
コストパフォーマンスに優れたモーター駆動TSの最新鋭機
信頼の自動視準テクノロジー

ノンプリズム測距1000mを実現
オールインワン型トータルステーション

ライカ トータルステーション
TPS1200Lite
TPS1200 ベーシックシリーズ



「高性能」と「使いやすさ」の融合。

TPS1200Lite ベーシックシリーズ
トータルステーション

1000m

500m



土木 アプリケーション土木 アプリケーション

建築 アプリケーション建築 アプリケーション

測量・土地家屋調査士 アプリケーション測量・土地家屋調査士 アプリケーション

自動視準

モーター駆動で自動旋回

ノンプリズム測距1000m

拡張性

オールインワン

必要になれば、いつでも変身

コストパフォーマンス

データコレクタ機能とアプリケーションプログラム

ライカの歴史が証明する至高の機能

作業効率の大幅アップに貢献

作業時間の短縮とミスの大幅低減

用途に応じた応用測量プログラム

上位機種にグレードアップ

最高の機能に中級の価格

データコレクタ機能とアプリケーションプログラム

作業効率の大幅アップに貢献

作業時間の短縮とミスの大幅低減

用途に応じた応用測量プログラム

上位機種にグレードアップ

最高の機能に中級の価格

※本カタログに描かれたレーザー光は、レーザー距離計のイメージを描写したもので、実際に空中を飛んでいるレーザー光は見えません。
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自動視準 プラス ノンプリズム測距など
次元を変えた　つの「　　　」で、さらなる成果と効率を
測定精度と作業効率の向上に大きく貢献してきたライカが誇る「自動視準機能」。

