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テーラーホブソンのライセンス 

1. 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。 

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。 
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更新 

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。 

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怠慢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。 
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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す。 

テーラーホブソンカスタマーサービス連絡先 

ライセンス契約に関するご質問やその他のお問い合わせは、テーラーホブソンのウェブサイト www.taylor-
hobson.com に掲載されているお近くの支社、もしくは以下の宛先にご連絡ください。Taylor Hobson Ltd, PO Box 36, 2 
New Star Road, Leicester LE4 9JQ, United Kingdom、電話：+44 (0)116 276 3771。 
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2. システム概説 

 
本ソフトウェアは、マイクロソフト Windows 7 以降の OS を搭載した IBM 互換のあらゆるコ

ンピュータで実行可能です。ただし、テーラーホブソンが提供するコンピュータは、既にソフト

ウェアの動作確認済みであるため、同社提供の PC の使用を推奨します。 

本マニュアルは、測定技術の詳細な解説書ではなく、またソフトウェアを実行しているコンピュ

ータの包括的なマニュアルでもありません。したがって、これらの詳細については、測定機やコ

ンピュータの付属マニュアルを参照してください。ただし、以下の国際規格の該当部分には、適

合しています: BS817、DIN876、ISO8512。 

 

2.1 マイクロソフト Windows 環境 

マイクロソフト Windows の動作環境は、一連のプログラムに共通のインターフェースを提供し

ます。テーラーホブソンの EOA ソフトウェアを効果的に使用するには、このインターフェースの

基礎を理解している必要があります。 

 

2.2 セキュリティデバイス   

本ソフトウェアには、一般にドングルとして知られるセキュリティデバイスが付属しています。

このデバイスは、複数のコンピュータで同時にソフトウェアを実行することを防ぐものです。こ

のセキュリティデバイスを使用しないと、ソフトウェアは十分に機能しません。ドングルがない

場合、ソフトウェアはデモバージョンでの使用のみとなり、データの保存や印刷、測定機での測

定はできません。 

セキュリティデバイスの接続 

本プログラムは、付属のセキュリティデバイスをコンピュータの USB ポートに挿入した場合のみ、

正常に作動します。使用するソケットについては、コンピュータの付属マニュアルを参照してく

ださい。コンピュータに複数の USB ポートがある場合、どれを使用しても構いません。   

 

2.3 インストール上の注意 

EOA ソフトウェアをインストールするコンピュータには、事前にマイクロソフト Windows 7
以降をインストールしておく必要があります。Windows のインストール方法については、コン

ピュータの付属マニュアルを参照してください。 

EOA ソフトウェアをインストールするには、CD-ROM または USB メモリをドライブ/ポートに

挿入して、インストールプログラムがロードされるのを待つか、SETUP.EXE プログラムを実行

してください。ガイダンスに従ってインストール手順を実行すると、ソフトウェアがコンピュー

タのハードディスクにインストールされます。 

本ソフトウェアは、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、スペイン語、米語、日

本語、ポーランド語、ロシア語を標準サポートしています。 
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EOA ソフトウェア – Windows 8 以降に対応 

 
 アドミニストレータとしてソフトウェアをインストール 
 ソフトウェアのアイコンをダブルクリックして、EOA ソフトウェア単独で実行。実行され

ない場合や警告メッセージが表示されたときは、以下の設定変更を行ってください。 
o コントロールパネル -> ユーザーアカウント -> ユーザーアカウント制御設定を変

更 -> コンピュータに対する変更の通知のタイミングを選択 -> 「通知しない」 

 
 
 上記の通り、再度ソフトウェアを単独で実行するか、オートコリメーターUltra 制御ソフ

トウェア(PAC ver5)/タリベル制御ソフトウェアから起動してください。起動しない場合

は、以下の手順を実行してください。 
o EO 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 -> トラブルシュ

ートプログラム -> オプションにチェックを入れる（下図参照） -> 次へ -> 
Windows 7 を選択 -> プログラムのテスト -> この設定を保存。 
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2.4 PC の変更: 
測定ハンドブックを参照してください。オートコリメータ Ultra では、校正ファイルが付属の PC
に保存されています。そのため、PC を変更するときは、校正定数を保存するか書き留めて、新し

い PC にインプットする必要があります。一方、タリベルでは、校正定数はレベリングヘッド内

に存在します。 
 

2.5 ソフトウェアの説明と原理: 

この測定・解析パッケージは、20 年以上にわたり世界中で多くのユーザーに愛用されてきたユー

ティリティの最新版です。 
 
本パッケージは、様々な生産・研究施設で、以下の測定に使用されてきました: 
 
真直度 – 1 軸または 2 軸 
角度変換真直度 – ピッチング及びヨーイングの測定 
ねじれ – 平行なガイドやレールの幾何形状 
平面度 – グリッド法またはムーディ/ユニオンジャック法 (該当する国際規格の等級区分に対応) 
回転軸角度精度/割出し測定 
チルト軸角度精度測定 
ポリゴン角度校正 
回転割出し測定 – 複数回測定を実現 
直角度と平行度の解析 (真直度ファイルを 2 つ選択して実行) 
 
上記のプログラムについては、プログラムの章で簡単に説明しています。 
 
本ソフトウェアは改訂版で、オートコリメータ Ultra とタリベル 6 に対応しており、キーボード

入力機能も備えています。 
 
アイコン式のユーザーインターフェースと、トレーニングや理解が容易な理論的かつ革新的な操

作方法で、旧バージョンから大幅にアップデートされています。 
 
本ソフトウェアで利用できる測定シーケンスを開始するには、まず 「ホーム」画面から測定の 
「種類」を選択します。さらに、「測定設定」タブで選択可能なオプションを選び、「測定情

報」タブで適切なデータを入力します。 
 
その後、将来同じ測定を繰り返す場合に備えて、この設定を「保存」することができます。また

設定を「承認」すると、「測定オペレーション」タブに移動します。このタブには、先ほど選択

した測定の種類と設定に関連したデータの入力・解析用のアイコンが表示されます。 
 
データ入力中は、進行画面にその時点までの結果がグラフィックで表示されます。そのため、必

要に応じて前段階に戻り、怪しいデータは再入力できます。入力完了後、「結果の計算」アイコ

ンを選択すると、「表」 (数値データ)、「プロファイルチャート」(グラフィック表示)、「測定

情報」 (プロセス開始時に入力したもの)など、結果の種類に応じてタブが表示されます。 
 
結果や情報はすべて、印刷もしくはファイルへの保存が可能です。 
 
一部の結果については手作業での編集も可能ですが、この機能を利用した場合、結果のアウトプ

ットに編集が行われたことを示すメッセージが表示されます。 
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また、データと結果画像は、メモ帳、Word、Excel 等で使用するためにエクスポート/複製する

ことができます。 
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3. アイコン一覧 
 
 
アイコン一覧と機能の説明: 
 
一般 
 
3.1 ホームパネル – 画面左側 – 常に利用可能 
 

 
 

   
ホームへ戻る 
 
   
 
基本設定 – 言語、結果表示/印刷用のロゴ選択、「スキップする」、測定時の「サ

ウンド(警告音)」、「値を大きく表示」および測定機による測定。 
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ここで選択したオプションはすべて、承認ボタンでダイアログを閉じると直ちに適用されます。

