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はじめに

このたびは Leica 3D Disto をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このユーザーマニュアルでは、安全管理の重要な点および器械の設置と操作方法につ
いて説明しています。詳しくは、"1 使用上のご注意" を参照ください。

器械の電源を入れる前に、この取扱説明書をよくお読みください。

お使いの製品のモデルとシリアル番号は、タイププレートに表示されています。

代理店または Leica Geosystems 認定サービスセンターへご連絡いただく際は、必ずこ
の機種名とシリアルナンバーをお知らせください。

• Windows®（米国および諸外国の Microsoft Corporation の登録商標）

それ以外の商標はすべて、商標を保有する各社に帰属します。

名前 説明/フォーマット

3D Disto クイックスタ
ート

初の設定のクイック・リファレンス・フィールド・ガイ
ドとして使用してください。

ü ü

3D Disto 取扱説明
書

本体の基本操作に関する必要な全ての操作説明
は、本ユーザーマニュアルに記載されています。 テ
クニカルデータと安全指針に関する情報、本体の概
要について説明されています。

- ü

安全に関するマニュ
アル

3D Disto を使用するために重要な安全性に関する
説明が記載されています。

ü ü

全ての 3D Disto ドキュメント/ソフトウェアについて以下の資料を参照してください:

• LeicaUSB メモリースティック
• https://myworld.leica-geosystems.com

このマニュアルの 終ページに、Leica Geosystems 本社の住所があります。各地域の連
絡先一覧については、
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support にアクセスしてください。

myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) は幅広いサービ
ス、情報、トレーニング資料を提供します。

myWorld にアクセスすることで、いつでも、関連するすべてのサービスにアクセスすること
ができます。

サービス 説明

myProducts 所有するすべての Leica 製品を登録し、Leica Geosystems
のあなたの世界を探してください：製品に関する詳細情報を
参照し、製品を 新のソフトウェアと共にアップデートし、
新のドキュメントを入手いただけます。

myService Leica Geosystems サービスセンターではお客様の製品の
現在のサービス状況とサービス履歴をご覧いただけます。
実行済みのサービスに関する詳細情報にアクセスし、 新
のキャリブレーション証明書およびサービスのレポートをダ
ウンロードできます。

購入

器械の識別

登録商標

マニュアル類

Leica Geosystems アドレス
帳
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サービス 説明

mySupport あなたの地域の Leica Geosystems サポートチームが回答
する新しい製品サポートリクエストを作成してください。以前
のサポートリクエストを参照する場合は、サポートリクエスト
の完全な履歴を表示し、各リクエストの詳細情報を表示しま
す。

myTraining Leica Geosystems　キャンパス - 情報、知識、トレーニング
で製品知識を高めてください。ご利用の製品に関する 新
のオンライントレーニング資料で学習したり、お客様の国で
行われるセミナーや講義に申し込めます。

myTrustedServices 作業の 適化と効率の向上を支援するソフトウェアサービ
スである Leica Geosystems Trusted Services のユーザー
を管理します。
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1 使用上のご注意

1.1 使用にあたって

以下の注意事項は、製品の取扱責任者、および実際に器械を使用する担当者が、使用
中の危険を予測・回避できるようにするものです。

製品の取扱責任者は、すべてのユーザーが注意事項を理解し、それを遵守するよう確
認してください。

警告は機器を安全にご使用いただくために重要な要素です。何か障害が生じる場合や
生じる可能性があることを表します。

警告メッセージ...

• 機器使用にあたり、直接間接に障害が起こりえる際にユーザーへ知らせます。
• 一般的な諸注意について説明します。

ユーザーの安全のため、すべての安全のためのメッセージにはしっかり理解し、忠実にし
たがっていただきます。したがって、ここに記載されている業務を行う使用者が、マニュア
ルを利用できるようにしなければなりません。

危険、警告、注意、予告,注意は危険レベルと個人の怪我と物的損害に関連したリスクを
特定するための標準化された合図語です。安全のために以下のテーブルをお読みいた
だき、異なる記号の説明や意味とともにご理解いただくことが重要です！シンボルマーク
を各説明にも付与してあります。

種類 説明

危険
この記載が遵守されない場合、すぐにも人身事故
(死亡または重傷)につながる事項を示します。

警告
この記載が遵守されない場合、人身事故(死亡ま
たは重傷)につながる可能性が高い事項を示しま
す。

注意
この記載が遵守されない場合、中程度の人身傷害
を生じる可能性が高い事項を示します。

予告,注意 この記載が遵守されない場合、かなりの物質的・
経済的損失、環境上の損害を生じる可能性が高い
事項を示します。

☞ 器械を技術的に正しく、有効に使用するために、操
作上守らなければいけない重要な項目を示しま
す。

1.2 想定される作業

• 距離、高さ、傾斜、角度、面積、体積の三次元測定
• 部屋の寸法の手動および自動測定
• 外形の自動測定
• 設計図等から、点や設計された情報のレイアウト作業
• 図面の作成
• カメラ機能
• データのインポート/エクスポート
• データの管理

説明

警告メッセージについて

本体の使用用途

6 使用上のご注意



• 取扱説明を十分理解せずに製品を使用すること。
• 意図した使用制限を超えた使用。
• 安全システムを無効にすること。
• 明らかな機器損傷状態での使用。
• 特殊な用途のために特別に許可されている場合を除いて、製品を分解すること。
• 製品の変更、あるいは改造。
• 盗難の器械であることを承知しての使用。
• 明らかな損傷または欠陥のある製品の使用
• Leica Geosystems の承認なしで他社のアクセサリーを組み合わせて使用すること。
• 測定現場での安全対策の不備
• 故意に第三者の目をくらませるような放射をすること
• 追加の制御、および安全装置を使わずに、重機、移動物体、および類似するモニタ

リングアプリケーションを制御すること。

1.3 使用の範囲

人間が居住できる環境での使用に合わせて作られています。したがって、過酷な環境、
あるいは爆発の危険がある環境での使用には適していません。

警告

危険な場所や電気設備に近い場所もしくはこれに類する状況における作業

生命の危険。

予防措置:

▶ そうした状況での作業を行う場合は、製品の取扱責任者が、現地の安全関連当局
や専門企業に事前に問い合わせてください。

1.4 責任

Leica Geosystems AG（CH-9435 Heerbrugg、以下、Leica Geosystems と表記）は、安全
な条件での製品、ユーザーマニュアル、およびオリジナルのアクセサリーの供給に責任
を負います。

製品の取扱責任者には、次のような責任があります：

• 製品に表示された安全上の指示とマニュアルの内容を理解すること
• 使用する場所での安全管理と事故予防に関する規定に精通していること
• 安全対策と事故予防に関して、使用地域での規定に精通していること
• 製品およびアプリケーションプログラムの安全性が損なわれたと判断したときは、す

ぐに Leica Geosystems に連絡すること
• 本製品の操作に関する国内法、規制、条件を遵守する。

1.5 使用上の危険

予告,注意

製品の落下、誤用、改変、長期間の保管、輸送

誤った測定結果に気をつけてください。

予防措置:

▶ マニュアルに従って定期的にテスト観測と現場での調整を行ってください。特に、本
製品を通常でない方法で使用した後や、重要な測定の前後には、必ずテスト観測を
行ってください。

誤った使用方法

環境

製品の製造者

本製品の取扱責任者
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警告

注意の散漫または欠落

測設作業などの移動する作業では、周囲の環境（障害物、掘削された穴、通行する車輌
など）に対する注意を怠ると、事故が発生する恐れがあります。

予防措置:

▶ 本製品の取扱責任者は、起こりうる危険に十分注意を払うよう、作業者に指示してく
ださい。

警告

作業現場の固定の不備

路上、建築現場、あるいは工場など危険な場所で作業すると、危険な状況が生じる場合
があります。

予防措置:

▶ 常に作業現場の安全を確保してください。

▶ 事故予防規定や、交通規則を遵守してください。

注意

適切に保護されていないアクセサリー

製品と共に使用するアクセサリーが、しっかりと固定されていない場合、または製品が機
械的な衝撃(吹き飛ばされる、落下するなど)を受ける危険がある場合は、製品が破損し
たり、人身事故が起きる恐れがあります。

予防措置:

▶ 製品をセットアップする場合は、アクセサリの取り付け、保護、適切な位置でのロック
が正しく行われていることを確認してください。

▶ 製品が、機械的な衝撃を受けないように注意してください。

警告

バッテリーへの不適切な機械的影響

バッテリーの運搬、出荷、廃棄の際に、不適切な扱いが発生した影響により火災が発生
する恐れがあります。

予防措置:

▶ 製品を運搬または廃棄する場合は、事前にバッテリーを放電してください。

▶ バッテリーを輸送、または移送する場合、器械の担当者は、適用される国内法規や
国際法規が遵守されていることを確認してください。

▶ 輸送または出荷にあたっては、お近くの貨客輸送会社にご相談ください。

警告

バッテリーの爆発や、高い機械的ストレス、高い周囲温度または液体への浸水

バッテリーの液漏れ、火災、爆発の原因となります。

予防措置:

▶ バッテリーを機械的な衝撃と高い外気温から保護してください。バッテリーを落とした
り、液体に浸したりしないでください。
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警告

バッテリー端子の短絡

バッテリーをポケットに入れたままにしたり、持ち運んだりするとき、貴金属、鍵、金属片、
あるいはその他の金属に触れると、バッテリー端子がショートして加熱し、人身事故ある
いは火災の原因となります。

予防措置:

▶ バッテリー端子が金属製の物体に接触しないようにしてください。

警告

違法投棄

本製品を不当に廃棄処分すると、次のような事態が起こる危険があります：
• ポリマー部分が燃焼すると有毒ガスが発生し、健康に悪影響を与える場合がありま

す。
• バッテリーが破損したり強く熱せられると、爆発、毒物の発生、火事、腐食、あるいは

環境汚染の原因になります。
• 製品を無責任に廃棄処分にすると、使用資格のない人が規定を守らずに使用し、彼

ら自身あるいは第三者が重傷を負う危険にさらされたり、環境を汚染することになり
ます。

予防措置:

▶ 本製品は、家庭のゴミと一緒に捨ててはなりません。
製品の処分は、各国、各自治体の基準により適切に行なってく
ださい。
資格のない人が本製品に触れないようにしてください。

本製品特有の扱い方および廃棄管理に関する情報は Leica Geosystems から入手
できます。

注意

準拠のために Leica Geosystems が明白に許可している以外の変更または改造をする
と、ユーザーは装置を操作する権利を失う場合があります。

警告

不適切に修理された機器

修理に関する知識の不足によるユーザーの負傷や装置破損の危険性。

予防措置:

▶ Leica Geosystems に許可されたサービスセンターのみが、製品の修理をおこなうこ
とができます。

1.6 レーザークラス

1.6.1 一般事項

以降の章では、国際規格 IEC 60825-1（2014-05）およびテクニカルレポート IEC TR
60825-14（2004-02）に従って、レーザーの安全性に関する指示とトレーニングについて
の情報を提供します。この情報は、製品の取扱責任者、および実際に器械を使用する担
当者が、使用中の危険を予測・回避できるようにするものです。

一般事項
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☞ IEC TR 60825-14（2004-02）に従い、レーザークラス 1、クラス 2、およびクラ
ス 3R に分類される製品では、次の項目は不要です。
• レーザー安全監視員の参画
• 保護服およびメガネ
• レーザー作業エリアでの特別な警告サイン
上記は、眼に対する危険レベルが低いことから、このユーザーマニュアルで
定義されているとおりに製品を使用・操作する場合です。

☞ レーザーの安全基準について、IEC 60825-1（2014-05）および
IEC TR 60825-14（2004-02）より厳しい国内法や規制が定められていること
があります。

1.6.2 内蔵距離計

Leica3D Disto は、本体前面から照射される可視光レーザーを生成します。

本セクションに記載するレーザー製品は、以下に従ってレーザークラス 2 に分類されま
す：

• IEC 60825-1 (2014-05): 「レーザー製品の安全性」

このクラスの製品は光線が一時的に目に入っても安全ですが、意図的に光線を凝視す
ると危険な場合があります。光線は、特に周辺が暗い状況では、眩惑、閃光による視力
喪失、残像などを引き起こす可能性があります。

