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1 TS11_TS15ハードウェア 

1) 望遠鏡のフォーカスリングとアイピース 

 

ターゲットを視準する際フォーカスリングを左右に回して合わせます。あまり速く回すとフォーカスの調整が上手く合わないことがあるので注意が必要です。また十字線がはっきりと見えない場合はアイピースの調整を行います（下 Step1～Step4参照）。 
� 十字線の調整方法（アイピース）  望遠鏡を覗いてターゲットを視準する際、予めアイピースを作業者の視力に合わせる必要があります。 Step1 フォーカスリングを∞方向に止まるまで回す。 Step2 白い壁、空などに望遠鏡を向ける。 Step3 アイピースを左右に回しながら十字線がはっきりと見えるように調節する。 Step4 ターゲットに望遠鏡をあわせてフォーカスを合わせ、十字線とターゲットがはっきりと見えるか確認する。 

2) 微動ネジ 

 
微動ネジは水平角、鉛直角用に各々1 つずつあります。TS11_15 はエンドレス微動機能を採用しており固定ネジはありません。その代わりにトルク管理をしているため、作業中に動くようなことはありません。 （注意：電源が入っていないと動作しません） 

3) バッテリー 

 
バッテリーはリチウムイオンを採用しています。標準使用可能時間は 1個当たり 4～5時間となります。充電時間はおよそ 3時間から 4時間となります。また充電したにもかかわらず、使用時間が短い場合は劣化が考えられますので、サービスにお問合せください。 

アイピース 

フォーカスリング 
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 バッテリー収納部は鉛直微動ネジの下にあります。縦向きになるようにノブを回してバッテリー収納部のカバーを開きバッテリーハウジングを引き抜きます。バッテリーハウジングからバッテリーを引き抜いてバッテリーを装着し、ハウジングに戻します。ノブを回しバッテリー収納部をロックします。ノブが元のように横向きに戻っていることを確認してください。 
4) 充電器 充電状況は緑色のインジケーターで確認できます。下記参照ください。 

 
• 一番左は電源 ON。 
• 100% 充電完了の場合は緑点滅と点灯。 
• 20-80%の状態は緑点灯。 
• 温度計マーク（一番右）が赤く点灯または点滅する場合はバッテリー損傷の恐れあり。バッテリーの抜差しを行っても再現するようであれば、サービスへお問合せください。 

5) 電源ボタン 

 
電源ボタンはキーボードにあります（下記参照）。電源の On/Offは 2秒以上長押しします。 

 
6) 器械高さ 器械高を使用する場合は本体の側面に小さな凹みから地表までの高さを計測し、その値を使用します。 

 
また整準盤を除いた器械の高さは 196mm となっています。 
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7) キーボード キーボードは 10キーのほかに短縮キー（ユーザーが自由設定できる物と固定されている物がある）と左右のナビゲーションキーがあります。それぞれの役割については以下を参照ください。  ファンクションキーF1～F6 ： スクリーン下部のコマンドを実行します  

   ファンクションキーF7～F10 ： ユーザーが任意に機能を割付できる短縮キーです。 ファンクションキーFn+F7～F6 ：ユーザーが任意に機能を割付できる短縮キーです。 
�  マーク：プログラム動作中にスクリーン上部にメインメニューと同じ項目を小さく表示します。これにより作業中わざわざプログラムを終了してメインメニューまで戻る必要がありません。 
� ：短縮機能キー（固定）。 
� ：一つ前の状態に戻す。 
� ：選択項目を確定または実行。 
� ：F1～F6キーの第 2キー表示への切替に使用。  その他以下のような便利機能があります。 
� と を同時押し：スクリーンに表示されている情報をキャプチャーします。  
� と を同時押し：キーボードイルミネーションの On/Off。  
� 輝度調整 ：ファンクションキーを押しながらスクリーンの明るさを調整します。 

バックスペース 輝度調整 
スピーカ調整 

イルミネーションとスクリーン Home ★マーク 
ファンクション エンターとアンドゥ 
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� スピーカー音量調整：スピーカーから出る音量を調整します。 カーソルバックスペース：1文字消去に使用できます。カーソル移動だけを行う場合はナビゲーションキーで移動させます。 
8) アイコン 画面上に表示されているアイコンは現在の器械の状態および測定環境を表示しています。設定変更を行いたい場合はアイコンをタップすることで直接設定画面に移動することが可能です。       

a) 自動視準 b) プリズム c) 測定モードとターゲットの設定 d) 正(I) および 反(II)/コンペンセイター e) 現在使用中の器械 f) カメラ g) ライン / エリア / オートレコード h) 記憶デバイス i) バッテリー残量（フィールドコント ローラー / 本体） 各種アイコンは下表で参照ください。ファームウェアのバージョンアップにより機能が追加されるとアイコンの種類も増えますのでご注意ください。 
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9)  メモリーカード 

 

記録用デバイスは SDカード、USB メモリーに対応しています。それぞれ 1GBまでとなっています。もしも純正製品以外のデバイスを使用する場合は動作の保証についてはサポートできないことを予め了承ください。 
           

納品される TS15はカメラをサポートしていません。 
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10) レーザー求心 

  
整準作業を行う際、スクリーン中に電子気泡管を表示させます。このとき器械本体の下部中央からレーザーが照射されます。このレーザーを使用して測標に合わせてください。レーザーの強度はスクリーンの中で調整ができます。 

