


 【１．TS-FIELD for WINとは？】 



 【１．TS-FIELD for WINとは？】 



 【２．路線データの作成】 

それでは、実際にＴＳ－ＦＩＥＬＤｆｏｒＷＩＮを体験してみましょう。画面左下「工事選択」を選択後、画面左上

「ホーム」－「工事データ追加」をクリックし、工事名・路線名を入力します。 

一つの現場に路線が複

数 あ る 場 合 は、「路 線

データ追加」から複数の

路線を作成することがで

きます。 

今回は路線を１つだけ作

成するので路線名に「路

線１」と入力してください。 



 【２．路線データの作成】 

はじめに路線計算を行いま

す。 

画面左下「路線計算」ボタン

を押すと、左側ツリーが「路線

計算メニュー」に切り替わりま

す。 

その後、「路線作成」－「ＩＰ

法」を選択してください。 



 【２．路線データの作成】 

入力が完了したら、画面上「中間点

算出」ボタンを押して、路線中間点

を計算させます。 

左のような路線の計算を行い

ます。 

この場合、ＢＰ（起点）、ＩＰ、

ＥＰ（終点）の座標値と、円の

半径、ｸﾛｿｲﾄﾞのﾊﾟﾗﾒｰﾀを入

力します。 

円の半径 

ｸﾛｿｲﾄﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀ

IP法の情報を入力します。下図を参照して、交点名称、Ｘ座標、Ｙ座標、Ｒの値を入力してください。 



 【２．路線データの作成】 

単曲線区間 

左側ツリーの「中間点」ボタンを押すと、カーブの起点、終点等を含んだ中間点の座標値が計算されています。 

ここで任意の測点を追加可

能です。 

曲線区間の「NO.6+10」の座

標値を追加します。 

行番号「１１」をクリックし、一

行選択した状態で右クリック

→「行 挿 入」を 行 っ て く だ さ

い。 



 【２．路線データの作成】 

【11 列 目】の【測 点】の セ ル

に、「５＋１０」と入力します。 

「５＋１０」と入力しＥｎｔｅｒキーを押すと、下図のように、点名、追距離、Ｘ座標、Ｙ座標、接線方向角が算出され

ます。同様にして、任意の測点を追加可能です。 

予め求めたい測点を細かく設定する

こともできます。その場合は左側ツ

リー「開始測点」の「追加距離」を設

定し、再度「中間点算出」を行ってく

ださい（＋１０の測点を算出したい場

合は、追加距離：１０） 

次に幅杭の算出を行いま

す。 

画面左側ツリー「幅杭」を押

してください。 



 【２．路線データの作成】 

次に幅杭の計算を行います。 

「幅」のセルに手入力も可能です

が、ここでは一括で追加してみま

す。 

画面上「一括設定」ボタンを選択すると、左の

ウィンドウが開くので、センターからの幅杭距離を

入力してください。 

ここでは、①に「－２０」、②に「２０」とします。 

※左側はマイナス、右側はプラス入力になりま

す。 

さらに「幅杭」を追加したい場合は、この「幅杭追

加」を繰り返して行ってください。 

幅杭が増えすぎてしまった場合は、「測点内部の

幅削除してから幅杭追加」にチェックを入れて算

出することにより、以前の幅杭を消して、改めて

幅杭追加が可能です。 

中間点に対する幅杭が一括で追加されています。「Ｌ２０」という点名の測点は、センターから左側に２０ｍ、「Ｒ

２０」は右側に２０ｍの場所の座標点になっています。 

この画面で、「中間点」の場合と同様にして、行挿入を行い任意の測点・幅杭を追加

することもできます。 



 【３．ＣＡＤ平面図の読込み】 

次にＣＡＤ平面図を読込みます。画面左下「ＣＡＤ」ボタンを押すと、下図のような画面になるので、左側ツリー「図

面取込み」－「平面図」を選択してください。 

取込可能なＣＡＤ図面は【Ｐ２１／ＳＦＣ／ＤＷＧ／ＤＸＦ／ＪＷＷ／ＪＷＣ／ＢＣ１～３（上出来シリーズＢｅｓｔＣ

ＡＤオリジナル形式）】となっています。 



 【３．ＣＡＤ平面図の読込み】 

「図面取込み」－「平面図」－「図面追加」から、平面図（路線図.BC3）を追加します。 

下のような図面が表示されます。ここで「座標変換」を行うことにより、ＣＡＤ図面上にある座標点を登録することが

できるようになります。今回は左側の「起点（BP）」と右側の「終点（EP）」を利用して座標変換を行います。 

