距モードの確認ミラーの種類及び測距モードの確認ミラーの種類及び測距モードの確認ミラーの種類及び測距モードの確認ミラーの種類及び測距モードの確認

プリズムモード

ミラーの種類

プリズム/
ノンプリズム自動視準

（自動視準の確認）

（プリズム/ノンプリズムモードの確認）

が表示されていれば自動視準がONの状態です。

ノンプリズムモード
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ハードウェア

TPS1200では現在の器械の状態や設定などを一目でわかるように多くのアイコンを用意しています。

(2)アイコン

自動視準関係

a) ATR/LOCK
b) プリズムの種類
c) 測定モード
d) コンペンセーター/正反
e) ライン/エリア
f) CFカード
g) バッテリー
h) shift
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ハードウェア

プリズム関係

EDM関係
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ハードウェア

2軸補正関係

メモリー関係

バッテリー関係

SHIFTボタン関係

ライン・エリアおよびデータの記号関係



観測準備

2)2)2)2)2)　整準と求心　整準と求心　整準と求心　整準と求心　整準と求心

メインメニューからSHIFT→F12を押して「電子気泡管とレー
ザー求心」を選択します。

整準
・レベルは傾きLと傾きTの角度の数値に応じて移動します。器
　械の正面（円形気泡管側）では、傾きLの値が大きくなると
　電子レベルが下方向に移動します。傾きTの値が大きくなる
　と電子レベルは左方向に移動します。
・次にF6ページを押してレーザー求心画面に移動します。

レーザー求心
・使用環境に応じて明るさを10%～ 100%で調整して下さい。

3)3)3)3)3)　その他測定開始前の注意事項　その他測定開始前の注意事項　その他測定開始前の注意事項　その他測定開始前の注意事項　その他測定開始前の注意事項
器械が現場の気温になじむまで約10-15分程度は測定開始前に電源を入れたままにして下さい。気温差
により内部に曇りが出ることを防止するためです。

24

錘球（下げ振り）の設定について



プログラム操作
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１　放射対回測定・・・放射測定

1)1)1)1)1)放射対回測定プログラムのスタート放射対回測定プログラムのスタート放射対回測定プログラムのスタート放射対回測定プログラムのスタート放射対回測定プログラムのスタート

メインメニューの”2プログラム”を選択します。

”放射対回測定”を選択します。プログラムの並ぶ順番はプ
ログラムをインストールした順番に表示されるので常に一定
ではありません。

ジョブを新規作成します。
”ジョブ：”行にカーソルを移動して”エンター”ボタン   を
選択します。
（注意）杭打ちやその他のプログラムで使用したジョブはこの
　　　放射対回測定プログラムでは使用できません。

ジョブの一覧で”F2新規”を選択し、ジョブを作成します。

ジョブ名を入力し、F6 ページを押し点検ページに移動しま
す。ます。

点検モードを「オフ」に設定し、F1登録を押します。

ジョブ一覧の画面まで戻ったらF1 確定を押して放射対回ス
タート画面に戻ります。

2)2)2)2)2)放射対回スタート画面放射対回スタート画面放射対回スタート画面放射対回スタート画面放射対回スタート画面
(1)ジョブの作成

26

＜１＞　放射測定



１　放射対回測定・・・放射測定

＊点名の入力方法について

左の画面から”””””CECECECECE”””””ボタンボタンボタンボタンボタンを押します。または直接テンキー
を叩いても入力モードに切り替わりますが、叩いた文字がは
じめに入るので消す作業が必要になります。

新規ジョブの作成を例題に入力の方法を解説します。入力するジョブ名は仮に”R0218”とします。

入力モードに切り替わります。ファンクションキーに文字列が
並ぶので「R」を入力する場合はF4を選択します。さらにF5
を選択して「R」を決定します。

数字はテンキーを直接叩いて入力します。

入力ミスをした場合は、矢印キーで修正したい文字の上にカーソルを合わせて”””””CECECECECE”””””ボタンボタンボタンボタンボタンを押し
ます。
最後にエンターボタンを押して入力完了です。
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1　放射対回測定・・・放射測定

