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本製品を正しくお使いいただくために
このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

● この取扱説明書は、タジマトータルステーション TT-N45（以下 TT-N45）で使用するソフトウエアの説明書です。
● この取扱説明書は、実際に本製品を操作しながらお読みください。
● 常に適切な取扱いと、正しい操作でご使用くださいますようお願いいたします。
● 本ソフトウエアは CD-ROM に内蔵されており、PC にインストールして使用します。
● 一般のオーディオ再生機器では絶対に使用しないでください。
● 本書および CD-ROM に記載されている内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
● 本書のイラストは、説明を分かりやすくするために、実際とは多少異なる表現がされている場合があります。

あらかじめご了承ください。
● お読みになった後、この取扱説明書は必ず保管してください。
● 本書の無断複写・複製を禁じます。
● お客様に本書の改変、改良、翻訳等の二次的著作物の作成および利用することについては許諾いたしません。
● パソコンの取扱いについては、そのパソコンに付属の取扱説明書をお読みください。
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通信ケーブル A を介したデータ通信がご利用できません。

●【TS-COM】 ：TT-N45 と PC 間のデータ通信を行い、座標データ等を編集するための
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OS ：Windows®10 以降
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HDD容量 ：1G 以上の空き容量を推奨
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3. ソフトウエア使用許諾
これはソフトウエア使用許諾と限定保証に関する同意書です。ご使用に当たっては、当社と下記の

［ソフトウエア使用許諾契約書］による使用許諾契約を結んでいただくことになります。お客様が
このソフトをインストールした場合は、ソフトウエア使用許諾契約に同意されたものとみなさせて
いただきます。契約書の内容を十分にご確認のうえ、本契約に同意いただける場合にのみインス
トールを行ってください。ご使用条件をご承諾いただけない場合には、インストールせずに、速
やかに本ソフトウェア製品およびその複製物をコンピュータの一時メモリあるいはハードディス
クより消去してください。

■ ソフトウエア使用許諾契約書

この契約書は株式会社 TJM デザイン（以下、甲といいます。）が提供するソフトウェアの使用につ
いて、使用いただくお客様（以下、乙といいます。）に対して、下記条項に基づき、非譲渡性、非
独占の使用権を許諾する条件を定めたものです。

第１条 （定義）

・ 甲が本契約と共に提供するソフトウエア製品（以下、本ソフトウエア製品といいます。）とは、
本媒体または提供された圧縮ファイルに含まれるコンピュータ ･ プログラム、ドキュメントお
よびその他すべてのファイル類を指し、甲が指定する特定のサービスを通じて提供される可能
性のある本ソフトウエア製品の改良版を含みます。

・ 「使用」とは本ソフトウエア製品をコンピュータの記憶装置又はメモリーに搭載し、または
CPU で実行することを指します。

・ 「インストール」とは、本ソフトウエア製品をハードディスクドライブ又は 同類の保管装置に
実行可能な形態でコピーすることを指します。

第２条 （知的財産権および所有権）

・ 甲およびソフトウェア開発元である㈱グレートスタージャパン（以下、丙といいます。）は、
オリジナルもしくはコピーの形態又は媒体に拘わらず、本ソフトウエア製品を記録する媒体、
およびその後に作成されたすべての本ソフトウエア製品のコピーについて著作権を含む一切の
知的財産権および所有権を保持します。

・ 甲および丙は、乙に対し本ソフトウエア製品に対するいかなる権利も譲渡しません。

第３条（使用許諾条件）

・ 乙は本ソフトウエア製品の全部又は一部をコンピュータにインストールし、本ソフトウエア製
品を使用することができます。

・ 乙は、本ソフトウェア製品を日本国内においてのみ使用できます。

・ 乙は本ソフトウエア製品を、甲および丙から出荷された製品に対してのみ使用することができ
ます。

第４条 （禁止事項）

・ 乙は第三者に対し、いかなる理由によろうとも甲の文書による事前の承諾なくして、本ソフト
ウェア製品の全部又は一部の譲渡・販売・転貸しあるいはその二次的著作物を創作・譲渡・販売・
転貸することはできないものとします。