ただし言語設定を変更した際には、何度か画面の再読み込みが必要な場合もあります。設定は保

存され、次回ソフトウェアを実行する際に再使用されます。 
 
ロゴオプションを選択すると、テーラーホブソンや自社のロゴを測定結果の表示画面やプリント

アウトに表示できます。ロゴを変更するには、選択ボタンでファイルシステムから画像ファイル

(PNG、JPG、JPEG、GIF 形式のもの)を選びます。これらのオプションや結果画面にあるエクス

ポート機能は、ユーザーが希望するフォーマットでのドキュメント作成を可能にします。 
 
また、騒がしい環境で「サウンド(警告音)」の音量を上げるには、ラップトップ PC のイヤフォ

ンソケットにベーシックな USB セルフパワー式スピーカーを取り付けてください。音量調節は

Windows の機能であり、本ソフトウェアの一部ではありません。またオプション任意のサウン

ドファイルを設定することが可能です。サウンドの設定がオンになっている場合には、
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「Sample Sounds」以下に保存されているファイルか、もしくは自分で作成した.wav 形式のフ

ァイルをオプション画面で設定してください。 
 
「値を大きく表示」をオンにすると、測定中には大きくて見やすい画面が表示され、測定完了後

には測定値が大きな文字で表示されます。コンピュータから数メートル離れた場所からも、画面

が見やすくなります。 
「測定機の設定を採用」 チェックボックスは、データ/測定をオートコリメーターUltra 制御ソフ

トウェア(PAC ソフトウェアハンドブック参照)から開始する場合に限り、使用します。このオプ

ションがオンのときは、必ず PAC の「測定」ボタンか PAC ソフトウェアの制御プログラム/ユー

ティリティの一つを介して、PAC ソフトウェアのみを使用して測定を行ってください。この方法

を使う場合、EOA ソフトウェア内のサンプル/ポイントおよび統計的フィルタリングは、設定値

に関わらず無効となります。 
 
「スキップする」オプションには、テーラーホブソンまたはスペクトラム・メトロロジーの技術

部門から特定アプリケーション用に勧められない限り、チェックを入れないでください。 
 
 

ヘルプ – これは、下図の通り XPS 形式のドキュメントで、画面左下の「サーチボ

ックス」を用いた検索が可能です: 
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プログラム終了 
 
 
 
 

 



Page 15 of 80 

3.2 ホーム画面 – 測定の種類 – メインの中央画面 
 

 
 

 
真直度測定 
 
 
 
 
二軸真直度測定 
 
 
 

 
 
直角度計算 
 
 
 
 
平行度計算 
 
 
 
ボックスフレームやライトアングルブラケット、ペンタブリズムのマスター角度デー

タを編集 
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ねじれ測定 
 
 
角度変換真直度測定の設定及び測定データタブに移動 
 
 
 
 
 
 
平面度測定 – ユニオンジャック 
 
 
 
 
平面度測定 – グリッド 
 
 
 
 
ポリゴン測定（水平） 
 
 
 
 
拡張ポリゴン測定（水平） 
 
 
 
 
 
拡張ポリゴン測定（チルト） 
 
 
 
 
ポリゴン校正値 
 
 
 
 
保存データを開く 
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3.3 下部のアクションパネル – アクティブ状態のときは、そのとき表示されているメイン画面に

関連するアイコンが画面下部に表示されます。下図はその一例です。 

 
 

 
 
OK もしくは承認。設定を完了して測定画面へ進む 
 
 
 
 
ホームページに戻る 
 
 
  
 
変更をキャンセルして閉じる 
 
 
 
 
設定ファイルを開く  
 
 
 
 
 
設定に名前を付けて保存 
 
 
 
 
現在のページを印刷 
 
 

 
 
 
プレビューとすべてのページを印刷 
 
 
 
データの編集 
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パラメータを編集して再計算 
 
 
 
 
結果の外部出力 
 
 

 
 
3.4 測定アイコン – 全測定タイプ共通 
 
測定(一般) – 測定、直前の測定を再実行、全測定を再実行、スキップポイント 
 

 
 
開始点、次の位置を測定 
 
 
 
 
前の位置を再測定 
 
 
 
 
すべての位置を再測定 
 
 
 
測定ポイントをスキップ(グローバル設定ダイアログでチェックを入れた場合にのみ

利用可能。 「測定のヒント」 セクション参 
 
 

 
3.5 測定アイコン –  特定の測定に対応 

 
 
ねじれ測定 
 
 
 
 
平面度限定 – 測定方向の変更 
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平面度ユニオンジャック法限定 – 測定ラインの変更 
 
  
 
 
平面度グリッド法限定 – 測定ラインの変更 
 
 
 
 
平面度グリッド法限定 – 測定の向きを縦から横、横から縦に変更 
 
 
 
 
平面度グリッド法限定 – 反転校正ルーチンを入力 
 
 
 
 
平面度グリッド法限定 – 絶対校正順方向測定 
 
  
  
 
平面度グリッド法限定 – 絶対校正逆方向測定 
 
  
 
 
平面度グリッド法限定 – 絶対校正オフセット計算  
      (承認によって適用) 
 
 
 
 ポリゴン測定 – 表示するデータセットを選択 
 
  
 
 
拡張ポリゴン測定 – 次の結果画面に移動 
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 時間測定もしくはオートマチック測定を開始 
 
 
 
 
 時間測定の一時停止もしくは再開 
 
 
 
 
 時間測定もしくはオートマチック測定をキャンセル 
 
 
 
 

 
3.6 測定機/データ入力オプション – オペレータによる選択： 
 

キーボード 
 

タリベル６シングル or ディファレンシャル 
 
 

オートコリメータ Ultra / UltraHP 
 
 
 
 
3.7  結果タブ/画面 
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チャートやグラフの縮尺/表示を初期設定にリセット –  該当する場合 
 
 
 
 
ヘルプが利用可能な場合、コンテクストに沿ったヘルプを表示 
 
 
 

3.8  マスターのデータ入力ページ用アイコン 
 

  新規マスターポリゴンのデータファイルを作成 
 
 
 
 

 
  新しいマスターボックスフレームデータファイルを作成 
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測定 
 

4.1 測定設定タブ – このタブのフォーマットは、全タイプの測定に共通ですが、内容は異なりま

す。オペレータは、適切なデータ収集法と測定パラメータを選び、単位、ベースの長さ、フィッ

ト、アウトプット方法等を設定します。ベースの長さやテーブルの長さ、幅などは、そのとき選

択されている単位(mm、in)で表示されます。下図参照： 
 

 
 
4.2 測定情報タブ – このタブのフォーマットは、全タイプの測定に共通ですが、内容は異なりま

す。測定完了後、測定結果のファイルとともに保存したい情報を各フィールドに入力してくださ

い。「含める」のチェックボックスにチェックを入れると、その情報は結果画面とプリントアウ

トに表示されます。逆にチェックボックスのチェックを外すと、結果画面とプリントアウトには

表示されなくなりますが、上記の保存したファイルには情報が記録されます。これらの情報は、

測定に先立って設定画面で入力するほか、測定後に結果画面から入力することも可能です。下図

参照： 
 

 
 
 
 
4.3 測定操作タブ：唯一の測定オペレーションタブの上部には、標準測定ボタン、直前の測定値

の表、測定機の読取り値のウインドウが表示されています。下部には、測定のタイプに応じた進

行情報と関連オプションが表示されます。 
 
真直度とねじれの 1 軸、2 軸測定の場合、1 つまたは複数の進行チャートが表示されます。以下

は真直度の 2 軸測定の例です： 
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グリッド法およびユニオンジャック法による平面度測定の場合は、測定ラインとその時点の進捗

状況を示したダイヤグラムが表示されます。以下は、グリッド法の例です： 
 

 
 
