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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ光線を発する発光部と、レーザ光線を回転照射して基準面を形成する回動部と、
前記基準面を傾斜させる傾斜駆動部と、前記発光部の発光を制御する制御部と、傾斜を設
定する為の傾斜設定基準軸方向で傾斜基準軸指示範囲を形成する様レーザ光線を消灯させ
る傾斜軸指示手段とを具備することを特徴とする回転レーザ装置。
【請求項２】
　前記回動部の回転位置を検出する角度検出器を具備し、前記制御部は前記角度検出器の
検出結果に基づき前記発光部を制御し、傾斜基準軸指示範囲を形成する様レーザ光線を消
灯させる請求項１の回転レーザ装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記傾斜基準軸指示範囲でレーザ光線を消灯させる様に前記発光部を制
御する請求項１の回転レーザ装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記傾斜基準軸指示範囲の前後でレーザ光線を消灯させる様に前記発光
部を制御する請求項１の回転レーザ装置。
【請求項５】
　前記傾斜設定基準軸方向は、傾斜方向又は傾斜方向に直交する方向である請求項１の回
転レーザ装置。
【請求項６】
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　前記傾斜駆動部は、前記回動部を第１の傾斜方向に傾斜させる第１傾斜駆動部と、前記
第１の傾斜方向と直交する第２の傾斜方向に傾斜させる第２傾斜駆動部とを有する請求項
１の回転レーザ装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第１傾斜駆動部と、前記第２傾斜駆動部とを駆動し、２方向に前記
基準面を傾斜させて複合傾斜角を有する傾斜基準面を形成すると共に該傾斜基準面につい
ての傾斜設定基準軸方向で傾斜基準軸指示範囲を形成する様レーザ光線を消灯させる請求
項６の回転レーザ装置。
【請求項８】
　前記制御部は、所望の方向に設定された傾斜設定基準軸及び該傾斜設定基準軸に関して
設定された傾斜角に基づき、前記第１傾斜駆動部の駆動量と、前記第２傾斜駆動部の駆動
量を演算し、演算結果に基づき前記第１傾斜駆動部と、前記第２傾斜駆動部とを制御して
複合傾斜基準面を形成する請求項６の回転レーザ装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記第１傾斜駆動部と、前記第２傾斜駆動部とを駆動し、基準面の勾配
の方向を変更し、前記第１傾斜駆動部の駆動量と、前記第２傾斜駆動部の駆動量に基づき
仮傾斜設定基準軸を演算し、該仮傾斜設定基準軸の方向で傾斜基準軸指示範囲を形成する
様レーザ光線を消灯させる請求項６の回転レーザ装置。
【請求項１０】
　レーザ光線を発する発光部と、レーザ光線を回転照射して基準面を形成する回動部と、
前記基準面を傾斜させる傾斜駆動部と、前記発光部の発光を制御する制御部と、傾斜を設
定する為の傾斜設定基準軸方向で傾斜基準軸指示範囲を形成する様レーザ光線を消灯させ
る傾斜軸指示手段とを有する回転レーザ装置と、傾斜方向又は傾斜方向と直交する方向に
設置され、前記回転レーザ装置からのレーザ光線を検出する受光装置とを具備することを
特徴とする回転レーザシステム。
【請求項１１】
　前記回転レーザ装置は、前記回動部の回転位置を検出する角度検出器を具備し、前記制
御部は前記角度検出器の検出結果に基づき前記発光部を制御し、傾斜基準軸指示範囲を形
成する様レーザ光線を消灯させる請求項１０の回転レーザシステム。
【請求項１２】
　前記回動部の回転位置を検出する角度検出器を有し、前記傾斜駆動部は、前記回動部を
第１の傾斜方向に傾斜させる第１傾斜駆動部と、前記第１の傾斜方向と直交する方向に傾
斜させる第２傾斜駆動部とを有し、前記制御部は任意の方向に仮傾斜設定基準軸を有し、
前記角度検出器の検出結果に基づき前記発光部を制御し、前記仮傾斜設定基準軸を含む傾
斜基準軸指示範囲を形成する様レーザ光線を消灯させると共に前記傾斜基準軸指示範囲の
方向を前記受光装置の設置位置に変更可能であり、前記制御部は前記傾斜基準軸指示範囲
変更後の仮傾斜設定基準軸に基づき傾斜角の設定を行う請求項１０の回転レーザシステム
。
【請求項１３】
　前記傾斜軸指示手段は前記傾斜基準軸指示範囲でレーザ光線を消灯し、前記受光装置は
、受光センサと、検出告知部とを具備し、該受光センサが前記傾斜基準軸指示範囲を検知
することで、前記検出告知部が告知サインを発する様構成した請求項１０の回転レーザシ
ステム。
【請求項１４】
　前記傾斜軸指示手段は前記傾斜基準軸指示範囲を挾んで両側に消灯範囲を形成し、該消
灯範囲でレーザ光線を消灯し、前記受光装置は、受光センサと、検出告知部とを具備し、
該受光センサが前記レーザ光線を検知することで、前記検出告知部が告知サインを発する
様構成した請求項１０の回転レーザシステム。
【請求項１５】
　前記回転レーザ装置は第１通信部を有し、前記受光装置は、受光センサと、第２通信部



(3) JP 5456532 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

とを有し、前記受光センサが前記傾斜基準軸指示範囲を検知した信号が前記第２通信部を
介して前記第１通信部に送信される様構成された請求項１０の回転レーザシステム。
【請求項１６】
　前記受光装置は、受光装置操作部を具備し、該受光装置操作部により前記回転レーザ装
置を遠隔操作可能とした請求項１０の回転レーザシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ光線を回転照射して基準面を形成する回転レーザ装置、特にレーザ光
線を回転照射する本体の向きを、対象反射体の方向と一致させることが可能な回転レーザ
装置及び回転レーザシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　回転レーザ装置は、レーザ光線を回転照射して水平基準面、或は水平面に対して傾斜し
た傾斜基準面を形成するが、傾斜面の傾斜角は水平な基準線に対して設定される為、先ず
基準線の方向（以下傾斜方向）を設定する必要がある。
【０００３】
　従来、傾斜面の傾斜方向を設定する方法について、図１５を参照して説明する。
【０００４】
　図１５中、１は回転レーザ装置、２は受光装置を示し、該回転レーザ装置１は、レーザ
