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概要
概要

製品構成
LeicaBLK3Dは、リアルタイム、インピクチャ3D
測定ソリューションです。詳細はテクニカルデータ
を参照ください。

1. Laser/写真撮影
2. タッチスクリーン
3. 戻る
4. ホーム
5. Laser/写真撮影
6. マルチタスク
7. 写真撮影
8. USBポート保護蓋
9. USBポート
10. ON/OFF

ホームスクリーン

1. ステータスバー
2. サイドメニュー
3. Reality Capture
4. Laser
5. 新規プロジェクト
6. Sketch & Document
7. Organiser
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テクニカルデータ
テクニカルデータレーザー距離測定 (ISO 163331-1):
好条件化での精度: 1 ± 1.0 mm 3

悪条件下での精度: 2 ± 2.0 mm 3

好条件化での範囲: 1 250m

悪条件下での範囲: 2 120m

最小測定単位: 0.1 mm
X-RangePower Technology™: はい
Øレーザーポイント (距離): 6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)

チルト測定:
レーザービームへの測定公差: 4 ± 0.2°

ハウジングへの測定公差: 4 ± 0.2°

範囲: 360°

インピクチャ精度:
2D インピクチャ精度: ± 3mm 5

3D インピクチャ精度: ± 6mm 5

1)100%ターゲット反射性(白色塗装面)、低周辺照明、25 ºCが適用されます。
2)10～100%ターゲット反射性、高周辺照明、10ºC～+ 50ºCが適用されます。
3)公差は、0.05m～10mの範囲で、信頼度レベル95%が適用されます。最大公差は、10m～30mの範囲では0.1mm/m、30m～100mの範囲では0.20mm/m、100m以上の距離では
0.30mm/mまで、悪化することがあります。
4)ユーザーキャリブレーション実施後。付加角度交差は、各象限の±45°まで、1°あたり±0.0.1°、発生します。
5)測定精度は、測定対象からの距離、ベースラインの長さ、測定対象の材質、光条件、温度、キャリブレーション等、様々な要因に依存します。引用された数値は、好条件化の近距離、推奨ベースライン (測
定原理参照)を想定しており、状況により変わります。
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テクニカルデータ

P2P 測定 - DST 360使用 (オプション):
垂直センサー作動範囲: -64°～90°
垂直センサー精度: +/- 0.1°
水平センサー作動範囲: 360°
水平センサー精度: +/- 0.1°
P2P機能交差
(センサーと距離測定値のコンビネーション)約:

+/- 2 mm / 2m
+/- 5 mm / 5m
+/- 10 mm /10m

レベリング範囲: +/- 5°

概要:
サイズ (H xWxD): 180.6 x 77.6 x 27.1 mm
重量(充電式バッテリー含む): 480 g
温度範囲: 保管時: -25～60 °C

使用時: -10～50 °C
充電時: 0～40 °C

三脚アダプター: 1/4-20 UNC三脚ネジアダプター サポート
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テクニカルデータ

テクノロジー:
オペレーティングシステム: Android 7 (Nougat)
プロセッサー (内蔵GPU): Snapdragon 820E QuadCore (2.35 GHz)
RAM メモリー: 4 GB
リアルタイム プロセッサー: STM32F446
スクリーン: 5.0" IPS, HD 720x1280 LCD静電容量式(キャパシティブ) マルチ・タッチスクリーン,化学強化,輝度: 450 cd/m2
ステレオカメラ: ピクセル: 2 x 10 MP (15.8 cm対角ベースライン)

視野: 80°
焦点距離4.0 mm (22mm in 35 mm同等in 1:1)
アパーチャー: F3.0

レーザーEDM カメラ: ピクセル: 2 MP
視野: 14°

I/O: データ転送・充電USBType-C 1.0 (耐水)、内蔵スピーカー、内蔵マイクロフォン
キーボード : 3ボタン (電源,レーザー/画像取得,画像取得), 4タッチボタン (戻る,ホーム,マルチタスク,レーザー/画像取得)
付加センサー: コンパス, 3Dアクセレロメーター, 3Dジャイロスコープ
レーザークラス: 2
レーザータイプ: 655 nm, 0.95 mW

ストレージ:
内部ストレージ: 64 GB
シングル ショット: 14,000 3Dイメージ
マルチショット: 5,000 3Dイメージ
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テクニカルデータ