放射・対回測定スタート画面のF3方法を選択して、測定方法
を決定します。

放射測定は左図の通り設定して下さい。

距離セット数については測定回数に応じて選択して下さい。
選択後F1確定を押してください。

3 )3 )3 )3 )3 )測定方法の設定測定方法の設定測定方法の設定測定方法の設定測定方法の設定

器械点情報、測定方法ならびに気象補正を設定します。
4 )4 )4 )4 )4 )器械点設定器械点設定器械点設定器械点設定器械点設定

(1)器械点設定

・後視を0セットする場合は「角度手入力」を選択します。
・器械点名を選択してエンターキーを押します。

・F2新規を押します。

・器械点名（ここではT2)を入力します。
・X座標、Y座標、高さ（0, 0, 0)を入力します。
・F1登録を押します。
(注意）プログラム上、座標値（0,0,0)の入力が必要ですが、
　　　その数値自体に観測上の意味はありません。

・F1確定を押すと器械点設定画面に戻ります。

28



・前視点とプリズム高を入力し、F1オールを実行します。
・作業を終了する場合はF4終了を実行します。

F1オール：
　測距した後に自動的に記録します。
F2測距＋F3記録：
　基本的にはこの組み合わせをしようします。プリズムを
　自動視準でF2測距した後に、ポールの中心へ望遠鏡を微
　動させF3記録します。（0mmプリズム使用時）

・Ｆ4終りを押します。
　（注意）データが残すためには必ずF4終りにより終了して
　　　　下さい。

1　放射・対回測定・・・放射測定

6) 6) 6) 6) 6) 測定測定測定測定測定
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7) 7) 7) 7) 7) 終了操作終了操作終了操作終了操作終了操作

　　　　　　　　　　　　　　

(2)PPM（気象補正）
・F5 PPM補正を押すと左の画面に移ります。
・気温（℃）と気圧(hpa)を入力すると気象補正ppmが計算
　されます。
・TPS1200シリーズの気象補正ppmは気温12℃、
　気圧1013.3hPa、湿度60%のときに0になります。
　（注意）湿度は60%がデフォルト値となっています。

・後視点名を直接入力します。
・プリズム高と角度を入力してF1セットします。
・後視点への距離データを取得する場合はF2測距します。
　＊後視点にプリズムが無い場合には自動視準をOFFにする
　　かノンプリズムの設定にします。

・”OK”を押すと後視点の設定が完了します。

5)5)5)5)5)後視点の設定後視点の設定後視点の設定後視点の設定後視点の設定
①角度手入力



ジョブを新規作成します。
”ジョブ：”行にカーソルを移動して”エンター”ボタン   を
選択します。
（注意）杭打ちやその他のプログラムで使用したジョブはこの
　　　放射対回測定プログラムでは使用できません。

ジョブの一覧で”F2新規”を選択し、ジョブを作成します。

ジョブ名を入力し、F6 ページを押し点検ページに移動しま
す。ます。

点検モードを「オフ」に設定し、F1登録を押します。

ジョブ一覧の画面まで戻ったらF1 確定を押して放射対回ス
タート画面に戻ります。

1)1)1)1)1)放射対回測定プログラムのスタート放射対回測定プログラムのスタート放射対回測定プログラムのスタート放射対回測定プログラムのスタート放射対回測定プログラムのスタート

メインメニューの”2プログラム”を選択します。

”放射対回測定”を選択します。

2)2)2)2)2)放射対回スタート画面放射対回スタート画面放射対回スタート画面放射対回スタート画面放射対回スタート画面

＜１＞　対回測定

１　放射対回測定・・・対回測定　
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(1)ジョブの作成



1　放射対回測定・・・対回測定

放射・対回測定スタート画面のF3方法を選択して、測定方法
を決定します。

ここでは4級基準点の設定に準じて説明します。
・観測方法として「4級」を選択します。
　観測方法に「1級～4級」を選択すれば自動的に公共測量
　作業規定に従った設定がされます。
・F1確定を押して対回方法を確定します。

3 )3 )3 )3 )3 )測定方法の設定測定方法の設定測定方法の設定測定方法の設定測定方法の設定

器械点情報、測定方法ならびに気象補正を設定します。
4 )4 )4 )4 )4 )器械点設定器械点設定器械点設定器械点設定器械点設定
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(1)器械点設定