ポリゴン測定、拡張ポリゴン測定（水平）、拡張ポリゴン測定（チルト）の場合は、次の測定角

度と(現在の)測定方向、データセット/ルーチン No.が表示されます。また、測定中に例えば開始

時点の基準測定値等の情報を記録するためのフィールド(「注記を表示」にチェックボックスを入

れて表示)もあります。[ただし、このメモは測定実行中のみのもので、保存されません]。 
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注記   
真直度及び平面度の測定においては、充分な点または測定ラインのデータが得られていれば、測

定途中でも結果を計算して閲覧することができます。チェックマークのアイコンの「結果を計

算」をクリックすると結果が閲覧できます。その後測定を再開するには、「測定ページに戻る」

を押せば測定ページに戻ることが出来、測定を再開したり既に測定した点の再測定を行うことが

出来ます。
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4.4 値を大きく表示 
 
設定画面で、この測定オプション＞値を大きく表示を選択すると、測定機を使って測定を行うた

びにウインドウが表示されます。測定進行中の画面は以下の通りです： 
 

 

 
 
 
 
測定が終了すると、その読取り値を示したウインドウが 5 秒間表示され、自動的に閉じます： 
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設定で‘警告しきい値’を設定している場合、もし測定した値が前の測定ポイントでの値に対してし

きい値を超えて高い場合には、下記画面のように警告が表示されユーザが OK ボタンを押すまで

は表示され続けます。ユーザは OK を押した後、その点を再測定するかどうか決めます。 
 

 
 

もし「警告しきい値」がすでに設定され、測定結果が前の測定ポイントでの値に対してしきい値

の 75%から最大 100%を超えると、警告アイコンが値と共に表示されます。この画面は自動的

に消え、通常通り測定を継続できます。 
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4.5  時間測定 
 
時間測定が利用できるタイプの測定種別では、「測定モード」タブが表示され、時間測定に関す

る設定を変更することができます。 
 

 
 
本機能は一軸または二軸での真直度測定および全てのポリゴン測定で使用できます。 
 
時間測定:  一定の時間おきに、設定された回数に達するまで測定を行います。3～2000 回の指定

が可能で、経過時間 20 秒～85 時間までに対応します。 

読み取りデータをファイルに保存:  測定中に時間測定の結果を保存するか選択します。測定の完

了後、読み取りデータ(ログ)とは別に、改めてファイルを保存することも可能です。 
 
(a)  ファイルを追加 
 
このオプションを使用すると、時間測定が何らかの理由で失敗した場合でも、それまでに測定し

たデータを残すことが出来ます。データ形式として、まずヘッダーが最初の測定値の前に記載さ

れます。測定値は各測定点を測定後、データ行が追記されます。ヘッダーおよび測定値の書式は

測定結果を CSV 形式で保存するときと同じです [セクション 3.5.6 参照]。 
 
(b)  ファイルを上書き 

 
このオプションは外部プログラムと連携する際などに使用します。ヘッダーはファイルに一切書

き込まれません。データ行は各測定点の測定後に記載されます。ファイル内のそれまでの一切の

測定値は新しい値の記載をする際にすべて消去され、ファイルには常に最新の測定値一行のみが

記載された状態になっています。測定値の書式は測定結果を CSV 形式で保存するときと同じです 
[セクション 3.5.6 参照]。 
 
ファイルの保存場所はデフォルトで「C:\ProgramData\Taylor Hobson Precision\Taylor 
Hobson Optical Analysis Software\LoggingFiles」です。保存先のフォルダをオプションから

変更することも可能です。 
 
注記: サードパーティ製のソフトウェアでファイルを開く際には、ファイルがロックされてしま

うのを防ぐため「FileMode.Open」や「FileAccess.Read」、「FileShare.ReadWrite」
等を使用してください。
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時間測定は開始ボタンで始めることが出来ます。一時中断や再開、キャンセルといった操作が他

に可能です。 
 

 
 
測定値と残り時間が表示され、随時最新の情報に更新されます。「手のひら」のアイコンは測定

が実行中であることを示しています。 
 

 
 
測定が完了したあとは、算出された結果を閲覧することができます。
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4.6  オートマチック測定 
 
オートマチック測定が利用できるタイプの測定種別では、「測定モード」タブが表示され、オー

トマチック測定に関する設定を変更することができます。 
 

 
 
本オプションは拡張ポリゴン測定(水平/チルト)で利用でき、プログラム化して自動で回転させる

タイプの割り出し台(indexing table)の測定に最適です。測定は、割出し台が回転する際にポリ

ゴン読み取り値が一旦読み取り範囲外になり、その後読み取り値が範囲内に戻ってくる時に行わ

れます。 
 
間隔: 最初の測定を行う前の待機時間であり、また同時に読み取り値が測定範囲外(EEE)を検出し

てから次の測定を行うまでの時間です。 
 
値が落ち着くまでの時間/許容値: 各測定点での測定は、指定された時間内で、指定された許容値

内に値が収まり落ち着くまで実行されません。 
 
オートマチック測定は開始ボタンで始めることが出来、キャンセルボタンによりいつでもキャン

セルできます。ただしキャンセルした場合には、それまでの測定値は削除され、始めから再測定

となります。これは測定対象の動作との同期がとれなくなったと判断されるためです。
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測定開始後、各測定点の測定前に画面に「測定待機中」の旨を示すメッセージが表示されます。 
 

 
 
測定状態を示すその他のメッセージも表示されます(例.測定範囲外になるのを待っています)。 
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割り出し台の動作タイミングと測定間隔が正しく設定されていれば、測定は問題なく進行し完了

します。
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5 結果 

 
5.1 結果タブ：表 – このタブのフォーマットは、全タイプの測定に共通ですが、内容は異なりま

す。このタブは、測定プロセスにおいて入力した値や測定機で読み取った値を、それらのデータ

から算出した結果とともに表示します。測定日時や最大誤差などの主要データを測定のタイプに

応じて表示します。 
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5.2 結果タブ：プロファイルチャート - このタブのフォーマットは、全タイプの測定に共通です

が、内容は異なります。このタブは、解析した測定値を必要に応じて 2D (真直度)または 3D (平
面度)のグラフで表示します。日付や直線フィット、最大・最小誤差など、その他の関連データも

表示されます。チャートの縮尺は上下矢印ボタンで変更可能で、リセットボタンを押すとデフォ

ルトに戻ります。 
 
真直度とねじれのチャートの最小スケールは+/- 0.5 µm です。 
ポリゴンのチャートの最小スケールは+/- 0.05 arcsec です。 
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5.3 結果タブ：3D 表示 – このタブは、グリッド法による平面度測定限定で表示されます。これ

は正方形と同じ縦横比の平面図で、測定表面をカラーコードで表したものです。この平面図は、

マウス操作によって傾けたり回転したりすることが可能で、必要に応じてデフォルトに戻すこと

も可能です。 
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5.4 結果タブ：証明書 – このタブは、グリッド法およびユニオンジャック法による平面度測定限

定で表示されます。解析後の測定表面の 3D ラインダイヤグラムで、ピーク値のポイントが太字

で表示されます。 
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5.5 結果タブ：情報 - このタブのフォーマットは、全タイプの測定に共通ですが、内容は異なり

ます。このタブは、測定サイクルの最初に入力したデータ/情報を表示します。これらの内容は、

結果画面で入力・編集可能で、結果とともに再保存できます。 
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5.6 結果タブ: 拡張/チルト ポリゴン 結果 
 
5.6.1  VDI/DGQ 3441 規格に対する結果 
このタブは各ルーチンでの補正されたデータと計算結果の平均値を表示します。 
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5.6.2 ISO 230-2 に対する結果 
このタブは各ルーチンでの補正されたデータと計算された ISO 結果を表示します。 
 