通信:
Bluetooth®Smart: Bluetooth v4.1 / v2.1

放射電力: 1.78 mW(BLE)
放射電力: 10.00 mW(BT classic)
周波数: 2402-2480 MHz

WLAN: スタンダード: 802.11 b/g/n
放射電力: 6.31 mW
周波数: 2412-2462 MHz

GPS: A-GPS / GLONASS

パワーマネジメント:
バッテリー: 充電バッテリーパックリチウムイオン (3.80 V, 3880 mAh, 14.7 Wh) (含む)
パワーマネジメント: ACアダプター (入力: 100-240 VAC) (含む)

外部チャージャー (入力: 100-240 VAC) (オプション)
充電時間: 3.5 時間以内(ACアダプター使用)

5時間以内(オプション外部チャージャー使用)
稼働時間: 標準キャプチャ*: 4時間/ 220 マルチショット キャプチャ

継続キャプチャ*: 2.5 時間/1,000 シングル ショット キャプチャ
レーザー測定: 6.5 時間/ 9,500 レーザー測定値
オートパワー・オフ: 3時間後

*Wi-Fi®オフ, Bluetooth®オフ, フラッシュオフ,スクリーン照度50%
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製品セットアップ
製品セットアップ

はじめに
安全の手引き(安全の手引き参照)と
ユーザーマニュアルを始めて使用する前に
十分によくお読みください。

製品管理者は全てのユーザーが説明書
の内容を理解し、遵守することの責任を
負います。

使用されるシンボルの意味:

警告
潜在的危険な状況や意図しない使用を回避出
来なかった場合、死亡または重症となることを示
します。

注意
潜在的危険な状況や意図しない使用を回避出
来なかった場合、軽傷、および、あるいは、相当
な物的、金銭的および環境的損害が発生する
ことを示します。

製品が技術的に、適切な手順で実際に
使用されるために厳守すべき重要事項で
す。

リチウムイオン電池充電
ステータスバーのアイコン点滅時、始めて
使用する前にはバッテリーを充電してくださ
い。充電中は、デバイスが熱を持つことが
あります。これは正常であり、デバイスの
寿命や性能に影響を与えるものではあり
ません。バッテリーが40℃以上になった場
合は、充電が停止します。推奨保管温
度(-20℃～30℃)で、50%～100%
のバッテリー残量が1年間維持されます。
この保管期間以降は、再充電する必要
があります。節約のため、使用時以外は
チャージャーをプラグから抜いてください。

注意
不適切にチャージャー接続された場合、デバイス
が深刻なダメージを負うことがあります。誤操作
によるいかなるダメージは保証対象外となりま
す。ライカによって認証チャージャー、バッテリー、
ケーブルのみ使用してください。未承認チャー
ジャーやケーブルはバッテリーの爆発、デバイスの
ダメージの原因となることがあります。

デバイスのUSBポートからリチウムイオン
電池充電

同梱のUSB-Cケーブルを使い、BLK3Dを充電
してください。蓋を開き(1)、デバイスのポート(2)
にケーブルを挿します。ケーブルのUSB-Cケーブ
ルの逆側にはアダプターを接続します。各国のプ
ラグに適合したものを選択してください。デバイス
はUSB-Cケーブルをコンピューターに接続して充
電が出来ますが、充電時間が長くなります。デバ
イスをコンピューターにUSBケーブル接続すると、
データのダウンロードとアップロードが行えます。
充電中は測定やイメージの取得は出来ません。

USBチャージャーによるリチウムイオン電
池充電(オプション)

バッテリーカバー(1)をスライダー(2)を右から左へ
開け外します。バッテリー(3)を取り外し、チャー
ジャー(4)へ取り付けます。USBケーブルをポー
ト(5)に取り付けます。チャージャーをコンセント
へ挿します。インジケーターライト(6)が緑になる
と充電は完了します。
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製品セットアップ

電源ON/OFF

電源 ON
ON/OFFボタン(1)を押すと、電源が入ります。

電源 OFF
ON/OFFボタンを2秒以上押すと、電源が切れ
ます。

アップデート

アプリ起動時に、BLK3DMobileはアップデート
を検索します。

タッチスクリーン使用
タッチスクリーン使用時は、指で操作するこ
とを推奨します。タッチスクリーンが静電放
電しないようにしてください。タッチスクリーン
が水に触れないようにしてください。タッチス
クリーンが湿度の高い場所や水分に晒さ
れると、不具合が発生する可能性があり
ます。タッチスクリーンが傷つかないように、
鋭利なものでタップしたり、強く指で押した
りしないでください。

