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1.重要なお知らせ – ご使用前に必ずお読みください

1.1  適合宣言書
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1.2 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、ゴミ処理場での処分や、一般ゴミと一緒に廃棄することは禁

じられています。

英国及びアイルランド共和国のエンドユーザー

テーラーホブソンには、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。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。また、テーラーホブソンは、B2Bコンプライアンスのメンバー
でもあり（会員番号 5010601）、その責任に関して、英国内の規定に則って免責を
受けています。テーラーホブソンは、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）のエンドユーザー
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の機器を廃棄したい場合は、購入先の代理店/販売業者、ま
たは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ー

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、テーラーホブソンの機器は、同指令の対象ではありません。しかしな

がら、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から、テーラーホブソンでは 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
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ンの機器には、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。

1.3  ソフトウェアライセンス

タリベルコントロールソフト及びテーラーホブソンの Electro Optics 
Software(以降 EoAソフト)は(購入者のみ)がプレインストールされていま
す。

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見なします。

本マニュアルの付属資料 2に、ライセンス契約の全文が掲載されています。
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1.4 安全に関する操作情報

1.4.1 警告、注意、注記

警告：

「警告」の内容に従わない場合、人体への危害や生命の危険を招く可能性がありま

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。

1.4.2  はじめに

タリベル水準器は、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。

o 責任者は、本機の操作を担当する者全員に、安全な操作に関

する訓練を受けさせて下さい。

o 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のサービスセンターで、点

検・修理を承ります。
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製造者が指定していない方法で本機を使用した場合、本機の安全装置

がうまく機能しなくなる可能性があります。

1.4.3  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

刻な危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。

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ください。

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。

1.4.4  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）消火器のみを使うこと

二酸化炭素消火器の本体は明るい赤色で、操作手順の上部に黒色のラ

インが入っています。小型の消火器には、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。

1.4.5  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、機器を損傷するおそれがあります。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、試験電流を最大の 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。

1.4 安全に関する操作情報
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2 イントロダクション

2.1    はじめに
本マニュアル(及び購入した場合は EoAソフトマニュアル)は、ソフトウェア
上のヘルプメニューから xps形式で閲覧可能です。Xps形式のファイルのビ
ューワーはWindows 7 以降のWindowsには標準でインストールされてい
ます。

2.2    機器の概要

タリベルは、電子探知システムを内蔵した振り子式装置で、筐体に対する振り子の姿

勢を正確に感知します。差動トランス式ブリッジ回路を利用して電気信号を入手し、

増幅します。

本器は、絶対レベルからの逸脱を測定するのに用いられるほか、測定範囲内の任意レ

ベルからの逸脱を検出するコンパレータとしても機能します。操作性に優れ、簡易的

でありながら高精度測定が可能です。

タリベルは 2つのパーツで構成されています：レベルユニットは、振り子と振り子
の位置を感知する電子トランスデューサを内蔵し、検査対象の表面に置かれます。も

う一つのパーツは、テーラーホブソン社供給の測定解析専用コンピュータです。
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レベルユニットの傾きとアナログメーター/デジタル表示：
(i) ユニットがレベル –傾きゼロ
(ii) ユニットが反時計回りに傾いた状態 –不の表示
(iii) ユニットが時計回りに傾いた状態 – 正の表示

2.3 測定の特長

ワイヤレスオプション

測定結果の自動保存

測定結果の平均化機能

測定解析専用ソフトウエアオプション

多言語対応のソフトウェア

2.4    言語
本ソフトウェアは、以下の言語で使用可能です:- 

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
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言語を選択するには、下記歯車のアイコン(基本設定)をクリックしてくださ
い。

2.5    インストール
タリベルコントロールソフトウェア並びに(購入した場合は)EoAソフトウェ
アは、テーラーホブソンが提供する附属 PCにプレインストールされていま
す。もし他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、

本マニュアル末尾の付属資料 2を参照してください。. 

* EOA測定解析専用ソフトウェアを使用するには、ソフトウェアパッケージ
112-5105を購入して USBドングル(ソフトウェアライセンスキー)を挿入
してください。ドングルを使用しない場合、同ソフトウェアは「デモンスト

レーションモード」での利用になり、タリベルから測定値の入力ができませ

ん。
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3 タリベルコントロールソフト

3.1    ソフトウェアの概要

本ソフトウェアはシンプルなアイコンベースのインターフェースを採用して

います。装置と測定には種々のオプションが利用可能で、設定ウィンドウか

ら設定が可能です。

EoA測定解析ソフトウェアの使用には、USBドングル(キー)が必要です。ワ
イヤレスで使用するには、また別の USBデバイス(オプション)が必要です。

3.2 システムについて

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。本タリベル・コントロール

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。

ホームページ(初期画面)に戻ります。
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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。

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。Alternatively a Custom Beep file may be selected, if the 
Beep option is enabled, using a .wav sound file.  Choose a file from 
the ‘Sample Sounds’ folder provided or any other suitable .wav file. 
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‘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
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。

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検索す
ることができます。

EoA(Electro Optics Analysis)ソフト[オプション品]  

このアイコンからオプションの EOA ソフトウェア(品番 112/5105)を起動
することができます。This icon MUST be used to start the EOA 
software, as it triggers the sending of data from the instrument to 
the location EOA uses to access readings.  ソフトは真直度、平面度お
よびツイスト・ロールの測定が可能です。ボタンを押すとタリベルコントロ

ールソフトが起動したまま EoAソフトが実行されます。EoAソフトに送られ
る読み取り値は常に秒であることあることに注意してください。更に詳しい

情報については EoAソフトのマニュアルを参照してください。

ソフトウェアを終了します。
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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

※測定が中断した際でも測定値を残すための

ログファイルの場所を選択します。

ワイヤレスのベースユニットを検出

 USBヘッドの検出
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3.3.3  ディスプレイ・スクリーンのアイコン

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

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。

測定データに名前を付けて保存します。

測定ボタン:- 

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

時間測定:- 

時間測定を開始します
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時間測定を中断、もしくは再開します。

時間測定をキャンセルします。

3.3.4  設定画面アイコン

レベルユニットを重力基準オフセットするための

校正手順を開始します。

重力基準オフセットをキャンセルします。

保存先フォルダを変更します。

現在のオプション設定を全て消去し、出荷時のデフォルト設定

に戻します。

変更を保存せずホームページ(初期画面)に戻ります。
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3.4    ディスプレイ・スクリーン
以下例ではレベルユニットが一つだけ接続され、時間測定を行う設定になっ