 

 
 
5.7 結果タブ：拡張ポリゴンの生の測定データ － このタブは、生の測定結果の表とチャートを

表示します。 
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結果タブ：拡張ポリゴン補正データ － このタブは、結果に使用されたマスタの参考データを表

示します。 
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5.8  結果タブ: 拡張ポリゴンの補正データです。ここでは結果ファイルに使われた基準となる参

照データを表示します。 
 

 
 
ポリゴンの校正の方向と測定時の方向が異なる場合、下記のような第二の表が表示されどの回転

角度でポリゴンのどの校正値が使われたかを明示します。※これはポリゴンの校正値がどの角度

で使用されたかを示すもので、計算上どのように使われたかを示すものではありません。 
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さらに、測定開始角度が 0 度ではない場合には、補正データをシフトさせた第二の表が表示され

ます。 
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5.9  結果タブ: 拡張ポリゴンのクロージングエラー。クロージングエラーのオプションが選択さ

れていた場合、このページがクロージングエラーの値を示します。順送りの測定データセットで

はこのデータは「360 度地点でのエラー」引くことの「0 度地点でのエラー」として計算されま

す。逆送りの測定データセットでは「0 度地点でのエラー」引くことの「360 度地点でのエラ

ー」として計算されます。 
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5.10 結果タブ：拡張ポリゴン補正データ － 補正オプションのいずれかが選択されている場合、

この画面にはその選択に応じて計算された補正データが表示されます： 
 

 補正：絶対値(各測定位置の値) または増加 (各測定位置とその直前の測定位置における値

の差)。 
 値の種類：コレクション (計算によって出された値の逆)またはエラー(計算によって出さ

れた値)。 
 出力値：結合(各測定位置における順・逆方向の測定値の平均)またはフォワードアンドリ

バース(各測定位置における順・逆方向それぞれの測定値)。 
 位置：実際に測定された場合(各測定位置の補償値)または 補完による場合(各測定位置と

測定位置間の各ステップ－補完ステップ角度により決定－の補償値。シンプルな直線補完

を利用)。 
 補完ステップ(角度) : 補完された位置の場合は最小角度 が 1°、最大角度は測定したステ

ップの角度。 
 
補正データは、選択した角度単位で表示されます：arcsec、0.0001°、マイクロラジアン 
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5.11 結果タブ：直角度と平行度 
 
直角度と平行度の計算ができない真直度のファイルを選択すると (測定した軸が異なる場合など)、
結果画面には結果の代わりに以下のメッセージが表示されます。 
 
  選択したデータは、平行度[直角度]の解析に使用できませんでした。 
 
保存した直角度または平行度の結果ファイルを後日開いたとき、元の真直度ファイルが見つから

ない場合は、以下のメッセージとともに、かつて計算した結果のヘッドラインのみが表示され、

プロットは表示されません。 
 
   元の真直度ファイルが見つかりません。結果の再計算は行われていません。 
 

以下は、真直度 2 軸測定のデータを用いた平行度解析の結果画面の例です： 

 
o- 
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5.12 EOA ファイルの場所 
 
インストール時に作成される結果フォルダは以下の場所にあります。 
 
C:\ProgramData\Taylor Hobson Precision\Taylor Hobson Optical Analysis 
Software\Results\... 
 
同様に、設定ファイルは以下の場所にあります。 
 
C:\ProgramData\Taylor Hobson Precision\Taylor Hobson Optical Analysis 
Software\Configs\... 
 
PC の設定によっては、Windows Explorer 上では c:\ProgramData 以下のフォルダはデフォル

トでは非常時(隠しファイル)になっている場合があります。その場合は、エクスプローラの設定

から隠しファイルを表示するように変更するか、アドレスバーに直接「c:\ProgramData 」と入

力することでフォルダにアクセスできます。 
 
または、基本設計画面から任意のフォルダを測定結果の保存先に設定することができます。 
 
 
ProgramData を表示するには 
 
もし c:\ProgramData が表示されていない場合、ウィンドウズ・エクスプローラ上から、メニ

ューバー左上の「整理」を選択します。 
 

 
 
ドロップダウンメニューから、「フォルダと検索のオプション」を選択します。
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「閲覧」タブから、「隠しファイルや隠しフォルダを表示する」にチェックを入れ、「フォルダ

に適用」ボタンをクリックします。 
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5.13 データの複製/エクスポート 

 

 

 

データや結果は、他のアプリケーションにコピーすることができます。結果画面から、結果の

エクスポートオプションを選択してください。その時点でどの結果タブが選択されているかに

よって、選択できるエクスポートオプションが変わります。 

オプションは以下の通りです： 

1.  CSV 形式のファイルにエクスポート 
測定データをコンマで区切ったデータ形式でエクスポートするのに使用します。マイクロソフ

ト Excel 等の表計算ソフトにデータをコピーするのに適しています。 
 
2.  クリップボードにコピー (プレーンテキスト) 
主要な結果や測定データ、測定情報をテキスト形式でエクスポートして、ワードプロセッシン

グアプリケーションにコピーする際に使用します。どのタイプのデータ/情報をエクスポート

するかは、チェックボックスで選択可能です。 
 
3.  クリップボードにコピー (ビットマップイメージ) 
表示されているチャートをマイクロソフト Word 等のワードプロセッシングアプリケーション

にコピーするのに適しています。  
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6. プログラム解説 
 

6.1 真直度 

 

 

 

 
 

真直度測定を行うには、キャリッジまたはスレッジを測定する表面に沿って等間隔のステップで

動かします。このキャリッジは、既知の間隔を持つ 2 つのパッドまたは脚で支えられています。

測定面が真直でない場合、キャリッジが進むにつれ、上下にわずかに傾きます。この縦揺れを測

定するには、工作機械案内面の上面・側面を測定する Ultra オートコリメータや、上面のみを測

定するタリベルが使用されます。さらに、単純な三角法によって高さの変化が計算され、結果は

最小二乗法もしくはゼロ端法で処理されます： 
 
下図の は Ultra やタリベルによる測定値、“x”は既知の値であるため、dx の値は計算で出すこと

ができます。 
 
 
 
    
   x 
 
両端ゼロ：案内面の最初と最後のポイントをゼロとし、この 2 点を結ぶデータム線を引きます。

案内面に沿って、この線からの逸脱をすべて計算します。 
 
最小二乗：データポイントの間を縫って、各データポイントからの偏差の二乗が最小となるよう

な最小二乗線を引きます。 
 

最小領域：これらのクロージングエラーは、測定の質の指標となります。言い換えれば、測定が

適切な振動/環境条件下で正確に行われたか否かを示します。 
 
直角度と平行度の解析： 
 
この機能を使うと、事前に行った 2 つの真直度測定(1 軸または 2 軸)の結果を比較することで、

互いの関係性－つまり互いに直角（90⁰）なのか、あるいは平行（0⁰）なのか－を知ることがで

きます。 
 
有効な結果を出すには、基準ファイルとテストファイルがともに同じデータムないしセットアッ

プを用いて測定されたものである必要があります。 
 
タリベル 6 を使う場合、データムは「重力」となります。また、Ultra オートコリメータとペン

タプリズムを用いることもできます(Ultra オートコリメータは、測定と測定の間に移動しないこ

と)。 
 
理想的には、2 つの測定をなるべく短い間隔で実行してください。また、測定システムと測定す

るアイテムの安定性の確保に十分注意してください。 

 dx 
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スロープ 
 
測定機の軸：表示される傾斜結果は、計算によって導き出された最小二乗法による傾斜です。た

だし、この傾斜を除去するためのデータ修正はなされていません。 
 
6.2 ねじれ 
 

 
 
