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1. 重要なお知らせ  ご使用の前に必ずお読み

下さい
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1.1 USA FDA 適合宣言書

製品: Ultra オートコリメータ 142‐201 及び 142‐204 
上記の製品が以下の該当する規格すべてに適合している 

ことを宣言します。 

21 CFR 1040.10 及び 1040.11。 

IEC 60825‐1 (2001) 及び EN 60825‐1 (2001)。ただし、

2001年5 月付けLaser Notice No. 50 に準ずることによる

逸脱を除く。 

詳細については、受入番号 1220003‐000 を参照して下

さい。 
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適合宣言
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1.3 RoHS 及び WEEE 指令 – 機器の安全な廃棄
2006 年7 月1 日、EU において2 つの指令が発効しました。「新しい電気・電子機

器における特定有害物質の使用を制限することで人々の健康と環境を守る」ための、

特定有害物質の使用制限（RoHS）に関する欧州議会及び理事会指令（2002/95/EC）

と、「耐用年数の終わり」に達した機器の安全かつ適切な廃棄について定めた廃電

気・電子製品（製造者責任）に関するWEEE 指令 （2002/96/EC）です。 

1.3.1 WEEE 指令と「耐用年数の終わり」に達した機器の安全な廃棄 

WEEE 指令は、電気・電子機器を10 のカテゴリーに大別しています。テーラーホブ 

ソン社が提供する機器は、同指令の9 番目のカテゴリー（監視・制御装置）に分類 

されます。したがって、テーラーホブソン社の機器を、ゴミ処理場で処分したり、 

一般ゴミと一緒に廃棄してはいけません。 

英国及びアイルランド共和国のエンドユーザ

テーラーホブソン社には、製造者として、「耐用年数の終わり」に達した機器を安 

全に廃棄する責任があります。同社は英国環境庁にも登録済みで、固有の製造者登 

録番号はWEE/GK0048TZ です。テーラーホブソン社は、B2B コンプライアンスのメン

バーでもあり（会員番号5010601）、英国内の規則に基いた同社の責任に関して、免

責を受けています。テーラーホブソン社は、2006 年7 月以降に購入された同社の機

器、及び2006 年以前の機器を「同種交換」した場合の古い機器の安全な廃棄にのみ、

責任を負います。 

EU 加盟国（EEC）のエンドユーザ

各EU 加盟国は、指令をそれぞれ独自に国内法化しています。2006 年7 月以降に購 

入したテーラーホブソン社の機器を廃棄したい場合は、購入先の代理店もしくは販 

売業者、お近くの子会社にご相談下さい。 

その他の地域のエンドユーザ

耐用年数の終わりに達した機器を廃棄したい場合、廃電気・電子製品の廃棄に関す

るその国の法律及び地域の規則を参照して下さい。 

1.3.2 RoHS 

同指令の対象となっている機器の範囲はWEEE 基準とほぼ同じですが、9 番目のカテ

ゴリー、すなわち監視・制御装置は、現時点でRoHS 指令の対象から外れています。

したがって、テーラーホブソン社の機器は、同指令の対象ではありません。 

しかし、有害物質を使用しない製品の開発は、環境のためだけでなく、顧客の皆様 

や従業員の方々ためにも有益であることを踏まえ、我々はRoHS 基準を完全に満たす

製品の生産に取り組んでいます。 

1.3.3 中国版 RoHS 

2007 年3 月1 日、中華人民共和国で、電子情報製品汚染防止管理法が発効しました。 

同国で市販される全ての機器について、情報産業部が発表した中華人民共和国電子 

産業の標準SJ/T11364‐2006「電子情報製品汚染制御の表示に関する要求」に則った

マ 

ークの表示が義務付けられています。同国向けに販売されているテーラーホブソン 

社の機器には、上記の標準に則ったマークが表示されているほか、カスタマーイン 

フォメーションパックに中国用インフォメーションシートが入っています。 

1.4  ソフトウェアライセンス

ウルトラ・オートコリメータ・ソフトウェア及びElectro Optics Analysis ソフトウェア

(オプション品)は、通常プレインストールされて出荷されます。

ソフトウェアのインストールや複製その他を実行することで、ユーザがライセンス 
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契約の全条件に同意したものと見なします。 

このマニュアルの附録3に、ライセンス契約の全文が掲載されています。 

1.5 安全に関する操作情報 

1.5.1 警告、注意、注記 

  警告:

「警告」の内容に従わない場合、人体への傷害や生命の危険を引き起こす可能性が 

あります。通常、警告は、潜在的な危険と危険を回避するための手段について説明 

しています。 

注意:

「注意」の内容に従わない場合、機器の損傷を引き起こす可能性があります。 

注記: 

「注記」は、補足情報の提供のほか、重要事項や手順を強調したり、操作を簡単に 

実行するためのアドバイスを提供したりします。  

1.5.2  はじめに 

Ultra オートコリメータは、リフレクタを利用した角度測定用の装置です。本機の

そ 

の他の目的での使用に関して、テーラーホブソン社は一切責任を負いません。 

警告: 

本機の操作は、必ず訓練を受けた職員が行って下さい。 

• 責任者は、本機の操作を担当する者全員が、安全な操作に関 

する訓練を受けるようにして下さい。 

•責任者は、訓練を受けていない者が本機に近づかないように 

して下さい。 

• オペレータが側にいない状態で本機を稼動させる場合、手動制御／コ 

ンピュータ制御のどちらであっても、責任者は訓練を受けていない職 

員のために必ず充分な安全対策を（必要に応じて）とって下さい。 

• 本機は、ご家庭内もしくは公共エリアでの使用に適しません。 

• 本機は、標高 2000m 未満の乾燥した屋内において安全に稼動するよ 

うに設計されています。 

• 液体のしずくやしぶきが本機にかからないようにして下さい。 

• 液体の入った容器は、絶対に本機の上に置かないで下さい。 

• 特に注記がない限り、本機のパーツの点検・修理はすべて、専門家に 

お任せ下さい。お近くのテーラーホブソン社サービスセンターで、点 
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検・修理を承ります。 

• 製造者が指定していない方法で本機を使用した場合ｋ，本機の安全装置が

うまく作動しなくなる可能性があります。 

1.5.3  電源の接続 

 警告: 

下記の事項を必ず遵守して下さい。違反した場合、オペレータやその他の人々に深 

刻な傷害もしくは生命の危険が及ぶ可能性があります。 

•本機への電力は、PC に接続したUSB ケーブルを通じて供給されます。 

• PC には付属の電力供給ユニット（トランスフォーマ）を使用します。 

• プラグを差し込む電源コンセントは、容易に識別可能、かつオペレー 

タの手の届く範囲になければなりません。 

• 所要電力については、PC のラベルを参照して下さい。 

• 取り外し可能な電源コードの交換が必要な場合、所要電力に合った正 

しいコードを使ってください。 必ず、正規のIEC コードを使用して下さい。 

さい。 

  警告:

本機のカバーを外すときは、必ず全ての電源をオフにしてから行って

下さい。アース端子を外した場合、カバーを元に戻す際に、必ず元通

りに取り付けて下さい。 

1.5.4  火事 

注意: 

本機は電子機器に分類されます。 

火事が起きた場合:

             CO2 (二酸化炭素)消化器のみを使うこと 

二酸化炭素消火器の本体は明るい赤色で、操作手順の上部に子区色のライン

が入っています。小型の消化器には、角笛のような特徴的な形をしたノズル

が付いています。5kg 以上のものには、ノズルとホースが付いています。 

1.5.5  全機器に共通する注意事項 

カバーを外す際は、損傷しないように丁寧に扱って下さい。 

不適切なお手入れは、機器を損傷おそれがあります。クリーニングは

機器のカバーのみにとどめて下さい。 
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ローカルな規則で、アースの導電についての携帯機器試験(PAT)が必

要とされている場合、試験電流は 大でも 200mA にして検査を行って下

さい。試験電流がこれ以上大きくなると、本機の繊細な電子パーツが破

損するおそれがあります。
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2 はじめに

2.1    取扱説明書について

この取扱説明書はソフトウェアのヘルプメニューから XPS 形式で見ることが

出来ます。XPS のビューワーは Windows7 以降の OS には標準で付属して

います。

2.2    装置概観

装置(オートコリメータ)はオートコリメート光のターゲットミラーに対する

反射を利用して２軸方向の角度を自動で測定し、結果を記録することが出来

ます。装置は専用ソフトウェアを使用する必要があります。
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2.3 測定機能

検出器からの映像を PC 画面上でのライブ表示

測定結果の自動保存

平均化(アベレージング)機能

多様なサイズのリフレクタミラー/反射物に対応可能

オプションでテーラーホブソンの EoA(Electro Optics Analysis)を利用

して平面度、真直度及びポリゴンが利用可能

オペレータが測定ルーチンを記述してプログラム化した測定や、一定の間

隔で自動測定する時間測定がオプションから選択可能

結果の解析に関して特注プログラムまたはサードパーティ製のプログラム

と通信することが可能

リモート(ワイヤレス)キーパッド(オプション) 
表示言語が選択可能

2.4    表示言語

ソフトウェアは以下に記載する言語で表示・実行することができます。

(一部受注後に翻訳する言語が含まれており、デモ時にはこれら言語が利用出

来ない場合があります):- 

英語

中国語

フランス語

ドイツ語

イタリア語

日本語

ポーランド語

ロシア語

スペイン語

オートコリメータソフト上で言語を変更するには、基本設定ボタンをクリッ

クします:-   
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2.5    インストール
「ウルトラ」型オートコリメータ用ソフトウェア(別称:UAC)および、