求心の正しい合わせ方は照射させた状態で 360°器械本体を回転させながら測標中心がレーザーの描く円の中心に入るよう器械を設置します。 ただし、データに影響の無い範囲（器械高さ 1.5mで半径 1.5mm以下）の機器を出荷しているため、上記の作業を行う必要は無く、レーザーが測標中心に当たっているのを確認して器械設置を終了してください。 
11) タッチペン 

 
スクリーン中のアイコンやマップ、項目の選択を画面を直接タッチして操作することができます。指先でも反応しますが、キーボードの裏に赤いタッチペンを正反 2本用意していますのでこちらを使用してください。 
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2 基本操作 

1) 電源オン/オフ 電源ボタンを 2秒以上長押しして電源を入れます。起動までは 1分程度時間がかかります。電源を切る場合は起動時と同様に 2秒以上の長押しを行います。 
2) 整準作業 

 
電子気泡管を使用して整準作業を行います。電源を入れると電子気泡管が表示されます。整準ネジを廻しながら気泡を中心に入れてください。電子気泡は本体に装着されている円形気泡管より感度が高いため、常に動いていますが円の範囲内に入っていれば、測定に影響しません。[F1 確定]を押して先へ進みます。 作業中に整準を行う場合は画面上部の赤枠内をタップして整準画面に移動します。 

3) メインメニュー  

 

メインメニューは全ての作業の起点となる画面です。この画面から各作業へ展開していきます。 
� 測定プログラム：各種アプリケーションを動作さ   せます。 
� ジョブとデータ：ジョブの作成やデータチェック、編集、座標作成、データの入出力などに使用します。 
� 器械設定：リモートコントローラと通信する場合の設定や、縮尺係数、測定モードの設定など細かい器械の設定を行うことができます。 
� ユーザー：ファームウェアの情報確認/ユーザー点検調整など行うことができます。                

 



 

11 

4) 測定モードの変更 測定モードはアイコンから切り替えることができます。 
(1) プリズムの選択 

 

  
画面上のアイコン をタップします。 

 
使用するプリズムを選択し[F1 OK]で確定します。 
� ライカ定数とプリズム定数について TS11/TS15 は器械本体に器械定数を持っています（- 34.4mm）したがってこの値を考慮に入れた定数がライカ定数となります。ライカの純正プリズムを使用している場合は定数を気にする事無く名称で選択します。 ライカ純正以外のプリズムを使用する場合はプリズムに記載されている定数値を確認し、画面右に表示されるプリズム定数が同じになるよう設定します。社外製としては 0mm と‐30mm が多いため、メーカーに関係なく 0mm と‐30.0mm を設定していますのでこちらを使用してください。      

(2) 測定モード 
 

  

複数の測定モードを選択できます。 測定モードはプリズム測定とノンプリズム測定では選択できる項目が異なります。 
• 標準：精密測定を行う場合はこのモードを選択します。通常はこのモードを使用します。 
• 高速：精度を落として測定スピードを上げるような場合に使用します。 
• トラッキング：杭打ちとか追尾させながら測定を行う場合に有効な連続測定。 
• トラッキング同期：トラッキング速度を落として角度データと距離データの記録時のタイミングを調節します。 
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• 平均：指定した数だけ測定してその平均値を記録します。標準偏差でデータを確認できるため長距離の測定やプリズムを視準視準しづらい不安定な状況で使用すると効果的です。 
• ロングレンジ：3Km 等の長距離測定に使用するモードです。 

前視点と後視点の測定モードの設定  
 

TS15 は前視点と後視点それぞれに測定モードの設定を行います。 これは後視点と前視点で測定モードを異なって行う場合を想定しています（例えば後視点は三脚に据えた標準 1 素子で前視点はピンポールプリズムを使用するなど）。 各設定は[測定ページ]と[器械点設定ページ]でそれぞれ行います。 
(3) 自動視準⇔自動追尾⇔マニュアル視準の切替 ショートカットメニュー より切替える方法と測定モードからの切替方法があります。  ① ショートカットメニューから行う  

  

画面上部がマニュアル視準アイコンの状態でショートカットメニューを開くと自動視準と自動追尾オンが表示されます。それぞれ切り替えたいモードのアイコンをタップします。 このショートカットメニューはその時すでに設定されているモードによっては表示される内容が異なります。 



 

13 

         ② 測定モードの切替から行う  

 
画面上部のアイコンをタップして[測定とターゲットの設定]画面を開きます。 
� 視準モード 

• 自動：自動視準 
• ロック：自動追尾 
• 手動：マニュアル視準 

� 視界 
• 良好：標準 
• 雨霧：靄がありプリズムが見えにくい状態。 
• S-レンジ：反射物など紛らわしいものが背後にある状況（例えばトラジョッキなどを着用）。 
• S－レンジ常時：電源の ON/OFF に関係なく常にこのモードを使用 

5) ショートカットメニュー  測定モードの切替などをショートカットメニューより一発で変更することが可能です。本メニューは器械の仕様やそのときに設定されているモードによって表示されるメニューが異なります。 

 
メニューは全 2ページあります。 設定項目 

• ノンプリズムの ON/OFF 
• 連続測定の ON/OFF 
• 器械の正反自動反転 
• パワーサーチ起動（左右） 
• レーザーポインターの照射 ON/OFF 
• 自動視準とマニュアル視準の切替 
• 自動追尾の ON/OFF   