光線を水平方向に偏向し、回転照射する回動部３、レーザ光線を射出し、前記回動部３を
傾動させ、照射方向を傾斜させる機能を有する本体部４、該本体部４を水平方向に回転さ
せる本体回転部５を具備している。前記回動部３よりレーザ光線が回転照射されることで
基準面６が形成される。
【０００５】
　又、前記受光装置２は、受光部７を有し、該受光部７を通過するレーザ光線を検知する
。
【０００６】
　傾斜方向を設定する為に傾斜方向に前記受光装置２を設置し、整準する。その後レーザ
光線により形成される基準面６を正逆方向に大きく傾斜させ、その際に動かない点（クロ
スポイント）が前記受光装置２の方向になる様に、前記本体部４の向きを合わせる。
【０００７】
　前記回動部３の回転中心と基準面６，６′のクロスポイントとを結ぶ線が、傾斜面の傾
斜中心線（耳軸８）となる。従って、該耳軸８と直交する方向が傾斜方向となる。
【０００８】
　前記本体回転部５により、前記本体部４を９０°回転させると、該本体部４は正しく傾
斜方向に向けられる。
【０００９】
　この状態で、傾斜角を設定することで、所望の傾斜基準面を設定することができる。
【００１０】
　上記した従来の方法では、前記回転レーザ装置１に前記回動部３、前記本体部４の向き
を検出する為の、角度検出器が必要になり、前記回転レーザ装置１の製作コストが増大す
る。
【００１１】
　又、前記受光装置２でクロスポイントを正確に検出することは、大変難しい作業であり
、時間が掛り、作業効率が悪く、又作業者の負担も大きかった。
【００１２】
　又、特許文献１に示される様に、前記受光装置２がレーザ光線を反射し、前記回転レー
ザ装置１が反射光を検出して前記回転レーザ装置１に対する前記受光装置２の方向を検出
し、前記回転レーザ装置１を前記受光装置２の方向に向けるものがある。
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【００１３】
　然し乍ら、特許文献１に示されるものでは、受光装置２からの反射光を検出する機能と
、検出した際の回転レーザ装置１の向きを検出する機能と、該回転レーザ装置１の向きを
前記受光装置２に向ける機能を必要とし、やはり、回転レーザ装置１の製作コストが増大
する問題を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平９－２５７４７８号公報
【特許文献２】特開平１１－２５７９６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は斯かる実情に鑑み、構造の簡単な安価な回転レーザ装置により、簡単に傾斜方
向を設定でき、又簡単に傾斜基準面の設定を可能とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、レーザ光線を発する発光部と、レーザ光線を回転照射して基準面を形成する
回動部と、前記基準面を傾斜させる傾斜駆動部と、前記発光部の発光を制御する制御部と
、傾斜を設定する為の傾斜設定基準軸方向で傾斜基準軸指示範囲を形成する様レーザ光線
を消灯させる傾斜軸指示手段とを具備する回転レーザ装置に係るものである。
【００１７】
　又本発明は、前記回動部の回転位置を検出する角度検出器を具備し、前記制御部は前記
角度検出器の検出結果に基づき前記発光部を制御し、傾斜基準軸指示範囲を形成する様レ
ーザ光線を消灯させる回転レーザ装置に係るものである。
【００１８】
　又本発明は、前記制御部は、前記傾斜基準軸指示範囲でレーザ光線を消灯させる様に前
記発光部を制御する回転レーザ装置に係るものである。
【００１９】
　又本発明は、前記制御部は、前記傾斜基準軸指示範囲の前後でレーザ光線を消灯させる
様に前記発光部を制御する回転レーザ装置に係るものである。
【００２０】
　又本発明は、前記傾斜設定基準軸方向は、傾斜方向又は傾斜方向に直交する方向である
回転レーザ装置に係るものである。
【００２１】
　又本発明は、前記傾斜駆動部は、前記回動部を第１の傾斜方向に傾斜させる第１傾斜駆
動部と、前記第１の傾斜方向と直交する第２の傾斜方向に傾斜させる第２傾斜駆動部とを
有する回転レーザ装置に係るものである。
【００２２】
　又本発明は、前記制御部は、前記角度検出器からの検出結果に基づき、傾斜基準軸指示
範囲の方向を変更する様、前記発光部の発光を制御する回転レーザ装置に係るものである
。
【００２３】
　又本発明は、前記制御部は、前記第１傾斜駆動部と、前記第２傾斜駆動部とを駆動し、
２方向に前記基準面を傾斜させて複合傾斜角を有する傾斜基準面を形成すると共に該傾斜
基準面についての傾斜設定基準軸方向で傾斜基準軸指示範囲を形成する様レーザ光線を消
灯させる回転レーザ装置に係るものである。
【００２４】
　又本発明は、前記制御部は、所望の方向に設定された傾斜設定基準軸及び該傾斜設定基
準軸に関して設定された傾斜角に基づき、前記第１傾斜駆動部の駆動量と、前記第２傾斜
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駆動部の駆動量を演算し、演算結果に基づき前記第１傾斜駆動部と、前記第２傾斜駆動部
とを制御して複合傾斜基準面を形成する回転レーザ装置に係るものである。
【００２５】
　又本発明は、前記制御部は、前記第１傾斜駆動部と、前記第２傾斜駆動部とを駆動し、
基準面の勾配の方向を変更し、前記第１傾斜駆動部の駆動量と、前記第２傾斜駆動部の駆
動量に基づき仮傾斜設定基準軸を演算し、該仮傾斜設定基準軸の方向で傾斜基準軸指示範
囲を形成する様レーザ光線を消灯させる回転レーザ装置に係るものである。
【００２６】
　又本発明は、レーザ光線を発する発光部と、レーザ光線を回転照射して基準面を形成す
る回動部と、前記基準面を傾斜させる傾斜駆動部と、前記発光部の発光を制御する制御部
と、傾斜を設定する為の傾斜設定基準軸方向で傾斜基準軸指示範囲を形成する様レーザ光
線を消灯させる傾斜軸指示手段とを有する回転レーザ装置と、傾斜方向又は傾斜方向と直
交する方向に設置され、前記回転レーザ装置からのレーザ光線を検出する受光装置とを具
備する回転レーザシステムに係るものである。
【００２７】
　又本発明は、前記回転レーザ装置は、前記回動部の回転位置を検出する角度検出器を具
備し、前記制御部は前記角度検出器の検出結果に基づき前記発光部を制御し、傾斜基準軸
指示範囲を形成する様レーザ光線を消灯させる回転レーザシステムに係るものである。
【００２８】
　又本発明は、前記回動部の回転位置を検出する角度検出器を有し、前記傾斜駆動部は、
前記回動部を第１の傾斜方向に傾斜させる第１傾斜駆動部と、前記第１の傾斜方向と直交