・ 乙は、自ら又は第三者を使って、本ソフトウエア製品の全部又は一部の改変 、リバースエンジ
ニアリング、逆アセンブル、デコンパイル、翻訳、翻案などを行うことはできません。

・ 乙は本ソフトウエア製品に表示されているか又はその動作時に表示される著作権表示、商標登
録等を除去したり、視認困難にすることはできません。
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・ 乙は、本ソフトウエア製品に含まれるマニュアルを、甲の事前承認なく紙媒体、電子媒体の区
別なくコピーする事はできません。

・ 乙は、万一、本条項のいずれかの規定に違反して甲に損害を生ぜしめた場合には、乙は賠償の
責に任ずるものとします。

第５条 ( 保証範囲および責任）

・ 甲は、本ソフトウエア製品が乙の保有する動作環境に於いて、すべて正常に動作することを保
証するものではありません。

・ 甲は、本ソフトウエア製品の仕様を予告なしに変更することがあり、本ソフトウエア製品の機能、
性能および品質が乙の特定目的に適合することを、明示たると黙示たるとを問わず何らの保証
もなさないものとします。

・ 甲は、甲の販売代理店および小売店が行う保証を含めて、本契約に定める以外のすべての保証
を認めません。

・ 甲は乙が本ソフトウエア製品を使用した結果被ったいかなる損害（収入または利益の逸失を含
む）に関して、一切の責任を負わないものとします。

・ 甲または甲の販売代理店もしくは小売店があらかじめ本ソフトウエア製品の使用における損害
の可能性を勧告されていた場合でも前項は有効とします。

第６条 ( 契約期間）

・ 本契約は、乙が本ソフトウェア製品をインストールした日より発効するものとします。

・ 乙は乙の入手した本ソフトウエア製品とその複製とを破棄することにより本契約をいつでも解
約することができます。

・ 甲は、乙が本契約のいずれかの条項に違反していると甲が判断した場合、乙への事前の通知な
しに本契約を解約することができます。 乙は甲より契約解約の通知を受けた場合、直ちに乙の
購入した本ソフトウェア製品とそのコピーとを自らの負担で破棄するものとし、破棄の事実を
甲に文書で通知してください。

第７条 （一般条項）

・ 本契約書は甲と乙とが同意し署名捺印した覚書によって変更することができます。

・ 本契約書の一部が法律に適合しなかった場合にはその部分を本契約から除外します。ただし、
残りの条項の効力は何ら影響を受けないものとします。

■ 免責事項

● 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な
条件下での使用による損害に関して、 弊社は一切責任を負いません。

● 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、
一切保証しません。

● この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負い
ません。 

● 純正品以外の組合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負 いません。

● 本ソフトウェア製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる
設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
これらの設備、 機器制御システムに本ソフトウェア製品を使用し、本ソフトウェア製品の故障に
より人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。 
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4. 安全にお使いいただくために
安全にお使いいただくための重要な内容です。すべてをよくお読みの上、指示に従い正しく使用し
てください。

【表示の説明】

注意 軽傷や財産の損害が発生する可能性がある内容です。

■ 使用上のご注意 

注意

● 本ソフトウエアはCD-ROMに内蔵されており、PCにインストールして使用します。
一般のオーディオ再生機器では絶対に使用しないでください。機器の故障や、聴覚
に障害を被る可能性があります。

■ 管理上のご注意

注意

●  高温多湿の環境を避けて保管してください。

●  直射日光に長時間さらさないでください。

●  急激な温度変化をさけてください。

●  ディスクは付属の不織布ケースもしくは別売のハードケースに入れて保存し、汚れ
や傷を防いでデータを守ってください。

●  レーベル面の反対側（光る面）に付着した指紋などの汚れは、柔らかい布や市販の
CD クリーナで取り除いてください。
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5. PC へのインストールと起動

■ データ通信ケーブル A のドライバのインストール

〈インストール方法〉

①  CD にある [CH341DRIVER] フォルダを PC 上にコピー
してダブルクリックで開きます。

②「SETUP.EXE」をダブルクリックします。

※ ドライバのインストールは、Administrator 権限を
持つユーザーでしか行えません。ドライバがインストー
ルできないときはインストールしているユーザーの
ユーザー権限を確認してください。Administrator
権限を持つユーザーでない場合は、Administrator
権限を持つユーザーに切り替えてログインしていた
だき、再度インストールをお試しください。

