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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　環状の第１のベース（１）と、第１のベース（１）に接続された支脚（２）と、を備え
、第１のベース（１）内に標尺治具（３）が設けられ、第１のベース（１）に標尺垂直調
整装置が接続される標尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタンドであって、前記標尺
治具（３）は第１のベース（１）に対して水平回転可能であり、第１のベース（１）と標
尺治具（３）との間に標尺治具（３）の回転角度を調整可能な回転調整手段が設けられ、
　第１のベース（１）の内側に第２のベース（４）が設けられ、第１のベース（１）及び
第２のベース（４）はいずれも開口されている環状であり且つ開口方向が一致し、前記標
尺垂直調整装置は第１のベース（１）に接続された第２のベース水平位置調整手段であり
、
　前記第２のベース水平位置調整手段は、第１のベース（１）に２つの互いに垂直な第１
の横方向ねじ（５－１）がネジ接続され、第１の横方向ねじ（５－１）の先端が横方向ス
ライダ（１３－１）に接続され、横方向スライダ（１３－１）が第２のベース（４）の外
面に設けられた横方向スライドレール（１４－１）内に配置されることを特徴とする標尺
の角度を正確に調整可能な測量器用スタンド。
【請求項２】
　環状の第１のベース（１）と、第１のベース（１）に接続された支脚（２）と、を備え
、第１のベース（１）内に標尺治具（３）が設けられ、第１のベース（１）に標尺垂直調
整装置が接続される標尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタンドであって、前記標尺
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治具（３）は第１のベース（１）に対して水平回転可能であり、第１のベース（１）と標
尺治具（３）との間に標尺治具（３）の回転角度を調整可能な回転調整手段が設けられ、
　第１のベース（１）の内側に第２のベース（４）が設けられ、第１のベース（１）及び
第２のベース（４）はいずれも開口されている環状であり且つ開口方向が一致し、前記標
尺垂直調整装置は第１のベース（１）に接続された第２のベース水平位置調整手段であり
、
　前記第２のベース水平位置調整手段は、第１のベース（１）に第２の横方向ねじ（５－
２）がネジ接続され、第２の横方向ねじ（５－２）の先端が第２のベース（４）に回転接
続され、第１のベース（１）に第２の横方向ねじ（５－２）と軸方向に平行なスライドウ
ェイ（１５）が設けられ、第２のベース（４）がスライドウェイ（１５）に配置され、第
２のベース（４）に第２の横方向ねじ（５－２）と垂直な第３の横方向ねじ（５－３）が
ネジ接続され、第３の横方向ねじ（５－３）の先端が第３ベース（１６）に回転接続され
、第３ベース（１６）も開口されている環状であり且つ第２のベース（４）の開口方向と
一致することを特徴とする標尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタンド。
【請求項３】
　環状の第１のベース（１）と、第１のベース（１）に接続された支脚（２）と、を備え
、第１のベース（１）内に標尺治具（３）が設けられ、第１のベース（１）に標尺垂直調
整装置が接続される標尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタンドであって、前記標尺
治具（３）は第１のベース（１）に対して水平回転可能であり、第１のベース（１）と標
尺治具（３）との間に標尺治具（３）の回転角度を調整可能な回転調整手段が設けられ、
　第１のベース（１）の内側に第２のベース（４）が設けられ、第１のベース（１）及び
第２のベース（４）はいずれも開口されている環状であり且つ開口方向が一致し、前記標
尺垂直調整装置は第１のベース（１）に接続された第２のベース水平位置調整手段であり
、
　前記標尺治具（３）は、第２のベース（４）の内側に配置され且つ垂直回転軸（８）を
介して第２のベース（４）に回転接続され、前記回転調整手段は、第２のベース（４）に
ネジ接続され且つ先端が第２のベース（４）と標尺治具（３）との間に位置するジャッキ
ボルト（９）、及び、第２のベース（４）と標尺治具（３）とを接続するバネ（１０）で
あることを特徴とする標尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタンド。
【請求項４】
　環状の第１のベース（１）と、第１のベース（１）に接続された支脚（２）と、を備え