・後視を0セットする場合は「角度手入力」を選択します。
・器械点名を選択してエンターキーを押します。

・F2新規を押します。

・器械点名（ここではT2)を入力します。
・X座標、Y座標、高さ（0, 0, 0)を入力します。
・F1登録を押します。
(注意）プログラム上、座標値（0,0,0)の入力が必要ですが、
　　　その数値自体に観測上の意味はありません。

・F1確定を押すと器械点設定画面に戻ります。



(2)PPM（気象補正）
・F5 PPM補正を押すと左の画面に移ります。
・気温（℃）と気圧(hpa)を入力すると気象補正ppmが計算
　されます。
・TPS1200シリーズの気象補正ppmは気温12℃、
　気圧1013.3hPa、湿度60%のときに0になります。
　（注意）湿度は60%がデフォルト値となっています。

・後視点名を直接入力します。
・プリズム高と角度を入力してF1セットします。
・後視点への距離データを取得する場合はF2測距しま
　す。
　＊後視点にプリズムが無い場合には自動視準をOFFに
　　するかノンプリズムの設定にします。

5)5)5)5)5)後視点の設定後視点の設定後視点の設定後視点の設定後視点の設定
①角度手入力

　　

 

1　放射対回測定・・・対回測定
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①１，２，３対回観測（１～４級含む）

　・点名およびプリズム高を入力後、視準してF1オールを実
　　行します。

　
　
・1回目の正測定（半対回）が終了したら　F5Ⅰ<>Ⅱを実行
　します。この時点で前視点の各測点の情報を記録して反の
　対回測定に反映します。
・F6ハイで自動測定を実施します。

測定を終了すると左の画面が表示されますのでF４OKを選択
して下さい。

結果表示:
結果がよい場合にはF1記録を実行して終了します。

F2表示：測定データの正反、距離データなどを確認します。

７７７７７）））））　　　　　前前前前前視視視視視点点点点点ののののの測測測測測定定定定定

1　放射・対回測定・・・対回測定
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1　放射・対回測定・・・対回測定
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F3再測：再測します

・手動：全て手動で測定します。
・自動：角度のみ自動、視準及び測距は手動で測定し　　　
　　　ます。
・全自動：全て自動で測定します。

F5放射：放射測定します。

F6ハイを押して対回測定データを記録して後に放射測定を開
始します。

距離測定数を選択し、F1確定を押します。

放射測定終了の際は、F4終りを押して終了します。

F6ハイを押します。
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99999）））））　　　　　登登登登登録録録録録済済済済済みみみみみのののののデデデデデーーーーータタタタタ表表表表表示示示示示にににににつつつつついいいいいててててて

・F4表示を押してデータを表示します。

（最後に観測したデータの削除）

　・最後に登録した観測データを削除するのはSHIFT＋F2削
　　除Lキーを押します。

1　放射・対回測定・・・対回測定

・SHIFTキー＋F6中止で放射対回プログラムを終了します。
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2　手簿出力

１)データ出力

・データは手簿出力プログラムによりAPAデータに変換しま
　す。
・プログラムから手簿出力を選択します。

・ジョブはデータの登録されているジョブを指定します。
・APAバージョンはVer.1.0または2.0を選択します。
・出力の選択ではコメントを選択します。
・ファイル名では、変換後のファイル名を指定します。
・F1確定により変換を実行します。

・出力後のデータはCFカードのDataフォルダに保存されま
　す。
・上記ファイル名でデータは保存されます。ここでは
  717-001.APAで保存されます。このファイルをCADに転送し
　読み取ります。

・手簿出力終了後はF6終了でプログラムを終了します。
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3　杭打ち

0) CAD0) CAD0) CAD0) CAD0) CADからからからからからTSTSTSTSTSへ座標データを転送する場合へ座標データを転送する場合へ座標データを転送する場合へ座標データを転送する場合へ座標データを転送する場合
SIMAデータを”座標入出力プログラム”を使用して変換します。あらかじめ座標データをCFカー
ドのDATAフォルダーにコピーしてから器械にCFカードを挿入してください。

