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1．スキャナのセットアップ

三脚の固定ネジ、定芯棹はしっかり締め付けて固定してください。

1.1 本体の設置

締め付けが弱いと正確なデータが取得できないことや、機器の落

1.1.1 一般的事項

下、転倒など思わぬ事故につながる恐れがあります。

・ 器械は必ず専用三脚またはライカジオシステムズ指定の取り

1.1.4 ハンドルの取り外し

付け冶具を使用してください。
・ バッテリーは 2 個装着することで本体のバランスを保つように

天頂部を計測する場合は、本体を三脚に設置した後、計測前に

設計されているため、必ず 2 個装着してください。

本体上部のキャリングハンドルを取り外します。

・ レーザー照射口およびビデオカメラレンズには触らないように

ハンドル根元の黒いボタンを両サイドから同時に押し、ハンド

してください。 汚れが付着することにより計測データに影響

ルを取り外します。

することがあります。

ハンドルを取り外す際は器械の転倒等にご注意ください。

・ 計測中に本体に振動が加わると、正しい計測が出来ないこと
があります。

1.1.2 バッテリーの装着

2．スキャニング
2.1 電源のオン / オフ
2.1.1 電源のオン
①
①

バッテリーホルダーのつまみを左に回し、カバーのロック

本体コントロールパネルにある電源ボタンをブザーが
鳴るまで 2 秒程度長押しします。

を外します。
②
③

バッテリーホルダーを取り外します。
充電済みのバッテリーをホルダーに取り付けます。
端子の位置、バッテリーの向きを確認してください。

④

バッテリーを取り付けたホルダーを本体に装着します。
このときも向きにご注意ください。

⑤
※

ホルダーを押しながらつまみを右に回し、ロックします。

通常、バッテリー2 個で 5.5 時間の使用が可能です。

1.1.3 三脚へのスキャナの取り付け

②

短いメロディと共に画面に Leica ロゴが表示され、起動が
開始されます。

③

下記メインメニューが表示され、左下のメッセージバーに
準備完了と表示されたら起動完了です。

①

楽な姿勢で作業できる高さまで三脚の脚を伸ばし、固定ネジ
をしっかり締め付けます。

②

脚頭が出来る限り水平になるように三脚を立て、三脚の脚を
しっかりと地面に踏み込みます。

③

ScanStation 本体を三脚にのせ、定芯棹で固定します。

④

本体中央の円形気泡管を合わせます。
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2.2 本体コントロールパネルでの操作

2.1.2 電源のオフ
① 現在の表示画面から

でメインメニューに戻ります。

ScanStation Pxx シリーズは、本体コントロールパネルによる

② メインメニュー右上の
します。

ボタンをタッチペンでタップ

スタンドアローン計測が可能です。 付属のタッチペンでスクリ

③ 下記画面が表示されますので、

ーンをタップすることにより各機能、コマンドを実行します。
計測したデータは本体内蔵の SSD（256GB）または、USB メモ

を押します。

リスティックを選択し保存します。
タッチパネルは、各コマンド実行後に画面が切り替わってから
ゆっくりと次の操作に入ってください。 あまり速くタップすると
フリーズすることがあります。

2.2.1 メインメニュー
１） メインメニュー
④ または電源ボタンをブザーが鳴るまで長押しします。
下記画面が表示され、電源が切れます。

a）

時間

b）

キャプション

メニューのロケーション
現在の表示メニュー

c）

タイトルバー

d）

スクリーンエリア

e）

メッセージバー

メッセージの表示

f）

ステータスバー

器械の状態の表示

g）

Esc ボタン

一つ前の画面に戻る

h）

メニューアイコン

i）

シフトボタン

ソフトキーの次ページ表示

j）

ソフトキー

コマンドの表示

２） ステータスバー

a） 有効なターゲットタイプ （P30/P40 のみ）
b） 2 軸コンペンセータ
c）

WiFi の状態

d） 内部メモリ
e）

外部メモリ

f）

外部メモリの状態

g）

外部バッテリー/AC パワーサプライ

h） バッテリーA
i）

バッテリーB
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３） ステータスバーのアイコン

４） 内部バッテリー
内部バッテリーA は、本体操作パネル側
内部バッテリーB は、操作パネルの反対側になります。
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2.2.2 プロジェクトの設定

名前の入力フィールドにプロジェクト名を入力し、Enter キー

１） 計測したデータを管理するプロジェクトを設定します。
①

をタップします。

メインメニューのアイコンから管理を選択します。
プロジェクト名には、記号など使用できない文字がいくつか
あります。 その場合、メッセージバーに下記メッセージが
表示されますので、入力をやり直してください。

⑤

データの保存先の指定
続いてデータの保存先を指定します。 保存先のプルダウ
ンから指定してください。

②

プロジェクトを選択します。

USB デバイスの場合は、事前に USB スティックを本体に
装着しておいてください。

③

プロジェクトの設定画面です。
ソフトキーから

デバイスを指定したら、
⑥

④

をタップします。

を選択します。
作成したプロジェクトを選択し、

をタップします。

管理メニューが表示されますので、
戻ります。

でメインメニューに

プロジェクト名を入力します。
表示画面で名前の入力フィールドをタップすると、下図のよ
うなキーボードが表示されます。

２） メインメニューに戻る
は、ひとつ前の画面に戻りますが、どの画面からでも
メインメニューに一度で戻ることができます。
①

画面右下のシフトキー

をタップします。

②

ソフトキーが切り替わりますので、シフトキーの下の
をタップするとメインメニューに戻ります。

a） 入力フィールド
b） Shift
c）

アルファベットと数字の切り替え

d） BackSpace
e）

Enter
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2.2.3 スキャンメニュー

１） スキャン画面

メインメニューから、スキャンを選択します。

①

スキャン開始画面で、

を選択します。

スキャンパラメータ画面が表示されます。

先ほど作成したプロジェクトが表示されます。

ここで、スキャニングのための諸設定を行いスキャンを
実施します
タイトルバーには、現在のプロジェクト名、Station
および ScanWorld が表示されます。

ここで、プロジェクトのプルダウンから現在登録されているプロ
ジェクトの選択が可能です。
また右横の
をタップすると、プロジェクト設定画面が表示さ
れ、プロジェクトの新規作成が行えます。
２） スキャン範囲の設定
スキャン範囲タブでスキャン範囲の設定を行います。
ターゲットオールまたは任意設定を選択します。

スキャン開始画面のソフトキーから、器械点設定の方法が
選択できます。
標準設定

器械中心位置を座標原点とした任意座標
での計測を行います。

ScanStation Pxx のスキャン範囲は、水平方向 360°

器械点設定

各種器械点設定画面に入ります。

×鉛直方向 270°で、その範囲内で設定します。

確定

前回最後に使用した器械点設定を使用
します。

１．ターゲットオール
水平方向 360°×鉛直方向 270°のフルエリアに設定

ここではまず、標準設定を選択した場合の操作を説明します。

します。

Leica ScanStation では、同一器械点で取得したデータを

２．ビデオ画像による任意設定

スキャンワールド（ScanWorld）または SW と呼んでいます。

ビデオカメラを起動し、表示画像内で範囲を指定します。

器械点が移動する＝座標系が変わるごとにスキャンワールドも新

ソフトキーから

をタップします。

しく生成する必要があります。 標準設定でスキャン画面に入ると
新しくスキャンワールドが生成されます。
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カメラをタップすると本体のカメラが起動します。

② 画面をドラッグしてスキャン範囲を指定
をタップすると、範囲指定をするフェンスモードに切り
替わりますので、画面上でドラッグしてスキャンしたい範囲
を選択します。 ドラッグした部分の色が変わり、ここが計測
範囲として指定されます。

スキャナを手動または画面右の
をタップし表示させ
た、画面中央のスクロールボタンで、スキャンしたいエリア
の左上方向にカメラを向けます。
シークモードを選択し画面をタップすると、その点が画
面のセンターに移動します。 また、
併用し、計測したい方向を調整します。

