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ベアリング専用高精度形状粗さ測定システム

フォームタリサーフ 
PGI ベアリング

ベアリング測定の世界標準機
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フォームタリサーフ PGI ベアリング

ゲージ
ゲージレンジ
最大 20 mm

分解能
最小 0.3 nm

粗さ

ノイズ
2nm Rq 未満
10nm Rz 未満

輪郭

形状精度
0.20 µm 未満

レンジ全体 
で校正済

半径値精度

半径値精度 
0.006%

世界最先端のベアリング測定機
フォームタリサーフPGI ベアリングは高精度ベアリングの測定向けに 
開発された、優れた操作性を備え効率的な測定が可能な測定機です。
ベアリングは産業界の最先端用途に対応するため、 
例外的な次元の品質・耐久性・精度、そして信頼性を要求されます。

テーラーホブソンの測定機は半径値、形状、表面粗さ、輪郭形状や 
主波長成分といった重要なベアリング特性の解析を行い、 
設計・製造工程改善のためのフィードバックを可能にします。

業界標準機 - 誰もが信頼する測定機
フォームタリサーフPGIシリーズは 
特許取得済ボール校正法を使用します。

この校正法は、高精度に加工され 
半径値・形状・表面粗さについて 
UKAS(英国認証機関認定審議会)認証ラボ 
が検定したボールマスタを使用します。

このマスタによる校正可能項目:

• スタイラスの円弧運動による誤差

• ゲージの非直線性

• スタイラス先端形状

• ゲージ・スタイラスの機械的剛性

自動化された校正ルーチンが 
これらの校正によって 
システム全体を校正する
真の校正を実現します。
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形状粗さ測定の世界標準機

表面解析
• 形状
• 半径値
• 粗さ
• うねり
• 主波長成分

輪郭形状解析
• 螺旋角補正付きゴシックアーチ解析
• 半径値
• 角度
• 高さ
• 長さ
• その他寸法

時間とコストを節約 - 一度の測定で複数の結果を

テーラーホブソンはゲージレンジ(Z測定範囲)全体で測定性能を保証している唯一の企業です。 
テーラーホブソンは世界最高のスペックをゲージレンジ全体で実現します。 
他社製品はより低い半径値精度や形状精度を、限定されたレンジの一部分でのみ測定し仕様としています。 
測定結果が常に信頼できる測定機、それがフォームタリサーフです。

‘‘
‘‘

 世界最大の 
ダイナミックレンジ‘‘
‘‘

世界最高の 
半径値・形状精度

設計・製造でキーとなる測定に
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形状粗さ測定の世界標準機
最高性能のゲージとノイズ性能

グラナイト製
測定機のコラムと定盤は特殊なグラナイト 
(花崗岩)で出来ています。 
この材質は高い振動抑制能力、熱慣性能力と 
剛性を有し、安定した測定機能力を支えます。

大型定盤
定盤は安定した構造で振動を測定機に伝えません。
また大型部品の測定にも対応する大きさで、 
二つのティースロットが精密に刻まれ、 
ワーク固定用のアクセサリの正確な固定が 
可能となっています。

スチールサポートフレーム
四つの脚全てにレべリング機構を備えた 
スチール製フレームがグラナイト製定盤と 
電動コラムを支えます。

防振機構
空気ばねによる防振機構が標準で付属し、 
スチールフレームとの組み合わせにより
現場環境での測定ノイズを低減させます。

エンクロージャー
強固なアルミフレームに透明なポリカーボネート製 
パネルを組み合わせたエンクロージャーが 
オプションとして利用可能です。
エンクロージャーは汚染を防ぎ、空気擾乱や 
温度変化を抑制します。

テーラーホブソンは測定値の信頼性と再現性に誇りを持っています。
全ての測定装置にとって、その性能の根本的な指標となるのがノイズ性能です。 
高い測定精度と再現性を実現するには、高度に統合され安定した測定機プラットフォームが 
不可欠です。それを証明する世界最高の低ノイズ性能にテーラーホブソンは誇りを持っています。
私達の製品は何十年にもわたる測定機製造の経験、超精密加工技術、要素技術最適化設計に支え
られています。こうした技術により、再現性のある低ノイズな測定機動作が実現します。

‘‘

‘‘

世界最先端のノイズ性能 -
2 nm Rq 未満、 10 nm Rz 未満



5

‘‘
特許取得済の独自ボール校正法
UKAS(英国認証機関認定審議会)認証ラボによる
校正マスタが高次元のトレーサビリティを確立します
特長
フォームタリサーフPGIシステムは特許取得済のボール校正法を使用します。 
この校正法が寸法・形状測定能力とゲージ直線性をボタン一押しで校正します。 
独自の校正標準球は厳しい要求仕様をクリアして製造され、半径値、形状及び表面粗さの数
値がテーラーホブソン社内のUKAS認証ラボにて検定されます。

