
球面・非球面・ディフラクティブ・フリーフォーム

接触式ならではの多様な部品形状や材質に対応する
高精度・ワイドレンジの精密光学部品の自動化測定システム

フォーム タリサーフ® 
PGI 光学産業向け
製品群
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フォーム タリサーフ® PGI 
ディメンション

非球面形状除去後の
回折領域の解析

フォーム タリサーフ® PGI 
フリーフォーム

フォーム タリサーフ® PGI
 オプティクス

フリーフォーム表面の
生プロファイル

非球面回析光学レンズ
の3Dビュー

タリサーフ 1、1941年 フォーム タリサーフ® PGI フ
リーフォーム、2017

テーラーホブソンは光学部品測定の長年の経験があります
テーラーホブソンはレンズ製造を通じて測定機
開発を行なうようになった、レンズ部品製造から
出発した会社です。
そのため弊社のブランドは、光学部品設計を改善
しスループットを向上させる計測技術の知識に
裏打ちされています。
テーラーホブソンは1886年にビクトリア朝の起業家
であるウィリアム・テーラーとその弟によって設立され
ました。 
テーラー氏は20世紀、ハリウッドの数々の名作の多く
に使われた、世界最高品質のシネマレンズ開発を手が
けました。
テーラーホブソンが更に精密なレンズを製造し始めた
際、テーラー氏は各レンズを正確に計測出来る装置の
必要性を感じました。市場にその必要性を満足させる
測定機が無いことを知った時、テーラーホブソンは自
らその開発に乗り出し、そして成功しました - これが
今日タリサーフとして知られる表面粗さ測定機と、真円
度測定機タリロンドです。 

最先端の計測技術

フォーム タリサーフ® PGI 
マトリックス

小型単一レンズの3D
アスティグマティズム

テーラーホブソンは今日でも業界のパイオニアとして、
より厳しくなる次世代光学技術の要求を満足させる
革新的な新製品の開発を続けています。
この開発哲学は弊社の多様な製品ソリューション群
に反映されています。最近では新しい光学部品測定機
や専用の解析ソフトウェア・スイートの提供などがあり
ます。
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フォーム タリサーフ® PGI オプティクス シリーズ
汎用的で高速、そして高精度な光学産業向けの測定ソリューションを提供します。
130余年の製造の経験に支えられています。

フォーム タリサーフ® PGI オプティクス
最もベーシックな一軸駆動の汎用測定システムです。
球面・非球面・ディフラクティブレンズで信頼のおける測定を。  
• 新設計のゲージにより測定レンジが大きく増大しました - 最大Zレンジ 28 mm。
• 大型レンズ用に最大X方向駆動距離300 mmのオプションが選択可能。
• 校正ルーチンの管理や測定結果のリアルタイム出力機能等を搭載した新ソフトウェア。 

4-
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フォーム タリサーフ® PGI マトリックス
個々のレンズはもちろん、大量の光学素子を搭載したウェハーレンズアレイも高
速・高精度で測定が可能な多軸自動化システム。  
• 専用ソフトで複雑な配置の複数部品バッチも簡単に測定プログラムが作れます。
• 自動で解析が可能で、公差設定をすれば合否判定まで自動化可能。
• 測定と解析の双方が自動化され、オペレータによる誤差を排したより均一で高精度な

測定結果が得られます。 

6-
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フォーム タリサーフ® PGI フリーフォーム
高精密フリーフォーム光学レンズ測定専用の全自動、迅速かつ正確なシステム。 
• 究極の柔軟性、真の3Dであらゆる表面形状を測定し、部品設計情報は一切不要です。
• フリーフォーム測定に対応するための新しい専用3D校正ルーチンを搭載。
• フリーフォーム解析ソフトウェアにより設計と実際の測定結果の比較を行います。 8-
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フォーム タリサーフ® PGI ディメンション
最大300 mmまでの球面・非球面・ディフラクティブの2Dと3Dの完全自動化
ワンタッチ測定。 
• 先進的なソフトウェアが製造を効率化しスループットを増大させます。
• 強力な「非球面解析ユーティリティ(AAU)」 - 時間を節約し誤差検出性を改善します。
• 回転対称部品なら、急勾配、サグの浅いレンズ、サイズの大小に関わらずほとんど全て

