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LASER

高分解能・広測定レンジで表面粗さと輪郭形状の
同時測定を可能に

搭載
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フォームタリサーフ® LASER

テーラーホブソンの形状粗さ測定機ラインナップに新
たにフォームタリサーフ®LASERが登場しました。
LASERの検出器は角度、表面粗さと輪郭形状を下向
き方向と上向き方向で全く同じ速度と精度で測定が可
能です。 
ベアリングやインジェクタを始めとする、精密加工メー
カーが抱える問題をフォームタリサーフ®LASERが解
決します。

フォームタリサーフ®LASER
1.6ナノメートルの分解能、 

10.6 mmレンジ、 デュアル・バイアス
Metrology 4.0ソフトウェアを搭載した

高い分解能と広い測定レンジを
両立し、表面粗さと輪郭形状の
同時測定が可能な測定機

新しいフォームタリサーフ® LASER
信頼のおける測定結果

* オプション

自信を持って導入できる仕様 
テーラーホブソンは市場で最も精度が高く、安定し、繰返
し性の高い装置を販売している自負があります。 
フォームタリサーフ® LASERは、以下の点で業界トップクラ
スの性能を実現しています。

• 角度測定 • 半径測定 • 輪郭形状測定

研究開発と生産現場の
両方で役立つ独自の特長 
一回の測定で、複数の解析を可能にし、
結果を瞬時にフィードバックします
表面粗さ - 低ノイズ性の高分解能ゲージにより、
一回の測定で粗さ・うねり・輪郭形状の測定が可能。
段差高さ - 高分解能・広測定範囲で、段差高さの評価
をISO基準、またはそれ以上の精度で評価が可能。 

輪郭 - 特許取得済の独自校正法により、半径、角度、高
さ、長さ、距離他の測定が可能。 
トポグラフィー* - オプションの自動Yステージと
Metrology 4.0ソフトウェアを使用すれば、2Dの測定
結果を3Dの表面情報に変換可能。

強力な測定解析装置 
並ぶものののない測定能力
テーラーホブソンでは、さまざまな高精度接触式/非
接触式の製品を設計、製造し、多くの困難な測定ア
プリケーションに対してサポートを提供しています。 
これらの測定機は、自動車、航空宇宙、歯車、ベアリ
ング、医療および光学といった多くの産業において
重要となる、表面性状、形状や真円度、寸法を測定
します。
テーラーホブソンの最新測定機のラインナップ：
• フォームタリサーフ® i-シリーズ
• フォームタリサーフ® PGI
• サートロニック®

• タリロンド® 
• LUPHOScan
• TALYScan
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多くの新機能を搭載 
最新のメトロロジーが、シンプルに

汎用治具をご提供しています(オプション)

完全な自動測定をプログラムにより実行

* オプション

SMARTムーブが動作中

Metrology 4.0のユーザー・インターフェース

オペレーターが受けるメリット
バーチャル・ディスプレイ - 「一目で分か
る」ステータス、オンスクリーン・インジケ
ーター、リアルタイム・フィードバック、リモ
ートシステム制御を使った、計測プロセス
のシミュレーションが可能になります。
SMARTムーブ - 軸の駆動や測定が直
感的に操作できます。一度ワークをセット
アップすれば、ユーザは目視できない細部
にズームインしたり、ボア内部の状況をヴ
ァーチャルディスプレイ上の部品のイメー
ジ上で把握でき、仮想の部品上で測定プ
ログラムを作成できます。 

「変数」機能を使用したプログラミング* 
- 異なる大きさの部品を、一つの統一した
測定プログラムでまとめて測定可能になり
ます。

Metrology 4.0 - 
スマート・ソフトウェア 
最先端のテクノロジー
市場が待ち望んだ、
計測ソフトウェアの進歩
テーラーホブソンの最新ソフトウェアは、部品図面との
測定比較や、パーツ座標系(PCS)の反映により製造ル
ープとのリンクを提供します。 

Metrology 4.0ソフトは「ヴァーチャル・ディスプレイ」
機能やリアルタイム制御を通じて、シンプルで直感的な
インターフェースを提供します。インターフェース上の図
面や点を指定するだけで軸制御が可能な「SMARTム
ーブ」機能により、正確な位置決めと測定が簡単に行え
るようになりました。
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計測4.0生産インターフェースの
リモートモニター結果