する方向に傾斜させる第２傾斜駆動部とを有し、前記制御部は任意の方向に仮傾斜設定基
準軸を有し、前記角度検出器の検出結果に基づき前記発光部を制御し、前記仮傾斜設定基
準軸を含む傾斜基準軸指示範囲を形成する様レーザ光線を消灯させると共に前記傾斜基準
軸指示範囲の方向を前記受光装置の設置位置に変更可能であり、前記制御部は前記傾斜基
準軸指示範囲変更後の仮傾斜設定基準軸に基づき傾斜角の設定を行う回転レーザシステム
に係るものである。
【００２９】
　又本発明は、前記受光装置は、受光センサと、検出告知部とを具備し、該受光センサが
前記傾斜基準軸指示範囲を検知することで、前記検出告知部が告知サインを発する様構成
した回転レーザシステムに係るものである。
【００３０】
　又本発明は、前記回転レーザ装置は第１通信部を有し、前記受光装置は、受光センサと
、第２通信部とを有し、前記受光センサが前記傾斜基準軸指示範囲を検知した信号が前記
第２通信部を介して前記第１通信部に送信される様構成された回転レーザシステムに係る
ものである。
【００３１】
　又本発明は、前記受光装置は、受光装置操作部を具備し、該受光装置操作部により前記
回転レーザ装置を遠隔操作可能とした回転レーザシステムに係るものである。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、レーザ光線を発する発光部と、レーザ光線を回転照射して基準面を形
成する回動部と、前記基準面を傾斜させる傾斜駆動部と、前記発光部の発光を制御する制
御部と、傾斜を設定する為の傾斜設定基準軸方向で傾斜基準軸指示範囲を形成する様レー
ザ光線を消灯させる傾斜軸指示手段とを具備するので、容易に回転レーザ装置の向きを確
認でき、容易にレーザ光線の傾斜基準軸指示範囲を傾斜させたい方向に関して設定するこ
とができ、傾斜方向を設定する作業手順が簡略化され、傾斜方向の設定時間を著しく短縮
できる。
【００３３】
　又本発明によれば、前記回動部の回転位置を検出する角度検出器を具備し、前記制御部
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は前記角度検出器の検出結果に基づき前記発光部を制御し、傾斜基準軸指示範囲を形成す
る様レーザ光線を消灯させるので、形成した傾斜基準軸指示範囲の方向が前記角度検出器
により検出されるので、回転レーザ装置に対して形成される傾斜基準軸指示範囲の方向を
規定することができる。
【００３４】
　又本発明によれば、前記制御部は、前記傾斜基準軸指示範囲でレーザ光線を消灯させる
様に前記発光部を制御するので、又本発明によれば、前記制御部は、前記傾斜基準軸指示
範囲の前後でレーザ光線を消灯させる様に前記発光部を制御するので、レーザ光線の発光
状態を確認することで、容易に傾斜基準軸を検出することができる。
【００３５】
　又本発明によれば、前記傾斜駆動部は、前記回動部を第１の傾斜方向に傾斜させる第１
傾斜駆動部と、前記第１の傾斜方向と直交する第２の傾斜方向に傾斜させる第２傾斜駆動
部とを有するので、回転レーザ装置の向きを変えることなく、任意の方向に基準面を傾斜
させることができる。
【００３６】
　又本発明によれば、前記制御部は、前記角度検出器からの検出結果に基づき、傾斜基準
軸指示範囲の方向を変更する様、前記発光部の発光を制御するので、回転レーザ装置を回
転させることなく、任意の方向に傾斜方向を設定することができる。
【００３７】
　又本発明によれば、前記制御部は、前記第１傾斜駆動部と、前記第２傾斜駆動部とを駆
動し、２方向に前記基準面を傾斜させて複合傾斜角を有する傾斜基準面を形成すると共に
該傾斜基準面についての傾斜設定基準軸方向で傾斜基準軸指示範囲を形成する様レーザ光
線を消灯させるので、回転レーザ装置の向きを変えることなく、任意の方向で、任意の角
度に傾斜させた基準面を形成することができる。
【００３８】
　又本発明によれば、前記制御部は、所望の方向に設定された傾斜設定基準軸及び該傾斜
設定基準軸に関して設定された傾斜角に基づき、前記第１傾斜駆動部の駆動量と、前記第
２傾斜駆動部の駆動量を演算し、演算結果に基づき前記第１傾斜駆動部と、前記第２傾斜
駆動部とを制御して複合傾斜基準面を形成するので、回転レーザ装置の向きを変えること
なく、任意の方向で、任意の角度に傾斜させた基準面を形成することができる。
【００３９】
　又本発明によれば、前記制御部は、前記第１傾斜駆動部と、前記第２傾斜駆動部とを駆
動し、基準面の勾配の方向を変更し、前記第１傾斜駆動部の駆動量と、前記第２傾斜駆動
部の駆動量に基づき仮傾斜設定基準軸を演算し、該仮傾斜設定基準軸の方向で傾斜基準軸
指示範囲を形成する様レーザ光線を消灯させるので、回転レーザ装置の向きを変えること
なく、任意の方向で、任意の角度に傾斜させた基準面を形成することができる。
【００４０】
　又本発明によれば、レーザ光線を発する発光部と、レーザ光線を回転照射して基準面を
形成する回動部と、前記基準面を傾斜させる傾斜駆動部と、前記発光部の発光を制御する
制御部と、傾斜を設定する為の傾斜設定基準軸方向で傾斜基準軸指示範囲を形成する様レ
ーザ光線を消灯させる傾斜軸指示手段とを有する回転レーザ装置と、傾斜方向又は傾斜方
向と直交する方向に設置され、前記回転レーザ装置からのレーザ光線を検出する受光装置
とを具備するので、前記受光装置を傾斜面を設定したい所要の位置に設定することで容易
に傾斜基準面の設定が行え、作業手順が簡略化され、傾斜方向の設定時間を著しく短縮で
きる。
【００４１】
　又本発明によれば、前記回転レーザ装置は、前記回動部の回転位置を検出する角度検出
器を具備し、前記制御部は前記角度検出器の検出結果に基づき前記発光部を制御し、傾斜
基準軸指示範囲を形成する様レーザ光線を消灯させるので、回転レーザ装置と傾斜基準軸
指示範囲との関係を容易に確認でき、又回転レーザ装置を回転させることなく、任意の方



(7) JP 5456532 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

向に傾斜方向を設定することができる。
【００４２】
　又本発明によれば、前記回動部の回転位置を検出する角度検出器を有し、前記傾斜駆動
部は、前記回動部を第１の傾斜方向に傾斜させる第１傾斜駆動部と、前記第１の傾斜方向
と直交する方向に傾斜させる第２傾斜駆動部とを有し、前記制御部は任意の方向に仮傾斜
設定基準軸を有し、前記角度検出器の検出結果に基づき前記発光部を制御し、前記仮傾斜
設定基準軸を含む傾斜基準軸指示範囲を形成する様レーザ光線を消灯させると共に前記傾
斜基準軸指示範囲の方向を前記受光装置の設置位置に変更可能であり、前記制御部は前記
