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Leica Viva TS16 Total Station – 
セルフラーニング機能 で現場を強力にサポート 
世界初のセルフラーニング機能付きトータルステーションを体験してください。 Leica Viva TS16 は作業現場の環境に合わせて自動的に自らを調整
し、あなたのターゲットだけにフォーカスします。 タフな環境における想定外の作業でも、この機能により期待以上の成果を上げるトータルステーショ
ンです。   

もしも、あなたの見た現場の状況を理解するトータルステーションがあれば、かつてない程の広範囲での活用を期待することができます。  
Leica Viva TS16 は、優れたイメージング機能を搭載し、また、セルフラーニング機能によって作業現場の状況を正確に把握します。  

魅力的なソフトウェアを搭載

Leica Viva TS16 トータルステーションは革新
的なソフトウェア Leica Captivate を搭載し、複
雑なデータを最もリアルで分かりやすい 3D モ
デルへと展開します。 使いやすいアプリとタッ
チパネルにより、データ形式を問わず計測結
果および設計モデルをあらゆる方向から表示
できます。 GNSS またはトータルステーション、
あるいは両方を使用している場合でも、Leica 

Captivate は指先の簡単な操作でさまざまな現
場をサポートします。 

現場とオフィスを結ぶ Leica Infinity 

Leica Captivate が現場で計測し、データをモ
デル化している間、Leica Infinity はオフィスで
データを処理します。 データ転送がスムーズな
ため、プロジェクトが中断することはありませ
ん。 Leica Captivate と Leica Infinity 双方の計
測データが統合され、よりはやく効率的にプロ
ジェクトが編集されます。 

クリック１つでつながるサポート 

クリック１つでアクティブカスタマーケア (ACC) 
にアクセスして、経験豊富なプロフェッショナル
のサポートを受けることができます。 高い技術
サービスで作業の遅れをなくし、質の高いサポ
ートにより作業を早く終えることができます。さ
らに、現場でも直接データのやりとりが可能な
オンラインサービスを利用することで、繰返し
現場に出向くリスクを回避できます。 最適化し
たカスタマーケアパッケージによってプロジェ
クトのコスト管理が可能になり、安心してプロ 
ジェクトを実施することができます。



ATRplus  -  最強のサーチ機能
５世代にわたる最適化を経て誕生した ATRplus によって頼れる自動化機
能がさらに進化しました。 トータルステーションの機能を最大限に引き出す
この優れたテクノロジーは、作業の邪魔になるものを無視してあなたのター
ゲットだけにフォーカスします。  

決して容易とはいえない作業環境においても、状況を学習し、最高精度の
成果をもたらします。たとえ反射レーザーが遮られたとしても、たちまち復
帰し再度ロックします。

世界初のセルフラーニング機能付きトータルステーション 

 雨、霧、塵、太陽光、陽炎、その他光の反射など、計測の困難
な環境に自動的・継続的に適応してベストな計測データを
取得 

  計測対象ではないものや反射は無視 

自動視準の最高峰 ATRplus

 自動視準：　最大 1,500 m

 自動追尾：　最大1,000 m

  パワーサーチ機能による高速ターゲットサーチ
  最強のサーチ機能で高精度データを確実に送信 

画像サポート付き計測

 5 メガピクセルの広角オーバービューカメラ
 フレームレート最大 20 Hz のビデオを搭載および 

リモートコントロ－ル 
 パノラマ画像自動撮影、自動合成機能 
 タップアンドターンでターゲットをサーチ

ピンポイント R1000

 高精度ノンプリズム測定 
 小口径ピンポイントレーザー
 測定最大範囲 1,000 m

Leica Captivate 搭載

 リアルにデータ表示する優れたソフトウェア
  5インチ WVGA フルスクリーン
 タッチパネル式の親しみやすいアプリ
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優れたソフトウェア、よく知られた高精度計測機器、そして信頼できるサービスで  
Leica Captivate Experience はデータを超えた世界であなたを魅了することでしょう。 
タッチするだけで楽しく簡単に複雑なデータを管理することができます。  

Be Captivated. 

およそ200年にわたり計測・測量の製品および技術で変革を生んできたライカジオシス
テムズは、世界中のプロフェッショナルに向けて新たなトータルソリューションを開発し
ました。 優れた製品と革新的なソリューションの開発で知られているライカジオシステ
ムズは、地理空間情報の利活用において、航空・防衛・安全・防災・建設・製造など実に多
岐にわたる業界のプロフェッショナルから信頼を得ています。 ライカジオシステムズは
高精度で正確な機器、洗練されたソフトウェア、そして信頼できるサービスで、社会の発
展に貢献していきます。

ライカジオシステムズは Hexagon （ナスダック・ストックホルム： HEXA B; hexagon.com）
のメンバーで、地理空間および企業アプリケーションに最高の品質と生産性をもたらす
情報技術を提供するグローバル企業です。

Leica Captivate
Be Captivated

Leica Infinity
The bridge between 
field and office

Leica Nova MS60
Be Captivated

Leica Viva GS14
Be Captivated

Leica Captivate Leica Infinity Leica Nova MS60 Leica Viva GS14

ビデオチュートリアル：
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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Leica Viva TS16
データシート