タップ
ディスプレイをタップし、アプリケーションの起動や
選択をします。

ドラッグ
オブジェクトをタッチ＆長押しながら、目的の位置
までドラッグします。

ダブル タップ
イメージ上でダブルタップすると、ズームします。も
う一度ダブルタップすると、戻ります。

スプレッド&ピンチ
イメージ上で指を広げるとズームします。ピンチ
(つまむ)すると、ズームアウトします。

スワイプ
スクリーン上で、左から右へスワイプし、サイドメ
ニューをスクロールします。下方へスワイプすると、
オプションがスクロール出来ます。
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製品セットアップ

アクティベーション

オペレーティングシステムの言語を選択します。

別のデバイスからデータをコピーするか、新しいも
のとして設定します。

WiFiネットワークに接続します。 デバイスをPINまたはパスワードで保護します。
(オプション)
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製品セットアップ

セッティング

「セッティング」メニューを選択します。

ユーザーデータを入力します。このデータはプロ
ジェクトに保存され、PDFレポート出力時のヘッ
ダーとして自動的に使用されます。

測定単位を選択します。 言語を選択します。
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測定原理
測定原理

1 BLK3Dイメジャは、キャリブレーション済みの
ステレオカメラを内蔵し、2つの異なる位置か
ら同じ3Dイメージを同時に取得します。人
間の3Dステレオビジョンの左右の目と類似
したものです。

Reality Capture: BLK3Dイメジャを使用し
た写真キャプチャプロセス

シングル ショット:シングル ステレオ写真の取得

マルチ ショット:少し移動した位置から、同一
3Dイメージのマルチステレオ写真の取得

ベースライン: Reality Captureを実行する間
のカメラ間の最大距離。少し移動した位置からマ
ルチショットを使用することで、この距離を延ばせ
ます。

2 2つのカメラで取得した写真がBLK3Dのスク
リーンに表示されます。2つの写真で見える
ポイントのみ測定出来ます。

3 2つのカメラの延長線上の2つの線の交角
は、良い3D精度を得るために重要です。測
定対象までの角度(D)とベースラインの長さ
(B)に影響を受けます。

4 測定対象まで短い距離(D)から写真を取
得すると、精度を上げられます。

短距離(D)=> 良い結果
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測定原理

5 少し位置を変えて、マルチショット(最大3つ
まで)を撮り、ベースラインの長さを確保しま
す。(B)

長いベースライン (B) => 良い数値

マルチショットの推奨ベースライン: イメジャから
測定対象までの10%の距離

距離 ベースライン
1m 0.1 m
2m 0.2 m
3m 0.3 m
5m 0.5 m
7m 0.7 m
10m 1m
15m 1.5 m
20m 2m

マルチショットによる計算は、大きく移動し
過ぎるとエラーになります。その場合、最初
のシングル ショットに基づき、計算されま
す。

6 マルチショットは、3D測定や３Dモデリング
に使用する3Dイメージとして必要となりま
す。
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Reality Capture
Rea lit y Capt ur e

1. 写真撮影

1 「Reality Capture」機能を選択します。 2 セッティングを選択します。

タイマー:写真撮影時の時間遅延設
定
グリット:測定位置補助のディスプレイ
に表示されるグリット線
フラッシュ: フラッシュON\OFF、自動の
設定
キャンセル:ホームスクリーンへ移動

メニュー: メインナビゲーションのメニュー
表示

3 BLK3Dをしっかりと保持します。指でカメラ
を遮らないように気を付けてください。

13Leica BLK3D

4 測定対象が全てが写真に入るように撮影し
ます。2つの写真で見えるポイントのみ測定
出来ます。「写真」を押し、キャプチャします。
「写真キャプチャ」ボタンも使用出来ます。