ています。

3.4.1   ビジュアル表示

レベルユニットが非接続の場合、以下のようにコンセントが引きぬかれた状

態のアイコンが表示されます:- 

レベルユニットが接続された状態では、上側バーが最大測定範囲での変位を

示し、下側バーが± 20 秒範囲 (高精度読み取り範囲)での変位を示します。
例えば下図では+12秒を示しています。



Page 22 of 73

正の読み取り値は青色で示され、負の読み取り値は赤色で表示されます。高

精度読み取り範囲を振り切ると、下側バー全体が塗りつぶされます。

例えば、下図では-80秒の読み取り値で、下側のバーが完全に振り切れてい
ます。

傾斜値出力をオプションで選択した場合、表示される値と単位もそれに応じ

た表示に変化します。- 

3.4.2   デジタル表示

レベルユニットが非接続状態ではダッシュ(---)が表示されます。
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レベルユニットが接続された状態では、小数点以下一桁もしくは二桁の読み

取り値が表示されます(秒表示の場合) 

傾斜値表示の場合、以下のようになります:- 

3.4.3   ゼロオフセット設定

ゼロオフセット設定…このボタンは単純なオフセットにより現在の読み取り

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。この機能は読み取り値が全表示範囲の半分を超えていない場合の

み利用可能です(通常型のタリベルでは± 400秒、ワイドレンジタリベルで
は± 1000 秒). オンにすると、アイコンは「ゼロオフセットをキャンセルす
る」のアイコンに変更されます。

注記:ゼロオフセットの設定はタリベルコントロールソフトの終了時に消去さ
れます。
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3.4.4  バッテリー残量表示

電池残量表示は電池残量をパーセントレベルで表示します。緑色、赤色

(20%以下)、！マーク(3%以下)の数タイプの表示形式があります。
以下は参考事例です

100%       60%      10%       1% 

3.4.5   測定 - オンデマンド測定

シングルレベル B 

時間測定でない測定(オンデマンド測定)では、ボタンを押した時に測定が実
行され、各測定値が表に追記されていきます。画面上には最後の測定から６

つ前までの測定値が表示されます。スクロールバーを使えば、それより前の

測定値を参照することも可能です。「ひとつ前の測定値を削除」や「全ての

測定値を削除」ボタンを使って、ひとつ前の測定値や全ての測定値を削除す

ることができます。測定値はいつでも「名前を付けて保存」から保存するこ

とができます。
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3.4.6   時間測定

レベルユニットひとつ(A) 

ディファレンシャルシステム

時間測定は「時間測定の開始」ボタンから開始することができます。「開始

待ち」の状態が終了するとすぐに 初の測定が行われ、読み取り値が記録さ

れます。その後、設定した時間間隔をおいて、設定した回数分の測定が実施

されます。

「時間測定を一時停止または再開」ボタンを押すと、測定を一旦中断するこ

とができます。ボタンを再度押すと、測定が再開されます。測定を終えるに

は、「時間測定の中止」を選択します。中止しても、それまでに測定した値

はソフトウェア上に表示されており、ファイルに保存することができます。
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時間測定時、ステータス領域が測定機と測定回数および残りの測定時間を表

示します。また同時に測定が実行中である旨警告する手のマークのアイコン

が表示されます。

時間測定の実行中に設定を変更することは出来ません。

3.4.7 測定結果の保存

ファイルのデフォルトの保存先は C:\ProgramData\Taylor Hobson 
Precision\TalyvelControl\Results となります。基本設定画面で他の場所

に変更することも可能です。

測定結果は CSV, XML あるいはテキスト形式でも保存ができます。ファイル

形式の詳細についてはセクション 3.8 を御覧ください。

3.4.8    「測定時にサウンドを鳴らす」「値を大きく表示する」オプション

「測定時にサウンドを鳴らす」オプションにチェックが入っている場合、測

定時に測定が行われたことを知らせる音が再生されます。

the above paragraph amended to:- 

If the Beep option is selected then the selected sound is played 
when a measurement reading is added to the table either manually 
or during a timed measurement or a remote request. 

「値を大きく表示」をオンにすると、測定中は「停止してください」のイメ

ージが表示されます。- 
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このイメージは 4 秒間表示されます。また「測定時にサウンドを鳴らす」オ

プションが選択されている場合、イメージが表示される直前にサウンドが再

生されます。

「停止してください」イメージはそのごレベルユニット A もしくは B の読み

取り値、もしくは双方の読み取り値と、測定点の番号が追加されます。

このイメージは消えるまで 5 秒間表示されます。

サウンドと大きな値のオプションは測定中にもオン/オフを切り替えることが

できます。
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3.5    (測定に関する)設定画面

3.5.1    測定に関する設定

平均化: このオプションが選択されると、後述するオプションで選択した数

で平均化された移動平均が測定データ点に使われます。

傾斜値出力: このオプションが選択されると、読み取り値は傾斜値として表

示されます。

注意:このオプション設定はタリベルコントロールソフトの表示にのみ有効で

す。EOA ソフトウェアに渡されるデータは常に秒での値となります。

the above paragraph amended to:- 

Gradient output: if selected the Display Screen shows readings as 
gradient values, in a fixed format using 5 decimal places. Note that 
this affects the Talyvel Control display only, values passed to EOA 
are always the arcsec values. 

小数点以下第二位表示: このオプションは秒表示の場合のみ有効です。オプ

ションが選択されていない場合は、小数点以下第一位までしか表示されませ

ん。
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B-A値表示: このオプションはディファレンシャル・システムを使用してい
る時のみ表示されます。このオプションを選択すると、レベルユニット Aと
Bの値をそれぞれ別に表示するモードから、B-Aの差分値を表示するモード
に切り替わります。

時間測定: ある一定の時間間隔で、事前に決められた回数の測定を自動で実
行することができる機能です(選択可能な測定回数は 3～2000回、時間は
20秒から 85時間までとなります)。

ログファイルを保存:  測定中に時間測定の測定値をログファイルに記録しま
す。測定完了後、別にデータを保存することも可能です。

(a) ファイルに連続追記

このオプションではそれまでに測定された全ての測定値がログファイルに記

録されます。そのためもし何らかのエラーで測定が途中で失敗しても、想定

値をログファイルから参照することが可能です。

ファイルには 初の測定値の前にヘッダー情報が書き込まれます。測定デー

タの行が、各測定点ごとに追記されていきます。ヘッダーとデータの書式は

測定が完了してから「名前を付けて保存(CSVファイル)」と同じです[詳し
くはセクション 3.5.6をご参照ください] 