真直度プログラムのサポート・強化のためにソフトウェアスイートに組み込まれた「ねじれ」(ロ
ール)オプションは、工作機械の市場を対象としています。本プログラムは、工作機械の 2 つの案

内面やレールについて、それぞれの真直度やお互いの関係を数値化・視覚化するものです。 
 
ねじれを測定するには、まずタリベルもしくは Ultra で、最初の案内面の真直度を 1 軸もしくは

2 軸モードで測定します。この結果を承認すると、プログラムは第 2 ステージに進みます。この

第 2 ステージでは、最初の案内面の軸に対して 90°の角度で測定を実行します。測定は、タリ

ベルをマウントした専用ベースで 2 つの案内面を「ブリッジング」する形で行います。 
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最終的に、上記の 2 つのデータセットを組み合わせたものが、ねじれた水平のハシゴのような形

で表されます。そのハシゴの「横木」と「支柱」の各交点にデータポイントがあります。 

 
 
Ultra とタリベルを共に使用したねじれ測定： 
Ultra を真直度測定(1 軸または 2 軸)に使用し、タリベルをラジアル測定に使用する場合のねじ

れ測定の手順は、以下の通りです： 
 
A: もし測定器が両方とも同時に USB 経由で接続する場合 
 
1. まずタリベルを USB 接続します。  
2. タリベルのコントロールソフトを起動します。  
3. タリベル設定オプション「読み込み値をファイルに書き込む」がオンになっていることを確認

します。オフになっている場合はオンにして設定を保存します。  
4. タリベルコントロールソフトを起動したままにします。  
5. 「Ultra」オートコリメータを USB 接続します。  
6. Ultra オートコリメータ・コントロールソフト(UAC)を起動します。  
7. UAC から 「Electro Optics Analysis を起動する」のボタンを押します。  
8. Electro Optics Analysis ソフトで、ツイスト(ねじれ)測定を選択し、オートコリメータで真

直度測定を開始します。  
9. 「ラジアル測定を開始する」を選択し、ラジアル(径方向)測定を開始します。プロンプト画面

が表示された場合には、OK を押して操作を進めます。  
10. 測定ボタンを押してラジアル測定を実際に行います。 
 
あるいは 
 
B: もし測定器の片方しか USB 経由接続できない場合 
 
1. まず Ultra オートコリメータを USB 接続します。  
2. Ultra オートコリメータソフト(UAC)を起動します。  
3. UAC から「Electro Optics Analysis」ソフトを起動します。 
4. 「Electro Optics Analysis」ソフト内で、ツイスト(ねじれ)測定を開始し、オートコリメー

タでの真直度測定を開始します。  
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5. ラジアル測定を開始するには、「ラジアル測定を開始する」を選択します。プロンプト画面が

表示されたら、オートコリメータの USB 接続を解除してかわりにタリベルを USB 接続しま

す。測定器の電源がオンになっていることを確認してください。 
6. タリベルコントロールソフトを起動します。   
7. リベル設定オプション「読み込み値をファイルに書き込む」がオンになっていることを確認し

ます。オフになっている場合はオンにして設定を保存します。.  
8. Electro Optics Analysis ソフトで、ツイスト(ねじれ)測定を選択し、オートコリメータで真

直度測定を開始します 
 
測定の完了後、再度 Ultra オートコリメータによる測定の必要がある場合、Electro Optics 
Analysis ソフトウェアを一旦終了し、再度起動する必要があります。 
 
 
ねじれ再計算オプション 
 
タリベルでねじれのラジアル測定を行う場合、一番最初の測定値がゼロになるように測定値の調

整を行うよう推奨します。 
 
これを行わない場合、グラフとデータが測定値の差によって、次の図のように乖離した形になっ

てしまいます(縮尺の問題が生じるため)： 
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測定完了後、再計算オプションを選択し、「最初のラジアルポイントをゼロに設定」にチェック

を入れると、修正済みのグラフとデータが表示されます： 
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また、再計算オプション「真直度のみ表示」を選択すると、真直度のデータとチャートだけを表

示することも可能です。 
 
ただし、こうした設定はデータの一時的な表示方法に関するもので、事前に設定したり、結果の

データと一緒に保存することはできません。保存されるのは、オリジナルな未処理データのみと

なります。   
 
6.3 ユニオンジャック  
 

 
 
平面度とは、測定対象の表面を平行な 2 平面で挟んだとき、その間隙が最小となる間隔の寸法で

す。本プログラムは、長年にわたって平面度検査のための「ムーディ法」として知られてきまし

た。そのアプリケーションは、定盤や基準面の平面度測定が大半ですが、それ以外の完全に「平

坦」な面の測定に使用されることもあります。要するに、表面をユニオンジャック(長方形を縦横

の 2 等分線で 4 つの小さな四角に切り分け、さらに中心で交わる 2 本の対角線を引いた形)のよ

うな 8 本の測定ラインでマッピングする手法です。 
 
各測定ラインは、タリベルまたは Ultra で独立した直線として測定されます。ソフトウェアがこ

れらのデータセットを総合し、表面の標高図を作成します。このとき、一番低い点が 0、一番高

い点が平面度となります。   
 
コンピュータは、テーブルの大きさから、タリベルの測定間隔を規定するベースの長さを自動的

に計算します (通常、アジャスタブルベースを使用)。   
 
計算上、あらゆるデータのミスマッチや「クロージングエラー」は、対角線の交点と測定ライン

HF と EG の高さ誤差として表されます。 
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最大のクロージング値は、測定ライン EG と対角線の交点の高さの違い、および測定ライン FH
と対角線の交点の高さの違いです。これらの値は、最大ピーク値の 10%以内に収まっている必要

があります(あるいは 0.3um 以内、大きい方の値を採用)。   
 
測定が完了すると、プログラムは平行な 2 平面の最小領域に挟まれた完全な平面からの各測定ポ

イントの逸脱を計算します。これらの逸脱は、アイソメトリック図またはデータポイントの表と

して、コンピュータスクリーン上に表示されます。 
 
6.4 グリッド 

 
 

ユニオンジャック(ムーディ)法以外の平面度測定法に、グリッド法があります。これは表面に関

するより詳細な情報の提供を追求したもので、表面全体を規則的に覆う格子状の測定ラインを用

いて表面全体から均等にデータを取得します。大きな定盤を測定する場合、ユニオンジャック法

では測定できないエリアがかなり大きくなることから、測定の有効性に多少の疑いが残ります。 

 
その点、グリッド法はデータの取得に関してアドバンテージがありますが、その分、測定にかか

る時間が長いうえ、測定対象物と測定環境、測定機の全体的な安定性に結果が大きく左右されま

す。その主な理由は、各「測定ライン」が独立しておらず、「三角測量」方式ではなく「重力」

という共通のデータムによってリンクしているためです。 
 
グリッド法による平面度測定の測定ライン(ジェネレータ)は、それぞれ全測定ポイントの最小二

乗フィットを利用して計算されます。クロージングエラーは、それぞれの水平ラインが垂直ライ

ンから何ミクロンずれているかを示す値で、一番ずれの大きいポイントを知らせます(例：G4 で

0.4um)。この値は、最大ピーク値の 10%以内に収まっている必要があります(あるいは 0.3um
以内、大きい方の値を採用)。   
 
これらのクロージングエラーの値は、測定の質の指標となります。言い換えれば、測定が適切な

振動/環境条件下で正確に行われたかどうかを示します。 
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6.5 ポリゴン測定/拡張ポリゴン測定 