拡大 / 縮小を
これで良ければ、

で確定します。

カメラによるスキャン範囲の設定は、2 通りのの方法が

スキャンエリアを指定したら、

あります。

スキャンパラメーター画面に戻ります。

で決定します。

選択した範囲の角度が表示されます。
① スキャン範囲のコーナーを指定
画面右のコマンドバーから

を選択すると画面が

下記のように変わります。 続いてシークモード
を
選択しスキャンエリアの左上コーナーをタップします。

３．クイックスキャンによる任意設定
ScanStation には、測りたい範囲に器械を向けるだけ
タップした箇所が画面の中央に移動します。

スキャン範囲の設定ができる便利なクイックスキャン

ここで良ければ、

を搭載しています。

で確定します。

続いて、スキャンしたいエリアの右下方向にカメラを向けま

１．スキャン範囲から任意設定を選択します。

す。 画面右のコマンドバーから
を選択し、スキャンエ
リアの右下コーナーをタップします。

タップした箇所が画面の中央に移動します。
これで良ければ、

で確定します。
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２．スキャナの操作パネルを正面に見て、右方向がスキャナ

上下の入力フィールドをタップするとキーボードが表示

の正方向になります。

れますので、上図を参考に角度を入力します。

スキャンしたい対象物の左端の方向にスキャナを向け
ます。
続いてスキャン範囲タブの Hz / V 設定 [度] の左側の
鍵マーク

３） スキャンモード
計測時のモードを設定します。

をタップします。

スキャンのみ

鍵マークがロックされ （ ） 、スキャナが向いている
水平方向の角度が表示されます。

スキャニングだけを実行します。
写真撮影のみ

３．同様に対象物の右端の方向にスキャナを向け、今度は
右側の鍵マーク

写真撮影だけを実行します。
スキャンと写真撮影

をタップします。

まずスキャニングを実行し、スキャン完了後に
続けて写真撮影を行います。

これで水平方向のスキャン範囲が確定しました。
４．鉛直方向のスキャン範囲は、直接数値を入力します。
ScanStation の鉛直角は、水平が 0°で、天頂が 90°
下方向が -45°となります。

9
Leica ScanStation P30

４） 写真の設定

ホワイトバランス調整

ScanStation Pxx は、レーザーと同軸のビデオカメラを搭

下記設定から選択できます。

載しています。 撮影画像の RGB 情報を、計測した点群
データに貼り付けて表示させることが可能です。
写真設定タブで、写真の設定が行えます。

右下のシフトキー
て
露出
時間

自動

→ 自動で露出調整します。

手入力

→ 任意で数値入力します。

でソフトキーの表示を切替え

をタップすると、ビデオカメラが起動します。

露出で手入力を選択した場合に数値を入
力します。 数値を大きくすると画像が明
るく、小さくすると暗くなります。

ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ

ホワイトバランスを設定します。

写真解像度

画像 1 枚あたりの解像度を選択します。
1920×1920
960×960
640×640

HDR

HDR を採用します。

残り時間

撮影完了までの時間

右のスライドバーで明るさを調整し、
をタップすると
ホワイトバランスパラメータの計算が開始されます。

露出調整
ソフトキーの

をタップするとビデオカメラが起動

し、ビデオ画面に切り替わります。 この画面で設定した
画像の明るさを確認することができます。

計算終了後、画面で画像を確認し、良ければ

で

確定します。

右側のスライドバーで撮影時の明るさを調整できます。
をタップすると画面中央にスクロールボタンが表示
されます。 上下左右の矢印ボタンを押すとボタンの色が
変わり、その方向にスキャナが回転します。 再度ボタン
を押すと止まります。
調整後、

で確定します。

前画面で「自動」を選択していても、スライドバーで変更し
で確定させると「手入力」に切替わります。
また、「手入力」にしていても、
をタップすることにより、
「自動」 設定に切替えることができます。
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５） スキャン密度等の設定

６） 固定設定と任意設定の切替え

スキャン密度タブを開きます。

ScanStation P40 では、スキャン密度設定の画面を固定

① スキャン密度

設定と任意設定から選択することができます。
固定設定
デフォルトでは固定設定になっています。 スキャン密度
のスライドバーで、プリセットされた密度設定から選択しま
す。

固定設定のスキャン密度から、スライドバーでスキャン
密度を選択します。 スキャン密度はスキャナから 10m
の位置でのポイント間隔で表されます。
選択した設定（スキャン範囲および密度）での、スキャン
残り時間が表示されます。
② EDM モード

任意設定

ScanStation P40 には、2 つの EDM モードがあり、

固定設定から任意設定に切り替えるには、画面下部の

対象物までの距離に応じて選択します。

ソフトキーから

をタップします。

スピード

Hz（水平）、V（鉛直）のスキャン密度と設定距離を任意に

120m までのスキャンに使用します。

設定することができます。 上図ではスキャナから 10m

スキャンスピードは、100 万点 / 秒となります。

地点で水平、鉛直方向に 15mm ピッチの設定となります。

レンジ

固定設定では、水平と鉛直は同じ密度での設定になります

120m～270m までのスキャンに使用します。

が、任意設定では、水平と鉛直で異なる密度の設定も可能

スキャンスピードは、50 万点 / 秒となります。

です。
固定設定に変更するには、

をタップします。

③ 受光感度
ScanStation P40 には受光感度設定があります。
受光感度を上げることにより、標準設定で取りづらい、
または計測できなかった対象物のデータが取得できる
場合があります。受光感度を高にすると、標準時より計測
に時間がかかります。
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７） レンジフィルター

８） 詳細スキャンの設定

フィルタータブで、取得するスキャンデータに、距離による

ScanStation は、所定のスキャン終了後、追加で部分

フィルターをかけることができます。 通常は設定したス

的な詳細スキャンを実施することができます。

キャン範囲内で取得したすべてのデータを記録しますが、

詳細スキャンタブで、追加する詳細スキャンの密度を

このレンジフィルターによって計測対象物とは異なる距離

設定することができます。

にあるデータを、記録しないようにできます。
密度設定基準
スキャン密度設定の基準を定義します。
① 対象物までの距離
追加のスキャン範囲内の対象物までの距離を基準
に、密度を設定します。

レンジフィルター
はい でフィルターを有効にします。 有効にするとステー
タスバーに

アイコンが表示されます。

最小距離
記録するデータの最小距離を数値入力により設定します。
設定距離より近いデータは記録されません。

② 固定設定 （@10m）
スキャナから 10m の距離での密度を設定します。

最大距離
記録するデータの最大距離を数値入力設定します。 設
定距離より遠いデータは記録されません。
設定距離の計測
または

をタップします。

本体のカメラが起動しますので、画面上で距離を測定した
い対象物をピックモード

または シークモード

で

ピックします。 続いて、計測ボタン
をタップすると
選択した対象物までの距離が計測され、計測値が距離の

スキャン密度

入力フィールドに表示されます。

固定設定から任意の密度を選択します。
密度設定基準によって、固定密度が若干異なります
のでご注意ください。
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2.2.4 スキャニング

３） 詳細スキャン

１） スキャン開始

部分的に詳細にスキャンしたい場合や、計測もれがあった

スキャン範囲、密度などの各設定が完了したら、

で

場合などに、取得データの表示画面から、範囲指定をして

スキャニングを開始します。

重ねて追加スキャンをすることができます。
①

画面を拡大 / 縮小 / 移動するなどして、追加でスキャン
したい場所を表示させます。

設定したスキャンモードでスキャニングが開始され、スキャ
ンプレビューと残りのスキャン時間が表示されます。
②

追加のスキャンは、スキャンパラメーターの詳細スキャン
で設定したスキャン密度が採用されます。 設定密度の
確認や変更を行いたい場合は、画面右の

をタップし

ます。
詳細スキャンのパラメーター画面が表示されますので、
パラメーターの確認または変更をした後、

をタッ

プします。
この時、ソフトキーの

でスキャンの中止、

でスキャンの一時停止ができます。
で一時停止が解除されます。
スキャンと写真撮影を選択した場合は、スキャンが終了す
ると、続けて写真撮影が開始されます。
２） 計測データの確認 ①
写真撮影が完了すると、取得データが画面上にパノラマ表
示され、データの確認ができます。
③