自動視準の時はマニュアル視準が表示される。 
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• ジョイスティック：左右上下のナビゲーションキーで器械の動作を制御する機能 
• 指定角に移動：指定した方向に自動旋回する機能 
• 測点のチェック：既知点の測定を行い、計算上の理論値との比較を行う。 
• コンパス：角度の 0 方向からの望遠鏡のムキを確認できる機能。外付けの方位磁石を使用して北方向をセットする必要あり。 
• Blutooth接続：BlueTooth接続 
• カメラ：カメラの起動 
• スケッチパッド：メモ帳を開く 

6) 画面キャプチャー、スケッチ＆リンク(納品された TS15はサポートしていません) 画面の情報をキャプチャー ビデオ画像を[取込]を選択した後、また画面キャプチャーした後、直接コメントや絵を書き込むことができます。 
  
  

画面データのキャプチャーの方法 マップ画面など取り込みたい画面に切り替えた後、Fn とスクリーンボタンを同時に押します。   +    画面が小さい場合は  を選択して大きくします（×1、×2、×4まで切替可能）。   ボタンで書き込みモードに切替えます。 以下のアイコンを使用して必要事項を直接画面に書き込み[F１登録]でデータを登録します。  線種指定ボタン  線色指定ボタン  線太さ指定ボタン  1つ前（アンドゥ）ボタン 
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7) ジョブの作成 

  
  
   

作業を開始する前にジョブを作成します。1つのジョブには複数の作業のデータを保存できますが、1ジョブに対して 1作業として取り扱う方が事務所でのデータ整理が楽になります。 メインメニューからジョブとデータを選択（画面タップ）します。      [新規ジョブ]を選択します。         [名前]にジョブ名を入力します。カーソルを青く反転させてナビゲーションキーの左右どちらかを押すと入力モードに切り替わります。F1～F6にアルファベット、テンキーで数字を選択しジョブ名を入力してください。ナビゲーションキーの OKまたはエンターボタンを押して入力を終了します。 デバイスを選択します。 ジョブを作成するデバイスを選択します。内蔵メモリーか SDカードのどちらかに生データは保存されます。USB メモリーは編集されたデータやその他のファイルを PC との受け渡しに使用します。SD カードを使用することをお勧めします。カード忘れの場合に内蔵メモリーを使用するようにしてください。  座標システムページ 



 

16 

  
  
 

座標系を指定して作業を行う場合はこのページで座標系をしてします。    ページの切替えは[F6 ページ]をタップして行います。       幾何学補正ページ 縮尺係数などを使用する場合はこのページから設定することができますが、各器械点に与えられる係数であるため、別の画面より設定を行います（P18参照）。       点検ページ 点検モードはオフを選択します。平均値や絶対値などが設定されていると同点名の測定データがある場合に確認のメッセージが表示され、操作が煩雑になる可能性があります。       [F1登録]でジョブを保存します。              
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8) 器械設置 

  
 

  
 

各種アプリケーションを実行する前に器械点と方位の設定を行います。 メインメニューから測定プラグラムを選択（画面タップ）します。        器械設置を選択します。          簡易測定と杭打ちを行う前に、器械設置を行い器械点座標を方位を決定する必要があります。 複数の器械設置の方法がありますが、本編では使用頻度の高い以下の 3つの方法について解説します。   ① 方位の設定：後視方向を 0セット（任意角度設定）にする。 ② 既知後視座標：座標を持った後視点を使用して方向角を設定する。 ③ 後方交会：複数の既知点を使用して器械点座標値と方向角を設定する。   
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(1) 方位の設定(0セット) 
 

  器械点座標の設定 
  画面タップしてリストを開きデータを選択します。 
  

直接角度を入力して方位を決定します。[F1 OK]を選択して先に進みます。           
• 器械点：器械点をどのように指定するか選択します。 
• ジョブ：ジョブ内に保存している固定点（既知点）を使用します。 
• 新しい測点：この場で直接座標値を入力して器械点データとすることが可能です。 
• 前回使った器械点：既に器械に登録されている器械点情報をそのまま使用する。 
• ジョブ：使用するジョブを指定します。 
• 測点名：器械点となるデータを指定します。 
• 器械高：器械高を計測して入力します。 
• [F4 ｽｹｰﾙ]で縮尺係数の設定が可能です。 
• [F5気象]で気象補正値の設定が可能です。 器械点情報入力後、[F1 OK]で先へ進みます。  

後視点の設定 後視点の情報を入力します。 
 

• 後視点名：後視点名称を入力します。 
• プリズム高さ：プリズムの高さを入力します。 
• 方向角：プリズムの中心を視準してから角度を入力します(例：0セット)。  入力終了したら[F1 セット]で確定し、メインメニューに戻ります。 
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(2) 既知後視座標 

  器械点座標の指定 
  画面タップしてリストを開きデータを選択します。リスト中で[F2 新規]でデータを作成することが可能です。 
            

 座標を持った後視点を使用して方向角を設定します。作成したジョブにまだ座標を登録していない場合は、直接入力することも可能です。          
• 器械点：器械点をどのように指定するか選択します。 
• ジョブ：ジョブ内に保存している固定点（既知点）を使用します。 
• 新しい測点：この場で直接座標値を入力して器械点データとすることが可能です。 
• 前回使った器械点：既に器械に登録されている器械点情報をそのまま使用する。 
• ジョブ：使用するジョブを指定します。 
• 測点名：器械点となるデータを指定します。 
• 器械高：器械高を計測して入力します。 
• [F4 ｽｹｰﾙ]で縮尺係数の設定が可能です。 
• [F5気象]で気象補正値の設定が可能です。  器械点情報入力後、[F1 OK]で先へ進みます。  
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後視点の設定  
 タップしてリストを表示させます。ここで後視点のデータをカーソルで反転させた後[F1 OK]を選択します。[F2 新規]で新たに座標を作成することが可能です。 
  