 
 
 
 
 

本プログラムには、2 種類があります。ベーシックなポリゴン測定と、より高度な拡張ポリゴン

測定で、後者は VDI/DGQ 3441 および ISO 230-2 規格に適合しています。測定自体は Ultra で行い

ます。Ultra は、X 軸と Y 軸を両方測定できますが、ここで必要なのは X 軸です。Y 軸は、単にポ

リゴンの錐体誤差（ほとんどの場合、20 秒未満に収める必要がある）をモニタするためだけに利

用されます。両測定項目とも、個々のポリゴンのマスタ校正誤差のインプットが可能で、測定サ

イクルを時計回り/反時計回りに複数回実行できます。拡張ポリゴン測定では、規格に対応して、

標準偏差や平均等を含む、より踏み込んだ結果の解析が可能です。ベーシックなポリゴン測定は

長きに渡りテーラーホブソン・オートコリメーターによる測定方法を踏襲しています。 
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拡張ポリゴン測定– 設定オプション 
 

ダブルポイント「オフ」 
 
これは、元々、以前の修正版 7.0 で初めて実装された機能です。 
 
測定を複数回、時計回り/反時計回りに行う場合、測定シーケンスは以下のようになります

(60°刻みの場合)： 
 

 
0°   -> 最初のルーチン開始 
60° 
120° 
180° 
240° 
300° 
360°  -> 360°地点での測定値は 1 つ 
300° 
240° 
180° 
120° 
60° 
0° 
-60°  -> この値は結果に保存されない 
0°   -> 2 番目のルーチン開始  

 
 ダブルポイントが「オン」の場合: 
 
  0°   -> 最初のルーチン開始 
  60° 
  120° 
  180° 
  240° 
  300° 
  360° 
  360°  -> 360°地点での測定値は 2 つ 
  300° 
  240° 
  180° 
  120° 
  60° 
  0 
  0   -> 2 番目のルーチン開始 
 
注記：測定機が 0 と-60 の間(ダブルポイントがオフの場合)や 0 と 0、360 と 360 の間 (ダブル

ポイントがオンの場合)を動くか否かは、オペレータが決定します。EOA ソフトウェアは、単に

値を求めるプロンプトを表示し、その値を計算に利用します。 
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最初のポイントをゼロに設定 
 
ソフトウェアは、測定開始時に Ultra をゼロに合わせるよう、プロンプトを表示しますが、これ

はもちろん正確な測定値ではありません(ゼロ設定機能は Ultra 制御ソフトウェア自体にありま

す)。単に最初の測定値を以降の全データポイントの測定値から引くことで、0 度地点での読み取

り値を 0 とみなし、それ以降の測定値もそれに応じてオフセットされます。 
 
 
拡張ポリゴン補償の例 
 
 
CSV 形式のファイルとしてエクスポートできる追加のファイルがあります。 
 
 
結果の例 

 
 
ここで求めたいのは、各測定位置における平均誤差、Xj>m および Xj<m です。 
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i. 絶対補正 (順方向と逆方向)： 

 
 

ii. 増分補正 (順方向と逆方向):- 

 
増分補正は、ある絶対補正値とその次の絶対補正値の誤差の差です。 
 

iii. 絶対補正 (合成) 
 

 
合成値は、順方向および逆方向の誤差の平均値です。 
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iv. 増分補正 (合成) 

 
ここでも、増分補正は、ある合成補正値とその次の値の差です。 
 

v. 補間絶対補正(合成)：ステップ = 10° 

 
… 
 
ある補間ステップ位置における補正値とその次の補正値の単純平均。単純直線補間、誤差は必要

なステップ数で割ったもの。 
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6.5.1 ポリゴン校正値の設定 

校正済ポリゴン鏡には、通常校正値を記載した校正証明書が添付されます。本項ではポリゴン校

正値を解析ソフトウェアに反映させる方法について説明します。 
 
ポリゴン校正ファイルの作成方法 
ポリゴンに付属している校正証明書の校正値をソフトウェアに認識させる必要があります。 
ホーム画面の下記赤枠で示されたボタン「ポリゴン校正値」から入力画面に入ります。 
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以降は下欄から「新規作成」や「既存ファイルの編集」のボタンを押し、以降表示される画面に

入力して下さい。ただしポリゴン校正値は校正時の回転方向に依存し、使用時と校正時の回転方

向を合わせる必要があります。また、ポリゴンの固定方法によっては別のファイルが必要になる

場合があります。値はポリゴン面数や校正方向を入力していきます(CW は時計回り[Clock Wise]、
CCW は反時計回り[Counter Clock Wise]を意味します)。詳細は別セクション「6.5.2 
 ポリゴンの回転方向(CW および CCW)について」を参照してください。 
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注:校正証明書の読み方について 
 
弊社の UKAS ラボラトリーで校正したポリゴン鏡に添付される校正証明書では下記のような形で

校正値が記載されています。中央二列の”Errors in exterior angles between adjacent faces”は「隣り合

う面の間の外角誤差量」ですので、隣の面を基準にした誤差量です。対して右側は”Errors in 
angles between face marked 0°and the other faces”ですので、「0°の面に対する角度誤差量」です。 

 
本ソフトウェアでは 0°のエラー値は 0 で固定されており編集できませんので、入力するのは右

側の表ということになります。 

 
上記例のように表の 0-30 度のエラー値を 30 度の欄、30-60 度を 60 度の欄…と入力していきます。 
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6.5.2 ポリゴンの回転方向(CW および CCW)について 

CW と CCW はそれぞれ時計回り(Clockwise)および反時計回り(Counter Clockwise)の略です。 
ポリゴンの回転方向は、使用時の向きによって異なる校正ファイルの作成が必要です。 
例えば下記のような弊社製ポリゴンを写真の向きで使用する場合、オートコリメータに対して最

初は 0 度の面から、次は 40 度の面を正面に向けるように回転していくため、時計方向の回転とな

ります。ただし、このポリゴンを逆さに利用する場合や、垂直の加工機回転軸に縦にミラーを取

り付け、0 度→320 度のように動いていく場合には、回転方向を CCW として記載する必要があり

ます。その場合には校正証明書に書かれている校正値は、符号を反転させて使用する必要があり

ます(例.CW で 0 度から 30 度の校正値が-0.8 だった場合、CCW での校正値は 0.8)。 

 

注記:しばしば間違えられるので注意しなければならないのは、オートコリメータの読み取り値の

±とポリゴン校正値の±符号、スピンドル回転の±関係は切り離して考える必要があるというこ

とです。 
 Ultra オートコリメータ - ポリゴン鏡の時計方向回転(CW)はオートコリメータの負の読

み値となります。 
 時計方向・反時計方向の「Zero to face ‘X’ (0°の面に対する角度誤差量)」誤差で、校

正値より大きな誤差は正の誤差として記録されます。 
 スピンドルの指示移動量より大きな移動は正の誤差として記録されます。 

 
 
例えば CW 回転方向のポリゴンで、0-60 度の面が+5 秒の校正値(誤差値)を持っている場合に、ス

ピンドルを CW 回転方向に 60 度回転させようとし、実際には 60 度+8 秒回転した 場合には、オー

トコリメータの読み取り値は 5 と 8 の合計で 13 ではなく、5 から 8 を引いた-3 となります。オー

トコリメータ測定ソフトはあくまで返ってきたコリメーション光の位置関係を二次元座標系で X
方向と Y 方向に±で表現しているに過ぎず、スピンドルの回転方向やポリゴンの持つ回転方向の

