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サートロニックデュオ
ハンディ表面粗さ測定器
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機能	 	

サートロニックデュオは、ボタン1つで
Raを含む5つのパラメータを測定でき
ます。測定結果は、大型液晶ウインドウ
に表示されます。サイクルタイムは約5
秒で、測定結果は次の測定を実行する
までメモリに保存されます。	

再測定せずに、パラメータ
Ra、Rz、Rp、Rv、Rtの表示切り替えや
インチ法/メートル法の単位切り替え
が可能です。

セットアップやプログラミングは不要
で、箱から出してすぐ使用できます。オペ
レータトレーニングも必要ありません。
電池の寿命は、測定回数約5,000回で
す。

測定方法

ダイヤモンドスタイラスが測定対象を
なぞります。モーター式のトラバース
ユニットは、カム駆動で決められた距
離を正確に水平移動します。

スタイラスが試料表面の凹凸をなぞ
る際の垂直動作は、ピエゾピックアッ
プで機械的運動を電気信号に変換
し、測定値を検出します。

ピエゾ素子から発せられた電気信号
はAD変換処理され、デジタル化され
て、マイクロプロセッサに送信されま
す。マイクロプロセッサでは、規格化さ
れたアルゴリズムを使い、パラメータ
を瞬時に計算します。

サートロニックデュオ
ハンディ表面粗さ測定器

上段ユニットと下段ユニットを分離して使用可能で、そ
れぞれのユニットの距離が1メートル（40インチ）以内で
あれば、赤外線通信による遠隔操作が可能です。

80mm
(3.15in)

38mm
(1.5in)

125mm
(4.9in)

検査をシンプルに

サートロニックデュオは使用者を選ば
ず、誰が測定しても簡単に粗さを測定
できるシンプルで理想的な品質管理
用ツールです。

•	 バッチ生産品の出荷前検査
•		生産ラインの工程管理
•		初歩の大まかな品質管理
•		移動が困難な大型ワークの検査

セパレート式ユニット

下段のユニットはトラバースユニットと
スタイラスピックアップ（検出器）から成
り、被測定面に置きます。底面の接地
面積を大きくとった設計で、安定性を
確保しています。	

上段ユニットには、大型液晶ディスプ
レイの他、スタートボタン、モード選択
ボタン、パラメータ選択ボタンがあり
ます。手中で簡単に操作でき、結果表
示も大きく見やすいように配慮されて
います。
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エラーレスで簡単な校正手法

サートロニックデュオの校正は、シンプ
ルで確実です。まず、ボタンで校正モー
ドを選択して下さい。

次に付属の粗さ標準片を使用して、通
常どおり測定を行います。

校正結果の保存、次回以降の測定に
対する校正値の反映まで全て自動で
行います。

省エネ設計

アイドル時間が5分続くと自動で節電
モードになります。また、低電力消費デ
ィスプレイの採用で電池の長寿命化を
実現しました。

高速トラバースユニットの採用で、僅か
5秒のサイクルタイムで測定を完了しま
す。一回の電池交換で5,000回以上の
測定が可能です。

電卓等に使われる一般的な電池を使
用しており、幅広のマイナスドライバー
や大きなコインを使って簡単に電池を
交換できます。

表面実装デジタルテクノロジー

サートロニックデュオは機器のパフォー
マンスを最大限に発揮し、ユニットを長
寿命化する為、最新の電子回路を使用
しています。抜群の信頼性や5％の読み
取り精度は、この価格帯の測定機とし
ては抜群の性能を誇っています。

工業規格を標準装備

サートロニックデュオは、汎用的な設
定で測定を行うよう設定されていま
す。

•	 駆動距離	5mm	(0.2in)
•	 カットオフ	0.8mm	(0.03in)
•	 フィルタ	2CR	
•	 ダイヤモンドスタイラス	
	 半径	5μm	(200μin)

これらの重要設定を予め行っておくこ
とで、複数のオペレータ間でも測定条
件の違いによるエラーを未然に防ぐこ
とができます。

5つの標準パラメータ:

サートロニックデュオ 
5パラメータ仕様
型式：112/3115-01

基本的な粗さパラメータRa、Rzの
他、Rp、Rv、及びRtが含まれています。

標準付属品:

