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ノンプリズム方式のトータルステーション（TS）は照準用の線（レチクル）が十字線であるため，計測対
象位置に目印がないと正確な計測ができない．とくに，円柱構造物の中心線を求めることは難しい．本研
究では，従来のレチクルに代わり同心円状レチクル「Baum」を用いることを考案し，誤差評価のための計測
実験を行った．その結果，Baum内蔵 TSは円柱構造物の中心線上を計測することができ，2点を計測する
ことで中心軸の傾きと位置が算出できることを明らかにした．この方法を回転杭施工など，基礎杭施工に
応用することで，施工管理が難しいとされている斜杭の杭打設に適用できる．また，このシステムは基礎
杭施工時に施工位置のずれ・補正量・補正方向を杭打ち機のオペレータ視点でナビゲーションすると同時
に，施工履歴も管理できる特長を有している．
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1. はじめに

トータルステーション（TS）は，現在構造物の計
測において一般的に多く用いられている計測器であ
る．TSの接眼レンズの焦点鏡には照準用の線（レチ
クル）が描かれている．従来の TSに用いられるレ
チクルは十字線であり，計測したい箇所に立てたプ
リズムの中心に十字線の交点を合わせて計測を行
う．また，ノンプリズム方式の TSではプリズムを
必要としないため効率的に作業を行うことができ
る．しかし実際には，ノンプリズムの機能はプリズ
ム方式の補助的手段として使われることが多い．こ
れは，計測したい点に目印がなければレチクルの十
字線の交点を合わせることが非常に困難であるため
である．例えば写真-1に示すように円柱構造物の中
心を十字線で正確に合わせることはできない．ま
た，構造物の尖端部や角部を計測する場合，レーザー
光が通過してしまいその位置での距離の計測ができ
ないという問題もあり，TSのノンプリズム機能の利

点を最大限に活用できていないのが現状である．
一方，構造物の基礎工事において支持層が深い場

合には杭基礎が広く採用される1）．杭基礎にはその
打設方向として，杭を地盤に対して鉛直に打設する
直杭基礎と，地盤に対して傾斜を持たせて打設する
斜杭基礎があり，杭体の形状は円柱が主体である．
直杭基礎は施工性が高いことから多くの構造物の基
礎形式として採用されている．しかし，施工精度の
計測は目視により行う場合が多く，計測データが残
らないという問題がある．また，斜杭基礎を採用す
ると構造物の地震時水平変位が抑えられるため，耐
震性を確保しながら杭径を小さくできるというメ
リットがある一方で，施工精度を確保することが難
しいことや打撃工法が多く騒音・振動問題を伴うこ
となどのデメリットからほとんど採用されなかっ
た2）．しかし近年，建設業界においてコスト縮減が
強く求められる中で合理的・経済的な基礎形式とし
て斜杭基礎に注目が集まってきており，その性能に
関する研究も行われてきている3）, 4）, 5）, 6）．また，低
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騒音・低振動であり斜杭基礎の施工も可能である回
転貫入工法が開発され7）, 8），その実績も増えてきて
おり，施工性と環境負荷の課題も解消されてい

る9）, 10）．回転貫入工法による直杭基礎の施工状況を
写真-2に，斜杭基礎の施工状況を写真-3に示す．こ
れらの写真に示すように，基礎杭を所定の角度で地
盤に貫入するための施工管理を行うことが求められ
るが，杭軸角度を精度よく計測できる方法がないの
が現状である．また実施工においては補正量や施工
の履歴といった施工情報の管理を行う方法の開発が
望まれている．
本研究では，同心円状レチクル“Baum”を内蔵した

TSの開発を行った．Baumの目盛により計測したい
位置や目印からずらした点を計測した場合にそのず
れ量を同心円の目盛りによって計測することができ
るので，これまで計測が困難であった種々の計測が
可能になる．さらに円柱構造物の中心軸計測に高い
適用性があることから，基礎杭施工において計測に
より得られた角度情報を杭打ち機のオペレータにリ
アルタイムで伝えるとともに，そのずれ量の履歴を
蓄積しながら施工を進めることができるシステムを
開発した．杭基礎の施工を精度良く行う管理方法の
確立を目指し，計測実験を行ったので報告する．