(b) 後の測定値のみ保存

このオプションでは、一番 後に実施された測定点のデータのみがログファ

イルに記録されます。外部アプリケーションに常に測定点のデータを監視さ

せたいといった場合に有用です。

ファイルにはヘッダー情報は書き込まれません。書き込み毎にファイル中の

データはすべて消去され、測定データの行は一つしかファイルに存在しませ

ん。データの書式は測定が完了してから「名前を付けて保存(CSVファイ
ル)」と同じです[詳しくはセクション 3.5.6をご参照ください] 
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ログファイルのデフォルトの保存場所は C:\ProgramData\Taylor Hobson 
Precision\TalyvelControl\LoggingFilesですが、保存場所は同設定画面か
ら変更できます。
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3.5.2    タリベル設定

ゲイン: この欄には 0.9～1.1の値を入力することができ、タリベルからの
読み取り値に対する乗数係数として利用できます。この機能は測定値を改変

するものであるため、特に注意して使ってください。考えられる使用例とし

ては、機械的倍率や力比に関係するようなアプリケーションが想定されてい

ます。

重力基準オフセット:  

この機能は測定機を 180度反転させ 2回の測定値を取る方法により、算出さ
れた 2 つの測定点の差分を重力基準オフセットとして利用する校正方法です。
通常この機能は 初の測定点を定義するために測定に先立って実施されます。

この校正法実施後の測定値は、重力(真の水平)を基準にした値と考えること
ができます

ただしこの機能が利用できるのは現在の読み取り値が測定範囲の半分(例.標
準モデルでは±400 秒、ワイドレンジモデルでは±1000 秒)の場合のみです。

注記:この操作を実行する前に必ずゼロオフセットをキャンセルしてください。
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オフセットを設定すると、アイコンは「重力基準オフセットをキャンセルす

る」に変更されます。

注記:タリベルコントロールソフトを終了すると重力基準オフセット設定は消
去されることに注意してください。

なおこの画面にはユーザの利便性のためレベルユニットの現在の読み取り値

も表示されています。ゲインや重力基準オフセットに関する設定は、この画

面ではまだ反映されておらずユーザがチェックマークボタンを押し、設定を

反映させてメイン画面で初めて有効になります。
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読み取り値をファイルに書き込む:   

このオプションを恩にすると、EoA(解析)ソフトで使われるファイル形式で
タリベルのデータをファイルに出力します。

またこのファイル形式はオートコリメータとタリベルを両方使用して行うツ

イスト(ねじれ)の測定にも使われます。

このオプションの利点は、タリベルソフト経由で EoAソフトを起動する必要
がないことです。

詳細については EoAソフトのマニュアルのツイスト測定の頁を参照してくだ
さい。

3.5.3    Timed Measurement 

Timed measurements:  Select to take a defined number of 
measurements at fixed intervals.  [3 to 2000 measurements with a 
total elapsed time of between 20 seconds and 85 hours]. 

Save log data to files:  Select to store timed measurements to a 
file during the measurement process.  The data may also be saved 
to a file when the process is complete. 
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(a)  Append to file 

This option may be used to ensure that if timed measurement 
unexpectedly fails there is a record of the data that was measured. 
A header is written to the file before the first data values. 
A data row is written after each point is measured.  The format for 
the header and data is the same as for saving measured data to a 
csv file [See section 3.5.6] 

(b)  Overwrite file 

This option may be used if data is synchronising with an external 
program. 
No header is written to the file. 
A data row is written after each point is measured.  Any previous 
data in the file is deleted first, so that the file always contains only 
one data row.  The format is the same as for saving measured data 
to a csv file [See section 3.5.6] 

The location of the file by default is C:\ProgramData\Taylor Hobson 
Precision\TalyvelControl\LoggingFiles, however this may be changed 
to a different folder. 
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3.5.4 External Communications 

This tab allows Talyvel Control to be configured to get commands 
(such as Measure) from an external source and/or to send data to 
an external source.  For further information see Appendix 7 - 
External Communications 
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3.6    接続の解除と再接続

もし PCと装置が最後に使用した接続法で接続されていない状態でタリベル
コントロールソフトを起動した場合、以下の様な画面が表示されます。「ワ

イヤレスのベースユニットが検出されませんでした」もしくは「USBヘッド
が検出されませんでした」というメッセージのどちらかが表示されています。

ワイヤレスベースユニットを接続し無線のアイコンをクリックするか、USB
ケーブルを差し込んで USBのアイコンをクリックしてください。どちらでも
ない場合は、☓印の「プログラムの終了」を選択してください。デモモード

で使用する場合には、次に表示される画面でキャンセルを選択してください。

デモンストレーションモードは画面インターフェースや操作感を伝えるため

のモードで、読み取り値は表示されず、測定をすると 0 の値が入力されます。
さらにゼロオフセットとバッテリー残量計が無効となり、重力基準オフセッ

トも Aユニットのみが可能な状況になります(デモのため)。

測定機との接続が中断されると、読み取り値は表示されなくなり「-------」
が表示されます。もし中断時間が数秒で、かつ同じ USBポートに挿し直す
ことができれば、数秒後に読み取り値は再表示されます。If using dual 
levels ensure they are plugged back into the same ports as before, 
otherwise the software will need to be restarted as the system has 
no way of knowing that A and B have changed port, thus readings 
would be wrongly assigned. 
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もし中断時間がそれよりも長い場合には、再起動が必要になります。タリベ

ルのランプが数秒間点きっぱなしになるまで電源ボタンを長押しして電源を

切ります。ソフトウェアを終了してから、タリベルが正しい USBポートに接
続されているか確認し、タリベルの電源スイッチを押して装置を起動してか

ら、ソフトウェアを起動してください。

なお、接続が測定中に中断された場合、測定ボタンを押しても何のデータも

出力されなくなります。

またもし接続が時間測定中に中断されても、残り時間のカウントダウンは継

続され、次の測定時点でデータの入力がなかった場合(中断されている場合)
には警告メッセージが表示され時間測定のプログラムはキャンセルされます。
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3.7    測定結果ファイルの形式
ファイル形式は、ファイルに名前を付けて保存する際にファイル名欄下のド

ロップダウンメニューから選択できます。

3.7.1    CSV形式

シングルレベル:- 
3 列
ヘッダー情報 5行に測定データ行が続きます:- 
ヘッダー情報 列 1 列 2 列 3 
タリベルについ

ての情報

接続モード レベルユニット ID 単位

レベルユニット

の情報

Id : ゲイ
ン: 値

重力基準オフセッ

ト: 値
ゼロオフセット: 値

平均化について

の情報

平均化:  
True(オン) 
/False(オ
フ) 