傾斜基準軸指示範囲変更後の仮傾斜設定基準軸に基づき傾斜角の設定を行うので、回転レ
ーザ装置の向きを変えることなく、傾斜方向を任意に設定でき、又設定した傾斜方向での
傾斜基準面の形成が容易に行え、作業手順が簡略化される。
【００４３】
　又本発明によれば、前記受光装置は、受光センサと、検出告知部とを具備し、該受光セ
ンサが前記傾斜基準軸指示範囲を検知することで、前記検出告知部が告知サインを発する
様構成したので、前記受光装置を傾斜方向、或は傾斜方向に直交する方向に設置するだけ
で、基準面の傾斜方向の設定を行える。
【００４４】
　又本発明によれば、前記回転レーザ装置は第１通信部を有し、前記受光装置は、受光セ
ンサと、第２通信部とを有し、前記受光センサが前記傾斜基準軸指示範囲を検知した信号
が前記第２通信部を介して前記第１通信部に送信される様構成されたので、前記受光装置
側で前記傾斜基準軸指示範囲を認識する作業者が必要なく、回転レーザ装置側での１人作
業が可能となる。
【００４５】
　又本発明によれば、前記受光装置は、受光装置操作部を具備し、該受光装置操作部によ
り前記回転レーザ装置を遠隔操作可能としたので、遠隔操作による傾斜基準面の自動設定
が可能となるという優れた効果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の第１の実施例に用いられる回転レーザ装置の立断面図である。
【図２】第１の実施例に用いられる回転レーザ装置の制御系統図である。
【図３】第１の実施例に用いられる受光装置の概略ブロック図である。
【図４】第１の実施例の作用を説明する説明図である。
【図５】第１の実施例の作用を説明する説明図であり、耳軸が受光装置の方向に合致した
状態を示す。
【図６】第１の実施例の作用を説明する説明図であり、耳軸が受光装置の方向に合致した
状態で、傾斜角を設定した状態を示す。
【図７】本発明の第２の実施例に用いられる回転レーザ装置の立断面図である。
【図８】図７のＡ矢視図である。
【図９】第２の実施例に用いられる回転レーザ装置の制御系統図である。
【図１０】第２の実施例に用いられる受光装置の概略ブロック図である。
【図１１】第２の実施例の作用を説明する説明図である。
【図１２】受光装置の受光信号を示す図である。
【図１３】第２の実施例の作用を説明する説明図であり、耳軸が受光装置の方向に合致し
た状態で、傾斜角を設定した状態を示す。
【図１４】複合傾斜角と傾斜方向と傾斜アーム２４ａ、傾斜アーム２４ｂの傾斜との関係
を示す説明図である。
【図１５】従来例での耳軸の設定、複合傾斜角の設定を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施例を説明する。
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【００４８】
　図１～図６により、本発明の第１の実施例を説明する。
【００４９】
　図１は、第１の実施例に使用される回転レーザ装置１を示しており、以下回転レーザ装
置１について説明する。
【００５０】
　該回転レーザ装置１はケーシング１０と、投光光軸１１（後述）を有するレーザ投光器
１２とを具備し、該レーザ投光器１２は前記ケーシング１０に傾動可能（少なくとも紙面
に対して平行な方向に）に収納されている。尚、図示していないが前記回転レーザ装置１
は、該回転レーザ装置１を水平に設置する為の整準部を具備している。
【００５１】
　倒立円錐台形の凹部１３が前記ケーシング１０の上面中央に形成され、前記レーザ投光
器１２が前記凹部１３の中央を上下方向に貫通する。前記レーザ投光器１２は傾斜するこ
とができる様に、球面座１４を介して前記凹部１３に支持される。前記レーザ投光器１２
の上部に回動部１５が回転自在に設けられ、該回動部１５には偏向部材、例えばペンタプ
リズム１６が設けられている。
【００５２】
　前記回動部１５には走査ギア１７が設けられ、前記レーザ投光器１２には走査モータ１
８が設けられ、該走査モータ１８の出力軸には駆動ギア１９が設けられ、該駆動ギア１９
と前記走査ギア１７とが噛合し、前記走査モータ１８により前記駆動ギア１９、前記走査
ギア１７を介して前記回動部１５が回転駆動される。
【００５３】
　前記ケーシング１０の内部には、傾斜機構２０が収納され、該傾斜機構２０は傾斜用モ
ータ２１と、前記レーザ投光器１２と平行な方向の回転中心を有する傾斜用スクリュー２
２と、該傾斜用スクリュー２２に螺合する傾斜ナット２３とを有する。
【００５４】
　前記レーザ投光器１２は前記投光光軸１１に対して直交する方向（図示では紙面に対し
て平行な方向）に延出する傾斜アーム２４を有し、該傾斜アーム２４の先端には断面円形
のピン２５が突設され、前記傾斜アーム２４は前記ピン２５を介して前記傾斜機構２０と
係合している。前記レーザ投光器１２は中空構造となっており、該レーザ投光器１２の内
部にはレーザ光線を発する発光素子（図示せず）、該発光素子から発せられたレーザ光線
を前記投光光軸１１上に射出する投光光学系（図示せず）を内蔵し、射出されたレーザ光
線は前記ペンタプリズム１６によって水平方向に偏向される様になっている。
【００５５】
　前記傾斜用モータ２１はギア列２６を介して前記傾斜用スクリュー２２を回転させるこ
とができる。該傾斜用スクリュー２２の回転により前記傾斜ナット２３が上下に移動し、
該傾斜ナット２３が上下動することによって前記ピン２５を介して前記傾斜アーム２４が
傾動し、前記レーザ投光器１２が傾斜する。又、前記傾斜用モータ２１にはエンコーダ２
７が設けられ、前記傾斜用モータ２１の回転量が検出される様になっている。又、前記傾
斜用モータ２１をステッピングモータとして、前記エンコーダ２７を省略してもよい。以
下の説明は、前記傾斜用モータ２１をステッピングモータとして説明する。
【００５６】
　尚、図１中、３０は、前記ピン２５と前記傾斜機構２０との係合状態を維持するスプリ
ングである。
【００５７】
　前記レーザ投光器１２の軸心、即ち前記投光光軸１１と垂直な平面内に傾斜センサ２８
，２９が設けられ、１つの傾斜センサ２８は前記傾斜アーム２４に平行であり、もう１つ
の傾斜センサ２９は前記傾斜アーム２４に対して直交する。前記傾斜センサ２８、前記傾
斜センサ２９は傾斜検出部３１を形成する。
【００５８】
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　前記傾斜センサ２８、傾斜センサ２９により前記レーザ投光器１２の任意な方向の傾斜
角を検出でき、又前記傾斜センサ２８の検出結果に基づき、前記傾斜機構２０により前記