•		サートロニックデュオ本体
•		校正用標準片
•		バッテリー
•		キャリーケース
•		操作マニュアル（日本語対応)

ゲージレンジ		 200µm	(0.008in)	
精度		 読み取り値の5％＋0.1μm	(4μin)
ピックアップ形式	 ピエゾ素子
測定力	 200mg
スタイラス	 ダイヤモンドスタイラスチップ、
	 	 半径5μm	(200μin)	

カットオフ	 0.8mm	±	15%	(0.03in	±	15%)
フィルタ	 2CR
駆動距離	 5mm	(0.2in)
駆動速度	 2mm/sec	(0.08in/sec)
表示単位	 µm	/	µin
電池寿命		 測定回数5,000回以上

選択可能パラメータ
型式	112/3115-01						 Ra,	Rz,	Rv,	Rp,	Rt
パラメータ  レンジ 分解能	
Ra:		 40µm	(1600µin)	 0.01µm	(0.4µin)
Rz,	Rv,	Rp,	Rt:	 199µm	(7800µin)	 0.1µm	(4µin)

寸法
全体の寸法	 125x80x38mm	
	 	 (4.92x3.15x1.5	in)	
重量	 200gm	(7oz)
被測定対象の寸法と条件
最小内径	 65mm	(2.6in)
最小外径	 25mm	(1.0in)
最高温度	 35ºC	(95ºF)
動作環境
温度	 	20ºC	(68ºF)
湿度	 	0～80％、結露の無い事
保管環境
温度	 0～50ºC	(32ºF	～122ºF)
湿度	 0～80％、結露の無い事

テーラーホブソンでは製品の継続的な改良、技術開発を行っています。カ
タログ仕様と実機の仕様が異なる場合があります。ご了承下さい。

仕様
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スキッドとは？(図1)

サートロニックデュオはスキッド式測
定機です。スキッドは、ワークの表面に
沿ってピックアップを誘導し、ワークそ
のものを測定のデータムとします。こ
の測定方式はレベリングの必要性が
減り、セットアップが簡単です。また、
測定ループが非常に小さい為、振動の
影響を受けにくいのが特徴です。

スキッドはゲージの一部で、表面の粗
さの特性である上下動の影響を受け
ないよう十分に大きな半径値を持って
います。スタイラスとスキッドは、共に
測定方向へ移動しますが、高さ(Z)に
関しては独立して反応します。表面の
凹凸は、スタイラスとスキッドのZ方向
の動きの差分情報として記録されま
す。

スキッドの役割とは？ 
	
スキッドは機械的なフィルタとして作用
し、ワーク形状の大半を除去します。従
って、スキッドの直径よりも大きい波長
は記録されません。	

		

スタイラスチップサイズの影響	
	
サートロニックデュオは以下の３つの
理由で、半径5μm	(200μin)のスタイ
ラスチップを採用しています。

まず、大きなスタイラスチップは、測定室
で測定するような高周波の表面欠陥の
影響を排除する機械的フィルタとして作
用します。

次に、現場用測定機には、チップに埃や
油が付着しやすく、定期的なクリーニン
グが必要ですが、大きなスタイラスは欠
損しにくいので、クリーニング頻度が高
い環境での使用に適しています。

大きなチップは、スキッドを落としたり、
干渉した時も破損し難いのが特徴で
す。

デュオ以外のテーラーホブソンの測定
機は、チップ半径が2μm	(80μin)のス
タイラスを使用しています。半径の小さ
いスタイラスを低圧インダクティブ測定
ヘッドと組み合わせることで、極めて微
細な表面の欠陥の分析が可能になりま
す。

同じ表面を異なる測定機で測定した	
時の測定結果に相関関係がない理由
の1つとして、スタイラスチップの半径の
違いが挙げられます。	

粗さ、うねり、形状の違いは？
	
サートロニックデュオは、粗さ解析用ツール
です。表面性状のその他の要素には、うねり
と形状があります。

「粗さ」とは、通常、切削や研削加工のプロ
セスにおける、工具の挙動という形で生じ
ます。
	
うねりとは通常、研削砥石のアンバランスな
どの機械加工プロセスの不安定要素によっ
て生じます。うねりの波長は、粗さよりも長く
なります。

「形状」とは粗さやうねりによる偏差を排
除した表面の形状です。理想的な形状から
の乖離は、工作機械のリニアガイドの曲が
り等、様々な要因で発生します。

うねりと形状を測定するには？
	
測定機は通常、スタイラスとゲージ、駆動デ
ータム、プロセッサを備えています。正確な
データを収集するには、スタイラスチップの
みが表面に接触し、ゲージが真っ直ぐ測定
物表面をなぞる必要があります。