起点（BP） 

終点（EP） 

①ここをクリック

②図面追加をクリック

③平面図（路線図）を選択



 【３．ＣＡＤ平面図の読込み】 

読み込んだ平面図を座標変換します。 

「座標変換」の「１図面座標Ｘ」をクリック後、図面上の「ＢＰ（端点）」を選択してください。 

起点（BP） 

「１図面座標Ｘ、Ｙ」に、CAD図面上の座

標値が入力されます。 

その後「１変換座標Ｘ、Ｙ」に、実際の現

場の座標値を入力できます。 

今回は「１変換座標Ｘ」＝「100」、「Ｙ」

＝「100」と入力します。 

①ここをクリック

②ＣＡＤ図面上のBP（端点）をクリック



 【３．ＣＡＤ平面図の読込み】 

終点（EP） 

同様にして「２図面座標」を選択後、図面上の「ＩＰ３」をクリック。 

その後、「２変換座標Ｘ」＝「90」、「Ｙ」＝「270」と入力します。 

２点間の距離より、ＣＡＤ図面の縮尺は自

動算出されます（今回は１／５００）。 

この「縮尺」が、実際の図面の縮尺と異なる

場合は以下の原因が考えられるので、再度

座標変換を行ってください。 

①変換に利用した図面上の２点が間違えて

いる。あるいはクリックした場所がずれてしまっ

た。 

②「入力した変換座標」の値が間違えてい

る。 

①ここをクリック

②ＣＡＤ図面上のBP（端点）をクリック



 【４．平面座標の取得】 

T-1

T-2

T-3

T-4

座標変換終了後、平面図上の座標の取得が可能です。今回は下図の「Ｔ－１」「Ｔ－２」「Ｔ－３」「Ｔ－４」の座

標値を取得してみましょう。 

①ここをクリック

②T-1の「文字」をクリック

「座標点登録」タブに切り替え後、「座標名称」を入力します。 

手入力も可能ですが、下図のようにＣＡＤ図面上の文字を取得することもできます。 



 【４．平面座標の取得】 

座標名称を入力後、取得したい点上でマウスをクリックすると、図面上の「現場座標値」を取りこむことができます。 

③マーカー（端点）をクリック

「Ｘ座標」「Ｙ座標」に図面上の「現

場座標値」が入力されます。 

また、座標グループを指定して登録

することができます。 

今回は「登録グループ」を「基準点」

にして登録してください。 

端点 

登録した座標値は「座標管理」よ

り、修正／削除／切り取り／貼り付

け（登録グループの変更）が可能で

す。 



 【４．平面座標の取得】 

同様にして、「Ｔ－２」

～「Ｔ－４」の座標値

も取得可能です。 

この方法で、集水枡や境界杭、道路の隅切等、平面図にしか無い情報を取得することが可能です。 

今回は「座標名称」に「集水枡」と入力後、図面上の箇所を登録てください。 

①キーボードで入力

②取得したい箇所をクリック



 【４．平面座標の取得】 

・「座標管理」－「座標入力」か

らＣＳＶ／ＳＩＭＡ形式での座標

値取込みが可能です。 

・「座標管理」－「座標出力」か

らＣＳＶ／ＳＩＭＡ形式でのファイ

ル出力が可能です。

左側ツリーの「座標管理」より、座標値の修正、削除／切り取り／貼り付け（登録グループの変更）が可能です。

今回は「標高」に下図の高さを手入力してください。 



 【５．ＣＡＤ横断図の読込み】 

「図面取込み」－「横断図」－「図面追加」から、横断図（C0CS003Z.BC3）を追加します。 

①ここをクリック

②図面追加をクリック

③横断図を選択

「ファイル情報」の縮尺設定をＸ＝「５０」、Ｙ＝「５０」とします。「管理する断図数」は「２」を選択してください。 



 【５．ＣＡＤ横断図の読込み】 

「ファイル情報」右のタブをクリックし、「測点名称」をプルダウンメニューから「No.3」を選択します。 

「センター（ＦＨ）情報」の図面Ｘ座標（Ｙ座標）を指定します。図面上のＣＬ（ＦＨ）のポイントをクリックしてください。 

①センター（ＦＨ）の

箇所でクリック 



 【６．観測～通信設定】 

画面左下「観測」メニューを押すと、

左側ツリーが観測モードに切り替わり

ます。ここで「通信設定」が可能で

す。 

COM接続（有線） 

Bluetooth接続（無線） 

杭ナビ接続（Ｗｉ-ｆｉ） 



 【７．観測～誘導（逆放射）】 

「観測」－「後方交会法」を選択し、器械点を設置します。 

・ミラーの高さ「１」、後視点「Ｔ－２」を選択、水平角「０」、水平距離「１