傾斜アーム２４を介して前記レーザ投光器１２を傾斜させ、該レーザ投光器１２を鉛直と
し、又所定の傾斜角で傾斜させることができる。又、傾斜設定は前記傾斜用モータ２１を
駆動するパルス数に換算した角度で前記傾斜用モータ２１を駆動することで達成される。
【００５９】
　前記ケーシング１０の上面には、回動部カバー３２が液密に設けられ、該回動部カバー
３２は前記回動部１５を収納する。又、前記回動部カバー３２は透明で円筒状のレーザ光
線透過窓３３を有し、前記ペンタプリズム１６で偏向されたレーザ光線３４が前記レーザ
光線透過窓３３を透過して照射される様になっている。
【００６０】
　前記ケーシング１０の内部には、前記発光素子の発光を制御し、前記走査モータ１８を
定速で回転制御し、前記傾斜用モータ２１を設定された駆動量（設定角度を回転量に換算
した量）を駆動する様に制御する制御部３５が設けられている。又、前記ケーシング１０
の外部には操作部３６が設けられ、該操作部３６より、測定の開始／停止、或は基準面の
傾斜角の設定を行う様になっている。
【００６１】
　前記制御部３５を含む制御系３７について図２を参照して略述する。
【００６２】
　前記走査モータ１８は走査モータ駆動部３８を介して駆動制御され、前記傾斜用モータ
２１は傾斜用モータ駆動部３９を介して駆動制御され、レーザ光線３４を発する発光素子
４１は発光駆動部４２を介して発光が制御される。ここで、前記発光素子４１、前記発光
駆動部４２は発光部を構成する。
【００６３】
　又、前記傾斜センサ２８，２９の検出結果は前記制御部３５に入力され、前記操作部３
６からは測定開始、測定終了の指令信号、傾斜角の設定信号が前記制御部３５に入力され
る。又、前記回転レーザ装置１の運転状態、或は設定した傾斜角等は、表示部４３に表示
される。尚、該表示部４３は前記操作部３６に設けてもよく、或は、前記ケーシング１０
に別途設けてもよい。
【００６４】
　又、前記回動部１５の回転基準位置を検出する基準位置検出センサ４４が設けられる。
該基準位置検出センサ４４は、前記走査ギア１７等の回転部と前記ケーシング１０との間
に設けられた近接センサ、或は前記レーザ光線３４の光路上、或は分岐光路上に設けたフ
ォトセンサ等であってもよく、或は前記傾斜用モータ２１の駆動パルスに基づき演算によ
り求めるものであってもよい。尚、前記基準位置検出センサ４４の検出する回転位置は、
後述する耳軸の位置であり、或は耳軸の位置と関連付けられた位置である。
【００６５】
　前記制御部３５が、前記発光駆動部４２を介して前記発光素子４１を駆動、発光させる
と共に前記走査モータ１８を前記走査モータ駆動部３８を介して駆動し、前記ペンタプリ
ズム１６を介して前記レーザ光線３４を回転照射する。該レーザ光線３４の回転照射によ
って基準面が形成される。
【００６６】
　又前記制御部３５は、前記傾斜用モータ駆動部３９を介して前記傾斜用モータ２１を駆
動することで前記傾斜用スクリュー２２が回転され、前記傾斜ナット２３を介して前記傾
斜アーム２４が傾動し、更に該傾斜アーム２４と一体に前記レーザ投光器１２が傾動する
。該レーザ投光器１２の傾動により、前記レーザ光線３４の射出方向が水平に対して傾斜
し、又基準面は、傾斜中心線（耳軸）を中心とし、傾斜する。本実施例の場合、耳軸は、
前記球面座１４の球面の中心を通り、前記傾斜アーム２４と直交する中心線（図示では前
記球面座１４の球面の中心を通り紙面に垂直な中心線）となる。
【００６７】
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　前記制御部３５は、前記基準位置検出センサ４４からの検出信号に基づき、前記耳軸を
中心とした所定範囲（耳軸指示範囲５１）（図４参照）で点灯し、該耳軸指示範囲５１を
挾んで両側でレーザ光線３４を消灯する消灯範囲５２，５２を形成する様に、発光素子４
１の発光を制御する。前記制御部３５、前記基準位置検出センサ４４等は、耳軸指示手段
を形成する。尚、前記耳軸指示範囲５１は、図示の様に１箇所でもよく、或は対称の位置
の計２箇所に設けてもよい。
【００６８】
　図３は、本回転レーザシステムに用いられる受光装置４６の一例を示している。
【００６９】
　該受光装置４６は、受光センサ４７、制御部４８、検出告知部４９を具備し、前記受光
センサ４７は前記回転レーザ装置１からの前記レーザ光線３４を受光検出し、検出信号を
前記制御部４８に発し、該制御部４８は前記検出信号に基づき前記検出告知部４９を駆動
するものであり、該検出告知部４９は前記制御部４８からの駆動信号により告知サイン、
例えば光又は音、或は光と音の両方を発する様になっている。
【００７０】
　前記制御部４８は、前記受光センサ４７からの検出信号が入力されると所定時間、例え
ば、前記レーザ光線３４の１回転周期以上の間、駆動信号を継続して出力する様になって
いる。或は、前記検出告知部４９は、前記制御部４８から駆動信号を受信すると、所定時
間、例えば前記レーザ光線３４の１回転周期以上継続して、告知サインを出力する様に構
成されている。尚、レーザ光線３４が走査する回転数を所定回転数（例えば２５回転／秒
）以上とした場合、視覚的にはレーザ光線３４の走査軌跡は連続光として認識されるので
、前記受光センサ４７の前記レーザ光線３４の検出に対応して、告知サインを点滅しても
よい。
【００７１】
　図４～図６により、第１の実施例の作用について説明する。
【００７２】
　前記回転レーザ装置１を基準位置（或は既知点）に設置し、整準する。又、前記受光装
置４６を傾斜したい方向と直交する方向（耳軸８方向）に設置する。設置の状態は、前記
回転レーザ装置１から回転照射される前記レーザ光線３４を受光し得る様、前記受光セン
サ４７を前記回転レーザ装置１に対峙させ、又前記受光センサ４７の高さを前記レーザ光
線３４の走査高さに合わせる。
【００７３】
　作業者による前記操作部３６からの操作で、前記回転レーザ装置１が運転開始され、前
記レーザ光線３４が回転照射される。該レーザ光線３４の回転照射によって、水平基準面
が形成される。
【００７４】
　前記制御部３５は、前記基準位置検出センサ４４からの検出信号に基づき、前記耳軸を
中心とした前記耳軸指示範囲５１で点灯し、該耳軸指示範囲５１を挾んで消灯範囲５２，
５２で前記レーザ光線３４を消灯し、残りの範囲（連続発光範囲５３）で連続発光する様
に前記発光素子４１の発光を制御する。
【００７５】
　前記回転レーザ装置１の前記耳軸８の方向が前記受光装置４６の設置位置と合致してい
ない場合（図４参照）は、該受光装置４６が前記連続発光範囲５３に位置し、前記レーザ
光線３４が１回転毎に前記受光センサ４７を通過する。この為、前記検出告知部４９から