説明 値

波長 620 nm - 690 nm

大放射出力 <1 mW

パルス反復周波数 320 MHz

パルス幅 <1 ns

ビーム拡散度 0.16 mrad × 0.6 mrad

注意

クラス 2 レーザー製品

安全性の観点から、クラス 2 レーザー製品は本来、目に安全な製品ではありません。

予防措置:

▶ 機器から照射されるビームを直視したり、覗き込んだり、見つめることは避けてくださ
い。

▶ 人間だけでなく動物に対してもビームを向ける（照射する）事は避けてください。

1.7 電磁障害の許容値 (EMC)

電磁障害の許容値とは、電磁気が放出、および静電気が放電している環境で、製品が
支障なく機能し、また他の機器を妨害しない能力を意味します。

内蔵距離計

説明
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警告

電磁波

電磁波は他の器械の障害になる可能性があります。

予防措置:

▶ バッテリー充電器は厳しい規定と規格に適合していますが、Leica Geosystems は他
の機器を妨害する可能性を完全には否定できません。

▶ 内部バッテリーを使用して本製品を扱う場合は、クラス A の製品となります。国内環
境によっては、本製品は無線干渉を引き起こす場合があります。その場合、ユーザ
ーは適切な対策を要求されることがあります。

注意

他のメーカーのアクセサリーを使用して製品を使用する。例えば、フィールドコンピュー
タ、パーソナルコンピュータまたは他の電子機器、非標準のケーブルまたは外部バッテリ

れは、他の機器に障害を引き起こす可能性があります。

予防措置:

▶ Leica Geosystems が推奨する器械およびアクセサリのみを使用してください。

▶ これらの製品と組み合わせが、ガイドラインおよび規格に定められた必要条件を厳
密に満たしていることを確認してください。

▶ コンピューターや、双方向無線電話その他の電子製品を使用する場合はメーカーに
よって提供される電磁場適合性の情報に注意してください。

注意

強い電磁波。例えば、無線送信機、トランスポンダ、双方向無線機またはディーゼル発電
機の近くに

本製品はこの点で有効な厳しい規制と基準を満たしていますが、Leica Geosystems は
そうした電磁環境において製品の機能が妨げられる恐れがあります。

予防措置:

▶ このような状況で得られた測定結果については、信頼性を確認してください。

注意

ケーブルの接続が正しくないことに起因する電磁波放射

製品にケーブル（外部電源供給ケーブル、インターフェイスケーブルなど）の一方の端の
みを接続して使用すると、許容される水準を超える電磁波が放出され、他の器械が正しく
機能しなくなる可能性があります。

予防措置:

▶ 製品の使用時に、製品と外部バッテリー、製品とコンピュータなどをケーブルで接続
する場合は、ケーブルの両端を接続してください。

使用上のご注意 11



警告

無線機またはデジタル携帯電話を接続した器械の使用

電磁界は、他の機器、設備、医療機器、例えばペースメーカや補聴器、航空機内で障害
を引き起こす可能性があります。電磁界は人間や動物にも影響を与えます。

予防措置:

▶ この製品はこの点で厳しい規制と基準を満たしていますが、Leica Geosystems は他
の機器へ影響する可能性や人間や動物に影響を与える可能性を完全に排除するこ
とはできません。

▶ 無線機やデジタル携帯電話を接続した器械を、ガソリンスタンドや化学施設、あるい
はそれ以外の爆発の危険がある場所の近くで使用しないでください。

▶ 無線機またはデジタル携帯電話を接続した器械を、医療機器の近くで使用しないで
ください。

▶ 航空機内で無線またはデジタル携帯電話装置を使用して製品を操作しないでくださ
い。

▶ 本製品を身体のすぐそばに置いたまま、無線またはデジタル携帯電話機器を使用
して長期間製品を操作しないでください。

1.8 各国規制への対応

1.8.1 FCC 規格(アメリカ合衆国で適用)

警告

FCC 規定の第 15 条に則ってテストを行った結果、この製品は、クラス B のデジタル
装置の制限内であることを確認しました。

このことは住居内に設置して通常の状態で使用する場合、他の器械を妨害するレベル
および他の器械から妨害を受けないレベルが、問題ないレベルであることを示してい
ます。

この製品は、周波エネルギーの発生、使用、放射を行います。不正な設置や使用にお
いては、無線通信の障害の原因になることがあります。しかし、特定の条件で全く影響
がでないということは保証しません。

本製品が、無線やテレビの受信に有害な干渉の原因になる場合は、装置の電源を入
れたり、切ったりすることで判断することができます。以下の対策のいずれか、または
複数の対策を取ることで、干渉の状態をユーザー自身で是正することを推奨します:

• アンテナの向きや設置場所を変える。
• 装置と受光器を離す。
• 受光器を接続している回路とは別のコンセントに器械を接続する。
• ラジオ / テレビの販売店や技術者に相談する。

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

本体より放射される出力電源は FCC 無線周波数露出限界をはるかに下回っています。
しかしながら、使用する際には、なるべく本体と人体が触れないようにして使用してくださ
い。 FCC 無線周波数露出限界を超える可能性を回避するため、ユーザー(または近くに
いる他の人)と、本体に内蔵されているアンテナとの距離を 低 20 cm の間隔をあけてく
ださい。

☞

FCC 放射能露出声明
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1.8.2 ISED 宣言文、カナダで適用

警告

このデバイスは、IC カナダのライセンス免除 RSS に対応します。 操作は以下の 2 つの
条件に適合している必要があります：

1. このデバイスが干渉を引き起こさないこと。

2. このデバイスは、デバイスの望ましくない動作の原因となる場合を含めて、干渉を受
け入れる必要があります。

本装置の無線 RF 出力は、カナダ保健省の安全規定 6 ポータブルデバイスに関する排
除限界 (放射要素とユーザーや局外者の間の放射要素分離距離が、20cm 以下) を下
回ります。

1.8.3 日本の電波法適合

日本の電波法適合:
• この機器は日本の電波法適合です (電波法)。

• このデバイスを変更してはなりません (これを守らないと、付与された指定番号が無
効になります)。

1.8.4 シンガポール

Leica 3D Disto：

対応
IMDA 規格
DB102875

1.9 ラべリング

010747_003

SWISS Technology
by Leica Geosystems

Art.No.: 844709          Power: 24V    / 2.5A
Contains IC: 5123A-BGTWF111
Contains FCC ID: QOQWF111
Patents: US 8279421, US 6864966, US 7030969, US 6859744, US 6463393

www.leica-geosystems.com

Type:  Leica 3D Disto

Made in Singapore

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, 
including inteference that may cause undesired operation.

無線周波数 (RF) 露出適
合宣言

☞

☞

ラべリング 3D Disto
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010748_001

RM
100

Type:  RM100
 Art.No.:  780994

Power:  1.5V    / 0.4A
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Made in XXX 

ラべリング RM100 リモート
コントロール
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2 システムの説明

2.1 概要

Leica3D Disto は、3 次元測定およびプロジェクション・システムです。3D Disto を操作す
るには、Windows デバイスが必要です。また、一部の機能を実行する場合、 RM100 リモ
ートコントロールも使用します。

010714_001 a b c d

 

a 3D Disto
b USB ケーブル

c Windows デバイス (納品には含まれていません)
d RM100 リモートコントロール

2.2 コンテナの同梱品

a b

e fd

c

010992_002

a SD WLAN カード内蔵 3D
Disto

b 3D Disto から Windows デ
バイスへの USB 接続ケー
ブル

c 安全に関する説明書、3D
Disto クイックスタート、CE
および製造者認定、USB メ
モリースティック (ライセン
スキー、ユーザーマニュア
ル、Windows ソフトウェアお
よびセットアップ情報を収
録)

d 4 種の国別 3D Disto 電源
供給

e ターゲットマーク (背面粘着
仕様、50 枚入り 1 袋)

f RM100 リモートコントロー
ルとバッテリー

3D Disto 製品概要

同梱品 (1/2)
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a

b

010993_001

 

a オフセットポイント用ルーラー
b 3D Disto 電源

2.3 器械のコンポーネント

2.3.1 3D Disto

a

c

b

d
e

f

g

010735_001

c

c

 

a 3D Disto ステータス LED
b オン/オフボタン
c 本体側面グリップ
d 赤外線(IR)インターフェイス
e WLAN インターフェイス
f ポイントファインダーとレーザー距

離計
g 円形気泡管

010736_001

dc e bba

 

a 5/8 インチ 三脚用ネジ穴
b 90°マーキング
c 3D Disto 用電源コネクタ
d バッテリーステータス LED
e データケーブルコネクタ

同梱品 (2/2)

モーター駆動部

バッテリーソケット
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ボタン/LED 説明

オン/オフボタン

010732_001

本体の電源をオン/オフにする際に、押下しま
す。
本体は、PC に接続されない状態で 15 分経
つと電源が切れます。

3D Disto ステータス LED

010731_001

• 緑色と橙色の LED ライトが連続点灯: 3D
Disto が起動しています。

• 橙色 LED の点滅: セルフれべリング中、
または、傾斜が 3°を超えています。

• 緑色 LED の点滅: 3D Disto の測定の準
備ができました。 傾斜センサーがオンで
す。

• 橙色 LED の連続点灯: エラーが発生し
ました。 "7 エラーメッセージ"

• 緑色と橙色 LED ライトの連続点灯: オン
ボタンを押して本体をリセットしてくださ
い。

上級ユーザーのみ: チルトセンサーをオフ
緑色の LED が 1 回点滅し、オレンジ色の
LED が 3 回点滅します。

バッテリーステータス LED

010733_001

本体の電源が入っていて、充電器に接続して
いる場合:
• 緑色 LED 点滅 1 回: バッテリーは 25%ま

で充電されています。
• 緑色 LED 点滅 2 回: バッテリーは 50%ま

で充電されています。
• 緑色 LED 点滅 3 回: バッテリーは 75%ま

で充電されています。
• 緑色 LED の連続点灯: バッテリーはフル

充電されています。

レーザービームのステータス 説明

010734_001

オフ ポイントファインダーがオフ、または 3D Disto
が自動的に照準を合わせます。

オン ポイントファインダーがオン、またはユーザーが
コントロールユニットを使用して照準を合わせま
す。

点滅 プロジェクション・ポイントの正確な位置をレー
ザー照射します。

LED およびボタン

LDM レーザー
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2.3.2 RM100 リモートコントロール

RM
100

a cb d e

010737_001

 

a キーリング
b バッテリー収納部
c DIST ボタン
d ナビゲーションボタン: 上/下/右/左
e コントロール LED

RM100 リモートコントロールには 5 つのボタンがあり、実行中のアプリケーションによって
は、3D Disto を回転したり、距離測定やポイントのプロジェクションが行えます。

☞ RM100 リモートコントロールはツールキットアプリケーションでは使用できませ
ん。

レーザー照準を合わせる時の手順

1. おおよその照準合わせ:  /  /  /  を押し続けると、キーが押されている間、

3D Disto が回転します。
2. 照準の微調整:  /  /  /  を短く押すと、微調整をしながら 3D Disto を回転さ

せることができます。
3. 測定: を押します。 

2.4 電源供給

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

• 充電時許容温度範囲は 0 °C ～ +40 °C / +32 °F ～ +104 °F。可能なら、温度
範囲 +10 °C ～ +20 °C / +50 °F ～ +68 °F をお薦めします。

• バッテリ充電中にバッテリ本体温度が上昇しますが、これは通常の現象です。Leica
Geosystems に薦められた充電器を使用する場合、温度が高すぎると充電ができな
くなります。

• 新規バッテリーまたは長時間保管されたバッテリー(> ３ヶ月)に対し、一回だけの充
電/放電サークルは効果がよいです。

• リチウム・イオン･バッテリーでは、放電と充電のサイクルは 1 回で十分です。充電
器上または Leica Geosystems の上に表示されるバッテリー容量と実の容量と大きく
異なる場合、この手順をお薦めします。

• バッテリーは、-10°C～+50°C で作動します。
• 稼働時温度が低いと本来の容量を発揮できず、稼働時温度が高いとバッテリーの

寿命が短くなる傾向があります。

☞ Leica Geosystems の認定を受けたサービス代理店のみがバッテリーソケット
を交換できます。

リモートコントロール各部
位の名称

ナビゲーションボタン

初回の使用/
充電

使用方法/放電

3D Disto 電源
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• 内部: バッテリーソケットから (取り外し不可、リチウムイオン電池、14.4V、63Wh)
• 外部: 各国のコンセント形状にあうアダプター付き 3D Disto 用電源。入力: 100 -