2. 従来の基礎杭施工の精度管理の問題点

直杭基礎の打込み精度を管理する一般的な方法
は，建込みにあたり杭先端を所定の位置に設置した
後，図-1のように 2方向に 2台のトランシットを設
置し，十字線の縦のラインと杭を視準することで杭
の鉛直性の計測を行なっている11）． 2 台のトラン
シットそれぞれに計測員を配置する必要があり工数
がかかるほか，打設する杭の本数に応じてトラン
シットの移動回数が多くなり手間が掛かる．また，
計測員の目視で鉛直度を判断するため計測データが
残らないという問題もある．
斜杭基礎の場合は，傾斜計により杭の傾きを計測

する方法がある．写真-4のように，一定打設量毎に
作業員が杭に傾斜計を直接当てて計測する．計測時
には杭の施工を止める必要があるため施工性に劣
る．作業員が直接杭に近づかなければならないため
安全上の問題もある．また，傾斜計を当てる位置や

写真-1 十字線を用いた円柱構造物の中心計測

写真-2 直杭施工状況

写真-3 斜杭施工状況

図-1 従来の基礎杭の計測
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当て方によって計測結果に大きなばらつきが生じる
など，施工精度の面でも問題がある．

3. Baum内蔵 TSの開発

（1） Baum内蔵 TSの概要
Baum内蔵 TSは，TSのレチクルの十字線に同心

円状の目盛を加えた Baum をレチクルとしている
（写真-5）．幅対距離の比が 1:1000になるような間隔
で同心円を配置しているため，Baumを覗いて 1m先
のものを見た場合，同心円の 1 目盛の幅が 1mm

（0. 001m）として計測される．
Baumの目盛幅と距離に 1:1000という関係がある

ため，実測位置までの長さを求めることができる．
これにより，写真-6に示すように構造物の尖端部の
計測も可能となる．写真-6では TSからの実測距離
は 40mで計測されたことから計測したい建物の尖端
部は 4× 40/ 1000=0. 16（m）だけずれていることが
わかる．そのためレーザー光が通過しない位置の計
測を行いそのずれ量をオフセットすることで計測し
たい点の位置が求められる．

（2） Baumのゲージ幅の算出と精度
ゲージの幅と対象物までの距離 Lと実際の幅 Dの

関係を図-2に示す．ゲージの幅は，焦点距離と対物
距離の D と L の関係が 1: 1000 となるように
0. 226mmと定めた．なお，この値はライカ製 TSに
用いられるレンズの横倍率（物体及び像の大きさと
して光軸に垂直な直線状の長さの比）をもとに算出
している．ただし，横倍率は距離に比例した値にレ
ンズのひずみの影響を考慮した補正を行うため，D

と L は正確には比例していない．例えば L が 10m

の場合に，Dは 10. 03mmであり，Lが 100mのとき
Dは 99. 60mmである．すなわち，10m離れた位置で
は 0. 03mm の誤差があり，100m 離れた位置で
0. 4mmの誤差ということになる．一般的な TSにお
ける測距精度は 2mm + 2ppm，測角精度は 5秒であ
る12）．100m先における 5秒の誤差を距離に換算す
ると 2. 4mm であることから Baum のゲージの精度
は測量における精度を十分に満たしているといえ
る．

写真-4 傾斜計による計測状況

写真-5 Baum内蔵 TS

写真-6 Baum内蔵 TSによる尖端部の計測

図-2 Baumゲージ幅と実際の長さの関係
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4. Baum内蔵 TSによる円柱構造物の計測手法

（1）計測手法概要
Baum内蔵 TSを用いることで円柱構造物の中心軸
計測が可能となる．写真-7のように Baum内蔵 TS

から視準した円柱構造物の両端に Baumの同心円の
一つを合わせることで円柱構造物の中心線上の点を
計測することができる．ただし，TSで計測できるの
は円柱構造物の表面上の点であるため TSで計測し
た距離に円柱の半径の距離を加える必要がある．例
えば，写真-7において円柱構造物が鉛直で Baum内

蔵 TSとの距離が 10mであった場合 Baumのゲージ
は 10であるため円柱構造物の半径は 10（m）× 10

÷ 1000=0. 1（m）が円柱構造物の半径となる．その
ため円柱中心軸までの距離は 10. 1（m）となる．ま
た，円柱構造物の半径が既知である場合にはその距
離を加えることで中心軸までの距離が求められる．