、第１のベース（１）内に標尺治具（３）が設けられ、第１のベース（１）に標尺垂直調
整装置が接続される標尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタンドであって、前記標尺
治具（３）は第１のベース（１）に対して水平回転可能であり、第１のベース（１）と標
尺治具（３）との間に標尺治具（３）の回転角度を調整可能な回転調整手段が設けられ、
　第１のベース（１）の内側に第２のベース（４）が設けられ、第１のベース（１）及び
第２のベース（４）はいずれも開口されている環状であり且つ開口方向が一致し、前記標
尺垂直調整装置は第１のベース（１）に接続された第２のベース水平位置調整手段であり
、
　前記標尺治具（３）は、第２のベース（４）の内側に配置され且つ垂直回転軸（８）を
介して第２のベース（４）に回転接続され、前記回転調整手段は、第２のベース（４）に
ネジ接続され、第２の剛性バネ（１１）を介して標尺治具（３）に回転接続されたジャッ
キボルト（９）であることを特徴とする標尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタンド
。
【請求項５】
　環状の第１のベース（１）と、第１のベース（１）に接続された支脚（２）と、を備え
、第１のベース（１）内に標尺治具（３）が設けられ、第１のベース（１）に標尺垂直調
整装置が接続される標尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタンドであって、前記標尺
治具（３）は第１のベース（１）に対して水平回転可能であり、第１のベース（１）と標
尺治具（３）との間に標尺治具（３）の回転角度を調整可能な回転調整手段が設けられ、
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　第１のベース（１）の内側に第２のベース（４）が設けられ、第１のベース（１）及び
第２のベース（４）はいずれも開口されている環状であり且つ開口方向が一致し、前記標
尺垂直調整装置は第１のベース（１）に接続された第２のベース水平位置調整手段であり
、
　前記回転調整手段は、第２のベース（４）の内側の一端に設置されたハンドル（１７）
、及び、ハンドル（１７）に接続された歯車（１８）であり、第２のベース（４）内には
歯車（１８）に対向する側に弧形スライドシート（１９）が設けられ、前記標尺治具（３
）の外側には歯車（１８）と噛み合う弧形ラック（２０）、及び、弧形スライドシート（
１９）とマッチングされる弧形スライドレール（２１）が設けられることを特徴とする標
尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタンド。
【請求項６】
　前記第２のベース水平位置調整手段は、第１のベース（１）に２つの互いに垂直な第１
の横方向ねじ（５－１）がネジ接続され、第１の横方向ねじ（５－１）が第１の剛性バネ
（６）を介して第２のベース（４）に回転接続されることを特徴とする請求項３～５のい
ずれかに記載の標尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタンド。
【請求項７】
　前記第２のベース水平位置調整手段は、第２のベース（４）がバネ（１０）を介して第
１のベース（１）に接続され、第１のベース（１）に２つの互いに垂直な第１の横方向ね
じ（５－１）がネジ接続されることを特徴とする請求項３～５のいずれかに記載の標尺の
角度を正確に調整可能な測量器用スタンド。
【請求項８】
　前記第２のベース水平位置調整手段は、第１のベース（１）に２つの互いに垂直な第１
の横方向ねじ（５－１）がネジ接続され、第１の横方向ねじ（５－１）の先端が横方向ス
ライダ（１３－１）に接続され、横方向スライダ（１３－１）が第２のベース（４）の外
面に設けられた横方向スライドレール（１４－１）内に配置されることを特徴とする請求
項３～５のいずれかに記載の標尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタンド。
【請求項９】
　前記第２のベース水平位置調整手段は、第１のベース（１）に２つの互いに垂直な横方
向タイバー（５－４）が摺動接続され、第１のベース（１）に横方向タイバー用のロック
締め具（２４－１）が設けられ、横方向タイバー（５－４）が横方向タイバー（５－４）
と同軸である第１の剛性バネ（６）を介して第２のベース（４）に固定接続されることを
特徴とする請求項３～５のいずれかに記載の標尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタ
ンド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は測量補助装置に関し、特に操作しやすく、標尺の角度を正確に調整可能な測量
器用スタンドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　測地及び工学的測量時、測量標尺（水準測量標尺、トータルステーション反射プリズム
センタリングロッド、衛星測位用測量センタリングロッド等）を測量マークポイントで直
立させて垂直にし、且つ水準器等の測量装置に対向することのみで、測量することができ
、すなわち、測量標尺の垂直状態及び水準器に対してのたわみ角が測量精度に直接的な影
響を与える。従来の測量器用三脚（スタンド）の外部ベースが平板状であり、測量標尺に
適用不能であり、そのため、測量者が手で支えて操作することを必要とし、すなわち、測
量者は水準器の気泡が中心に位置するか否かを確認することで測量標尺を調整し、手で支
えることで測量標尺を垂直状態にして、時間と労力がかかるだけではなく、正確なレベリ
ングを確保しにくく、それにより測量精度を低下させる。上記問題を解決するために、特
許番号２０１２２０３７３８５８．９の中国実用新案特許では、「ジャケット式測量器用
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三脚」が開示されており、主な貢献が従来の三脚の外部ベースを平板状（雲台式構造）か
ら環状（ジャケット式構造）に変更して、初めて測量標尺に対して専用測量器用三脚を提
供し、測量標尺の直立垂直の精度を向上させることである。特許番号が２０１３１００２
２３８１．９の中国発明特許では、「クランプ式測量器用三脚」が開示されており、更に
直交分解調整原理により「ジャケット式測量器用三脚」を改良し、標尺直立状態の調整速
度を加速する。具体的な操作過程は、まず、測量標尺をベースに入れて、固定接続装置に
より測量標尺とベースを固定接続し、測量標尺の底部を測量マークポイントに配置し、略
水準器に対向し、次に、支脚の外開き角度及び長さを調整して、測量標尺を架設すると安
定させ且つ略垂直にすることができ、更に、ジャッキボルトを微調整することで測量標尺
を垂直状態に正確にすることができる。しかしながら、ジャケット式測量器用三脚でも、
クランプ式測量器用三脚でも、実際応用において、測量標尺が直立垂直状態に調整された
後、測量標尺が水準器に正確に対向（照準）していないという現象がよく発生し、標尺を
再架設して、垂直にするように調整する等の過程を必要として、操作が面倒であり、さも
なければ、測量標尺が水準器に正確に対向（照準）していないため、測量できなくなると
いう不足が存在している。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明は、従来技術に存在する上記技術課題を解決するために、操作しやすく、標尺の
角度を正確に調整可能な測量器用スタンドを提供する。
【０００４】
　本発明の技術的解決手段は以下のとおりである環状の第１のベースと、第１のベースに
接続された支脚と、を備え、第１のベース内に標尺治具が設けられ、第１のベースに標尺
垂直調整装置が接続された標尺の角度を正確に調整可能な測量器用スタンドであって、前
記標尺治具は第１のベースに対して水平回転可能であり、第１のベースと標尺治具との間
に標尺治具の回転角度を調整可能な回転調整手段が設けられることを特徴とする。
【０００５】
　前記第１のベースの内側に第２のベースが設けられ、第１のベースと第２のベースがい
ずれも開口されている環状であり且つ開口方向が一致し、前記標尺垂直調整装置は第１の
ベースに接続された第２のベース水平位置調整手段である。
【０００６】
　前記第２のベース水平位置調整手段は、第１のベースに２つの互いに垂直な第１の横方
向ねじがネジ接続され、第１の横方向ねじが第１の剛性バネを介して第２のベースに回転
接続される。
【０００７】
　前記第２のベース水平位置調整手段は、第２のベースがバネを介して第１のベースに接
続され、第１のベースに２つの互いに垂直な第１の横方向ねじがネジ接続される。
【０００８】
　前記第２のベース水平位置調整手段は、第１のベースに２つの互いに垂直な第１の横方
向ねじがネジ接続され、第１の横方向ねじの先端が横方向スライダに接続され、横方向ス
ライダが第２のベースの外面に設けられた横方向スライドレール内に配置される。
【０００９】
前記第２のベース水平位置調整手段は、第１のベースに２つの互いに垂直な横方向タイバ
ーが摺動接続され、第１のベースに横方向タイバー用のロック締め具が設けられ、横方向
タイバーが横方向タイバーと同軸である第１の剛性バネを介して第２のベースに固定接続
される。
【００１０】
　前記第２のベース水平位置調整手段は、第１のベースに第２の横方向ねじがネジ接続さ