240 V AC, 50/60 Hz。出力：24 V DC、2.5 A。長さ：1.80 m。

a

b010761_001

 

a バッテリーソケット
b 電源コネクタ

RM100 には、1.5 V 単 3 アルカリ乾電池が同梱されています。

010762_001

2

1

1. 矢印の方向にバッ
テリーのカバーを押
し、電池収納部を開
きます。

2. バッテリーを交換
し、電池収納部を閉
めます。

2.5 3D Disto ソフトウェア

2.5.1 ソフトウェアの構成

3D Disto には、Windows オペレーティングシステムを搭載したコンピューター用のユーザ
ーインターフェイスソフトウェアが含まれています。

ハードウェア要件:

• Windows 7 またはそれ以降。RT バージョンはサポートなし
• キーボードおよびマウスを備えたデスクトップデバイス、または、ラップトップ
• タッチスクリーン・デバイスおよびタブレット
• 低 680 × 1000 ピクセル以上の画面解像度
• 32 ビットまたは 64 ビット

☞ Leica USB メモリースティックのみ、USB ポート “タイプ A” に挿入します。それ
以外のポートタイプには、アダプターを使用します。ポートおよびアダプターの
両方が、｢on-the-go (OTG)｣機能をサポートしていることをお確かめ下さい。

3D Disto アプリケーションを有効にするには、ソフトウェアのライセンスキーが必要です。
ライセンスキーの場所に関する情報は、以下のリストを参照してください:

• 代理店からの納品書類または受領書
• USB メモリースティック(キーファイル)
• 製品登録後の LeicamyWorld ウェブサイト

RM100 リモートコントロー
ルの電源

3D Disto システムソフトウ
ェア

ライセンスキー
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ライセンスキーの手動入力

☞ 3D Disto を Windows デバイスに接続
し、3D Disto ソフトウェア・アプリケー
ションを起動します。

1. メイン画面で、メニューボタンを押します。

2. デバイス...» ソフトウエア...» ライセンス...» ラ
イセンスキーの入力を選択します。

3. ライセンスキーを入力し、OK を押します。

ライセンスキーのインポート

1. デスクトップ上で、3D Disto データのアイコンをクリックします。

2. ライセンスキー・ファイルをライセンスフォルダにコピーします。

特定のユーザー要件のためにカスタマイズされたソフトウェアを外部のソフトウェア開発
環境を使って開発できます。 詳細情報は、Leica Geosystems 担当者にお問い合わせく
ださい。

1. インターネットブラウザを起動し、myWorld ホームページにアクセスします。 (https://
myworld.leica-geosystems.com)

2. シリアル番号を入力して製品を登録します。

3. myProducts ページを選択します。 新のソフトウェアバージョンを選択してキーの
Download (ダウンロード) を押します。

2.5.2 操作画面

☞ ここで示されている全ての画面は、サンプル画像です。お客様のソフトウェアバ
ージョンにより、表示内容が異なる場合があります。

010764_003

a
b

c

d

e

f

g
h

 a 選択キーと結果ウィン
ドウ

b レイヤーウィンドウと
ホームキーのあるタイ
トルバー

c ツールバー
d スケッチエリア/ポイン

トファインダー
e メインオペレーション

バー
f 3D Disto の位置
g ステータスバー
h ナビゲーションキュー

ブおよびツール

ライセンスキーによるソフト
ウェアアプリケーションの
有効化

カスタマイズされたアプリケ
ーション・プログラム

ソフトウェア・アップデート

ホーム画面
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項目 説明

タイトルバー 実行中のアプリケーションとアクティブなレイヤーを表示し
ます。
レイヤーウィンドウをタップすると、レイヤーコントロールウ
ィンドウが開きます。

 は、ファイルまたは実行中のアプリケーションを保存し

て閉じます。

メインオペレーションバー 以下のボタンがあります：
•

メニュー メニューを開いて、アプリケーションを起

動するか、設定を指定します。
•

DIST ボタン ポイントの測定またはレイアウトを

開始します。
•

ポイントファインダー ポイントファインダーを開

き、閉じ、ロックします。
これらのキーはすべてのアプリケーションの実行中に表
示されます。

スケッチ・エリア 測定ポイント、線、エリアを表示し、3D Disto の位置を基
準点に対して訂正します。(占有面積、または展開図/正
面図モード)。

ポイントファインダー ポイントをターゲットにして写真を撮るために使用される
3D Disto ライブビデオストリームを表示します。

結果ウィンドウ 距離、高さ、傾き、面積、角度などのすべての結果を、たと
えばのような対応する結果選択キーと共に表示します

。結果をタップすると、電卓が表示されます。

ツールバー アプリケーション固有のツールキーが含まれています。" 
標準アプリケーションのツールバー(測定)"を参照してくだ
さい。

ステータスバー 接続、バッテリー、実行機能モード、アシスタントサポート
のステータスを表示します。

ナビゲーションキューブお
よびツール

スケッチの全体像やスケールを変更します。定義済み表
示のキューブの面、角、エッジをクリックします。ナビゲー
ションツールを使用して、個々の表示を調整します。

アイテムの選択または描画

☞ ナビゲーションツールが無効であることを確認します。

• スケッチ内のポイントまたはラインを選択するには：マウスでクリックするか、1 本の
指でタップします。

• ラインを描くには：マウス、スタイラス、指でポイントを選択して、希望するポイントま
でスライドさせて放します。

ナビゲーションツールによるスケッチ表示の調整

ナビゲーションツールを使用して、個々のスケッチ表示を調整します。

スケッチ表示の動作原理
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• 矩形領域の描画によるズーム
• ズーム
• モデル全体を表示にフィット
• スケッチのパン (左右に振る)
• スケッチの回転
• 全体像の変更

ツールを非有効化するには：クリックまたはタップします。選択されたツールが強調表示さ
れ、カーソルが変化します。

ツールを無効にするには：再度、クリックまたはタップします。

ナビゲーション・キューブによるスケッチ表示の調整

• スケッチ表示を調整するには：ナビゲーション・キューブも使用します。
• ビューを個別に調整するには：キューブをクリックしてドラッグします。
• 定義済みビューの場合：キューブの面、角、エッジをクリックします。

011137_001

タッチスクリーンのジェスチャ

デバイスにタッチスクリーンがある場合、2 本の指を使ったジェスチャによって、ナビゲー
ションツールを使わなくても、スケッチ表示をすばやくに調整することができます：

スワイプ：

011136_001

 ズームイ
ン：

009108_001

     

回転:

009111_001

 ズームア
ウト:

009110_001

キー 説明

基準高入力、測定

線または面のスキャンを開始

ライン描画の無効化

測点を 1 つ後進

標準アプリケーションのツ
ールバー(測定)
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キー 説明

測点を 1 つ前進

すべての写真をスケッチで表示

CAD ツールのリストを表示

現在の操作の確定

面積または体積測定の開始

後のコマンドを元に戻す、再実行

クリア機能

アイコン 説明

 3D Disto のバッテリー残量表示。

 3D Disto の電源接続表示。

 Windows デバイスと 3D Disto との間の USB 接続を示します。

 WLAN 接続表示

スケッチエリアのスケールと拡大率表示

 ポイントファインダーのズーム/倍率表示

 チルトセンサーのオフ表示

アイコン 説明

水平距離

2 点間距離

ステータスバー

結果ウィンドウのアイコン
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アイコン 説明

高さ、高低差

左方向角

右方向角

座標: X, Y

傾斜

水平/傾斜面積

水平/傾斜面積周長

体積の高さ

体積測定

円の大きさ

円周

直径

円弧の長さ

円弧の半径

面積のスキャン

外周のスキャン

スキャン体積

ポイントと面との間の距離
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アイコン 説明

垂線までのポイントからの距離

3D Disto_052

基準線にある基準ポイントまでの垂線からの距離

3D Disto_053
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3 器械のセットアップ

3.1 3D Disto（スマートステーション）の設定

以下の設定では、三脚がセットアップされることを想定しています。また、3D Disto は床
やボードなどの平らな表面に配置することもできます。

手順 説明

☞ 機器を直射日光から保護するとともに、急激な温度変化にさらさないよう
に、常に注意してください。

1. 測定ポイントを確実に照射できる場所に三脚
を設置します。その際には、三脚の脚の長さ
を、測定し易い高さに調整してください。

2

3

1

4

1
1

010813_001

2. 3D Disto を三脚の上部に取り付けます。中央
の三脚固定ネジを締めます。

3. 三脚の脚の長さを調整し、3D Disto の円形気
泡を中央に合わせます。

4.
を押して本体の電源を入れます。

3D Disto のセルフレべリングが開始します: 傾
きは、チルトセンサーによってチェックされ、本
体の傾きが 3°を超えていなければ、自動的
に水平状態となります。

☞ セルフレベリング中は、3D Disto を動かさないでください。

3.2 3D Disto の Windows デバイス接続

ソフトウェアの起動

手順 説明

1. ソフトウェアを起動するには、デスクトップで 3D Disto アイコンをクリックし
ます。

 初めてソフトウェアを起動する場合、以下の画面が表示されます:

必要であれば、設定を変更します。

を押して続行します。

設定手順

3D Disto の Windows デバ
イス接続手順
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手順 説明

 以下の画面が表示されます：

010818_002

a

b

c

d

a WLAN インターフェースを選択します。1)

b 利用可能な WLAN デバイスとそれぞれの信号強度のリストです。
接続するデバイスを選択してください。

c ケーブル接続を希望する場合は、USB ケーブルをつないで、ここを
クリックします。

d 接続しないで続行するには、ここをクリックします。

3.3 アシスタント

全ての測定は、ポップアップウィンドウで表示される操作アシスタントが用意されていま
す。

 

☞ この操作アシスタントは、 メニュー » 設定 » アシスタント で、無効にする
ことができます。アシスタントが無効な時も、どのアプリケーションが実行さ
れているか、次の操作は何かを示すサポートアイコンが、ステータスバー
に表示されます。

 

アシスタントとサポートアイ
コン

1) シリアル番号が 175... および 177... である 3D Disto デバイスは、外部 WLAN USB ス
ティックが必要です。

器械のセットアップ 27



3.4 チルトセンサー

内蔵のチルトセンサーは、重力により規定された水平、鉛直ラインに対する測定を確実
に行うためのものです。 傾きはチルトセンサーによってチェックされ、本体の傾きが 3°
を超えなければ、自動的に水平状態が保たれます。

☞ 3D Disto は水平でないことを検知すると、  ステータスバーのアイコンが点

滅します。 3D Disto を水平にするか、セルフレベリング機能をキャンセルしてく
ださい。

☞ アドバンス・ユーザー向け情報:
チルトセンサー・オフ時は、システムは 3D Disto の傾きを補正しません。 傾
斜、高低差差、水平距離、角度、面積、または体積など、物理的に水平面を基
準とするすべての結果の基準が、レーザーユニットの傾斜した水平線に変わり
ます。 2 つの測定点をつなぐ距離のみが、傾斜センサーの設定と関係なく、測
定されます。 工事現場やボートなどの不安定または動く環境で振動がある場
合は、傾斜センサーを無効にした方が、実際の用途に役立つこともあります。
ほぼ全ての測定を行うことができ、エクスポートしたデータは後で CAD ソフトウ
ェアを使って水平にすることができます。

3.5 デバイス設定およびメニュー設定

設定画面のすべての設定はメニュー
からも変更できます: メニュー » デバ
イスを選択します。

 

• 3D Disto 接続し、WLAN、USB ケーブルで接続するか、切断します。
• 接続が確立しない場合、異なるチャンネルに切り替えるには、WLAN チャンネルを選

択します。
• チルトセンサーを有効化/無効化するには、チルトセンサー を選択します。振動が多

い現場では、オンを選択します。そうでない場合は、オン(高感度) を選択します。
• セキュリティ PIN を使って本体を保護するには 盗難防止...を選択します。
• 点検、調整を行うには、キャリブレーションを選択します。詳細については"8 点検調