の部品を自動センタリング・レベリング可能。

10
-1

1 
ペ

ー
ジ



4

簡単に部品をセットアップ
ワンクリックでの測定 
迅速かつ正確
生産現場環境用に設計
サイクルタイムと
精度を改善する強力な解析ツール群
時間を節約するソフトウェア機能
繰返し性のある高精度の測定を可能に
する自動化されたソフトウェアルーチン
光学レンズ測定専用に開発されたソフト
ウェア群

フォームタリサーフの1984年のリリー
スは、テーラーホブソンを
非球面形状測定のトップ企業の座に押し
上げました。
以来、世界各国で数千台の装置を納入し、真のグ
ローバルスタンダードに位置づけられました。 

私たちの特許取得済PGI(位相格子干渉法)技術
が、短いスタイラスで、高精度に大きなサグ量レンズ
の測定を可能にします。 

その結果スタイラスの高い剛性と低い接触圧を組
み合わせることができ、絶対精度、繰返し精度に於
いて競合機種とは一線を画します。 

‘‘ ‘‘
新登場のワイドゲージ...

サグ量の大きい深いレンズ
を妥協せずに測定可能

Z方向測定レンジ

< 100 nm

形状誤差

< 2 nm Rq

システムノイズ

直径 300 mm まで 
（単一トレース）

最大測定径

14 mm / 
28 mm*

*60 mm / 120 mm スタイラス

精密光学レンズ用高速・高精度測定機

フォーム タリサーフ® PGI オプティクス
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非球面回析レンズの詳細解析
• 500以上の回折帯(ゾーン)を持つ複雑なディフラクテ

ィブ(回折)レンズを簡単に解析
• 設計との直接比較でゾーン径を特定
• ツールパス補正用に回析形状誤差を出力

工具ズレを高速補正する独自機能
• SPDT (単結晶ダイヤモンド切削) セットアップ時間を

大幅に削減 
• 一度の測定・解析でXオフセット量と形状誤差を補正

できます
• 時間の節約によりスループットが向上

大口径光学レンズ
• 同機種で最先端を行く最長 300 mm の単一トレー

ス測定
• クラス最高峰の全300mm長での真直度保証値
• SAG > 28 mm

非点収差解析
• プログラミングと使用が簡単なルーチンで非点収差(ア

スティグマティズム)が部品に存在するかどうかを特定
• ツールパス補正用に平均プロファイルを出力
• 詳細な補正用に3D残差表面を生成

光学レンズ計測専用
いや増しに厳しくなりつつある次世代光学的技術の要求を満たす

X オフセット： 
-20.744 µm

精度を向上させるモーター式自動ステージ
• 精密芯出し・水平出しと自動Yステージの組合せが選択でき

ます
• 簡単操作のプログラム化で単一トレースの測定も、複数の放

射状の測定も自在に選択可能
• 自動アスティグマティズム解析 - 複数の放射状測定結果から

3D表面を構成し、アスティグマティズムの把握が可能
• 測定を自動化することにより、オペレータの誰が操作しても同

一の一貫した結果が出力できます

オプションアクセサリ
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測定を簡単にルーチン化
操作が簡単 
極めて高速
完全な自動化
生産現場の要求に応える設計

容易なセットアップ、測定と解析が可能
な多軸搭載システムなら、単一のレンズ
はもちろん、複数光学素子の自動化測定
が可能です。 
回転軸とY軸、複数部品の配置を簡単に入力・プ
ログラム化できるソフトウェア機能により、モバイ
ル用レンズ、眼鏡レンズ、医療用レンズや光ファイ
バー、高性能LEDやウェハアレイレンズ等の生産
をサポートします。

‘‘ ‘‘

Z方向測定レンジ

< 100 nm

形状誤差

< 4 nm Rq

ノイズ

個別または複数
部品の測定

測定対象

28 mm

フォーム タリサーフ® PGI マ
トリックスには正確な自動部
品の位置決めのため、高精
密のロータリーおよび Y ス
テージが搭載されています

マイクロレンズアレイやウェハ・オプテ
ィクス(WLO)など、複数光学素子用の
高速・自動化測定機

フォーム タリサーフ® PGI マトリックス

自動化により測定の一貫性
と精度を改善し、なおかつ
サイクルタイム短縮で生産
性向上にも寄与します。PGI
マトリックスはワンストップ

のソリューションです。 
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生産現場環境用に設計
精度を妥協せずに生産性を向上