③ 右図のようなダイアログボックスが表示されるので
「はい」を選択します。

④次の画面で「INSTALL」を選択します。

⑤ インストールが終了すると右図の画面が表示されるので
「OK」ボタンを押します。ドライバのインストールが完
了します。
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■ TS-COM の起動

〈起動方法〉

①  CD にある右のファイルを CD から PC のデスクトップ
もしくは任意のフォルダにコピーします。

②  コピーしたファイルをダブルクリックします。
TS-COM が起動し、使用が可能になります。

〈各メニューの機能〉

(1) ファイル：新規ファイルの作成・保存・インポート・エクスポート等を実行します。
(2) 記録 ：データの更新・消去・クリアを実行します。
(3) 通信 ：TT-N45 本体と PC をデータ通信ケーブル A で接続してデータを送受信します。
(4) USB ：市販の USB メモリ経由で現場ファイルのインポートとエクスポートができます。
(5) ツール ：データのフォーマットを任意に変更可能です。
(6) ヘルプ ：本ソフトウェアの Ver（バージョン）を確認できます。

 (7) 新規 ：新規ファイルを作成します。
 (8) 上書き保存 / 名前をつけて保存　：データを上書きして保存、または名前を付けて保存します。
 (9)  開く ：ファイルを開きます。
(10) 印刷 ：データを印刷します。
(11) 更新 ：編集データを更新します。
(12)１行消去 ：編集データを 1 行消去します。
(13) 全消去 ：編集データをすべてクリアします。
(14) 測点検索 ：測点を検索します。
(15) データ受信 ：TT-N45 からデータを受信します。
(16) データ送信 ：TT-N45 へデータを送信します。

(17) PT 列 ：測点名の入力欄です。
(18) X/ Y/ Z 列 ：X・Y・Z の座標データの入力欄です。
(19) CODE 列 ：コードの入力欄です。

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(17) (18) (19)

A

A

B

C

B
C
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6. データを開く

●  メニューの「ファイル」→「開く」でデータファイルを
開くことができます。

☞�TS-COM では、以下 3 種類のデータファイルを開く
ことができます。
(a) BDT 形式 (TS-COM で扱える座標データ )
(b) TSM 形式 (TS の生データ ) ※
(c) TXT 形式 ( 座標、生データ ) ※

※  TSM 形式と TXT 形式は、TS-COM では閲覧のみで
編集はできません。

7. データを保存する

● TS-COM で受信したデータや作成したデータを保存します。

右図のように座標値を入力し、メニューの
「ファイル」→「名前を付けて保存」をクリックし
データを保存します。

☞�TS-COM では、以下 3 種類の形式でデータを保存でき
ます。
(a) BDT 形式 ( 座標データ )
(b) TSM 形式 ( 生データ )
(c) TXT 形式 ( 座標、生データ )

※  TSM 形式と TXT 形式は、TS-COM では閲覧のみで
編集はできません。
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8. データのインポート

● メニューの「ファイル」→「インポート」をクリックし
データを取り込むことができます。

☞�TS-COM では、以下 3 種類のデータファイルをイン
ポートできます。
(a) pts 形式 (pts 形式の座標データ )
(b) CSV 形式 (CSV 形式の座標データ )
(c) sim 形式 (SIMA Data File の座標データ )

■ Excel® などの表計算ソフトで作成したデータを CSV 形式に変換してインポートできます

●  表計算ソフトを「保存」する際に、ファイルの形式を「CSV（カンマ区切り）」を選択してください。

●  表計算ソフトへの入力順は１番左側の A 列のセルから右方向へ順に
点名・X 座標・Y 座標・Z 座標・コードとなります。(Z 座標とコードは任意の入力項目 )