れ、第２の横方向ねじの先端が第２のベースに回転接続され、第１のベースには第２の横
方向ねじと軸方向に平行なスライドウェイが設けられ、第２のベースがスライドウェイに
配置され、第２のベースには第２の横方向ねじと垂直である第３の横方向ねじがネジ接続
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され、第３の横方向ねじの先端が第３ベースに回転接続され、第３ベースが開口されてい
る環状であり且つ第２のベースの開口方向と一致する。
【００１１】
　前記支脚は２本であり、前記標尺垂直調整装置は支脚に接続される第１のベース水平位
置調整手段である。
【００１２】
　前記第１のベース水平位置調整手段は、第１のベースの外面に設けられた２つの縦方向
スライドレールであり、縦方向スライドレールに縦方向スライダ及び縦方向スライダ用の
ロック締め具が内蔵され、縦方向スライダが支脚の頂端に接続される。
【００１３】
　前記第１のベース水平位置調整手段は、第１のベースに２つの縦方向タイバーが摺動接
続され、第１のベースに縦方向タイバー用のロック締め具が設けられ、縦方向タイバー用
のロック締め具の一端が支脚の頂端に接続される。
【００１４】
　前記第１のベース水平位置調整手段は、第１のベースに２つの縦方向ねじがネジ接続さ
れ、縦方向ねじの一端が支脚の頂端に接続される。
【００１５】
　前記第１のベース水平位置調整手段は、第１のベースに２つの横方向タイバーが固定接
続され、支脚の頂端が横方向タイバーに嵌着され、嵌着箇所に横方向タイバー用のロック
締め具が設けられる。
【００１６】
　前記第１のベース水平位置調整手段は、第１のベースに２つの横方向ねじが回転接続さ
れ、支脚の頂端が横方向ねじにネジ接続される。
【００１７】
　前記標尺治具は、第２のベースの内側に配置され且つ垂直回転軸を介して第２のベース
に回転接続され、前記回転調整手段は、第２のベースにネジ接続され且つ先端が第２のベ
ースと標尺治具との間に位置するジャッキボルト、及び、第２のベースと標尺治具を接続
するバネである。
【００１８】
　前記標尺治具は、第２のベースの内側に配置され且つ垂直回転軸を介して第２のベース
に回転接続され、前記回転調整手段は、第２のベースにネジ接続され、第２の剛性バネを
介して標尺治具に回転接続されたジャッキボルトである。
【００１９】
　前記回転調整手段は、第２のベースの内側の一端に設置されたハンドル、及び、ハンド
ルに接続された歯車であり、第２のベース内には歯車に対向する側に弧形スライドシート
が設けられ、前記標尺治具の外側には歯車と噛み合う弧形ラック、及び、弧形スライドシ
ートとマッチングされる弧形スライドレールが設けられる。
【００２０】
　前記標尺治具は、第１のベースの内側に配置され且つ垂直回転軸を介して第１のベース
に回転接続され、前記回転調整手段は、第１のベースにネジ接続され且つ先端が第１のベ
ースと標尺治具の間に位置するジャッキボルト、及び、第１のベースと標尺治具を接続す
るバネである。
【００２１】
　前記標尺治具は、第１のベースの内側に配置され且つ垂直回転軸を介して第１のベース
に回転接続され、前記回転調整手段は第１のベースにネジ接続され、第２の剛性バネを介
して標尺治具に回転接続されたジャッキボルトである。
【００２２】
　前記回転調整手段は、第１のベースの内側の一端に設置されたハンドル、及び、ハンド
ルに接続された歯車であり、第１のベース内には歯車に対向する側に弧形スライドシート
が設けられ、前記標尺治具の外側には歯車と噛み合う弧形ラック、及び、弧形スライドシ
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ートとマッチングされる弧形スライドレールが設けられる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施例１の構造模式図である。
【図２】本発明実施例の使用効果を示す図である。
【図３】本発明の実施例２の構造模式図である。
【図４】本発明の実施例３の構造模式図である。
【図５】本発明の実施例４の構造模式図である。
【図６】本発明の実施例５の構造模式図である。
【図７】本発明の実施例６の構造模式図である。
【図８】本発明の実施例７の構造模式図である。
【図９】本発明の実施例８の構造模式図である。
【図１０】本発明の実施例９の構造模式図である。
【図１１】本発明の実施例１０の構造模式図である。
【図１２】本発明の実施例１０の構造模式図である。
【図１３】本発明の実施例１１の構造模式図である。
【図１４】本発明の実施例１２の構造模式図である。
【図１５】本発明の実施例１２の使用効果を示す図である。
【図１６】本発明の実施例１３の構造模式図である。
【図１７】本発明の実施例１４の構造模式図である。