００」、斜距離「１００」、前視点「Ｔ－３」を選択、水平角「２００」、水平

距離「１００」、斜距離「１００」と入力します。 

入力が完了したら。画面左上「記録」ボ

タンを押してください。後方交会法による

器械点設置が完了します。 

基準点に高さが無い場

合などは「高さ観測」タブ

より仮ＢＭ等より器械高

を設定することができま

す。 

※「水準点」等に標高が

登録されている必要があ

ります。 

【注意】 この手順書では、実際にＴ

Ｓと接続を行いません。そのため通信

で取得できる値を手入力していま

す。 



 【７．観測～誘導（逆放射）】 

「観測」－「誘導（逆放射、杭打）」メニューをクリックし、逆放射観測を行います。 

ここでは画面下「CAD平面」タブの「集水枡」を選択してください。 

９～１０行目の設計上の「水平角」「水平距離」を参考にして、４～５行目の「水平角」「水平距離」を入力しま

す。ここでは水平角「９０」、水平距離「５０」と入力します。 

入力をすると、前後・左右にどのぐらい誘導すればよいかが表示されます。 



 【７．観測～誘導（逆放射）】 

「幅杭追加」タブからいつでも任意の測点・幅杭が計算可能です。例えば、測点に「２＋１０」、拡幅に「－１０」と

入力し「登録」を行ってください。 

そのまま「誘導」タブを押すと、先ほど登録した「No.2+10L10」の誘導が可能です。 

①測点・拡幅を入力

※（センター杭の場合は、拡幅「０」） 

②登録



 【７．観測～誘導（逆放射）】 

「平面図座標取込」タブからいつでもCAD図面上の座標が取得可能です。座標名称に「境界杭」と入力後、図面

上の箇所を所得して登録します。 

①座標名称を入力

②取得したいポイントをクリック

そのまま「誘導」タブを押すと、先ほど登録した「境界杭」の誘導が可能です。 

③登録



 【７．観測～誘導（逆放射）】 

平面図だけではなく、「横断図座標取込」タブからいつでも横断図上の座標が取得可能です。 

５～６行目を選択後、横断図上のポイントを取得して登録します。 

①このあたりをクリック

②取得したい点（法肩）をクリック

そのまま「誘導」タブを押すと、先ほど登録したNo.3の「L4.000m」の誘導が可能です。 

③登録



 【８．観測～丁張設置】 

ＣＡＤ横断図を利用した丁

張設置が可能です。 

左側ツリーより「観測」－「丁

張設置（ＣＡＤデータ）」をク

リックしてください。

その後、左図のように、丁張

を設置したい測点を選択しま

す。 ①このセルをクリック

②丁張を設置したい測点を選択



 【８．観測～丁張設置】 

②法尻をクリック

③法肩をクリック

①このあたりを選択

５行目の項目を選択後、図面上の「法尻」→「法肩」の順番でクリックします。 

自動的に【盛土】モードが選択されます。 

１０行目の「計画からの下りを入力」＝「２」、１２行目の「交点からのオフセット値」＝「１．５」、１４行目の「基準杭

からのオフセット値」＝「１」と入力します。 



 【８．観測～丁張設置】 

丁張のイメージが表示され、「誘導」タブから「基準杭」「方向杭」「鋲」への誘導が可能になります。

※誘導方法は、逆放射の場合と同じです

基準杭、方向杭の設置後、標高観測を行うことができます。今回は「基準杭杭頭」に「１６１．５」と入力してくださ

い。 

杭頭からの下がり、盛土交点までの距離が表示されるので、これを基に丁張設置が可能です。 



 【９．ＣＡＤ図面への書込み】 

測定した座標値を、その場でＣＡＤ図面へ反映可能です。 

「CAD」メニューの「図面への書込み」より「路線図.BC3」を選択してください。 

CAD図面上にプロットしたい点（ここでは「幅杭」の「No.2+10L10」）を選択後、「CAD図面に一時出力」をします。

（マーカーの種類を変えることも可能）

①書き込む図面を選択

②プロットしたい点を選択

③クリック



 【９．ＣＡＤ図面への書込み】 

画面上「図面（１）」タブより、簡易的

な編集が可能です。 

編集したい文字やマーカーを選択

後、画面右プロパティより行ってくださ

い。 

編集が完了したら、画面上「ＣＡＤ

図面」に戻り「保存」することにより、

ＣＡＤ図面に反映されます。 

ＣＡＤ図面の出力は「ファイル出力」

より行うことができます。 