* オプション

Metrology 4.0のユーザ様には、
その使い易さと機能を高く評価頂いています

Metrology 4.0は測定と解析
に於ける飛躍的な進歩を遂げています

スマート・マニュファクチャリング

テーラーホブソンでは、製造現場での
自動化、データ交換、プロセス管理を
サポートするために、Q-Linkインター
フェース*を開発しました。 

「生産管理用インターフェース」機能は
生産現場環境向けに設計されており、
測定値の傾向といった統計情報に簡単
にアクセスできます。さらにオプションで
QDAS認証を有する追加ライセンスを
導入すると、統計解析(SPC)ソフトウェ
アと通信して製造プロセスへのフィード
バックを可能にします。 

QDASを通じた製造のモニタリングは、
厳格な管理基準や手法が要求される自
動車産業や航空宇宙産業で広く使用さ
れています。

ユーザーのメリット

これからの製造業のカタチに備える 
先進的な思考

プログラムされた計測ルーチンが
サイクルタイムを減少させ、スルー
プットを増加させます。 

プログラム化により、オペレーター
のミスが減少します。

追跡可能な合格/不合格の結果
と自動サマリーレポートを表示
します。

部品の履歴管理機能とデータエ
クスチェンジ機能を通じて、部品
のトレーサビリティを確立します。

バーコード・スキャナーまたはトラ
ッキング/検査システムによる制
御管理が可能です。

自動ゲージR&R(試験)などの統
計処理。

公差-パラメーターおよび公差帯
を目で認識。
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完全な
オートメーション

強力なソフト
ウェア

インテリジェント・
コミュニケーション

正確な加工 素早いフィ
ードバック

ビッグデータ

動き出す
インダストリー 4.0
フォームタリサーフ® LASER用の
重要部品は全て、当社の英国工場
内で製造されており、世界のどこか
らでも追跡可能なユニークなシリ
アル番号を付与されています。 
テーラーホブソンは測定機の高い
品質を保証するため、最新の加工
機技術に投資しています。

「ハイテク製造の需要に
応えるための積極的な
投資を行っています」
事業運営担当役員、ティム・ガーナー。 
-テーラーホブソン社

最近の投資には、10軸、ツインスピンドル、ツール破損検知、無人運転、温度制御、ゼロセッ
トアップ時間、自動リロード、高精度ガラススケールや110のツール搭載容量などを備えた
Mazak Integrex i-200Sなどが含まれます。
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システム全体の精度の検証 
テーラーホブソンは、測定レンジ全体
での半径測定精度と形状精度を保証
している唯一のメーカーです。
これは、値の一部を保証するだけで
なく、測定機がシステムとして出力
する結果の正当性を保証するため
です。
大幅に小さな測定レンジや大幅に低
い半径測定精度しか保証していない
他メーカーよりも、テーラーホブソン
は測定結果に自信を持っています。

クラス中最高峰の
測定範囲を持つ検出器 
フォームタリサーフ® LASER は標準
の100mm長スタイラスで10.6mm
ものゲージレンジを実現しています。 
LASERゲージは、ユーザに今までに
ない測定の柔軟性を提供します。 部
品の大小に関わらず、一台の測定機
で測定が可能になるでしょう。
また将来への対応も万全です。
200mm長スタイラスを使用すれば、
業界トップクラスの20 mmの測定レ
ンジで、表面粗さも形状も測定でき
ます。

デュアル・バイアス機能
による角度測定能力 
下向きの測定と上向きの測定を自
動で切り替えられるデュアル・バイ
アス機能は、どちらの測定向きで
も全く同じ精度で表面の測定が可
能です。
内角・外角の測定が可能な測定機の
能力とあわせて、フォームタリサーフ® 
LASER は真に柔軟なシステム
となっています。