整"を参照してください。
• ソフトウェアをアップデートしたり、ソフトウェアバージョンを確認したり、ソフトウェアラ

イセンスキーを入力/アクティベートするにはソフトウェア... を選択します。

チルトセンサー

デバイス設定
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メニュー » セッティングを押すと以下
のオプションが表示されます：

 

• スナップ半径を選択すると、ポイント/ライン周辺のエリア設定が行えます。この設定
では、選択の簡素化のための一番近いポイントの一覧が表示されます。

• アシスタントを有効/無効 にするには、アシスタント を選択します。
• 単位設定の変更は、単位 を選択します。
• 会社名などを入力するには、ウェルカムテキスト... を選択します。
• オンスクリーン キーボードで、タッチスクリーンデバイスの画面キーボードの表示モ

ードを定義します。自動: 文字を入力するようにプロンプト表示されると、すぐに画面
キーボードが自動的に表示されます。

• 日付と時刻設定を変更するには、日付と時刻 を選択します。
• ソフトウェア言語の選択は、言語を選択します。
• 設定をインポート/エクスポートして、フォント、座標、リストのセパレーターを変更して

ください。
• 本体には、リセット機能があります。デフォルト値にリセット のメニュー機能を選択

し、確認すると、デバイスは出荷時の設定に戻ります。すべての測定データは保持
されます。

3.6 データ管理

3.6.1 ファイルマネージャー

ファイルマネージャーは、全ての測定ファイル、写真、セキュアポイント、データ転送を処
理します。

ファイルマネージャーにアクセスするには、メニューキー を押して、ファイルマネージ

ャーを選択します。

セッティング

ファイルマネージャー
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キーの説明：

アイコン 説明

 プロジェクトフォルダー

 写真フォルダー

 セキュア ポイントフォルダー

 一時ファイル

 測定ファイル

 プロジェクターファイル

キー 機能

 フォルダ/ファイルマネージャーの終了

 高い階層のフォルダに移動、または、ファイルマネージャーの終了

 フォルダの作成、フォルダ名の入力

 選択されたファイルまたはフォルダのオープン

 選択された内容の表示

 データのエクスポート"3.6.2 データの出力と入力"を参照してください。

 ファイルまたはフォルダの名称変更

ファイルマネージャーのツ
ールバーキ―
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キー 機能

 選択されたファイルまたはフォルダのクリア

写真と固定点は別のフォルダの保存

 

3.6.2 データの出力と入力

手順 説明

☞ エクスポート時には、距離の単位の設定が、出力される座標に適用されま
す。この設定はエクスポート実行前、いつでも変更可能です。

☞ メニューのインポート/エクスポートの設定では各アプリケーションでの 初
の測定点の座標を設定できます。この設定は新規プロジェクト(たとえば、
新規スキャン)の 初の点を測定する前に行う必要があります。その後の
設定は適用されません。

1. ファイルマネージャーを開いて、フォルダまたはファイルを選択し、  を押

します。

  キーを押すと、エクスポートファイルのパッケージが生成されます：

• DXF、DWG ファイル: 2D、3D
• CSV ファイル: 編集可能、一般的なテーブルデータフォーマット
• TXT ファイル: 編集可能な ASCII フォーマットにすべての結果を含む

CSV ファイルのコンテンツと同様
• JPG ファイル: 写真とセキュア ポイントのファイル

2. エクスポートするデータが、PC の Export フォルダ (My Documents\Leica
Geosystems\3D Disto ディレクトリ) に転送されます。

手順 説明

☞ DXF ファイルや、テーブルフォーマットのデータを、アプリケーションにイン
ポートすることができます。

☞ インポートする前には、データを PC 上に準備する必要があります。ポイン
トのみインポートされ、ラインはインポートされません。インポートする前に、
DXF ファイル内にあるフレーム、ロゴ、座標、または向きを示す矢印等の無
関係なデータを取り除いてください。

1. インポートフォルダーにアクセスするには、デスクトップで 3D Disto データ
アイコンをクリックします。

2. CSV または DXF ファイルをインポートフォルダーにコピーします。

3. 詳細については"6.3 プロジェクター"を参照してください。

写真およびセキュアポイン
トの管理

データのエクスポート手順

データのインポート手順
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3.7 電卓

• 結果ウィンドウの結果をタップすと、電卓が起動します。
• メニュー » 電卓でも起動できます。

010862_003

 

メモリー機能

メモリー機能を使用すると、面積や体積などの結果の加算や減算を行えます。

• メモリーをクリアするには、MC をクリックします。
• メモリーに保存された値を取得するには、MR をクリックします。
• メモリーの中の値から表示された値を引くには、M-をクリックします。
• 表示された値をメモリー内の値に足すには、M+をクリックします。

☞ メモリーに特定の値を保存するには: メモリーをクリアするには MC を選択し、
値を入力して M+を押します。負の値として値を保存するには、M-を押します。

電卓の使用

32 器械のセットアップ



4 技術用語と略語

a

010863_001 a 水平角度: [°] または [gon]

設定: 水平 = 0

010864_001

a

a 垂直角度: [°]、[gon]、[1:n] または[%]

設定: 水平 = 90°/100gon

010865_001

a

a 垂直角度: [°] または [gon]

水平角度

垂直角度
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010867_001

a

 

a 垂直距離

010868_001

c

a

b

 

a 2 点間距離 

b 垂直距離  = 高低差

c 水平距離 

010869_001

a

b

 

a 測定した通りの傾斜した面積
b 水平面積、3D Disto によって計算

010870_001

0.00

-0.02

0.00

0.00

+2.10

+3.00

a

 

a 基準高：すべての高さの基準となる高さ

010871_001

3.1
01

2.9
11

7.0
40

7.0
02

a

 

a 基準軸/基準線：すべての数値の基準となる
線

距離

面積

基準
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傾斜センサーは、3D Disto が水平に設置されていない場合でも正しい結果を生成しま
す。

010876_001

 

010877_001

0-3°

   

チルトセンサーオフ = 無効
3D Disto のチルト・水平軸から得られる
測定結果。

 チルトセンサーオン = 有効
3D Disto が 0°～3°に設定されている
場合、すべての測定結果は水平軸と水平
に関連します。

セキュアポイントは測定値を座標軸に結びつけます。これらの基準点によって、 3D Disto
の位置を移動したり、後で測定を再開することが可能です。そのためには、すべての測
定を正確に実行する必要があります。

010873_001

 

☞ 詳細については"6.4 ロケーション"を参照してください。

チルトセンサー

セキュアポイント
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dxf 形式で保存された設計データをインポートし、ポイントやグリッドのレイアウト配置に使
用できます。

010874_001

CAD  

レーザー距離計(LDM)は、赤い可視光レーザーで距離を測定します。

キャリブレーションは、本体の精度をチェックし調整するワークフローです。 詳細について
は"8 点検調整" を参照してください。

オフセットポイント用のルーラーは、立入れない場所や隠れた測点の測定に使用します。

010875_001

a?

a オフセットポイント用ルーラー

レイアウトまたはプロジェク
ション

レーザー距離計

キャリブレーション

オフセットポイント用ルーラ
ー
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5 操作

5.1 測定

3D Disto には、高精度レーザー距離計 (LDM) と角度エンコーダーが組み合わされた製
品です。 測定は、水平距離、2 点間距離、高低差等、異なる測定対象の部屋の寸法、面
積、体積、鉛直ポイントをはじめとする情報取得が行えます。

5.2 レイヤーの使用

測定は、さまざまなレイヤーで整理できます。座標系は、あるレイヤーから別のレイヤー
まで同じままであるため、別々のレイヤー上のポイントとラインは整列したままになりま
す。

現在のレイヤーの名前と色がタイトルバーに表示されます。

 

タイトルバーのレイヤーウィンドウを短く押すと、レイヤーコントロールパネルが開きます。

 

システムレイヤー

基準ポイントとセキュアポイントは、このレイヤーに自動的に追加されます。色を変更した
り、非表示にして再び表示したりすることはできますが、削除したり名前を変更したりする
ことはできません。

ユーザーレイヤー

デフォルトのユーザーレイヤーは「レイヤー 0」です。
• 1 つの測定ファイル内に 大 20 のユーザーレイヤーを追加できます。現在の（アク

ティブな）レイヤーがハイライトされます。
• レイヤー名を短く押すと、これが現在のレイヤーになります。
• レイヤー名を長押しまたはダブルクリックすると、キーパッドが開き、レイヤーの名前

を変更できます。

説明

説明

レイヤーコントロールパネ
ル
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このアイコンを短く押すと、このレイヤーが非表示になります。
 

このアイコンを短く押すと、このレイヤー内のポイントとラインが表示されます。
 

新しいレイヤーを追加します。
 

このレイヤーを削除します。
 

2 番目のユーザーレイヤーがないか、このレイヤー内に既にポイントまたはラ
インが存在するため、レイヤーを削除できません。
 

カラーボックスを短く押すと、カラーコントロールパネルが開きます。

  

 目的のカラーボックスを押して変更します。

5.3 ポイントファインダー

3D Disto にはカメラが内蔵されています。カメラは  を押すと使用でき、3D Disto ディ

スプレイに直接カメラ画像が表示されます。ポイントファインダーに表示されるクロスヘア
を使用すると、長距離や周囲が明るくレーザーが視認できない場合でも、確実に測定対
象を照射することができます。

説明
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ポイントファインダーの画面表示例:

ポイントファインダーキー

ポイントファインダーをスタートするには、  を押します。

2 回押下でファインダーのロックモードになり、3 回押すとロックモードが解除され、ポイン
トファインダーが閉じます。鍵の記号が表示されている時は、ロックモードであることを示

します。

ターゲティング: 測定対象に照射するための方法はいくつかあります:

c

a

b

011126_001

a) 画面上にある矢印をタップし、照準を合わせます。矢
印をタップしたままにすると、3D Disto を高速で動か
すことができます。短くタップすると、少しずつ動きま
す。

b) タップ&メジャーターゲティング: 画面上の任意の場所
をタップします。タップしたポイントにレーザーが照射
されます。

c) ジョイスティック・ターゲティング: 画面中央のクロスヘ
アを長くタップすると。赤い点が画面中央に表示され
ます。画面上でスタイラスをスライドさせて、赤い矢
印が解放されるまでリアルタイムで 3D Disto をこの
方向に回します。赤い矢印が長いほど、3D Disto は
速く回転します。

ポイントファインダーの使
用
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ツールバーの説明

キー 機能

 画面の拡大、縮小

 カメラの輝度調整

 全ての測定ポイントの表示、非表示

 隠れた測点の測定
ポップアップに表示されるオフセットツールの選択:

 

  • 垂直オフセット: すべての垂直方向の対象で、一か所測定します。
• 個々のオフセット: ポールまたはその他のハードウェアで、二か所

測定します。
• オフセットルーラー: 3D Disto のオフセットポイント用ルーラーで 2

ヶ所測定します。
アシスタントが、ワークフローをガイドします。

 記録のための写真撮影

 ポイントファインダーの表示をエッジモードにす変更 (周囲が暗い環境
で使用)端(エッジ)と角が黒で強調されます。

 回転コマンドの選択
• 右方向に 90°回転
• 左方向に 90°回転
• 任意の角度 (?°) 回転: 3D Disto を回転させる角度を入力しま

す。
• 水平: 3D Disto は水平位置で 0% の勾配になります。
• 鉛直: このオプションを使用して、3D Disto をその上に正確に設定

することにより、ポイントを鉛直に配置することができます。3D
Disto のソケットにある 90° マーキングを使用して、本体を配置し
ます。
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5.4 測定ワークフロー

手順 説明

1.