[平均化(回数): 回
数] 

時間測定 時間測定: 
True(On) 
/False(Off)

[測定回数] [間隔: 
時間 分 秒]  

データヘッダー 参照(番号) レベルユニット ID 測定日

データ行

フォーマット

測定値 (言
語設定に影
響されない
形式になっ
ています) 

(値) mm/dd/yyyy 
HH:mm:ss 

デュアルレベル:- 
5 列
ヘッダー情報 6行に、データ行が続きます:- 
ヘッダー

情報

列 1 列 2 列 3 列 4 列 5

タリベル

について

の情報

接続モード レベルユニ

ット ID 
単位

レベルユ

ニット A
の情報

A : Gain: 
value 

重力基準オ

フセット: 
値

ゼロオフ

セット: 値

B : Gain: 
value 

重力基準オ

フセット: 
値

ゼロ基準

オフセッ

ト: 値

レベルユ

ニット B
の情報
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平均化に

ついての

情報

平均化:  
True(オン) 
/False(オフ) 

[平均化(回
数): 回数] 

時間測定 時間測定: 
True(On) 
/False(Off) 

[測定回数] [間隔: hh
時間mm
分 ss 秒]  

データヘ

ッダー

参照(番号) A (単位) B (単位) B-A (単位
) 

測定日

データ行

フォーマ

ット

測定値 (言語
設定に影響さ
れない形式に
なっていま
す) 

値 値 値 mm/dd/y
yyy 
HH:mm:s
s

[]内の項目は関連する条件が Trueの場合のみ出力されます。

例:シングルレベル A
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補足 – 日本語版 EXCELについて

日本語設定で本ソフトを利用し、CSV形式で出力した場合、Excelでそのま
ま開くと以下の様な画面になることがあります。

上記例では、すべての情報が適切に分割されず一つの行に詰め込まれてしま

っています。これは EXCELが csvファイルを開こうとする際、強制的に文字
コード shift_jisで開こうとうすることに起因しています(当社出力ファイルは
UTFでエンコードされています)。

Excelでこれら csvファイルを開こうとする場合、以下手順を踏んでください。

(Excel 2010での例) 

1.Excel 2010を起動する

2. リボンの「ファイル」メニューより、「開く」を選択

3. 対象ファイルを選択
※表示対象を右下で「すべてのファイル(*.*)」にしないと対象ファイルが表
示されない場合があります。

4. 「テキストファイルウィザード」が開いたら、「カンマやタブなどの区切
り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選択し、「次へ」を

選択します。
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5.区切り文字「カンマ」を選択して、「完了」を選択します。

上記操作で正しく区切られたデータを Excelで表示できます。

Excelの他のバージョンや他の表計算ソフトの操作については、それらソフト
ウェアのマニュアルをご参照ください。
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3.7.2    XML file format

参考: シングルユニットを使った時間測定の XML形式での出力結果:- 

注記:測定結果と日付の形式は各言語設定により異なります。
※XMLとは ExtensibleMarkupLanguageの略で、データに意味を持たせる
ためのマークアップ言語です。



Page 43 of 73

3.7.3    テキストファイル形式

参考: シングルユニットを使った時間測定のテキスト形式での出力結果:- 

注記:測定結果と日付の形式は各言語設定により異なります。

3.8 Location of result files 
The default location for results files is:  C:\ProgramData\Taylor 
Hobson Precision\Talyvel Control\Results.  This may be 
changed on the general Settings page. 

If the c:\ProgramData folder is not visible on the computer, go to 
Windows Explorer, select ‘Organize’ from the menu bar.   

From the drop down menu select ‘Folder and search options’.   
From the ‘View’ tab, then enable ‘Show hidden files, folders...’. and 
OK. 
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精密測定のためのタリベルのセットアップ

4.1. レベルユニット概説  (112/452801)

レベルユニット内の電気回路はホイートストンブリッジ回路で、振り子がトランス

デューサの両コイルから等距離にある場合、平衡状態にあります（セクション 2.3
の図参照）。レベルユニットが傾いている場合、ブリッジは非平衡状態で、タ

ブレット PC が表示する値は、その傾きの量に比例します。ユニットの前面には、
振り子の零点調整装置があり、振り子の零点の細かい調整に使用されます。ただ

し、校正を狂わせる可能性がある為、変更しないことを勧めます。弊社にて再調

性する場合は別途費用が発生します。ユニットの側面には、振り子を固定するロ

ックが付いています。ユニットを運搬する際には、ロックを時計回りに最後まで

回して振り子を固定し、ユニットを測定に使用する前に、ロックを反時計回りに

最後まで回して、振り子をリリースしてください。

タリベル 6レベルユニットのヘッドには、ゲインや平衡設定等の電子データを増幅
して PCに伝送するための電子技術が詰め込まれています。

振り子零点調整装置
（変更しないこと）

電源ボタン

振り子固定用
ロック

LED表示
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4.2 タリベルの電源を入れる/切る
（付属のクイックスタートガイドも参照のこと）
タリベルの電源を入れるには、付属の USBケーブルでコンピュータに接続した状態
で、ユニット上部の電源ボタンを押してください。赤い LEDが「点滅」し周期的に
「点滅」を続けます。

電源を切るには、LEDが連続して 2秒間点灯するまで電源ボタンを押し続けてくだ
さい。レベルユニットの電源がオフになります。ソフトウェアの表示が E102となり、
バッテリー残量の表示が消えます。

使用中以外は、常にロックで振り子を固定しておいてください。

4.3 表示画面を立ち上げる

起動するには–  
PCとタリベル間の USBケーブルを接続するか、ワイヤレスドングル
を PCの USBポートに接続します。
水平な表面にレベルを設置します。

振り子固定用ロックを解除します。

タリベルの電源ボタンを押して電源を入れます。

PC上のタリベルアイコンをダブルクリックします。

これでディスプレイ・スクリーンが表示されるはずです。

もし測定機上の読み取り値が極端な値を表示し止まっている場合は、以下の

ような原因が考えられます。

a.  振り子固定用のロックが解除されていない – 解除してください。

b.  タリベルが校正された測定範囲(±600秒角)をオーバーしている -  
測定範囲に収まるまでタリベルを水平方向にゆっくり回転させてください。

もしコンセントが抜かれた状態のイメージ(非接続状態)が表示され、値の表
示部が”----“の表示になっている場合、以下の様な原因が考えられます。: 

a.   タリベル水準器の電源がオフになっているか、USBケーブル・ワイヤレ
スドングルとの接続が切れている。

b.  バッテリーが切れている。USBケーブルを使用する場合でも、レベルユ
ニットが機能するには、少量のバッテリー残量が必要です(注記:バッテリー
は PCから USB給電が可能ですが、充電器のほうが早く充電できます)。
c.  ワイヤレスの圏外にある(最大距離:約 10m) 
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4.4   測定を実行する

タリベルで一連の測定を実行する際は、必ず USB リードの方向にレベルユ
ニットを動かしてください。

. 