メインメニューの”2プログラム”を選択します。

”座標入出力”を選択します。プログラムの並ぶ順番はプロ
グラムをインストールした順番に表示されるので常に一定で
はありません。

”2 TPS（ジョブ）＜－＞APA、SIMA、ASC”を選択します。

”2 APA,SIMA,ASC->TPS（ジョブ）”を選択。

”転送ファイル：”にカーソルを合わせて”エンター”ボタ
ン　を押してデータの一覧から座標データファイルを選択し
ます。
”転送先：”転送先のジョブを指定します。”エンター”ボタ
ン   を押してジョブの一覧を開き”F2新規”で作成するこ
ともできます。最後に”F1確定”を選択して転送開始です。

転送終了画面がでたら”F6 OK”で完了です。

（注意）・　座標入出力プログラムは座標データのみの取扱いです。”APA”と言う文字の表示がありま
　すがこれはAPAフォーマットに変換するものではありません。またデータ量が数千点と多く
　なってきた場合は変換に時間がかかる可能性があります。このような場合はジョブを分けて
　変換することをお勧めします。
・　SIMAファイルの名前には英数のみをご使用下さい。　　

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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3　杭打ち

0) 0) 0) 0) 0) 座標を座標を座標を座標を座標をTSTSTSTSTSのジョブに手入力する場合のジョブに手入力する場合のジョブに手入力する場合のジョブに手入力する場合のジョブに手入力する場合
新規作成したジョブに杭打ち点の座標を手入力する方法です。現場でCADを使用せずに杭打ち座
標のデータを作成場合に有効です。

メインメニューの”2プログラム”を選択します。

「杭打ち」を選択します。プログラムの並ぶ順番はプログラム
をインストールした順番に表示されるので常に一定ではあり
ません。

杭打ちジョブにカーソルを合わせてエンターキーを押します。

F2新規を押します。

名前の欄に新規ジョブ名を入力し、F1登録を押します。

データジョブ画面に戻ったらF5データを押し、杭打ちデータ
作成画面に進みます。

F2新規を押します。



3　杭打ち

0) 0) 0) 0) 0) 座標を座標を座標を座標を座標をTSTSTSTSTSのジョブに手入力する場合のジョブに手入力する場合のジョブに手入力する場合のジョブに手入力する場合のジョブに手入力する場合

測点名、X座標、Y座標、標高を入力し、F1登録を押します。

F2切り替えを押すことにより、座標系を測地座標系に切り替
えることができます。

必要な杭打ち点の登録が終わったらF1確定を押します。

再度、F1確定を押します。

ジョブには、杭打ちジョブと同じジョブを選択します。



3　杭打ち

＊点名の入力方法について

左の画面から”””””CECECECECE”””””ボタンボタンボタンボタンボタンを押します。または直接テンキー
を叩いても入力モードに切り替わりますが、叩いた文字がは
じめに入るので消す作業が必要になります。

新規ジョブの作成を例題に入力の方法を解説します。入力するジョブ名は仮に”R0218”とします。

入力モードに切り替わります。ファンクションキーに文字列が
並ぶので「R」を入力する場合はF4を選択します。さらにF5
を選択して「R」を決定します。

数字はテンキーを直接叩いて入力します。

入力ミスをした場合は、矢印キーで修正したい文字の上にカーソルを合わせて”””””CECECECECE”””””ボタンボタンボタンボタンボタンを押し
ます。
最後にエンターボタンを押して入力完了です。
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3　杭打ち

1)1)1)1)1)スタートスタートスタートスタートスタート

杭打ちプログラムはメインメニューの”2プログラム”⇒”杭
打ち”を選択します。

2)2)2)2)2)スタート設定スタート設定スタート設定スタート設定スタート設定

”杭打ちスタート設定”画面では使用する杭打ちジョブと同
じ座標系（使用しない場合は”なし”）、設定セットならびに
使用するプリズム（測定中でも変更はできます）を選択しま
す。

(1)ジョブの種類

杭打ちプログラムには3種類のジョブがあります。スタート
設定画面では”杭打ちジョブ”と”ジョブ”があり、器械点
設定の画面においては”座標点ジョブ”です。以下に解説し
ます。
　・杭打ちジョブ：測設点を登録しているジョブです。個々
　　　　　　　　 に設定されている点から測設点を検索し
　　　　　　　　 ます。
　・ジョブ：測距記録したデータを登録するジョブです。新
　　　　　 点測定をした場合は個々で設定されているジョ
　　　　　 ブに登録されます。
　・座標点ジョブ：器械点を呼出すジョブです。