続いてスキャン範囲を指定します。
をタップすると、
範囲指定をするフェンスモードに切り替わりますので、画
面上でドラッグして重ねて追加スキャンしたい箇所を選択
します。 ドラッグした部分の色が変わり、ここが計測範囲
として指定されます。

ここで計測漏れ等がないかを確認します。
点群をグレースケール表示に切り替えます。
点群をインテンシティ表示に切り替えます。
表示を拡大 / 縮小します。
初期画面に戻ります。
タップすると色が

にかわります。 この状態で

画面をドラッグすると表示の移動ができます。
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④ 範囲を指定したら

②

をタップします。 これで選択した範

現在のスキャンワールドの取得点群が表示されます。

囲がスキャンリストに登録されます。
ここで、

をタップするとスキャンリストが表示されます。

スキャン ID と水平（Hz）、鉛直（V）のポイント数が確認で
きます。 このときのポイント数は、最初のスキャン設定時
のスキャン密度が採用されます。
追加のスキャンは、複数の設定をすることが可能です。

５） スキャンウィンドウからのスキャニング
スキャンウィンドウを使用すると、内蔵ビデオカメラで本体ディ
スプレイに画像を表示させながら操作が行えます。
① スキャン密度と写真の設定
スキャン密度タブを開き、スキャン密度を設定します。

で追加スキャンをリストから外すことができます。
良ければ、

で進みます。

続いて写真設定タブで写真の設定をします。
② カメラを起動

⑤ 前画面に戻りますので、
をタップします。
設定どおりに追加スキャンが開始され、完了すると追加ス

ソフトキーから

キャンの取得データが表示されます。

を選択します。

スキャンウィンドウとビデオカメラが起動し、ウィンドウに
ビデオ画像が表示されます。
③ スキャン範囲の指定
7 ページ ２）スキャン範囲の指定を参照し、スキャン範
囲を指定します。

で表示データの切り替えが可能です。

４） 計測データの確認 ②
スキャンの終了後でも、スキャンデータをスキャンパラメー
ター画面上で確認することができます。
① スキャン範囲タブを開き、ソフトキーの

を選択

範囲を指定したら下記アイコンをタップしスキャンを実行し

します。

ます。
スキャンのみを実行します。
スキャンと写真撮影を実行します。
写真撮影のみを実行します。
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2.2.5 ターゲットスキャン

５） ターゲット指定法の選択

スキャンが完了したら、続いてターゲットを計測します。

ターゲットピックからターゲットの指定方法を選択します。

１） ターゲット計測画面
ターゲット計測画面を開きます。
計測終了のプレビュー画面から
をタップするか
スキャンパラメーター画面に戻り、ソフトキーから
を選択します。
ターゲットの定義画面が表示されます。
ビデオ画像

カメラを起動し、ビデオ画像からターゲット
を指定します。

スキャン

パノラマ表示されたスキャンデータから
ターゲットを指定します。

６） ターゲットの指定
各入力 / 設定が完了したらターゲットを指定します。
２） ターゲット名の入力

■

ターゲット名の入力フィールドをタップすると、文字入力のた

①

ターゲットピックでビデオ画像を選択した場合
（ピックターゲット）を選択します。

めのキーボードが表示されますので、ターゲット名を入力し

ビデオカメラが起動しますので、ターゲットの方向にカメラ

Enter キー

を向けます。 ビデオカメラは本体ディスプレイに向かって

をタップします。

右側を向きます。
②

ターゲットをピックします。
拡大 / 縮小でターゲットを適正なサイズ表示にし、
シークモード、でターゲットの中心位置をタップします。
画面中心の十字線が、できる限りターゲットのセンターに来
るようにします。

３） ターゲットタイプの選択
ターゲットタイプのプルダウンメニューから、使用するター
ゲットの種類を選択します。

十字線がターゲットのセンターに来たら、
す。
③

をタップしま

ターゲットの定義画面に戻ります。
複数のターゲットを計測する場合は、続けてターゲット名
等の必要な情報を入力し、ターゲットを指定します。

４） ターゲット高の入力
ターゲット高の入力フィールドをタップすると、キーボードが
表示されますので必要に応じてターゲット高を入力します。
入力後、Enter キー

をタップします。
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■

ターゲットピックでスキャンを選択した場合

①

８） ターゲットスキャン

（ピックターゲット）を選択します。

ターゲットの指定が完了したら、ソフトキーから
をタップします。

取得したスキャンデータが表示されますので、
でスキャンデータ内にあるターゲットを探します。

スキャナは指定されたターゲットを順に計測していきます。
②

を選択し、ターゲットのセンター付近をタップします。
タップしたところに
れば

マークが挿入されますので、良け

をタップします。

９） スキャンしたターゲットの確認
すべてのターゲットスキャンが完了すると、ターゲット計測
結果の画面が表示されます。
③ ターゲットの定義画面に戻ります。

状態欄でターゲット計測時の状況が確認でき、問題がなけ

こちらも同様に複数のターゲットを計測する場合は、続けて

れば OK、問題があれば不良と表示されます。

ターゲット名等の必要な情報を入力し、ターゲットを指定し
ます。

７） 指定したターゲットの確認
ターゲットリストタブを開くと、指定したターゲットの一覧が確
認できます。
ターゲット名およびターゲットタイプに間違いがないか確認
してください。
また、

をタップすると、ターゲットの確認

ができます。

画面左下には、入力したターゲット名が表示されています。
ここで、
をタップするとターゲットが回転しますので、
センターを正しくとらえているか確認してください。
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確認したら
で前画面に戻るか、
ターゲットを確認します。

このような場合、対象のターゲット計測をやり直すことがで

で、次の

きます。 シフトボタン

をタップするとソフトキーが

OK と表示されていても、まれにターゲットスキャンが失敗

切り替わりますので、ターゲット計測をやり直したいターゲ

していることがあります。 状態が OK となっていても、この

ットを選択しソフトキーの

をタップします。

ターゲットの確認は行うようにしてください。
また、ターゲット計測結果画面でターゲットを選択し、ソフト
キーの

で、ターゲットの情報を確認することも

できます。
ターゲット情報

ターゲット計測をやり直しても OK にならない場合は、
ターゲットの位置や角度を確認します。
ターゲット計測に不向きな場合は、このターゲットを使用
しないこともあります。その場合はターゲットを削除します。
対象のターゲットを選択し、

をタップすると、下記

メッセージが表示されますので、

をタップします。

１０） ターゲット計測の失敗
ターゲット計測結果で、状態が不良と表示されたり

１１） ターゲットの保存
すべてのターゲットが正しく計測できた場合、また計測に
失敗したターゲットを削除した後、これらターゲットを保存
します。 ソフトキーの

を選択します。

でターゲットを確認した際に、下図のよう
にターゲットが正しく計測できていない場合、このターゲット
計測は失敗です。 器械またはターゲットが動いてしまった
り、障害物があった場合などに発生します。

これで、この器械点（スキャンワールド）でのターゲット計測
は終了です。
ターゲットを保存しないと、ターゲットはデータとして記録さ
れませんのでご注意ください。
保存せずに終了すると、下記メッセージが表示されます
ので、

で前画面に戻り、ターゲットを保存してくだ

さい。
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スキャンワールドを選択し、

をタップします。

2.2.6 ターゲット間の距離計測
同一スキャンワールド内にある 2 つのターゲット間の距離を計測
することができます。
取得ターゲットのチェック等に利用できます。
１） ターゲットスキャン直後にターゲット間距離を計測する
ターゲットスキャン直後のターゲット計測結果画面で
をタップします。
データ画面が表示されますので、ターゲットタブを
開き