Electro Optics Analysis(EOA)ソフトは通常テーラーホブソンから供給され

るパソコンにプリインストールされた状態で提供されます。もしそれ以外の

パソコンにソフトウェアをインストールする必要がある場合、附録 2 にソフ

トウェアのインストール方法を記載しています。

ソフトウェアの実行には紫色の「Sentinel®」ドングルを USB ポートに挿

し込む必要があります。注文の内容によっては、一つのドングルで UAC と

EOA の双方の実行が可能になっている場合があります。

* EOA ソフトの利用には型番 112-5105 のソフトウェアパックの購入が必

要です。

UAC と EOA ソフトはドングルなしの「デモモード」でも実行することがで

きますが、装置から測定値を受け取ることができず、他の機能も一部制限さ

れています。

プログラムを終了するには、プログラム終了ボタンを押して下さい:- 

ソフトウェアの実行中にオートコリメータのケーブルを切断することは避け

て下さい。
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3 ウルトラオートコリメータソフトウェア

3.1    ソフトウェアの概観

ソフトウェアはアイコンベースの直感的な操作が可能です。

測定機と測定条件に関してユーザが設定できる様々なオプションがあり、こ

れらの設定はユーザが設定画面で「適用」や「保存」を選択した場合には保

存され、ソフトウェアの開始時に同じ設定が読み込まれます。

3.2    システムの詳細

本ソフトウェアは IBM PC 互換機の Windows 7 以上の環境で実行できます。

通常は装置とソフトウェアとの接続を検証済みのテーラーホブソン販売の PC 
の利用を推奨しています。

注記: 本マニュアルは測定そのものに関する詳細な技術的解説書あるい PC 

についての詳細なマニュアルでは有りません。そのような内容については PC 

メーカー等から供給されるマニュアルを参照してください。 

マイクロソフト社製 Windows OS 環境は多様なプログラムに対して一貫し 

たインターフェース・操作法を提供しています。本ソフトウェアの利用のためには、

Windows OS の基本的な諸操作についての理解が必要不可欠です。 
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3.3    アイコン一覧

アイコンの一覧表と、各アイコンが実行する機能についての説明です。

3.3.1 一般的なアイコン – ホーム・パネル

ホーム・パネルはソフトウェア上左側に常に表示されています。
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ホームページ(初期画面)に戻ります。

基本設定画面を開きます。

言語設定やサウンド設定、値の拡大表示、ユーザモード等のオ

プションを ON/OFF します。

すべてのオプションはチェックマークのアイコンをクリックするとすぐさま

反映されます。ただし、言語に関しては変更はすぐには反映されない場合が

あります。オプション設定は保存され、次回起動時に読み込まれます。

測定時にサウンドを鳴らす

もし測定時にサウンドを鳴らす設定で音が小さいと感じる場合は、市販の

USB スピーカを PC のイヤフォンジャックに接続することをお勧めします。

音量調整は Windows OS の機能であり、本ソフトウェアには含まれており

ません。

値を大きく表示

‘値を大きく表示’のオプションは測定時に値が読み込まれると大きな文字

でそ

の値を表示する機能です。オペレータが PC から離れて測定を実施しなけれ
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ばならない時に、測定値が正しいものかどうか確認するのに便利です。

ユーザモード

ユーザモードでは挿入されているドングルにより、標準ユーザまたは

Electro Optics Analysis(EoA)ユーザのいずれかが選択されます。該当する

場合、左のパネルに EOA オプションが表示されます。また、Admin ユーザ

という追加のユーザモードではカメラ情報とカメラ設定にアクセスが可能で

す。まれにカメラ設定は手動で再設定の必要が生じることが有りますが、こ

れは必ずテーラーホブソンまたはスペクトラム・メトロロジー社の指示に従

って行って下さい。さらに詳細は附録 11 を参照してください。サービスユ

ーザのオプションはテーラーホブソンまたはスペクトラム・メトロロジー社

においてのみ使用されます。

UAC ソフトの再起動時、ユーザモードは自動で標準または EOA ユーザが選

択されます。

ヘルプ

ヘルプ/マニュアルを開きます

これは XPS 形式文書で、画面左下の検索ボックスから内容を検

索することができます。
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Electro Optics Analysis Software [Option] 
エレクトロ・オプティクス・アナリシスソフト [オプション].  

このオプションボタンを押すと、直角度、真直度、ツイストやロール、ポリ

ゴンといった測定のための EOA ソフト (112/5105)が起動できます。実行

すると UAC ソフトと平行して両方のソフトが起動した状態になります。

EOA ソフトに入力される値は常に秒角(arc-sec)であること注意してくださ

い。更に詳しい内容については EOA ソフトのヘルプを参照してください。

ソフトを終了する

3.3.2  一般的なアイコン – その他

設定内容を受け入れ変更を保存

変更を保存せずホームページ(初期画面)に戻る

保存先のフォルダーを選択

このチェックマークの付いているオプションは有効になってい

ます。

この☓マークの付いているオプションは無効化されています。

3.3.3  ディスプレイ・スクリーンのアイコン

設定画面で測定と測定機本体に関する設定を変更します。
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カメラのプロパティ画面を開き輝度を調整します。

ゼロオフセット…このボタンは単純なオフセットにより現在の

X と Y の読み取り値を 0 にする機能です。オプションがオフに

されるまで、このオフセットは有効です。

ゼロオフセットをキャンセル

カメラからの映像の表示と、大きな X と Y のスケール表示を切

り替えます。

Admin またはサービスモードでの設定画面を開きます(Admin
ユーザまたはサービスユーザのみ利用できます)。

現在の測定データをファイルに保存します。

手動測定:- 

現在の読み取り値を測定点として測定データを記録

一つ前の測定点を削除

現在の測定セットに含まれる測定点を全て削除
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時間測定またはプログラム測定:- 

時間測定またはプログラム測定を開始

時間測定を一時停止・または再開

時間測定またはプログラム測定をキャンセル

設定画面アイコン

プログラム測定での測定プログラムファイルの選択、もしくは時

間測定での測定データのログ保存先フォルダを選択します。

新しい測定プログラムを作成します。

現在選択中の測定プログラムを編集します。

測定プログラムにステップ(手順)を加えたり、設定画面のアプリ

ケーションリストにアプリケーションを加えます。

測定プログラムのステップ(手順)を削除したり、設定画面のアプ

リケーションリストからアプリケーションを削除します。

現在の設定を消去し、工場出荷時の設定に戻します。
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設定変更を保存せずにディスプレイスクリーンに戻ります。
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3.4    ディスプレイスクリーン

標準のディスプレイスクリーンは以下の要素から構成されます:- 
カメラからの映像

現在の X、Y 軸の読み取り値（単位秒角）

情報バー

設定画面へのボタン、自動輝度調整ボタン、ゼロ設定ボタン、読み取

り値の表示サイズ変更ボタン

測定関係のボタンと測定値の表
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3.4.1 カメラからの映像

3.4.2 読み取り値

標準文字サイズの読み取り値はカメライメージ右側に表示されます。現在の

X 軸、Y 軸の読み取りとを角秒で表しています。
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3.4.3 情報バー

情報バーは適時必要な情報を表示します。

3.4.4 設定

現在の設定の確認や変更に使います。

詳しくはセクション 3.5 を参照してください。

3.4.5 輝度の調整

自動で輝度を調整します。

詳しくはセクション 4 を参照してください。

3.4.6 ゼロ設定

ゼロオフセットを設定します。この機能では単純なオフセットにより現在の

X、Y の読み取り値を 0 とし、このオプションボタンを再度押してキャンセ

ルするまでそのオフセットが有効になります。:- 

上はゼロオフセットが有効になっている場合のボタン表示です。ゼロオフセ

ット設定は測定ソフトを一旦終了した場合には解除されることに注意してく

ださい。

3.4.7   大文字での読み取り値表示

文字サイズの変更ボタンを押すと、カメラからの映像が表示さ

れていた場所により大きな文字で読み取り値が表示されます。
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これはオートコリメータを使って一人で作業する際などに、離れた場所から

測定値を確認するの便利です:-  

再度ボタンを押すとカメラからの映像に戻ります。
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3.4.8 手動測定 (オンデマンド測定) 

通常手動測定がデフォルトで選択されています。

オンデマンド測定では、測定したいタイミングで測定ボタンを押して測定し

ます。その時点での読み取り値が、測定値として表に追記されています。地

表には直前の６個の測定値が表示されており、それより前の測定値を見るに

は右側のスクロールバーを使います。「前回の位置を再測定」や「全ての位

置を再測定」ボタンを使用すると、それぞれ一個前の測定値の削除ならびに

全ての測定値の削除ができます。保存ボタンはどの時点で使え、それまでの

測定値の表を保存することができます。デフォルトではファイル名を入力す

る必要がありますが、「ファイル名を自動生成」のオプションが設定画面で

有効になっている場合には、設定に従ったファイル名が自動的に付けられま

す[より詳しくはセクション 3.5.2 を参照してください]。

またデフォルトのファイル保存先フォルダを変更する方法についてはセクシ

ョン 3.4.13 を参照してください。
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3.4.9 時間測定

