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Leica iCON iCR70 & iCR80 
建設用ロボティック・トータル
ステーション 

より多くの墨出し作業を実現

 n スピーディな作業: 市場で最も信頼性の高いプリズムのロック/再ロック
機能と、使いやすく親しみやすいLeica iCON build 建築現場用ソフトウェ
アにより、1日でより多くの点の墨出しができます。

 n 柔軟性の確保：レンダリングされた3D設計モデルを.IFC形式で独自に処
理することにより、優れた柔軟性を備えた墨出し作業パッケージを作成
できます。

 n 自動設定：信頼性が高くシンプルで完全に自動化された設定機能によ
り、安心して器械の設定を任せられます。設定が正常に完了したことを視
覚的に通知し、作業中は設定にズレがないか常にモニターしています。  

 n マシンコントロール: Leica iCON iCR80Sは、路面切断機、アスファルト舗
装機、コンクリート舗装機、グレーダー、ドーザーなど、さまざまな建設機
械を効率的に制御できるように設計されています。 

Leica iCON iCR70およびiCR80 ロボティックトータルステーション
は 、建設現場の作業員の生産性を高く上げるワンマンの墨出しソ
リューションです。直感的な操作性を備えたこの機器は、プリズム
を高速にサーチしてロックと再ロックを繰り返し、信頼性が高くシ
ンプルで自動化された設定機能を有しています。業界をリードする
プリズムロック機能により、ターゲットを見失うことはありません。 
iCON build layout object アプリがソリューションに統合されてい
るため、ユーザーは現場で、レンダリングされた3D設計モデルを独
自に処理する機能を活用し、自由自在に墨出し作業を実施して、効
率よく作業を進められます。



測角精度
Leica iCON iCR70 Leica iCON iCR80S Leica iCON iCR80

1 水平角 / 鉛直角 アブソリュート、連続、対向読み 2’’ (0.6 mgon),  
5’’ (1.5 mgon)

1’’ (0.3 mgon), 2’’ (0.6 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
1.5m ～ 3500m
R500: 1.5 m  ～  > 
500m

1.5m ～ 3500m
R30: 1.5m ～ 30m
R500（オプション）  

1.5m ～ 3500m
R30: 1.5 m  ～  30m、 
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
1 mm + 1.5 ppm / 2.4 秒（代表値）

2 mm + 2 ppm / 3 秒（代表値）
1 mm + 1.5 ppm / 
2.4 秒（代表値）
2mm + 2ppm / 3 秒

（代表値） 6

レーザースポット径 50m 付近 8mm x 20mm 

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

自動視準
視準タイプ ATR 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, MPR122)

1000m / 800m
800m / 600m

1500m / 1000m
1000m / 1000m

精度 / 計測時間 ATR 角度精度（水平角・鉛直角）
ATR 角度精度（水平角・鉛直角）

2“ (0.6 mgon) 
5’’ (1.5 mgon) / 3 ～ 4 
秒（代表値）

1’’ (0.3 mgon), 
2’’ (0.6 mgon),

5’’ (1.5 mgon) / 3 ～ 4 秒（代表値）
プリズム高速サーチ

プリズム視準タイプ スピードサーチ パワーサーチ

動作範囲 / サーチ時間 360° プリズム (GRZ4, MPR122) 300 m / 7秒（代表値） 300 m / 5 秒（代表値）

ガイドライト （EGL）

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

一般
フィールドソフトウェア Leica iCON フィールドソフトウェア BTまたはLR-BT（オプション）で接続されたCC80

フィールドタブレット端末上で動作する iCON 
フィールドソフトウェア 

機器上で動作する 
iCON フィールドソフ
トウェア

マシンコントロール機能 マシンコントロール アプリ 使用（オプション） - 可能

ディスプレイとキーボード LED ステータスインジケータ付き4ボタンキ
ーボード

5インチ,  WVGA, カ
ラー, タッチパネル, 
Face I スタンダード/
Face II （オプション）, 
22キー、イルミネー
ション

プロセッサ 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 8 ～ 10 時間 連続使用時間6～8
時間

データ保存 内蔵メモリー
メモリーカード

-
1 GB（アップロード機能のみ）

2 GB
1 GB

インターフェース RS232、 SDカード、 USB、 Bluetooth®、 WLAN RS232、 SDカード、 USB、 Bluetooth® RS232、 SDカード、 
USB、 Bluetooth®、 
WLAN

重量 バッテリーを含むトータルステーション 5.0kg 5.3kg
動作環境 

仕様

動作温度
防塵 / 防水 (IEC 60529) / 湿度

-20°C  ～  +50°C
IP55 / 95%、結露なきこと  

Leica iCON 
iCR70/iCR80S/iCR80

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)

Bluetooth® の商標は Bluetooth SIG, Inc. が所有しています。 Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
その他の商標および商号はすべてそれらを保有する各社の商標および商号です。

凡例：
1. 標準偏差 ISO17123-3
2. 曇天、霞がない、視界 40 km、陽炎がない
3.  360° プリズム (GRZ4、 GRZ122)は、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> 500m：精度 4 mm + 2 ppm、 計測時間6秒（代表値）
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LOC8 と統合　-　ロックと位置探知
詳しくはこちらから： leica-geosystems.com/LOC8