• 後視点名：リストを開き後視点データを指 定します。リスト中で[F2 新規]でデータを作成することが可能です。 
• プリズム高：プリズムの高さを入力します。 
• [F2 測距]：後視点を測定します。この時計算上の水平距離と高さを測定値からの残差を表示します。データの整合性を確認することができます。  [F1 セット]でメインメニューに戻ります。 

(3) 後方交会 
 

            

任意の位置に器械を据えて、2 点以上の既知点から器械点の座標位置を計算することができます。       
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器械点情報の入力 
 

• 器械点名：に直接器械点名称を入力します。器械点はまだ座標値を持たないため、名称のみの入力となります。 
• 器械高：器械高さを入力します。 
• 測点専用のジョブを使う：チェックボックスにチェックを入れ、既知点データを保存しているジョブをリストを開きから選択します。リストはジョブ名を表示している欄をタップすると表示されます。 
• [F4 ｽｹｰﾙ]で縮尺係数の設定が可能です。 
• [F5気象]で気象補正値の設定が可能です。  器械点情報入力後、[F1OK]で先へ進みます。  目標点の測定  既知点を測定して器械点座標と方位角を計算します。既知点は 2点以上 9点まで測定することができます。 

   測定モードを変更したい場合、、、、 画面上のアイコンをタップして変更を行うことができます。または★マークボタン よりモードの切替が可能です。   

目標点の 1点目を測定します。 
• 測点名：目標点となる既知点データをリストより指定します。リストは測点名を表示している欄をタップすると表示されます。 
• プリズム高：プリズム高さを入力します。 
• [F2  測距]でプリズムを測定します。 
• [F3 記録]画面に表示される測定結果を確認した後、データを記録します。 
• [F1 オール] 測距と記録を同時に行います。これを実行すると画面上に測定結果が表示されません。（次の測定に進むためクリアされます）  

 
目標点の測定 2以降の測定 2 点目以降の測定を行います。1 点目同様にリストより既知点データを指定して、測定を行います。 
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2 点目のデータを記録すると[F5 計算]が表示されます。2 点以上から器械点座標と方位角を計算することができます。本編では 3 点測定を行います（左画面は 3点測定後の表示）。 3 点名以降からはΔ方位角の値が計算され表示されます。  [F5計算]を選択します。  計算結果表示  計算結果の表示では各点における測定誤差、標準偏差等を確認できます。 また計算結果の悪い測点のデータを計算の対象からはずして、再計算することも可能です。 結果ページ  

  
器械点座標の計算結果を表示します。[F1 セット]で器械点データとして器械に登録します。 

器械点ページ  
            

器械の高さを後から入力することが可能です。 
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精度ページ  
 
器械点座標の計算結果の標準偏差の値を表示します。 

 測点ページ  

  
各測点におけるデータの誤差を確認できます。結果の悪いデータは[F4 削除]から計算対象からはずすことが可能です。 
• [F5 詳細]：各パラメータ（距離、高さ、水平角）の誤差を確認できます。 
• [F4 削除]：再計算させる場合は、事前の目標点の画面まで戻り[F5計算]を実行します。                            
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9) 座標データの入力/出力 座標データを予めジョブに登録したり、測定したデータの座標値を出力します。 入出力には主に 2 つの方法があります。座標データは SD カードの Data フォルダーの直下で取り扱いされます。ファイル名称は“英数半角”で作成するようお願いします。  ・SIMA座標形式でのデータの入出力  ・ASCII形式で任意のフォームでの入出力 
(1) SIMA形式でのデータの入出力 

  
  
          

メインメニューよりプログラムリストを表示させます。         [データの出力とコピー]を選択します。                     [座標入出力]を選択します。 
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 座標入力  
  

[2座標入力]を選択します。 
 

  

• デバイス：座標データが保存されているデバイスを指定します。 
• 座標データファイル：保存した SIMA データを指定します。リストを表示させて選択してください。 
• 転送先ジョブ：変換後使用するジョブを指定します。ジョブはリストを開き選択しますが、リスト画面より[F2新規]で作成することができます。  各項目の指定が完了したら[F1 確定]を選択し入力をスタートします。 

                

転送終了後[F1 OK]で作業を完了します。エスケープボタン メインメニューに戻ります。 
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座標出力  
  
  
  

座標入力同様操作を行います。 

 
座標出力を選択します。 
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• 出力ジョブ：リストよりデータが保存されているジョブを選択します。 
• 出力データタイプ：測定データと既知点データが出力の対象となります。 
• 転送先デバイス：SDカードを選択します。 
• 出力ファイル名：出力後のファイル名称を指定します。 
• 出力フォーマット：SIMA 
• 小数点：3桁 各項目の指定が完了したら[F1 確定]を選択し入力をスタートします。 

 
転送終了後[F1 OK]で作業を完了します。エスケープボタン メインメニューに戻ります。 

(2) ASCII形式で任意のフォームでの入力 
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• 転送元：SDカード 
• データ入力形式：ASCII 
• ファイル名：座標データファイルを指定 
• ヘッダー：入力を開始する行を指定します。データの先頭（ヘッダー）にテキストなどある場合はヘッダーの行数を指定します。 
• 出力先：ジョブをリストより指定します。 
• インポートでジョブの作成：ジョブのタイプを予め指定することができます。チェックボックスからチェックをはずします。 設定完了した後[F1 OK]で入力を開始します。  
• [F2 設定]：取り込むデータのフォームを指定します。作成したデータの区切りと並びをここで指定します。  もしも、データフォームを忘れた場合は前画面の[F3表示]を選択して確認することができます。 

