Leica Multi Station・・・Total StationとScannerの融合

MS60











 表示機能強化

国土地理院 1級TS登録 申請中（2015年10月現在）

5インチ WVGA タッチパネル 搭載（スワイプ対応）
過去の経験を基に新たに開発したCaptivateソフトウエア搭載
Dual Core CPU 搭載（スキャン全データ表示可能）
高速ピエゾドライブ & WFD 高速/高精度ノンプリ
高角＆望遠鏡カメラ搭載
MAX 1,000 point スキャニング機能搭載
シンプル&直観操作可能なソフトウエア
ATR plus（新 ターゲット補足） & セルフラーニング（自己学習機能）
IP67、WI-FI & Bluetooth

3D Viewer
• いつでも3D表示で現場をアシスト（2D切替も可能）
測定や杭打ちプログラムなどアプリ上でも！

• スキャニングデータと実測及び結線データなどを一緒
に表示可能となっています。
• 大型液晶&全表示により、リアルな現況表現が可能

 操作性向上

Captivate Software
 ホーム 1層目にジョブ、プログラムを全て配置
ジョブ選択 → プログラム、プログラムでundo → ホーム
と言ったようなシンプルな操作性を実現！

 考えることなく！直観的なオペレート
画面上のアイコンをタップすれば、希望する設定やコマンドの
選択を行うことができます。わざわざ探す必要はありません！
プログラムやコマンドは、表示・非表示設定/並び替え可能です。
※ 私のお気に入り、ホーム：プログラム

ジョブをタップすれば、
各種データ入出力コマンドが集約されています！
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Are you ready to Be Captivated…

ATR plus による圧倒的なパフォーマンス
セルフラーニング
現場環境のコンディションを自己判断 ・・・ 晴れ・雨・塵が多い・視認性状況など
他の反射物を認識し、排除します ・・・ 光沢表面・明るいライト・反射ベストなど
距離を認識します ・・・ 近づいている・遠ざかっている・その中間
ターゲットの動きを認識します ・・・ 静止・高動的状態・中間動的状態など

インテリジェンス

PS（パワーサーチ）

パワーサーチフィルター ・・・ Filter learn
現場であなたのターゲットだけを認識 ・・・ Filter learn
インテリジェンス トラッキング ・・・ 反射の強弱により出力を自動調整
水平 & 上下で360度サーチします。
合計 3回転し、固定されているプリズム等の
反射物を検出します。
終了後は、検出した個数を表示します。

Ⅱ
Ⅰ

検出されたターゲットなどの反射物は、その後の
自動追尾やパワーサーチ時には除外されます！
→ 観測するあなたのターゲットのみ認識

Ⅲ

※ 器械移動ごとにFilter learnの設定が必要です。

ロック（自動追尾）中にプリズムをロストしても、
TSの視野内にプリズムを移動すれば、再ロックします。
勿論、パワーサーチ機能を搭載していれば、
パワーサーチでプリズムを探し出すことも可能です。
※ ロスト時の設定をパワーサーチにしていれば、
自動的にパワーサーチとなります。

パワーサーチからキューブサーチへ
追尾中にロストしたポイント周辺をキューブ上にサーチ
するのが、キューブサーチです。

キ

パワーサーチは360°旋回してサーチするのに対し、
ロストした周辺をサーチして補足後再追尾となります。
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New solutions
新型 Leica CS20 フィールドコントローラー
 3機種リリース
・ベーシック Bluetoothのみ
・内蔵TPS無線モジュール（長距離Bluetoothとintenna、WLAN）
・Distoレーザー距離計内蔵（長距離Bluetoothとintenna、WLAN）
※ WLANは日本仕様に変更中






 スキャニング

大型スクリーン 5インチ WVGA
フラッシュ付き 5メガピクセルカメラ
拡張パック（ベーシックには非搭載）
SD & USB memory

活用事例

■ 災害 （法面崩壊）

■ 盛土など体積測定

■ 土木構造物 （法面・橋脚・砂防・防波堤などの測定）

■ 遺跡 （文化財）

■ 雪庇計測 New EDM

■ 切削オーバーレイ

■ 電線計測・変電設備

■ トンネル

■ プラント

【その他】
・補償業務（敷地外看板など） ・電線と建物（ビル）など立面の距離測定など
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 標準搭載