をタップします。

ターゲットの点間距離画面が開きます。
画面から点間距離を測りたい 2 点のターゲットを選択すると
ターゲット間の斜距離、水平距離、比高差が確認できます。
ターゲットの点間距離画面が開きますので、ターゲットを選
択します。

確認後、

をタップするとターゲット計測結果画面に

戻ります。
この点間距離は保存できません。

２） 計測済みのターゲットの点間距離を計測する
メインメニューの管理｜プロジェクトからターゲットスキャン
データの入ったプロジェクトを選択し、

を選択

します。
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2.2.7 スキャン情報の確認
取得したスキャンデータがどのような密度設定で計測されたかを
後から確認することができます。
１） メインメニューから管理｜プロジェクトを開き、対象のプロジ
ェクトを選択した後、ソフトキーから

をタップしま

す。

２） 器械点 / スキャンワールドを選択し、

をタップ

します。

３） スキャンタブを開くと、スキャン密度、クオリティ設定、ポイン
ト数が確認できます。
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2.3 器械点設定

６） 作成した新規プロジェクトを選択し、

ScanStation P30/40 では、器械中心が座標原点となる計測方法

をタップしま

す。

のほかに各種器械点設定法が用意されています。

2.3.1 基準点座標の登録
基準点座標を事前にスキャナ本体に登録することができます。
１） 基準点座標をテキストデータで用意します。
フォーマットは、データをスキャナにインポートする際に指
定できます。 ここでは下記のようなデータを使用します。
７） 基準点のインポート画面のファイルから USB メモリに
コピーした基準点座標のテキストファイルを選択します。

２） テキストデータを USB メモリスティックにコピーします。
ファイルはルートフォルダにコピーしてください。
スキャナの起動後、本体の USB ポートに差し込みます。
３） ステータスバーのアイコン
で、 スキャナ本体が USB
メモリを認識したことを確認してください。
４） メインメニューの管理を開き、基準点を選択します。

８） 選択したファイルのヘッダー部に不要な列が含まれている
場合、行数を指定してインポートをスキップします。

５）

をタップし、基準点の新規プロジェクトを作成し、
９） 続いて

をタップして、基準点座標データの

インポート設定を行います。 データ区切りと点名、各座標
値が何列目にあるかを設定します。

保存します。

設定後、

をタップします。

基準点のインポート画面に戻りますので、再度

を

タップします。
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１０） 下記確認画面が表示されます。

４） 器械点設定方法から簡易方位設定を選択します。

続けて別のファイルをインポートする場合は、
しない場合は

を、

基準点座標を登録している場合は、基準点プロジェクトから

をタップします。

対象のプロジェクトと器械点を選択し、器械高を入力します。
（器械高の測定方法は ScanStation Pxx ユーザーマニュ
アルをご覧ください。）

１１） ポイント数の欄にインポートした基準点の点数が表示され
ます。
事前に基準点の登録をしていない場合は、

をタップ

し器械点情報を入力後、保存します。

これで基準点座標の登録は完了です。
をタップし、USB メモリは取り外してください。
５） 必要に応じて、
す。 良ければ、

2.3.2 簡易方位角設定

でビデオカメラの明るさを調整しま
をタップします。 カメラが起動

しますので、画像中心の十字線で方向を合わせます。

器械点設定時に、本体のビデオカメラから方位を決めることが
できます。
１） スキャナを基準点上に設置し、電源を入れます。
２） メインメニューの管理で新規プロジェクトを作成したあと
メインメニューに戻りスキャンを選択します。

方向を合わせたら
をタップします。
６） 方位角の入力フィールドをタップするとキーボードが表示さ
れますので角度を入力します。
または
３） プロジェクトを選択し、ソフトキーから

を押すと方位角が 0 度に設定されます。

を選択

します。

７） 最後に

をタップし設定を完了します。

スキャンパラメーター画面に変わりますので、スキャンを開
始します。
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2.3.3 方位角設定

５） 後視点設定：方位角設定画面に切り替わります。 ここで

１） 基準点上にスキャナとターゲットを設置します。

後視点の設定を行います。

２） 必要に応じてメインメニューの管理で新規プロジェクトを

後視点名のプルダウンから点名、またターゲットタイプを

作成した後、メインメニューからスキャンを選択します。

３） プロジェクトを選択し、ソフトキーから

選択し、ターゲット高を入力します。

を選択

します。

必要に応じて、

でビデオカメラの明るさを調整しま

す。 良ければ

をタップします。 カメラが起動

しますので、

でターゲットの中心付近をタップします。

４） 器械点設定方法から方位角設定を選択します。
基準点座標を登録している場合は、基準点プロジェクトから

続いて
をタップします
６） 方位角の入力フィールドをタップすると、キーボードが表示

対象のプロジェクトと器械点を選択し、器械高を入力します

されますので角度を入力します。
または、

事前に基準点の登録をしていない場合は、

を押すと方位角が 0 度に設定されます

をタップ

し器械点情報を入力後、保存します。
７） 続いて

をタップするとターゲットスキャンが開始

されます。

器械の設置画面に戻りますので、

をタップします。
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2.3.4 既知後視点設定

８） ターゲットスキャンが完了すると、器械点および後視点
ターゲットの情報が表示されます。

１） 基準点上にスキャナとターゲットを設置します。
２） 必要に応じてメインメニューの管理で新規プロジェクトを
作成した後、メインメニューからスキャンを選択します。

後視点座標タブで座標値の確認ができます。
３） プロジェクトを選択し、ソフトキーから

を選択

します。

でターゲットスキャンが確認できます。

４） 器械点設置方法から既知後視点を選択します。
基準点座標を登録している場合は、基準点プロジェクトから
対象のプロジェクトと器械点を選択し、器械高を入力します

で前画面に戻ります。
９） これで器械点設定は完了です。
をタップすると、スキャンパラメーター画面に変わ
りますので、スキャンを開始します。
事前に基準点の登録をしていない場合は、

をタップ

し器械点情報を入力後、保存します。

器械の設置画面に戻りますので、

をタップします。
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５） 後視点設定：既知後視点画面に切り替わります。 ここで
後視点の設定を行います。 基準点プロジェクトを選択し、
後視点名、ターゲットタイプ、ターゲット高を入力します。

７） ターゲットスキャンが完了すると器械点とターゲットの情報
が表示されます。
事前に基準点の登録をしていない場合は、

を

タップし後視点情報を入力後、保存します。

デルタタブで実測値との誤差が確認できます。

必要に応じて、
す。 良ければ
しますので、

でビデオカメラの明るさを調整しま
をタップします。 カメラが起動
でターゲットの中心付近をタップします。

また、

続いて
をタップします
６） 後視点設定：既知後視点画面に戻りますので、

でターゲットスキャンが確認できます。

を

タップします。
で前画面に戻ります。
８） これで器械点設定は完了です。
をタップすると、スキャンパラメーター画面に変わ
りますので、スキャンを開始します。

ターゲットスキャンが開始されます。
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2.3.5 後方交会
１） 基準点上にターゲットを設置します。（ターゲットは、最低
2 点必要です。）
２） 設置したターゲットおよびスキャン対象物が視野に入る、任
意の位置にスキャナを設置し、電源を入れます。
３） プロジェクトを選択し、ソフトキーから

を選択

します。
５） 後方交会 目標点の定義画面でターゲットを定義します。
①

1 点目の目標点（ターゲット）を定義します。
基準点座標を登録している場合は、基準点プロジェク
トから対象のプロジェクトとターゲット名、ターゲットタ
イプを選択し、ターゲット高を入力します。

