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【注意事項】

はじめにお読みください

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

本製品を濡らさないでください。また、濡れた手で扱わないでください。
感電や故障の原因、測定精度に影響がでる可能性があります。

機器の接続は機器の電源を切り、電池や電源ケーブルを抜いてから行ってください。

煙が出たり、変な臭いや音がした場合には直ちに使用を中止してください。

測定機本体を落としたり強い衝撃を与えないでください。
ピックアップは特にデリケートな部分のため丁寧に扱ってください。

ピックアップケーブルを強く引っ張ったり、ねじれ過ぎに注意してください。

本体パネルボタンを爪を立てて強く押さないでください。
破損破れ、段線の原因となります。

トラバースアーム側を持って持ち運びなどをしないでください。
内部のデータムバーが変形したり、パッドが外れる場合があります。

本体をアルコール、ベンジン、アセトンなどで拭かないでください。
塗装が剥げたり、ケースが変形する可能性があります。

電池をプラスマイナス逆方向に入れないでください。
故障の原因となります。
電池は００６P（９V）アルカリ電池、またはニッカド電池をご使用ください。
マンガン電池は動作不良の原因となるため使用しないでください。

Ra基準マスタープレートは強く擦らないでください。精度に影響がでる可能性があります。
Ra基準マスタープレートは錆びる可能性があるため、汚れを拭き湿度の低い場所で保管してください。

感度校正ボリュームは廻し過ぎに注意してください。
精密マイナスドライバーで調整する際には調整部品が小さいため、強く押し回さないでください。



【測定部】

【接続部】

【解析部】

サートロニック２５（本体） (112/3522-02) ×１
標準ピックアップ (112/1502) ×１
ピックアップケーブル ×１
Ra基準マスタープレート ×１
精密マイナスドライバ ×１
ユーザーガイド ×１
００６P（９V)アルカリ電池 ×1

インストールCD (K5103057-03) ×１
USBドングル ×１
インストールガイド (K505/140-01) ×１

プラスチックハードケース

サートロニックPC接続ケーブル ×１

変換アダプタ ×１
USBケーブル(ABタイプ) ×１
D-Sub25変換アダプタ(※使用しません) ×１
ドライバCD ×１

USBシリアル変換アダプタ （※オプション）

セット内容

タリプロファイルソフトウェア(112/3680)



仕様

駆動長さ 0.25mm ～25mm (0.05in ～ 0.98in)

測定速度 1.0mm / 秒
表示単位 メートル(m) / インチ(in)

表示部 LCDマトリクス 8行×20文字
表示言語 英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語
パネルボタン メンブランスイッチパネル
計算時間 最長トラバース戻り時間内か２秒以下
フィルタ ガウシアン、２ＣＲ（ＩＳＯ）
カットオフ 0.25mm, 、0.8mm, 2.5mm (0.01in, 0.03in, 0.1in)

パラメータ Ra, Rz, Rt, Rp, Rmr, Rpc, Rsm, Rz1max, Rsk, Rda

コネクタ ピックアップコネクタ、D-Sub９ピンアクセサリコネクタ
バッテリ アルカリ電池（測定長4mmで600回測定）、ニッカド電池（測定長4mmで200回測定）、マンガン電池不可

電池サイズ 006P 9V型 / 6LR61（日本、アメリカ）、6F22（ＩＥＣ）
サイズ 幅131mm×奥行き85mm×高さ62mm （※足10mmを含む、突起部は除く）
重さ 約500g（※ピックアップおよび電池、その他アクセサリ類を除く）

【測定部】

【接続部】

【解析部】

サートロニックPC接続ケーブル サートロニック側 D-Sub9ピン オスコネクタ／PC側 D-Sub9ピン メスコネクタ (2.4ｍ)

USBシリアル変換アダプタ シリアル側 D-Sub9ピン オスコネクタ／PC側 USB Aタイプメス／USBケーブル (1.8m)

対応OS Windows 2000 / XP / Vista

最低PCスペック Pentium III (1GHz)、 RAM 254MB、ビデオカード・ディスプレイ 1024x768ドット 65000色 以上
ドライバ、ソフトウェアインストールのためにCD-ROMドライブが必要

必要USBポート USBドングルとサートロニック通信用にUSBポートが２ポート必要、その他、マウス・プリンタに必要
メニュー表示言語 フランス語、イギリス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、日本語、中国語、ポーランド語、韓国語



インストール

【ドライバインストール】
■ＵＳＢシリアル変換アダプタ用ドライバのインストール

１．ＰＣを起動しＵＳＢポートを有効にします。
２．ＵＳＢシリアル変換アダプタのドライバＣＤをＰＣのＣＤドライブにセットします。（自動起動はしません）
３．付属のＵＳＢケーブルを介してＵＳＢシリアル変換アダプタを接続します。
４．『新しいハードウェアの検索ウィザード』が表示されたら、『いいえ、今回は接続しません』を選択して『次へ』進みます。
５．“Prolific USB-to-Serial Comm Port”が検出されCD-ROMから自動的にドライバがインストールされ『完了』で閉じます。