5 測定精度を上げるためには、少しだけ異なる
視点から写真を追加で撮ります。3枚まで写
真を撮ることが出来ます。

6 写真のレビュー: 「取消」を押すと削除、「完
了」を押すとレビューモードが終了します。

7 測定モードへ移動します。 (2. インピクチャ
距離測定参照)。

新規:測定を終了し、新規写真撮影を
開始



Reality Capture

2. インピクチャ距離測定

1 「距離」を選択します。上図の様に、測定対
象をズームします。

2 写真上の最初のポイントをタップし、測定を
開始します。

スナップ:写真にあるエッジの自動検知
(デフォルト設定)
削除:選択したポイントや線を削除

戻る:最後のオペレーヨンの取り消し

3 2番目のポイントをタップします。測定値が自
動的に線上に表示されます。

4 測定ポイントをタップすると、調整モードがア
クティブになります。
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5 ドラッグ、拡大して測定ポイントがクロスヘア
の中心に来るように調整します。

完了:ポイントの確定

次へ:次の測定ポイントの調整モード
へ移動

6 ツールを選択すると、タグ、イメージ名変更、
3Dイメージ削除、3DイメージのProjectへ
移動(Organiser参照)、レーザー距離測
定(Laser参照)が行えます。

7 線を選択し、レーザー測定と照合が出来ま
す。レーザー測定値は括弧内に表示されま
す。(Laser参照).

8 オプションの選択:

新規:測定を終了し、新規写真撮影を
開始
エクスポート: 3Dイメージを、PDFや
JPG形式出力



Reality Capture

3. インピクチャ面積測定

1 「面積」を選択します。上図の様に、測定対
象をズームします。

2 写真上の最初のポイントをタップし、測定を
開始します。

スナップ:写真にあるエッジの自動検知
(デフォルト設定)
削除:選択したポイントや線を削除

戻る:最後のオペレーヨンの取り消し

3 写真上の他のポイントをタップし、範囲を確
定します。「面積」ボタンを再度押すと、測定
範囲が定義されます。

4 測定ポイントをタップすると、調整モードがア
クティブになります。
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5 ドラッグ、拡大して測定ポイントがクロスヘア
の中心に来るように調整します。

完了:ポイントの確定

次へ:次の測定ポイントの調整モード
へ移動

6 ツールを選択すると、タグ、イメージ名変更、
3Dイメージ削除、3DイメージのProjectへ
移動(Organiser参照)、レーザー距離測
定(Laser参照)が行えます。

7 線を選択し、レーザー測定と照合が出来ま
す。レーザー測定値は括弧内に表示されま
す。(Laser参照).

8 オプションの選択:

新規:測定を終了し、新規写真撮影を
開始
エクスポート: 3Dイメージを、PDFや
JPG形式出力



Laser
L a s e r

距離
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1 「Laser」機能を選択します。 2 測定基準(ベース)を選択します:

後端: 本体下部から測定(デフォルト設定)
前端: 本体上部から測定
コーナーアダプター: コーナーアダプター先端から
測定(オプション)

3 「ツール」から「距離」を選択します。測定対
象にレーザーを照射します。

4 「レーザー」ボタンを押します。(概要参照)
測定結果が、ディスプレイ下部に「表示され
ます。

5 「計算」から「加算」か「減算」を選択しま
す。もう一度測定すると、2つの測定結果の
加算/減算が行われます。

6 「ツール」から、測定機能(距離、Smart
Horizontal/水平距離、面積、体積)や測
定値のPDFエクスポートが選択出来ます。

7 「エクスポート」の場合、測定値を選択し、
印刷可能なPDFレポートを作成します。

8 右から左へスワイプすると、測定値を削除し
ます。または、「クリア」を押すと、全ての測定
結果が削除されます。



Laser

Smart Horizontal (水平距離測定)

1 「ツール」から「水平距離測定」を選択しま
す。必要に応じて、測定基準を変更します。

2 測定対象へレーザーを照射します。「レー
ザー」ボタンを押し、測定します。

3 垂直、水平距離が算出されます。

Tracking
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1 「レーザー」ボタンを2秒間押すと、トラッキン
グモードになります。

2 「レーザー」ボタンを再度押すと、測定が終
了します。



Laser

面積測定

1 「ツール」から「面積測定」を選択します。必
要に応じて、測定基準を変更します。

2 2辺の長さ(縦、横)を、「レーザー」ボタンを
押し測定します。

3 周長と面積が自動的に計算されます。

体積測定
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1 「ツール」から「体積測定」を選択します。必
要に応じて、測定基準を変更します。