ジョブのタイプとは？ TS15 はジョブを使い分けることができます。主に固定点用のジョブ（コントロールジョブとも言う）と測定データを保存するジョブの 2 種類があります。同じ点名称で固定点（既知点）と測定データが 1つのジョブに保存される事で発生する誤りを防ぐためです。例えば杭打ちのために座標データをジョブに登録した状態で、杭打ち点名と同じ名称の測定データを同一ジョブに記録すると、違う座標を持った 2 つの点が存在することになります。その点を器械点や後視点に使用する場合、点名称だけで選択すると間違いを起こす可能性があります。測定データと固定点データが 1 つのジョブに登録されても問題ない場合は同一のジョブを使用してください。     
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(3) ASCII形式で任意のフォームでの出力 

  
  
  

メインメニューより[ジョブとデータ]を選択します。           [データの出力とコピー]を選択します。           [ASCIIデータ出力]を選択します。 

 
• 出力先：SDカード 
• ディレクトリ：保存先デバイスのディレクトリを指定します。ルートはカードの直下です。 
• ジョブ：出力するジョブを指定します。 
• 書込み用出力ファイル：ファイル名称を入力します。 [F1 OK]で出力を開始します。終了後画面に引き続き作業を行うか？確認画面が表示されます。[F4  いいえ]で終了します。  [F2 設定]で出力形式を指定します。   
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• データ区切り：各データ間の区切り方法を指定します。 
• 1番目～：並びの順番を指定します。  指定完了後[F1 OK]で確定します。 

10) カメラ機能の起動とタップ・ターン・メジャー(納品された TS15はサポートしていません) カメラ機能のついている器械のみが対象です。カメラの起動は 2つの方法があります。 カメラアイコンまたはカメラページから起動することができます。 
 

カメラアイコンから起動する場合は、測定（オール、測距など）を 1つの画面から行うことができません。 カメラページからの起動が可能な場合は測定（オール、測距など）を 1 つの画面から行うことができます。測定プログラム・放射対回プラグラムに対応していますが杭打ちプログラムには設定がありません。杭打ちプログラムではカメラアイコンのみとなります。 測定画面にカメラページがある場合  

  

カメラページには測定ボタンがあるため画像を確認しながら測定することができるので便利です。  

  
ビデオ画面に映るプリズムをタッチペンでタップします。            
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器械が自動旋回し、タップした位置が画面の中心に移動します。          測定ボタンまたはオールを押して測定を行います。  [F4 取込]を行いビデオ画像をデータとして記録します。 

  
 [F2 前回点]：直前に記録した測点にデータをリンクさせます。 [F3 任意]：ジョブに保存されているデータの中から任意の点にリンクさせることができます。 [F4 なし]：どの点にもリンクさせること無く保存されます。 データの確認方法は[]を参照。 カメラと画像の詳細設定  

    

ビデオ画像表示画面の右側のツールバーより下矢印ボタンをタップしてツールバーを切り替えます。  
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 クロスヘアとツールバーの表示  
  
クロスヘアの色を指定します。認識しやすい色を選択してください。 

 明るさ調整  画像の明るさの調整を行います。  カメラ設定 カメラの詳細設定を行います。 
  
 

TS広角ページ 広角カメラを使用にチェックを入れます。是にチェックが入っていないとビデオ画像が表示されません。 解像度と画質に適当な設定を指定します。この設定により 1 データのボリュームが決まります。参考までに下記を目安にしてください。 20 KB（中＋標準画質）  1.5 MB (特大＋最高画質） 画質とファイルサイズの最適なバランスがある。推奨は特大 + 標準画質 （標準サイズ 400 kB）  画像設定ページ 画像データを全ての測定で必要とする場合は[全ての測定で画像を取得]にチェックを入れます。 また測定した位置を画像上に残したい場合は[クロスヘアを画像上に保存]にチェックを入れます。  
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11) 画像データの確認 登録したデータをジョブのデータ表示から確認することができます。 
  
  
  
 

メインメニューから[ジョブとデータ]を選択します。           [データの表示と編集]を選択します。           測定データをカーソルで指定した後、画像ページを選択します。         確認したい画像データにカーソルをあてて、[F3表示]で画像を表示させます。  表示した画像に直接追記することも可能です。 この画像を他の点にリンクさせたい場合は[F2 リンク]で他の点に再リンクさせることができます。     
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3杭打ちプログラムの動作 

1)杭打ちの起動 杭打ちを動作させる前に必ず器械設定で器械点座標と方位の設定を行ってください（P17参照）。 また座標データが多い場合は予めジョブに登録してください。 
 
メインメニューより[測定プログラム]を選択します。         

  
[杭打ち]を選択します。 

            

TS15 はジョブを使い分けることができます。主にコントロールジョブ(固定点用のジョブ）と測定データを保存するジョブの 2 種類があります。同じ点名称で固定点（既知点）と測定データが 1 つのジョブに保存されたために、発生する誤りを防ぐためです。測定データを固定点データが 1 つのジョブに登録されても、問題ない場合は同一のジョブを使用してください。 
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2) 杭打ち作業 必必必必ずずずず測定測定測定測定モードモードモードモードををををアイコンアイコンアイコンアイコンでででで確認確認確認確認するようするようするようするよう習慣習慣習慣習慣つけましょうつけましょうつけましょうつけましょう！！！！     