• 光学部品タイプから配列パターンを選択、設計
値を入力します。

 – 低密度、PCD、ウェーハなど。
• オプションとして測定・解析が済んだデータは他

ソフトへのエクスポート用に自由にファイル形式
を選択、任意の保存場所の指定が可能です。

• 通常の測定解析データの保存先を選択します。 
• 測定する「バッチ」プログラムを選択します。
• 測定開始後は、測定の生プロファイルと、指定し

た公差による合否判定結果をリアルタイムにラ
イブ表示します。 

• バッチ測定の結果は自動で解析され、統計的な
誤差データが表示されます。

 – もちろん個別の部品ごとの誤差量も表示可
能です。 

• 権限設定でオペレータと管理者で異なる操作権
限を付与でき、人的エラーを防止します。

• 測定データは別PCで簡単に検討・再解析できま
す。 

複雑な配列の部品もシンプルに入力、
容易なセットアップ・測定・解析の例

フォーム タリサーフ® PGI マトリックスは多数部品
の連続測定から得た個別の部品プロファイル抽出を
可能にします。
• 密に配列されたレンズを迅速かつ正確に測定します。
• インテリジェントなプロファイル抽出により、常に目的

の有効径が解析できます。

一筆書きの連続測定から結果を分離
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新フォーム タリサーフ® PGI フリーフォームは精密フ
リーフォーム光学レンズ測定専用の多目的、高分解
能システムです。次の形状の光学部品の3Dラスター
スキャン測定または径方向測定と解析が可能です。

フリーフォーム形状の定義には下記の方式に対応可
能です。

Z方向測定レンジ

150-250 nm

3D形状誤差

0.8 nm

分解能

スロープ最大   
50 度

測定可能な最大傾斜

測定の完全性と再現性 
テーラーホブソンのフォーム タリサーフ® PGI フリーフ
ォームは測定分野における数十年間に及ぶ経験、専門
的製造技術、FEAに最適化された設計により裏打ちさ
れています。これにより低ノイズ性と測定軸と滑らかか
つ確かな駆動を実現します。 
新しい専用ソフトウェアインターフェイス、正確なフリー
フォーム測定は簡単にセットアップして解析出来ます。
フォーム タリサーフ® PGI フリーフォームはその汎用性
により、光学レンズの完全なソリューションとなります。 

• 球面
• 非球面

• 回析面
• フリーフォーム

• トーリック
• 双円錐(バイコニック)
• アナモルフィック非球面
• 楕円面

• NURBS（非均一有理B
スプライン）

• ゼルニケ 
• ポイントクラウド（点群）
• アシンドリカル

最大 28 mm

ツールパス補正の結果を加工機に直接フィードバックフリーフォーム表面の生データ

* 加工機C軸と工具座標の駆動を同期させ、3軸で非回転対称な曲面を加工する手法

フォーム タリサーフ® PGI  フリーフォーム

自由曲面の光学部品を高速に、
かつ高精度に測定する自動化システム

‘‘ ‘‘研削やスローツールサーボ、フ
ァストツールサーボ*や磁性流
体研磨(MRF)によって作られ
た表面形状を正確に測定する

ために作られました。
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3D校正ルーチン
駆動軸を追加するだけでは、高精度な
3D測定はできません。独自技術がより
高い精度への到達を可能にします。 
• 新しい、独自の3D校正法。
• 機械的な限界によるアライメント誤差の

補正を行います。
• 正確な3D測定に不可欠です。
• 3D形状精度の例：        

• <500 nm、3D 校正なしの場合。
• <150 nm、3D 校正を行った場合。

形状誤差、 
3D校正ルーチン前

形状誤差、テーラーホブソンの 
3D校正ルーチン後

Taylor Hobsonの 
校正用アーチファクト

校正測定

測定＆解析
フル3Dの測定能力。
• 定義が簡単な測定セットアップ。
• 生データを3D点群データで出力

可。
• 専用のフリーフォーム解析ユーテ

ィリティソフトが生データと設計
データの比較を可能にします。

• 残差表面で形状誤差を確認。
• 残差表面を利用して、加工工程に

補正量をフィードバック。

信頼の結果
3D校正機能により抜群の測定を実現

測定結果と設計データの比較 残差形状誤差を出力

測定セットアップ 測定済みの未処理表面
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高傾斜部品に対応した
柔軟性の高い2Dと3Dの光学部品測定機
全自動ワンタッチ式の非球面光学レンズ測定 
非球面形状測定および高精度真円度測定という、テー
ラーホブソンの中核技術の２つに基づき、
フォームタリサーフ®PGIディメンションは光学レンズの
高速クレスティング(頂点だし)により、高い精度の光学
部品測定を可能にします。

‘‘
’’