クリック１つでつながるサポート 

クリック１つでアクティブカスタマーケア (ACC) 
にアクセスして、経験豊富なプロフェッショナル
のサポートを受けることができます。 高い技術
サービスで作業の遅れをなくし、質の高いサポ
ートにより作業を早く終えることができます。さ
らに、現場でも直接データのやりとりが可能な
オンラインサービスを利用することで、繰返し
現場に出向くリスクを回避できます。 最適化し
たカスタマーケアパッケージによってプロジェ
クトのコスト管理が可能になり、安心してプロジ
ェクトを実施することができます。

現場とオフィスを結ぶ Leica Infinity

Leica Captivate が現場で計測し、データをモ
デル化している間、Leica Infinity はオフィスで
データを処理します。 データ転送がスムーズな
ため、プロジェクトが中断することはありませ
ん。 Leica Captivate と Leica Infinity 双方の計
測データが統合され、よりはやく効率的にプロ
ジェクトが編集されます。

魅力的なソフトウェアを搭載

Leica Viva TS16 トータルステーションは革新
的なソフトウェア Leica Captivate を搭載し、複
雑なデータを最もリアルで分かりやすい 3D モ
デルへと展開します。 使いやすいアプリとタッ
チパネルにより、データ形式を問わず計測結
果および設計モデルをあらゆる方向から表示
できます。 GNSS またはトータルステーション、
あるいは両方を使用している場合でも、Leica 
Captivate は指先の簡単な操作でさまざまな現
場をサポートします。



Leica Viva TS16 Total Station
測角精度

水平角 / 鉛直角1 アブソリュート、連続、直径対向 1” (0.3 mgon)、2” (0.6 mgon)、3” (1 mgon)、 
5” (1.5 mgon)

測距

計測範囲2 プリズム (GPR1、 GPH1P) 3
ノンプリズム / プリズム不使用4

1.5 m ～ 3500 m
R500: 1.5 m  ～  > 500 m、R1000： 1.5 m  ～  > 1000 m

精度 / 計測時間 単回 （プリズム）2,5

単回 （ノンプリズム） 2,4,5,6
1 mm + 1.5 ppm / 2.4 秒（代表値）
2 mm + 2 ppm / 3 秒（代表値）

レーザースポット径 50 m 付近 8 mm  x  20 mm 

計測テクノロジー システムアナライザー 同軸、可視赤色レーザー

イメージング

オーバービューカメラ センサー
視野角
フレームレート

500万画素 CMOS センサー
19.4°
１秒あたり最大 20 フレーム

自動視準 (ATRplus)

視準範囲2 / 追尾範囲2 1素子プリズム (GPR1、 GPH1P)
360° プリズム (GRZ4、 GRZ122)

1500 m / 1000 m
1000 m / 1000 m

精度 1,2 / 計測時間 ATRplus 角度精度（水平角・鉛直角） 1’’ (0.3 mgon)、 2’’ (0.6 mgon)、 3’’ (1 mgon)、 
5’’ (1.5 mgon) / 3 ～ 4 秒（代表値）

パワーサーチ

動作範囲 / サーチ時間 360° プリズム (GRZ4、 GRZ122) 300 m / 5 秒（代表値）

ガイドライト（EGL）

作業範囲 / 精度 5 ～ 150 m / 5 cm 距離 100 m （代表値）

一般

フィールドソフトウェア Leica Captivate

ディスプレイとキーボード 5インチ、WVGA、カラー、タッチパネル、片面（オプショ
ンで両面）

37 x イルミネーションキー

プロセッサー TI OMAP4430 1GHz デュアルコア ARM® Cortex™ 
A9 MPCore™

OS: Windows EC7

電源 交換可能なリチウムイオンバッテリー 連続使用時間：　5 ～ 8 時間

データ保存 内蔵メモリー
メモリーカード

2 GB
SD カード 1 GB または 8 GB

インターフェース RS232、 USB、 Bluetooth®、 WLAN

重量 バッテリーを含むトータルステーション 5.3  ～  6 kg

環境性能 動作温度
防塵 / 防水 (IEC 60529) / 湿度

–20°C  ～  +50°C
IP55 / 95%、結露なきこと  

1 標準偏差 ISO 17123-3
2 曇天、霞がない、視界 40 km、陽炎がない
3 360° プリズム (GRZ4、 GRZ122) 使用、1.5 m から 2000 m
4 日陰 / 曇天での対象物、コダックグレーカード面 (反射率 90%)
5 標準偏差 ISO 17123-4
6 距離 > 500 m: 精度 4 mm + 2 ppm、 計測時間6秒（代表値）

Bluetooth® の商標は Bluetooth SIG, Inc. が所有しています。
レーザー放射製品 / 目への直接被ばくを避けること /  クラス 3R レーザー製品 (IEC 60825-1:2014 準拠)
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Leica Viva TS16 M TS16 A TS16 P TS16 I
測角 ✔ ✔ ✔ ✔

プリズムまでの距離計測 ✔ ✔ ✔ ✔

あらゆる表面までの距離計測 ✔ ✔ ✔ ✔

自動視準  –  ATRplus ✗ ✔ ✔ ✔

パワーサーチ （PS） ✗ ✗ ✔ ✔

オーバービューカメラ ✗ ✗ ✗ ✔

ガイドライト（EGL） ✔ ✔ ✔ ✔

✔ = 標準装備   ✗ = 未対応 
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