  

測点名に杭打ちする点を指定します。タップしてリストを表示させます。ここで測点のデータをカーソルで反転させた後[F1 OK]を選択します。[F2 新規]で新たに座標を作成することが可能です。 測点を指定すると器械が自動的に測点方向に旋回します。この機能が動作しない場合は後述の詳細設定で可能になります。  
• [F2測距]：杭打ち点を測定します。 
• [F1オール]：測定と記録を同時に行います。 
• [F3 記録]：画面に表示されている測定の情報をそのまま記録します。 

 
杭打ち点と測定位置が 50cm 内に入ると表示が切り替わります。グラフィックのガイドを確認しながら適当な位置で確定してください。 

 
  
マップページに切替えて確認が可能です。 
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3) 杭打ちの詳細設定 
 

  
 Fn キーを押すとファンクションキー（F1～F6）が裏キーに切り替わります。  [F2 設定]で杭打ちの詳細設定が面に進みます。マップ画面から同様の操作を行うとマップの詳細設定が面に進みますので注意ください。 

一般ページ 基本的な動作（自動旋回等）を設定できます。 
  
 

• 次の近点を自動選択：杭打ち点を記録するとその点に最も近い位置の測点を自動的に選択します。 
• 表示マスクの選択：ユーザー任意の測定画面を作成して表示させることができます。 
• 記録する点名：杭打ち点と同じ点名称で記録しないよう測点名の前後にテキストフラグをつけて記録することができます。 
• 距離測定時に残差を更新：測定を行うごとに画面に表示される杭打ち点までの残差を表示させることができます。 
• 自動旋回：杭打ち点として測点を選択するとその方向に自動旋回します。 
• 次の杭打ち点への方向表示：呼び出した杭打ち点までの方向を角度で表示します。 
• 杭打ちで正反測定を行う：正反測定で杭位置の精度をより確かにすることが可能です。 

精度管理ページ  
    

各杭打ち点の位置を特定した段階で記録を行うと精度チェックを行うことができます。チェックボックスを杭打ちの結果を残す必要が無い場合や、ラフな杭打ち作業ではチェックボックスを外しておきます。 TS15 では杭打ちの結果を記録することで後でテキストに残すことが可能です。 
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高さページ  
      

高さ方向のオフセット（木杭の高さを考慮に入れる場合など）や個別に高さ（標高）を入力して杭打ちを行うことが可能です。  

グラフィックページ  
 

• ナビゲートにはトータルステーション単体で杭打ちを行う場合は[器械点から]を設定します。ワンマン杭打ちを行う場合は[器械点へ]を設定します。 
• 杭打ち方法：作業画面の残差の表示方法を指定します。 
• 0.5m 以内で照準表示に切替える：杭打ち点の位置が 50cm内に入るとグラフィックの表示が切り替わります。 
• ブザーを使用：指定した範囲内に入るとブザーによる音声で知らせます。騒音が大きい場所での杭打ちに有効です。                      
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4) 新点測定 杭打ち作業中に新点を作成することができます。 
  

[F5 新点]を選択し、測定画面に進みます。 

 
測定画面で新点となる点名称を指定して測定を行います。 
• [オール]：測定と記録を同時に行います。 
• [測距]：測定のみ行います。 
• [記録]：測定データを記録します。  杭打ち画面に戻るには  エスケープボタンをタップします。 

5) 点間チェック 点間チェックはファンクションボタンに割り付けて有ります。 
  
杭打ちした点間のチェックを行うためには、杭打ち点の確定位置の測定データを[F1 オール]または[F3 記録]をしてデータをして登録します。 データは測定ジョブに登録されます。コントロールジョブと測定ジョブ別々に別けて使用している場合はデータの登録先に注意ください。 同一ジョブを使用しても詳細設定で解説したとおり、フラグのあるなしで測定データなのか既知点データなのか判別がつきます。 

   
ファンクションキーの[F7] を選択して対辺チェックの ST計算に進みます。 測点 1 と測点 2 には最後に記録したデータの 2 つが設定されています。この測点 1、2 にチェックしたい点をリストから呼び出して下の[平面距離]で対辺を確認することができます。      
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クラスに[既知]と表示されているデータは座標のみの既知点データです。[測定]と表示されているデータは測定を行ったデータとなります。  データに問題が無ければ[F1 OK]を選択します。  データの内容を詳しく確認したい場合はデータにカーソルを当てて[F3 編集]からそのデータの内容を確認することができます。   編集よりデータを確認する際、既知点データには観測ページが存在しません。    対辺のチェックを確認できたらエスケープ で杭打ち画面に戻ります。     
6) プログラム終了 プログラムの終了ボタンはありません。 を繰り返し選択してメインメニューに戻ります。                        

ジョブ名称を確認 
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4 簡易測定 角度距離の確認を行うのみだけに使用します。測定データを記録することもできますが、APA フォーマットでの CADへのデータ出力はできません。 このプログラム内では方向角の任意設定を行うことができません。一旦 を押してプログラムメニューに戻り、器械設置プログラムの方位の設定でセットする必要があります。 
  
  
  
 