向けたい方向に器械が自動旋回する「モーター駆動」で作業効率は大幅にアップ。

さらに可視光レーザーによる「ノンプリズム測距」レンジを1000mにまで延ばしました。

次世代機能を標準装備し、その上を遙かに超えた進化形＝「TPS1200Lite」の新ラインナップ。

測量シーンの常識を軽々と打ち破ります。

自動視準

モーター駆動で自動旋回

ノンプリズム測距1000m

拡張性

オールインワン

必要になれば、いつでも変身

コストパフォーマンス

ライカの歴史が証明する至高の機能



ハイエンドモデルの機能・装備をすべて継承し、
「優れた器械をすべての現場に」という熱い期待に応えます。

視準の自動化が測量現場を変える！

ライカがトータルステーション用に自動

視準機能を開発してから、すでに10年
以上。精密測定で鍛えられた信頼と実績

の自動視準技術を今、あらゆる現場へフ

ィードバック。もちろん、これまで使って

いたプリズムや反射テープもそのまま使

用可能。

ユーザーの立場になり開発されたライカの自動視準技術。高い精

度や機能はそのままに使い易さを向上し、操作時の負担やストレス

を低減、作業時間を短縮。

ターゲットが概ね視野角内に入るよ

うに望遠鏡を向け、キーを押すだけ。

CCDカメラが捉えた望遠鏡視野の
画像を解析、ターゲットの位置を確

認、モーターが本体を稼動し視準、こ

れらを器械が一瞬で実行。測定の度

に焦点合わせや微動ノブ調整に手間

を取られるマニュアルでの視準に較

べ、測定にかかる時間は半分から

1/3に短縮。

向けたい方向に器械が自動旋回し、作業効率が大幅に向上。任意角･座標値

を設定した場合や杭打ち作業時には、モーター駆動により器械が自動的に向

けたい方向へ旋回。水平微動の調整に時間を取られず、杭打ち点数が多い場合

でも効率的な作業が可能。

望遠鏡をのぞきながら合焦や方向の微調整を行うマニュアル操

作では視準が難しくなる薄暮時や雨・霧でも、自動視準なら短時

間で正確に測定。測定箇所が多く時間のかかる作業でも、効率

の良い余裕ある作業計画やスケジューリングが可能。

［自動視準時の距離］

1素子プリズム：1000ｍ　 360°プリズム：600ｍ
ミニプリズム：500ｍ   ミニ360°ピンポールプリズム：350ｍ
［反射テープ対応］

困難とされていた反射テープの自動視準も実現。

距離：65ｍ（60mm×60mm）

ライカが開発し、磨き上げたテクノロジー 薄暮時や雨・霧でも正確な測定が可能

自動旋回で生産性をアップ

測定時間はマニュアルの1/2以下

作業者の安全を考慮したライカの可視光レーザー 
ライカのノンプリズム機能には、照点が赤く見える可視光レーザーを使用しています。目に見えない不可視レーザーでは人に当たっていても気づかないため、知らぬ間に作業者にビームが照射
されているような事態を防ぐためです。ライカの可視光レーザーは、測定精度の向上や作業の効率化のほか、作業者の安全な作業にも配慮しています。

レーザークラス「クラス3R」
レーザー製品に関する国際規格（IEC60825-1およびEN60825-1）に基づき、本製品はレーザークラス3Rとして販売しています。測量で使用する場合は、以下の点にご注意ください。
●資格者、訓練者のみが操作してください。　●レーザーを使用している箇所には適切な警告を表示してください。　●レーザーを直接のぞき込まないようにしてください。　
●光学系を使った内部観察は絶対しないでください。 　●ミラー（特に平面鏡や凹面鏡）にレーザーが当たらないようにしてください。 

自動視準

視準工程の比較

スタート 時間

マニュアル
視準

TSの
据え付け

概略
合わせ 測定

TSの
据え付け

概略
合わせ

微動ノブ調整
（鉛直角）

微動ノブ調整
（水平角）

測定フォーカス

測定時間が半分から3分の1へ！
作業効率大幅にアップ！
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自動視準

モーター駆動



1000m

1000m測定範囲が大幅に拡大！

ノンプリズム測距1000m。見える光を、目的の位置にピンポイントで。

小型望遠鏡の視準軸の同軸上に光波距離計とノンプリ

ズム距離計を組み込み、測距時にプリズムの使用とノン

プリズム測距をワンタッチで切り替え可能。さらに、可視

光レーザーによるノンプリズム測距なので、ズレに気づか

ないまま異なるポイントを測定することがありません。

ノンプリズム機能の測距レンジを1000ｍに拡張。地理的状況や
安全性の問題等により、立入りが困難な場所や交通量の多い場所、

また広範な区域でも、遠距離からスムーズに測定。作業スピードと

効率のアップに貢献。暗色目標・浅い入射に強いロングレンジ。

可視光レーザーによるノンプリズム測距 500mまでを2mm+2ppmの高精度測量

ノンプリズム機能で作業時間と測定ミスを大幅に削減

レーザーが拡散しないため、
ピンポイントで測量できます。

作業者の安全を考慮したライカの可視光レーザー 
ライカのノンプリズム機能には、照点が赤く見える可視光レーザーを使用しています。目に見えない不可視レーザーでは人に当たっていても気づかないため、知らぬ間に作業者にビームが照射
されているような事態を防ぐためです。ライカの可視光レーザーは、測定精度の向上や作業の効率化のほか、作業者の安全な作業にも配慮しています。

レーザークラス「クラス3R」
レーザー製品に関する国際規格（IEC60825-1およびEN60825-1）に基づき、本製品はレーザークラス3Rとして販売しています。測量で使用する場合は、以下の点にご注意ください。
●資格者、訓練者のみが操作してください。　●レーザーを使用している箇所には適切な警告を表示してください。　●レーザーを直接のぞき込まないようにしてください。　
●光学系を使った内部観察は絶対しないでください。 　●ミラー（特に平面鏡や凹面鏡）にレーザーが当たらないようにしてください。 