テーラーホブソン製AAU ソフト
ウェアの回析光学レンズの拡張
解析機能により、高精度赤外光

学レンズを製造するキャパシティ
が向上しました。

ティム・オルソン、技術部長 
Janos Technology

フォーム タリサーフ® PGI ディメンション

球・非球面・回折光学レンズの2D・3D解析 
形状繰り返し性 <100nm、測定可能最大傾斜85度の
フォームタリサーフ®PGI ディメンションは、汎用的な非
球面・球面・回折のレンズと金型の高精度な2Dと3Dの
解析を実現します。回転軸を備え全自動センタリング・
レベリングの独自ルーチンにより急勾配、浅傾斜、大型
部品、小型部品等を含めた高精度なアライメントを実現
します。 

生産現場で簡単に使用するための設計
新たな生産管理用インターフェイスは全自動稼働を可
能にするので工場ラインでの使用に最適です。  使いや
すい「シングルクリック」操作は学びやすく、2Dまたは
3D解析と出力表示を自動的に行います。測定ルーチン
のセットアップは品質管理責任者のみ可能といった権限
設定ができるので、安心して広範囲の現場担当者が利
用できます。測定の開始後、フォーム タリサーフ® PGI デ
ィメンションはサイクルが終わるまでオペレータの介入
を必要としません。

最大測定径

最大 50 mm

SAG（サグ量）

0.2 nm

分解能

スロープ最大   
85 度

傾斜

直径 300 mm 
まで
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急勾配の光学レンズを簡単に測定 
トラバースユニットを傾斜させることで、フォームタリサーフ®PGIディメンションは無理な角度
での測定が不要となり、スタイラスの腹当たりの危険がなくなります。
測定の開始前にテーラーホブソンの特許取得済み先端技術によるセンタリングとレベリング機能を使用してサンプ
ルの位置合わせを行います。アライメントはスピンドルを90度づつ順番に動かし、交互に4回測定して行います。

UMICORE IR 社
“PGI ディメンションによっ
て急傾斜の小型球面から大
口径の回析光学レンズ、ガル
ウィング形状の非球面まで
に至る、極めて広範囲の光
学レンズを測定出来るほど、
キャパシティが向上しまし
た。ディメンションの精度は
極めて高く、安定したパフォ
ーマンスと併せて、いつも変
わらず信頼できる結果と繰
り返し精度を得ることが出
来ます。” 
Yann Guimond氏、 
ゼネラルマネージャ

信頼の結果 - 追随を許さない繰返し性
以下の表は精密モールドにおける形状誤差繰り返し精度が優れていること
を示します。結果はフォーム タリサーフ® PGI ディメンションのもので、小型
で周囲が急勾配・急傾斜の凹型レンズモールドに最適です。

スタイラスの
フランキング

スタイラスのフ
ランキングなし

SD

8.55

形状誤差 (Pt) 結果 (0–180 度)

測定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

形状誤差 (Pt) nm 375 378 383 366 362 372 383 358 366 369

一般的な形状粗さ測定機 フォーム タリサーフ® PGI ディメン
ション、チルトトラバース付き

優れた繰返し性 - 信頼の結果！ 
テーラーホブソンの測定機は極めて安定した測定機構造を持ち、測定時に極め
て高い安定性を発揮します。測定プラットフォームは正確に位置決めされたサン
プルを確実に保持し、他の追随を許さない繰り返し性を実現します。そのため生
産工程管理と研究開発の双方で完全なソリューションとなっています。

3D非点収差

急勾配レンズモールド用の独自機能

✗ ✓
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使いやすいインターフェイスを
備えた強力な解析ソフトウェア
ソフトウェアによる自動化で操作するスタッフに
よる影響を低減します 
生産現場向けの専用設計
光学部品測定用に開発された専用インターフェースで、操作はこれま
でになく極めて簡単になりました。オペレータは単純化されたわかりや
すいメニューで測定機を操作できます。

操作ミスを排除するソフトウェアツール
レンズ定義方程式と入力された設計式を突き合わせ符号向き等をチ
ェック、部品と使用スタイラスの組合せによる腹当たり発生有無を確
認できるサグ・スロープ計算機能を搭載しています。