（2）Baumによる半径計測時の誤差
Baum内蔵 TSを用いて円柱構造物の半径を求める

とき，Baum内蔵 TSにより求めた半径 aは実際の半
径 rより小さくなる．これは図-3に示すように円柱
の表面までの距離 Lを基に半径を算出するためであ
る． Lと r，aの関係は（1）式のようになる．

a= r L
L+2r

（1）

（1）式より rと aの誤差は（2）式で表される．

r−a=r− r L
L+2r

（2）

表-1に r=0. 1（m）の円柱を視準した時の誤差 r-a
（mm）を Lの距離ごとに例示する．

（3）Baum内蔵 TSによる中心軸座標計測
TSが計測できる距離は計測対象物の表面である．

そのため円柱構造物の中心軸を直接計測することは
できない．そこで円柱構造物表面の座標から中心軸
座標を計算により算出しなければならない．図-4に
示すように Baum内蔵 TSから見える円柱構造物表
面の中心線上の異なる 2点までの距離と角度を計測
した値をもとに円柱構造物の中心軸の傾きを算出
し，円柱の半径の長さだけ円柱の中心方向へと平行
移動するという計算を行うことにより円柱の中心軸
を求める．計算の手順を以下に示す．
① Baum内蔵 TSから見える円柱構造物の両端が
Baumのゲージの同心円の中の一つの円の接線
となるように Baum内蔵 TSの角度を合わせ，そ
の位置の角度と距離を計測する．計測した点を
点 Aとする（図-4 ①）．

②同じ円柱構造物において点 Aとは異なる点を①
と同様にして角度と距離を計測し，これを点 B

とする（図-4 ②）．このとき，ベクトルABが
円柱構造物の傾きを表す．

③ Baum内蔵 TSの器械位置を点 Oとし，ABとベ
クトルAO に垂直な方向ベクトルcを求める（図
-4 ③）．

④ABとcに垂直な方向ベクトルdを求め，ABをd

の方向に平行移動する（図-4 ④）．移動距離は

写真-7 Baumによる円柱構造物の視準

図-3 円柱構造物の半径計測

表-1 距離に伴う r=0. 1（m）の円柱の半径計測の誤差
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円柱構造物の半径の長さとする．これによって
求められるベクトルA'B' が杭の中心軸を表す．

5. 基礎杭打設システムへの応用

（1）基礎杭施工の精度計測への適用
構造物の基礎杭は円柱構造であるため図-5のよう
に Baum内蔵 TSを用いて基礎杭施工時の中心軸計
測を行うことができる．直杭基礎の場合は，従来方
法では 2方向から 2台のトランシットによる計測が
必要であった．Baum内蔵 TSでは 1台でどの方向か
らでも基礎杭の中心軸を計測することができる．そ
のため施工する杭が変わるごとに 2台のトランシッ
トを移動するという手間がかからない．さらに計測
結果が数値として記録されるため施工状況の履歴が
残る．斜杭基礎では杭に一定打設量毎に直接傾斜計
を当てて杭の傾斜角度を計測していたが，Baum内
蔵 TSでは離れた位置から中心軸の計測を行うこと
ができるため施工性が向上し，高い施工精度による
施工が行える．また，作業員の安全も確保される．

（2）杭打設ナビゲーションの開発
4章で述べた Baum内蔵 TSを用いて杭の中心軸を

計測する方法では，測量座標系に基づいた座標値が
得られる．しかし，この座標表示では杭打ち機の向
きを考慮していないため，施工時に杭のずれを修正
する方向の判断が難しい．このため，杭打ち機のオ
ペレータが打設のずれを修正する際，迅速に操作す
ることができず，操作ミスが起こる原因にもなる．
そこで斜杭基礎工事に適用するために中心軸を計

測することにより求められる杭の傾きや位置と計画
値とのずれを求め，このずれが無くなるようにオペ
レータにナビゲーションするシステムを開発した．
このシステムでは情報端末に TSと杭と杭打ち機の
位置関係を登録することで，オペレータが操作しや
すい座標系で杭を傾ける方向を表示することができ
る．これにより，オペレータの視点で杭の打設状況
が把握できるため正確な施工を行うことができる．

（3）杭打設ナビゲーションの概要
図-6に杭打設ナビゲーションのシステム概略図を
示す．図-6のように Baum内蔵 TSで計測した杭の
情報（杭表面の座標値）が Baum内蔵 TSに取り付け
た送信機から無線を通じて杭打ち機のオペレータ室
にある中継機に送信され，近距離無線である
Bluetoothに変換されて情報端末に送られる．情報端
末に内蔵されたプログラムで杭の位置を瞬時に計算
し，杭頭の打設完了時の計画高さにおける杭のずれ
と傾斜と正規の位置までの補正量，杭頭の打設完了
時の計画高さを基準とした現在の杭先端深度，現在
の杭頭高さと計画の杭頭高さの差がオペレータの操