Serial ⇆ USB

PCのUSBポート
サートロニック
ＰＣ接続ケーブル
（シリアルケーブル）

ＵＳＢケーブル
（ＡＢタイプ）

ＵＳＢシリアル変換アダプタ

※ＰＣのシリアルポートに直接接続する場合には必要ありません。



■ポートのインストール確認

１．コントロールパネルを開きます。[スタート]→[コントロールパネル]

２．デバイスマネージャを開きます。[システム]→[ハードウェア]タブ→[デバイスマネージャ]

３．“ポート (COM と LPT)”の項目下層に“Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMx)”が追加されたか確認します。
※追加された項目に“！”や“？”のマークが付いている場合や、不明なデバイスとして認識された場合にはトラブル
シューティングを参照してください。

インストール

■ポート番号の設定変更

１．追加されたポートを右クリックして[プロパティ] を表示します・
２．ポートの詳細でポート番号を変更します。[ポート設定]→[詳細設定]

３．[ポート番号]のリストから“COM1”もしくは“COM2”を選択します。（COM1を推奨）
※ポート番号の横に『使用中』が表示されているポートは選択できません。
※ポート番号の更新は一旦デバイスマネージャを閉じないと更新されません。
※PCに複数あるUSBポートごとに変換アダプタの認識されるポート番号が異なります。毎回同じUSBポートに挿すか、
ポートごとにそれぞれ設定を行ってください。また、通信不能になった場合もポート番号を再確認してください。



【ソフトウェアインストール】
■タリプロファイルソフトウェアのインストール

インストール

１．タリプロファイルソフトウェアのインストールCDをCD-ROMドライブにセットします。
２．ウィザードにそってインストールを進めてください。
３．インストール途中に『CD Key』の入力要求があります。この入力はインストールＣＤのラベル面、場合によってはイ
ンストールパッケージの裏面に“Installation Code:” として記載されています。この番号でインストールされるソフト
ウェアとＵＳＢドングルのオプションが一致していないと使用できません。
※USBドングルドライバは通常、タリプロファイルソフトウェアインストール時に同時インストールされます。



設定

【ソフトウェアの起動と設定】
タリプロファイルの起動はWindowsのスタートメニューから行います。
[スタート]→[すべてのプログラム]→[Taylor Hobson Talyprofile xxx x.x]→[Talyprofile xxx x.x]

■起動スプラッシュと初期文書選択

■表示言語設定メニュー（英語・日本語・中国語）



測定

【測定機の選択と測定ダイアログ】
■測定機の選択

■測定ダイアログ表示

シリアルポート シリアルポートの設定はUSBシリアル変換アダプタで設定したポート番号と合わせてください。



測定解析

【測定機側設定と測定開始指示】
■サートロニック２５でダンプモード設定
サートロニック側でダンプモードをONにして、測定長さ(Evaluation Length)とレンジ(Range)を設定します。

■サートロニック２５で測定
“Start a profile mesuremanet”を押すとタリプロファイルからサートロニックへ測定開始指示が出ます。
“Wait for profile”を押すとタリプロファイルはサートロニック自らが測定をしてデータを出力するのを待ちます。
測定結果プレビューが表示され、その結果をドキュメントへ読み込みたい場合には“Validate and close daialogue”を押します。
測定前にコメント欄にコメントの記入しておくと、『測定について(About the Measurement)』の表示時にコメントが入力されます。



お問い合わせ

アメテック株式会社 テーラーホブソン事業部

東京本部 電話 ０３－４４００－２４００ ファックス ０３－４４００－２３０１

〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 芝ＮＢＦタワー

大阪営業所 電話 ０６－６３９９－９５１６ ファックス ０６－６３９９－９５１９

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-34 新大阪DOIビル

ホームページ www.taylor-hobson.jp

Eメール taylor-Hobson.japan@ametek.com

【お問い合わせ先】

【修理・サポートについて】

【お困りの時は】

[発効日] 2010/10/18 S25-TP5-00

abcd
Taylor Hobson Limited.

Leicester, England.

Made in UKu

MODEL:   Surtronic  25

CODE: 112-3522-xx   Serial No  XX-XX-XXXX

修理を依頼される場合には症状や行われた対処などをお知らせ
いただき、サートロニック２５本体底面のシリアル番号もお知らせ
ください。
測定機本体はご購入より1ヶ年の保証期間がありますが、故障
内容によっては有償となる場合もございます。
ピックアップについては消耗品のため1ヶ年保証の対象とはなり
ません。
購入時契約の例外を除き、日本国内で販売したものに関しては
国内での受付、ご返送に限ります。

操作方法などで不明な点などがありましたら、各々に付属の専用マニュアルをご参照ください。
それでも分からない場合には下記問い合わせ先へご連絡ください。