●  データは 1 行目から読み込みます。

9. データのエクスポート

●  TS-COM で受信・編集したデータファイルをエクス
ポートすることができます。

☞�TS-COM では、以下 5 種類の出力形式でエクスポート
できます。
(a) pts 形式 (pts 形式の座標データ )
(b) CSV 形式 (CSV 形式の座標データ )
(c) DXF 形式 (DXF 形式の座標データ ) ※ 1
(d) sim 形式 (SIMA 形式の座標データ )
(e) User's 形式 ( 任意の形式の座標データ ) ※ 2
(f) TXT 形式 ( 座標・生データ ) ※ 3

※ 1 DXF 形式は 、DXF 形式をサポートしている CAD で利用できます。
※２ 点名、X、Y、Z、コードを任意の順番に設定し、拡張子を任意の文字列に設定できます。
※ 3 TXT 形式で出力されたデータはテキストエディタでご利用できます。
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10. トータルステーションからのデータ受信

● TS-COM では、TT-N45 からデータ通信ケーブル A 経由でデータを受信することが可能です。

① TT-N45 本体のシリアルポートと PC 本体の USB
ポートをデータ通信ケーブル A で接続してください。
( 右図参照 )

② TS-COM を立ち上げます。
「通信」→「受信」→「通信設定」→「OK」
の順に進み、PC 側を受信状態にします。

※必ず COM とボーレートの設定を行ってください。
( 次頁 <COM ポートの確認方法 > をお読みください )

※ボーレートは TT-N45 のボーレートと同じ設定に
してください

③ 受信待機状態になると、右図の画面が表示され、TT-

N45 からデータが送信されると受信記録の数字がカウ
ントされます。

④ 受信が終了すると、座標データもしくは生データが表示
されます

※  TT-N45 からのデータ送信方法は TT-N45 の取扱
説明書に記載の「データ転送ケーブルの使用」をお
読みください。

データ通信ケーブル A
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■ COM ポートの確認方法

① カーソルを PC マーク「スタート」ボタンに合わせ
て右クリックするか、キーボードの「Windows」キー
を押しながら「X」キーを押し、表示された一覧から「デ
バイスマネージャー」をクリックします。

②「標準ユーザーとしてログオンしています。…」
　 というメッセージが表示された場合は「OK」をクリッ

クします。設定を変更するには、管理者アカウントで
サインインし直してください。

③ バイスマネージャー画面にはパソコンに内蔵や接続さ
れているデバイスが種類別に整理されて表示されます。

☞�COM ポート番号を調べる場合は「ポート (COM
と LPT)」を展開すると COM ポートの番号（USB-

SERIAL CH340（COM 番号））を確認できます。
右図例の場合は COM3 ですので、TS-COM 側で
COM3 を選択します。

☞�COM ポートが見当たらない場合には、表示をクリッ
クし、「非表示バイスの表示」を選択しポートを表示
させます。( 右図参照 )

＊ 詳細はご使用されている PC の取扱説明書をご覧
ください。
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11. トータルステーションへのデータ送信

● TS-COM は、PC から TT-N45 にデータ転送ケーブル A 経由でデータを送信することが可能
です。

① TT-N45 本体のシリアルポートと PC 本体の USB
ポートをデータ通信ケーブル A で接続してください。
( 右図参照 )

②  TS-COM を立ち上げ、TT-N45 に送信するデータファ
イルを開きます。

「通信」→「送信」→「通信設定」の順に選択し、TT-

N45 を受信状態にした後「OK」を押します。

※ 必ず「OK」を押す前に TT-N45 受信状態にしてくだ
さい。

※ COM とボーレートの設定を行ってください。
※ ボーレートは TT-N45 のボーレートと同じにしてく

ださい。

③送信されたデータは TT-N45 の既知点座標に登録され
ます。

※ TT-N45 のデータ受信方法は TT-N45 の取扱説明書
に記載の「データ転送ケーブルの使用」をお読みくだ
さい。

データ通信ケーブル A
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12. USB から現場ファイルのインポート

● TS-COM では、TT-N45 から USB メモリを介して現場ファイル「TSR 形式」のインポート
が可能です。

①  TT-N45 本体の USB ポートに USB メモリを挿入して
ください。（右図参照 )