ピンポイント測距できる！
赤い可視光レーザーによって、
容易に光軸の確認ができます。

光軸のズレを確認できる！
測点が「点」であるため、入射角が
浅い箇所でも測定できます。

入射角が浅くても測定できる！メリット メリット メリット

3ノンプリズム測距

用途に応じた応用測量プログラム
4拡張性

実作業に不可欠な使用頻度の高いプログラムを標準装備し、用途に対応した応用測量プログラムをオプションで選択できます。

標準プログラム

●測定

●器械点設定

●杭打ち

●交点計算

●座標システムの決定

●座標転送

●APAフォーマット変換

応用測量プログラム（オプション）

●対回観測

●隠れた測点

●リファレンスプレーン

●リファレンスライン（フェーススキャン）

●DXF出力 / 入力

●面積分割

●体積計算

対回観測プログラム

公共測量作業規定準拠
 　　
標準価格  ￥100,000（税込み￥105,000）

後視点Ｂ

最終点Ｌ

Ｊ

Ｋ

1
2

3

最初の半対回をマニュアル観測、以降
はモーター駆動で全自動観測。観測者の
技能･経験に左右されず人為的エラー
を排除。マニュアル観測に較べ作業
時間が1/2～1/3に短縮。観測終了
後、較差･観測差･倍角差が即表示され
高効率な作業が可能。

ピンポイントレーザーのサイズと精度

500m
60 × 200mm

500m＞ 4mm+2ppm500m＜ 2mm+2ppm

400m
48 × 160mm

300m
36 × 120mm

200m
25 × 80mm

100m
12 × 40mm0m

20m
7 × 14mm

※Kodak Grey Card 白面（反射率90％）使用 



抜群の鮮明さとハイコントラストを誇る大型カラーディスプレイを搭載し、薄暮時や太陽光の下でも判読が容易です。

■高低水平微動エンドレススクリュー
固定クランプを廃止、測定ごとに微動ネジを固定する手間を解消。

■大型カラーディスプレイと日本語表示

アブソリュートエンコーダーにより
電源オンで即起動、すぐに測定画面
がスタート。電源を立ち上げた後に
望遠鏡を振って、鉛直角0点設定を
する必要がありません。水平角は本
来のアブソリュート角表示と、任意
の点で0セットできる機能があり、
使い勝手が向上。

■アブソリュート・エンコーダー
持ち運びが軽快な6.5Kg。器械の移動や設置の負担を軽減しま
す。また従来と同じ大きさのキャリングケースを採用することによ
り車への積載や、足場の悪い場所での移動も容易です。背負子ベ
ルトを標準装備していますのでキャリングケースをそのまま背負
子としてご使用になれます。

■軽量ボディ

補正装置を器械中央に設置し、高精度な補正を実現。本体が速く
回転しても即対応。

■2軸自動補正装置

杭打ち方向を知らせるガイドライトを標準装備。

■ガイドライト

1.5mm（2σ/機械高1.5ｍ）の高精度で、面倒な求心作業を簡易化。

■レーザー求心装置搭載

実作業に不可欠な使用頻度の高いプログラムを標準装備し、用途
に対応した応用測量プログラムをオプションで選択できます。

■標準搭載プログラムと応用測量プログラム

大容量で信頼性の高いデータ保存が可能なコンパクトフラッシュ
カードを採用しています。データの持ち運びやPCを介したデータ
転送に理想的です。

■コンパクトフラッシュカード

本体にプラグインするリチウムイオンバッテリーは小型・軽量で
高容量のためにTSを長時間作動させることができます。また
Systems1200のGPS機器とも同じバッテリーを使用しますの
で、TS本体をアップグレードした際や、GPS機器を追加した際に
も相互に互換しながらバッテリーを使用できます。

■リチウムイオンバッテリー

CCD

LED

分度盤

ミラー

データコレクタ機能と応用測量プログラムを標準搭載

「使いやすさ」を追求した現場目線の基本設計。

5オールインワン

ディスプレイ：
1/4 VGA(320x240ピクセル)
グラフィックカラーLCD
タッチスクリーン

ステータスアイコン：
画面には直感的に判るステータスアイ
コンを表示し、現在の器械の設定、電
池の状態、計測モード、操作モードが
ひと目で判ります。

ファンクションキー：
ファンクションキーには任意で機能を
割付けることによりカスタマイズ（ユー
ザー定義）した形で使用できます。瞬時
にアクセスできるよう、コマンド、機
能、表示をファンクションキーに割り当
てることができます。