座標系とは関係がありません。 
 
本解析ソフトウェア上ではこれら回転方向の情報を変換しており、最終的に表示される結果の符

号はスピンドルの回転量の±誤差量となります。そのためオートコリメータの読み値と実際に解

析結果に表示される誤差量の符号は合致しない場合があります。 
 
ただし CW と CCW 回転を組み合わせる場合(CW→CCW や CCW→CW)、表示されるスピンドル

の回転誤差の符号は最初に行った回転方向の符号向きが適用されます。 
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例えば CW 測定中、60 度回転の指令に対して 61 度回転した場合、スピンドルの回転誤差量は+1
度として表示されますが、その後連続して CCW 方向の測定も行った場合、60 度回転の指令に対

して 59 度回転した場合は、スピンドルの回転誤差量は-1 ではなく+1 です。 
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6.6 直角度/平行度の測定(校正済ボックスフレームやライトアングルブラケット、ペンタプリズ

ムの使用を含む)  

校正済の参照基準ボックスフレームや、ライトアングルブラケット、ペンタプリズムを使用する

ことで、直角度や平行度測定の精度を向上させることができます。 

 

6.6.1 ボックスフレームとライトアングルの校正値入力 

ソフトウェア内部の補正機能を使うには、校正済オプション・アクセサリに基づいた参照基準フ

ァイルをユーザ側で作成する必要があります。 
値は以下の指示法に従って入力しなければなりません。この指示法に従わないと、直角度や平行

度の値の正負(+/-)を誤ることになります。 

 
 

測定が行われる際には、その時使用している正しい「面(face)」が測定設定タブで選択されている

必要があります。また上図のように、ボックスフレームやライトアングルブラケットの移動方向

も正しく設定されている必要があります。 
異なる校正検定機関では誤差値を異なった方法で表記します。そのため設定、測定、計算を行う

には、校正検定書の内容をきちんと正しく理解している必要があります。 
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6.6.2 ボックスフレームの基準データとタリベルを使用した測定 

マスターデータ作成ボタンを押して、ボックスフレームを補正データのタイプとして選択します。

校正証明書に記載されているボックスフレーム角度の誤差量を以下のように入力し、ファイルを

保存します。

 
 

真直度設定ページでは、「補正データのタイプ」で「ボックスフレーム」を選択し、必要な基準

データファイルを選択します。その次に測定する最初の面(データム面)を選択します(A、B、C、
D のどれかから)。 

 
 

測定を行い、結果を保存します。 

設定ページで次に測定する面を選択し、測定を行い結果を保存します。 

直角度または平行度設定画面で、測定ファイルを 2 つ選択します(「参照ファイル 1:」にデータ

ム面のファイルを、「参照ファイル 2:」には測定面のファイル)。結果のページには使用したフ

ァイル名が表示されます。例えば次のようになります。 
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注記: 直角度や平行度の解析に補正をかけるには、同じ基準データタイプの同じ基準データファイ

ルを使った両方の測定を行う必要があります。二つの測定間で使われたボックスフレームが異な

るといった場合には、補正を掛けることができず、そのため解析結果は補正なしで計算され、そ

の旨警告のメッセージが表示されます。 
 

6.6.3 ライトアングルブラケットの基準データとタリベルを使用した測定 

マスターデータ作成ボタンを押して、ライトアングルブラケットを補正データのタイプとして選

択します。校正証明書に記載されているライトアングルの角度誤差量を以下のように入力し、フ

ァイルを保存します。
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真直度設定ページでは、基準データタイプ「ライトアングルブラケット」を選択し、必要な基準

データファイルを選択します。その次に測定する最初の面(データム面)を選択します(A、B、C、
D のどれかから)。 

 
測定を行い結果を保存します。 
設定ページで次に測定する面(例.B)を選択し、測定を行い結果を保存します。 
平行度設定画面で、測定ファイルを 2 つ選択します(「参照ファイル 1:」にデータム面のファイル

を、「参照ファイル 2:」には測定面のファイル)。結果のページには使用したファイル名が表示さ

れます。例えば次のようになります。 

 
注記:直角度の解析に補正をかけるには、同じ基準データタイプの同じ基準データファイルを使っ

た両方の測定を行う必要があります。二つの測定間で使われたボックスフレームが異なるといっ

た場合には、補正を掛けることができず、そのため解析結果は補正なしで計算され、その旨警告

のメッセージが表示されます。 
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6.6.4 ペンタプリズムの校正値の入力 

7 ソフトウェア内部の補正機能を使うには、校正済オプション・アクセサリに基づいた参照基

準ファイルをユーザ側で作成する必要があります。 

8 値は以下の指示法に従って入力しなければなりません。この指示法に従わないと、直角度や

平行度の値の正負(+/-)を誤ることになります。 
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8.6.1 Ultra オートコリメータとペンタプリズムを使った測定 

マスターデータ作成ボタンを押して、ペンタプリズムを補正データのタイプとして選択します。

校正証明書に記載されているペンタプリズムの角度誤差量を以下のように入力し、ファイルを保

存します。前述したペンタプリズムの誤差の符号向きに充分注意して下さい。 

 
一軸または二軸での真直度測定の設定ページから、最初の一軸測定(データム測定)用に補正デー

タのタイプとして「なし」を選択し、測定を実施します。 
次の本番の測定では、一軸または二軸での真直度測定の設定ページから、補正データのタイプと

して「ペンタプリズム」を選択し、ペンタプリズムから 90 度ずれた参照基準となる軸を選択しま

す。 

 
[一軸真直度ページでは、選択している測定軸に利用できるオプション類しか表示されていないこ

とに注意してください]  測定を実施します。 
直角度設定画面で、測定ファイルを 2 つ選択します(「参照ファイル 1:」にデータム軸のファイル

を、「参照ファイル 2:」には測定軸のファイル)。結果のページには使用したファイル名が表示さ

れます。例えば次のようになります。 



Page 74 of 80 



Page 75 of 80 

6.7  角度変換真直度測定 

本測定では X 軸、Y 軸、またその両方で、ベッド上のキャリッジの直線方向動作(ピッチングおよ

びヨーイング)の真直度グラフを作成できます。 
 
測定手順は通常の真直度測定に似通っていますが、ステップサイズがキャリッジ長とは異なりま

す。例えば、加工機キャリッジに 500mm の長さがあったとしても、移動距離は 100mm づつ

かもしれません。そのため測定グラフは本来のキャリッジベース長ではなく、測定点を基準に算

出されます。 
 
オペレータは 0.01 から 100 の間で補正係数(X と Y で独立に設定)を設定することが出来、測定

された結果の高さの値を単純な乗算処理で補正します。デフォルトの補正係数は 1.0 で、高さの

値は一切変更されません。 
 
補正係数の算出はリバースエンジニアリングとしてユーザ社内の過去の測定データと過去のデー

タムの真直度データを比較してユーザ自身が算出する必要があります。 
 
測定の種類には、開始点ゼロや平均ゼロが選択できる追加の「フィット」オプションがあります

(X と Y で独立に設定)。    
 
開始点ゼロは全てのデータポイントを、最初の測定点の高さでオフセットします。これでグラフ

の開始点が常に 0 になります。 
 
平均値ゼロはすべての測定された高さの平均を算出し、全てのデータポイントをこの平均値でオ

フセットします。 
 

 



Page 76 of 80 

  

結果ページには現在適用されている校正係数が表示されています。校正係数が 1.0 以外の場合、

そのことに注意を促す警告メッセージも共に表示されます。 
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測定上の注意 
 
