
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

クイックスタートガイド

このクイックスタートガイドはTrimble® SX12スキャニングトータルステーシ
ョンに適用されます。この機器は測量およびスキャン計測または点群計測が可能
です。

Trimble SX12
スキャニングトータルステーション



ケースの内容物

項目 詳細 項目 詳細

1 SX12スキャニングトータル
ステーション

8 機器品質試験証明書および

2 整準台 適合宣言

3 アレンキー 9 クイックスタートガイド(本書)

4 機器用ケース 10 注意情報

5 機器用ケースの鍵 11 保証書

6 雨よけカバー 12 延長保証カード

7 レンズクリーニングペーパー 13 2.5M ヒロセ6P PC-to-USB 2.0 
ケーブル

注記 - 機器用アクセサリに関する詳しい情報は、https://geospatial.trimble.com/
Optical-Accessoriesをご参照ください。
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各部の名称

長距離無線（LRR）/ 
WiFi アンテナ

標高マーク

「オン/オフ」キー
およびステータス表示

底部の刻み目の
高さマーク

持ち運び用ハンドル

オーバービュー
カメラ用光学器

測距、トラッカー
テレカメラ、
レーザポインタ用（オプション）
の光学器
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プライマリーカメラ用光学器

ターゲット照射ライト



各部の名称
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概略照準

バッテリ 
ボックス

概略照準

求心カメラ

レーザ警告ラベル

通信（COM）コネクタ

電源（12V）コネクタ



仕様
電力定格

電源入力 直流12V、40 W

環境仕様

IP分類: 防塵/ノズルから流れてくる水に
対する防水。

IP 55

使用可能温度範囲 -20 °C～+50 °C

湿度 100% (結露)

SX12スキャニングトータルステーションの寸法:   
幅285 mm、高さ339 mm、奥行208 mm。

環境条件:

• 屋内外使用
• 最高5000mの標高
• 過電圧カテゴリII
• 汚染度II
技術仕様に関する詳しい情報につきましては、SX12スキャニングトータルステーシ
ョンデータシート（ www.trimble.comから入手可能）をご参照ください。

外部電源
Trimbleは、機器の12 VDCコネクタに接続可能な外部電源を提供します。

注記 – TrimbleがSX12スキャニングトータルステーションでの使用を承認した電源
のみご使用ください。
定格: 入力 100-240 VAC、47-63 Hz、最大1.6 A、出力 12 VDC、最低4.75 A。

外部電源は保護アース付ソケットにのみ接続してください。

SX12スキャニングトータルステーションを取り外すには、電源を抜いてください。

Trimble PN: 51695コードセットまたは同等のコードセットを使用してください。

IEC320-C13からIEC320-C14のプラグ定格のコードセット: 250 VAC、10 A。

C 注意 – SX12スキャニングトータルステーションのオプション電源は屋内用で
す。湿気や液体にさらさないようにしてください。最高2000 mの標高での使用
が承認されています。
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バッテリ
C 警告 – SX12スキャニングトータルステーションバッテリを充電または使用する

前に、バッテリの安全性および環境に関する情報を読んで理解しておくことが大
切です。バッテリの安全性および環境に関する情報は、 Trimble Sx12スキャニ
ングトータルステーション規制情報 文書にてご参照ください。

Trimbleは、以下のバッテリの使用をおすすめします:Trimble PN 99511-30。

注記 - リチウムイオン電池（バッテリ）は、SX12
スキャニングトータルステーションに同梱されてい
ませんので、別途ご注文ください。
注記 - Trimbleによって認可されたバッテリのみご
使用ください。
注記 – バッテリ性能は、使用環境温度が0 °C以下
になると低下します。低温状態のバッテリでは、機器を起動できないことがありま
す。バッテリ性能を最大限に引き出すには、バッテリの温度を20 °C前後に保って
から機器に取り付けてください。
SX12スキャニングトータルステーションバッテリには、充電状態表示LEDがついて
います。バッテリに付いたボタンを押すと、バッテリの充電状態を確認できます。

バッテリの充電
充電式リチウムイオンバッテリは、一部充電された状態で出荷されています。バ
ッテリを初めて使用する前に、満充電してください。Trimbleによって認可された
Trimbleバッテリ充電器（別売り）を使用してください。 
詳しい情報は、Trimble Sx12スキャニングトータルステーションユーザガイド お
よびバッテリ充電器ユーザガイドをご参照ください。

内部バッテリの接続
1. バッテリ格納部のロックを押し下げ、ロック

を解除します。
2. バッテリ格納部を開きます。
3. バッテリ格納部にバッテリを差し込みます。
4. バッテリ格納部を閉じます。

バッテリ充電状態

ボタン



機器の「オン/オフ」
C 注意 – Trimble で指定されていない方法で機器を使用すると、機器によって提

供される保護が損なわれる可能性があります。
「オン/オフ」キーを短く押して、機器の電源を入れます。機器の電源を切るには、
「オン/オフ」キーのLEDが速い周期で点滅するまで「オン/オフ」キーを長押しし
て、離してください。「オン/オフ」キーのLEDは、機器の電源が切れるまで速く点
滅し続けます。