は継続して告知サインが発せられる。
【００７６】
　尚、継続して告知サインが発せられる場合は、図４で示される様な、前記耳軸８の方向
が前記受光装置４６の設置位置と合致していない場合か、或は前記受光装置４６が前記耳
軸８上に設置され、前記受光センサ４７が前記耳軸指示範囲５１を検出している場合であ
る。従って、前記回転レーザ装置１を回転させ、前記耳軸８を少し振ってみることで、前
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記受光センサ４７が前記耳軸指示範囲５１を検出しているかが分る。
【００７７】
　作業者は、前記受光装置４６の告知状態を確認しながら、前記回転レーザ装置１を徐々
に回転させる。やがて、前記消灯範囲５２が前記受光センサ４７に到達すると、前記受光
装置４６からの告知サインが消滅する。更に回転させると、再び前記受光装置４６から告
知サインが発せられる。この状態が、前記受光センサ４７により前記耳軸指示範囲５１を
検出している状態である。この状態に、前記回転レーザ装置１を設置することで、基準面
の傾斜方向が設定されたことになる（図５参照）。
【００７８】
　尚、前記受光センサ４７が前記耳軸指示範囲５１を検出したかどうかを確認する為、再
び前記受光装置４６から告知サインが発せられた後、更に回転レーザ装置１を同方向に継
続して回転させると、反対側の消灯範囲５２に至り、再び告知サインが消滅する。この、
再び告知サインが消滅することで、先の前記耳軸指示範囲５１を検出したことが適正であ
ったことが確認される。
【００７９】
　前記耳軸指示範囲５１を前記受光センサ４７に検出させる様、前記回転レーザ装置１を
設置することで、該回転レーザ装置１の設置が完了する。
【００８０】
　次に、前記操作部３６から、基準面の傾斜角を設定することで、前記制御部３５により
前記傾斜用モータ駆動部３９が所定量駆動され、前記耳軸８を中心に基準面が傾斜し、所
定の傾斜角θで基準傾斜面が設定される（図６参照）。
【００８１】
　尚、レーザ光線３４に可視光を使用することで、前記受光装置４６は、レーザ光線３４
の受光が確認できるものであればよく、単に反射率のよい、例えば白色の板、或は拡散板
であってもよい。又、上記実施例では、耳軸指示範囲５１を挾んで、消灯範囲５２，５２
を形成したが、前記耳軸指示範囲５１を消灯させ、前記消灯範囲５２，５２を省略しても
よい。この場合、作業者の認識を容易にする為、前記受光センサ４７が前記耳軸指示範囲
５１にある場合、即ち、前記レーザ光線３４を受光していない状態で、前記検出告知部４
９からの告知サインが点滅される様にしてもよい。
【００８２】
　又、前記耳軸指示範囲５１を形成する耳軸指示手段として、より簡便に、前記耳軸指示
範囲５１が形成される様、マスキングを前記レーザ光線透過窓３３に貼付けてもよい。該
マスキングは、回転照射されるレーザ光線３４を局部的に遮断して、部分的に消灯とした
と同等の効果を発揮して前記耳軸指示範囲５１を形成する。
【００８３】
　又、上記実施例では、耳軸８の方向で告知サインが発せられる様に設定したが、耳軸８
と直交する軸の方向、即ち傾斜方向で告知サインが発せられる様にしてもよい。この場合
、前記受光装置４６は傾斜方向に設置される。同様に、前記マスキングは、耳軸８と直交
する方向、即ち前記傾斜アーム２４の軸心と直交する方向に貼付けられてもよい。即ち、
前記耳軸８及び該耳軸８と直交する軸心は、傾斜角度を設定する場合の傾斜設定基準軸で
あり、前記耳軸８の方向に限らず、耳軸８と直交する方向で前記告知サインが発せられる
様に傾斜基準軸指示手段が設けられればよい。
【００８４】
　本実施例によれば、簡単な構成で装置の向きを確認でき、又勾配設定の為の傾斜モータ
は１方向のみでよい。更に、作業手順が簡略化され、傾斜方向の設定時間を著しく短縮で
きる。
【００８５】
　尚、前記回転レーザ装置１を垂直軸心を中心として回転させる為の、回動装置を設け、
前記回転レーザ装置１の向きの変更を前記回動装置により行ってもよい。
【００８６】
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　次に、図７～図１０により、第２の実施例を説明する。尚、図７～図１０中、図１～図
６中で示したものと同等のものには同符号を付し、その説明を省略する。
【００８７】
　第２の実施例に係る回転レーザ装置１では、基準面を直交する２方向に傾斜設定でき、
複合傾斜角を有する傾斜基準面の設定が可能となっている。
【００８８】
　図８にも示される様に、第１の実施例の傾斜機構２０と同様に第１傾斜機構２０ａが設
けられる。尚、該第１傾斜機構２０ａを構成する要素には、添字としてａを付している。
【００８９】
　前記第１傾斜機構２０ａに対して、９０°回転させた位置に第２傾斜機構２０ｂが設け
られる。以下、第２傾斜機構２０ｂについて説明する。尚、該第２傾斜機構２０ｂを構成
する要素には、添字としてｂを付している。
【００９０】
　傾斜アーム２４ａに対して直交する方向（図７に於いて紙面に対して垂直な方向で、紙
面の裏側に突出する方向）に延出する傾斜アーム２４ｂが設けられる。該傾斜アーム２４
ｂにピン２５ｂを介して前記第２傾斜機構２０ｂが係合している。
【００９１】
　尚、該第２傾斜機構２０ｂと前記第１傾斜機構２０ａとは、同様な構成であるので、構
造の詳細な説明については省略する。
【００９２】
　又、前記第１傾斜機構２０ａ、前記第２傾斜機構２０ｂによりそれぞれ、前記レーザ投
光器１２を傾斜させるが、この場合の傾斜方向は、前記第１傾斜機構２０ａに傾斜させる
方向は前記傾斜センサ２８が検出する傾斜方向と同一であり、前記第２傾斜機構２０ｂに
傾斜させる方向は前記傾斜センサ２９が検出する傾斜方向と同一である（図８参照）。
【００９３】
　回動部１５の向き（回転位置）、即ちレーザ光線３４が射出される方向を検出する為の
角度検出器が設けられる。該角度検出器として、エンコーダ５５が用いられ、該エンコー
ダ５５は回動部１５とレーザ投光器１２との間に設けられる。該エンコーダ５５は、回転
角の絶対角度を検出可能なアブソリュートエンコーダ、或はゼロ位置検出機能を有し、ゼ
ロ位置からの角度を検出可能なインクレメンタルエンコーダが用いられることが好ましい
。
【００９４】
　ここで、前記エンコーダ５５が検出する角度０の位置は、前記傾斜アーム２４ａ又は傾
斜アーム２４ｂの軸心の方向とするのが好ましい。或は、角度０の位置を前記傾斜アーム
２４ａ又は傾斜アーム２４ｂの軸心の方向に対して、既知の角度としてもよい。
【００９５】