図-4 Baum内蔵 TSによる中心軸座標計測手順
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作しやすい杭打ち機の方向で情報端末の画面上に表
示される．
写真-8は Baum内蔵 TSのレチクルを斜杭の中心

線上に合わせたものである．写真-8の鋼管杭に書い
てある 22という数字は杭先端から 22mの長さであ
るということを表し，全周マーキングがされている．
2点を視準して傾斜がわかることから打設後の杭頭
高さの計画値と現在のマーキング位置の高さ，マー
キング数値から現在の杭先端深度を計算することが
できる．

（4）ナビゲーションの流れ
本システムの操作フローを図-7に示す．まず，

Baum内蔵 TSに送信機の取り付けを行い，杭打ち機
のオペレータ室に無線の受信機と Bluetoothへの変
換機，専用アプリケーションがインストールされて
いる情報端末を設置する．また，杭先端からの長さ
が既知である位置に全周マーキングをしておく．次
に打設する杭の計画座標値と杭の半径を入力する．
重機位置の測定では杭打ち機の周囲 4面のうち 1面
を 2点計測する．このとき，計測した面がナビゲー
ション画面の基準の面となるため杭打ち機のオペ
レータが操作しやすい面を選択する．重機位置の設

図-5 Baum内蔵 TSによる基礎杭の計測

図-6 杭打設ナビゲーションシステム概要図

写真-8 Baumによる杭の視準

図-7 操作フロー

図-8 重機位置計測位置の例

図-9 杭観測位置の例
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定で計測する 2点を図-8に例示する．杭の計測時は
写真-8のように全周マーキングと十字線の交点が重
なり，Baumを用いて求められる杭の中心線上の点
を 1点目として計測し，杭の中心線上で 1点目と異
なる任意の点を 2点目として計測する．図-9に杭の
計測位置を例示する．これらの測定データは送信機
を通して自動的に杭打ちのオペレータが持つ情報端
末に送られ，計算された結果が情報端末に表示され
る．
表-2は直杭基礎の計測履歴を出力したものであ

る．この表に示すように観測日時，杭深度，1点目と
2点目の実測座標，計画高における中心座標の計画
位置と実測位置，ｘ方向及び y方向の杭のずれと傾
斜が自動的に記録されるため，時系列ごとの施工の
履歴を残すことができる．なお，計測例における杭
頭の打設完了時の計画高さは Z=0である．図-10に
杭打設ナビゲーションの情報端末に表示される計測
結果画面の一例と画面の説明を示す．補正量が数値
化されて表示されるためオペレータは正確にずれの
修正を行うことができる．

6. 直杭基礎施工における計測実験

（1）実験概要
Baum内蔵 TSを用いて基礎杭の計測を行った場合

の実際の施工における有効性を明らかにするために
計測実験を行った．実験に使用した杭は回転貫入工
法による直杭基礎で，長さ 11. 5m，直径 800mmの鋼
管杭 3本を溶接により 1本としたものである．溶接
は現場で行い，最初に 1本目の杭を貫入させ地盤か
ら杭頭までの距離が 3. 74mの時に 2本目の接合を行
い，更に貫入させて地盤と杭頭までの距離が 4. 14m

のときに 3本目の接合を行い，杭先端の深度約 26m

のところで打ち止めとした．鉛直性の計測と補正は
従来方法により行い，Baum内蔵 TSによる計測結果
と比較した．Baum内蔵 TSによる計測結果を元にし
た杭の補正は行なっていない．
従来の直杭の建ち計測として 2台のトランシット

により 2方向から鉛直性の計測を行った．1本目貫
入前，2本目，3本目の接合時，杭の打ち止め時に鉛
直性の計測を行い，1本目貫入前，2本目，3本目の
接合時には鉛直性の補正も行った．
Baum内蔵 TSを用いる方法では TSとしてライカ

製 TS11に Baumを内蔵したものを用いた．Baum内
蔵 TS による杭の計測状況を写真-9に示す．Baum

内蔵 TSから杭までの距離は約 40mである．任意座
標系による計測を行い，TSから見て杭の前後方向の
誤差が x軸，左右方向が y軸として表される座標系
で計測を行った．杭深度約 1mで計測を開始し，深
度が約 1m進むごとに計測を行い，打設時（回転中）
の杭の計測データを 27回取得し，杭が静止した状態
での計測データを 4回取得した．