4.5    傾きを検出/測定する

レベルユニットを検査するコンポーネント上に真っ直ぐに置き、横から見た

ユニットの傾きが 1°以内になるようにします（図 5参照）。

振り子のロックが完全にリリースされていることを確認してください。コ

ンポーネントの傾きを測定するだけでなく、傾斜台（タリベルのベース/ア
クセサリの一部）を使って測定値を補正して特定の範囲内/ゼロにもってく
ることも可能です。

タリベルにはゼロ設定ボタンがありますが、一般的に測定の方法として優れ

ているのは、タリベルの測定範囲の中心部を使うやり方です。アクセサリの

ベースには、必ず小型の傾斜台が付いています。この傾斜台を利用して、一

番精度の高い測定範囲の中心部で測定を行うのが最良の方法です。

タリベルユニットは、横から見て垂直から

最大 1°傾いた状態で使用しても、精度が
明らかに低下することはありません。傾き

が 5°以内の場合、絶対ゼロが数秒角移動
します。タリベルのマウント用アクセサリ

のなかには、円形気泡管搭載のものがあ

り、この条件を確認できます。
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4.6 タリベルを絶対レベルとして使用する（セットアップメニューのオフ

セット設定）

レベルユニットを検査表面上に真っ直ぐに置き、横から見たユニットの傾き

を 1°以内にします（上図参照）。振り子のロックが完全にリリースされて
いることを確認してください。（振り子用のロック/USBコネクタが左にあ
る状態で）ユニットが時計回りに傾いている場合、画面には正の測定値が表

示されます。. 

オペレーターは「測定及び各種設定の編集」画面の「タリベル設定」画面か

ら、「重力基準オフセット」を選択します。

反転した際に測定機がきっちり 180度正反対方向を向くように、何らかの壁
際やスラライド面にタリベルの側面を押し付け並行にしてボタンを押して一

度目の測定を行います。その後レベルユニットを 180度回転させ、タリベル
の反対側側面を押し付け並行にしてボタンを押して 2 度めの測定を行います。
オフセットが自動的に計算され、オフセットとして設定されます。

4.7  ディファレンシャルシステム
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タリベルレベルユニットを 2 個接続します。両ユニットは、PCによって自
動的にユニット A、Bとして認識され、各々のバッテリー残量が画面に表示
されます。両ユニットは、同じ向きで測定面に置きます。

画面表示の細かい調整は、PCのゼロ設定オプションで可能です（この操作
は、レベル A の測定値、ひいては BAの値に影響します）。PC には、タリ
ベル Aに対するタリベル Bの傾きが表示されます。各表面の傾きは、A ま
たは Bの表示を選ぶことで分かります。測定値の差が範囲外の場合、表示
が点滅します。レベルユニットのどちらかが範囲外の場合、差の表示が点

滅します。表示を切り替えて、範囲外のレベルユニットを突き止めてくださ

い。

画面表示の細かい調整は、ディスプレイ・スクリーンのゼロオフセットオ

プションで可能です（この操作は、レベル A の測定値、ひいては BAの値
に影響します）。これでタリベル Aに対するタリベル Bの傾きが表示でき
ます。

1. レベル Aとレベル Bは、読みが一致している必要があります。両者を
平面プレート上に隣り合わせに置き、プレートを傾けて読みが同じで

あることを確認してください。Aボタンで Aの測定を、Bボタンで B
の測定を実行してください。

2. タリベルをディファレンシャルモード（BA）で使用するときは、レ
ベル Bを部品測定に使用します。平面度測定の場合は、レベル Bがグ
ラナイトテーブルの周囲を移動します。レベル Aは静止した状態で、
振動等の環境影響を測定します。

すなわち: 

ベル B= 測定値＋振動
レベル A = 振動
したがって: 
BA = 測定値
となります。

4.8 ワイヤレス測定（オプションのアクセサリ 112-4519)
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ワイヤレスモードでユニットを使用するには、コンピュータの USBポートに
青い USBレシーバーを挿し込んでください。

電源ボタンを押してください。ユニットがレシーバーとのワイヤレスコミュ

ニケーションの確立を試みます。ワイヤレスベースは、電源がオンになりワ

イヤレスネットワークが確立すると、1回点滅します。一方、ワイヤレスヘ
ッドは、電源が入ると１回点滅し、ベースとのワイヤレス接続が確立すると

2回点滅します。また、ベースユニットへの測定レポート伝送中は、5秒に 1
回点滅します。シグナルが確立すると、レシーバーは常にレベルをモニタリ

ングします。シグナルを確認できない状態が一分間続くと、電源がオフにな

ります。

注記：測定中にシグナルが途切れた場合（の表示）、測定のエラーでは
ないため、レベルユニットを動かさないでください。シグナルを再度確立す

るには：

a. タリベル上部の黒い電源ボタンを押す
b. USBレシーバーをポートから抜き、改めて挿し込む

ワイヤレス接続の 大有効範囲は約 10mです。

注記：ワイヤレスモードでタリベルを使用する場合、レベルユニットは内蔵

のバッテリーから電力を得ています。バッテリー残量は、コンピュータの画

面に常に表示されています。

注記：ワイヤレスモードから USBケーブルモードへの切り替えや、その逆を
行う場合、必ず 初にタリベルレベルの電源を切ってください。次にユニッ

トの電源を入れたとき、ソフトウェアが自動的にワイヤレスまたはケーブル

を検知します。そうでない場合は、ソフトウェアのセットアップメニューで

設定してください。

4.9  保管

レベルユニットを運搬する際は、ロックを時計回りに 後まで回して

振り子を固定してください。

運搬ケースの保管エリアにレベルユニットを収納したら、ユニットが

直立した状態になるようにケースを立ててください。ケースを寝かせ

た状態にしておくと、シリコンオイルが偏り、直立状態に戻した後、

ユニットが安定性を取り戻すのに 5～10分かかります。

周囲の温度が5°C以下の場所にバッテリーを保管しないでください。
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5.アクセサリ

5.1 ベース

5.1.1    アジャスタブルベース (品番:112-2316)