2 3辺の長さ(縦、横、高さ)を、「レーザー」ボ
タンを押し測定します。

3 面積、壁面積、周長、体積が自動的に計
算されます。



Sketch & Document
Sk e t c h&Doc ument

Sketch Plan (オプション)
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1 「Sketch & Document」メニューから、
「Sketch Plan」を選択します。

2 「線」ボタンを選択し、ドラッグ、タッピングして
描画作成します。ボタンを再度押すと、線が
確定します。線は開始点に結線されると、自
動的に確定します。

3 「面積」ボタンを選択し、ドラッグ、タッピングし
て描画作成します。この場合、少なくとのも3
つの点を作成してください。ボタンを再度押す
と、確定します。

4 線を選択後、「レーザー」を押し、長さを測
定します。

5 スケッチは自動的に縮尺調整されます。推測
値が括弧の中に表示されます。面積と周長
も自動的に計算されます。

6 もう一つの方法は、線の選択後、「入力」を
押し、数値入力をします。

7 線を選択し、「開口部」を押すと、ドアや窓を
追加出来ます。

8 開口部をドラッグして位置を動かす、または、
壁からの距離を選択した後、その長さを測定
します。



Sketch & Document

9 開口部を選択し、「修正」を押すと種類の変
更や、幅や高さを入力することが出来ます。
「回転」ボタンを押すと、開口部の向きの変
更も可能です。

10 「3D」モードを表示します。高さ(1つ)の入
力が可能です。

11 「Document」を表示します。プレースホル
ダが全ての線や開口部に割り当てられていま
す。ドラッグすると位置を移動出来ます。「場
所」ボタンを押し、画面にタップすると、新規
プレースホルダを作成出来ます。

12 プレースホルダに3Dイメージを追加します。
新規、既存のイメージの追加可能です。
Planは、最大500の3Dイメージを保存出
来ます。
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13 プレースホルダを選択し、3Dイメージのレ
ビューをします。イメージプレビューを押すとイ
メージが開き、追加測定が行えます。

14 プレースホルダを選択し、3Dイメージの「削
除」または「追加」をします。プレースホルダ
の表示数が更新されます。

15 プレースホルダの削除は、2秒間押した後、
「削除」を押します。保存されていた全ての
3Dイメージが削除されます。



Sketch & Document

Smart Room (オプション)

1 「Smart Room」機能から、「Smart
Room」を選択します。

2 測定基準を選択します:

後端: 本体下部から測定(デフォルト設定)
前端: 本体上部から測定
コーナーアダプター: コーナーアダプター先端から
測定(オプション)

3 測定中は、スクリーンの向きに注意してくださ
い。

4 時計回りか反時計回りに、「レーザー」ボタン
で部屋を測定します。Smart Roomは、
最大20までの測定をサポートしています。

Leica BLK3D 21

5 逆方向からの測定も可能です。 6 天井高は、いつでも測定可能です。 7 全ての測定値が表示されます。最後の測定
後、「終了」を押します。

8 平面図は「Sketch」モードで修正可能で
す。(Sketch Plan参照).



Sketch & Document

Measure Plan (オプション)

1 BLK3DをLeicaDST 360アダプターに接
続します。

2 「Sketch & Plan」メニューから「Measure
Plan」機能を選択します。

3 測定前に、本体の水平設定を行います。ス
クリーンの説明に従って行います。

4 「P2P Measure」タブから、「点」「線」「面
積」を選択します。
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5 測定対象にレーザーを照射し、「測定」ボタ
ンを押して測定します。測定ポイントは平面
図上に自動的に表示されます。

6 ポイントファインダーをアクティブにすると、フロ
ントカメラを使い測定対象を照射し、「測
定」ボタンで測定します。

7 作成したPlanは「Sketch」モードで修正
(Sketch Plan参照)、3D表示されます。



Sketch & Document

Measure Facade (オプション)

1 BLK3DをLeicaDST 360アダプターに接
続します。

2 「Sketch & Plan」メニューから「Measure
Facade」機能を選択します。

3 測定前に、本体の水平設定を行います。ス
クリーンの説明に従って行います。

4 投影面作成のため、ファサードプランの定義
を行います。画面の説明に従い進めてくださ
い。
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5 ファサードプランの定義後、「P2P Meas-
ure」タブから、「点」「線」「面積」を選択しま
す。