メインメニューより[測定プログラム]を選択します。           [測定]を選択します。          ターゲットを視準して[F2測距]を行います。 マップ画面を選択すると器械とターゲットの位置や記録した点の位置を確認することができます。                 作業終了したら  でメインメニューまで戻ります。  
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 本プログラムで記録したデータを出力する場合。 記録したデータを出力したい場合以下の方法で可能となります。  ・ASCII形式での出力  ・SIMA座標として出力 いずれも、前述の[座標データの入力/出力]の項を参照ください。                                         
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5 放射対回測定 現況測定（0.5対回）と対回測定を行うことができます。記録データは CADへ手簿出力することができます。 
1) 放射対回プログラムの起動 放射対回プログラムのデータは CAD へ手簿出力することを前提に作成しています。したがって他のプログラムとは異なり、予め器械設置を行う必要がありません。器械点名称、方位の指定は全て本プログラムで行います。 

  
メインメニューより測定プログラムを選択。 

  
 

[測定応用]から[放射対回測定]を選択。 
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2) 作業設定ウィザード 

  
予め設定してある情報を以後変更しないような項目は表示対象からはずすことが可能です。チェックボックスからチェックを外します。  [F1確定]でそれぞれの設定画面に移動します。 

(1) 前回作業表示 
 

  
前回測定した作業情報が表示されます。 

(2) ジョブの選択 
 

  
ジョブは放射対回専用に作成し、使用するようお願いします。他のプログラムのデータが混在すると、データ出力時に不具合が発生する可能性があります。 

(3) 幾何学的補正 
 

 
縮尺係数と高さの補正等を設定できます。本プログラムでは CAD へのデータ転送した後 CAD 内で座標計算することを前提に作成されていますが、本機の基本的な仕様では測定値には必ず座標データが計算されています。本プログラム例外ではなく、器械点座標や方位角を器械設置で決定していなくても、器械本体に登録されている器械点情報と方位角から裏で座標値を計算しています。本プログラムでは詳細に解説しませんが、基準点測定後、直ちに座標を使用するような場合、縮尺係数を設定できるようにしてあります。 
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(4) 座標系の設定 

 
  
座標系を設定することで上記の縮尺係数をその時使用している器械点座標から計算することが可能です。 

(5) 作業方法編集 
 

  
作業方法を設定します。 選択できる方法は放射（0.5 対回）/1 対回 RL/１～３対回/１級～４級となっています。 １級～４級は仕様が固定になっていますので、これ以外は１～３対回で設定を編集してください。 また、独自に作成した作業方法を別名称でリストに登録することが可能です。 

• 測定モード：Hz は水平角、V は鉛直角、SD は斜距離となります。それぞれ記録対象となる項目を選択します。 
• 本プログラムでは途中に設定外のモードで測定を行うことはできませんのでご注意ください。 
• 観測モード： 

• 手動：器械旋回と測定を全て手動操作します。 
• 自動：測点への器械の旋回を自動で行います。測定は手動で行います。 
• 全自動：初めの正測定のみ手動で行った後、その後の動作は全て自動で動作します。  

  
[F3 追加]で方法を決定します。            
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セット名を入力します。           観測方法を指定します。[F5 次項]で制限値を設定することができます。         各種項目を設定した後[F1 登録]を選択して確定します。           作業方法リストに表示されます。[F1 確定]を選択すると、設定した作業方法で測定を行うことができます。 
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(6) 気象補正 
 

  
気象条件を指定します。 

(7) 器械点設定 
 

  
器械点名称と器械高さを入力します。 

(8) 後視点の設定 
 

 
後視点の設定を行います。 測点名に後視点名称を入力し、ターゲットの高さを必要に応じて入力します。  後視点を測定する場合はこの画面で指定します。 プリズム：後視点にプリズムを設定している場合はハイを選択します。 距離測定：距離データも記録する場合はハイを選択します。  最後にターゲットを視準して[F1確定]を選択します。 



 

47 

(9) 方向角の入力 
 

  
方向角を入力して[F1確定]を選択します。 

3) 放射測定 

  
作業方法の編集で[放射]を選択してください。 

  
• オール：測定と記録を同時に行う。 
• 測距：測定のみ行う。 
• 記録：測定したデータを記録する。 
• 終わり：測定の終了。 
• セット Hz：水平角のセットを行う。   

 
Fn キー  でファンクションボタン F1～F6 の裏ファンクションを表示。 
• マスク：ユーザー独自の表示画面を作成することができます。 
• 削除 L：最後に記録したデータを削除することができます。 
• キョリ IN:水平距離を直接入力して記録することができます。 
• SD/HD：距離表示を斜距離または水平距離に切替えることができます。 
• リスト：測点名のパターン（例 T1～T13、S1～S3、１～11 等いくつかのパターンで記録されている状態）
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に別けてそのパターンを表示します。この機能を実行すると測定画面意下に[リスト]行が表示されます。ただし、大量のデータを含む場合、データ検索に時間を要することがあるのでご注意ください。 放射プログラムを終了する場合は必ず[F4 終り]を選択して終了してください。エスケープで終了または強制終了するとデータが保存されません。  
4) 対回測定 ここでは 2対回測定使用してを解説します。 

 
前視測定画面で各測点を測定します。測定できる点数は後視点を含めて 6点までとなっています。 測点名に点名を入力して、1 対回目の正の測定を行います。  
• オール：測定と記録を同時に行う。 
• 測距：測定のみ行う。 
• 記録：測定したデータを記録する。 
• 突出し：途中放射測定を行うことができます。この機能は 1対回目の正のみに有効です。  全ての点を測定した後[F5 I<>II]を選択します。この機能で前視点の測定情報を記録します。この後予め設定した観測モード（手動、全自動等）に従い測定を行います。 