上記3種類のジョブがありますが、基本的には全て同じジョ
ブを使用することをお勧めします。器械の操作に慣れてきた
ら色々使い分けてみてください。大きな現場などでジョブを
他のユーザーと共有する場合に使い分けると便利です。

(2)点検
”ジョブ：”にカーソルを合わせて”エンター”ボタン　
⇒編集するジョブにカーソルを合わせて”F3編集”⇒”点検”
ページ（左図）で点検モードを”オフ”に設定。
同じ点名を使用して測定した場合にデータを平均したり、基
のデータとの残差を計算する機能がジョブに与えられていま
す。はじめは点検を”オフ”にすることをお勧めします。
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3　杭打ち
(3)杭打ち作業の細かい設定”F2設定”

杭打ち作業での器械の動作、表示など細かく設定することができます。”杭打ちスタート設定”画
面の”F2設定”を実行します。

一般ページ一般ページ一般ページ一般ページ一般ページ

・・・・・基準方向基準方向基準方向基準方向基準方向：測設点までの残距離やグラフィックにおける器
　　　　　械点の位置関係を決めます。器械単独で使用する
　　　　　場合は”器械点から”を選択します。
　　それ以外で主な設定
　　　最後の点：前回杭打ちした測設点からの距離を計算　
　　　　　　　 表示する。
　　　杭打ちライン：任意の測点を2点使用してラインを設
　　　　　　　　　 定し、そのラインからのオフセット距
　　　　　　　　　  離基に杭打ちを行う。
・・・・・杭打ちモード杭打ちモード杭打ちモード杭打ちモード杭打ちモード
　直角法と方位角と距離が選択できます。
・・・・・杭打ちガイド杭打ちガイド杭打ちガイド杭打ちガイド杭打ちガイド：測設点までの距離の表示方法を選択します。
　　　　　　　通常は矢印＆グラフィックを選択。
・・・・・メッセージラインメッセージラインメッセージラインメッセージラインメッセージライン：：：：：測設画面で測点を選択した場合に画面
　　　　　　　　　 下に測設点までの旋回角度と距離が表
　　　　　　　　　 示されます。
・・・・・表示マスク表示マスク表示マスク表示マスク表示マスク：：：：：お客様独自の画面を作成したい場合にマスク
　　　　　　 を作成し使用できます。
・・・・・近接点へ連続近接点へ連続近接点へ連続近接点へ連続近接点へ連続：：：：：一一一一一つの測設が終了し記録を行うと、自動的
　　　　　　　 に一番近い場所の測設点が画面に表示され
　　　　　　　 ます。
・・・・・自動ポジション自動ポジション自動ポジション自動ポジション自動ポジション：：：：：測設点を選ぶと自動的にその点に望遠鏡
　　　　　　　　 が旋回します。
・・・・・角度の更新角度の更新角度の更新角度の更新角度の更新：：：：：測定を行わなくても望遠鏡を旋回すると測設
　　　　　　 点までの角度を更新します。
・・・・・記録する点名記録する点名記録する点名記録する点名記録する点名：：：：：測定データを記録した場合に測設点名と同
　　　　　　　 じにならないように点名の前か後ろにキー
　　　　　　　 ワードをつけることができます。
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3　杭打ち

3)3)3)3)3)器械点と後視点の設定器械点と後視点の設定器械点と後視点の設定器械点と後視点の設定器械点と後視点の設定

杭打ちを行う前に器械点と後視点の設定を行います。”F3据
付”を選択します。
TPS1200は測定を行うと座標も同時に計算するため常に器械
点情報をシステムRAMに登録しています。ためしに”USER”ボ
タン　　　を選択して”F3状態”⇒”1器械点情報”で現在
の器械点情報を確認してみてください。確認後は”F1確定”
でスタート設定の画面に戻ります。