　又、角度検出器の他の例としては、前記回動部１５の回転速度を検出すると共に基準点
（ゼロ位置）を検出可能であり、ゼロ位置検出から時間を検出し、検出時間から角度を求
めるものでもよい。
【００９６】
　ケーシング１０内部には第１通信部５６が設けられ、受光装置４６と相互通信可能とな
っている。
【００９７】
　図９により、第２の実施例に於ける制御系３７について説明する。尚、図９中、図２中
で示したものと同等のものには同符号を付し、その説明を省略する。
【００９８】
　図９中、５７は記憶部を示し、該記憶部５７としては半導体メモリ、ＨＤＤ、メモリカ
ード等種々の記憶装置が用いられる。５６は第１通信部であり、該第１通信部５６は、後
述する受光装置４６との間で無線通信を行う。
【００９９】
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　前記記憶部５７には、前記回転レーザ装置１を駆動する為に必要なプログラムが格納さ
れている。プログラムとしては、シーケンスプログラム、発光駆動部４２による発光素子
４１の発光を制御する為の発光制御プログラム、２方向の傾斜角を設定することで、複合
傾斜基準面を設定する様に、前記傾斜用モータ駆動部３９ａ，３９ｂの駆動を制御し、更
に任意の方向での任意の傾斜角（複合角）を設定することで、複合角を２方向の傾斜角に
分析演算し、前記傾斜用モータ駆動部３９ａ，３９ｂの駆動を制御する傾斜角設定プログ
ラム、更に傾斜角の設定をマニュアルで設定するマニュアルモード、自動で設定するオー
トモードの選択実行を行うモード選択プログラム、受光装置４６との間で無線通信を行う
通信プログラム等である。
【０１００】
　図１０は、第２の実施例に於ける、受光装置４６を示している。
【０１０１】
　該受光装置４６は、レーザ光線３４を受光検出する為の、受光センサ４７、前記回転レ
ーザ装置１の第１通信部５６との間で無線通信を行う第２通信部５９と、前記受光センサ
４７からのレーザ光線検出信号に基づき前記第２通信部５９の通信を制御する制御部４８
と、前記回転レーザ装置１を遠隔操作可能な受光装置操作部６１とを有している。
【０１０２】
　前記受光センサ４７、前記受光装置操作部６１、前記第１通信部５６等は、受光装置検
出手段を構成する。
【０１０３】
　以下、第２の実施例に於ける作用について図１１～図１３を参照して説明する。
【０１０４】
　前記回転レーザ装置１を基準位置（或は既知点）に設置し、整準する。尚、好ましくは
、前記回転レーザ装置１の機械基準方向（例えば、前記傾斜アーム２４ａ又は前記傾斜ア
ーム２４ｂの軸心方向）を既知の方位角に設定する。
【０１０５】
　前記受光装置４６を傾斜したい方向と直交する方向（耳軸８方向）に設置する。設置の
状態は、前記回転レーザ装置１から回転照射される前記レーザ光線３４を受光し得る様、
前記受光センサ４７を前記回転レーザ装置１に対峙させ、又前記受光センサ４７の高さを
前記レーザ光線３４の走査高さに合わせる。
【０１０６】
　作業者による前記受光装置操作部６１からの操作で、前記回転レーザ装置１が運転開始
され、前記レーザ光線３４が回転照射される。該レーザ光線３４の回転照射によって水平
基準面が形成される。
【０１０７】
　前記発光素子４１から発せられる前記レーザ光線３４の発光状態は、前記制御部３５に
より前記発光駆動部４２を介して制御される。発光状態の制御の一例として、図１１に示
される様に、耳軸指示範囲５１が消灯される。第２の実施例に於いては、前記耳軸指示範
囲５１の中心線が仮耳軸８′となる。尚、該仮耳軸８′は、予め基準方向が初期設定とし
て、前記制御部３５に設定されている。基準方向としては、例えば、前記機械基準方向で
ある前記傾斜アーム２４ａ又は前記傾斜アーム２４ｂの軸心方向である。
【０１０８】
　前記耳軸８の設定を行う場合は、前記受光装置操作部６１により前記回転レーザ装置１
をオートアライメントモードに切替えておく。
【０１０９】
　前記受光装置４６、即ち前記受光センサ４７が前記レーザ光線３４を受光すると、前記
受光センサ４７から受光信号が前記制御部４８に送出され、該制御部４８は受光信号を前
記第２通信部５９を介して前記回転レーザ装置１に送信する。前記第１通信部５６が受光
信号を受信し、受信結果を前記制御部３５に入力する。該制御部３５は、入力時点の前記
エンコーダ５５の角度を読取る。角度検出結果を呼込み、前記受光装置４６の方向（角度
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）を判断する。尚、無線通信によるタイムラグ、信号処理によるタイムラグを考慮して、
アライメント時には、前記レーザ光線３４の回転速度を遅くしてもよい。
【０１１０】
　前記制御部３５は、前記仮耳軸８′の方向（角度）と前記受光装置４６との方向の違い
（角度差）を演算し、前記発光駆動部４２を介して前記発光素子４１の発光状態を制御し
、前記仮耳軸８′の方向（前記耳軸指示範囲５１が形成される位置）を漸次変更していく
。
【０１１１】
　前記仮耳軸８′が移動し、前記受光センサ４７の受光範囲に到達すると、該受光センサ
４７からの受光信号が消失する。前記受光装置４６からの受光信号が途絶えたことは前記
制御部３５によって判断され、途絶えた時点の角度が前記エンコーダ５５から読取られる
。前記受光信号の消失状態は、前記仮耳軸８′が前記受光センサ４７を通過する間中、継
続する。更に、前記仮耳軸８′が移動し、前記受光センサ４７の受光範囲から逸脱すると
、前記受光センサ４７は、再び前記レーザ光線３４を受光し、受光信号を発する。該受光
信号は、上記したと同様、前記第２通信部５９を介して前記回転レーザ装置１に送信され
、前記第１通信部５６によって受信されると、受信された時点の角度が、前記エンコーダ
５５から読取られる。
【０１１２】
　この時の、前記受光センサ４７からの受光信号の様子は、図１２に示されている。前記
受光信号が消失した時点、及び再び受光信号が発せられた時点のそれぞれの角度は前記エ
ンコーダ５５から読取られる。受光信号の消失した範囲の中心が、前記耳軸８であり、該
耳軸８の角度、即ち信号の消失した範囲の中心Ｏの角度は、前記エンコーダ５５から読取
った２つの角度によって、算出することができる。
【０１１３】
　前記仮耳軸８′の角度は、前記発光駆動部４２による発光状態の制御で分っており、前
記仮耳軸８′の角度が前記耳軸８の角度と合致する様に、前記制御部３５により前記発光
駆動部４２を制御し、仮耳軸８′を移動させる。
【０１１４】
　前記仮耳軸８′と前記耳軸８が合致すると、前記回転レーザ装置１又は前記受光装置４