 
全自動で動作する場合は反転以降の測定は前視の測定モードを使用して、各測点の測定を行います。手動または自動の場合は測定のたびに設定を変更することができますが、設定の誤りに注意ください。 手動も自動も自動視準を使用して測定することが可能です。 一通り測定が終了すると、確認画面が表示されますので[OK]で測定を終了し、測定結果の確認を行います。 

5) 測定結果の表示 

 
測定結果を表示します。 それぞれ予め設定した制限値に対して OK または NGで表示します。NG が有り再測が必要な場合は[F3 再測]を実行します。  全て OK の場合[F1 記録]を選択して、データを保存します。エスケープや強制終了でプログラムを終わらせるとデータが削除されますの後注意ください。  各測点の詳しいデータを確認したい場合は[F2 表示]を選択します。  
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このまま放射または 1 対回 RL 測定を行う場合は[F5放射]または[F6 R/L]を実行します。        表示  
  
水平角、鉛直角、斜距離のページに別けて各測点のデータを表示します。 

再測  再測は再度全測定をやり直す方法と、1 対回ごとに別けて行うことができます。また観測モード（自動、手動など）を選択することも可能です。 
  

[F1確定]で再測を開始します 

6) 手簿出力 測定データを SDカードまたは USB メモリーの Dataフォルダーに作成さします。 
 
メインメニューより[ジョブとデータ]を選択します。 
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[データの出力とコピー]を選択します。 

  
[手簿出力]を選択します。          

 
 変換のための各種設定を行います。 
• ジョブ：放射対回のデータの保存先ジョブを指定します。 
• APAバージョン：APA2.0を指定します。 
• 出力の選択：プリズム定数または無しを選択します。距離データの後ろに選択した内容のデータが添付されて手簿出力されます。 
• デバイス：SD カードまたは USB メモリーを使用します。内蔵メモリーに作成するとデータを外部にコピーできません。 
• ファイル名：変換後のファイル名称を指定します。基本的にはジョブと同じ値が入りますが、任意に変更も可能です。  各種設定が終了した後[F1 確定]を選択して変換を開始します。  変換が終了した後[F6終了]を選択します。          
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6 ワンマン測量 

1) CSリモートコントローラーの起動 （この項目は機械導入時に設定します。一度設定すると変更しない限り両機器の電源を入れると自動認識します。ただし使用中通信できない状況が発生しましたら、この項目を再度行ってください） CS コントローラとその他のハードウェアを準備します。 

 

 RH15無線機 無線機と TS本体の接続部を間違えないようセッティングしてください。  TS15     CS10 リモートコントローラー 
 両機器の電源を入れます。 

2) TS15の通信設定 初めに TS15の通信設定を行います。 
 
メインメニューから[器械設定]を選択します。 

 
[器械への接続]を選択します。 [F1 OK]を選択。 
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[CS接続ウィザード]を選択します。 [F1 OK]を選択。 

 
[SmartWorx Viva]にチェックを入れます。 [F1 次へ]を選択。 

 
接続に使用：無線ハンドルを選択します。 [F1 次へ]を選択。 

 
RH15（CSコントローラまたは TCPS28 と使用）にチェックを入れます。 [F1 次へ]を選択。 

 
設定完了しました。[F1完了]で一旦 TS側の操作を終了します。 
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3) CSコントローラーの通信設定 CS コントローラーの通信設定を行います。 
 

[器械設定]を選択します。 [F1 OK]を選択。 

 
[器械への接続]を選択します。 [F1 OK]を選択。 

 
[TPS接続ウィザード]を選択します。 [F1 OK]を選択 

 
左図の通り、各項目を設定します。 [F1 次へ]を選択 
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リンク番号は 0を設定。設定モードはリモートを選択します。 [F1 次へ]を選択すると TS15 と通信を開始します。 

 
左図のように通信に失敗した場合は、RH15 と TS15が正しくまたはしっかりと装着されているか確認し、一旦双方の電源を落とした後、再度確認します。 

4) 通信の確認 接続が上手く動作しない場合は TS15 と CS コントローラーで以下の操作を行い正しく設定できているか確認します。 
(1) TS15の設定確認 

 
[器械設定]を選択します。 [F1 OK]を選択。 

 
[器械への接続]を選択します。 [F1 OK]を選択。 



 

55 

 
[その他の接続]を選択します。 [F1 OK]を選択。 

 
コントローラの項目に無線ハンドルが入っているのを確認して[F4 制御]を選択します。もしも無線ハンドルが設定されていない場合は、上述の設定が正しく行われていなかったと考えられます。再度[F3編集]から設定をし直してください。  

 
リンク番号は 0に設定します。トータルステーションは設定モードにベースを選択します。  リンク番号は 0 とは限りません。これは同じ現場に複数のリモートコントローラーがある場合を想定してリンク番号を使用しています。数値に関係なく CS コントローラーと同じ必要があります。 [F1 OK]を選択して設定を完了させます。 

(2) CSコントローラーの設定確認 
 

 
[器械設定]を選択します。 [F1 OK]を選択。 
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[器械への接続]を選択します。 [F1 OK]を選択。 

 
[その他の接続]を選択します。 [F1 OK]を選択。 

 
トータルステーションの項目に CS内蔵無線が設定されているか確認します。 [F3編集]を選択します。 

 
各種設定が左図と同様に設定します。 [F4制御]を選択。 
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リンク番号が TS15 と同じに合わせます。また設定モードにリモートを選択します。 [F1 OK]を選択して設定を完了させます。 

上記設定確認を行っても通信しない場合、または TS15において無線機の通信インジケータが点滅していない状況の場合はライカカスタマーサポートへお問合せください。  