時間測定モードは設定画面の測定モードタブ画面から有効にできます。

時間測定は測定開始ボタンを押すと開始されます。測定が開始されると、ま

ず設定された「測定前待機時間」が経過後に 初の測定値が読み取られます。

その後は設定された間隔ごとに、自動で測定値の読み取りが行われていきま

す。

一時停止ボタンを使うと測定を一時停止することができます。再度ボタンを

押すことで測定は再開できます。

またキャンセルボタンを押すと、測定が停止します。キャンセル後もそれま

でに測定された測定値はそのまま保持され、保存することができます。

時間測定中は、ステータスエリアに現在のステータスと、残りの測定回数、

残りの測定時間及び測定が実行中であることを示す「待って下さい」の手の

警告マークが表示されます:- 

表示されている測定間隔はあくまで測定の間の間隔であることに注意してく

ださい。待機時間の終了後に、ある測定点でデータを収集するのにかかる時

間は考慮に入っていません。これはつまり、アベレージング(平均化)のオプ

ションが有効になっていたり、安定化(discrimination level)が有効になっ

ていたりした場合には、データ収集にかかる時間が異なる場合があります。



Page 29 of 86 

もしも時間測定中にエラーがあった場合(不十分な信号レベルや安定化レベル

に達していない等の場合)、プロンプトメッセージが表示され時間測定のデー

タ記録は停止します。そのため、時間測定の前には全ての設定が適切にされ

ているか必ず確認して下さい。

3.4.10 プログラム測定

プログラム測定は設定画面の「測定モード」タブからオンにすることができ

ます。プログラム測定では、平均化(アベレージング)、小数点以下表示、反

転および安定化レベルといった設定は現在の設定が適用されることに注意し

て下さい。そのためプログラムの開始前に、これら全ての設定を必ず確認す

るようにしてください。

プログラム測定は測定開始ボタンを押すことで開始できます。プログラムの

各「手順(ステップ)」は自動的に連続して実行させることもできますし、手

順のあとにウィンドウを表示してユーザが「実行」を押した場合のみ次の手

順に移行するよう設定することもできます。例えば:- 

“ 後の測定位置に動かしてください” 
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ユーザは上記例のような指示ウィンドウの「キャンセル」ボタンやプログラ

ム測定開始ボタン下のキャンセルボタンから実行中の測定プログラムを中止

させることができます。

キャンセルボタンが押下された場合、測定プログラムをキャンセルします(す
でに測定された値がある場合は先に警告ウィンドウが表示されます)。 キャ

ンセルした場合でも、すでに記録された測定値は保持され自由に保存するこ

とができます。

測定ステップ中にエラーが起きた場合、ステップを繰り返すかプログラムを

キャンセルするかユーザはウィンドウ表示から選択する必要があります。

プログラムには「保存」や「自動保存」の手順を含めることが出来ます。自

動保存については、ジョブ名(Job Name)をファイル名の一部として使いた

い場合、「ジョブ名入力手順」をプログラムに含める必要があります。

言い換えると、通常の測定時のように基本設定中の「ファイル名の自動生

成」機能はプログラム測定では利用できません。. 

プログラム測定中、ステータス欄には現在のプログラム名と状況(ステータ

ス)、そして現在の手順のための指示が表示されます(存在する場合

):- 
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測定プログラムの作成と編集については’附録 9’を参照してください。

3.4.11  時間測定およびプログラム測定後の統計表示

時間測定の終了後、統計ボタンが押せるようになります。これは若干の統計

データを表示し、CSV や XML、テキストファイルに保存することができる

ウィンドウです。

3.4.12  主観的測定

主観的測定モードは設定ビューの測定タブから選択できます。

このモードでは、極めて稀な状況としてコリメータに戻ってきたイメージが

弱すぎる・二重になっているおり、測定器が自動で読み取り値を決定できな

い場合に使用します(例.読み取りが EEE となってしまっている場合)。この

ような場合にはこのオプションモードを使い、マウスでイメージの中心と思

われる部分をクリックすることでイメージの中心位置を決定できます。この

中心位置はキーボードのカーソルキー↑↓→←で微調整が可能です。数値出

力はカーソル位置に応じて変化します。また 1 倍、2 倍、5 倍のズームボタ

ンも提供されており、押下するごとに倍率が変化します。

注記

この測定では表示モニタの解像度ピクセルとオペレータの主観によっ

て精度が制限されます。

主観測定モードを選択するとゼロオフセット設定がクリアされます。

ズームを使用した場合、通常の測定モードに戻るには一旦 UAC ソフ

トを再起動する必要が生じます。

3.4.13  結果ファイルの場所
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結果ファイルのデフォルトの保存場所は:  「C:\ProgramData\Taylor 
Hobson Precision\Taylor Hobson Optical Analysis Software 
\Results」です. この場所は基本設定ページから変更できます。

もし c:\ProgramData フォルダがコンピュータから見えない場合、該当フ

ォルダが隠しファイルになっている可能性があります。Windows のマニュ

アルを参照し、隠しファイルを表示するようにしてください。

以下に一例として Windows7 での操作法を記載します。

エクスプローラ左上の’Organise(整理)”メニューから、”Folder Options(フ
ォルダオプション)”ウィンドウを表示させ、”View(ビュー)”タブか

ら”Folder and Search options(フォルダとサーチオプション)”を選択

肢、”Show hidden files, folders...(隠しファイルと隠しフォルダを表示)”
にチェックを入れます. 
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3.5    設定画面

3.5.1    測定設定

測定に関する基本的な設定項目は次の通りです。

平均化: 選択された場合、選択された数の移動平均が表示値として使われま

す。また測定値は選択された数の単純平均で記録されます。ソフトウェアは

起動時に選択された数で読み取り値を平均化し、設定されたリフレッシュレ

ートで表示値を更新します。測定ボタンを押すと移動平均の計算はクリアさ

れ、ボタン押下時から選択された数の平均化が可能な読み取り値が貯まると

それが測定値として記録されます。つまり表示値は移動平均であり、測定値

は単純平均となります。

※ここでの「平均化」はソフトウェアのバージョンによって弊社製水準器の

タリベルの動作とは異なる場合があります。

ファイル名の自動生成:  手動もしくは時間測定モードでは、このオプション

を有効にすると保存ボタンを押下時に自動でファイル名をその日の日付と時

間から自動で生成します。

小数点以下桁数表示:  メインスクリーンの数値表記及び測定値表で小数点以

下桁数をどこまで表示したいか選択します。

ジョブ名: もしファイル名の自動生成が有効になっている場合、ジョブ名は

ファイル名の一部として利用されます。例えば:-  
demo_20160309_134639.csv ※「demo」がジョブ名

測定結果ファイルの保存先の変更についてはセクション 3.4.11 を御覧くだ

さい。
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3.5.2  アドバンスド設定

ユーザ校正係数: これはユーザ入力による校正係数です。装置は工場出荷時

に厳正に校正され、本オプションの利用には細心の注意が必要です。数値の

1.0 を入力することで校正を工場出荷時に戻します。他の値を入力した場合

には、入力した値が測定値の全てに乗算されます。この設定については

Taylor Hobson 社もしくは Spectrum Metrology 社からの指示がない場合、

基本的には変更しないでください。

反転: X 軸、Y 軸、もしくはその両方を出力時に反転させることができます。

他のオートコリメータが異なる符号の向きを使っている場合に、結果が一致

するようにすることができます。

表示のリフレッシュレート: メインスクリーンの数値表示のリフレッシュレ

ートを遅くすることができます。何回のデータ入力間隔に一度表示を更新す

るか入力してください。デフォルト値は 1 です。

安定化を適用: 測定時の、値が落ち着くまでの時間(安定化)を適用できます。

このオプションの利用には平均化がオンになっている必要があり、20 より大

きい平均化数(n)が推奨されます。安定化レベルを超えて変化しない連続した

n 個の読み取り値が評価されるまで、測定値は記録されません。この機能は

例えばターゲットミラーが割り出し台に搭載され、回転後に値が落ち着くま

で時間が必要といった場合に役に立ちます。もし値が不安定で、安定化レベ

ルに適合しない場合は 10 回の失敗した試行のあとエラー表示を行うか、1
分後にタイムアウトします。
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3.5.3  測定モード

このページでは測定モードをプログラム測定または時間測定に変更します。

標準は手動測定です。

プログラム測定: プログラムモードにチェックを入れ、実行するプログラム

ファイルを選択してください。追加オプションから新しいプログラムファイ

ルの作成や既存ファイルの編集が出来ます。プログラムのデフォルトの読み

込み元は「C:\ProgramData\Spectrum Metrology\Ultra 
Autocollimator\Programs 」です。更に詳しい情報は附録 9 に掲載してい

ます。

時間測定: 時間測定モードにチェックを入れてください。追加オプションか

ら測定回数や(測定)間隔、測定開始前待機時間などを選択できます。※測定

回数は 3～2000 回まで、測定に要する総時間は 20 秒から 85 時間までの間

で選択できます。

間隔は測定と測定の間の間隔であり、測定時のデータの取り込みにかかる時

間を考慮していないことに注意してください。

ログデータをファイルに保存します: 時間測定の結果ファイルを測定プロセ

ス中にファイルに保存します。データは測定完了後改めて保存することもで

きます。

(a)  ファイルに連続追記

このオプションでは時間測定が何らかのエラーで失敗した場合でも、それま

でに測定データが失われにくいようになっています。

初のデータ値が記録されるまえに、ヘッダーが記入されます。各測定点毎

に、データ行が記入されます。ヘッダーとデータは、測定データを csv ファ
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イルに保存する時と同じ書式で記録されます[詳細はセクション 3.5.6 を御覧

ください] 

(b)  後の測定値のみ保存

このオプションでは外部プログラムと組み合わせて使用することを念頭にお

いています。ファイルにはヘッダーが一切記載されません。

各測定点毎に、データ行が記入されます。その度毎に、既測定点のデータは

削除され、ファイルには常に細心の測定値一行しか残らないようになってい

ます。書式は測定データを csv ファイルに保存する時と同じ書式で記録され

ます[詳細はセクション 3.5.6 を御覧ください]. 