軌道面の直径・形状・粗さを一度に測定

貴方の測定ニーズに応えるために 
全ての環境で優れたパフォーマンスを発揮するために

低ノイズ性が保証す
る測定値の信頼性 
全ての測定機器にとって、
最も重要なのは測定結果の正
確性と再現性です。 
正確な測定には測定機のノイズ
を可能な限り低く抑えること
が必要になってきます。
テーラーホブソンの装置は
世界最良のノイズ性能を
誇っています。
当社製品の設計は計測分野に
おける長年の経験と、超精密
加工の専門知識、FEA最適化
設計に支えられています。
こういった技術と知識が、
低ノイズな測定軸の駆動を
可能にしています。

フォームタリサーフ® PGI NOVUS
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デュアルバイアス機能

表面性状、うねりとプライマリー解析

非連続面(切り欠き面)測定機能*

延長200mmスタイラスを使用してボア深部を規格に準拠して測定可能

ゲージレンジ ノイズ バイアス ソフトウェア

Rz
< 30 nm

選べる仕様
デュアルまたはシングル

測定レンジ全体が校正
可能 - 10 mm

分解能 - 1.6 nm

搭載
Metrology 4.0

* オプション

ISO基準をクリアできる
自動針圧調整機構 
PGI NOVUSゲージは、ソフトウ
ェア上から針圧の指定が可能
で、200mm長のスタイラスを使い
最大40mmのゲージレンジを実現し
ながら、2µmのダイヤモンド先端で
75mgfの針圧というISO基準に適合
した測定が可能です。
• 針圧調整は自動化されており、

測定中ずっと同じ針圧が維持され
ます。

• 柔らかい材質の測定には、針圧は最
低で30mgfまで弱めることができ、
これまでにない測定が行えます。

• ISO3274(JIS B0651)に準拠した
自動針圧調整機構。

自動リフトローワー機構 
スタイラスの上下方向の動きを制御
する自動リフトローワー機能を搭載
しています。これにより、ゲージ自体の
動きを最小限にし、測定にかかる時
間も削減できます。また部品の突起
部や切り欠き部を安全かつ自動的に
避けることが出来ます。　
またクローズドループのフィードバッ
ク機構と組み合わせることで、多様
な測定がより便利に行えるようにな
ります。
• バッチ一括測定
• 非連続面(切り欠き面)の測定*
• ベアリングの内径・外径測定
• 小穴(ボア)測定

ゲージ保護機構* 
高速衝突検知検出機構を搭載してお
り、装置への投資を保全し装置ダウ
ンタイムを削減します。
衝突検知機構は手動・自動コントロ
ール時の双方で、ゲージに衝撃が加
わると装置の動作を直ちに停止しま
す。

クラス最高峰の分解能 
高い分解能と大きな測定レンジの組
み合わせで、表面粗さを測定しなが
ら、大きな測定対象形状も同時に測
定が可能です。
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リアルタイム・ディスプレイ

測定メニュー

リアルタイム・プロファイル

ステータスバー測定ツールバー
フォームタリサーフ®  LASER

マクロ 
新しいソフトウェア画面上ではレイ
アウトが自由に変更でき、一連の操
作を記憶したマクロ・ボタンを設置で
きます。
カスタム測定プログラム、写真やビ
デオを含んだポップアップ・メッセー
ジ画面(メディア・メッセージ)、オペ
レータに対する指示、警告や校正ル
ーチンその他をマクロ上から実行で
きます。
ユーザはOfficeソフトウェア同様の「
リボン」ツールバー上で、アイコンを自
由に編集でき、各機能に素早くアクセ
ス可能です。

リアルタイム
・ディスプレイ 

TVビュー機能により、画面上にリア
ルタイム表示されるプロファイルで測
定をリアルタイムに監視できます。
測定中にゴミなどのコンタミに気づ
いた場合、データを失うことなくすぐ
に測定が停止できます。

メディア・メッセージ機能 
プログラムの中に、テキストや画像、
ビデオといったメディアを含んだプロ
ンプト画面の表示が可能です。 

校正 
デュアルバイアスとシングルバイアス
の双方で、ボタン一つで完全な校正
ルーチンが実行可能です。
これらのルーチンは高速かつオペレ
ータの介在が不要で、非常に効率的
です。

オペレータを
念頭に置いた設計 
パワフル、直感的で使用が簡単 
ユーザー・インターフェースは、一
目見ただけでの計測プロセスのモ
ニタリングを実現しています。 
リアルタイム・シミュレーションと
真の部品位置座標系により、これま
でにないレベルのモニタリングと制
御が可能です。