(1)据付：器械点設定

”器械点名”行で使用する器械点を指定します。器械点の設
定方法は複数あります。座標点ジョブは器械点を呼出すため
のだけのジョブ名です。通常はスタート設定画面（全画面）の
ジョブと同じものを使用します。”F1 確定”で後視点の設定
画面に進みます。
　　　　　・・・・・後視点と器械点座標は既知点を使用後視点と器械点座標は既知点を使用後視点と器械点座標は既知点を使用後視点と器械点座標は既知点を使用後視点と器械点座標は既知点を使用
　　方法　　　　：既知後視点
　　器械点名　　：エンター”ボタンを選択して、データ
　　　　　　　　　一覧を開き器械点座標を指定する。
　　器械高　　　：入力します
　　設定縮尺係数：成果表に記載されている縮尺係数を入力
　　　　　　　　　します。
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(2)据付：後視点の設定

TPS1200は夾角で測設を行うことはできません。座標（既知点・後視点）より自動計算し、
方向角を計算します。したがって後視点を0セットしないでください。

注　意！注　意！注　意！注　意！注　意！

後視点名：　　カーソルを合わせて”エンター”ボタンを押
　　　　　　　してデータの一覧から後視点を選択します。
プリズム高：　プリズム高を入力します。
F1セットで確定します。
F2測距”を行うと計算上の水平距離と測定した水平距離の誤
差を確認できます。

44

・器械点名の付け方注意

すでに登録されている器械点に対して同じ点名で異なる座標
を持った測点を使用すると上書きエラーが出ます。
1)上記画面で「OK」を選択し、点名の変更を行います。
　座標値は変更されず点名のみ変更して登録されます。この
　場合、元のデータは残り、新たに付けた名称で”基準点”と
　してデータがジョブ内に作成されます。

2)一旦異なる名称の点を登録する。
　1)のように点名変更をしたくない場合は、一旦違う名称　

　の点を器械点に登録してから再度設定しなおします。

注　意！
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2)2)2)2)2)杭打ち開始杭打ち開始杭打ち開始杭打ち開始杭打ち開始

測設点を呼出します。測設点名にカーソルを移動して”エン
ター”ボタン   を押します。

(1)　データ検索の方法

データ一覧が開きます。ここで上下の矢印キー押しながら使
用したいデータを探します。”F1 確定”で決定します。デー
タ量が多い場合には、どれでも良いのでテンキーを1回押す
と点名の検索BOX が開きます。テンキーで入力した数字が
入っているので”CE”ボタン　　　を押してクリアしてから
入力します。入力した名称のデータにカーソルが移動します。
アルファベットを入力する場合は”F6 文字”を押して入力
モードを切り替えてください。

その他、データ一覧で表示するデータに関しては”SHIFT”ボ
タン　　⇒”F5フィルター”を上手く使うと、検索が楽にな

注　意！ 同点名のデータがある場合（測定データと既知点データがある等）はフィル
ターの設定を”なし”にしてしてください。
（プログラム操作　1測定プログラム　5）データの読み方（1）参照。）
たとえば、測定データを使用したい場合にフィルターが最上級となっていると
既知点のデータしか表示しません。誤って既知点データを使用する可能性があ
ります。またデータ一覧の”F5詳細”でデータのクラスを表示させて確認もで
きます。
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＊　ガイドライトの使用方法

ガイドライトは杭打ち方向へ補助者を誘導する機能です。
SHIFTキー→F11キーから左の照明画面を開きガイドライ
トをオンにしてF1確定することによりガイドライトを点滅
させることができます。
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3　杭打ち
(2)　測設の方法

データ一覧で測点を選択し”F1確定”すると、杭打ちの画面
に戻ります。測点を呼出した後、１回測定を行ってから左右
前後の残差が表示されます。
F1測距：測定のみを行います。
F2記録：画面に表示されているデータを記録します。
F3移動2：2次元杭打ちで自動的に杭打ち方向に器械を向ける
　　　　ことができます。
F4対辺：対辺チェックプログラムを起動します。

F5新点：突出し点（放射）を作成します。

　F1オールまたは、F2測距＋F3記録で突出し点を測定しま
　す。

　
　SHIFTキー＋F6中止で杭打ち画面に戻ります。

マップページを開き、現在位置を確認できます。画面をタッ
プして望遠鏡を旋回させるには、このマップ画面ではなく、
杭打ちページを表示させ、測設点のデータ一覧を表示させ
た後、杭打ちする点をタップしてから”F1確定”を選択し
ます。
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器械を3次元的に杭打ち点の方向に自動で向けたい場合
はSHIFTボタン⇒F3移動3で行います。
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(3)　その他　詳細設定の変更