【図１８】本発明の実施例１５の構造模式図である。
【図１９】本発明の実施例１６の構造模式図である。
【図２０】本発明の実施例１７の構造模式図である。
【図２１】本発明の実施例１８の構造模式図である。
【図２２】本発明の実施例１９の構造模式図である。
【図２３】本発明の実施例２０の構造模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　実施例１
　図１に示すように、従来技術と同様に、第１のベース１と、第１のベース１に接続され
た支脚２と、を備え、第１のベース１が開口されている長方形（Ｌ字状）であり、第１の
ベース１内には標尺を固定可能な治具である標尺治具３が設けられ、第１のベース１に標
尺垂直調整装置（標尺を垂直状態に調整する装置）が接続され、従来技術と異なる点は、
標尺治具３が第１のベース１に対して水平回転可能であり、第１のベース１と標尺治具３
との間に標尺治具３の回転角度を調整可能な回転調整手段が設けられることである。第１
のベース１の内側に第２のベース４が設けられ、第１のベース１及び第２のベース４は、
いずれも開口されている環状であり且つ開口方向が一致し、前記標尺垂直調整装置は第１
のベース１に接続された第２のベース水平位置調整手段であり、その標尺垂直調整原理は
、第１のベース１が支脚２を介して地面に固定された後、次に第２のベース水平位置調整
手段により、第２のベース４を水平状態にするとともに、第２のベース４と標尺治具３と
に固定接続された標尺が垂直状態になることである。本実施例では、前記第２のベース水
平位置調整手段は、第１のベース１に２つの互いに垂直な第１の横方向ねじ５－１がネジ
接続され、第１の横方向ねじ５－１が第１の横方向ねじ５－１と同軸である第１の剛性バ
ネ６を介して、第２のベース４に回転接続された第１の端部７に接続され、すなわち、第
１の横方向ねじ５－１が第１の剛性バネ６、第１の端部７を介して第２のベース４に接続
され且つ相対回転可能であることを確保する。標尺治具３も開口されている長方形環状（
Ｕ字状リング）であり、開口方向も第１のベース１の開口方向と一致し、長方形の一側又
は両側には標尺を固定するための締め具が設けられ、標尺治具３は、第２のベース４の内
側に配置され且つ垂直回転軸８を介して第２のベース４に回転接続され、本実施例１では
、垂直回転軸８が標尺治具３の外側、かつ第２のベース４の内側の中部に位置し、標尺治
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具３と第２のベース４との間には回転隙間があり、回転調整手段は、第２のベース４にネ
ジ接続され且つ先端が第２のベース４と標尺治具３との間に位置するジャッキボルト９、
及び第２のベース４と標尺治具３とを接続するバネ１０であり、バネ１０が圧縮バネであ
る。
【００２５】
　図２に示すように、本発明の実施例１の動作過程は、測量標尺４０を標尺治具３内に配
置し且つ締め具を介して標尺４０を固定する。測量標尺４０の底部を水平測量マークポイ
ントに配置し、測量標尺４０を水準器３０に略対向させ、３つの支脚２の外開き角度と長
さを調整することにより、測量標尺４０を安定させ且つ略垂直にすることができ、次に第
１の横方向ねじ５－１を微調整して第２のベース４により測量標尺４０を垂直状態にして
、更に横方向ジャッキボルト９を微調整して、垂直である標尺４０を回転軸８に沿って回
転させ、ジャッキボルト９とバネ１０が協働して測量標尺４０を水準器３０に正確に対向
させる。
【００２６】
　実施例２
　図３に示すように、基本構造は実施例１と同じであり、実施例１と異なる点は、垂直回
転軸８が標尺治具３と第２のベース４の角部に設けられ、バネ１０が引張バネを用い且つ
ジャッキボルト９の軸方向と同じであることである。
【００２７】
　実施例２の動作過程が実施例１と同じである。
 
【００２８】
　実施例３
　図４に示すように、基本構造は実施例１と同じであり、実施例１と異なる点は、前記第
２のベース水平位置調整手段は、第２のベース４が２つの互いに垂直なバネ１０を介して
第１のベース１に接続され、第１のベース１に２つの互いに垂直な第１の横方向ねじ５－
１がネジ接続されることである。
【００２９】
　実施例３の動作過程が実施例１とほぼ同じである。
【００３０】
　実施例４
　図５に示すように、基本構造は実施例１と同じであり、実施例１と異なる点は、前記第
２のベース水平位置調整手段は、第２のベース４が１つのバネ１０を介して第１のベース
１に接続され、バネ１０が第１のベース１の内側及び第２のベース４の外側の角部に設け
られ、第１のベース１に２つの互いに垂直な第１の横方向ねじ５－１がネジ接続されるこ
とである。回転調整手段は第２のベース４の開口端にネジ接続されたジャッキボルト９で