6 測定対象にレーザーを照射し、「測定」ボタ
ンを押して測定します。測定ポイントは平面
図上に自動的に表示されます。

7 ポイントファインダーをアクティブにすると、フロ
ントカメラを使い測定対象を照射し、「測
定」ボタンで測定します。

8 作成したPlanは「Sketch」モードで修正
(Sketch Plan参照)、ファサードは3D表示
されます。



Organiser
Or gan is e r

1 「Organiser」機能を選択します。 2 全てのPlanと3Dイメージは、4つのカテゴ
リーに保存されます:

1. All
2. Projects
3. 3D Images
4. Plans

3 「All」カテゴリーを開きます。全てのPlan、
3Dイメージ、Projectが保存されています。

4 アイテムの選択は、「選択」ボタンを押しま
す。次のアクションも可能です: エクスポー
ト、Projectの移動、名称変更、タグ、削除
が出来ます。
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5 「Projects」カテゴリーを開きます。「Pro-
jct」ボタンを押すと、新規Projectフォル
ダーを作成します。Planと3Dイメージは、
Projectフォルダーに移動することが出来ま
す。

6 全ての3Dイメージが保存されている「3D
Image」カテゴリーを開きます。「RC」ボタン
を押すと、Reality Capture画面に移り、新
規3Dイメージを取得することが出来ます。

7 「Plans」カテゴリーを開きます。すべての添
付された3Dイメージを含む全てのPlanが保
存されています。

8 「S&D」ボタンを押すと、新規Planを追加出
来ます。



手入れ
手入れ

l 少し水分を湿らせた柔らかい布で、デバイスを清掃し
てください。

l デバイスを水に浸さないでください。
l 強力な洗剤や溶剤は、決して使用しないでください。
l 定期的にデータのバックアップを取ってください。ライカ
ジオシステムズはデータ紛失の責任を負いません。

l 取り扱いに注意してください。BLK3Dイメジャは、高
精度光学測定デバイスです。

l 落下防止のため、ネックストラップを使用ください。
l 落下させないでください。強い衝撃や振動により、誤
作動を起こす原因となります。落下をした場合は、カメ
ラのキャリブレーションが必要です。

l 長時間使用時には、デバイスが熱を持つことがありま
す。これは正常であり、不良ではありません。
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保証
保証LeicaBLK3Dは、LeicaGeosystems AGの1年保証が付き
ます。
国際限定保証に関する詳細情報は、次インターネットで公開し
ています: https://leica-geosystems.com/-/me-
dia/files/leicageosystems/about_us/leg-
al%20document/internationallimitedwarranty_
english_2013.ashx?la=en
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安全の手引き
安全の手引き

製品の管理者は、すべてのユーザーがこれらの説
明を理解し、厳守することを確実に実行してくだ
さい。製品は熟練者のみが使用することが出来ま
す。

使用記号
使用される記号の意味は、次の通りです:

警告
潜在的に危険な環境、あるいは、予期せぬ使用により、
もし回避出来ない場合は、死亡、または、重大な傷害が
発生することを示します。

注意
潜在的に危険な環境、あるいは、予期せぬ使用により、
もし回避出来ない場合は、軽傷や/あるいは、相当の物質
的、経済的、環境的損害が発生することを示します。

製品が技術的に、適切な手順で実際に使用される
ために厳守すべき重要事項です。

使用許可事項
l 3Dイメージの取得
l 3Dイメージによる測定
l 距離測定
l 角度測定
l 2点間距離測定
l Bluetooth®/WLANデータ転送
l 2D/3D CADエクスポート

Leica BLK3D 27



安全の手引き

使用禁止事項
l はじめて製品を使用する際に、説明を読まない
こと

l 記載された使用制限外で製品を使用すること
(使用制限参照)

l 安全装置を解除し、説明と警告ラベルを剥がす
こと

l 道具を使って製品を開けること(スクリュード
ライバー等)

l 他社製の非認可アクセサリーを使用すること
l 意図的に第三者へ光を向けること;暗所でも同
様

l 安全が確保されていない測定現場で製品を使用
すること

l 足場の上や、はしごの使用時、での意図的に、
または、無責任な行動、保護されていない機械
や設備の稼働中パーツ、または、近くで、測定
すること

l 太陽に直接向けるすること

使用上の危険事項

警告
製品に不具合がある場合、落下させた場合、誤使用や修
正を行った場合には、誤った測定値か監視してくださ
い。定期的な測定試験を実施してください。特に、いつ
もと違う測定後、重要な測定前、測定中、測定後に行い
ます。