7.1 電子水準器タリベル６ 
 
水準器は、「重力」または「真の水平」に対する表面の姿勢を測定します。 
 
水準器を使う場合、検査する物体の安定性と環境に十分注意してください。 
例えば、防振プラットフォームにマウントしたグラナイトプレートを測定する場合、質量が比較

的小さいとはいえ、タリベル 6 とアジャスタブルベースが測定ルーチンの間にある地点から別の

地点に移動することで、プレートの姿勢が変わります。 
 
この点について調べるには、タリベルを一地点に置いたままにし、同程度の質量の物体を表面の

様々な場所に置いて、その影響を調べてください。有意な影響がある場合は、ディファレンシャ

ルシステムを使用するか、防振プラットフォームを固定または隔離する方法を工夫してください。 
 
また、グラナイトプレートを剛性の低い床に置いた場合、テーブルの周囲を移動するオペレータ

の重みが原因でテーブルの位置が変わってしまう可能性があります。フォークトラックや機械、

通行人等も影響を及ぼす可能性があります。この場合も同様に、タリベル 6 を一地点に置いて不

安定性を検査し、測定への影響を解析して、それが引き起こす誤差を排除するオプションを検討

してください。多くの場合、ディファレンシャルシステムがソリューションとなります。  
 
7.2 オートコリメータ Ultra： 
 
Ultra には、Ultra 制御のため PAC ソフトウェアが付いてきます。このソフトウェアを使うと、

EOA ソフトウェアでは対応できない様々なアプリケーションに、Ultra をスタンドアロンで使用

できます。 
 
EOA ソフトウェアと一緒に使用する場合は、PAC ソフトウェアを初期状態に設定してください。 
 
 
7.3 キーボード入力： 
 
この機能は、研究や検査を目的としたデータのマニュアル入力を可能にします。また、視覚式オ

ートコリメータや非干渉式水準器を用いた様々な測定・解析も可能になります。マニュアル入力

の場合、タイプミスやデータの入力間違い等の可能性があるため、通常以上に注意を払って慎重

に作業を行ってください。 
 
7.4 国際規格に準拠した平面度の自動等級付与： 
 
準拠している規格は以下の通りです： 
 
 BSI 817 (2008) 
 DIN 876 part 1 (1984)  - 天然硬岩製定盤 
 DIN 876 part 2 (1984)  - 鋳鉄製定盤  
 ISO 8512-1 (1990) – 鋳鉄製定盤 
 ISO 8512-2 (1990) – グラナイト製定盤 
 JIS B 7513 (1992)  
上記の等級規格はいずれも、定盤の寸法に基づいた一連の基準からの「逸脱」、つまり計算によ

る平面度の PV 値を規定したもので、それに応じて等級が付与されます(PV 値が全ての基準を上
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回っている場合、等級は付与されません)。以下に示す等級は、測定結果の許容範囲やソフトウェ

アが指定する以外の検査によって決まります。 
 
基準は、規格毎に少し異なりますが、結果はほぼ同じとなります。例えば、ISO の等級 0、1、2、
3 は、BSI の等級 0、1、2、3 や DIN の等級 00、0、1、2、JIS の等級 0、1、2 に概ね対応し

ます(0 または 00 が最高等級です)。 
 
例： 

a) 定盤サイズ 160 x 100 mm、平面度 2.1 µm 
 BSI   等級 0 
 DIN-1  等級 00 
 DIN-2  等級 00 
 ISO-1   等級 0 
 ISO-2   等級 0 
 JIS  等級 0 

 
b) 定盤サイズ 160 x 100 mm、平面度 11 µm 

 BSI     等級 2 
 DIN-1  等級 1 
 DIN-2  等級 1 
 ISO-1  等級 2 
 ISO-2  等級 2 
 JIS  等級 2 

 
c) 定盤サイズ 1600 x 1000 mm、平面度 5 µm 

 BSI     等級 0 
 DIN-1  等級 00 
 DIN-2  等級 00 
 ISO-1  等級 0 
 ISO-2  等級 0 
 JIS  等級 0 

 
d) 定盤サイズ 1600 x 1000 mm、平面度 70 µm 

 BSI     等級外 
 DIN-1 等級外 
 DIN-2 等級 3 
 ISO-1  等級外 
 ISO-2  等級外 
 JIS  等級外 

 
e) 定盤サイズ 1200 x 900 mm、平面度 44 µm 

 BSI     等級 3 
 DIN-1 等級 2 
 DIN-2 等級 2 
 ISO-1  等級 3 
 ISO-2  等級 3 
 JIS  等級外 
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7.5 スキップオプション 
 
真直度測定(1 軸もしくは 2 軸)や平面度測定において、ある特定の箇所の測定が出来ない時には、

この測定箇所スキップオプションを利用することが出来ます。この機能では、データが欠落して

いる箇所に隣り合う既知の値のどちらかを利用し、測定できない値を補完します。そのため測定

結果が不正確になるかもしれないことに注意してください。 
 
7.6  正負符号の反転： 
 
タリベルを使用する際の正しい向きは、リードの方向となります(下図参照)。一方、Ultra の場合、

ミラーを上向きに傾けると、測定値は＋となります。 詳しくは、測定機のハンドブックを参照し

てください。通常、符号反転は以下の図の通りです。ただし、DA シリーズ等のオートコリメー

タでは、この逆になるため、注意してください。 
 
  
 
 
 
 
 

Increasing Y

Increasing X

Increasing Y

Increasing X

Increasing YIncreasing Y

Increasing XIncreasing X

Increasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing Y

Increasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing X

Increasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing Y

Increasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing X

Increasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing Y

Increasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing X

Increasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing YIncreasing Y

Increasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing XIncreasing X 

Increasing Y 
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8．その他のトピック： 

 

8.1 クロージングエラー： 

ユニオンジャック法とグリッド法による平面度測定では、いずれもクロージングエラーという名

で知られる一連の値が表示されます。これは、実行した測定の精度と質の指標となるものです。

理想的には、ピークから谷底までの値の 10%未満に抑える必要がありますが、極めて平らな平面

の場合は、それを超過することもあります。 

 

8.2 遠隔データ入力ボタンの使用： 

遠隔データ入力用のキーパッドは、タリベルと Ultra 両方に使用できるオプションのアクセサリ

です。測定の際、ソフトウェアはこの遠隔スタート機能を最大限に活用します。測定待機中は常

にキーパッドのボタンが押されたかどうかを確認し、ENTER ボタンが押されたことを検知すると

測定機から測定を開始します。ボタンは、測定値の重複を避けるため、必ず 1 回だけ押して下さ

い。測定結果を削除する、あるいは測定を繰り返すには、キーパッドの NUMLOCK ボタンがオフ

であることを確認し、右矢印キーでコンピュータの「直前のポイントの再測定」ボタンに焦点を

移動します。ここで ENTER を押すと、直前のポイントが削除されます。焦点は自動的にコンピ

ュータの「測定」ボタンに移るので、遠隔キーパッドで再度 ENTER を押すと、次の測定が実行

されます。 

 

8.3 ポイント毎のサンプル回数： 

各測定ポイントにおいて、プログラムは事前に設定した回数だけ、自動的に読取り値をサンプル

(測定)できます。これらの測定値は、振動等に起因するノイズを減らすために平均されます。サ

ンプルポイントの数は、測定メニューの設定タブのダイヤログボックスで設定します。また、結

果の統計的フィルタリングのオプションを選択すると、ソフトウェアが自動的に平均値のシグマ

+/- 3 の範囲に収まらない「外れ値」を拒絶し、残りのデータを使って平均値を再計算します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 年 7 月 29 日 