初のポイント、たとえばコーナーをターゲットにするには、  を押し、矢

印キーまたは "5.3 ポイントファインダー" で説明されている別の方法を使用
して、レーザーポイントを目的の位置に移動します。

☞ 測定対象にレーザーを照射する際には、角や端でレーザーが割れてしまう
ことがないようにすることがポイントです。

011133_001

2.
 を押して測定します。

測定手順
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手順 説明

3. 同様の手順で、2 番目のポイントを照射します。
初の測定ポイントから、2 番目の測定ポイントまでのラインが表示されま

す。

4.
説明に従い、さらにポイントを測定するか、  を使って多角形を閉じる/完

了します。
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手順 説明

☞ 測定条件によっては、結線のための推奨線が表示されない場合がありま
す。2 つの点をタッチペンを使って線を繋ぎ、多角形を閉じて、結果を作成す
ることもできます。

☞ 該当する全体像に合わせて表示内容を変更するには、ナビゲーションツー
ルの使用、または、ナビゲーションキューブをクリックします。

5.
 を押して、保存する、名前を付けて保存、画面のクリア、保存せずに測

定値を閉じる、から選択します。

3D Disto は、面積や体積の決定にも役立ちます。測定中または測定後に、面積、体積測
定をすることができます。

手順 説明

1.  を押します。

面積・体積計算

操作 43



手順 説明

2.
面積に加算するラインを選択し、  を押します。

 

3.
全てのラインに必要な手順を行った後、  を押します。

 

4. ポップアップ表示のオプションから高さを定義します:
• 高さを入力:必要な値を入力して、OK を押します。
• 高さを測定:ポイントファインダーが開き、床のポイントを  でターゲッ

トにして、測定し、続いて天井のポイントを測定します。床や天井のどこ
の点でも測定できます。高さが結果ウィンドウに表示されます。

• 一覧を閉じる:表示される結果は面積です。

5.
高さを変更するか、選択した面積から体積を計算するには、  を押して、

前の手順で説明したように進めます。

6.
 を押して、アプリケーションを終了します。
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6 ソフトウェアアプリケーション

6.1 概要

多様な建設業務遂行や日常業務の効率化のためのさまざまなソフトウェアアプリケーシ
ョンプログラムが準備されています。

• 測定:
部屋の寸法、壁、窓、階段などの詳細を基準高さを使って手動または自動で測定で
きる実用的な機能が準備されています。

• プロジェクター:
グリッドや設計データを、床や天井、または壁に配置することができます。

• ロケーション:
3D Disto で、正しい位置を簡単かつ正確にチェックし、再配置するルーチンワークに
使用します。

• ツールキット:
スマート測定および墨出しツールとして使用します。

6.2 測定

このアプリケーションプログラムは詳細を含めた部屋の寸法を測定します。 この測定に
は以下の追加機能が使用できます:

• 基準高
• 単一ポイントの測定
• 自動スキャン用のスキャンツール
• CAD ツール

6.2.1 基準高

測定アプリケーションで、既知の高さを基準高さとして定義することができます。以後測定
される高さは、この基準高さを参照します。

手順 説明

1.
 を押します。

 基準高さを入力するよう求めるポップアップウィンドウが表示されます。値を
入力して OK を押します。

2.  

3. ポイントファインダーが開きます。

基準高さをターゲットにして、  を押します。

4. 見取り図エリアに基準高さが表示されます。

説明

説明

基準高の定義手順
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6.2.2 スキャンツール(オートマチック)

このツールは水平、垂直および傾きのプロファイル測定と表面スキャンを自動的に実行
します。

角が直角でないコーナー、湾曲している壁、アクセスできない測点、スロープなどがある
部屋の測定に適しています。

010918_001

手順 説明

1.
を押してスキャンを開始します。

2. ポップアップウィンドウでは、線のスキャン、面のスキャンを選択します。

 を押して、線スキャンを選択します。

3. 次のポップアップでは、スキャンタイプを選択します。

• 水平
• 鉛直
• スロープ

4. ポイントファインダーを開き、測定開始点にレーザーの照準を合わせ、測定
します。

照準を合わせ、  を押します。

☞ 垂直ラインスキャンを開始します:
ポップアップの表示されるスキャンの方向を選択します。
• 壁に垂直
• フリー: アシスタントが、ワークフローをガイドします。

5. 次のポップアップでは、スキャン方向を選択します。

説明

線のスキャン手順
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手順 説明

 水平 線のスキャン:
• 左方角 (360°)
• 2 点間
• 右方角 (360°)

 垂直 線のスキャン:
• 上方角 (360°)
• 2 点間
• 下方角 (360°)

 スロープのスキャン:
ポイントファインダーが開きます。

スキャンの照準合わせを終了し、  を押します。

6. ポップアップウィンドウから、適切な測定間隔を選択します。
間隔を選択して、OK を押すか、一番右側で、個々の間隔を入力します。

☞ スキャン結果を 適に保つには、長距離測定時に短い間隔を選択しないで
ください。

7. [OK]を押します。
スキャンが開始されます。

☞ ツールバーが切り替わります。

 を押してカメラを開始します。ロックを解除するには再度押します。

を押すと、スキャン間隔の変更、残りのスキャンのスキップ、スキャンの

継続、スキャンのキャンセルが選択できます。

 を押すと、必要のない、または測定上問題となりえるポイントを飛ばす

ことができます。

8. スキャンが完了すると、プロンプトが表示され、準備ができました。スキャン
を編集しますか? はい/いいえ
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手順 説明

9. はいを選択すると、DISTO キーを使い、不足している点を測定したり、不要
な点をごみ箱キー記号で削除するための新しいツールバーが表示されま
す。

☞  または  を押してポイントを選択します。

 を押して、整列したポイントを自動的にクリアするスキャンの簡素化を開

始します。

 を押してスキャンを終了します。

10.
 を押して、測定ファイルを保存して閉じます。

手順 説明

1.
を押してスキャンを開始します。

2. ポップアップウィンドウでは、線のスキャン、面のスキャンを選択します。

 を押して表面をスキャンします。

3. ポップアップウィンドウでは、次の 3 つのスキャンオプションが提示されます:
水平、スロープ、垂直:
スキャンしたい面に応じ、適切なオプションを選択してください。

☞ 壁、床、天井の測定には垂直または水平スキャンを使用します。

面のスキャン手順
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手順 説明

☞ スロープスキャンは、どのような表面であっても、傾斜に関わらずフラットか
どうかのチェックに 適です。

4. ｢正確｣または｢高速｣のオプションを選択します。｢正確｣を選択すると、それ
ぞれのスキャンポイントの正確な位置が見つかります。｢高速｣では、測定時
間の短縮と確実性を重視した測定です。測定精度は変わりません。

5. スキャンエリア決定のための測定用にポイントファインダーが開きます:
スキャン・エリアの定義:
• 水平、垂直: 角となる 2 ヶ所のエッジを測定 (3 点)スキャン・エリアは自

動的に完成されます。
•

スロープスキャン：スキャンの境界を測定し、  を押して続行します。

6. ポップアップウィンドウから、適切な測定間隔を選択します。
間隔を選択して、OK を押すか、一番右側で、個々の間隔を入力します。

☞ スキャン結果を 適に保つには、長距離測定時に短い間隔を選択しないで
ください。

7. [OK]を押します。
スキャンが開始されます。

各スキャン点の基準面からの違いは結果のウィンドウに表示されます。

幾何学的な理由により、スキャン体積計算はおおよそのものです。

☞ ツールバーが切り替わります。

 を押してカメラを開始します。ロックを解除するには再度押します。

を押すと、スキャン間隔の変更、残りのスキャンのスキップ、スキャンの

継続、スキャンのキャンセルが選択できます。

 を押すと、必要のない、または測定上問題となりえるポイントを飛ばす

ことができます。

8.
 を押して、測定ファイルを保存して閉じます。

6.2.3 CAD ツール

CAD ツールは作図機能です。

ツールバーのボタンをクリックして、CAD ツールを表示します。

説明
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以下のツールが選択できます:

• 円
• 四角形
• 線の交差
• 線の延長
• 点の移動
• 垂直交差
• 3 点による円弧
• 2 点と半径による円弧

円形ツールは、ソケットや穴などのポイントの位置に円を描くことを目的としています。

手順 説明

1. 測点に照準を合わせて測定し、見取り図エリアの点を長くタップすると、円形
機能が有効になります。

2. 円を選択します。

3. ポップアップウィンドウが表示されます。

値を入力して OK を押します。

円形ツール
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手順 説明

4. 選択したポイントの周りに円が描かれます。結果ウィンドウには、半径、円
周、および円周が表示されます。

☞ 円を消去するには、直径の値として 0 を入力するか、  を押します。

手順 説明

1. 例えば窓の測定時に、矩形の対角線となる 2 点(第 1、第 2 点)を測定し、描
画された線上で長いタップをすると、CAD ツール有効になります。

2. CAD ツールのメニューが開きます。四角を選択します。

四角ツール
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手順 説明

3. 対角線が水平な長方形に変わります。

線の交差ツールでは、2 本の線の交差点を見つけます。

☞ 交点の位置は X-Y 平面上、2 次元で計算されます。交点の高さは 1 番目の線
を外挿して計算されます。

手順 説明

1. 2 点を目標として測定するか、既存の線を選択します。

2. スケッチエリアの線上で長くタップをし、CAD ツールを有効にします。線の交
差を選択します。

3. アシスタントに従い、2 本目の線を選択します。
2 本目の線を選択します。
線を選択すると交差点が提示されます:

線の交差ツール
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手順 説明

4.
 が押されると、交差点が生成され、既存のポイントへの接続線が付加

されます。

5.

線の延長ツールは手動で入力した値(距離)の線を延長します。

手順 説明

☞ 線の延長の終点は、選択した線の 3 次元外挿で計算されます。

1. 2 点を目標として測定するか、既存の線を選択します。

2. スケッチエリアの線上で長いタップをし、CAD ツールをアクティブにします。
線の延長を選択します。

3. ポップアップで、延長する長さを入力します。
値を入力し、OK を押します。

4. 線延長の終点が表示されます:

線の延長ツール
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手順 説明

5.
を押した後は新規の点が生成され、前の点への接続線が付加されま

す。

6.

点の移動ツールは、水平移動値、既存線、オフセット、オフセット角度で新規の点を生成
します。

手順 説明

☞ シフトする位置は、X-Y 平面上で 2 次元的に計算されます。新規点の高さ
は選択した線を外挿して計算されます。

1. 2 点を目標として測定するか、既存の線を選択します。

2. スケッチエリアの線上でタップし続けると、CAD ツールが有効になります。点
の移動を選択します。

3. アシスタントとポップアップが表示され、点の移動する長さを入力します。
値を入力し、OK を押します。

4. 長さの移動点が表示されます：

5.
を押して続行します。

点の移動
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手順 説明

6. アシスタントとポップアップが表示され、オフセットの方向角の入力をします。
値を入力し、OK を押します。

7. オフセットの方向角が表示されます：

8.
を押して続行します。

9. アシスタントとポップアップが表示され、オフセット値を入力します。
値を入力し、OK を押します。

10. 移動した点が表示されます:

11.
を押した後は新規の点が生成され、前の点への接続線が付加されま

す。

ソフトウェアアプリケーション 55



手順 説明

12.

垂直交差ツールは、選択した線上の点の直角投影ポイントを見つけます。

手順 説明

☞ 交点の位置は X-Y 平面上、2 次元で計算されます。交点の高さは 1 番目の
線を外挿して計算されます。

1. 2 点を目標として測定するか、既存の線を選択します。

2. スケッチエリアの線上でタップし続けると、CAD ツールが有効になります。垂
直交差を選択します。

3. アシスタントとポップアップが表示され、点を選択します。
[OK]を押します。次に、点を選択します。

4. 点を選択すると交差点が提示されます:

垂直交差ツール
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手順 説明

5.
を押した後、交差点が生成され、既存の点への接続線が付加されま

す。

6.