注意
自分自身で修理をすることは、決してしないでくださ
い。損傷発生時には、お近くのディーラーへ連絡くださ
い。

警告
許可なく変更、または、改造をした場合、ユーザーの製
品仕様権限が無効になることがあります。

注意
バッテリーの充電は、製造元が推奨するチャージャーの
み使用してください。

警告
"検査&調整"機能とBLK3Dキャリブレーションターゲッ
トを使い、精度の検査をすることを推奨します。

使用制限
テクニカルデータの章を参照してください。本体
は製品は、人間が永続的に生活出来る場所での使
用のために設計されています。爆破の危険性があ
る環境や過酷な環境下で使用しないでください。
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安全の手引き

責任範囲

オリジナル製品の製造者の責任:
LeicaGeosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
インターネット:www.leica-geosystems.com
上記企業は、マニュアルを含む、製品を安全な状態で供
給する責任があります。
上記企業は、第三者アクセサリーに関する責任を負いま
せん。

製品管理者の責任:
l 製品の安全の手引きとユーザーマニュアルの説
明を理解すること

l 事故防止に関連した地域安全規則を熟知するこ
と

l 常に無許可で製品を使用させないこと

廃棄

注意
使用済みバッテリーを家庭用ごみと一緒に廃棄すること
は出来ません。環境を考慮し、国や地方自治体が定めた
回収場所へ持って行ってください。

製品を家庭用ごみと一緒に廃棄することは出来ま
せん。国の規則に従い、適切に製品を廃棄してく
ださい。国や地方自治体規則を必ず遵守してくだ
さい。

製品の特別な処理と廃棄管理については、ホームページ
からダウンロード出来ます。

電磁両立性(EMC)

警告
製品は、最も厳しい規格および規則の条件に適合してい
ます。しかしながら、他の機器に干渉を及ぼす可能性を
完全に排除することは出来ません。

Leica BLK3D 29

http://www.leica-geosystems.com/


安全の手引き

日本電波法、電気通信事業法
本機器は、日本電波法と電気通信事業法に適合していま
す。

認証
認証情報、証明、コンプライアンスのマークは、BLK3D
に表示されます。Android Settings > About phone>
Regulatoryを参照ください。

Bluetooth®内蔵製品の使用

警告
他の機器、設置環境(例えば、脈拍調整装置や補聴器な
どの医療環境)、飛行機で電磁波干渉現象を起こすこと
があります。また、人間や動物に影響を与えることがあ
ります。

予防措置:
本製品は、最も厳しい基準や規制に準拠していますが、
人や動物に害を及ぼす可能性は完全に排除することは出
来ません。

l ガソリンスタンド、化学工場、爆発の危険が
ある場所、潜在的に爆発が発生する場所で製品
を使用しないでください。

l 医療機器の近くで製品を使用しないでくださ
い。

l 飛行機の中で製品を使用しないでください。
l 長時間、身体近くで製品を使用しないでくださ
い。
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レーザークラス
本製品は可視光レーザーを出力し、本体前面から照射し
ます。次の規格に基づく、クラス2製品:

l IEC60825-1 : 2014 "レーザー製品の射安全
性"

レーザークラス2製品:
レーザーを覗き込んだり、周りの人にレーザーを向けた
りしないでください。通常、まばたきを含む嫌悪反応に
より、目は保護されます。

警告
光学補助機器(例えば、双眼鏡や望遠鏡)で、レーザーを
直視することは危険です。

注意
レーザーを直視すると、目に危険です。他者に向けるこ
ともしてはいけません。特に、アプリまたはソフトウェ
アを使用して製品を遠隔操作する場合には、レーザー
ビームの方向に注意してください。いつでも測定を開始
することができます。

波長

655 nm

安全規格のための最大放射出力電力

0.95 mW

パルス周期

> 400 ps

パルス反復周波数

320 MHz

ビーム発散

0.16 x 0.6 mrad

ラベル表示

記載されている内容(仕様、イラスト等の描画、表記内
容)は、予告なく変更になる場合があります。
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