※  TT-N45 から USB メモリへの出力方法は TT-N45
の取扱説明書に記載の「USB メモリによるファイル
通信」をお読みください。

※  TT-N45 からデータを USB に出力したときに TSF
フォルダが自動的に生成されます。エクスポートす
る時も出力するファイルは TSF フォルダーに保存し
てください。

②  TT-N45 から USB メモリを抜いて PC の USB ポート
に差し込み、メニューの「USB」から「USB インポート」
をクリックします。

③ 目的のファイルを選択して開くボタンを押すと、データ
の形式を選択するウインドウが開きます。

※  TT-N45 には時計機能が内蔵されていないため、
ファイルの更新日時は正しく表示されません。

④ 以下の 3 つのデータ形式から必要なデータのチェック
ボックスを選択し、「OK」ボタンを押すことでデータの
インポートが完了します。
(a) 測定点の座標
(b) 測定点の生データ
(c) 既知の点座標
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13. USB へ現場ファイルのエクスポート

●  TS-COM では、USB メモリ ( 別売：USB2.0、 ファイル形式 FAT32、 容量 32GB 以下  対応 )
にデータをエクスポートすることができます。

※ この時、必ず TSF フォルダに保存してください。
出力されるデータ形式は、「TSR」のみです。

※  USB メモリにエクスポートされたデータを TT-N45
に読込ませることができます。

※ファイル名は半角英数大文字 8 文字以内にしてください。

●  PC 側でファイル名 ( 現場名 ) を作成する際に 8 文字以上の長さの場合 Windows により 8.3
形式の「短いファイル名」が自動的に生成されます。

●  TS 本体側では 8 文字までしか表示できないため、自動的に「短いファイル名」に変換されて
保存されます。

●  その際に「短いファイル名」は長いファイル名に対し、各ディレクトリ内で重複がないように
生成され規則性はありません。よって英・数 8 文字以内でファイル名（現場名）を作成するこ
とを推奨します。

●  それ以上の長さとなった場合、元のファイル名と TS 本体で読込んだ現場名（8 文字）との相
関関係を確認してください。
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14. TS-COM で使用される拡張子について

●  データ通信ソフトウェア「TS-COM」ではデータの送受信および保存したりする際、様々
な拡張子データが使用されます。

＜各機能で使用される拡張子の一覧＞
メイン

メニュー
サブ

メニュー 拡張子 データ
種類 ファイル名称 ファイルの内容 備考

ファイル

開く

BDT 座標
Ts Coord.Data 
File(＊ .BDT)

TS-COM でのみ扱える座標データ TS-COM で編集可能

TSM 生データ
Ts Meas.Data 
File(＊ .TSM)

生データ（角度、距離を含む）を TS から
取り込んで保存されたデータ

TS-COM では閲覧のみ

TXT
座標 /

生データ
Text(＊ .TXT) テキスト形式のデータ TS-COM では閲覧のみ

保存

BDT

座標

Ts Coord.Data 
File(＊ .BDT)

TS-COM でのみ扱える座標データ TS-COM で編集可能

TXT Text(＊ .TXT) テキスト形式の（座標）のみのデータ TS-COM では閲覧のみ

TSM

生データ

Ts Meas.Data 
File(＊ .TSM)

生データ（角度、距離を含む）を TS から
取り込んで保存するデータ形式

TS-COM では閲覧のみ

TXT Text(＊ .TXT)
生データ（角度、距離を含む）を TS から
取り込んで保存するテキスト形式

TS-COM では閲覧のみ

イン
ポート

PTS

座標

Ts Coords
(＊ .PTS)

TS-COM で出力されたテキスト形式の（座
標）のみのデータ

TS-COM で編集可能

CSV
Csv File(comma 
separated)
(＊ .CSV)

カンマ区切りの（点名、X、Y、Z、コード）
の順に並んだ（座標）データ

•TS-COM で編集可能
• エクセル等の表計算

ソフトで作成可能

Sim
SIMA Data 
File(＊ .sim)

日本測量機器工業会の共通フォーマット
SIMA（座標）データ

TS-COM で編集可能

エクス
ポート

PTS
Ts Coords
(＊ .PTS)