ファイルのデフォルトの保存場所は「C:\ProgramData\Spectrum 
Metrology\Ultra Autocollimator\LoggingFiles」ですが、これは他のフォ

ルダーに変更することも可能です。

3.5.4 アプリケーション

このタブでは UAC ソフトと組み合わせて使用するアプリケーションをリス

トに追加したり削除したりすることができます。リスト中のアプリケーショ

ンから使用したいアプリケーションを選択し、開始ボタンを押すことでアプ

リケーションが開始できます。

追加ボタンを押すと追加するアプリケーションを読み込むことが出来ます。

リストからアプリケーションを削除するには削除ボタンを使用してください。
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3.5.5 外部通信

このタブからは「ウルトラ」型オートコリメータに外部から信号を受け取っ

たり(例.「測定」)、あるいは外部に信号を送る事ができます。さらに詳しい

情報については附録 7 – 外部通信を参照して下さい。
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3.6    測定結果のファイル形式

ファイルのデフォルトの保存先は C:\ProgramData\Spectrum 
Metrology\Ultra Autocollimator\Results ですが、これは基本設定から変

更することが可能です。

3.6.1 CSV ファイル形式

4 行
4 ヘッダー行につづいてデータヘッダー行、そしてデータ行が続きます:- 
ヘッダー情報 列 1 列 2 列 3 列 4 
オートコリメ

ータ情報

アクティベー

ションモード: 
[通常 | デモ

モード] 

単位:秒

平均化情報 平均化オン: 
[True| 
False] 

[平均化数:] 
* 

測定モード [手動 | 時間 | 
プログラム] 

[測定回数: 
数値] ** 

[間隔: hh
時間; mm
分; ss 秒] 
** 

シリアル No. 検出器シリア

ル no. (ある

いはデモ) 

ユーザ校正

係数(1.0 以

外の場合) 
データヘッダ リファレンス X (秒) Y (秒) 測定日付

データ行

フォーマット

数 Number 
(Invariant 
Culture を使
用してフォー
マット) 

秒角での値
(Invariant 
Culture を
使用してフ
ォーマット)

秒角での値
(Invariant 
Culture を
使用してフ
ォーマット)

mm/dd/yyyy 
HH:mm:ss 
(Invariant 
Culture フォ
ーマット) 

*   平均化が使用されている場合

** 時間測定の場合
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例 1: 手動測定:- 

例 2: 時間測定:- 

例 3: プログラム測定:- 

測定値と日付は「Invariant Culture」によってフォーマットされていること

に注意して下さい(例. 測定値は小数点を使っての表記、日付は

MM/dd/YYYY HH:mm:ss の表記)  
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3.6.2 XML ファイル形式

例 1: 手動測定:- 

例 2: 時間測定:- 
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例 3: プログラム測定:- 

日付と測定値は Invariant Culture でフォーマットされていることに注意し

て下さい。

3.6.3 テキストファイル形式

例 1: 手動測定
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例 2: 時間測定

例 3: プログラム測定

測定値と日付は current culture を使ってフォーマットされ、テキスト出力

も current culture でされていることに注意してください。
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4 精密測定用にオートコリメータを設定する

4.1 光学的説明

オートコリメータは、視準レンズの焦点に設定した単一の開口(ピンホール)

ソースを使用します。ビームスプリッターキューブを使って、光を光軸に導

きます。 焦点距離はモデルにもよりますが 150mm以上となることがあります。

これにより、アプリケーションや使用によっては、範囲と精度が変化します。

戻り(オートコリメートされた)光は CMOS チップ(カメラ)で検出されます。 

本ウルトラオートコリメータでは中心波長 850nm の赤外線を使用しています。

この波長は裸眼では見えません。これは人工照射では通常見えませんし、ま

た存在しません。しかし、太陽光にはある程度存在する場合があります。こ

のため太陽光が直接オートコリメータのレンズや反射鏡の周辺に当らないよ

う注意する必要があります。 

同測定機から放射される光は偏光され、同測定機の効率を 大化します。し

かし、同様に偏光している他の光学機器を通して反射鏡を見る場合には注意

を要します。このような用途に使用される場合には、スペクトラム·メトロロ

ジー にご相談ください。 

4.2 映像を見つける

本ウルトラオートコリメータには、戻り映像を簡単に見つけられるよう十分

な範囲(特に短い作動距離において)があります。しかし、以下のような注意

点がいくつかあります。 

1) オートコリメータの光軸は、測定機の筒の後部面に、ほぼ平行、および直

角に設定されています。つまり、鏡が筒の後部面の上に置かれ、接触してい

る場合には、常に映像を見ることができます。 

2) 反射の弱い反射鏡を使用している場合、以前は同測定機で通常の完全に反

射する鏡を使用していたという場合、照度レベルが低すぎるために画面で見

ることができないか、または照度不足で自動検出調整ができていないことが

考えられます。この場合は、高度の設定/カメラ制御に行き、手動照度制御を 

100%に調整します。高度の設定/カメラ制御にある照度調整ボタンを押すこと

で、 適な露光を得ることができます。 
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セクション 4.5 輝度調整も参照してください。

3) 長短の作動距離では、レーザーアライメントエイド(部品番号 142-203)を

使用することができます。(セクション5.6も参照してください)。. 

4.3 トラッキング

精密測定では、オートコリメータの X 軸と Y 軸が測定の基準フレームを定

義することを覚えておくことが重要です。つまり、オートコリメータの X 軸

と Y 軸が反射鏡の X と Y 方向の動きと一致することが重要です。反射鏡の

角度を M を軸にしてずらした場合、オートコリメータの Y 軸の数字のみが 

動きます。この状態を得るためには、通常はオートコリメータがマウントさ

れている筒を回して、ミラーが M を軸にして(Y 軸方向に)傾いたときに、X 

の測定値にほとんど、あるいはまったく変化がないようにします(2 秒角以

内)。 

トラッキングとエラーの間の関係は、エラーの余弦に比例しています。例え

ば、Y 方向の 500 秒の移動に対する X 方向の 10 秒のトラッキングエラー

により、0.1 秒のエラーが生じます。 

4.4 ターゲットミラーの中心に設定する

照準補助機器を使用してオートコリメータが反射鏡の中央に位置するように

します。本超オートコリメータは様々な平らなミラー表面で機能します(レー

ザービームを直視しないこと)。反射率は、反射鏡のサイズと素材次第で、約 

100%から数パーセントまで(波長850nm で)変化します。優れた反射鏡のサイ

ズには、直径が 5mm という極小のものもあります。半反射または透過の表面



Page 46 of 86 

処理がされている場合には、他の表面からの二次反射がないように注意しま

す。こうした理由から、通常、表面鏡を使用するのが一番であるとされてい

ます。ミラーの平面度および表面仕上げは重要です。すなわち表面仕上げが

悪いと映像が放散します。しかしこれにより必ずしも測定にエラーが生じる

というわけではありません。しかし、ミラーが平らでない場合、オートコリ

メータは影響を受けます。たとえば、サジタルデプスが 100nm しかない直径 

40mmの「平らなミラー」の場合、傾斜は 1 角秒を超えます。これはオートコ

リメータの解像度に比べるとかなり大きいといえます。50mm 反射鏡(部品番

号142-24)の通常の平面度は 0.08µm です。 

そうはいっても、オートコリメータのビームが入射するミラー領域が測定中

に変化しない場合は、戻り映像も一定であり、このため安定した測定ができ

ます。 

80nm P-V 以上の平面度のあるミラーが推奨されます。
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4.5 輝度調整

Ultra オートコリメータが長距離でも反射像を捉えられるよう、UAC ソフト

はカメラの露出とゲインを調整する機能が付いています。大抵の場合には、

調整は必要はありません( 大開口[Full Aperture]での使用が維持できてい

る場合等)。

輝度は輝度調整ボタンを押すと輝度調整ウィンドウが表示され、輝度の調整

が行えます:- 

スライダーを約 25% から 50% くらいまでの位置に移動させ、輝度調整ボ

タンを押して 適な露出量に調整します:- 

一度輝度調整が始まると、 初のチェックが行われます。もし 適量から大

幅な変化がない場合、ユーザ操作に戻ります。そうでない場合、輝度の調整

が行われます。これには少し時間がかかる場合があります。この間、ミラー

を絶対に動かさないで下さい。
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ステータス情報の更新が情報バーに表示されます。例えば:- 

プロセスが完了すると、さらに追加のメッセージが表示されます。:- 

まれに調整が「タイムアウトした」旨のメッセージが表示されることがあり

ます。その場合にはゲイン調整スライドバーを別の場所に動かし、再度調整

してみてください。

4.6 遠距離での使用 (5 メートル超)

設定

長距離で設定する場合に覚えておかなくてはならない要点は 2 点あります。 

1. ミラーはオートコリメータに対して直角に設置される必要があります 

2. オートコリメータは、作動距離全体を通じて、常に反射鏡の中央を     

指している必要があります。レーザーアライメントエイド(LAA)アクセサリー

により長·短距離での設定を非常に早く行うことができます。 

LAA はオートコリメータの筒の前部に来られたネジ山にとめます。LAA が完

全に取り付けられると、レーザーは点灯し、オートコリメータの光軸に前も

って一致するように設定された可視光線を照射します。 

これにより、ユーザーはレーザースポット、つまりオートコリメータの光線

がミラー中央に当たるのを観察でき、また、反射鏡を傾けることで戻り光路

がオートコリメータのレンズに向かうことで、「互角」になります。 

LAA についての詳細情報は、附録 4を参照して下さい。  

遠距離における操作

リモートキーパッドは長距離作動( 高 10 メートルまで)にも役立ちます。

これにより、ユーザーはワイヤレス接続を介して同測定機の主な機能にアク

セスすることができます。詳しくは附録 5 を参照してください。 

遠距離操作を支援するソフトウェアの機能は 2 つあります。ディスプレイは

映像スポットのライブビデオ映像から読み取り値の表示を大きなデジタル表
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示に変更することができます(映像の非表示/表示)。 また パソコンから音を

均して測定が完了したことを知らせることも出来ます(基本設定/測定時サウ

ンド) 

ユーザーはまた、環境が光路に及ぼす影響についても知っておく必要があり

ます。不安定な読取値は、周囲の振動、光路に及ぼす温度勾配、または空気

の動きが起因している場合があります。これらのほとんどは、連続する数値

の平均値を提供する平均化機能(測定オプション/平均化)を使用することで改

善できます。 

前述したように、同測定機は測定に狭帯域の赤外線を使用します。これは、

この波長の太陽光またはその他の周囲の赤外線がオートコリメータのレンズ

に散乱する可能性を 小化します。しかし、映像ウィンドウには望ましくな

い光が現れる可能性もあります。このため、太陽光が直接測定光路 

またはターゲットエリアに当るのを避けることをお勧めします。 
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5. アクセサリー