スタイラスの垂直動作は、トラバースデータ
ムと連動しています。データムとしてよく利
用されるのは、ラップ研磨／精密研削され
た真っ直ぐな基準バーです。

ゲージは、スタイラスの垂直動作を検知し、
電気信号に変換します。信号がプロセッサ
に送信された後、パラメータ算出に使用さ
れ、曲線グラフとして表示されます。

•

•

•

他の測定器との比較

�

図1

注：上図の粗さ曲線の縮尺は正確ではありません。

1	 スタイラスチップ
2	 スキッド
3	 スタイラスの移動(Z)
4	 測定方向(X)

2
3

4

1
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サートロニック25
粗さ測定専用
カットオフの選択が可能で、RS232出力に
対応した高性能の現場用測定器

•	 スタイラスチップ半径5μm(200μin)	
	 のスキッド付ピックアップ
•	 カットオフは	 	 	
	 0.25mm、0.8mm、2.5mm			
	 (0.01in、0.03in、0.10in)から選択可
•	 バッテリー駆動の独立した装置で、現	
	 場での使用に最適
•	 交換可能式ピックアップや測定スタン	
	 ド、アクセサリ等で用途に合わせてカス	
	 タマイズ可能
	
タリサーフCCI
粗さ、段差、形状	
表面粗さの高度測定用非接触式光学測
定機	

•	 安定したZ方向のスキャンメカニズ	
	 ム。	XYZ方向の自動スキャン機能、自	
	 動フォーカス機能、及びタレットを搭載
•	 標準で100万超のデータポイント数
•	 反射率0.3～100%の研磨面、粗面、	
	 曲面、平面、段差面をすべて同一モー	
	 ドで測定可能
•	 ガラスや液体インク、フォトレジスト、	
	 金属、ポリマー、ペースト等、あらゆる	
	 材質の表面を測定可能

フォームタリサーフイントラ
粗さ、うねり、形状	
現場での高度な表面粗さ解析用の低コス
ト、ポータブルモデル

•	 スタイラスチップ半径2μm	(80μin)の	
	 スキッド無しピックアップ
•	 真直度データム付き、駆動距離は	
	 50mm	(1.97in)
•	 カラーのVGAタッチスクリーン式コン	
	 トロールパネルで、高い操作性と見や	
	 すい結果表示を実現
•	 基準球を使った自動校正で、正確に半	
	 径と形状を測定可能

フォームタリサーフシリーズ 
粗さ、うねり、形状
		
用途と予算に応じ、構成の選択が可能な
高精度表面粗さ測定機
	
•	 真直度データム付き、駆動距離は	
	 50mm	(1.97in)	または120mm		
	 (4.72in)	
•	 レンジ1mm	(0.040in)	のインダクティ	
	 ブゲージと交換可能なスタイラスアーム	
	 で、小径穴や溝、その他の複雑な形を測	
	 定可能
•	 ハードウェア／ソフトウェア／解析機	
	 能を一括管理するウルトラソフトウェ	
	 アで、スムーズな操作を実現
•	 自動測定と解析ルーチンのプログラム	
	 が可能

タリロンド585
自動真円度測定機

•	 モジュール式で、10種類のモデルから選択可能
•	 ウルトラ真円度ソフトウェアによる強力な制御／解析機能	
•	 迅速なワークのセットアップを可能にする自動センタリング/レベリング機能