多くの新機能を搭載 
最新のメトロロジーが、シンプルに

パーツ座標系
(PCS)

Metrology 4.0 ソフトウェアは、測
定機座標系とパーツ座標系という2
つの座標系を備えています。
部品座標系により、どんな部品であっ
てもユーザは図面に基づいた測定と
制御が可能です。
オンスクリーン表示が実際の装置と
全く同じ形のシミュレーション測定・
駆動機能を提供し、測定機から離れ
たリモート監視や、画面を一目みた
だけでの測定状況の把握が可能にな
ります。
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アイコン方式のインターフェース 
Metrology 4.0ソフトウェアにより、「一目で分かる」
ステータス表示、オンスクリーン・インジケータ、リアル
タイムフィードバックにリモートシステム制御を使った
測定プロセスのシミュレーションが可能になります。 
複数の測定モードがツールバーから直感的に選択で
きるよう設計されています。ツールチップからは測定内
容の概要が分かります。

Metrology 4.0の測定タイプ
• 非連続面(切り欠き面)の測定*
• クレストの測定
• クレストの解析-LS円弧、最高点、最低

点、転換点
• アライメントルーチン-円筒の軸出し、軸

方向アライメントに自動水平出し

機器リボン

制御ツールバー

フォームタリサーフ®  LASER

* オプション

SMARTムーブを使用
したボールねじの測定

異なるサイズの部品の
不連続面測定

不連続面測定の
リアルタイムシミュレーション

プログラミング 
実際の操作を記録するティーチングタイプのプログラミン
グと、「変数」機能を含むプログラム可能な操作をツールボ
ックスから選択する方法の両方が選択・混在できます*。

「変数」機能は複数のプログラムを作成する手間を削減
し、作業を効率化します。変数機能を使えば一つのプログ
ラムで、異なるサイズの部品の測定が可能です。

ユーザ毎の権限設定 
基本的な生産現場用のモードから、多機能な管理者用の
モードまでオペレータに応じた権限設定が可能です。
パスワード保護付きの権限設定はユーザの各機能へのア
クセスを完全に制限することができ、セキュアな環境用の
改変不能なソフトウェアインターフェースが提供できます。

SMARTムーブ 
軸移動と測定のために、部品上や部品周辺の任意の点に
ポイントを作成できる賢いツールです。 
• シンプルに画面上の任意の点をクリックすることでポイン

トが作成できます。 
• 測定機はそのポイントにスタイラス先端が来るように軸移

動することが可能です。
• 測定機はトラバース(X軸)、コラム(Z軸)、Y軸ステージもし

くはこれらの組み合わせで移動します。 
• 事前にスタイラス移動の軌跡を表示するプリフライト・パス

機能により、ユーザは障害物の有無を確認できます。
• 事前に定義したポイント間、もしくは解析プロセスからフィ

ードバックされた点との間で測定をさせることが出来ます。
• 独自のフィードバック・プロセスを通して、精度と再現性の

改善を達成できます。 
• 測定機を目視しなくてもプログラミングが可能になる、オフ

ラインでのプログラミング用の完璧なツールです。
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重要な解析の種類 
表面粗さ
• 粗さ、うねり、プライマリー解析
• 形状誤差と半径
• Rkパラメーターセット
• R&Wパラメーターセット
• 主波長解析
• スロープ解析
• 段差高さ解析
• 真形状からの逸脱解析(DFTF)
• 局所的な傾斜量の解析(LSLP)

トポグラフィー*
• 3Dマッピング
• 構造表面

輪郭形状*
• ゴシックアーチ
• 正確な直径
• ローラーのプロファイルと形状誤差
• 角度
• 距離の測定
• CAD(DXF)のフィッティング

重要な解析機能
• モフォロジカル・フィルタリング
• 2つのプロファイルの重ね合わせと

比較 (デュアルプロファイル)
• データのつなぎ合わせ

(データ・フュージョン)
• 螺旋角の補正
• プロファイルのつなぎ合わせ  

(パッチング)

トポグラフィーの解析*  
オプションのY軸ステージと
Metrology 4.0ソフトの3D解析機
能を使い、2Dの測定だけでなく3Dの
測定を行うことが出来ます。表面や表
面の特徴がより詳細に把握できるよ
うになります。