校正法
実際の操作ではユーザは各種の校正値と測定機レンジ、測定速度をダイアログ画面に
入力するだけの単純な手順です。スタイラス形状と校正標準片の関係について
長年の知見を持つテーラーホブソンでは、ソフトウェアが自動で必要なパラメータを計算して
測定軸を動かし、オペレータによる操作はほとんど必要ありません。

‘‘測定が本当に重要な時、 
人々はテーラーホブソン

の測定機に頼ります

テーラーホブソン測定機は国際宇宙ステーション(ISS)での
ソーラーパネル異常の原因究明にも活用されています。

宇宙ステーションの損傷したトランドル・ベアリング
の測定に使われるフォームタリサーフPGIシステム
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ベアリング専用解析ソフトウェア群※

テーラーホブソンはベアリング産業と長年協調しており、多様なアプリケーションを 
可能にする数多くのパワフルなソフトウェアソリューションを提供できます。

DXFクリエーター

タリマップ・コントア

モルフォロジカルフィルタリング
ダイヤモンドスタイラスで粗さを測定した結果
から、ボールスタイラスで形状を測定した時の
結果をシミュレートできます。二回の測定を一
度で済ませ、業務を効率化させます。

測定プロファイルと設計プロファイルのアライメ
ントや、自動寸法出し等の機能を提供します。
• 公差帯
• 制御偏差
• Xオフセット量計算

CADデータ(DXF形式)と実際の測定値の比較
を可能にします。
• 対数方程式
• フリーフォーム方程式
• 公差帯

※ソフトウェアは一部オプションです。

アドバンスドデュアルプロファイル
(形状重ね合わせ)
洗練された比較用ツールが以下のテストを 
可能にします:
• 磨耗
• 繰り返し性
• ノイズ



7

主波長解析

ゴシックアーチ解析Nominal Ball Diameter

Gothic Arch Parameters

Al Ar

Bearing RaceZr Zl

Xr Xl

Rl Rr

Hc

X = Offset (Horiz)
Z = Offset (Vert)
R = Radius
A = Vertex Angle
Hc = Clearance

 l = Left Arc r = Right Arc

螺旋角補正

自動最小二乗(LS)円弧解析

自動化されたルーチンによる球面軌道の解析
で、オペレータの主観を排した客観的な解析が
可能です。 
この解析アルゴリズムは部品位置や大きさに関
係なく利用できます。

この解析機能はワーク表面のもっとも支配的な
周波数の波長成分二つを分離します。 
この機能により誤差の追跡と分析、製造工程へ
のフィードバックや部品機能の予測が可能にな
ります。

部品軸に沿った測定から、螺旋角(α)を補正し、
リード角に対し直角方向の解析が可能です。

α

この機能はベアリングのボールが軌道面のどこ
と接触するかを解析し、ベアリング性能の予測
を可能にします。
• 接触角
• 半径
• オフセット量その他
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タリマップコントア※の主要な機能
長さ、半径、角度その他の強力な解析ソフトウェア

CADデータとの比較
DXFモデルを読み込み測定プロファイル
に自動的にフィットし、その結果は偏差、
公差帯及び偏差パラメータとして表示さ
れます。

全寸法解析
線、角度、半径値その他

Q-Link※ 対応
自動レポート生成やQ-Das形式/テ
キスト形式での出力で業務効率化

更なる解析
ゴシックアーチ解析を標準搭載

自動化
解析の手順とレポートのレイアウトは
1つのテンプレートとして保存され、
後の測定に最適用する事ができま
す。部品の個体差や測定位置のズレ
があっても自動化に対応し、信頼性
の高い結果を提供します。

DTP機能
簡単に素早く美しい 
レポートを作成

ソフトウェアは操作性に
優れ、僅かなトレーニン
グで使用する事ができま
す。直観的操作性に優れ
たアイコンツールで、構
成要素や寸法をワンクリ
ックでユーザが定義・変
更することができます。

簡単操作

※ソフトウェアはオプションです。
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Q-Link ※プロダクション・インターフェース
生産環境に特化して開発されたシンプルなインターフェース
Q-Linkはシンプルな操作画面、柔軟なデータ入力フィールドで部品のトレーサビリティ確立を自動化しま
す。また製造工程にフィードバックを行うための統計解析(SPC)ソフトウェアと直接リンクが可能です。