４） 器械点設置方法から後方交会を選択します。

②

必要に応じて、

でビデオカメラの明るさを

調整し、良ければ

をタップします。

カメラが起動しますので、
付近をタップします。

後方交会 （4 パラメータ）

でターゲットの中心

目標点が最低 2 点必要です。
XYZ 座標の 3 成分と Z 軸角差を計算します。
後方交会 （6 パラメータ）
目標点が最低 3 点必要です。
XYZ の 3 成分と XYZ 軸角差を計算します。
コンペンセータが ON の場合、XY平面は既に決まっている
ので、通常は 4 パラメータを選択します。
をタップして確定します
ここで、

をタップすると、後方交会実施時のターゲ

③

ット計算の制限値の設定/確認ができます。

続けて 2 点目の目標点を定義します。
ターゲット名、ターゲットタイプを選択し、ターゲット高
を入力します。

良ければ

で前画面に戻ります。
同様に、
でカメラを起動し、
をタップします。

器械点名および器械高の入力フィールドをタップすると、

でターゲット

キーボードが表示されますので、それぞれ入力し、
をタップします。
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④

事前に基準点の登録をしていない場合は、

《 ターゲットリスト 》

をタップし、後視点情報を入力して保存します。

目標点の追加をします。（次項参照）
保存後、
でカメラを起動し、
をタップします。
２） すべてのターゲットを定義したら

ターゲットを選択してからタップすると

でターゲット

ターゲットの計測結果が確認できます。
をタップします。

後方交会計算時のターゲット使用/不使用
を切り替えます。
X 座標軸差、Y 座標軸差、Z 軸座標差の表
示を切り替えます。
《 プロット 》

定義したターゲットを順にスキャンしていきます。

４） 目標点の追加
後方交会の結果が制限に入らなかったときなどに、既知座
標を事前にインポートしてあれば、ターゲットを追加するこ
とができます。
ターゲットリストタブを開き、

をタップします。

３） ターゲットスキャンが完了すると結果が表示されます。
《 器械点情報 》

ターゲット名から追加したいターゲットを選択し、必要項目を
入力した後、

をタップします。

《 標準偏差 》
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2.5 バッテリーの残量表示

一度、器械点は計算されていますので、ピック T を実行しな
くても、スキャナはターゲットの方向を向きターゲット計測を

１） ステータスバーでの確認

開始します。
５） 問題がなければ、

ステータスバーのアイコンで確認ができます。
をタップし確定します。

スキャンパラメーター画面に変わりますので、スキャンを

バッテリーA ： 本体ディスプレイ側のバッテリー

開始します

バッテリーB ： ディスプレイと反対側のバッテリー
２） 状態メニューでの確認

2.4 スキャニングの終了

①

メインメニューの状態を選択します。

②

バッテリー＆メモリーを選択します。

③

バッテリーの残量が確認できます。

すべてのスキャニング作業が完了したら電源を切り器械をケー
スに収納します。 最初にハンドルを取り外していた場合はハン
ドルを取付けます。
ハンドルはロックボタンがカチッと音がするまで差込み、正しく
取付けられているか、必ず確認してください。
正しく取付けていないと、器械の落下や怪我など思わぬ事故に
つながります。
ケースに収納する際は器械の向きに注意し、アンテナが正しい
位置に来るようにしてください。
また、スキャナ本体は 12kg ありますので、腰に負担のかからな
い姿勢で収納してください。

本体ケースのロックは、カチリと音がするまで正しくロックして
ください。 音がしない場合、ロックが正しくかかっていないこと
がありますので、ご注意ください。

また、どの画面からもステータスバーのアイコンをタップす
ると、直接この画面が表示できます。
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2.6 内部メモリの空き容量

2.7 レベル & レーザー求心
2.7.1 電子気泡管

１） ステータスバーでの確認
ステータスバーのアイコンで確認ができます。

①

メインメニューから状態を選択します。

②

レベル＆レーザー求心を選択します。

③

電子気泡管が表示されます。

２） 状態メニューでの確認
① メインメニューの状態を選択します。

② バッテリー＆メモリーを選択します。

③ メモリータブを開くと内部メモリの使用量が確認できま
す。

2.7.2 2 軸コンペンセータ
ScanStation Pxx には 2 軸コンペンセータ（傾斜補正装置）が
内蔵されています。 初期設定では本体起動時に常にオンに
なるように設定されていますが、 ここでオン/オフの切り替えや、
USB メモリ使用時には、その容量も表示されます。

補正範囲を超えた場合の動作などを設定できます。

また、どの画面からもステータスバーのアイコンをタップ

①

メインメニューから状態を選択します。

すると、直接この画面が表示できます。
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②

2.7.3 レーザー求心

レベル＆レーザー求心を選択します。

ScanStation Pxx にはレーザー求心装置が搭載されています。

③

①

メインメニューから状態を選択します。

②

レベル＆レーザー求心を選択します。

③

レーザー求心のタブを開きます。

コンペンセータータブを選択します。

ここでコンペンセーターのオン/オフの切り替えができます。
On

： コンペンセーター オン

Off

： コンペンセーター オフ

常時 Off

： 常にオフ

また、補正範囲外では、計測中に本体が傾いてコンペン
セーターの補正範囲を超えた場合の動作オプションが
選択できます。

レーザー求心のオン/オフ切替と強度の設定ができます。
④

設定変更後、

をタップします。

スキャン＆撮影のキャンセル
コンペンセーターが補正範囲を超えた時点で、スキャ

2.7.4 スキャナの自動起動

ンおよび写真撮影を中止します。 本体が傾いたこと
でデータの信頼性が失われますので、スキャンワー

自動起動のオプションが選択できます。

ルドを変更し作業をやりなおします。

メインメニューの設定から起動オプションを選択します。

フラグデータ＆続行
コンペンセーターの補正範囲を超えても、このスキャ
ンデータが傾いているというフラグを立て、スキャン
および写真撮影をそのまま続行します。 データ合成
時に Cyclone の Register 画面で整準が取れている
ことを示す Leveled という表示がつきません。
④

設定変更後、

をタップします。

コンペンセーターの状態は、ステータスバーでも確認できます。
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WiFi の状態

プルダウンで有効 / 無効を切替えます。
常に有効にすると本体起動時には自動で
WiFi が On になります。

WiFi の接続

通信モードを選択します。

WiFi SSID

スキャナの SSID

WiFi IP

IP アドレス

WiFi キー

接続用のパスワード
デフォルトは abcd-abcd

自動起動： On

スキャナは内臓バッテリーの挿入または
外部バッテリー接続と同時に、自動で電源

設定の変更後、

で変更内容を決定します。

が入り起動します。
自動起動： Off

本体の電源ボタン出を押して、スキャナを

2.8.2 Bluetooth

起動します。

１） メインメニューから状態｜接続を選択します。
２） Bluetooth タブを開き、Blutooth を有効にします。

2.8 接続
ScanStation Pxx は WiFi および Bluetooth を標準搭載して
おり、外部コントローラや PC 等からリモートコントロールが
可能です。

2.8.1 WiFi
１） メインメニューから状態を選択します。
で決定します。

２） 接続を選択します。

３） WiFi タブで WiFi の設定を行います。

30
Leica ScanStation P30

2.9 冷却ファン / ガイドビーム / ウォームアップ

2.9.2 ガイドビーム

2.9.1 冷却ファン

ScanStation Pxx では、計測用の不可視光レーザーと同軸で

ScanStation Pxx には内部温度が上昇した際に、本体内部を

可視光（赤色）のガイドビームを発光することができます。

冷やすためのファンが装備されています。
これを On すると内部温度が上昇した場合に自動でファンが回

① メインメニューから設定を選択します。

ります。（デフォルトでは On になっています。）
① メインメニューから設定を選択します。

② シフトボタンをタップします。

② シフトボタンをタップします。

③

③

をタップします。

をタップします。

④ On または Off を選択し、

④ On または Off を選択し、

をタップします。

をタップします。

※通常は On でご使用ください。

31
Leica ScanStation P30

2.9.3 ウォームアップ

⑤ 回転ミラーのウォームアップが開始されます。

器械が冷えきっている場合などで、そのままでスキャンを開始
すると、回転ミラーがスムースに動かなくなるおそれがありま
す。 そのような場合にミラーのウォームアップをすることがで
きます。
① メインメニューからツールを選択します。