手順 説明

1.
スケッチ領域で円弧の始点を選択し、  アイコンを押して CAD ツールメニ

ューを開きます。

2. 3 点による円弧を選択します。

3. 2 番目のポイントを選択するためのポップアッププロンプトが表示されます。
2 番目のポイントを選択します。

4. 3 番目のポイントを選択するための別のポップアッププロンプトが表
示されます。
3 番目のポイントを選択します。
3 番目のポイントを選択すると円弧が提示されます:

 

3 点による円弧ツール
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手順 説明

 
 を押すと、円弧が生成されます。

結果ウィンドウには、円弧の半径および長さが表示されます。

 

手順 説明

1.
スケッチ領域で円弧の始点を選択し、  アイコンを押して CAD ツールメニ

ューを開きます。

2. 2 点と半径による円弧を選択します。

3. 円弧の向きを選択するためのポップアップが表示されます。

• 水平
• 鉛直
円弧の向きを選択します。

4. 2 番目のポイントを選択するための別のポップアッププロンプトが表示されま
す。
2 番目のポイントを選択します。

5. 円弧の半径を入力するためのポップアップが表示されます。

値を入力して OK を押します。

2 点と半径による円弧ツー
ル
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手順 説明

6. 円弧の方向を選択するためのポップアップが表示されます。

OK を押すと、2 つの可能なオプションが提示されます。

関連するセグメントをタップして、どちら側に弧を描くかを選択しま
す。

その後、円弧が生成されます。結果ウィンドウには、円弧の半径お
よび長さが表示されます。
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手順 説明

7. 同じワークフローが垂直方向にも適用されます。
円弧の終点と半径が指定されると、2 つの可能なオプションが提示
されます。

どちら側かを選択すると、スケッチに円弧が描かれます。

 

6.3 プロジェクター

このアプリケーションは、水平、垂直、スロープ(= “フリー”) 面に点または幾何学グリッド
を投影します。DXF 形式のデザインデータやテーブルフォーマットのデータをインポートし
たり、グリット形状をマニュアル入力することが可能です。

010958_001

 

説明
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6.3.1 ワークフロー

手順 説明

1. メニュー » アプリケーション » プロジェクター を選択します。

2.

ポップアップウィンドウに表示される 3 つのモードから選択します: 水平、ス
ロープ、垂直。
測定作業の状況に応じて、適切なものを選択してください。

3. 作業エリアを測定するためにポイントファインダーを起動します。

手順 説明

1. 測定作業上、重要な場所は全て(エッジ、コーナーなど)、測定してください。

☞ 水平モードのみ: 初の測点が、その後の全ての測点の基準となる水平面
を決定します。

2.
 が有効な場合は、このキーを押してアウトラインを閉じてください。その

後、他の点を測定してください。(傾斜モードのみ)

3.
全ての点の測定終了後、  を押して継続します。

手順 説明

1.

ポップアップウィンドウに表示される、プロジェクターのオプション 2 つから選
択します: 規則正しいパターンのグリッドモード、個々の DXF または CSV フ
ァイルのインポートモードの 2 種類。

☞ いつでも  キーを使って、作業エリア測定に戻ることができます。

グリッドモード

手順 説明

1.
を押してグリッドモードを開始します。

2.

ポップアップが表示され、新規設定、 後の測定値を使用、測定の中から、
適したものを選択します。

プロジェクター、 開始

作業エリアの測定

測点デザイン
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手順 説明

3. 適切なものを選択します:
• 新規設定: 続いてツールでグリッドの形状を入力します。
• 後の測定値を使用: 後に入力されたグリッドのデザインを復元しま

す。
• 測定: ワークフローに従って既存のグリッドにロックされます。このオプ

ションでは次の調整手順をスキップします。

インポートモード

手順 説明

1.
を押してンポートモードを開始します。

2. ファイルマネージャーは全ての DXF、CSV ファイルを表示します。
ファイルを 1 つ選択してください。

☞ ビューアーで内容をチェックしたい場合は、  を押してください。

ビューアーのヘッドラインはファイルの寸法を表示します。スケールが作業
エリアにフィットしない場合はメニューの距離の設定を変更してください。

☞ リストから点をインポートするには、テキストエディターで座標 X、Y または Y;
X を入力して、拡張子 CSV で保存してください。インポートが正しくできない
場合は、メニューのインポート/エクスポートの設定をチェックしてください。

3.
を押して続行します。

4. プロジェクション・ポイントが表示され、調整が可能です。

手順 説明

☞ いつでも  キーを使って、測点デザインに戻ることができます。

1. アライナーが開きます。

2. この作業エリアに測点のデザインが表示されますので、適切な位置に移動
する必要があります。次のツールを使用してください:

デザイン調整
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手順 説明

☞ グリッドは、  /  /  /  を使用して、画面上を上、下、左、右に

動かすことができます。
選択したグリッドポイントから基準線までの垂線距離が表示されます。この
距離をタップして、値を入力します。

 を押してグリッド位置をリセットします。

選択された線に平行にグリッドを揃えるには  を押します。

☞ 平行ツールの使用前に、必要に応じて、スクリーン上にデザイン
点間に線描画することも可能です。

 を押してグリッドを 90°回転します。

 を押して、グリッドを基準点に正確に配置します。

3.
 を押して継続します。

手順 説明

☞  を押すとアライナーツールに戻ります。

1. レイアウトモードでは、ツールバーが切り替わり、グリッドの投影を開始でき
ます。

2.
矢印キーを使用してポイントを選択し、  を押します。

画面上のポイントをタップしたり、リモコンを使って、各ポイントを選択するこ
ともできます。

☞ 小さい穴が多くある表面、骨組み状態、表面が粗い時には、レーザーがレイ
アウト・ポイントの位置を正確に捉えることができない場合があります。

ポイント・プロジェクション
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手順 説明

3. 正確な位置が見つかると、レーザーが点滅して照射されます。ポイントは、
スケッチエリアに赤で強調表示されます。結果ウィンドウには、ポイントと基
準面との間での距離が表示されます。

4.
さらにポイントをレイアウトするには、別のポイントを選択して、  を押しま

す。

5.
 を押してファイルを保存します。

☞ 測点が天井に投影できない場合、DIST キーを押す前にレーザーを床面に照
射してください。それ以降は、測点が床に投影されます。投影する面はいつで
も変更出来ます。

6.3.2 RM100 リモートコントロールによる照準合わせと配置

 を押すとレーザーが起動し、基準エリア内の点を投影または測定

するまでの秒時間が表示されます。

各矢印キーを使って隣接するポイントを選択し、3D Disto を回転し、
順番に測定を開始します。1 回押すとリモートコントロールが起動し、2
回押すとコマンドが実行されます。

6.4 ロケーション

ロケーションは、既定の座標軸や部屋の形状に合わせ、3D Disto の位置を確定します。

セキュアポイントは、ユーザーが自由に決めることができ、難しい手順はありません。

手順 説明

☞ セキュアポイントを保存するには、2 ヶ所のポイントを測定する必要がありま
す。

1. 測定作業現場で、3～5 枚の接着付きターゲットマークを壁や天井、床に貼
ります。ターゲットマークは、十分な間隔を取るように貼付するようにしてくだ
さい。

2. メニュー » アプリケーション » ロケーション » セキュアロケーションを押しま
す。
ポイントファインダーが開きます。

測定面の切替

Projector (プロジェクター)
アプリケーションのキー機
能

説明

セキュアポイントの手順
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手順 説明

3.
できるだけ正確に照準マークに照射し、  を押して測定します。

3D Disto が測定場所の写真と座標を保存し、ID と日付情報も含まれます。

4. セキュアポイントを追加して、測定しますか？はい/いいえを選択します。

5. 同様の操作を行い、3 ヶ所以上のセキュアポイントを測定します。

☞ セキュアポイントは後でいつでも追加できます。

☞ 測定する場所で、十分な数のセキュアポイントを正確に測定してください。ポ
イントが 1 つ無くなったとしても、3 つ以上のポイントがあれば問題ありませ
ん。

6. 3 つ以上のポイントを保存すると、いいえ を選択して、アプリケーションを終
了できます。

この機能により、たとえば以前の測定を完了するために、セキュアロケーションの手順に
よって以前に確立された定義済み座標系への 3D Disto の再配置が可能になります。

手順 説明

☞ 作業エリアの周囲で少なくとも 3 つのセキュアポイントをターゲティングおよ
び測定できる 3D Disto 位置を使用します。

1. メニュー » アプリケーション » ロケーション » リロケーションを選択します。

2. 許容範囲を定義するためのポップアップウィンドウが表示されます。

[OK] を押して、値を確定します。

☞ 許容範囲を狭くすると測定の精度が上がりますが、セキュアポイントに正確
に照準すること、セキュアポイントの可視性を上げる必要があります。

☞ セキュアポイントがなく、過去測定した形状に合わせる必要がある場合に
は、同じベースライン(基準線) から測定を開始ます。測定の 初の 2 測点
となります。

再配置の手順

ソフトウェアアプリケーション 65



手順 説明

3. セキュアポイントが使用できる場合は、フォルダが開きます。

 /  を押すか、ディスプレイにタッチしてセキュアポイントを選択しま

す。

 を押して拡大します。

メモリー全体の固定点を全て見るには  を押してください。

4.
 を押してポイントを確定します。

ポイントファインダーが開きます。

5.
写真に表示されているターゲットマークをできるだけ正確に照射し、  を

押して測定します。
完了すると、ポップアップが表示されて、次のセキュアポイントを測定します
か？はい/キャンセルと尋ねます。

6. はいを選択すると、次のセキュアポイントのフォルダが開きます。
2 番目、3 番目のセキュアポイントも、既述の説明と同様に進めます。

☞ 初の 2 つのセキュアポイントが正常に測定された場合、3D Disto は次の
選択されたセキュアポイントにほぼ変わります。レーザー照射位置を微調整

し、  を押すだけです。

7. 3 つのポイントの測定を問題なく終えると、ポップアップが表示され、OK を選
択します。更にセキュアポイントを測定しますか？はい/いいえ/キャンセル
を選択します。
• はいを押すと続行できますので、前に説明した手順で進めます。
• 終了するには、いいえを選択します。問題なく進むと、ポップアップウィ

ンドウが新旧位置間の寸法を次のように表示します：XXXm、高さ：
XXXm、OK/キャンセル。OK を押すと確定します。キャンセルを選択し
た場合は、ポイントの測定します。

リロケーションに失敗した場合、許容範囲を超えています！と表示されま
す。更にセキュアポイントを測定しますか？はい/いいえ/キャンセルを選択
します。手順は、既述の説明に従って操作します。

8. を押してアプリケーションを閉じます。

I3D Disto がぶつかるなどしたために動いてしまった場合、測定ポイントの情報は、過去
に測定したものと一致しなくなります。現在の位置情報や精度を維持するには、ロケーシ
ョン・チェックを起動します。

手順 説明

1. ロケーション確認を起動するにはメニュー » アプリケーション » ロケーショ
ン » ロケーション・チェックを選択します。

ロケーション・チェックの操
作手順
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手順 説明

2. セキュアポイントがある場合は、セキュアポイントを選択し、次のアイコン

 を押します。

3. 3D Disto が自動的にセキュアポイントに照準を合わせます。
ターゲットマークのにレーザーが照射されているか確認します。

☞ レーザーがターゲットマークの中心に合わない場合は、リロケー
ションを実行することをおすすめします。

4. 同様の手順で、ポイントの測定を行います。

5.
 を押して、セキュアポイントのギャラリーを閉じます。

6.5 ツールキット

標準アプリケーションに加え、本プログラムには次の機能があります:

 • Comfort Plumbing (鉛直ポイント)
• Comfort Targeting (照射位置決め)
• Comfort Leveling (レベリング)
• Meter Mark (メートルマーク)
• Height Tracking (ハイト トラッキング)
• Parallel Line (平行線)

レイアウト作業の測定後には、各ツールを起動する必要があります。ポップアップが表示
され、同じ基準で測定するか、新しい基準で測定するかを選択できます。データは保存さ
れず、インポートやエクスポートはできません。リモートコントロールでは、ここで説明する
アプリケーションのサポートをしていません。

6.5.1 Comfort Plumbing (鉛直ポイント)

Comfort Plumbing (鉛直ポイント)を使用すると、離れたところから上下の鉛直ポイントを
測定できます。

010899_001

 

手順 説明

1. メニュー » アプリケーション » ツールキットを起動します。
実行中のアプリケーションは、バックグラウンドで動いています。

一般事項

説明

Comfort plumbing (鉛直ポ
イント) の操作手順
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手順 説明

2.
ツールバーで  を押します。

ポイントファインダーが開きます。

3. 作業ポイントを照射し、  を押します。

ポイントファインダーが開きます。

4. 作業で必要な鉛直ポイントのおおよその場所にレーザー照射し、  を押し

ます。
鉛直ポイントを測定し、レーザーが点滅してその場所を照射します。

5.  を押してツールキットを閉じます。

6.5.2 Comfort Targeting (照射位置決め)

Comfort Targeting (照射位置決め) で、垂直にたつ面上の基準位置に関連したポイント
を示します。

010906_001

2.000 m
0.500 m

 