データのつなぎ合わせ* 
（アドバンス・モジュール） 
複雑な部品形状や測定が難しい急
傾斜がある部品の場合、特許取得済
の「データ・フュージョン」プロセスを
用いて別々に測定されたプロファイ
ルをつなぎ合わせることが可能です。
これに複数の測定結果から一個の
完全な解析結果を作成できます。

多くの新機能を搭載 
最新のメトロロジーが、シンプルに

輪郭形状の解析* 
幾何寸法解析、プロファイルの公差
設定、完全な形状偏差解析が可能な
強力なツールです。
輪郭解析に含まれる自動化機能によ
り、時間を節約し生産性を上げまし
ょう。

DXFクリエーター* 
DXFデータを作成するユーティリティ
であり、設計データと測定データの比
較可能にします。
• 対数方程式
• 自由曲面方程式
• 公差範囲

専用ソフトウェアと
解析のパッケージ 
一つのソフトで全てをカバー 
Metrology 4.0にはデスクトップ・
パブリッシング機能、自動フィード
バック、表面粗さ解析、輪郭形状解
析、3D解析等が含まれます。 
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フィードバックによる測定操作の制御 
どのような生産プロセスでも、繰返し性と再現性が鍵に
なります。Metrology 4.0はプロセス制御の改善のた
め、位置情報を測定や軸駆動にフィードバックし、測定
と製造の間のループを完結させます。

測定や軸駆動は、部品上の交点のような事前定義され
た特徴に反応・基づいて行う事ができます。

フィードバック・プロセス
• プロファイルを測定
• 重要な特徴部をデータム点として設定
• 測定機ビューでデータム点を更に追加
• SMARTムーブを使用して開始位置へ移動
• 作成した2点の間を指定して測定
• テンプレートに基づいた解析

カスタマイズされた解析* 
当社の成功戦略はシンプルです。単に製品を売る代わり
に、ソリューションを提供します。標準的なソフトウェア
分析パッケージがニーズを満たしていない場合、当社は
ソリューションをカスタマイズし、先進的なモジュールと
してお客様の必要性に適合させることができます。
もう一つの選択肢として、Metrology 4.0はMATLAB™

ファイルを実行するアクセス権を内蔵しています。これ
により、ユーザーは自身のスクリプトに書き込みができ、

「m」ファイルをロードして実行することができます。 

以下のものがお客様ご自身で作成いただけます
• カスタムフィルター
• カスタム解析
• カスタム・パラメーター

MATLAB™ソフトは別途購入する必要があります。

デスクトップ・パブリッシング 
ソフトウェア上ではテンプレート(雛形)を作成することがで
き、これを解析プロセスで使用することができます。解析手
順を自動化するこのテンプレートにより、測定プロセスが
大幅に簡単になります。 
デスクトップ・パブリッシングの特長は強力かつ使用が簡
単で、結果表示のレイアウトのカスタマイズが可能になり、
よりプロフェッショナルで見栄えのいいレポートが作成で
きます。

メリット
• 操作によりインタラクティブに変化するレポート
• 複数ページのレポート作成が可能
• 複数の文書を同一画面上に表示でき、結果を視覚的に

比較可能
• たった数分でプロフェッショナルなレポートの作成が可能



12

0026 2624

トレーサビリティー

データム真直度 
トラバース・ユニットの真直度が仕
様を満たしているか確認するため、
テーラーホブソンではZerodur®製
のオプチカルフラットを供給するこ
とができます。
これら基準片は弊社での検査やサ
ービスでの検証に使用されており、
特別なソフトウェア・ルーチンと併
せ測定軸の精度を保証し幾何学的
形状の正しい測定を可能にします。

表面粗さ 
テーラーホブソンは±(2%+4nm)
の不確かさで校正されたガラス製
もしくはメタル製の表面粗さ標準片
を供給できます。
これら基準片が測定結果を保証
し、ISOに準拠した振幅パラメータ
の測定を可能にしています。
間隔標準片は±0.6µmの不確かさ
で提供が可能です。