ミラーが回転しますので、指などを挟まないようにご注意くだ
さい。

② シフトボタンをタップします。

③

をタップします。

④

をタップします。
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3．データ転送

④

プロジェクトを選択します。

⑤

取り出したいプロジェクトを選択し、

3.1 内蔵 SSD からのデータの取り出し
プロジェクトを内蔵 SSD に保存していた場合、スキャニングが
すべて終了したら保存されたスキャンデータを取り出します。
スキャンデータは USB 外部メモリに転送することができます。
使用する USB メモリは大容量で転送速度の速いものを推奨しま
す。 データ転送前にファイルシステムが NTFS であること、
空き容量が十分あることをご確認ください。
①

本体ディスプレイ横の USB ポートのキャップを外し、USB
メモリを接続します。

をタップ

します。

※ 取り外したキャップの紛失にご注意ください。
USB メモリが認識されるとステータスバーにはアイコンが

⑥

データ転送が開始されます。

表示されます。

②

メインメニューからツールを選択します。

USB にアクセスしている時、ステータスバーのアイコン
は、
と表示されます。 このアイコンが表示されて
いる間は絶対に USB デバイスを取り外さないでください。

③

⑦

各種転送を選択します。

データ転送が完了しアイコンが

に戻ったことを確認

してから、USB デバイスを取り外してください。
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⑤

3.2 ScanStationPxx Data Copy Tool
ScanStation Pxx Data Copy Tool は、スキャナ本体に保存され

インストールの完了です。
でインストーラを閉じます。

たデータを、直接コンピュータにダウンロードするためのツール
です。 また、このツール内でデータの表示 / 確認を行うことが
可能です。
１） Data Copy Tool のインストール
Leica ScanStation Pxx に同梱のシステム CD-ROM 内の
PxxDataCopy_x.xx.xx.xxx.zip を解凍の上、インストーラ
（Pxx Data Copy x.xx.xxx.msi）を実行し、コンピュータに
インストールします。
① Pxx Data Copy セットアップ ウィザードが起動します。
をクリックします。

２） データ転送の準備
①

ScanStation Pxx を起動し、データ転送ケーブルで
スキャナとコンピュータを接続します。
ScanStation Pxx には、外部電源供給端子（ブルーの
カバー、5 ピン）と、データ転送用端子（グレーのカバー
8 ピン）がありますので、ご注意ください。
グレーの端子にケーブルを接続します。

② インストールフォルダを指定します。
変更したい場合は、

でフォルダを指定します。
②

ケーブルを接続して、しばらくすると接続が確立され、
コンピュータにローカル接続として表示されます。

３） Pxx Data Copy Tool の起動
デスクトップに作成されたショートカットをクリックして
Pxx Data Copy Tool を起動します。

をクリックします。
③ 続けて

をクリックします。

下記画面が表示されます。

④ インストールが開始されます。
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４） スキャナの接続

６） データ転送
プロジェクトを選択したら左上の Transfer Project ボタン

画面左上のボタンから、Connect to Scanner ボタン
をクリックします。 接続可能なスキャナとシリアルナンバー

をクリックします。
次画面でデータ転送先のフォルダを指定します。

が表示されます。

データコピー先のパスに日本語フォントは使用しないでくだ
さい。 Cyclone へのデータインポート時に下記メッセージ
が表示されデータのインポートができません。

をクリックします。
フォルダを指定したら

をクリックします。

スキャナとの接続が確立されると、本体に保存されている
フォルダが表示されます。

データ転送が開始されます。

５） 転送するプロジェクトの選択
表示されたプロジェクトフォルダから、転送したいプロジェク
トにチェックを入れます。

画面左下のステータスバーに、Transfer finished, Ready
と表示されたら、転送完了です。

また、プロジェクト内のデータを選択すると、右側のプレビュ
ー画面で確認することができます。
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3.4 Cyclone へのデータ インポート

3.3 Survey Mode
Cyclone-Navigator ウィンドウ上でのデータ表示で、Cyclone の

ScanStation Pxx から取り出したスキャンデータを Cyclone へ

データベース、プロジェクトフォルダの下に器械点ごとの Station

インポートします。

フォルダを表示するかどうかの選択が可能です。 変更する場合

１） Cyclone を起動し、新しい Database を作成します。

には、ScanStation Pxx のスキャンデータを Cyclone にインポ

①

メニューから Configure｜Database を開きます。

②

Configure Databse ダイアログの Server から

ートする前に、Survey Mode を設定しておく必要があります。
１） Survey Mode の表示
●

Survey Mode が Yes の場合 （デフォルトは Yes）
プロジェクトフォルダの下に Station-001 というフォルダが
作成され、その下にスキャンワールド（SW-001）が保存さ
れます。

“コンピュータ名 [unshared]” を選択します。

●

Survey Mode が No の場合
プロジェクトフォルダの直下にスキャンワールドが保存され
ます。（Station-001:SW-001）

③

続けて

をクリックします。

④

Add Database ダイアログの Database Name に任意の

２） Survey Mode の切り替え
①

Cyclone-Navigator ウィンドウのメニューから
Edit｜Preferences を開きます。

名前を入力し、
②

をクリックします。

Edit Preferences ダイアログが開きます。
これから設定する内容を、デフォルト設定にする場合は、
ダイアログ右側の Level を Default に変更します。
⑤

③

Edit Preferences ダイアログの Scan タブから、Survey

で Configure Database ダイアログを閉じます。

２） ScanStation Pxx 本体から USB デバイスを使用してデータ

Mode をクリックし、Yes または No を選択します。

を取り出した場合は、USB デバイスを PC に接続します。
Pxx Data Copy Tool を使用して既にコンピュータにデータを
コピーしている場合は、そのまま進みます。
USB デバイスから PC にデータをコピーしてからインポート
する場合は、パスに日本語フォントを使用しないでください。
下記メッセージが表示されデータのインポートができません。

で決定し、

でダイアログを閉じます。
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３） Cyclone Navigator ウィンドウで、先ほど作成した Database

Generate Scan Thumbnails

を選択しメニューから File｜Import ScanStation Data

Cyclone-REGISTER で Auto Registration を使用する

｜Import ScanStation Project をクリックします。

際の Scan Thumbnail を作成します。
Map Colors （通常は選択してください）
ScanStation Pxx に搭載されたカメラで撮影した画像と
点群をインポート時に関連付けます。
Estimate Normals （通常は選択してください）
インポート時に法線計算を行います。
Find Black & White Target
インポートする点群内に含まれている白黒ターゲット探し
てきます。 ターゲット計測を実施している場合は、選択
する必要はありません。

４） ScanStation Pxx のデータは Data というフォルダに保存

Find Pipes Automatically

されています。 USB デバイスのData フォルダから、対象の

インポートする点群の中からシリンダーを探し出し、

プロジェクトを選択し、

インポートすると同時にシリンダーのモデリングを行い

をクリックします。

Pxx Data Copy Tool でプロジェクトフォルダをコピーした場

ます。 このオプションを選択すると通常よりもインポート

合は、コピー先フォルダ内のプロジェクトを選択します。

に時間がかかります。
Apply All
複数のスキャンデータをインポートする場合、選択した
オプションをすべてのスキャンデータに適用させる場合に
選択します。
Import オプション

＝ Advanced タブ ＝

Advanced タブでは Pxx のプロジェクトをインポートする際に
各種フィルターを設定することができます。
５） 次画面で Import オプションが表示されます。
Import オプション