☞ このツールは、垂直に立った測定面でのみ使用してください。傾斜面に使用し
た場合、数値が表示されても正しく表示されません。

手順 説明

1. メニュー » アプリケーション » ツールキットを起動します。
実行中のアプリケーションは、バックグラウンドで動いています。

2.
ツールバーで  を押します。

ポイントファインダーが開きます。

3.
レイアウトしたいおおよその場所に、レーザーを照射し、  を押します。

4. ポップアップの表示後、基準ポイントの左、または、右へ移動させる長さの入
力をします。左に回転させるには、負の値を入力します。基準ポイントに対
し、垂直のオフセットポイントを設置するには、0 を入力します。
[OK] を押して、値を確定します。
レーザーが点滅し、正確なポイントを照射します。

5. ポップアップの表示後、垂直値(= 配置点の上/下の距離)を入力します。デフ
ォルト値 = 0。
下向きに回転させるには負の値を設定します。[OK] を押して、値を確定しま
す。
3D Disto が回転し、正しい位置に配置されます。レーザーが点滅し、正確な
ポイントを照射します。

説明

Comfort Targeting (照射位
置決め) の操作手順
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手順 説明

6.  を押してツールキットを閉じます。

6.5.3 Comfort Leveling (レベリング)

Comfort Leveling (レベリング) は、3D Disto を水平に回転させた時に、レーザー照射位
置を同じ高さのレベルで保持します。

 

手順 説明

1. メニュー » アプリケーション » ツールキットを起動します。
実行中のアプリケーションは、バックグラウンドで動いています。

2.
ツールバーで  を押します。

ポイントファインダーが開きます。

3.
壁の基準ポイントにレーザーを照射し、  を押します。

ポイントファインダーが開きます。

4.
レイアウトしたいおおよその場所に、レーザーを照射し、  を押します。

レーザーが点滅して、正確な位置をレーザー照射します。

5.  を押してツールキットを閉じます。

6.5.4 Meter Mark (メートルマーク)

Meter Mark (メートルマーク) ツールで、メートルマークつまり基準とする高さに対し、指定
した高さをレーザー照射します。

このツールは、部屋に複数のマーキングをしたり、建物間の水平位置から指定した高さ
を示す時に役立ちます。

説明

Comfort Leveling (レベリン
グ) の操作手順

説明
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手順 説明

1. メニュー » アプリケーション » ツールキットを起動します。
実行中のアプリケーションは、バックグラウンドで動いています。

2.
ツールバーで  を押します。

3. ポップアップが表示された後、基準高の入力、基準高の測定をします。

4. ポイントファインダーが開きます。

レイアウトしたいおおよその場所に、レーザーを照射し、  を押します。

5. ポップアップウィンドウの表示後、レイアウト作業に必要な高さを入力しま
す。

6. ポイントファインダーが開きます。

設定したおおよその高さの位置に、レーザーを照射し、  を押します。

レーザーが点滅し、正確な高さをレーザー照射します。

7.  を押してツールキットを閉じます。

6.5.5 Height Tracking (ハイト トラッキング)

Height Tracking (ハイト トラッキング)は、直接測定できない対象物の高さを間接的に測
定できます。

樹木の高さや電線の高さの測定時に有効な機能です。

010907_001

H
Ref

 

手順 説明

1. メニュー » アプリケーション » ツールキットを起動します。
実行中のアプリケーションは、バックグラウンドで動いています。

Meter Mark (メートルマー
ク) の操作手順

説明

Height Tracking (ハイト ト
ラッキング) の操作手順
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手順 説明

2.
ツールバーで  を押します。

ポイントファインダーが開きます。

3. 間接測定ポイントと同じ水平距離に位置する基準ポイントに照射し、測定し
ます。
ポイントファインダーは、測定ポイントを表示します。

☞ 基準ポイントの測定後は、3D Disto を動かさないようにしてください。本体が
動くと正しい結果が得られません。

4. 間接測定ポイントに出来るだけ正確に照射します。
基準ポイントとの高さは、測定毎に表示されます。

5. ポイントファインダーを閉じ、アプリケーションを閉じます。

6.5.6 Parallel Line (平行線)

Parallel line (平行線) を使用すると、壁、床、スロープに基準線に対応した平行線を表示
できます。

 

手順 説明

1. メニュー » アプリケーション » ツールキットを起動します。
実行中のアプリケーションは、バックグラウンドで動いています。

2.
ツールバーで  を押します。

ポイントファインダーが開きます。

☞ すべての測定ポイントは、同一測定面上にある必要があります。

3. 基準線の開始ポイントと終了ポイントに照射し、測定します。

4. 基準ポイントの左、または、右へ移動させる値の入力を要求するポップアッ
プウィンドウが表示されます。OK を押し、入力値を確定します。

5. ポイントファインダーは、対象とするおおよその場所を照射します。

 を押します。

レーザー光が点滅し、平行線上の位置をレーザー照射します。

6.  を押してツールキットを閉じます。

説明

Parallel Line (平行線) の操
作手順
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7 エラーメッセージ

エラー番号 アドバイス

150 測定範囲を超えています。

151 測定が無効です。

152 3D Disto の位置の変更、またはオフセットポイントでルーラーが使用さ
れています。

153 選択したポイントに対して半径が小さすぎます！半径を大きくします。

160 再度測定を行います。測定間でルーラーを動かさないでください。

161 場合によっては、オフセットポイント・ツールを使用できません。

170 問題が解決しない場合、3D Disto を再起動します。

171 たとえば、電源やケーブルなどのすべてのデバイスをチェックして、や
り直してください。

240 チルトセンサーのキャリブレーションに失敗しました。システムの精度
に問題があります。Leica Geosystems 代理店、担当者にご連絡くださ
い。

241 大きなドリフトが発生しました。校正を正確な手順でやり直してくださ
い。

243 本体を安定したところに設置してください。3D Disto に触れたり、回転さ
せたりしないでください。校正をやり直してください。

300 水平線を選択します。

350 投影する面の状況をチェックしてください。レーザーが、正しい位置まで
届きませんでした。

755 この測点を測定することはできませんでした。別の位置からの測定をし
てください。ツールは、水平面では機能しません。

760 この測点を測定することはできませんでした。別の値を入力してくださ
い。ツールは、水平面では機能しません。

765 この測点を測定することはできませんでした。別の位置を試すか、別の
値を入力してください。ツールは、水平面では機能しません。

800 データのインポート、エクスポートが出来ませんでした。

801 USB スティックのメモリが不足です。

802 ストレージデバイスが適切に作動していません。

803 ファイルの状態や内容をチェックしてください。

804 ファイルまたはフォルダが書き込み保護されているか、破損していま
す。

900 3D Disto エラー。エラーが繰り返される場合は、Leica Geosystems 代
理店、担当者にご連絡ください。

901 反射したレーザー信号が低過ぎます。

902 反射したレーザー信号が高過ぎます。

903 周囲の光が強過ぎます。

904 レーザー光が遮断されました。測定を繰り返します。

950 ロケーション・チェックを実行して、精度の維持をしてください！

951 3D Disto の傾きが 3°を超えています。水平に設置してください！

エラーメッセージおよびアド
バイス
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エラー番号 アドバイス

953 接続とケーブルをチェックしてください。

954 ケーブルをつなぐか、メニューで"WLAN"を選択します。

955 3D Disto の温度が作動範囲を超えています。

956 振動が大き過ぎるか、完全に移動しています。

998 Leica Geosystems 代理店、担当者にご連絡ください。

999 Leica Geosystems 代理店、担当者にご連絡ください。
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8 点検調整

8.1 概要

Leica Geosystems 製の器械は、 良の品質を実現できるように製造・組み立て・調整さ
れています。急激な温度変化、衝撃、圧力などが原因で、器械の精度が正常な範囲を逸
脱して低下することがあります。したがって、時々、器械を点検・調整することを推奨しま
す。この点検・調整は、現場で特定の測定手順を行うことで実施できます。この測定手順
については以降の章で説明しており、説明に従って慎重かつ正確に実施する必要があり
ます。器械のその他の誤差や機械部品は、機械的に調整できます。

以下の本体エラーは、電子的に点検、調整が可能です:

• クロスヘアのオフセット
• 鉛直- インデックス
• チルトセンサー

☞ 全キャリブレーション設定は、出荷時のデフォルト値にリセットすることができま
す。

製造過程では、本体に発生したエラーは、慎重に 0 設定されます。 以下のような時に
は、再調整されることをお薦めします：

• 長時間、衝撃の多い輸送の後
• 長期間保管した後
• 現在の環境と 後のキャリブレーション時の温度差が 20°C より大きい場合

8.2 チルトセンサーのキャリブレーション

キャリブレーション前:

3D Disto_033

a

a チルトセンサーのオフセット

 キャリブレーション後:

3D Disto_034

手順 説明

☞ キャリブレーションは、自動的に行われます。3D Disto を傾きが 3°未満の
場所に設置されていることが必要です。

1. キャリブレーションは、メニュー » デバイス » キャリブレーションから開始で
きます。

2.
 を押します。

説明

電子的調整

☞

説明

調整手順
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手順 説明

3. 3D Disto が自動的にセルフレべリングを開始します: 傾きがチェックされ、本
体の傾きが 3°を超えていなければ、自動的に水平になります。

☞ ポップアップウィンドウに、3D Disto に 1 分間触れないでください！と表示さ
れます。

4. OK を選択すると、キャリブレーションに成功しましたというポップアップウィン
ドウが表示されます。

8.3 クロスヘアのオフセット

ポイントファインダーのクロスヘアとレーザーの先端が一致していない時に実施します。

キャリブレーション前:

3D Disto_029

a

b

a クロスヘア
b レーザーポインター

 キャリブレーション後:

3D Disto_030

手順 説明

1. キャリブレーションは、メニュー » デバイス » キャリブレーションから開始で
きます。

2.
 を押します。

3. ポイントファインダーが開きます。
25 m 以上の距離の場所に、ターゲットマークをつけます。

4. 次にできるだけ正確に、ターゲットマークに照準を合わせます。赤いレーザ

ースポットが正確にターゲット上にあるときに  を押します。

 

5. ポイントファインダーが起動した状態で、クロスヘアが表示されます。
矢印キーを使い、できるだけ正確にターゲットの中心に十字(クロスヘア)がく

るように移動させます。もう一度、  を押します。

6. 許容範囲内の場合は、新規設定: x=...px; y=...px、デフォルト値にリセット、ま
たはキャリブレーションのキャンセル します のポップアップウィンドウが表示
されます。

7. クロスヘアの調整時は、設定...、または、リセット...を選択します。 終のポッ
プアップが、実行しますか？はい/キャンセルと尋ねます。

説明

調整手順
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手順 説明

8. はいの場合、パラメータが正しく設定されたことを確認するチェックマークが
表示されます。

8.4 V-インデックスエラー

鉛直インデックスが鉛直軸と一致していません。

☞ 鉛直 - インデックスのキャリブレーションを始める前には、チルトセンサーのキ
ャリブレーション、次に十字線キャリブレーションを行うことをお勧めします！
"8.2 チルトセンサーのキャリブレーション"および"8.3 クロスヘアのオフセッ
ト"を参照してください。

キャリブレーション前:

3D Disto_031

a

b

a 高さエラー
b 垂直角度オフセット

 キャリブレーション後:

3D Disto_032

手順 説明

1. 3D Disto は壁の近くの、本体の少なくとも 15m 上にあってよく見え、急勾配
が取れるターゲットを測定できる場所に設置してください。

3D Disto_051

2. キャリブレーションは、メニュー » デバイス » キャリブレーションから開始で
きます。

3.
 を押します。

4. ポイントファインダーが開きます。
できるだけ正確にレーザーの照準を合わせます。

5.
 を押します。

説明

調整手順
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手順 説明

6. 3D Disto が自動的に、2 回転します。

再度、照準を合わせ、  を押します。

7. 両方の測定が正常に終了すると、ポップアップに新規設定:が表示されま
す。XXX gon、デフォルト値にリセット、またはキャリブレーションをキャンセル
しますのポップアップウィンドウが表示されます。