本製品は、平面度と真直度の測定用に、測定ポイントの適切な間隔を 大 200mm 
(8in) まで設定することができます。

スケールに合わせてアライメントを自動調整するパッドが付いており、ミラーのマ

ウントとしてオートコリメータと一緒に使用することも可能です（オートコリメー

ションによる 2軸測定が必要な場合にサイドフィートを取り付けるための固定具も
付いています）。

5.1.2    ブロックベース (品番:112-2314)

レベルユニット用の 300mm (12 in) のベースです。120°のベアリング面を持ち、シ
ャフトやミニロール等の円筒形の物体に沿ってユニットを設置できます。ベアリン

グ面は、平面度が ±0.0025mm (±0.0001 in)となるように研磨されています。ベースの
横方向のロールを調べるため、十字型のレベルが付いています。
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ベースの準備を整えるには、まず、レベルユニットのゼロの調整が正確であるこ

とを確認し、ベースに 2 本のネジで固定します。さらに、レベルユニットを 3 本
のフェンスピンに接するように置いてください。フェンスピンの 1つは、調節可
能な偏心で、レベルユニットをベアリングフェースに平行に設置することを可能に

します。調節の手順は、以下の通りです：

1. 円筒形のコンポーネント（例：シャフト）を軸がほぼレベルになるように

セットアップします

2. ブロックベースとレベルユニットをシャフト上に置きます。このとき、十字

型レベルの気泡が中心に来るようにします。

3. ベースをわずかに（1°を越えないように）一方に傾け、さらに反対側に傾
けます。このとき、V字のベアリング面がシャフトに跨った状態であることを確認
してください。表示されている測定値には変化がないはずです。

4. 調節が必要な場合は、ユニットを固定しているネジと偏心フェンスピンをロ

ックしているグラブネジを緩めてください。レベルユニットに接触したままの状態

でフェンスピンを回し、正しい状態にもっていきます。グラブネジと固定ネジを締

め、再チェックを行ってください。

5. 前述の調整は、レベルユニットの軸がシャフトの軸と垂直面で平行になるよ

うに設定しますが、この 2軸が水平面で平行であるとは限りません。

6. レベルユニットのベースをブロックベースのベアリング面と正確に平行にす

るには、まず表示された測定値をメモします。必要があれば、シャフトのレベルを

調整して、レベルユニットを測定範囲内にもっていってください。次に、シャフト

上でブロックベースの向きを逆にします。このときの測定値は、メモした値とゼロ

を挟んで完全に等しくなるはずです。

7. 調整が必要な場合は、ベースの調節ネジを利用して、ゼロを挟んで測定値が

等しくなるようにします。

調整終了後は、別のレベルユニットをベースに取り付けて使用する場合のみ、再チ

ェックが必要となります。
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5.1.3    ライトアングルベース  (品番:112-4583-01)

ボックスフレームの簡易バージョンである本製品を使用すると、垂直面を簡単に測

定できます。ベアリング面はいずれも平面度 2.5um (100um) 以内に研磨され、隣接す
る面は角度 10秒 (0.05mm/m, 50uin/in)以内の誤差で直角に交わっています。対の
120°V字ベアリング面も提供しています。

5.1.4    ストライドベース  (品番:112-2315)

本製品は、タリベルレベルユニットをテーラーホブソン社・マイクロアライ

メントテレスコープに取り付けて、真に水平な照準線を確立します。

ストライドベースには、横方向の気泡管と絶対水平調節機能が組み込まれて

います。レベルユニットはストライドベースに設置され、ブロックベースと

同様の方法で調整されます（ステップ 1～6）。

レベルユニットを設置したストライドベースの向きをテレスコープ上で逆に

したとき、測定値がゼロになるようにテレスコープの角度を調節してくださ

い。
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5.2 検査器具

5.2.1    TA48 微小角度ジェネレータ- コード (品番:137-1918)

電子レベルは、精密測定の能力を証明するためにも周期的な校正が必要です。

微小角度ジェネレータを使用すると、ユーザー自ら校正を行うことが可能に

なります。また、本装置は、角度ゲージやオートコリメータ、ブロックレベ

ルで使われる気泡式水準管等の検査にも適しています。

ジェネレータのビームは、一方の端にローラーが付いて回転する形になって

います。直径の大きなマイクロメータドラムが、ビームのもう一方の端を正

確に動かします。マイクロメータドラムのアンビルは、ベースに据え付けら

れたスチール製のボールに対し、上から垂直に力を加えます。

ビームには、2段階の高さで設置可能なオートコリメータ検査用のリフレク
タと、タリベルおよび気泡式水準器の検査に使用する調節可能な V字の小型
ベッドが付いています。マイクロメータのネジが中央にあるとき、調節可能

なカウンターウェイトを備えたレバーが、マイクロメータドラムのアンビル

のコンタクトフォースを推奨値の 100gf に下げます。アンビルの損傷を防ぐ
ため、マイクロメータがある方の端は、補助レバーで慎重に上げ下げします。

全測定範囲： 角度 200分
マイクロメータドラム 1回転：  0.635mm (0.025in) オートコリメータのビー

ムを角度 5分だけ移動
ドラムの目盛り： 角度 1秒
副尺の読み： 角度 0.1秒

5.3 延長ケーブル
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オプションのブースター付きの延長ケーブルで、レベルユニットを遠距離

で使用することが可能になります。
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6. 製品のケアとメンテナンス

タリベルの最も一般的な問題は、使用後に振り子を固定せずに放置することにより

生じます。シリコンオイルが偏ると、ユニットを点検のために返送する必要が生じ

ます。

1) 使用後、ロックを時計回りに最後まで回して振り子を固定してください。
2) 保管ケースにレベルユニットを収納したら、ユニットが直立した状態になるよう
にケースを立ててください。ケースを寝かせた状態にしておくと、シリコンオイル

が偏り、直立状態に戻した後、ユニットが安定性を取り戻すのに 5～10 分かかりま
す。

3) 周囲の温度が5°C以下の場所にバッテリーを保管しないでください。

点検と UKAS 校正を定期的に行うことで、性能の国際規格へのトレーサビリティが保
証されます。

スペクトラムメトロロジーは、テーラーホブソン社のアライメント・角度・レベリ

ング関連の製品について、同社認定の正規サービスプロバイダとして修理サービス

を提供しています：

Email: sales@spectrummetrology.co.uk
Tel: (44)(0)116 2766262 
Unit 8 Ireton Avenue, Leicester, LE4 9EU, UK 
www.spectrummetrology.co.uk 
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付属資料 1:仕様