段差高さ 
装置のゲイン調整を正しく行うた
め、高精度段差標準片が提供可能
です。
±4nmの不確かさで校正されてい
ます。

グレーティングの補正 
当社のトラバースユニットは干渉
計技術によって検証・補正されてお
り、X軸への正確な寸法・表面性状
測定を保証しています。

国際基準の完全なトレーサビリティ 
重要な測定には、信頼できる測定機が必要です。

トレーサビリティ 
テーラーホブソンはISOグレードの
クリーンルームである自社のUKAS
認証済施設において、校正基準と測
定機に対する校正証明書の発行が
可能です。 
当社のUKAS施設はフランス、ドイ
ツ、米国、日本の基準を含む表面性
状に関連する全パラメーターを測
定することができます。

円弧補正 
フォームタリサーフ®システムは特許
取得済のボール校正法を使用して
おり、寸法測定能力とゲージのリニ
アリティの双方が一度の、自動化さ
れた操作で校正が可能です。 
この高速かつシンプルな校正法は
高精度な球形校正基準(ボールマ
スタ)を用い、その基準は厳しい公
差で製造され半径とその形状を国
際標準にトレーサブルに校正され
ています。

詳細については、当社のホームページ
をご覧いただくか、世界中のセンター・
オブ・エクセレンスにご連絡ください。

電話番号： +44 (0)116 276 3779
Eメール： taylor-hobson.cofe@ametek.com
ホームページ： www.taylor-hobson.jp
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モジュラー設計

必要に応じて変更できる構成
独自のオプションが現場環境から研究室までそ
れぞれの環境で高精度な測定を可能にします。

1.  環境カバー
前面に棚付き化粧カバー
前面にモニタ
という構成です。

2.  前面に棚付き化粧カバー
後部にモニタ
という構成です。

3.  別のPC用デスクを準備
という構成です

更に…
• 環境カバーと前面シェルフ、ディスプレイの1のタ

イプに、更にアクティブ防振機構を追加すること
も可能です。

• シェルフなしの標準的なスチールフレームと、別の
PC用デスク、といった構成も可能です。

個別の必要性に応じて設計 
全ての環境で優れたパフォーマンスを発揮するために

システム構成はフォーム タリサーフ® PGI NOVUSシステムを使用して表示されます。 
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より難しい測定と解析機能が必要なら、
フォームタリサーフ®PGI NOVUSが最適です。

システム全体の精度の検証 
テーラーホブソンは、測定レンジ全体
での半径測定精度と形状精度を保証
している唯一のメーカーです。
これは、値の一部を保証するだけで
なく、測定機がシステムとして出力
する結果の正当性を保証するため
です。
大幅に小さな測定レンジや大幅に低
い半径測定精度しか保証していない
他メーカーよりも、テーラーホブソン
は測定結果に自信を持っています。

上下測定可能なゲージで
直径と角度の測定が可能に 
上下両方向の測定が可能なデュアル
・バイアスのNOVUSゲージと、新し
い高精度Zコラムの組合わせが、
サブミクロン精度での直径測定を
可能にします。
この測定能力は、ベアリング、
インジェクタ、ボールネジといった
分野で決定的に重要な機能となり
ます。
内角・外角の測定が可能な測定機の
能力とあわせて、フォームタリサーフ® 
PGI NOVUSは真に柔軟なシステム
となっています。

PGI NOVUSゲージが実現する、
世界トップクラスの測定レンジ 
フォームタリサーフ® PGI NOVUS
は標準の100mm長スタイラスで
20mmものゲージレンジを実現して
います。 PGI NOVUSゲージは、ユー
ザに今までにない測定の柔軟性を提
供します。
部品の大小に関わらず、一台の測定
機で測定が可能になるでしょう。
また将来への対応も万全です。
200mm長スタイラスを使用すれば、
業界トップクラスの40mmの測定レ
ンジで、表面粗さも形状も測定でき
ます。

新しいフォームタリサーフ® PGI NOVUSの中
心は、革新的なデュアル・バイアス・ゲージです
これまでのフォームタリサーフシリーズの速度と精度を
保ったまま、NOVUSゲージは下向きと上向き方向で、
表面粗さや直径・角度の測定が可能になりました。