（2）実験結果
Baum内蔵 TSによる手法の計画位置との杭のずれ

と計画角度と杭の傾斜の平均二乗誤差をまとめたも
のを表-3に，全 31回の各試行の杭のずれをプロッ
トしたものを図-11に示す．図-11は横軸が x軸方
向の杭のずれ，縦軸が y軸方向の杭のずれを表して

表-2 杭打設ナビゲーション計測履歴出力例

図-10 杭打設ナビゲーション結果画面例
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いる．杭頭の計画高さ z=0 における結果である．
（0, 0）を原点とした半径が 10mm，20mm，30mm，
40mm，50mmの円を偏芯量の目安のラインとしてプ
ロットした．
表-3，図-11が示すように計測の杭のずれの誤差

は最大で 30mm 程度，平均二乗誤差で x, y ともに
10mm の精度で計測できることがわかった．次に，
傾斜の平均二乗誤差は静止時に 0. 1°，回転時に
0. 2°であることがわかった．また，杭のずれ，傾斜
とも回転時と比較して静止時の誤差が小さい値に
なった．これは回転中の杭の杭頭付近を視準した場
合 Baumの目盛りで 2目盛り程度，すなわち 2× 40

（m）× 1/ 1000=0. 008（m）程度左右にぶれたことか

ら打設の回転による杭のぶれがあったため杭のずれ
と傾斜がばらついたと思われる．杭頭付近と比較し
て杭根元付近では打設中の杭のぶれは少なかった．
また，回転時と比較して静止時の杭のずれは y軸方
向，すなわち TSから見て杭の左右方向の誤差が x

軸方向に比べて小さくなっている．これは Baumで
杭を視準する際の杭のぶれの影響が取り除かれた結
果と思われる．

7. まとめ

本研究では，従来の十字線に代わり同心円状の
サークルが描かれたレチクルである Baumを内蔵し
た TSの開発を行った．この Baum内蔵 TSを用いて
円柱構造物の表面の 2点の座標値を計測し，計算に
よって円柱構造物の中心軸を計測できることを示し
た．
この方法を応用して，基礎杭打設時にオペレータ

が操作しやすい視点で杭の平面位置と傾きの補正量
のナビゲーションを行うシステムの開発を行い，直
杭基礎施工における計測実験を行った．その結果，
杭の回転時の施工では施工中の杭のぶれにより杭が
静止しているときに比べ平面位置の誤差が前後方向
で 2mm，左右方向で 8mm程度，杭の傾きの誤差が
0. 1°程度誤差が大きくなることがわかった．また，
このシステムでは直杭と斜杭を同様の方法で計測す
ることができることから今まで困難とされていた斜
杭基礎の施工管理にも適用可能である．そのため，
今後の斜杭基礎の普及に貢献することが期待でき
る．
さらにこのシステムは，計測員 1名で，杭の鉛直

角度，杭芯ずれ，杭の深度を計測でき，その結果をリ
アルタイムで判りやすくオペレータに伝えることが
可能であり，これらの計測データを時系列に記録で
きるため杭基礎の施工管理システムとしてもメリッ
トがある．
今後は，計測データを蓄積し分析することで，よ

り簡単に精度の高い計測ができるシステムを目指
す．特に，斜杭基礎おける誤差を明らかし，斜杭基
礎への適用性を向上させる．さらに，実施工で作業
するオペレータの意見をもとに，より使いやすいシ
ステムとなるように改良を進める．
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DEVELOPMENT OF TOTAL STAIONS WHICH HAVE A RETICLE WITH

CONCENTRIC CIRCLES AND THEIR APPLICATION TO NAVIGATION SYSTEM

FOR PILE DRIVING

Kazuhide NAKANIWA, Nobuyoshi YABUKI, Yukio ABE and Daisuke NISHI

The cross-hairs reticles of non-prism total stations cannot accurately measure the target on the objects

which don't have a mark to put the cross-hairs on. Especially, it is too difficult to measure the centers of

cylindrical structures. In this research, we propose to use a concentric reticle, the Baum, instead of the

conventional cross-hairs reticles, and estimated the error from experiments. Total stations equipped with the

Baum can measure the cylindrical structures. By measuring two points on the center, the tilt and the position

of the axis can bemeasured, Applying this technology to driving pile, we have developed a navigation system

for driving tilted piles which had been difficult to control their operation. The numerical value of to what

degree the angle and distance should be adjusted is displayed from the operator’s view. Also, the operation

history can be recorded.
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