8. 設定...、または、リセット...を選択し、鉛直 - インデックスを調整します。

9. 終のポップアップが、実行しますか？はい/キャンセルと尋ねます。はい
の場合、パラメータが正しく設定されたことを確認するチェックマークが表示
されます。

8.5 出荷時設定にリセット

手順 説明

1. キャリブレーションは、メニュー » デバイス » キャリブレーションから開始で
きます。

2.
 を押します。

デフォルト値にリセットしますか?と表示されるので、はい/いいえを選択しま
す。

3. はいを選択した場合、すべての定義されたキャリブレーション設定が、工場
出荷時の設定にリセットされます。

出荷時設定にリセットする
操作手順
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9 本体の保護 (盗難防止)

本体は、PIN (Personal Identification Number) 番号を使って保護できます。 PIN 保護を
有効にすると、ソフトウェアの起動後、毎回 PIN コードの入力が要求されます。

間違った PIN コードを 3 回入力すると、本体の納品書に書かれている PUK が必要にな
ります。 PUK コードを正しく入力すると、PIN コードはデフォルト値の"0"に設定され、PIN
コード保護は無効化されます。

PUK の再取得は、Leica Geosystems 担当者にご連絡ください。

ステップ 説明

1. メニュー » デバイス » 盗難防止を選択します。 デフォルト設定は、オフで
す。

2. 有効化を押して、起動します。

3. PIN コード (3～8 文字の数字または英字) を入力します。

4. Ok を押し、確定します。

☞ 盗難防止設定により、本体が不正な使用から保護されます。
本体の電源を入れた時、スタンバイ状態の解除時、また、PIN 再設定時に、
PIN コードが要求されます。

ステップ 説明

1. メニュー » デバイス » 盗難防止を選択します。
キャンセルするには、無効化を押します。

2. PIN コードを入力して OK を押して確定します。

☞ 本体は不正な使用から保護されなくなります。

説明

PIN コード有効化手順

PIN コードの無効化手順

78 本体の保護 (盗難防止)



10 取り扱いと輸送

10.1 輸送

作業現場で器械を輸送する場合、必ず次の指示に従ってください。

• オリジナルコンテナーに納めるか、または
• 三脚の脚を広げて肩に乗せて、器械を上向きにキープします。

車で輸送する場合は、器械をそのまま車両に載せないでください。車の振動で器械が損
傷を受ける可能性があります。器械は必ずケースに入れて、固定して輸送してください。

ケースが入手できない製品については、元の梱包または同等のものを使用してください。

器械を列車、航空機、船舶などで輸送する場合は、オリジナルの Leica Geosystems 梱
包セット、コンテナ、およびダンボール箱、または同等品を必ず使用して、衝撃と振動から
器械を保護してください。

バッテリーの持ち運び、発送時には、製品管理者は、摘要される国、国際ルールや規則
に従うように事項を確認しなければなりません。 運搬または出荷にあたっては、お近くの
運送会社にご相談ください。

頻繁な運搬や荒い取り扱いなどにより製品を機械的に大きな力にさらしたり、製品を長
時間保管したりすると、測定精度に偏差が生じたり、低下する可能性があります。製品を
使用する前に、ユーザーマニュアルに従って定期的にテスト観測と現場での調整を行っ
てください。

10.2 保管

器械を保管する場合、特に夏期に自動車の中で保管する場合は、保管中の温度に注意
してください。温度制限については、"テクニカルデータ"を参照してください。

• 保管温度の範囲については、 "11 テクニカルデータ" を参照してください。
• バッテリーは、器械および充電器から外して保管してください。
• 保管後に使用する場合は、再充電をしてください。
• バッテリーは水濡れおよび湿気から保護してください。水で濡れたバッテリーは、乾

燥後に保管または使用してください。
• バッテリーの自然放電を 小にするために、乾燥環境に保存温度が 0 °C ～

+30 °C / +32 °F ～ +86 °F をお薦めします。
• 推奨温度範囲で保管すると、バッテリーは充電率 40% ～ 50% の状態を 長 1 年間

にわたり保つことができます。この保管期間が経過した後は、バッテリーを再充電す
る必要があります。

10.3 清掃と乾燥

• ハウジングや、レンズまたはウィンドウなどの光学コンポーネントの埃を吹き飛ばし
ます。

• ガラス部分に決して指で触れないでください。
• 清掃するときは、清潔で柔らかな毛羽立っていない布だけを使用してください。必要

に応じて、水または純粋アルコールで湿らせた布を使用してください。アルコール以
外の液体は絶対に使用しないでください。ポリマー材を使用している部分が破損す
る恐れがあります。

現場での運搬

車両による運搬

輸送

バッテリーの出荷、運搬

現場での調整

製品

リチウムイオンバッテリー

ハウジングおよび光学コン
ポーネント
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40℃ 未満の温度で、製品、輸送ケース、発泡緩衝材、アクセサリーを乾燥させ、清掃し
てください。すべてが乾くまで、輸送ケースには戻さないでください。作業現場で使用する
場合は、必ず輸送ケースを閉じてください。

プラグは清潔にして、決して濡らさないでください。接続ケーブルのプラグに入った埃は
吹き飛ばしてください。

濡れた製品

ケーブルとプラグ
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11 テクニカルデータ

11.1 テクニカルデータ

 10 m 付近 30 m 付近 50 m 付近

角度と距離測定の
組み合わせ

約 1 mm 約 2 mm 約 4 mm

測定範囲: 水平 360°、垂直 250°

精度 5" (1.2 mm @ 50 m)

測定システム: 100 MHz - 150 MHz を使用するシステムアナライザ
ー

タイプ： 同軸、可視性の赤色レーザー

有効範囲： 0.5 m - 50 m

レーザークラス: 2

レーザードットの径 (@10 m): ~7 mm × 7 mm

レーザードットの径 (@30 m): ~9 mm × 15 mm

セルフレベリング: ± 3°

精度: 10" (2.5 mm @ 50 m)

ズーム (倍率): 1×, 2×, 4×, 8×

視界 (@10 m): 1×: 3.40 m × 2.14 m
2×: 1.70 m × 1.07 m
4×: 0.85 m × 0.54 m
8×: 0.42 m × 0.27 m

1°/mm

ボタン: オン/オフボタン

ポート: USB タイプ B、電源コンセント

データ転送: USB タイプ A、WLAN

ワイヤレステクノロジー: WLAN
範囲: 50 m (使用環境による)
電力: 87 mW
周波数: 2412 MHz - 2472 MHz を基本とした
チャンネル: 1 ～ 11

対応するデータ形式: インポート: DXF、CSV
エクスポート: DXF、TXT、CSV、JPG、DWG

2 点間測定精度 (3D)

角度測定 (Hz/V)

特性レーザー距離メーター

チルトセンサー

ポイントファインダー

気泡水準器センシティビテ
ィ

操作

通信
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内部:  

タイプ： リチウムイオン

電圧: 14.4 V、63 Wh

充電時間: 8 時間

標準作動時間 8 時間

  

外部:  

電圧: 24 VDC, 2.5 A

5/8”インチネジ穴

186.6 mm × 215.5 mm (直径 × 高さ)

2.8 kg

温度

動作温度範囲: -10°C ～ +50°C

保管温度: -25°C ～ +70°C

埃、砂、水からの保護

IP54 (IEC60529)

湿度

保護: 大相対湿度 85 % 結露なし

範囲: 30 m (環境と動作条件による)

通信: 赤外線(IR)

バッテリー 1 AA, 1.5 V

11.2 各国規制への対応

• FCC の第 15、22、24 章(アメリカ合衆国で適用)

• これにより、Leica Geosystems AG は、3D Disto および RM100 が、指
令 2014/53/EU および その他の適用される欧州指令の必須要件およびその他
の関連規定に準拠していることを宣言します。
EU 適合宣言の全文は、以下で参照することができます：http://www.leica-
geosystems.com/ce。

 欧州指令 2014/53/EU に準拠したクラス 1 のレーザー機器は、市場に
出すことができ、いかなる EEA 加盟国でも規制なしに稼動することがで
きます。

• FCC パート 15、22 および 24 または欧州指令 2014/53/EU (RED) の対象となっ
ていない他の国の規制を持つ国の適合性は、使用および操作前に承認されなけ
ればなりません。

電源

取り付け

本体寸法

重量

環境性能

RM100 リモートコントロー
ル

各国規制への対応
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• 日本の電波法と電気通信事業法のコンプライアンス
• この機器は電波法と電気通信事業法に準拠しています。
• この機器を改造しないでください（改造すると認証番号が無効になります）。

11.3 危険物規制

Leica Geosystems の多くの製品はリチウムバッテリーから電力供給されます。

リチウムバッテリーは特定の状況下で安全危険をもたらす事があります。特定の状況で
はリチウムバッテリーは過熱され、出火する事があります。

☞ 航空機を利用して Leica 製品をリチウムバッテリーと一緒に持ち運ぶもしくは
輸送する場合は IATA Dangerous Goods Regulations を遵守する必要がありま
す。

☞ Leica Geosystems は「Leica 製品の運び方」とリチウムバッテリーを使用した
「Leica 製品の運搬の方法」ガイドラインを作成しています。Leica 製品の輸送
の前に、ウェブページ
（http://www.leica-geosystems.com/dgr）に記載されているガイドラインを参考
にして、IATA の危険な品物規制に従っていること、および Leica 製品が正しく
輸送できることを確認してください。

☞ 損害を受けたか不完全なバッテリーは、航空機を利用した輸送を禁止します。
したがって、したがって、全てのバッテリーは輸送前に安全である事を確認して
ください。

危険物規制
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12 保証

国際限定保証書

Leica 3D Disto には、Leica Geosystems AG による 2 年間保証が付いています。追加の
年間保証を受けるには、製品を弊社のホームページ（www.disto.com/warranty）で購入
日から 8 週間以内に登録する必要があります。製品が登録されていない場合は、2 年間
の保証が適用されます。

国際限定保証に関する詳細情報は、インターネットで公開しています:

www.leica-geosystems.com/internationalwarranty

説明 
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13 ソフトウェアライセンス契約

本製品には、製品にプリインストールされたソフトウェア、データ記録媒体でユーザーに
配布されるソフトウェア、または Leica Geosystems の事前認証に基づいてユーザーがオ
ンラインでダウンロードできるソフトウェアが含まれます。 これらのソフトウェアは、著作権
およびその他の法規によって保護されており、その使用は Leica Geosystems のソフトウ
ェアライセンス契約によって定義、規定されています。ライセンス契約には「ライセンスの
範囲」、「保証」、「知的所有権」、「責任の範囲」、「その他の保証の除外」、「準拠法およ
び管轄裁判所」などの内容が含まれますが、これに限定されません。 使用者は、いかな
る場合でも Leica Geosystems のソフトウェアライセンス契約の条件および条項に完全に
従ってください。

この契約はすべての製品に添付して配布されると共に、Leica Geosystems
のホームページ（http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-
documents）にも掲載されています。また Leica Geosystems の代理店から入手すること
もできます。

ソフトウェアのインストールまたは使用は、必ず Leica Geosystems のソフトウェアライセ
ンス契約の条件および条項を読み、同意した上で行って下さい。 ソフトウェアの全部また
はその一部でもインストールまたは使用した場合は、当該ライセンス契約のすべての条
件および条項に同意したものとみなされます。 当該ライセンス契約の条項の全部または
その一部に同意できない場合、このソフトウェアをダウンロード、インストール、または使
用することはできません。購入代金の全額払い戻しを受けるには、購入後 10 日以内に、
未使用のソフトウェアに添付マニュアルと購入時の領収書を添えて、製品を購入した代
理店に返品しなければなりません。

3D Disto ソフトウェアの一部は GPL (GNU 公開ライセンス) を使用して開発されていま
す。 該当するライセンスは、Leica USB メモリーの GPL ライセンスディレクトリにありま
す。

詳細情報が必要であれば、Leica Geosystems 担当者にお問い合わせください。 問い合
わせ先の詳細は、www.leica-geosystems.com/contacts にアクセスしてください。

Leica 3D Disto ソフトウェア (Windows)® サポート関連情報や、使用統計を利用中のコン

ピュータに保存します (つまり、ソフトウェアツールの使用、測定の件数、測定範囲での分
析など)。

Leica Geosystems は、Google Analytics 、この情報を部分するために使える、web 分析
サービスを Google Inc.提供いたします。 Leica Geosystems は、Leica 3D Disto のシリア
ル番号やユーザーの IP アドレスなどの個人情報やその他の顧客関連データの処理や
保存は行いません。
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GNU 公開ライセンス

Google Analytics
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