5.1 レべリング·ベースおよびスタンド

レべリング·ベース 

オートコリメータと一緒に表示される(図の品目 1) - コード 番号 142-76 

ウルトラオートコリメータの標準アクセサリーとして同梱されます。 

レベリング·ベースはオートコリメータをサポートし、ユニットの平準化を可

能にし、ユニット軸が測定面に対して平行になるようにします。これにはオ

ートコリメータを損傷することなくしっかり固定するための締め具が組み込

まれています。 

脚部のネジの下に使用するよう 3 つのルイスパッドが含まれています。使用

後にベースをオートコリメータから取り外す必要はありません。オートコリ

メータのキャリーケースはこれら両方のアイテムを収められるよう設計され

ています。 

前方と後方の脚部ネジの間の距離:  205mm(8 インチ) 

後方の 2 つの脚部ネジの間の距離:   130mm (5 インチ) 

ベースがパッドに載っている時の 

オートコリメータ軸の高さ:    76mm(3 インチ)(パッドなし

の場合:67mm  

(2.5インチ)) 
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角度調整の範囲:    約 ±3°  

重量(約):     3.4kg (7.5 ポンド) 

調整ブラケット付き垂直型ベース 

(図の品目 2) - オーダーメード

一般的なベンチ使用向けの頑丈な作りの多目的スタンド。エポキシ樹脂の大

理石表面プレート、検索鋳鉄のカラムとブラケットから成っています。オー

トコリメータの締め付けブラケットには別個の締め付けと回転調整機能が備

わっており、高さ調整をしなくても、ブラケットを回すことができるように 

なっています。 

5.2 テスト機器

TA48 小型アングルジェネレーター

(図の品目 15) - コード番号137-1918

オートコリメータは、精密測定ができることを検証するため、定期的に校正

する必要があります。ユーザーはこの微小角度発生機を使用すれば自らのオ

ートコリメータを調整することができます。このデバイスはまた、角度測定、

電子準位、ブロックレベルで使用する水準器等をテストするのにも適 

しています。 

これは装置はハサミのようになっており、両方のビーム(梁)がローラによっ

て連結され、マイクロメータドラムとつながっています。マイクロメータド

ラムには細かい目盛りが刻まれており、ローラを回すと梁の一方が上下方向

に動くため、既知のある一定量の角度を任意に作り出すことが出来ます。マ

イクロメータドラムのアンビルはベースにマウントされたスチール製ボール

を上から垂直に圧迫します。 

ビームには、オートコリメータテスト用に 2 つの高さに取り付け可能な反射

鏡と気泡式水準器確認用の調整可能な V 型ブロック付き小ベッドが付いてい

ます。 

調整可能なカウンターウエイト付きレバーは、マイクロメータネジが真ん中

の位置にある時、マイクロメータのアンビルの接触力を推奨値の 100gf に削

減します。バーのマイクロメータ側の端は、アンビルへの損傷を防ぐため、

補助レバーを使って注意深く上下します。 

合計測定範囲:     200 角分 

マイクロメータドラムの 1 解像度:  0.635mm (0.025 インチ) 、オ

ートコリメータビームを 5 

角分移動 

ドラムの目盛:    1 角秒 

バーニア読取値:     0.1 角秒 
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テスト用固定ウェッジ 

(図の品目 14) - コード番号137-1940 

固定ウェッジはオートコリメータの精度を手早く確認するのに使用できます。

固定ウェッジは、ウェッジ 

を 小振れ角から 大振れ角まで回転することで、通常 60 秒の固定振れ角

を得ます、そしてこ 

れをオートコリメータの読取値と比較します。UKAS 認定書はオプションでご

利用になれます。 

中心高:    75mm (3 インチ) 

重量:     1kg (2.25 ポンド) 

直径:                     50mm (2 インチ) 

5.3 真直度および平面度測定用アクセサリー

標準的ガラス製反射鏡 50mm(2 インチ)

(図の品目 6) - コード番号 142-24 搭載型 

(図の品目 4) - コード番号 142-23 非搭載型 

反射鏡は、オートコリメータシステムの不可欠な部分です。角度測定が正常

に行われるには、十 

分な平面度、反射率、直径を持つ反射鏡が必要です。この反射鏡はこれらの

すべての要件を満 

たします。スチール製非搭載型反射鏡は、特別注文でご用意できます。 

直径:     50mm (2.0 インチ) 公称 

平行度範囲:   5 秒以内 

平面度範囲:   0.08µm (3µ インチ)以内 

搭載反射鏡の中心高さ:  37mm (1.5i インチ) 

非搭載時の重量:   130g (9 オンス) 

搭載時の重量:    1.1kg (2.5 ポンド) 

大型ガラス製搭載型反射鏡 100mm (4 インチ) 

(図の品目 7) - コード番号 142-26

大きな反射表面をもち、通常反射鏡キャリッジおよび定盤校正用 143/24 搭

載型反射鏡と合わ 
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せて使用されます。これによりオートコリメータを移動せずに数本の検定線

を横断できるため、設定 

時間を短縮できます。 

調整可能なベース 

(図の品目 12) - コード番号112-2316

このアクセサリーには 200mm (8 インチ) の調整範囲があり、平面度および

真直度測定用に適切 

な刻み間隔に設定することができます。 

これは、目盛り尺への調整が可能な自動調心シーティングパッドを備えた 

142/24 反射鏡のベース 

を提供します。このベースは 

Talyvel レベルユニットの取り付けにも使用できます。 

ご依頼に応じて固定式ベースもご用意できます。 
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サイドフィート 

(図の品目 13) - コード番号 137-1947

1 軸測定をする際に調整可能なベースと合わせて使用します。 

5.4.1 直角度および平行度測定用アクセサリー 

上記の品目に加え、以下のアクセサリーが推奨されます。 

光学直角器 

(図の品目 10) - コード番号 142-77

開口:38mm (1.5 インチ) 90° 角度精度は ±1 秒以内 

この直角器は取り付けられた 5 角形プリズムからなり、オートコリメータの

光線を 90°偏光するのに使用します。互いに直角を成す 2 表面の真直度の

確認、また平行度の確認にも使用できます。 

コーナーキューブ反射鏡

(図の品目 5) - コード番号 142-25

これは一般的目的の反射鏡として使用できます。3 面の 90° の角度水準が

得られ、また垂直面の設定·確認ができます。 

面のサイズ:    38mm (1.5in) 平方 

反射鏡面:    3 (2 つの隣接面はベースに対し垂直、 

1 つの面はベースに平行) 90°の角度精度: ±3 

秒  

重量:    0.43kg (1 ポンド)  

その他のキューブも、必要な仕様の特別注文にてご用意できます。例えば、

上記のもので 

90° ± 1 の精度をもつもの、または 4 つまたは 5 つの反射面をもつもの

等 

5.5 ロータリーテーブル、ポリゴン·角度校正用アクセサリ

ー

ポリゴン、12 面ガラス、公称面角度 30° 

(図の品目 9) - コード番号 142-35

0° の測定基準面とその他の面との間の角度は、公称値 5 秒以内です。各ポ

リゴンには校正図があり、実際の角度に 0.1 秒角の精度を与えることで、1 

秒の測定精度を得ています。 
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その他、 高 72 面までのポリゴンおよびスチール製またはクローム製のカ

ーバイドが特別注文によりご用意できます。 
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角度計(8 セット)

(図の品目 8) - コード番号 142-32

測定角度:                              90°/60°/30°、14°、9°、3

°、1°、30 分、 

15 分、5 分 

角度精度:    ±2 秒 

面長:    50mm 

面幅:     13mm 

作動面の平面度範囲:   0.13µm (5µ インチ) 以内 

測定値を足し引きすることで、5 分の刻みで 0° から 90°までの角度を比

較標準として出すことができます。面自体を反射鏡として使用できます。 
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6. ケアとメンテナンス

ウルトラ型オートコリメータはほとんどメンテナンスを必要としません。 

対物レンズは柔らかいレンズ拭き用の布で清掃することができます。ただし、

同機器には摩耗のおそれのある可動部品は含まれていません。 

長期的には、 テーラーホブソン、スペクトラム·メトロロジー、またはその

他の校正試験機関において同測定機の校正検査を行うことができます。直接

の校正(感度)調整は高度な設定/設定/補正係数の補正係数から行うことがで

きます。初期値に戻すには、補正計数を 1 に戻します。 

定期的なサービスと UKAS/NIST 校正を受けることで、性能仕様は国際的水準

に帰することが保証されます。  

スペクトラム·メトロロジー(Spectrum Metrology Ltd) はテーラーホブソン

製の角度調整·レベル関連製品の認定修理代理会社です。 

Email: sales@spectrummetrology.co.uk
Tel: (44)(0)116 2766262 
Unit 8 Ireton Avenue, Leicester, LE4 9EU, UK 
www.spectrummetrology.co.uk 



Page 58 of 86 

附録 1:技術データ

TYPE                     Ultra       Ultra HP 
CODE 単位 142/201      142/204 

光源 nm 850       850 

高精度 1 秒 0.2        0.1 

フルスケールでの精度 2 秒 0.4       0.2 

測定範囲 秒                     1800 x 1200            300 x 300                   
校正済範囲は 1740x1740 