杭打ち画面で”SHIFT”ボタン　　を押すと”F2設定”が表
示されます。ここから杭打ちの方法やグラフィック表示、器
械の動作など細かい設定を行うことができます（　2)-(3)杭
打ち作業の細かい設定”F2設定”参照）。

(4)　その他　距離と角度を手入力

”SHIFT”ボタン　　⇒”F5マニュアル”でマニュアル入力
の画面に進みます。”方位角”、”水平距離”、”高さ”を入力し
て”F1確定”を選択します。

3) 3) 3) 3) 3) 杭打ちプログラムの終了杭打ちプログラムの終了杭打ちプログラムの終了杭打ちプログラムの終了杭打ちプログラムの終了

SHIFTキー＋F6中止ボタンでメインメニューまで戻り終了です。

(5)　その他　杭打ちのマップ表示の応用

マップに表示する測設点をカスタマイズする技があります。
データ一覧を開き”SHIFT”ボタン　　⇒”F5フィルター”⇒”
F5杭打ち”で表示する杭打ち点を選択できます。

3　杭打ち
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４　対辺チェック
既知点の座標値2点と測定値2点を比較し、水平距離の差、斜距離の差、高低差を計算します。
杭打ちプログラムのF4 対辺からこのプログラムを使用することをお奨めします。
（注意）計算結果としての残差をデータ出力することはできません。

プログラムメニューから対辺チェックを選択します。
（ここではプログラムによる方法を説明します。）
（注意）器械点設定が設定され、座標データがジョブに登録さ
　　　れており、かつ測定データ（測ったデータ）が同じジョ
　　　ブ内に形成されていないと計算されません。

1)　対辺チェックの開始

2)　比較データの呼び出し

最後に記録された2点が測定データの始点と終点に表示され、
それに対応した同一点名の既知点が座標データの始点と終点
に表示されます。同一点名が見つからない場合にはブランク
表示になります。

座標データ：
既知点データのみを検索することができます。
測定データ：
測距記録されたデータのみを検索することができます。

左図のように「座標データ」行で”0002”を指定すると、自
動的に測定データ行にどう同一点名を表示します。

ワイルドカード：
点数が多く検索な複雑な場合に、検索範囲を限定するために
使用します。
現場内に点名が0001～ 1200まである場合のワイルドカード
行への入力値と検索対象は以下のとおりとなります。
入力値 検索対象
000* 0001-0009
00* 0001-0099
1*22 1022,1122
1*2* 1020, 1120, 1020-1029, 1120-1129
1* 1000-1500
* ワイルドカードを使用しない

3)　ワイルドカードの使い方
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４　対辺チェック

結果ページ
始点と終点の情報と各項目の計算結果を表示します。

水平ページ
座標データと測定データについてそれぞれの水平距離データ
と較差を表示します。

斜距離ページ
座標データと測定データについてそれぞれの斜距離データと
較差を表示します。

比高差ページ
座標データと測定データについてそれぞれの比高差データと
較差を表示します。

4)　F1　計算　指定したデータを元に計算した結果を表示します。　

5)　F2　測定　測定を行いデータ作成します。　

測定ページでF1 オールを実行します。F4 対辺を実行し全画
面に戻ります。測定したデータは測定データ行から検索しま
す。

点名と座標値を入力してF1確定を押します。新規データは座
標データ行から検索します。

座標データと測定データの各行を選択してF4　表示を選択し
てデータ内容を確認します。

6)　F3　新規　新たに座標データを作成します。　

7)　F4　表示　
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５　交点計算・・・点間距離検測

プログラムメニューの中から交点計算を選択し、F1確定を押
します。

座標計算により測点の座標、測点間の距離などを算出します。
この機能を使用するためには、ジョブに座標値を持つ測点が登録されていることが条件になります。

１）交点計算

交点計算メニューから「ＳＴ計算」を選択し、F1確定します。

ＳＴ計算　点と点を選択しF1確定を押します。

測点１と測点２に点間距離計算したい2点を選択すると、斜
距離等の計算結果が表示されます。
F1登録　結果を保存し、ST計算に戻ります。
F5測定　測定プログラムにショートカットします。