範囲         ± 800 秒[標準モデル] 
    ± 2000 秒[ワイドレンジモデル]  

(校正済範囲± 600)  

最高精度:          0.2 秒
中央の 100秒     ± 1 秒
中央の 200秒      ± 2 秒
中央の 600秒      ± 4 秒
全 ± 600s       ± 6 秒
分解能                  0.01 秒

アナログメータ 全測定範囲,  
± 20 秒(高精度読み取り範囲) 

応答時間:    表示の整定時間 2 秒
バッテリー:     充電完了から最大 10時間連続使用可能

※バッテリーは消耗品です。

充電、放電を繰り返しているうちに完全に充電しても使用できる時間が短くなってい

きます。

動作温度     -5°C ～ +40°C  
保管温度(バッテリー部以外):  

-10°C ～ +40°C 
標準 USBケーブル長: 3m 

PC からの電力供給: 11OV, 120V, 220V, 240V, 50/60Hz  

全体の寸法

レベルユニット:ベース  100 mm x 32 mm (4 in x 1.25 in)  
高さ      80 mm (3.2 in) 
およその重量

- レベルユニット:   0.75 kg 
- タブレット PCユニット: 2.0 kg  

ワイヤレスアクセサリ

使用周波数    2.405 ～ 2.48 GHz帯
使用プロトコル   MiWi ™ 
範囲 最大 10 メートル

測定速度
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測定速度は制御側 PCの能力に依存します。
テーラーホブソンでは最低でも 1 GHzの CPUを搭載した PCを製品に附属
させており、この時の 1回の測定速度は約 0.4秒となっています。この数値
はより高性能な CPUを搭載した PCでは 0.1秒もしくはそれ以下の時間に縮
まる場合もあります(3 Ghz以上の CPUを使用した場合)。
測定速度が早すぎたり、セットアップに起因する短期間の不安定さ測定値が

安定しないと言った場合には、平均化のオプションを使用してください。
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付属資料 2: ソフトウェアのインストール

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見なします。このセクション

の最後にライセンス契約の全文が掲載されていますので、お読み下さい。

システム必要条件

タリベルコントロールソフトは、リベル接続用の USB2ポートとWin 
7 ® （32 ビット）/ Win 8 （64ビット）を搭載したテーラーホブソ
ン社支給のコンピュータで動きます。ソフトウェアのドングル用に、

USBポートがもう一つ必要です。ワイヤレスリモートキーパッドやフ
ラッシュメモリー等のアクセサリ用に、USBポートがさらに必要とな
ることもあります。PCの演算能力が測定速度に影響を及ぼします。最
良の結果のためには、デュアルコアの 2から 3Ghzのクロックスピー
ドを持つ CPUと、1GB以上のメモリを搭載した PCを推奨します。

ソフトウェアのインストール

タリベルコントロールソフトのインストール:- 

まず、アドミニストレータとしてログインしてください。

この時点ではまだ、タリベルを接続しません。

コントロールソフトがインストールされていない場合、まずソフトウ

ェアディスク（メモリースティック）を CD-ROMドライブ（USBポ
ート）に挿入します。スタートボタンから「実行」をクリックし、

setup.exe fileを選択、実行すると、インストールが始まります。
（Windows7または 8 ®の場合、ウインドウズエクスプローラーを使
ってソフトウェアディスク（メモリースティック）上のセットアップ

ファイルを探し、setup.exe ファイルを右クリックします。一覧から
「管理者として実行=Run as administrator」を選択して下さい。）

デスクトップアイコン作成のオプションが表示されるまでウィザード

を続行し、すべての要件を確認して下さい。デスクトップにショート

カットをインストールするには、当てはまるボックスにチェックを入

れます。確認ボタンを押して、インストールを開始して下さい。

C USB2 ポートにタリベルを接続してください。

タリベルコントロールソフトは同時に 1インスタンスしか実行できま
せん。すでにソフトが開いている状態でもう一度ソフトウェアを起動

しようとすると、レベルユニットが見つからない旨のエラーが表示さ

れ起動できません。
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EoAソフトウェアのインストール:-  
ソフトウェアディスク(メモリースティック)を CD-ROMドライブ
(USBポート)に挿入して下さい（この段階では、コントロールソフト
を起動したり、タリベルを接続したりする必要はありません）。エク

スプローラから CD-ROMドライブ(メモリースティック)を開き、フ
ァイル EOA setup.exeを実行し、必要な要目を確認してインスト
ールを完了させてください。EOAソフトについては別資料「タリベル
や Ultraオートコリメータを使った平面度・真直度およびインデック
ス角度測定」もしくはソフトのヘルプファイルを御覧ください。

タリベルコントロール  – ウィンドウズ 8

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。
タリベルコントロールソフトのアイコンをダブルクリックしてソフト

ウェアを実行します。もしダブルクリックしてもソフトが起動しない

場合や、警告メッセージが表示され立ち上がらない場合は以下の方法

を試してください。

o コントロールパネル(Control Panel) -> ユーザーアカウントと
ファミリーセーフティ(User Accounts and Family Safety) 
>ユーザーアカウント(User Accounts)-> ユーザアカウント制
御設定の変更(Change User Account Control) -> コンピュ
ーターに対する変更の通知を受け取るタイミングの選択

(Choose when to be notified about changes to your 
computer) -> 通知しない(Never Notify)して、OKを押して
閉じる。
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上記操作を実行してもタリベルコントロールが起動できない場合、以

下の方法を試してください。- 
o タリベルアイコンを右クリックします-> 互換性の問題を解決
する(Troubleshooot compatibility) -> プログラムをトラブ
ルシュートする(Troubleshoot program) -> 下記画面と同じ
オプションを選択してください。> 次(Next) -> Windows 7
を選択 -> テスト(Test) -> 設定を保存(Save these 
settings.) 
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Re-installation on a new computer

If the Talyvel software is re-installed on a new computer, when 
Talyvel starts an error message about a missing driver may be 
shown.  In this case an additional step is required to install the 
required driver.   

Locate the driver on the memory stick originally supplied by Taylor 
Hobson in folder TH_TV6_CDCDriverInstaller. 

Right click on the USBDriverInstaller.exe file and ‘Run as 
Administrator’. 

Note that for Windows 8 and above, signature verification needs to 
be disabled first. 

Please contact Taylor Hobson or Spectrum Metrology for further 
information or assistance. 
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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す。
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Appendix 4:  KEYPAD (OPTIONAL ITEM – Part No 265-1277)  

The keypad is used to operate the instrument remotely from the PC 
via a wireless link.   