小読み取り 秒 0.001              0.0001 

全測定範囲での測定距離 3  m 5  5 
 ft 15      15 

大測定距離 m 20    10 
 ft 60    30  

バレル直径(約) mm 57    57 
 in 2.25  2.25         

全長(約) mm 420      490 
 in 16.5      19.5 

重量(約) kg 5  5           
 lb 11  11    

注記 : オートコリメータは原理上、光路の大気条件に影響されます。 高精

度を達成するには、光路は可能な限り短く、かつ空気擾乱から保護される必

要があります。

測定速度

測定スピードは PC の処理能力にも左右されます。テーラーホブソンは単一

測定速度が約 0.4 秒の1GHz( 小)のプロセッサを提供します。これはより速

1
通常型ウルトラについては測定範囲中央の 800 秒、ウルトラ HP 型については中央部分の

100 秒についてです。

補足: UKAS によって校正可能な 高の不確かさは 0.3 秒です。これ以上の不確かさの保証

については、UKAS 以外の国際検定期間(例.ドイツ PTB)等に依頼することで可能です。弊社

から取り次ぐことが可能ですので、必要な方はご依頼下さい。
2

精度が悪化する可能性がある外縁部 30 秒は除きます。

3
さらに長距離の測定も、測定範囲が相対的に減少しますが可能な場合があります。
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いプロセッサ(3GHz)では 0.1 秒となります。ユーザーは連続した測定回数の

平均を取る機能が利用できます。これは(例えば)測定設定へ影響する振動や

その他の短期的不安定要素を排除するためのものです。 
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附録 2:ソフトウェアのインストール
本ソフトウェアのインストール、コピーまたはその他を行うことで、あなたは本使

用許諾契約書の条項すべてに拘束されることに同意するものとします。このセクションの

後に記述されている全文をお読みください。

PC 仕様

ウルトラオートコリメータ・オペレーティングソフトウェアは(64 ビ

ットの)Windows7 以降の OS を搭載し、２つの USB2 4ポートをオー

トコリメータとの接続用とドングル用に搭載している PC を使用する

必要があります。メモリースティックや外部通信、ワイヤレスリモコ

ン等の使用にはさらに追加の空き USB24ポートが必要になる場合があ

ります。CPU 速度は測定にかかる時間に影響してきます。 良の結果

を得るには、2～3Ghz のクロックスピードのマルチコア CPU を推奨

します。RAM は 1GB 以上を推奨します。

ソフトウェアインストール

ウルトラオートコリメータ・オペレーティングソフトェア(UAC)イン

ストール手順

ソフトウェアのインストールには PC に administrator としてログイ

ンしている必要があります。

この段階でオートコリメータを接続しないで下さい。

ソフトウェアの利用には OS に Microsoft Framework 4.5 がインス

トールされている必要があります。これは通常 Windows に付属して

いますが、Microsoft のウェブサイトから別途無料で入手することが

出来ます。必要な場合、ダウンロードしてインストールして下さい。

何らかの理由でソフトウェアを再インストールする場合は、USB メモ

リから setup.exe を右クリックし、「管理者として実行(Run as 
Administrator)」をクリックして下さい。

ソフトウェアはフォルダ「C:\ProgramData\Spectrum 
Metrology\Ultra Autocollimator」以下に、測定機の校正係数やユー

ザ設定といった情報を種々のファイルにして保存します。これらファ

イルはインストールによって上書きされることはありません。工場出

荷時の設定ファイルは USB メモリで提供されます。

デスクトップにアイコンを作成するオプションが表示されるまで、画

面の指示に従いインストールを進めます。デスクトップへのアイコン

作成は任意です。

4 USB3 互換のオートコリメータの場合は、USB3 ポートを使用してください。
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ソフトウェアのインストール後、自動的にカメラ関係のファイルのイ

ンストールが開始されます。

オートコリメータを USB2 4 ポートに接続します。

Windows は自動でカメラを認識しまずカメラ起動ファイルをインス

トールします。表示されるウィンドウの指示に従って操作して下さい。

次に自動で Windows 用のドライバがインストールされます。同様に、

ウィンドウに従って下さい。もしオートコリメータをこの時使用した

ポートとは別のポートで使用する場合、このプロセスを再度行う必要

があるかもしれません。

ドングルを PC に挿入し、UAC ソフトウェアを起動して下さい。

UAC は複数起動することは出来ません。複数起動しようとした場合、

２インスタンス目以降のソフトウェアは「カメラが接続されていませ

ん」というエラー表示を行います。

テーラーホブソン Electro Optics Analysis ソフトウェア:-  

USB メモリもしくは CDROM を挿します(現時点で装置と接続してい

る必要はありません)。スタートメニューに「Run」と入力し、「ファ

イル名を指定して実行」から EOA setup.exe を選択します。これ以

降の操作については本文書とは別の取扱説明書「タリベルまたはオー

トコリメータを使用した平面度・真直度・角度割り出し測定コンピュ

ータシステム」、またはソフトウェア内のヘルプファイルを参照して

ください。
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ウルトラ・オートコリメータ– Windows 8 、Windows 10

ソフトウェアをインストールするには「管理者として実行(Run as 
Administrator)」する必要があります。

Ultra オートコリメータを実行するには、アイコンをダブルクリック

します。もし実行できない場合や、警告が表示される場合は以下を変

更してください。:- 
o コントロールパネル(Control Panel) -> ユーザアカウント

(User Accounts) -> ユーザアカウントコントロールの変更

(Change User Account Control) -> 以下の場合でも通知し

ない(Choose when to be notified about changes to your 
computer) -> 通知しない(Never Notify) 

上記設定後、再度 Ultra オートコリメータを実行して下さい。それで

も実行出来ない場合は、以下を変更して下さい:- 
o UAC のアイコンを右クリック -> 互換性のトラブルシューティ

ング(Troubleshooot compatibility) -> プログラムのトラブ

ルシューティング (Troubleshoot program) -> 下図でチェッ

クが入っているオプションにチェックを入れます(以前のバージ

ョンの Windows で動作していたプログラムがインストールで

きない、または実行できない、及びプログラムにアクセスする

には追加のアクセス許可が必要になる) -> 次へ(Next) ->  
Windows 7 を選択 -> テスト(Test) -> この設定を保存

(Save these settings) 
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付属資料 3: ソフトウェアのライセンス

テーラーホブソンのライセンス

ライセンスステートメントならびに限定保証

重要  注意してお読みください

ライセンスステートメントならびに限定保証に関する本契約は、あらゆるソ

フトウェア、メディア、及びそれらに付随する電子版または印刷体のドキュ

メンテーションを含む上記のソフトウェア製品（以下「ソフトウェア」）に

関して、ユーザー（個人または単一の法人）とテーラーホブソン社（以下

「THL」）の法律に基づく合意（以下「ライセンス契約」）を構成します。

本ソフトウェアの使用、インストール、複製その他を実行することで、ユー

ザーがライセンス契約の全条件に同意したものとみなします。本ソフトウェ

アの当初購入者で、ライセンス契約の条件に同意しない場合、全額の返金を

受けるため、未使用のソフトウェアを購入先に速やかに返品して下さい。

本ライセンス契約の条件は、誰が、いつ、どのようにソフトウェアをインス

トールしたか、コンピュータの所有権がどこに帰属するのか、THL 提供の装

置に接続されているか否かに関わらず、適用されます。

使用許諾

THL は、適切なライセンス料の支払いとライセンス契約への同意を条件に、

以下に規定する方法でソフトウェアを利用する権利をユーザーに付与します。

所有権と著作権

本ソフトウェアは、THL またはそのサプライヤーによって所有され、著作権

法及び国際著作権条約によって保護されています。しがたって、ユーザーは

本ソフトウェアをその他の著作物（例：書籍）と同様に扱う必要があります。

ただし、バックアップないし保存を唯一の目的としてソフトウェアの複製を

1 部作成すること、あるいはバックアップないし保存を唯一の目的としてオ

リジナルをキープする条件でソフトウェアをハードディスク 1 台に移すこと

は認められます。

本ライセンス契約で特別に規定した場合を除き、ソフトウェアやメディア、

ドキュメンテーションの譲渡、賃借、リース契約の締結、貸与、複製、修正、

翻訳、二次ライセンスの提供、タイムシェアによる使用、電子的伝達及び授

受を禁止します。ユーザーは、本ソフトウェアのソースコードが THL ないし

サプライヤーの機密企業情報であるという認識に基づき、ソフトウェアの修

正や解読、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングを試み

ないという条件に同意します。ただし、適用法が特別にこのような制限を禁

じている場合は例外とします。
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ソフトウェアの著作権表示及び所有権に関する記述を取り除くこと、また取

り除く許可を与えることを禁止します。

使用

本ソフトウェアのライセンスは、単一製品のライセンスとして許諾されます。

すなわち、いかなる時点においても、複数のコンピュータに本ソフトウェア

をインストールすることは禁止されています。

アップデート

本ソフトウェアをアップグレードとして購入した場合、本ソフトウェアはア

ップグレードされた製品とあわせて単一製品を構成するため、使用許諾を受

けたソフトウェアの総数を増やすために利用することはできません。アップ

グレードした製品は本ライセンス契約に従う形でのみ使用可能で、本ソフト

ウェアとアップグレードした製品を別々に譲渡することはできません。両者

をあわせて単一製品として譲渡することは可能です。

期間

ライセンス契約の有効期間は無期限ですが、それ以前に打ち切られた場合は

その限りではありません。本ライセンス契約は、ユーザーがこの契約書で定

めた制限やその他の条件のいずれかに違反した場合、自動的に終了します。

ライセンス契約の期限が切れた、あるいは契約が終了した場合、ユーザーは

ソフトウェアをすべて破壊しなければなりません。

アクセス

ユーザーは、THL の代表が適宜、ソフトウェアとその使用に関するあらゆる

記録にアクセスすることを許可します。

限定保証と責任の限定

アップデートし、適切に使用している場合、受取日から 1 年の間、本ソフト

ウェアが概ね付属のドキュメンテーション通りに作動し、ソフトウェア媒体

も材質及び仕上げにおいて瑕疵がない状態を保つことを、THL は保証します。

本ソフトウェアに関するあらゆる黙示保証は 1 年限定です。国や地域によっ

ては、黙示保証の期間に制限を設けることを禁止しているため、上記の制限

が適用されない場合もあります。

THL 及びそのサプライヤーの全責任とユーザーの排他的救済は、(a) 支払われ

た金額の返金、 (b) 限定保証で明記した基準に満たないソフトウェアの修理も

しくは交換のいずれかで、その選択権は THL にあります。ソフトウェアの故

障の原因が事故、不当な使用、誤使用のいずれかに該当する場合、限定保証

は無効です。交換したソフトウェアの保証期間は、元の保証期間の残りか 1
年のどちらか長い方となります。

ライセンスの値段は、ライセンスの購入者が意図するソフトウェアの特定の

使用法とは無関係です。したがって、THL は、ソフトウェアの機能がユーザ

ーの特定の目的に適合することを保証するものではありません。
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本項で定める例外を除いて、THL とそのサプライヤーは、ソフトウェアとそ