トータルステーション機能

高精度＆高速 自動視準（ATRplus）
パワーサーチ（PS） 360旋回プリズムサーチ機能
プリズム側にキャッチャーは不要！TSにプリズムサーチ機能が搭載されています

自動追尾（LOCK）
追尾が外れても、自動的にパワーサーチでプリズムを探し追尾継続となります

5メガピクセルカメラ搭載（広角＆望遠鏡内）
望遠鏡内カメラ（30倍率）にはオートフォーカス（トラッキングフォーカス）搭載しており、
パノラマ撮影も可能です

高速＆高精度 ノンプリ 2,000m
位相差（レーザー）とパルスの融合により全く新しいEDMを採用しております。
プリズム＆ノンプリ測定は高速となり、ノンプリは長距離対応となっております。
測距精度は以前同様のクラスNo.1（2mm + 2ppm）となっております。

同軸レーザーポインター
ライカ トータルステーションで好評のレーザーポインター搭載
※ オプションで放射対回観測（公共測量準拠）、GeoCom（旋回制御など）を用意しております。

 MultiStationだからこそ・・・結合精度＆自動統合処理
複数器械点からの観測も、器械移動はトラバーと同じ！
（器械点設定） → （後視点設定） → （スキャン）の繰り返し
スキャニング終了時には、１個のモデルデータに統合され、データ出力します！
＜Point＞ 出力後後処理ソフトで統合処理を行う必要はありません。

器械移動

器械移動
後視点
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後処理＆中間処理ソフトウエア

Leica Infinity Ver.1.3.0.2465
•

•

Google Earthとのリンク追加

表面（Surface）コマンドの強化・・・コンタ & パラメータ設定
メッシュ
（TIN）

•

コンタ

出力フォーマット強化

体積計算

 新サポート関連オプション
Leica Data Exchange
インターネットを利用した、リモートアシスト
•
•
•

電話一本でリモートアクセスを開始
取扱説明にかける負担の軽減
正確なサポートが可能にする

Active Assist
ライカジオシステムズの
サーバーを利用したデータ送受信サービス
•
•
•
•
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データ作成をデザインセンターで一括管理
急なデータの修正変更に柔軟に対応
作業中断の軽減
複数の測量器間のデータ交換

Leica Nova MS60 MultiStation Data Sheet
測角精度
精度 1 水平角/鉛直角

アブソリュート、連続、4Xエンコーダ

1”(0.3mgon)

測定範囲 2

プリズム(GPR1,GPH1P) 3
ノンプリズム 4

1.5mから10,000m
1.5mから2,000m

精度/測定時間（代表値）

プリズム 2,5
ノンプリズム 2,4,5,6

1mm+1.5ppm/1.5秒（代表値）
2mm+2ppm/1.5秒（代表値）

レーザースポット径

50m付近

8mm x 20mm

測定テクノロジー

ウェーブフォームデジタイジング（WFD）

同軸、可視赤色レーザー

最大範囲 7 / レンジノイズ
（1 sigma） 4

1000 Hz mode
250 Hz mode
62 Hz mode
1 Hz mode

300m / 1.0mm 50m 付近
400m / 0.8mm 50m 付近
500m / 0.6mm 50m 付近
1000m / 0.6mm 50m 付近

スキャンデータ

カラー、反射強度、信号対ノイズを含む3D点群データ

距離測定

スキャニング

イメージング
センサー
視野（広角 / 望遠鏡）
フレームレート

5M pixel CMOS センサー
19.4°/ 1.5°
1秒間当り 20フレーム

回転速度 / 反転にかかる時間

最大180°(200gon) /秒 /2.9秒（代表値）

動作範囲 ATR 2 / 自動追尾 2

1素子プリズム(GPR1,GPH1P)
360°プリズム(GRZ4,GRZ122)

1500m / 1000m
1000m / 1000m

精度 1,2 / 測定時間

ATRplus 角度精度（水平角・鉛直角）

1”(0.3mgon) / 2.5秒（代表値）

360°プリズム(GRZ4,GRZ122)