あり、ジャッキボルト９がジャッキボルト９と同軸である第２の剛性バネ１１を介して、
標尺治具３に回転接続された第２の端部１２に接続される。
【００３１】
　実施例４の動作過程が実施例１とほぼ同じである。
【００３２】
　実施例５
　図６に示すように、基本構造は実施例１と同じであり、実施例１と異なる点は、前記第
２のベース水平位置調整手段は、第１の横方向ねじ５－１が第１の端部７に回転接続され
、第１の端部７、第１の剛性バネ６、及び、第２のベース４が順に固定接続され、すなわ
ち、第１の横方向ねじ５－１が第１の剛性バネ６を介して第２のベース４に接続されかつ
相対回転可能であることを確保することである。
【００３３】
　実施例５の動作過程が実施例１と同じである。
【００３４】
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　実施例６
　図７に示すように、基本構造は実施例１と同じであり、実施例１と異なる点は、第１の
ベース１に２つの支脚２が設けられ、各支脚２の下端に横方向ペダル２２が接続されるこ
とである。回転調整手段は、第２のベース４の開口端にネジ接続されたジャッキボルト９
であり、ジャッキボルト９が、ジャッキボルト９と同軸である第２の剛性バネ１１を介し
て、標尺治具３に回転接続された第２の端部１２に接続される。
【００３５】
　実施例６の動作過程が実施例１と同じであり、異なる点は測量者が足で支脚２の下端の
横方向ペダル２２を踏むことを必要とすることである。
【００３６】
　実施例７
　図８に示すように、基本構造は実施例６と同じであり、実施例６と異なる点は、回転調
整手段は第２のベース４の開口端にネジ接続されたジャッキボルト９であり、ジャッキボ
ルト９が第２の端部１２に回転接続され、第２の端部１２、ジャッキボルト９と同軸であ
る第２の剛性バネ１１、及び、標尺治具３が順に固定接続され、すなわち、ジャッキボル
ト９が第２の剛性バネ１１を介して標尺治具３に接続されかつ相対回転可能であることを
確保することである。
【００３７】
　実施例７の動作過程は実施例６と同じである。
【００３８】
　実施例８
　図９に示すように、基本構造は実施例１と同じであり、実施例１と異なる点は、前記第
２のベース水平位置調整手段は、横方向ねじ５－１の先端が横方向スライダ１３－１に接
続され、横方向スライダ１３－１が第２のベース４の外面に設けられた横方向スライドレ
ール１４－１内に配置されることである。
【００３９】
　実施例８の動作過程が実施例１と同じである。
【００４０】
　実施例９
　図１０に示すように、基本構造は実施例１と同じであり、実施例１と異なる点は、前記
第２のベース水平位置調整手段は、第１のベース１に第２の横方向ねじ５－２がネジ接続
され、第２の横方向ねじ５－２の先端が第２のベース４に回転接続され、第１のベース１
には第２の横方向ねじ５－２と軸方向に平行なスライドウェイ１５が設けられ、第２のベ
ース４がスライドウェイ１５に配置され、第２のベース４に第２の横方向ねじ５－２と垂
直な第３の横方向ねじ５－３がネジ接続され、第３の横方向ねじ５－３の先端が第３ベー
ス１６に回転接続され、第３ベース１６も開口されている長方形であり且つ第２のベース
４の開口方向と一致し、標尺治具３は、第３ベース１６の内側に配置され且つ垂直回転軸
８を介して第３ベース１６に回転接続され、回転調整手段は第３ベース１６にネジ接続さ
れ且つ先端が第３ベース１６と標尺治具３との間に位置するジャッキボルト９、及び、第
３ベース１６と標尺治具３を接続するバネ１０であることである。
【００４１】
　実施例９の動作過程が実施例１とほぼ同じであり、異なる点は、第２の横方向ねじ５－
２及び第３の横方向ねじ５－３をこの順でそれぞれ調整して測量標尺４０を垂直状態にす
ることである。
【００４２】
　実施例１０
　図１１、１２に示すように、基本構造は実施例１と同じであり、実施例１と異なる点は
、前記回転調整手段は第２のベース４の内側の一端に設置されたハンドル１７、及び、ハ
ンドル１７に接続された歯車１８であり、第２のベース４内には歯車１８に対向する側に
弧形スライドシート１９が設けられ、標尺治具３の外側には歯車１８と噛み合う弧形ラッ
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ク２０、及び、弧形スライドシート１９とマッチングされる弧形スライドレール２１が設
けられることである。弧形スライドシート１９と弧形スライドレール２１は位置が互いに
交換可能であり、標尺治具３が歯車１８と連動して回転することを確保すればよい。
【００４３】
　実施例１０の動作過程が実施例１とほぼ同じであり、異なる点はハンドル１７を調整し
て回転することで歯車１８を回転させ、且つ標尺治具３により垂直状態の測量標尺４０を