＝ General タブ ＝

Remove Intensity Overloaded Pixels
極端な反射面（ガラス窓による再反射など）により歪んだ

Sub Sample
インポートする点群の量を調整できます。 100%を選択

すべてのポイントを削除します。

するとすべての点群をインポートします。 必要に応じて

Remove Mixed Pixels

プルダウンでインポートする量が選択できます。

構造物のエッジ等で発生するノイズデータを削除します。

Pre-Registration Options

Do Tone Mapping
HDR を採用して撮影した画像をインポートする際にトーン

Find B & W Targets
インポートする点群内に含まれている白黒ターゲット探し

マッピングを実行します。

てきます。 右横のプルダウンでターゲットのサイズを

Mixed Pixel Filter

指定します。

ノイズデータを低減します。

Auto Align Scans
Cyclone-REGISTER で Auto Registration を使用する

デフォルト設定にします。

際の初期アライメントを実行します。
Cyclone のヘルプ（英文）を開きます。
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６） Import オプションを選択し、

をクリックするとデータ

選択したターゲットを削除し、選択しなかったターゲットを

のインポートが開始されます。

ControlSpace にターゲットとしてコピーします。
③

すべてのターゲットを ControlSpace にコピーする
Target Verification 画面で正しくターゲットが検出されてい
れば、（不要なターゲット、誤検出がなければ） そのまま

インポート時間は、選択したオプションやデータ量によって変

をクリックします。

わります。
７） Find Black & White Target オプションを選択した場合、
インポート時にデータの中に白黒ターゲットを検出すると、
下記の Target Verification ダイアログが表示されます。
ここでターゲットとしてインポートし、合成用のターゲットを管

すべてのターゲットが ControlSpace にコピーされるが、こ

理する ControlSpace にコピーするかどうかを選択します。

のまま進めて良いかというメッセージが表示されますので、
をクリックします。

3.5 インポート時の自動合成
既知後視点、後方交会などの器械点設定をしてスキャニングを
実施した場合、位置関係が分かっていることから、スキャンデー
タを Cyclone にインポートすると同時にデータ合成が自動で行わ
れます。
①

不要なターゲットを選択

3.6 プロジェクトの削除

検出されたターゲットの中に、不要なターゲットや誤検出
されたターゲットがある場合は、それらを削除します。

データ転送が完了し、Pxx 本体に保存されたデータが不要になっ

不要なターゲットをひとつずつダブルクリックするか、

たら SSD からデータを削除します。

ターゲットをクリックし、Delete または Enter キーを

１） メインメニューから管理を選択します。

押すことで削除したいターゲットの選択ができます。
削除のために選択されたターゲットは赤枠で囲われます。

または、Ctrl キーを押しながらターゲットをクリックしても、
複数のターゲットを指定することができます。
ターゲットの指定後、Delete または Enter キーを押します。
選択 / 非選択は Space キーで切り替えることができます。
②

２） プロジェクトを選択します。

ターゲットの削除
ターゲットとしてインポートしないものを選択したら、ダイア
ログ右下の

をクリックします。

Delete Targets ダイアログが表示されます。

ここで、Copy all unmarked targets to the ControlSpace
にチェックを入れると、

をクリックすると同時に
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３） 削除したいプロジェクトを選択し、ソフトキーから

を

4．バッテリー

タップします。

4.1 概要
最初に使用する場合 / 充電
●

バッテリーは最低限の充電残量で出荷しているので、最初
に使用する際は充電してください。

●

新品のバッテリーまたは長時間（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 度行うと効果
的です。

●

リチウムイオンバッテリーは充電 / 放電のサイクルは 1 回
で十分です。 充電中またはライカジオシステムズ製品で

４） 下記確認画面が表示されますので、ソフトキーから

使用中に、実際に使用できるバッテリー容量よりも著しく低

をタップします。

い容量を示した場合は、この手順を実行することをお勧めし
ます。
●

充電時の許容温度は、0℃～+40℃です。 最適に充電す
るにはできるだけ外気温が+10℃～+20℃の範囲での充電
をお勧めします。

●

充電時にバッテリーの温度が上がる場合があります。 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 / 充電
５） 指定したプロジェクトが削除されます。

●

バッテリーの動作温度範囲は、-20℃～+55℃です。

●

温度が低いと本来の容量を発揮できず、高いとバッテリー
の寿命が短くなります。

4.2 バッテリーの充電
●

バッテリーの充電にはライカジオシステムズ推奨の充電器
をご使用ください。

●

詳しくは充電器の説明書をご覧ください。
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5.2 時刻設定

5．各種設定 / システム情報

１） メインメニューから設定を選択します。

5.1 スクリーンキャリブレーション
タッチパネルの応答が良くない、または正しく動作しない場合は、
スクリーンキャリブレーションを行います。
１） メインメニューからツールを選択します。

２） 日付と時間を選択します。

２） スクリーンキャリブレーションを選択します。

３） 日付欄横のカレンダーアイコン

をタップするとカレンダ

ーが表示されますので、日付を選択します。

３）

をタップします。

日付は、月 / 日 / 年の順になっています。
時間、日付の各欄をタップするとキーボードが表示されます
ので、入力後 Enter キー

をタップします

４） 画面にターゲットマークが表示されます。
①

ターゲットマークの中心位置をタッチペンで触ります。
（画面を触ったままにします。）

②

右下のTOUCHがHOLDになりターゲットマークが縮
小します。

③

４） 設定後、ソフトキーの

をタップします。

HOLD が RELEASE になったらタッチペンを画面から
離します。

④

ターゲットマークが別の位置に移動しますので、同じ手
順を繰り返します。

⑤

全部で 4 箇所のターゲットマークをタップします。

15 秒以内にキャリブレーションを開始しないと、キャンセルさ
れます。
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5.3 システム情報

5.4 ライセンスキーの更新

本体の情報が確認できます。

ScanStation Pxx本体のファームウェアは、ライセンスキーで管理

１） メインメニューから状態を選択します。

されています。 ファームウェアのメンテナンスをカバーする CCP
ベーシック、ブルー、ブロンズ、シルバーのいずれかをご契約（更
新）いただきますとこのライセンスキーも更新されます。
ライカジオシステムズより発行されたライセンスキーを本体に入力
することにより更新が完了します。このライセンスキーが有効でな
いとファームウェアのアップグレード等のサービスが受けられませ
ん。ライセンスキーの更新方法は、手入力とファイルのアップロー
ドの 2 種類があります。
１） 手入力によるライセンスの更新

２） システム情報を選択します。

CCPメンテナンス契約をご更新いただきますと、ライカジオシ
ステムズより下記のようなライセンスキーがメールで送付さ
れます。
（本体シリアルナンバー）

Serial number : 1840001

Maintenance Contract : Expiration Date = 31.03.2014 （メン
テナンス有効期限）
Key：8GSU67KL9Z215SA

（ライセンスキー）

①

本体を起動し、メインメニューからツールを選択します。

②

ライセンスを選択します。

③

手入力タブを開きます。

３） 器械タブで器械のタイプ、シリアル№、システム言語等が
確認できます。

４） ファームウェアタブで現在のファームウェアのバージョンと
CCP メンテナンスの有効期限が確認できます。

このCCPメンテナンスの有効期限を過ぎると、最新ファーム
ウェアへの更新ができません。 最新ファームウェアへの
アップグレードをご希望の場合は、ライカジオシステムズ
担当者までご連絡ください。
ライセンスの入力フィールドをタップするとキーボードが
５） オプション画面でオプションの確認ができます。

表示されます。
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④

③

新しく取得したライセンスキーを入力し、Enter キー
をタップします。

⑤

ライセンスキーの更新が完了しました。
で終了します。

入力が完了したら間違いがないかよく確認し、良ければ

３） システム情報の確認

をタップします。

状態｜システム情報のファームウェアタブで、メンテナンス
期限が更新されていることを確認してください。

⑥

ライセンスキーの更新が完了しました。
で終了します。

5.5 システム言語
本体のシステム言語の変更ができます。
通常、出荷時には日本語に設定されています。

5.5.1 システム言語の変更
１） メインメニューから設定を選択します。

２） ファイルのアップロードによるライセンスの更新
ライセスキーがファイル（*.key）で提供された場合は、ライセ
ンスファイルを本体にアップロードして更新します。
①