‘‘‘‘ 部品データおよび製造工程の
厳重な管理が義務 

付けられる航空産業では 
広汎に利用されています。

QDAS 認定
AQEDF(Advanced Quality Data 
Exchange Format)形式に完全対応

レポート作成
合否判定結果を含むリポートサマリー
をすぐに画面表示

オペレーション
すぐに覚えることができ、 
簡単に操作できます

公差設定
視覚的に公差帯と結果を確認できます

セキュリティ設定
異なるユーザレベルと権限 
の設定が可能です。

トレーサビリティ
シリアルナンバー、オペレータ名、加工機名
や自由記述フィールドその他を記録し部品
のトレーサビリティを確立

統計解析
自動R&R解析を標準搭載

互換性
真円度測定機、形状粗さ測定機 
の双方で利用可能

※ソフトウェアはオプションです。
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形状、輪郭と粗さの測定で決定的に重要なのがスタイラスの先端です。 
独自のボールマスタによる校正が磨耗状態、その他のダメージや形状・大きさの誤差の検知を可能にします。

また部品形状・輪郭の正確な測定はスタイラス先端形状と密接に関係しています。テーラーホブソンはスタイラ
ス先端サイズを校正するオプションを提供しており、より高い精度の測定が要求されるベアリング要素の形状・
半径値測定に対応し、測定値に高い信頼性を付与します。

スタイラス先端形状 - 信頼のおける測定結果

テーラーホブソンによって開発され特許登録されたPGIゲージが最高次元の測定能力を発揮します。
PGIゲージの核心は円筒形回折格子です。この回折格子がPGIゲージの高い測定能力を可能にしています。 
回折格子は精密ピボットを中心に回転し、低出力ダイオードから平行レーザービームに照らされます。 
独自設計の光学素子が回折格子からの回折パターンを解析し、スタイラスの動きの情報に変換します。

世界最先端のゲージ技術
位相格子干渉法(Phase Grating Interferometer - PGI)

1941年に世界初の粗さ測定機タリサーフ1をリリースして 
以来、テーラーホブソンは形状および粗さ測定における 
創造的な最先端ソリューションを提供してきました。

スタイラスリフトローワー - より柔軟な制御が可能に
全てのモデルに標準搭載されたスタイラス 
リフトローワー機構は相対値・絶対値の両方で操作が 
可能で、次のような利点があります:

完全にプログラム可能

• 小径ボア進入時のスタイラス位置制御
• 切り欠きのある表面などでスタイラス 

の落ち込み・破損を防止

典型的なアプリケーション例
ローラーベアリング形状全体評価時の 
ゲージ可動範囲の制限等
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形状除去および解析機能
形状誤差
公称形状との偏差は、ベストフィット
直線、ベストフィット円弧、またはベス
トフィット円錐部分を基準として計算
されます。
形状偏差はまた、直線最小領域（その
データセットを含む、平行する2本の
線の間の最小分離）を基準としても
計算されることがあります。

半径
最小二乗ベストフィットを用いて、選
択されたデータから凹または凸の円
弧の半径を自動的に計算することが
できます。エッジなどの望ましくない
特徴を除外するオプションも選択で
きます。
また、設計値との偏差を解析する為、
絶対半径を設定することも可能です。
計算されるその他パラメータには、中
央座標も含まれます。

角度 (勾配)
表面のチルトは、直線または最小領
域アルゴリズムを用いて、パラメータ
解析前に特定・除外することも出来ま
す。計算されるその他の値には、切片
とピッチが含まれます。

寸法
表面の特徴との直線関係は、計算さ
れたX と Zの座標位置を用いて評
価・比較することができます。
• データム勾配
• デルタ勾配
• ピッチ (中心間)
• 切片 X / 切片 Z

デュアル プロファイル
この解析機能は測定されたプロファ
イルと、別の測定プロファイルや、ひい
てはテンプレートとして保存されてい
るマスタープロファイルとの比較も可
能にします。 

「差分」プロファイルはワンタッチで
表示され、詳細解析に使用することも
出来ます。

表面性状パラメータ
プライマリパラメータ
DFTF, LSLP Ave, LSLP Max, Pa, 
Pc, PCf, PCl, PCr, Pda*, Pdc*, Pdq*, 
PHSC*, Pku, Pln, PLo, Plq, Pmr*, 
Pmr(C)*, Pp, PPc*, Pq, PS, Psk, 
PSm, Pt, Pv, PVo*, Pz, Pz(JIS)

粗さパラメータ
R3y, R3z, Ra, Rc, RCf, RCl, RCr, 
Rda*, Rdc*, Rdq*, RHSC*, Rku, 
Rln, RLo, Rlq, Rmr*, Rmr(C)*, Rp, 
Rp1max, Rpc*, Rq, RS, Rsk, RSm, 
Rt, Rv, Rv1max, RVo*, Rz, Rz(DIN), 
Rz(JIS), Rz(n)*, Rz1max