回転させて水準器３０に正確に対向させることである。
【００４４】
　実施例１１
　図１３に示すように、基本構造は実施例１と同じであり、実施例１と異なる点は、前記
第２のベース水平位置調整手段は、第１のベース１に２つの互いに垂直な横方向タイバー
５－４が摺動接続され、第１のベース１に横方向タイバー用のロック締め具２４－１が設
けられ、横方向タイバー５－４が横方向タイバー５－４と同軸である第１の剛性バネ６を
介して第２のベース４に固定接続され、すなわち、横方向タイバー５－４が第１の剛性バ
ネ６を介して第２のベース４に固定接続されかつ第１のベース１に対して横方向タイバー
５－４に沿って軸方向移動可能であることを確保することである。
【００４５】
　実施例１１の動作過程が実施例１とほぼ同じである。異なる点は、支脚２の外開き角度
及び長さを調整することにより、測量標尺４０を安定させ且つ略垂直にした後、次に第１
のベース１における横方向タイバー５－４の位置を微調整して、測量標尺４０を垂直状態
にし、横方向タイバー用のロック締め具２４－１をロックした後、更に測量標尺４０を水
準器３０に正確に対向させることである。
【００４６】
　実施例１２
　図１４に示すように、従来技術と同様に、第１のベース１と、第１のベース１に接続さ
れた２本の支脚２と、を備え、第１のベース１が開口されている長方形であり、第１のベ
ース１内に標尺を固定可能な治具である標尺治具３が設けられ、第１のベース１に標尺垂
直調整装置が接続され、従来技術と異なる点は、標尺垂直調整装置は支脚２に接続された
第１のベース水平位置調整手段であることである。第１のベース水平位置調整手段は複数
種の形態を有し、支脚２と協働して第１のベースを水平状態に調整できればよい。本実施
例の第１のベース水平位置調整手段は支脚２に接続された支脚長さ調整手段２３であり、
チューブ摺動構造又はねじ込み等の構造であってもよく、支脚の頂端、中部、及び下端に
接続されてもよい。標尺治具３も開口されている長方形環状であり、長方形の一側又は両
側には標尺を固定するための締め具が設けられ、標尺治具３は、第１のベース１に配置さ
れ且つ垂直回転軸８を介して第１のベース１に回転接続され、標尺治具３と第１のベース
１との間に回転隙間を有し、回転調整手段は、第１のベース１にネジ接続され且つ先端が
第１のベース１と標尺治具３との間に位置するジャッキボルト９、及び、第１のベース１
と標尺治具３とを接続するバネ１０であり、バネ１０が圧縮バネである。
【００４７】
　図１５に示すように、動作過程は、測量標尺４０を標尺治具３内に配置し且つ締め具を
介して標尺４０を固定する。測量標尺４０の底部を水平測量マークポイントに配置し、測
量標尺４０を水準器３０に略対向させ、２つの支脚２の外開き角度を調整することにより
、測量標尺４０を安定させ且つ略垂直にすることができ、次に第１のベース水平位置調整
手段及び支脚２により、第１のベース１を水平状態に調整して、それにより第１のベース
１と標尺治具３とに固定接続された測量標尺４０を垂直状態にして、次に、横方向ジャッ
キボルト９を微調整して、垂直状態の標尺４０を回転軸８に沿って回転させ（第１のベー
ス１に対して回転させる）、ジャッキボルト９とバネ１０が協働して測量標尺４０を水平
３０に正確に対向させる。
【００４８】
　実施例１３
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　図１６に示すように、基本構造は実施例１２と同じであり、実施例１２との異なる点は
、前記支脚２は２本であり且つ直交に設置され（すなわち、２つの支脚が開いた後に水平
面での投影が互いに垂直である）、支脚２の下端に横方向ペダル２２が接続され、前記標
尺治具３は、第１のベース１の内側に配置され且つ垂直回転軸８を介して第１のベース１
に回転接続され、回転調整手段は第１のベース１の開口端にネジ接続されたジャッキボル
ト９であり、ジャッキボルト９がジャッキボルトと同軸である第２の剛性バネ１１を介し
て第２の端部１２に接続され、第２の端部１２が標尺治具３に回転接続されることである
。
【００４９】
　実施例１３の動作過程が実施例１２とほぼ同じであり、異なる点は操作しやすくするた
めに測量者が足で支脚２の下端の横方向ペダル２２踏むことを必要とすることである。
【００５０】
　実施例１４
　図１７に示すように、基本構造は実施例１３と同じであり、実施例１３と異なる点は、
前記回転調整手段は第１のベース１の内側の一端に設置されたハンドル１７、及び、ハン
ドル１７に接続された歯車１８であり、第１のベース１内には歯車１８に対向する側に弧
形スライドシート１９が設けられ、標尺治具３の外側には歯車１８と噛み合う弧形ラック
２０、及び、弧形スライドシート１９とマッチングされる弧形スライドレール２１が設け