タリロンド585は、テーラーホブソンが提供する真円度測定機シリーズの代表的なモ
デルです。

サートロニック25とオプションスタンド

フォームタリサーフイントラ

タリロンド585

タリサーフCCI

その他のテーラーホブソンの製品
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カットオフ推奨値 ISO 4288-1996
周期性曲線  非周期性曲線   基準長さ/
    カットオフ 評価長さ
サンプリング間隔	 Rz	 	 Ra	 lc	 lc/L	
Sm	(mm)	 (µm)	 	 (µm)	 (mm)	 (mm)
>0.013	to	0.04	 (0.025)	to	0.1	 	 (0.006)	to	0.02	 0.08	 0.08/0.4
>0.04	to	0.13	 >0.1	to	0.5	 	 >0.02	to	0.1	 0.25	 0.25/1.25
>0.13	to	0.4	 >0.5	to	10	 	 >0.1	to	2	 0.8	 0.8/4
>0.4	to	1.3	 >10	to	50	 	 >2	to	10	 2.5	 2.5/12.5
>1.3	to	4	 >50	to	200	 	 >10	to	80	 8	 8/40

粗さやうねり、断面曲線のパラメータはす
べて、以下の前提に基づいています：
T	=	曲線の種類。R	(粗さ曲線)、W	(うねり	
	 曲線)、P	(断面曲線)。
n	=	パラメータサフィックス（接尾辞）	
	 例：q、t、p、v、他。

N	=	評価に使用する基準長さの数。

パラメータが単にTnという形で表わされて
いる時(例：Rp)、その値の評価長さは基準
長さの5倍となります。評価長さが基準長
さの5倍でない場合、パラメータはTnNとい
う形で評価長さが基準長さの何倍である
かを示します(例：Rp2)。

最大値ルール：	パラメータにmaxという添
字が付いている場合（例：Rz1max）、測定
値が決められた許容値を超えてはいけませ
ん。	一方、maxという文字がないときは（
例：Rp）、測定値の16％が規格値を超えて
も許容されます。

最大値ルールと16％ルールの詳細につい
ては、ISO	4288-1996を参照して下さい。

あらゆる部品の表面には、何らかの特
徴があります。これらの特徴は、構造と
加工法によって変わってきます。表面
の特徴は、粗さ、うねり、形状という3つ
のカテゴリーに分けて考えます。製造
プロセスをコントロールしたり、動作
時の部品の動きを予測するには、表面
性状パラメータを使い、これらの特徴
を数値化する必要があります。

表面性状パラメータは、以下の3種類
に大別できます：

振幅パラメータ
表面の垂直方向変位を測定

空間パラメータ
表面の水平方向変位を測定

複合パラメータ
振幅パラメータと空間パラメータの組
み合わせ

基準長さ：輪郭曲線は、統計的に信頼
できるデータ量を含む基準長さ	l	で区
切られます。粗さとうねりの解析では、
基準長さが選択したカットオフと等し
くなります。
	
カットオフ(Lc)：	カットオフは、目的の
箇所の波長を調べるのに不要なデー
タを排除もしくは減少させる電子的／
数学的なフィルタです。

評価長さ：	対象の曲線を評価するの
に使用されるX軸方向の長さで、1つ
または複数の基準長さを含みます。断
面曲線では、評価長さと基準長さが等
しくなります。

規格：	テーラーホブソン製測定機の
データ処理は、ISO	3274-1996
、ISO	4287-1997、ISO	4288-
1996、	ISO	16610-21ならびにそ
の他の国際規格で定められた手順に
準拠しています。

表面粗さの原理	

特別な指示がない場合は、上の表を利用して適切なカットオフ値(lc)を決めて下さい。
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Rv, Rp, Rt, Wv, Wp, Wt, Pv, Pp, Pt

*Rvは、基準長さ内における粗さ曲線の最大谷深さ。				
									
*Rpは、基準長さ内における粗さ曲線の最大山高さ。

*Rz = Rp + Rvで、基準長さ内における粗さ曲線の山頂から谷底
までの高さの最大値。

Rtは、評価長さにおける粗さ曲線の山頂から谷底までの高さの最
大値。

Rp1maxは、各基準長さにおける山頂から平均までの値のうち、最
大のもの。

Wv、Wp、Wz、Wt、Pv、Pp、Pz、及びPtは、上記の粗さパラメータに相当
し、それぞれうねり曲線と断面曲線に対応。.