一般的な出力結果の例：
• プロファイル形状誤差 

PtおよびRMS
• 回折帯解析
• 非球面項および回折項の

リバースフィッティング
• ダイヤモンド旋削のツール取

り付け位置ズレや摩耗を定量
化するXオフセット及びツー
ル半径値フィードバック

• 最適化半径値
• 傾斜量誤差 
• 磁気レオロジー仕上げ

(MRF)・ダイヤモンド旋
削・CNC研削・研磨等の
加工機に直接/間接的
にフィードバック可能な
2D/3D誤差マップ

PGI オプティクス ソフトウェア 

ソフトウェアは測定開始位置を自動的に記憶するため、繰り返し測
定の自動化や、治具を利用しての毎回の測定時の頂点だし作業の
省略ができます。
• 時間を大幅に節約します。 
• 異なる部品の異なる測定開始位置をほぼ無限に保存できます。 

ソフトウェアはレンズ方程式との比較によりスタイラスの円弧
運動を計算し、移動量を補正しCA全体を測定します。
• スマート・ムーヴソフトのアルゴリズムで素早く頂点出しを

行い、CA左右のバランスのとれた測定を行います。
• 時間を節約して精度/繰返し性を改善します。 

測定開始位置記憶機能

スマート・ムーヴ -
自動頂点出しとクリアアパチャー(CA)の測定

0 mm 7 mm

0 mm 10 mmTraverse 
Unit 

Stylus

ソフトウェア機能
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新しい軸合わせルーチンは表面形状に関わらず、部品の中央を正
確に特定します。これにより、複雑な光学レンズ形状の正確な測定
を行うことが出来ます。
• これまでの軸合わせでは、変曲点での最高点・最低点を誤って

部品の軸中心と判定してしあうことがありました。
• 新しいアルゴリズムでは部品設計式を利用し、測定プロファイル

情報と突き合わせることで現在のスタイラス位置を特定し、部
品の軸中心にスタイラスを動かします。

• 素早く自動的に頂点だしが可能となり、クリアパチャー全体に亘
る正確な測定が可能になりました。

メニューやツールバー、測定結果などのウィンドウは自在
に変更でき、見やすくカスタマイズできます。
• モニタを追加してデュアルディスプレイ、各ウィンドウ

をそれぞれ割り当て。
• ドラッグ&ドロップでウィンドウサイズの変更が可能。

インテリジェント・クレスティング - 高精度自動軸合わせ

ユーザ定義可能なインターフェース

従来型の軸合わせ - 複数の
位置において間違った軸を

見つけることがあります

新PGI オプティクス　ソフトウェア
による軸合わせルーチンは部品の設
計を使用して、部品の真の軸（部品中
央）がどこにあるかを特定し、時間の

節約、精度の改善を図ります。 

測定のセットアップと解析を行う遠隔機能とオフライン機能。
• 測定ルーチンの入力・データの解析等は測定機に接続していない別PCでも行えます。
• 測定のプログラミングと結果確認による測定機のダウンタイムを削減します。
測定ファイルは測定機間で簡単に転送できます。
• 測定の設定が一旦済んだら、設定ファイルのコピーを別の測定機に転送して、全く同じ測定が実行できます。
事前測定チェック機能。
• 測定機を使って実際に部品を測定する前に、測定が可能なことを確認する機能です。 
• 測定機と部品への損傷のリスクを低減します。

製造現場環境用の柔軟なソフトウェア

注記：PGI オプティクス　ソフトウェアはフォーム タリサーフ® PGI オプティクス、マトリックス、フリーフォームでのみ利用できます。
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タリマップ®表面性状解析ソフトウェア
最先端の2D/3D表面性状解析を行なう独自ソリューション
タリマップ®は将来にわたる表面計測のニーズを満たすため、計測、ソフトウェアエンジニア、オートメ
ーションの多くの専門分野にわたる専門家チームによって常に発展を遂げています。  

完全な計測トレ
ーサビリティ

新しい「解析ワークフロー」機能により、解析手順の各段階は明確
に表示され作業履歴を辿ることができます。また辿るだけでなく、途
中に新しい手順の挿入や変更、微調整といった操作が可能です。

統計モジュール 多量の解析データを横断的に解析し、各種パラメータの統計的利
用や合否判定、傾向の把握が可能です。

多言語対応 オプションから欧州6言語、日、韓、中、ブラジルポルトガル語等が選
択できます。

マクロによる解
析自動化

一連の操作を記録するマクロ機能「Minidoc機能」はどんな解析手
順も記録可能で、操作メニューに登録できます。これによりボタン一
つで一連の操作を一気に実行できます。