ライカジオシステムズより提供されたライセンスキーファイ

２） 言語を選択します。

ルを USB メモリスティックにコピーし本体に差し込みます。
ステータスバーにアイコン
が表示され、USB が認識さ
れたことを確認したら、メインメニューからツール｜ライセン
スを選択します。
②

アップロードタブを開き、キーファイルのプルダウンから
USB にコピーしたライセンスファイルを選択し、

を

タップします。
３） プルダウンから言語を選択し、

をタップします。
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5.5.2 言語ファイルの転送
本体ファームウェアのアップグレードを実施したときなど、表示
言語も更新する必要がある場合があります。
ライカジオシステムズよりファームウェアのバージョンアップの
連絡があった場合は、案内にしたがって最新の言語ファイル
（*.lng）をダウンロードしてください。
ファームウェアのバージョンと言語ファイルのバージョンをよく
ご確認のうえ、ファームウェアのアップグレード完了後、続いて
言語ファイルを本体に転送してください。

④

下記画面が表示されますので、

をタップします。

１） 以前の言語ファイルの削除
①

最新の言語ファイルをロードする前に、以前のファーム
ウェアで使用していた言語ファイルを削除します。
メインメニューから設定｜言語を選択します。

②

言語画面で 日本語 を選択し、

をタップします。

３） 言語の変更

③

下記メッセージが表示されますので

①

画面右上のエスケープ
ボタンで Main Menu に戻り
Configuration｜Language を開きます。

②

Language から日本語を選択し、

③

画面はメインメニューに戻り、日本語に切り替わります。

をタップ

します。

次画面でEnglishが選択されていることを確認し、
をタップします。 表示が英語に切り替わります。
２） 言語ファイルの転送
①

言語ファイル（*.lng）を USB メモリスティックにコピーし、

をタップします。

本体に差し込みます。
言語ファイルは USB メモリスティックのルートフォルダに
コピーしてください。
②

本体メインメニューから、Tools|Transfer｜System Files
を選択します。

③

Language タブを開いてプルダウンから USB メモリに
コピーした言語ファイルを選択します。
続いて

をタップします。
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6. ログファイルの取得

7. 内蔵 SSD のフォーマット

ScanStation Pxx では本体を使用するごとにログファイルを作成

内蔵 SSD のデータパーテーションをフォーマットし、SSD 内の

しています。 本体に何か不具合が発生した場合に、このログ

すべてのデータが削除されます。

ファイルをライカジオシステムズ サポートチームに送ることによ

フォーマット実施の際は、データの消失にご注意ください。

り、不具合原因の早期把握や初期対応、修理期間の短縮に役立
ちます。

１） メインメニューからツールを選択します。

スキャナが正常に動作しない場合などに、ライカサポート担当者
から指示がありましたらログファイルを取得し、メールでお送りく
ださい。 サポートチームで内容を確認後、対応についてご連絡
いたします。
１） 本体に USB デバイスを接続後、メインメニューからツール｜
各種転送を選択します。
２） ソフトキーから

をタップします。
２） フォーマットを選択します。

３） ログファイルが転送されます。
３） 下記の確認画面が表示されます。

４） USB デバイスに Logs フォルダが作成され、下記のような
ファイルが保存されます。 これらファイルをライカサポート担

をタップするとフォーマットが開始され、すべての

当者までお送りください。

プロジェクトデータが削除されます。
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8. 回転ミラーのクリーニング

10. アップル iPad によるリモートコントロール

ScanStation Pxx の回転ミラー部に埃や手の皮脂等が付着する

ScanStation Pxx 搭載の WiFi を使用し、iPad から本体をリモー

とデータ欠損など正確なデータが得られないことがあります。

トコントロールすることができます。 取得データは、本体 SSD

回転ミラーのガラス面には直接触れないようにし、万一ガラス面

または USB メモリスティックに保存します。

が汚れてしまった場合は、付属のクリーニングクロスで汚れを取

10.1 必要環境条件

り除いてください。

iPad によるリモートコントロールには、下記環境が必要です。
回転ミラーのクリーニングの際は、本体の電源が入っていな

■ ScanStation Pxx ファームウェア v1.20.295 以上

いことを確認してから実施してください。 また、レーザー照射

■ フリーアプリ RDP Lite（リモートデスクトップ ライト）

口のガラスには特殊コーティングが施されています。 ガラス

インストール済み iOS5 または iOS6 の iPad

に付着した埃がひどい場合は、事前に埃を吹き飛ばすなどし
て、コーティングを傷つけないようにご注意ください。

１） フリーアプリの RDP Lite を iPad にインストールします。

また、汚れがひどい場合は、カメラレンズ用のアルコール

■ RDP Lite は Windows XP / Vista / 7 の PC への

ペーパーをご使用ください。

アクセスを可能にします。
■ App Store で“rdp lite”で検索できます。

9. ターゲット使用上の諸注意
取り付け
１） ターゲットは専用ポールやマグネットベースに対してまっすぐ
回し入れてください。 斜めの状態で無理にねじ込むとねじ山
を破損し使えなくなることがあります。 取付け時にネジの
すべりが悪いときなどは、無理に締め付けずに一度取り外し
潤滑油等を塗布してください。
２） ターゲットは最後まできちんと回し入れてください。
合成精度に影響します。

10.2 スキャナ側の WiFi 設定

また、必要以上に強く締めすぎると、取り外せなくなることが

１） メインメニューから 状態｜WiFi を開きます。

ありますのでご注意ください。

２） WiFi の状態

ターゲット
１） ターゲット表面のフォイルを傷つけたり、剥がしたりしないで

→ 有効

WiFi 接続

→ アクセスポイントモード

と設定し、

をタップします。

ください。
２） 表面は汚さないようにしてください・
ターゲットポール
１） ポールの石突き（先端）は、尖っており危険です。
人に向けたりしないでください。
また、足の上に落とさないようにご注意ください。
ターゲット三脚
１） 破損の恐れがありますので、放り投げたりせず丁寧に取り扱
ってください。

３） WiFi アイコンが、オフ
から、オン
ことを確認し、
をタップします。

２） 脚の石突き（先端）は、尖っており危険です。

に切り替わった

人に向けたりしないでください。

10.3 iPad の WiFi 設定

また、足の上に落とさないようにご注意ください。
３） 脚の伸縮固定用のネジは、弛めていくと抜けてしまいます。

１） iPad の設定を選択します。

紛失にご注意ください。
２） 設定画面で ScanStation Pxx を選択します。
（Pxx 18xxxxx －シリアル№）
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10.4 RDP Lite の起動とスキャナの接続
１） RDP Lite を起動します。

※

以降のサンプル画像は MochaSoftware RDP Lite のもの
です。

２） RDP Lite の接続画面からスキャナを選択します。

３） 次のように設定します。
■ IP アドレス

192.168.173.204

■ サブネットマスク

255.255.255.0

■ ルーター

192.168.173.1

■ DNS

192.168.173.1

■ ドメイン検索

mshome.net

■ HTTP プロキシ

オフ
RDP Lite で接続が開始されます。

４） 最初にこのネットワークに接続する場合は、スキャナの
パスワードを入力します。

３） 数秒後、iPad に Pxx の操作画面が表示されます。
WiFi のステータスアイコンが、“接続中”

に変わり

ます。
アイコン
でRDPのコントロールバーを最小化できます。
これで iPad からの Pxx の操作が可能となります。

10.5 iPhone によるリモートコントロール
RDP Lite は iPhone でも同様に動作します。
デフォルトでは、 abcd-abcd となっています。
RDP Lite では、画面上でマウスのドラッグのような操作は
できません。 有償の RDP のフルバージョンでは、フリー版
の Lite では利用できないすべての機能が利用できます。
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