Insert the transmitter into a USB port and switch on the keypad on 
the switch to the rear. The unit is self installing.  The mode on the 
keypad must be set to Media. 

The keypad has the following functions:- 

Key 1 - Measure  [see Note 1] 
Key 3 - Save Data  [See Notes 1, 2] 
Backspace – Remove Last measurement [See Note 1] 
Enter Key – Confirmation / OK  

Other keys are unused by the Talyvel Control software. 

Notes 

1. This key is actioned only if the current Measurement Mode is 
Manual. 

2. The Save key will auto-save the data (if Configuration option 
Auto Generate Filename is On) else prompt for a filename. 
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Appendix 5: EXTERNAL COMMUNICATIONS

The Talyvel Control software has several means of communicating 
with external systems:- 

a) Keypad

See Appendix 4 above. 

b) External Trigger

A hardware switch is available (by Special Order) which will permit 
remote initiation of a Measure command.   

c) Output data to external file 

The A or B measured data may be output continually to an external 
file.  For differential systems the Differential value is output as well 
as the individual A and B readings. 

Select External Data Output option ‘Continuous to File’ on the 
External Communications tab of the Configuration view:- 

In this mode, on every cycle (i.e. after every update of the display) 
the readings are written to file “C:\data\Talyvel_Continuous.txt”  
This is a plain text file containing a single line of data in one of the 
following formats:- 

For a single level: - 

Character Number(s) Content 
1-2 Space 
3 Head identifier ‘A’ or ‘B’ 
4-11 Head reading with sign and two 

decimal places. 
12 Space 
13-16 A sequential number counting the 

cycle.  This number may be used to 
ascertain when the value has been 
updated. The number reverts to 0001 
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after 9999 cycles 
17 signifies how the data was generated, 

and currently is always ‘F’ 

Example:   A+0023.56 0734F 

For dual levels: 

Character Number(s) Content 
1-2 Space 
3 Differential identifier ‘D 
4-11 Differential reading with sign and two 

decimal places. 
12 Space 
13-16 A sequential number counting the 

cycle.  This number may be used to 
ascertain when the value has been 
updated. The number reverts to 0001 
after 9999 cycles 

17 signifies how the data was generated, 
and currently is always ‘F’ 

18 Space 
19 Head identifier ‘A’ 
20-27 Head A reading with sign and two 

decimal places. 
28 Space 
29 Head identifier ‘B’ 
30-37 Head B reading with sign and two 

decimal places. 

Example: D+0003.89 1085F A+0566.49 B+0570.37  

The file can be read by third party software, either running 
concurrently on the host PC or on another PC through a network 
link.   Note: ensure any third party software opens the file using 
FileMode.Open, FileAccess.Read and FileShare.ReadWrite to 
avoid file locks. 

To turn off the output to file, go to the Configuration page and 
select External Data Output to None.  Output to the file will cease 
unless the EOA software has been launched. 

The c:\data folder is generated during installation of the UAC 
software, if it does not already exist. 
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d) External control from file

Note  This option is only valid when the current configuration 
Measurement Mode is set to Manual i.e. Timed measurement is Off. 

Some of the Talyvel software commands can be generated through 
a common access file. 

Select External Command Input option ‘From File’ on the External 
Communications tab of the Configuration view:- 

In this mode the UAC software will continually poll file 
“C:\data\Talyvel_IO_Interface.txt”  This is a plain text file 
containing a single line of data containing one or more of the 
allowed commands:- 

  M Initiate a measurement 
  Z Set or reset zero 
  C Clear the data from the measured data table 
  S Auto save the measured data to the current  
   defined Results location with a filename composed  

from the current date and time e.g.  
20160830_085113.csv 

  A   Change the averaging to a the number  
   immediately following the A character.  (If no 
   number follows the A, the command will be  
   ignored).  Valid numbers are 1 (no averaging) to  
   a maximum of 50. 
   This average value will remain set 
   for the remainder of the session or until changed 
   again. When UAC restarts averaging will revert to 

the value defined in the current Config. 
  F Save the measured data to a file, the full path of 
   the filename must immediately follow the 
   F character.  (If no filename follows the F, the  
   command will be ignored). 

A csv extension will automatically be added to 
   the filename if it does not exist. 
   Any existing file of the same filename will be 
   automatically overwritten. 
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Note that all items must be separated by a comma “,”. 
Items will be executed in the order they appear in the string. 

Note  More than one command of the same type may not be 
included in one string. 

Examples:- 

i) A10,Z,M 

 This will:- 

Change the averaging to 10 
Set zero 
Make a measurement 

ii) Fc:\data\example,C 

This will:- 

Save the measured data to file c:\data\example.csv 
Clear the measured data table 
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e) External control via an RS232 COM port

Note.  This option is only valid when the current configuration 
Measurement Mode is set to Manual i.e. Timed measurement is Off. 

Select External Command Input option ‘From COM Port’ in the 
External Communications tab of the Configuration view. 

The same commands as in section (d) above are valid. 
Select the required baud rate and COM Port. See also Testing the 
COM Port below. 

f) External data output to an RS232 COM port 

Select External Data Output option ‘Measurements to COM Port’ or 
‘Continuous to COM Port’ from the External Communications tab of 
the Configuration View. 
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‘Measurements to COM Port’ will send only data for measured 
points, while ‘Continuous to COM Port’ will send data on every cycle 
(i.e. after every update of the display). 

Set the required baud rate and COM Port.  

Testing the RS232 COM Port

On accepting the Configuration with an option requiring a COM Port, 
the Talyvel Control software will attempt to open the given port and 
report an error if the port cannot be opened.   

While the Talyvel Control software is running or when it restarts 
with an option requiring a COM Port, if an error occurs with the 
communication this will be reported with a message once.  The user 
must then correct the connection if possible, and go back to the 
Configuration view, change any baud or port setting required and 
accept the configuration.  The Talyvel Control software will then 
attempt to restart communications via the port. 

The COM port selector on the Configuration page External 
Communications tab shows the currently available ports.  For 
further information consult Device Manager in the Windows Control 
Panel to verify which port to use. 

The Baud selector on the Configuration page External 
Communications tab shows several baud rates.   A baud setting of 
9600 should be sufficient, but this may depend on the capabilities of 
the second computer. 

COM Connection

For computers with no integrated COM port, connection may be 
made using a USB-to-COM lead connected to both computers in a 
USB port, joined with a female-to-female COM link lead, as shown 
below:- 

  USB to COM lead 
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  COM link lead 