ユーザーキー：
頻繁に使う機能をユーザーキーに登録
すれば、ピンポイントレーザー、自動視
準、EDMトラッキングなどの機能がす
ぐに選べます。



必要なときに、システムアップグレードが容易に可能
6

7

容易なトランスフォーム

最高の機能をお手頃なコストで
コストパフォーマンス

TPS1200Liteは将来的に必要になった際に必要に応じてアップグレードが容易にできます。当初はベーシックなモーター付きTSとして使用し将
来的にワンマンシステムやGNSS受信機として使用したい時にシステム構成をトランスフォームすることにより容易にアップグレード可能です。

モーター付きトータルステーションは従来のマニュアルタイプのTSを凌ぐ勢いで急速に普及しています。当初は必要にして充分な機能を持った
TPS1200Liteを使用し、将来的にワンマンシステムやGNSS受信機として使用したい時にシステム構成をアップグレードできるコストパフォー
マンスの高いモデルです。

TPS1200Lite

TPS1200+

SmartStation

LEICA SYSTEM 1200

WORKING
TOGETHER

FUNCTION
integrated

*アップグレードはTS本体をお預かりしてアップグレードするものです。ライカジオシステムズのサービスセンター、もしくはサービスパートナーにて対応します。

TPS1200Lite
+

ロックモード
（追尾機能）

パワーサーチ
（プリズム捜索機能）

ブルートゥース機能
（外部機器通信）

GPS通信ポート
（スマートステーションへの拡張機能）

無線モデム通信ポート
（ワンマンシステムへの拡張機能）

モーター駆動+ノンプリズムTS
自動視準機能

カラーディスプレイ
タッチスクリーン

コンパクトフラッシュメモリー

TPS1200+
+

GNSS受信機
（世界測地系によるデータを取得し器械点座標として利用）

自動
視準

ノンプリ2級A
地理院

小型・軽量

6.5kg
10
キー

測角精度 測角最小表示 測距スピード

1秒以下 1000mTCRA1203Lite

自動
視準

2級A
地理院

測角精度 小型・軽量

6.5kg
10
キー

測角最小表示 測距スピード

1秒以下 

（選択）

自動
視準

2級A
地理院

小型・軽量

6.5kg
シフト式
整準盤

10
キー

測角精度 測角最小表示 測距スピード

1秒以下 

TCRA1205Lite

TCRA1205Lite
（シフト式整準盤）

3″

5″

5″

0.1″

0.1″

0.1″

光波精度

1＋1.5
mm　ppm

光波精度

1＋1.5
mm　ppm

光波精度

1＋1.5
mm　ppm

ノンプリ

1000m
ノンプリ

ノンプリ

ノンプリ

ノンプリ

1000m

2＋2
mm　ppm

2＋2
mm　ppm

2＋2
mm　ppm

カラー
タッチ

カラー
タッチ

カラー
タッチ

ガイド
ライト

ガイド
ライト

ガイド
ライト

CF
カード

CF
カード

CF
カード



A08033000

ライカ トータルステーション TPS1200Lite

レーザー放射
直視しないこと

クラス3Rレーザー製品
IEC 60825-1

( 2001 - 08 ) 準拠
Po ≤ 4.75 mW

λ = 650 - 690 nm

ご注意：
ビームを直接見ることは危険
です。ビームが直接目に入ら
ないようにしてください。
620-690nm/4.75mW

距離計（赤外線）：

IEC 60825-1およびEN 60825-1に準じたクラス1のレーザー製品

距離計（可視レーザー）：

IEC 60825-1およびEN 60825-1に準じたクラス3Rのレーザー製品

※1  コダック・グレーカード：90％反射 / 18％反射
※2  軽いもやで、視界が20km程度、または日差しがゆるく、かげろうが軽い
※3  反射テープを除く

●モデルの名称の“R”はノンプリズム、“A”は自動視準を意味しています。
●オープンプライスの商品には標準価格を定めていません。詳細は各販売店にお問い合わせください。

モデル
測角精度（Hz、V）
ISO17123-3
望遠鏡
　対物レンズ有効径
　倍率
　分解能
　最短合焦
　視野
　レチクル照明
測角
　方式
　角度の単位
　最小表示
　精度（DIN18723）
　自動補正装置
　・範囲
　・精度
測距