られることである。弧形スライドシート１９と弧形スライドレール２１は位置が互いに交
換可能であり、標尺治具３が歯車１８と連動して回転可能であることを確保すればよい。
【００５１】
　実施例１４の動作過程が実施例１３とほぼ同じであり、異なる点は転動ハンドル１７を
調整して回転することで歯車１８を回転させ、且つ標尺治具３により垂直状態の測量標尺
４０を回転させて水準器３０に対向させることである。
【００５２】
　実施例１５
　図１８に示すように、基本構造は実施例１と同じであり、実施例１と異なる点は、第１
のベース１には、下端に横方向ペダル２２が接続された１つの支脚２が設けられ、標尺治
具３は半円形であり、弾性バンド３１で円形測量標尺を固定することである。
【００５３】
　実施例１５の動作過程が実施例１とほぼ同じであり、異なる点は測量者が足で支脚２の
下端の横方向ペダル２２を踏むことを必要とすることである。
【００５４】
　実施例１６
　図１９に示すように、基本構造は実施例１２と同じであり、異なる点は、第１のベース
水平位置調整手段は第１のベース１の外側に２つの縦方向スライドレール１４－２、縦方
向スライダ１３－２、及び、縦方向スライダ用のロック締め具２４－２が設けられ、縦方
向スライダ１３－２が支脚２の頂端に回転接続されることである。
【００５５】
　本発明の実施例１６の動作過程が実施例１２と同じであり、異なる点は、縦方向スライ
ダ１３－２及び縦方向スライダ用のロック締め具２４－２を微調整することにより、支脚
２の頂端と第１のベース１の距離を調整し、すなわち、支脚２の底端が地面に固定され、
及び、支脚２の長さが一定である場合、第１のベース１（調整点）と支脚２の底端の距離
を調整し、測量標尺４０を垂直状態にすることである。
【００５６】
　実施例１７
　図２０に示すように、基本構造は実施例１６と同じであり、実施例１６と異なる点は、
第１のベース水平位置調整手段は第１のベース１に２つの縦方向タイバー５－５が摺動接
続され、第１のベース１の摺動接続箇所に縦方向タイバー用のロック締め具２４－３が設
けられ、縦方向タイバー５－５の一端が支脚２の頂端に回転接続されることである。
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　実施例１７の動作過程が実施例１６とほぼ同じである。
【００５８】
実施例１８
　図２１に示すように、基本構造は実施例１６と同じであり、実施例１６と異なる点は、
第１のベース水平位置調整手段である前記標尺垂直調整装置は第１のベース１に一端が支
脚２の頂端に回転接続された２つの縦方向ねじ５－６がネジ接続されることである。
【００５９】
　実施例１８の動作過程が実施例１６とほぼ同じである。
【００６０】
　実施例１９
　図２２に示すように、基本構造は実施例１７と同じであり、実施例１７と異なる点は、
第１のベース水平位置調整手段は第１のベース１に２つの横方向タイバー５－７が固定接
続され、支脚２の頂端が横方向タイバー５－７に嵌着され、嵌着箇所に横方向タイバー用
のロック締め具２４－４が設けられることである。
【００６１】
　実施例１９の動作過程が実施例１２とほぼ同じであり、異なる点は横方向タイバー５－
７及びロック締め具２４－４を微調整することにより、支脚２の底端が地面に固定され、
及び、支脚２の長さが一定である場合、支脚２の頂端と第１のベース１の距離を直接調整
して、測量標尺４０を垂直状態にすることである。
【００６２】
　実施例２０
　図２３に示すように、基本構造は実施例１９と同じであり、実施例１９と異なる点は、
第１のベース水平位置調整手段は第１のベース１に２つの横方向ねじ５－８が回転接続さ
れ、支脚２の頂端が横方向ねじ５－８にネジ接続されることである。
【００６３】
　実施例２０の動作過程が実施例１２とほぼ同じであり、異なる点は２つの横方向ねじ５
－８を微調整することにより、支脚２の底端が地面に固定され、及び、支脚２の長さが一
定である場合、支脚２の頂端と第１のベース１の距離を直接調整して、測量標尺４０を垂
直状態にすることである。
【００６４】
　実施例１５のほか、電子読取りのコーディング水準標尺及び従来のマニュアル読取りの
センチ（又はミリメートル）目盛り付きの水準標尺に適し、第１のベース１、第２のベー
ス４、及び標尺治具３等が開口されている目的は、電子読取り用の水準コーディング目盛
りを遮断することを防止することであり、水準標尺４０が従来のマニュアル読取りのセン
チ（又はミリメートル）目盛りのみである場合、第１のベース１、第２のベース４、及び
標尺治具３がいずれも密閉環状であってもよく、加工及び取り付けの要件を満たせばよい
。
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