６から告知サインが発せられ、作業者は耳軸８の設定が完了したと判断する。尚、前記仮
耳軸８′と耳軸指示範囲５１との関係は、前記仮耳軸８′が前記耳軸指示範囲５１の中心
にある必要はなく、前記耳軸指示範囲５１の範囲に含まれ、該耳軸指示範囲５１との関係
が既知となっていればよい。
【０１１５】
　作業者により、前記受光装置操作部６１、又は前記操作部３６から傾斜角度の設定が行
われる。ここで、設定された前記耳軸８の方向、即ち仮耳軸８′の方向は、発光状態の制
御で移動させたので、初期設定の方向、即ち前記傾斜アーム２４ａ，２４ｂの方向（機械
基準方向）と一致していない。この為、設定される傾斜角（設定傾斜角）は、前記第１傾
斜機構２０ａ、前記第２傾斜機構２０ｂそれぞれにより傾斜角が設定される複合傾斜角と
なる。
【０１１６】
　前記制御部３５は、傾斜角が設定されると、機械基準方向と前記耳軸８の方向との角度
差に基づき、及び設定傾斜角を前記傾斜アーム２４ａの方向の傾斜角度、前記傾斜アーム
２４ｂの方向の傾斜角度に分析、演算し、演算して得られた角度に基づき前記傾斜用モー
タ駆動部３９ａ，３９ｂそれぞれの駆動量を演算により求め、求められた駆動量に基づき
前記傾斜用モータ２１ａ，２１ｂを駆動し、複合傾斜角の設定を行う。
【０１１７】
　次に、図１４を参照して、複合傾斜角θと、傾斜方向（前記機械基準方向に対する水平
角）α、前記傾斜アーム２４ａの傾斜角度β、前記傾斜アーム２４ｂの傾斜角度γとの関
係について説明する。



(15) JP 5456532 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

【０１１８】
　複合勾配面に於ける、複合傾斜角θと傾斜方向角α及び傾斜アーム２４ａ、傾斜アーム
２４ｂの傾斜角度β，γは下記の関係になる。
  　β＝ｔａｎ-1（ｃｏｓα・ｔａｎθ）
  　γ＝ｔａｎ-1（－ｔａｎθ・ｃｏｓ（９０°－α））
【０１１９】
　尚、上記実施例の受光装置検出手段として、前記受光センサ４７でのレーザ光線３４受
光結果を通信手段で通信することで行ったが、前記受光装置４６を反射ターゲットとし、
前記回転レーザ装置１に反射ターゲットからの反射光を検出する受光センサを設け、該受
光センサからの受光信号を基に受光装置を検出する様にしてもよい。
【０１２０】
　又、前記受光装置操作部６１は、前記受光装置４６に対して着脱可能とし、該受光装置
操作部６１を単体でリモートコントローラとしてもよく、前記受光装置４６とは無線、或
は有線で接続され、前記受光装置４６のレーザ光線３４の受光状態が、前記受光装置操作
部６１に通信されると共に表示され、受光状態を確認しながら、前記回転レーザ装置１を
遠隔操作可能としてもよい。
【０１２１】
　本発明によれば、耳軸８を検出する為に、回転レーザ装置１自体を回転させる必要がな
く、装置が簡潔となると共に作業が簡単で、作業誤差が発生しない。又、作業時間を大幅
に短縮できる。
【０１２２】
　第２の実施例に於いても、告知サインが傾斜方向で発せられる様にしてもよい。この場
合も、前記受光装置４６は傾斜方向に設置される。
【０１２３】
　尚、前記回転レーザ装置１の設置姿勢、即ち向き（方位角）が既知の場合で、施工デー
タ等により、設定する傾斜方向（方位）、設定する傾斜角が事前に分っている場合は、前
記受光装置４６無しで所望の傾斜基準面の設定ができる。
【０１２４】
　前記受光装置操作部６１より、傾斜方向（耳軸８の方位角）及び設定する基準面の傾斜
角を入力することで、前記制御部３５が前記回転レーザ装置１の機械基準方向と設定され
た耳軸８との間の角度を演算し、耳軸８の角度と設定する基準面の傾斜角に基づき、前記
傾斜用モータ２１ａ，２１ｂの駆動量を演算する。
【０１２５】
　演算された前記傾斜用モータ２１ａ，２１ｂの駆動量に基づき、前記傾斜用モータ駆動
部３９ａ，３９ｂを介して前記傾斜用モータ２１ａ，２１ｂを駆動制御することで、所望
の傾斜基準面が得られる。
【０１２６】
　次に、傾斜基準面の設定の他の実施例について説明する。
【０１２７】
　上記した傾斜基準面の設定は、水平基準を設定した後、行ったが、基準面が傾斜した状
態での基準面の傾斜角、傾斜方向を再設定する場合である。
【０１２８】
　前記受光装置操作部６１、又は前記操作部３６から、傾斜方向の再設定、傾斜角の再設
定を行う。傾斜方向の再設定としては、絶対角（方位角）を入力しても、或は現在の傾斜
方向基準とした角度であってもよい。
【０１２９】
　傾斜基準面が形成されている状態では、前記耳軸８、即ち仮耳軸８′（回転レーザ装置
１内部で認識している耳軸）の角度は、既知となっており、再設定した傾斜方向に基づき
再設定後の新耳軸８′が演算され、該新耳軸８′に基づき、再設定傾斜角が前記第１傾斜
機構２０ａ，前記第２傾斜機構２０ｂの傾斜方向の傾斜角に分析され、前記第１傾斜機構
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設定され、前記レーザ光線３４が回転照射されることで、再設定後の傾斜基準面が形成さ
れる。
【０１３０】
　他の実施例では、基準面を水平に設定する必要がなく、又前記受光装置４６を耳軸８の
方向に再設置する必要がないので、傾斜基準面の再設定作業が、極めて迅速に設定できる
。
【符号の説明】
【０１３１】
　　　　１　　　　　　　回転レーザ装置
  　　　１１　　　　　　投光光軸
  　　　１２　　　　　　レーザ投光器
  　　　１５　　　　　　回動部
  　　　１８　　　　　　走査モータ
  　　　２０　　　　　　傾斜機構
  　　　２１　　　　　　傾斜用モータ
  　　　２４　　　　　　傾斜アーム
  　　　２８　　　　　　傾斜センサ
  　　　２９　　　　　　傾斜センサ
  　　　３１　　　　　　傾斜検出部
  　　　３４　　　　　　レーザ光線
  　　　３５　　　　　　制御部
  　　　３６　　　　　　操作部
  　　　３９　　　　　　傾斜用モータ駆動部
  　　　４１　　　　　　発光素子
  　　　４２　　　　　　発光駆動部
  　　　４４　　　　　　基準位置検出センサ
  　　　４６　　　　　　受光装置
  　　　４７　　　　　　受光センサ
  　　　４８　　　　　　制御部
  　　　４９　　　　　　検出告知部
  　　　５１　　　　　　耳軸指示範囲
  　　　５３　　　　　　連続発光範囲
  　　　５５　　　　　　エンコーダ
  　　　５６　　　　　　第１通信部
  　　　５９　　　　　　第２通信部
  　　　６１　　　　　　受光装置操作部
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