光波距離計（IR）
　測距範囲
　　１素子円形プリズム
　　360°プリズム
　　ミニプリズム
　　360°ミニプリズム
　　反射テープ（60mmx60mm）
　　最短測定可能距離
　測距精度／測定時間
　　ファインモード（標準）
　　ラピッドモード（高速）
　　トラッキングモード（超高速）
　　最小表示
　方式
レーザー距離計（RL）
　測距範囲
　測距精度／測定時間
　　1素子円形プリズムの長距離
　　ノンプリズム<500
　　ノンプリズム>500
　　レーザー距離計でプリズム使用時
　　最短測定可能距離

　レーザーポイントのサイズ

　方式
モーター駆動部
国土地理院認定

40mm
30x
3"

1.7mから無限
1°30 ／ 100mで2.7m
明／暗  切り替え式

アブソリュート、連続、対向読み
360°'"、V%

2軸同時補正一体型、液体式、オン/オフ切り替え式
4'

3000m
1500m
1200m
800m
250m
1.5m

1mm+1.5ppm / 代表値 2.4s
3mm+1.5ppm / 代表値 0.8s

5mm+1.5ppm / 代表値 <0.15s
0.1mm

位相差測定方式（同軸不可視赤外線レーザー）
ピンポイントR1000 ノンプリズムレーザー

1000m / 500m

1000m～7500m
2mm+2ppm / 代表値 3-6s、最大12s
4mm+2ppm / 代表値 3-6s、最大12s
5mm+2ppm / 代表値 2.5s、最大12s

1.5m
距離20mで約7mm×14mm
距離100mで約12mm×40mm

ピンポイントR1000　システムアナライザー（同軸可視赤外線レーザー）
回転速度　45”/s

1.0" 1.5"

3"
0.1" 0.1"

5"

2級Aトータルステーション

軽いもやで、視界が20km程度、または日差しがゆるく、
かげろうが軽い

3" 5"

TCRA1203Lite TCRA1205Lite TCRA1203Lite & TCRA1205Liteモデル
ATR機能/自動視準
　ATRモード / ロックモード
　　１素子円形プリズム
　　360°プリズム
　　ミニプリズム
　　360°ミニプリズム
　　反射テープ（60mmx60mm）
　　最短測定可能距離
　精度/測定時間
　　測角精度
　　位置精度
　　測定時間
　方式
ガイドライト（EGL）
　測距作業範囲
　位置精度
一般データ
　キーボード・ディスプレイ

　　ディスプレイ

　　キーボード
　　角度ディスプレイ
　　距離ディスプレイ
　　位置
　器械高
　整準盤
　データ保存
　　内蔵メモリー
　　メモリーカード
　　データ記録数
　　インターフェース
　円形気泡管
　　感度
　レーザー求心装置
　　センタリングの精度
　　レーザーポイント直径
　微動ネジ
　　ドライブ数
　バッテリー（GEB221）
　　種類
　　電圧
　　容量
　　連続使用時間
　重量
　　トータルステーション
　　バッテリー（GEB221）
　　整準盤（GDF121）
　環境仕様
　　使用温度範囲
　　保存温度範囲
　　防塵/防水（IEC60529）
　　防湿
標準価格

　気象条件

※1

※3

※2

※2

1000m
600m
500m
350m
55m
1.5m

標準偏差 ISO 17123-3
1”

±1mm
3ー4s

デジタル画像処理（赤外線レーザー）

5mー150m
100mで5cm

1/4 VGA、（320×240ピクセル）、グラフィックLCD、
カラー、照明、タッチスクリーン

34キー、（12 ファンクションキー、12英数字キー）、照明
360°'''、360°10進

メートル
両面標準装備

196mm
1203Lite :着脱　　1205Lite : 着脱/シフト（選択）

64MB、オプション装備
コンパクトフラッシュカード（64MBおよび256MB）

1750/MB
RS232

6'/2 mm

1.5mm/1.5m
2.5mm/1.5m

エンドレス・ドライブ／モーター駆動
水平　１、鉛直　１

リチウムイオン
7.4V

3.8Ah
代表値 5-8h

5.5kg
0.2kg
0.8kg

-20℃～+50℃
-40℃～+70℃

IP54
95%（結露がないこと）
オープンプライス