れに付随するドキュメンテーションに関して、市販性、特定目的との適合性、

第三者の権利を侵害していないことなどを含む（しかし、これらに限定され

ない）明示または黙示によるその他一切の保証責任を放棄します。この限定

保証は、ユーザーに特定の法的権利を与えるものです。権利の内容は、国や

地域ごとに異なる可能性があります。

THL またはそのサプライヤーの問題が引き起こした怪我や死亡に対する責任

を除いて、THL 製品の使用、または使用できなかったことによるあらゆる損

害（ビジネス利益の損失、ビジネスの中断、ビジネス情報の喪失、その他の

金銭的損失を含む、しかしこれらに限定されない損害）に対し、たとえ THL
がそうした損害の可能性について助言を受けていた場合であっても、THL 及

びそのサプライヤーは、一切責任を負いません。

一般規定

本ライセンス契約は、ユーザーと THL の正規の担当者によって署名された書

面でのみ修正可能です。ライセンス契約の規定のいずれかが無効、あるいは

執行不可能であることが判明した場合でも、それ以外の規定はすべて有効で、

契約の条件に基づいて執行されます。規定の救済がその主要な目的を達しな

いと認められた場合でも、限定保証に明記した責任の限定および損害賠償の

除外は有効です。

第三者

誤解を避けるため、本契約のいかなる規定も、第三者に対してなんらかの利

益または本契約を執行する権利を与えません。

完全合意

本ライセンス契約に先立つあらゆる陳述、合意、声明、保証による損失、も

しくはそれらに関連して生じた損失に関して、THL は一切責任を負いません。

適用法

本ライセンス契約は、イングランドの法律に照らして解釈されるべきであり、

ユーザーはこれによりイングランド法廷の独占的裁判権の下に置かれま。
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附録 4:レーザーアライメントエイド(部品番号 142-203)

安全:
注記: 

1.  使用していない時は、照準補助の本体前部にはプラスチック製キャッ

プを常に付けておきます(写真2 の通り) 

2.  本体の前半部および後半部がオートコリメータの筒部分に電気的に接

続されると、レーザーが作動します。レーザーのスイッチをうっかり

入れてしまわないよう、金属表面の上に置いてはなりません。 

3.  バッテリーの交換時を除き、本製品を開けてはなりません。修理は適

格な人物によってのみなされます。 

注記:レーザーはレーザー開口部から放射さ

れます(写真 1参照) 

光線を見つめてはなりません 

(クラス 2 レーザー製品) 

レーザーダイオード 大出力 <1mw   

波長 400-800nm 

クラス 2 レーザー製品 

クラス 2 レーザー製品は、レーザー光線に瞬間的にさらされても傷害のリス

クが非常に低いものです。これは目に入った瞬間に瞬きをしたり、顔をそら

すといった無意識の自然な反応をするためです。しかし、クラス 2 レーザー

製品からの光線により、特に周囲があまり明るくない状況では、目がくらん

だり、瞬間的に視力を失ったり、残像が残るなどが起こります。こうしたこ

とには一時的な視界の撹乱または驚愕反応に起因する間接的な一般的安全上

の問題があります。このような視界の撹乱は、機械の取扱い作業、または高

所作業、高圧作業または運転など安全性が特に重要視される作業に関して特

に懸念されるところです。 
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写真 1 写真 2

レーザーアライメントエイドの使用 

レーザーアライメントエイドはユーザーが同測定機と反射鏡の位置合わせを

補助し、オートコリメータの光軸がターゲットの中央を指すようにするのに

使用します。これは反射鏡がオートコリメータから少し離れている場合に特

に役立ちます。 

アライメント補助機器はオートコリメータの筒の後端にネジ止めします。補

助機器が完全に差し込まれると、レーザーが点灯します。 

レーザーはオートコリメータのおおよその軸を示します。レーザースポット

がミラーの中央に見えるよう、反射鏡の位置を合わせます。その後、戻りス

ポットが補助機器の前面に入射するまでミラーの角度を調節します。 

ミラーの角度を調整し、レーザースポットが現れるレーザー開口部と一致す

るようにします。 

オートコリメータからアライメント補助機器を取り外し、プラスチック製の

キャップを再び補助機器に取り付けます。自動角度測定された映像は、これ

でほぼ画面の中央に表示されます。 

バッテリー ‒ アライメント補助機器は後部パネルの下にある 3 つの SR44 

バッテリーにより作動します。バッテリーを交換するには、後部パネルを留

めている 4 つのネジを取り外します。新しいバッテリーを挿入する際は、正

しい方向(+ が外側にくる)に挿入するよう注意します。使用済みのバッテリ 

ーを適正に処分します。 

注記:レーザーはレーザー開口部から放射されます(写真 1 参照) 

光線を見つめてはなりません(クラス 2 レーザー製品) 
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附録 5:キーパッド(部品番号 265-1277)

キーパッドはワイヤレスリンクを経由して PC から同測定機を遠隔操作する

のに使用します。これは反射鏡がオートコリメータから少し離れたところに

ある場合に非常に役立ちます。トランスミッタを USB ポートに挿入し、キー

パッドの裏側にあるスイッチを入れます。ユニットは自動インストールを行

います。 

キーパッドは次の機能を持っています: 

キー 1 – 測定 [補足 1 を参照] 
キー 2  イメージを非表示/表示する [補足 1 を参照] 
キー 3  データを保存 [補足 1、2 を参照] 
Backspace – 後の測定結果を削除 [補足 1 を参照] 
Enter キー – 確認/OK 

他のキーは UAC ソフトウェア上では利用できません。

補足

1. キーの機能は手動測定モードの場合のみ有効です。

2. 「データを保存」キーはファイル名の自動生成がオンになっている場合は、

データを自動で保存します。オンになっていない場合、ファイル名入力の

ウィンドウが表示されます。



Page 70 of 86 

附録 6:符号記法 

電子光学アプリケーションソフトウェアに関する注記:結果表にある DA シリ

ーズのオートコリメータ(テーラーホブソンモデル DA400、DA300、DA200、

DA80、DA20) と結果を一致させるため、Y 軸の元の角度の符号は反転してい

ます(すなわち-1 で乗じる)。個々の軸の符号は必要に応じ手動でソフトウェ

アにて変更できます。
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附録 7:  外部通信

ウルトラオートコリメータソフトウェア(UAC)は外部と通信する方法が複数

あります:- 

a) キーパッド

附録 5 を参照してください。

b) 外部トリガー

(特注により)ハードウェアスイッチが提供できます。測定コマンドを離れた

ところから送信できます。

詳細は附録 8 を参照してください。

c) データを外部ファイルに出力

X と Y の測定データが継続的に外部ファイルに出力されます。

利用するには、外部通信タブで外部データ出力オプション ‘継続的にファイ

ルへ’ を選択します:- 

このモードでは、サイクル毎(つまり表示値が更新されるタイミング)に、X
と Y のデータがファイル(C:\data\PAC_EO_Interface.txt)に書き込まれま

す。これは単純なテキストファイルで下記の書式で 終の測定データが一行

のみ記載されています:- 

-0119.600 +0041.847 9489 F  

1 文字目から 9 文字目までが X 軸の正負符号、小数点、測定値を示します。

11 文字目から 19 文字目までが Y 軸の正負符号、小数点、測定値を示します。

21 文字目から 24 文字目までが測定サイクルの番号です。このサイクル番号

から 後のデータ読み取り時を推測できます。サイクル番号は 0001 から始

まり、9999 に到達したあと 0001 に戻ります。

25 文字目がどのようにしてデータが生成されたかを示します:- 
T はマウスやキーパッド、リモコンからの操作による測定ボタンの押

下でデータが測定されたことを示します。
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F は X と Y の現在の読み取り値のレポートであり、T で示される操作

とは異なるデータ測定であることを示します。

ファイルは測定機と接続されている PC 上の別ソフトで読むことも出来ます

し、ネットワークを経由して接続された別 PC でも読むことができます。

なお、このモードではデータは情報バーにも表示されています:- 

ファイルへの出力を取りやめるには、設定画面の外部通信タブから外部デー

タ出力を「なし」に変更します。ファイルへの出力はされなくなり、情報バ

ーへの表示もされなくなります。ただし、EoA ソフトウェアが起動している

場合は別です。

なお、UAC ソフトのインストール時に、「C:\data folder」フォルダが作成

されます。

d) ファイルからの外部コマンド入力

注記 本オプションは測定モードが手動に設定されている場合のみ有効です。

時間測定やプログラム測定は両方ともオフです。

UAC ソフトウェアのコマンドのうち幾つかは、共通のアクセスファイルから

生成することが出来ます。

設定画面の外部通信タブ、外部コマンド入力オプションで「ファイルから」

を選択してください:- 

このモードで UAC ソフトは継続的に「C:\data\PAC_IO_Interface.txt」
をポーリングします。これは単純なテキストファイルで、以下のコマンドの