テキスト形式の（座標）のみのデータ
TS-COM、テキストエ
ディタで編集可能

CSV
Csv File(comma 
separated)
(＊ .CSV)

カンマ区切りの（点名、X、Y、Z、コード）
の順に並んだ（座標）データ

•TS-COM で編集可能
• エクセル等の表計算

ソフトで作成可能

DXF
Auto CAD DXF 
File(＊ .DXF)

DXF 形式をサポートしている CAD で利用
できる座標データ

Sim
SIMA Data 
File(＊ .sim)

日本測量機器工業会の共通フォーマット
SIMA（座標）データ

SIMA 形式対応ソフト
で編集可能

Dat
Fomat defined 
by user(User's)

点名、X、Y、Z、コードおよび拡張子の
順番を任意に設定した（座標）データ

TXT 生データ Text(＊ .TXT)
本体から生（RAW）データを受信した場合
のみ出力できます。「15.　出力フォーマッ
ト（生データ）」をお読みください。

テキストエディタで編
集可能

USB

USB イン
ポート

TSR 座標
Total Station 
Record File
(＊ .TSR)

USB メモリを介して、（座標）データを入
出力する場合に使用する形式
TSF フォルダに保存されたデータのみ TS
本体では認識可能

TS-COM で編集可能
USB エクス

ポート
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15. 出力フォーマット（生データ）

● TS-COM からは座標データのみならず、角度・距離等の生データも出力できます
※座標データがない場合には、角度・距離のみのデータが出力されます。

＜名前を付けて保存できる .txt データ＞
出力されるデータ例 項目 各項目の意味

INST : TT-N45,V2.0,No.914-0001 器械情報 機種名、本体ソフトウエア Ver、シリアル番号

JOB : ITABASHI 現場名 現場名

UNIT : 0,0,0,0 単位 距離、角度、温度、気圧　※ 1

EDM : 15,1013,0,0,0,1.000000 測距設定 気温、気圧、PPM、球差・気差、プリズム定数、縮尺補正

STN : T0,1.303,0.000,0.000,0.000 器械点データ 器械点番号、機械高さ、X、Y、Z

BKB : T1,0.000,0.0000,0.0000 後視点データ 後視点番号、視準高さ、後視点方位角、水平角　※ 2 ※ 3

ANG : T2,0.000,0.0000,86.0137 測角データ 測点番号、視準高さ、水平角、鉛直角　※ 2

DIST : T3,0.000,0.0005,85.3830,1.572 距離データ 測点番号、視準高さ、水平角、鉛直角、斜距離　※ 2

CRD : T4,0.000,1.567,0.000,0.119 座標データ 測点番号、視準高さ、X、Y、Z

PT : T5,1.567,0.000,0.119 既知点データ 既知点番号、X、Y、Z

※ 1 単位はそれぞれ、距離 = メートル (m)、角度 = 度分秒 (° ′ ″)、温度 = 摂氏 (℃ )、気圧 (hPa) を表しそれぞれ固定になっています。
※ 2 記録されるデータは次の見方となります。「86.0137」の場合「86°01′37″」
※ 3 後視点方位角は、入力した数値と視準した数値のズレ量を表します。

＜エクスポートで保存できる .txt データ＞
出力されるデータ例 項目 各項目の意味

INST TT-N45,V2.0,No.914-0001 器械情報 機種名、本体ソフトウエア Ver、シリアル番号

JOB ITABASHI 現場名 現場名

UNITS M,D 単位 距離＝ｍ、角度＝度分秒 (° ′ ″)

STN T0,1.303 器械点データ 器械点番号、器械高さ

XYZ 0.000,0.000,0.000 座標データ X、Y、Z

SS T4,0.000 測点データ 測点番号、視準高さ

SD 0.0000,86.0137,4.994 測点データ 水平角、鉛直角、斜距離

SS T4,0.000 測点データ 水平角、鉛直角、斜距離

XYZ 0.000,4.982,0.346 座標データ X、Y、Z

SS T5,0.000 測点データ 測点番号、視準高さ

HV 0.0000,86.0137 測点データ 水平角、鉛直角
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