うねりパラメータ
Wa, Wc, WCf, WCl, WCr, Wda*, 
Wdc*, Wdq*, WHSC*, Wku, Wln, 
WLo, Wlq, Wmr*, Wmr(C)*, Wp, 
WPc*, Wq, WS, Wsk, WSm, Wsa, 
Wst, Wt, Wv, WVo*, Wz

RkパラメータおよびRk曲線
A1, A2, APH, AVH, CV, Mr1, Mr2, 
Rk, Rpk, Rvk, Rvk/Rk

R&Wパラメータ
AR, AW, Pt, R, Rke, Rn, Rpke, Rvke, 
Rx, Sar, Saw, Sr, Sw, W, Wn, Wte, 
Wx

主波長
WD1c, WD1Sm, WD1t, WD2c, 
WD2Sm, WD2t, WDSmMax, 
WDSmMin

フィルタおよび追加機能
フィルタ
ガウシアン、ロバストガウシアン、ガウ
シアン VDA、モルフォロジカル、ISO 
2CR、 PC、Rk、Spline

カットオフ(Lc)
0.08、0.25、0.8、2.5、8、25mm 及
びオペレータ自由入力値

バンド幅
10:1、30:1、100:1、300:1 およ
び 1000:1 、またはデータ間隔通り
(VDA2006)

注記
該当する場合、パラメータおよび
パラメータ名は ISO4287-1997
、ISO13565-1-2 および ISO 
12085 に準拠しています。

* アスタリスクの印の付いたパラメー
タは全て、ユーザー割り当ての単一ま
たは複数の変数を要します。例えば、
負荷率（mr）は一度の測定で、１つま
たはそれ以上のスライスレベルで評
価することができます。

Ultra表面粗さパラメータ
表面粗さおよび形状解析用の強力なソフトウェア

デュアルプロファイル解析では、二組の測定データを同時に表示できるので、装
置のノイズや繰り返し性をテストするのに最適です。
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ボールベアリング

4点接触ベアリング

流体動圧ベアリング

ボールねじ

ゴシックアーチプロファイル

複数段差解析

寸法

ローラーベアリング

表面粗さ 形状誤差及びDXF比較

半径値、粗さ、うねり及び形状

ピッチ、角度、形状および線形寸法

アプリケーション
より厳しくなる次世代技術の要求に応えるために
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サートロニック Rシリーズ
•  堅牢、高速で簡単操作
• 高速芯出しチャック「ラピッドセン

タTM」が利用可能
• ワークのセットアップを含めて最

高1分当たり3個の測定が可能

タリロンド 500H
• 自動化された高精度な真円度、表面

粗さ、輪郭形状の測定
•  強力な解析ソフト群が加工工程改善

を促進 - ハーモニクス解析、円筒マッ
ピング、ボール/リードネジ解析等

タリロンド NC(仮称)
• タリロンドによる接触・非接触の

測定
• 小径ボールベアリングに最適
• 高速測定

フォームタリサーフ 
ボールユニット
• 表面粗さ
• 円周方向の粗さ測定
• 高精度、低ノイズ測定

幅広いベアリング産業向けソリューション
テーラーホブソンの接触式・非接触式測定システム
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トレーサビリティ
国際標準への完全な
トレーサビリティ

特許技術のボール校正ルー
チン 
フォーム タリサーフは特許技
術のボール校正ルーチンを採
用することで、ワントレースで寸
法測定機能のチェックとゲージ
直線性の補正を行います。
校正用の基準球は半径と形状
について国際標準へのトレー
サビリティが確立されており、
厳格な管理下で製造されてい
ます。

円弧補正用ボールマスタ

トレーサビリティ

校正標準器は全て、テーラー
ホブソン内のUKAS（英国認
証機関認定審議会: United 
Kingdom Accreditation 
Services）ラボによる国際標準
へのトレーサビリティが提供さ
れます。

三本溝マスタ

測定機のゲインを確実・正確に
設定するために、最大不確かさ
が ±4nm に構成された高精度
の段差標準器がご利用いただ
けます。

テーラーホブソンは、不確かさ±
（2%+4nm)以下に校正された
ガラスまたは金属の粗さ標準片
を提供し、ISO規格に準拠した
ピークパラメータ測定における
信頼性とコンプライアンスを提
供しております。
間隔校正標準片（不確かさ
±0.6µm）も提供可能です。

粗さマスタ

回析格子補正
干渉計原理を用いて試験を受け
機能強化されたトラバースユニ
ットは、正確なX方向寸法と表
面性状測定を保証します。

トラバースユニットの真直度を確
認する為、ゼロデュア（低膨張光
学材料）製の真直度基準片も提
供しています。これらの基準片で
トラバースの真直度を確認し、専
用ソフトウェアと併用する事で、
幾何学形状測定の精度を向上さ
せます。

データム真直度補正用
マスタ
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フォームタリサーフ PGI ベアリング平面図
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