NOVUSシステムが、ベアリング、インジェクター他の超
精密部品の製造上の課題を解決します。

表面粗さ、輪郭形状、3D、
直径の測定が可能なシステム

自信を持って導入できる仕様 
テーラーホブソンは市場で最も精度が高く、安定し、繰
返し性の高い装置を販売している自負があります。 
フォームタリサーフ® PGI NOVUSは、以下の点で業界ト
ップクラスの性能を実現しています。

• 角度測定
• 直径測定

• 半径測定
• 輪郭形状

• 測定可能範囲
• 分解能

フォームタリサーフ® PGI NOVUS

フォームタリサーフ® PGI NOVUS
0.2ナノメートルの分解能、 

20 mmレンジ、 デュアル・バイアス
Metrology 4.0ソフトウェアを搭載した
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ISO基準をクリアできる
自動針圧調整機構 
PGI NOVUSゲージは、ソフトウ
ェア上から針圧の指定が可能
で、200mm長のスタイラスを使い
最大40mmのゲージレンジを実現し
ながら、2µmのダイヤモンド先端で
75mgfの針圧というISO基準に適合
した測定が可能です。
• 針圧調整は自動化されており、

測定中ずっと同じ針圧が維持され
ます。

• 柔らかい材質の測定には、針圧は最
低で30mgfまで弱めることができ、
これまでにない測定が行えます。

• ISO3274(JIS B0651)に準拠した
自動針圧調整機構。

自動リフトローワー機構 
スタイラスの上下方向の動きを制御
する自動リフトローワー機能を搭載
しています。これにより、ゲージ自体の
動きを最小限にし、測定にかかる時
間も削減できます。また部品の突起
部や切り欠き部を安全かつ自動的に
避けることが出来ます。　
またクローズドループのフィードバッ
ク機構と組み合わせることで、多様
な測定がより便利に行えるようにな
ります。
• バッチ一括測定
• 非連続面(切り欠き面)の測定
• 直径測定
• ベアリングの内径・外径測定
• 小穴(ボア)測定

ゲージ保護機構 
高速衝突検知検出機構を搭載してお
り、装置への投資を保全し装置ダウ
ンタイムを削減します。
衝突検知機構は手動・自動コントロ
ール時の双方で、ゲージに衝撃が加
わると装置の動作を直ちに停止しま
す。

上下チップの小穴用スタイラスでギアの歯に簡単にアクセス

ゴシック形状・寸法だけでなく、逆バイアスでPCDの測定まで

匹敵するもののないサブミクロンの半径測定精度

軌道面の直径・形状・粗さを一度に測定

世界トップクラスの分解能
高い分解能と大きな測定レンジの組
み合わせで、表面粗さを測定しなが
ら、大きな測定対象形状も同時に測
定が可能です。

ゲージレンジ 分解能 バイアス ソフトウェア

分解能、最小
0.2 nm

選べる仕様
デュアルまたはシングル

ゲージレンジ、最大
20 mm

搭載
Metrology 4.0



計測学のプロとして
1886年に設立されたテーラーホブソン社
は表面性状・輪郭形状に関する計測学の
世界的リーダーであり、真円度測定機、表
面粗さ測定機を最初に開発した企業です。 

www.taylor-hobson.jp

テーラーホブソン事業部 大阪支社
電話: 06-6399-9516

FAX:  06-6399-9519

大阪府大阪市淀川区宮原3-3-34新大阪DOIビル5F

アメテック(株)テーラーホブソン事業部本社
電子メール: taylor-hobson.japan@ametek.com

電話: 03-4400-2400

FAX:  03-4400-2301

東京都港区芝大門1-1-30芝NBFタワー3F

英国本社 センター・オブ・エクセレンス
電子メール: taylor-hobson.cofe@ametek.com

電話: +44 (0)116 276 3779

•   測定サービス(英国本社) – ISO規格に基づいた最新の
測定機を使用する専門のエンジニアによる製造部品の
測定

•  測定トレーニング – 経験豊富な計測エンジニアによる実
習を含めた真円度及び粗さのトレーニング

•   操作トレーニング – 現場でのより熟練した高度の生産
性を保つ操作説明

•   UKAS校正及び試験(英国本社) – UKASラボにおける
校正用標準片及び測定機の校正証明又は客先における
校正
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