うち一つ以上を含んだ一行のデータが記載されています:- 

  M 測定を開始

  Z セット・ゼロもしくはリセット・ゼロ

  H イメージを表示/非表示

  B 輝度のチェックと調整を開始

  C 測定データテーブルからデータをクリアする
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  S 測定データを自動保存

  A   「A」の後ろに入力した数値に、平均化を設定します。

(もし後ろに数値が続かない場合、コマンドは無視されま

す)。有効な数値は 1 (平均化無効) ~ 大 500 です。

この数値は変更されない限りセッションの残り時間中有

効です。UAC を再起動した場合、平均化の数は設定に入

力されている値に戻ります。

F 測定データをファイルに保存します。ファイル名の完全

なとパスが F の後にづかなければいけません(もし後ろに

パスが続かない場合、コマンドは無視されます)。拡張子

が付いていない場合、自動的に CSV が付与されます。同

じ名前で既にファイルが存在している場合、そのファイ

ルは上書きされます。

全てのアイテムは必ずカンマ「,」で区切る必要があることに注意してくださ

い。アイテムは string 中に現れた順番で実行されます。

注記 ひとつの String 中に同じ型の一つ以上のコマンドを含めることは出来

ない場合があります。

記述例:- 

i) A10,Z,H,M 

上記例では:- 

平均化の値を 10 に変更

セット・ゼロを実施

イメージを非表示に変更

測定を実施

ii) Fc:\data\example,C 

上記例では:- 

測定データファイルを c:\data\example.csv として保存

測定データ表をクリア

注記 上記オプション全ては Ultra の測定サイクルを遅延させることに注意

してください。遅延時間は使用している PC の性能及び選択されているオプ

ションの数に依存します。
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e) RS232 COM ポートを使った外部からのコントロール

注記.  本オプションは測定モードが手動の場合のみ利用可能です。時間測定

やプログラム測定では利用ができません。

設定画面の外部通信タブから「外部コマンド入力」欄で「COM ポートから」

を選択します。

必要なボー・レートと COM ポートを選択します。また下記の「COM ポート

をテストする」も参照して下さい。

f) RS232 COM ポートへの外部出力

設定画面の外部通信タブから「外部データ出力」欄で「測定を COM ポート

へ」を選択します。

「測定を COM ポートへ」は測定点における測定データのみを出力しますが、

「継続的に COM ポートへ」は毎サイクルごとにデータを出力します(つまり、

表示値が更新される度にデータが送られます)。

必要なボー・レートと COM ポートを選択します。
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RS232COM ポートをテストする

COM ポートの使用を伴うオプションを設定した場合、Ultra は設定後に該当

するポートを開こうとします。この際ポートが開けないと、エラー表示がな

されます。

UAC ソフトの実行中や再起動時にも、COM ポートをするオプションが有効

になっている場合、ポートが開けないとエラーメッセージが表示されます。

こうしたエラーが表示された場合、接続を見直してください。ケーブルの抜

き差しや設定画面からポート番号やボー・レートなど必要な情報に誤りがな

いか確認し、設定を適用してください。その後、UAC ソフトは再度通信を試

みます。

附録 8:  外部トリガー (特注により製作可能) 

外部トリガーは離れた場所から測定コマンドを実行します。

スイッチは Ultra を実行している PC と USB 接続され、測定の自動開始のた

めのプッシュボタンとコネクタが搭載されています。

使用前には、トリガーインターフェースソフト (PACIO2)をシステムにイン

ストールする必要があります。Taylor Hobson もしくは Spectrum 
Metrology でトリガーを製作した場合、本ソフトは標準でインストールされ

てきます。
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ユニットを上記例のように USB ポートに接続します。ソフトウェアの実行前

に接続する必要があります。

PACIO2 は設定画面の外部通信タブの「外部コマンド入力」欄で、「トリガ

ーで」を選択することで必要な通信を行うことが出来るようになります。:- 

ソフトウェアは下記のようにパネルを表示します。Informtion window は

インターフェースユニットと成功裏に通信できたかどうかを示します。

測定はユニット上面のボタンを押すか、ピンの 1 と 2 を短絡させることで測

定が開始できます。短絡時間は 低 400ms なくてはなりません。。
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インターフェースソフトは測定リクエストがあると緑色から赤色にインジケ

ーターを変化し、測定中であることを示します。コネクターのピン 3 はこの

時点で 0v になります。完了後、パネルは再度緑色に変化して次の測定が可

能になったことを示します。この測定可能な状態はピン 3 に定格 5v の電流

を流すことでも示されます。

インターフェースは Exit ボタンを押すことで閉じることが出来ます。

デフォルトではソフトウェアは日本語表示で起動します。英語表示で使用す

るには、ウィンドウを拡張して言語オプションのチェックを変更してくださ

い。

EoA ソフトウェアとトリガーを組み合わせて使用する場合、EoA ソフトはオ

プション設定で「測定機の設定を採用」を選択する必要があります。
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附録 9:  プログラム測定

設定画面の測定モードで「プログラム測定」欄から、測定用プログラムが作

成できます。

既存プログラムがある場合フォルダアイコンからファイルを選択して下さい: 

デフォルトでは、ソフトは下記のフォルダ内のプログラムを検索します。
c:\ProgramData\ Spectrum Metrology\Ultra 
Autocollimator\Programs.   
リストからファイルを選んで下さい。

既存のプログラムを閲覧したり編集したりするには、編集ボタンを押して下

さい: 

プログラムエディタはプログラム名とプログラムのステップ(手順)を表示し

ます。プログラム実行時にユーザに宛てて表示されるプロンプトウィンドウ

のテキストは、そのステップをクリックすれば見ることが出来ます。
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新しいステップ(手順)を追加するには追加ボタンを押して下さい: 

これにより追加する新ステップを選択する画面が表示されます。ここで追加

されたステップは現在選択中のステップのすぐ後に追加されます。
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ジョブ名や測定、指示といったステップについては説明のためユーザ宛に表

示するテキストを入力することができます(例.「200mm 先の次の測定箇所

にターゲットを移動させてください」等)。このテキストはプログラム実行時

にオペレータに対して表示されます。

もしユーザがステップ中のメッセージ・プロンプトに対して「キャンセル」

を選択した場合、更なるメッセージが表示され本当にキャンセルするか確認

します。キャンセルした場合はそこで測定は中止され、キャンセルしなかっ

た場合はプログラムはその手順を再度実行しプログラムを継続します。

開始: 開始ステップは自動的にステップの 初に挿入され削除したり編集し

たりすることはできません。開始はその後に続くプログラムステップのため

の単なるプレースホルダであり、実際の動作とは結びついていません。

ジョブ名: その測定プログラムの名前を付けます。自動保存手順で必要にな

る、ファイル名の自動生成のファイル名の一部になります。

セット・ゼロ: ゼロオフセットを適用するかどうかを選択します(つまり、ゼ

ロ・オフセットを新たに設定したり、あるいはすでに設定されている場合は

設定を解除します)。ゼロオフセットの設定状態は測定プログラムが完了する

かキャンセルされた場合でも継続します。

測定: ユーザがメッセージプロンプトを OK すると測定が始まります: 
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指示: 部品の設置といった、オペレータに対する必要な指示を伝達し、オペ

レータが OK を押すと完了します。

自動保存: 自動保存測定データを設定された結果フォルダに現在の日付と時

刻、ジョブ番号から生成されたファイル名で測定データを保存します。

保存:ユーザにファイル名を入力するよう促し、入力後データを保存します。
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既存のステップのプロンプトを編集するには編集ボタンを押します: 

不要なステップを削除するには削除ボタンを押します: 

プログラムファイルへの変更を保存するにはプログラムエディタから適用を

選択します。保存しない場合はキャンセルでウィンドウを閉じます。

新しいプログラムを作成するにはプログラムボタンを押します: 

このボタンはプログラムエディタを表示します。新規ステップを追加してプ

ログラムを作成してください。適用すると、ユーザはプログラムファイルの

名前を付けるように促されます。
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附録 10:  トラブルシュート

UAC ソフトウェアはフォルダ「C:\ProgramData\Spectrum 
Metrology\Ultra Autocollimator」以下に、測定機の校正係数やユーザ設定

といった情報を種々のファイルにして保存します。ユーザが設定を変更する

と対応するファイルが書き換えられ、UAC が再起動した際に読み込まれます。

もしこれらのファイルが何らかの理由で失われたり、新しい PC にソフトを

インストールした場合には、UAC をソフトは通常オプションで再起動し、以

下の警告メッセージが表示されます。

もしこのエラーメッセージが表示された場合には、テーラーホブソンまたは

Spectrum Metrology に連絡して下さい。

UAC ソフトの再インストール

もし UAC プログラムを再インストールしたりアップデートしたりする必要

がある場合、前述の附録 2 の手順に従って下さい。校正設定を含む全ての結

果ファイルと設定ファイルはソフトウェアのインストール時に削除されませ

ん。

テーラーホブソンの Electro Optics Analysis ソフトを再インストールす

る

これについては EoA オペレータ・ハンドブックのセクション 2.3 を参照して

ください。
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附録 11:  ADMIN ユーザモード

ソフトウェアは基本設定画面のユーザモードから「Admin モード」を選択す

ることで、Admin モードで使用できます。このオプションはパスワードは関

係がなく、カメラのプロパティやカメラ情報、校正アイテムへのアクセスが

可能になります。このモードはユーザ側の監督権限のある上長による使用を

想定しています。

カメラプロパティページ

このタブでは Admin ユーザにカメラのプロパティを変更・リセットした

り、輝度調整を行ったりすることが出来ます。
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カメラ情報ページ

カメラの情報が表示されます。編集することは出来ません。

校正ページ

構成情報も編集することは出来ません。
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Admin ユーザモードを終えるには

UAC を一旦終了してから再起動すると、ソフトは自動的に標準のユーザモー

ドに戻ります(標準ユーザまたは EOA ユーザ)。

または、設定ページから他のユーザモードを選択してください。