オン/オフキーLED
オン/オフキー
LED 機器ステータス 詳細

オフ オフ

点灯、黄色 オン コントローラに接続され、機器は実行状
態にある

長い点滅、黄色 LRRでコントロ
ーラをサーチす
る時

機器がLRR（長距離無線）でコントローラ
をサーチしています。「オン/オフ」キー
を短く押して、Wi-Fiに切り替えることが
可能です。

短い点滅、黄色 WiFiでコントロ
ーラをサーチす
る時

機器は、WiFiでコントローラをサーチし
ています。「オン/オフ」キーを短く押し
て、LRRに切り替えることが可能です。 

速い点滅、黄色 状態が変化す
る時

機器の状態が変化しています。

操作
機器は、Trimble Access™ソフトウェアなどのフィールドソフトウェアを使用して
コントローラで操作されます。ケーブル、またはLRR（長距離無線）またはWi-Fi無
線を使用してコントローラを接続します。

設置の安定性
機器の設置時には以下に注意してください:
1.設置をより安定させるためには三脚の脚
を互いに離して広げます。
2.三脚と整準台にあるすべてのねじをしっ
かり締めて遊びをなくします。
3.三脚と整準台は品質の高いものを使用し
てください。スチールなどの素材でできて
いる三脚ヘッドを使用してください。  
4.アルミ製の三脚は使用しないでください。
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一点の上に設置する
この機器は、求心カメラが搭載されており、あるポイントの上に設置する時に使用
します。求心カメラからの映像はコントローラソフトウェアに表示されます。

器械高の測定
機器の側面に2つの測定マークがあります。器械高マークは機器の耳軸に一致しま
す。底部の刻み目の高さマークは上のマークの0.138 m下です。

測定の安定性
機器が周囲の気温に馴染むのにしばらく時間がかかることを考慮に入れてくださ
い。高精度を確保する為に下記をご参照ください
• 摂氏温度：摂氏（℃）を単位とする温度の差を2倍にした数字が、機器が新しい

場所の温度に馴染むまでにかかる所要時間（分）となります。
• 華氏温度: 華氏（℉）を単位とする温度の数字が、機器が新しい場所の温度に馴

染むまでにかかる所要時間（分）となります。

長距離無線で接続
LRR（長距離無線）でコントローラを接続している場合、LRRを機器とコントロー
ラの両方で設定する必要があります。 

WiFiで接続
コントローラがWiFiで接続されている場合、コントローラで機器のシリアル番号が
デバイスとして表示され、このシリアル番号をIDとして使用しています。デバイス
を選択してコントローラと接続します。

ケーブルで接続
コントローラとの接続にケーブルが使用されている場合、機器は自動的にプライマ
リの通信として選択します。ケーブルが外されると、機器はLRRまたはWiFiを利用
してコントローラをサーチします。
注記 - P2の13のケーブルをご使用ください。

セキュリティ
機器を無断で使用されるのを防ぐために、PINコードを有効にすることができま
す。

オペレーターによるキャリブレーション
オペレーターが行える機器のキャリブレーションには以下があります：

• Autolockコリメーション
• コンペンセータのキャリブレーション
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SX12のモード
モード レーザポインタ EDM トラッカー

スタンバイ オフ オフ オフ

DR※ オフ オン オフ

DR※ オン オン オフ

スキャン※ オフ オン オフ

手動プリズム※ オフ オン オフ

手動プリズム※ オン オン オフ

Autolockプリズム※ オフ オン オン

※フィールドソフトウェアにてモードを設定。

Trimbleサポートについては、www.trimble.com/supportをご参照ください。

手入れとメンテナンス
他の精密機器と同様、SX12スキャニングトータルステーションも手入れとメンテナ
ンスを要します。機器から最良の結果を得るには:
• 機器を急に揺さぶったり、不注意な扱いは避けてください。
• レンズおよび反射装置を清潔に保ってください。機器のお手入れの際、特にレン

ズや反射装置から砂やほこりを取り除く際には十分に注意して行ってください。
織り目の粗い布や汚れた布、やすりなどは絶対に使用しないでください。帯電
防止加工のされたレンズクリーナー ペーパー、綿棒、レンズブラシ等の使用を
おすすめします。 

注記 – ベンジンやシンナーなど、強い洗剤を機器や機器ケースのクリーニングに使
用することは絶対におやめください。
• 機器が常に保護された状態を保つようにし、なるべく機器ケースに入れるなど、

縦向きに保管してください。
• 三脚に取り付けられた状態で機器を運ぶことはおやめください。整準台のねじを

傷めることがあります。
• 機器を持ち運ぶ際にはハンドルを持って行ってください。
• 極めて高精度の測定が必要なときは、機器が周囲の温度に馴染んだことを確認し

てください。機器内の温度差が著しいと、精度に影響することがあります。
• 機器を（極度に）寒い環境から暖かい環境に移動する場合は、機器をケースに

入れたまま15分以上放置して、内部が結露することを防いでください。しばら
くしたら機器ケースのフタを開け、湿気がなくなるまでまたしばらく放置して
ください。
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クイックスタートガイド

Trimble SX12 スキャニングトータルステーション

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS
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• 湿度の高い天候時に機器を使用したときは、機器を屋内に持ち込んでから、機
器用ケースから取り出し、機器を自然乾燥させます。レンズに結露が生じたとき
は、湿気が自然に蒸発するのを待ちます。湿気が完全に乾くまで、持ち運びケー
スを開けた状態にしておきます。

• 機器の輸送は、必ず機器ケースに入れ、施錠した状態で行います。移動距離が
長いときは、機器ケースに入れ、さらに工場出荷時の容器に入れた状態で運び
ます。

さらに詳しい情報
元文書の言語は英語です。各国語版は全て、英語の元文書から翻訳されています。
詳しい内容や、他国語版の記載内容については、www.trimble.comをご参照くだ
さい。

C 注意 – レーザの安全性および規制に関する情報は、製品に同梱されている規制
情報文書をご参照ください。

Trimbleサポートについては、www.trimble.com/supportをご参照ください。