300m / 5秒（代表値）

広角カメラと望遠鏡カメラ
モーター駆動
ピエゾ技術によるダイレクトドライブ
自動視準（ATRplus）

パワーサーチ（PS）
動作範囲 / サーチ時間 8
ガイドライト（EGL）
作業範囲 / 精度

5〜150m / 5cm 距離100m（代表値）

一 般
オートフォーカス

倍率 / フォーカスレンジ

30 x / 1.7mから無限大

ディスプレイとキーボード

VGA,カラー,タッチスクリーン,両面共

37 イルミネーションキー

操作

エンドレスドライブ3箇所,フォーカスドライブ1箇所,オートフォーカスキー2箇所,任意設定可能なスマートキー

電源

内部充電可能なリチウムイオンバッテリー

作業時間 7〜9時間

データ保存

内部メモリー / メモリーカード

1GB / SDカード 1GB または 8GB

インターフェース

RS232,USB,Bluetooth®,無線LAN

重量

バッテリーを含んだ重量

7.6kg

耐環境性能

作業時気温
耐塵・耐水(IEC 60529) / 雨水吹き込み
湿度

-20℃ 〜 +50℃
IP65 / MILスタンダード-810G,方法506.5-I
95%,結露無きこと

1 標準偏差 ISO 17123-3
2 曇り・霧が無い・視界40km・陽炎が無い
3 360°プリズム(GRZ4,GRZ122)使用 1.5m ~ 3000m
4 日陰の対象物/曇り/コダックグレーカード面（反射率 90%）
5 標準偏差 ISO 17123-4
6 距離>500m：精度 4mm + 2ppm,測定時間 4s（代表値）
7 日陰の対象物/曇り/視界良好/静止している対象物/コダックグレーカード面（反射率 90%）
8 ターゲットが器械に対して正対していること
Bluetooth®のワードマーク及びロゴはBluetooth SIG,Incが所有しています。ライカジオシステムズ株式会社はその使用許諾を得てこれらを使用しています。

ライカジオシステムズ株式会社
〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート Tel.03-5940-3020
www.leica-geosystems.co.jp
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New solutions
新型Leica CS35 フィールドタブレット











発売予定

5MPカメラ、フラッシュ付き
128GB SSD
WLAN & 3.75Gモジュール
Bluetoothと2x USBポート
IP65, -10°C ~ +50°C
10時間までのバッテリー駆動時間
1.1kg
Intel i5 プロセッサー
Windows 8.1
10.1 WUXGA

New solutions
新たなLeica Viva GNSS ソリューション
A Captivating Experience
GS14 Professional

‒

Leica GS14 3.75G & UHF Professional SmartAntenna

‒

Unlimited へのアップグレード可能:
• 550 チャンネルへアップグレード
• 複数の衛星測位システム
•

NTT docomo SIMカードによる携帯通信サポート

‒

Salel デジタル無線内蔵

‒

120チャンネル

–

IP68
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The New Leica ScanStations

測量業務向け

P40

超高速タイムオブフライト方式のレーザー
ウェーブフォームデジタイジング（WFD）テクノロジー搭載
測定範囲は、Max 270m、スキャンスピードは最大 100万点/秒（〜120m）
内蔵カメラ搭載（パノラマ 700MP）、レーザークラス1（IEC 60825:2014）
レーザー求心装置搭載、-20℃〜+50℃、IP54
P40本体搭載の液晶フルカラー ディスプレイ（VGA）での操作の他、
WI-FI経由でipadなどの端末で操作することも可能です。
P40の他にも業務用途に合わせた機種をご用意しております。
詳細についてはご相談下さい。また、デモンストレーションもお受けしております。

同一メーカーだからこそ実現可能な大量点群データの一括処理
後処理ソフトウエア

Leica Cyclone, CloudWorx & TruView

一般的なPCでも数十億点の処理が可能ですので、大量点群データをセッションなどで
分割することなく、一括処理を行うことが可能です！！


Leica Cyclone

BASIC
：スキャナとPCを接続して観測するソフト
REGISTER：複数個所から計測したデータを一つの座標系に統合するソフト
MODEL
：プラント、土木＆測量 両方の業務に対応
SURVEY ：土木＆測量業務用
PUBLISHER：Webベースで点群データをシェア可能、TruView用のデータ作成



CloudWorx AutoCADなどへプラグインしてCyclone同様に大量点群の活用可能



TruView フリー点群ビューワ

各ソフトウエアの詳細についてはご連絡下さい。

同一メーカーで現場測定→後処理ソフト→教育＆サポートまで
対応可能ですので、安心して導入していただける体制です！
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