*注：ほとんどのパラメータは、基準長さ1つ分のデータについて定義
されています。しかし、実際には、基準長さの数倍（通常5倍）の長さ
を評価長さとして平均を出すため、パラメータの測定値の統計的精
度は高くなります。

X

Z Rp1max

Rv1max

Ra, Rq, Wa, Wq, Pa, Pq

l1からl5は、連続した等しい基準長さ（基準長さ	lは、フィルタのカットオ
フ値λcに等しい）。

評価長さlは、表面粗さパラメータの測定に使用される曲線の長さ（通
常、基準長さの数倍で、基準長さの5倍が標準）。

Raは、テーラーホブソンが発明した国際的に認知度が高く、最も高頻度
に使用されている粗さのパラメータです。平均線からの粗さ曲線の偏差の
絶対値を合計し、平均を出した算術平均粗さです。

Rqは、二乗平均平方根(RMS)のパラメータで、Raに対応しています。

WaとWq、PaとPqは、上記の粗さパラメータに相当し、それぞれうねり
曲線と断面曲線に対応しています。

振幅パラメータ	

l1

X
Ra

Z

Z

l

l2 l3 l4 l5

参考
6ページ目と7ページ目に掲載されている情報は、テーラーホブソンの
「A Guide to Surface Texture Parameters」から抜粋しま
した。	

この便利な無料ガイド（全16ページ）の請求は、弊社のウェブサイト
www.taylor-hobson.jpをご覧ください。

Ra =
 1  

 
l |z(x)| dx

          l     0

Rq =
      1

 
l  z2 (x)  dx

              l  0
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148, EPIP II Phase, Whitefield, Bangalore – 560 006
電話: +91 1860 2662 468  ファックス: +91 80 6782 3232

taylor-hobson.india@ametek.com

Taylor Hobson イタリア
Via De Barzi 

20087 Robecco sul Naviglio, Milan, Italy
電話: +39 02 946 93401  ファックス: +39 02 946 93450

taylor-hobson.italy@ametek.com

Taylor Hobson 日本
3F Shiba NBF Tower, 1-1-30, Shiba Daimon Minato-ku

Tokyo 105-0012, Japan
電話: +81 (0) 3 6809-2406  ファックス: +81 (0) 3 6809-2410

taylor-hobson.japan@ametek.com

Taylor Hobson 韓国
#310, Gyeonggi R&DB Center, 906-5, lui-dong 

Yeongtong-gu, Suwon, Gyeonggi, 443-766, Korea
電話: +82 31 888 5255  Fax: +82 31 888 5256

taylor-hobson.korea@ametek.com

Taylor Hobson 中国 北京事務所
Western Section, 2nd Floor, Jing Dong Fang Building (B10)

No.10, Jiu Xian Qiao Road, Chaoyang District, Beijing, 100015
電話: +86 10 8526 2111  ファックス: +86 10 8526 2141

taylor-hobson.beijing@ametek.com

Taylor Hobson 中国 上海事務所
Part A, 1st Floor, No. 460 North Fute Road  

Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, China
電話: +86 21 5868 5111-110  Fax: +86 21 5866 0969-110 

taylor-hobson.shanghai@ametek.com

Taylor Hobson シンガポール
AMETEK Singapore, 10 Ang Mo Kio Street 65

No. 05-12 Techpoint, Singapore 569059
電話: +65 6484 2388 Ext 120 ファックス: +65 6484 2388 Ext 120  

taylor-hobson.singapore@ametek.com

Taylor Hobson 米国
1725 Western Drive

West Chicago, Illinois 60185, USA
電話: +1 630 621 3099  ファックス: +1 630 231 1739

taylor-hobson.usa@ametek.com

www.taylor-hobson.com
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グローバル市場に対応
テーラーホブソンは、精密測定機メーカーとして研究開発
や生産技術分野で有名な企業です。測定装置は、ナノメー
トルレベルの分解能と精度を達成しています。
精密測定装置の提供だけでなく、客先の測定要求に合っ
た解決方法と信頼の測定結果を提供する測定サポートを
行っています。
テーラーホブソンからの有償サービス
・ 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

上記サービスを御希望の場合、下記連絡先に御連絡下さ
い
電子メール:  
taylor-hobson-japan.info@ametek.co.jp 
電話：03-6809-2406

・ 設計技術（英国本社）

 要求されるアプリケーションに対する特殊仕様
 及び専用装置の設計

・ 精密部品製造(英国本社)
 高精密部品の製造加工

・ 保守契約
 測定装置の保守と点検

上記サービスを御希望の場合、下記連絡先に御連絡下さ
い
電子メール: 
taylor-hobson.japan@ametek.com
電話：03-6809-2406
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