（ST計算入力ページとマップ表示の例）

（測定プログラムの例）
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５　交点計算・・・4点交点

プログラムメニューの中から交点計算を選択し、F1確定を押
します。

座標計算により測点の座標、測点間の距離などを算出します。

１）交点計算

交点計算スタート設定画面では；
・ジョブ：交点計算に使用する4点の座標を保存したジョブ
を選択し、F1確定します。

交点計算メニューから「交点計算」を選択し、F1確定します。

交点計算の入力画面では；
方法：4点交点
測点１～４：交点計算に使用する4点
オフセット：開始ポイントから終了ポイント方向におけるラ
　　　　　インのオフセットです。＋オフセットは右方向、
　　　　　－オフセットは左方向です。

F1計算を実行すると4点交点の結果を表示します。
F1登録：結果を保存し、交点計算の入力ページに戻ります。
F5杭打：杭打ちプログラムにショートカットし、計算座標を
　　　　杭打ちすることができます。

（交点計算入力ページとマップ表示の例）
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６　測定（簡単な測定）

1)1)1)1)1)スタートスタートスタートスタートスタート

測定プログラムはメインメニューの”2プログラム”からで
も選択できます。

2)2)2)2)2)スタート設定スタート設定スタート設定スタート設定スタート設定
”測定スタート設定”画面を開きます。ここでは使用する”
ジョブ”と”座標系（使用しない場合は”なし”）”、”設定セッ
ト”ならびに使用する”プリズム（測定中でも変更はできま
す）”を選択します。

3)3)3)3)3)器械点と後視点の設定器械点と後視点の設定器械点と後視点の設定器械点と後視点の設定器械点と後視点の設定
測定を行う前に器械点と後視点の設定を行います。”F3据付”
を選択します。
TPS1200は測定を行うと座標も同時に計算するため常に器械
点情報をシステムRAMに登録しています。ためしに”USER”ボ
タン　　　を選択して”F3状態”⇒”1器械点情報”で現在
の器械点情報を確認してみてください。確認後は”F1確定”
でスタート設定の画面に戻ります。

(1)据付：器械点設定

”器械点名”行で使用する器械点を指定します。器械点の設
定方法は複数あります。座標点ジョブは器械点を呼出すため
のだけのジョブ名です。通常はスタート設定画面（全画面）
のジョブと同じものを使用します。”F1確定”で後視点の設
定画面に進みます。
　　　　　・・・・・後視点を後視点を後視点を後視点を後視点を00000セットで器械点座標も任意の場合セットで器械点座標も任意の場合セットで器械点座標も任意の場合セットで器械点座標も任意の場合セットで器械点座標も任意の場合
　　”方法”：角度手入力
　　”器械点座標”：現在の設定値
　　”器械点名”：任意入力
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＊簡単な測定は、現場で角度と距離のみを測定したいときに使用します。
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6　測定（簡単な測定）

(2)据付：後視点の設定

　・・・・・後視点の後視点の後視点の後視点の後視点の00000セットを行うセットを行うセットを行うセットを行うセットを行う
　　”後視点名”：手入力
　　”方位角”：0を入力
”F1セット”で確定します。水平距離の確認を行いたい場　
合は”F2測距”を選択します。
セットしてもATRが動作してしまって先に進むことができな
い場合は後視点セット時に自動視準が動作するように設定さ
れています。以下の手順で設定を外してください（左図参
照）。
”USER”ボタン　　　⇒”F2設定”⇒”2器械の設定”⇒”1EDM
と自動視準”⇒”器械点設定”のページ⇒”自動視準：なし”
タッチパネルの場合はアイコンの自動視準マークをタップす
るとEDMの各種設定ON/OFFする画面が表示されます。ここで”
自動視準：オフ”を選択します。
TPS1200は後視点の測定モードと前視の測定モードが分かれ
て設定できます。
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4)4)4)4)4)測定作業測定作業測定作業測定作業測定作業
”測定”ページで測定を行います。
　”F1オール”：測距した後、自動的に記録する
　”F2測距”：距離測定を行う
　”F3記録”：画面に表示されているデータを記

5)5)5)5)5)終了操作終了操作終了操作終了操作終了操作

作業終了の際にはSHIFTキーを押した後にF6中止で終了しま
す。
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