カスタマイズ ビットマップ、テキストブロック、矢印などを含む企業ロゴ、測定識別
カード、スクリーンノート、イラストを追加できます。

アドバンスド
モジュール機能

オプションライセンスとして最先端の高度な解析機能を含んだモジ
ュールをタリマップ®に追加できます。

TalyMap® 
コントア

CADのように幾何形状(寸法、角度、アール、半径)を解析するオプ
ションソフトです。

表面の出力 残差表面を産業で使われる様々なファイル形式で出力できます。

非点収差解析
光学産業向け現行PGIシリーズの全てにおいて、一つの部品の複数
の放射状測定結果を組合せ、アスティグマティズムのような一部へ
の形状誤差の偏りを検出できます。

ゼルニケ解析 3D残差表面のゼルニケ解析

美しく分かりやすい、迅速な測定レポーテ
ィング
直感的に使えるデスクトップパブリッシング環境
タリマップ®は解析対象毎にメニュー表示が最適化され、フ
ィルタの適用や種々の科学的解析手法をメニューから素早
く簡単に行えます。
その他の情報
ビットマップ、テキストブロック、矢印や企業ロゴ、測定識別
カード、スクリーンノート、イラストを追加して分かりやすく
美しいレポートを作成できます。
迅速なレポート生成
内蔵のデスクトップパブリッシング機能を使用して、プロフェ
ッショナルな高品質のレポートを作成することが出来ます。

主な特徴
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時間を節約して誤差検出性を改善するソフトウェア機能
最先端のものづくりを支える高い精度

非球面光学部品用に特別にデザインされたソフト
ウェアは、測定データを部品の設計式に当ては
め、非球面軸から見たプロファイル誤差を表示し
ます。

基礎円半径最適化機能(PVまたはrms)は、製造
工程における基本円半径の偏差に着目すること
で、その部品にベストフィットする半径を決定し、そ
の後許容公差内に収まっているか比較することを
可能にします。

自動スパイク除去は、予め設定した幅と高さで定
義可能です。検査時間を削減してユーザの主観を
排除し、結果の繰返し精度を高めます。

非球面係数逆算モジュールは、ある特定の測定結
果からベストフィットする非球面を計算する機能で
す。結果の値を光学デザインソフトウェアと組み合
わせることで、形状の狂いが重要なシステムの光学
的パフォーマンスに与える影響を評価することが
できます。

回折レンズの解析用ソフトウェア 
近年非球面回折構造は様々な分野で使用される
ようになってきており、特に赤外線レンズに多く使
用されています。回折分析ソフトウェアは、これら
の複雑な表面形状の評価を可能にすることを目的
に開発されたもので、形状誤差やゾーンのパラメ
ータを提供します。

回折解析は、非球面解析ソフトウェアと組み合わ
せることで、非球面回折レンズの真の形状を明ら
かにします。各ゾーンの測定結果は表の形で表示
されますが、より詳細な分析を行いたい場合
は、CSVファイル形式での出力もできます。回折
多項式の設定の保存や再利用が可能で、違うデザ
イン間の素早い切り替えもできます。

非球面解析ユーティリティ（AAU） 回析光学解析

‘‘ ’’
テーラーホブソンならレンズの

真の形状を抽出できます。
0.4502 um PV
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課題：フリーフォーム表面の測定と解析。
ソリューション：フォーム タリサーフ® PGI フリーフォーム、フリーフォーム解析ユ
ーティリティ。
利点：
• 自由曲面の設計形状を問わず、あらゆる表面を迅速かつ正確に測定。
• 測定結果表面はポイントクラウド(点群)データとして出力可能。
• フリーフォーム解析ユーティリティを使用すれば設計値に対して測定結果をア

ライメントでき、加工にフィードバックするための誤差残差表面の出力が可能。 

課題：複数光学素子の一括同時測定。これには複数の部品が繋がったバッチや、
モードルレンズツリーやウエハーレンズアレイを含みます。
ソリューション：フォーム タリサーフ® PGI マトリックス、マトリックス生産性ツー
ルキット
利点：
• 簡単な入力用メニューから、光学素子配置位置の間隔等を入力すればすぐに

測定が可能に。また.dxf形式で配列情報のインポートも可能。 
• 単一部品の測定でも、回転テーブルとY軸により軸合わせが簡単・より高精度

に行え、生産性向上に寄与。
• 複数部品の合否判定結果をリアルタイム表示。
• 解析結果は多様なファイル形式で保存可能。

フリーフォーム光学レンズの3D表面測定

ウエハーレンズアレイ/複数部品のバッチ

課題：回折(ディフラクティブ）光学レンズの測定。
ソリューション：フォーム タリサーフ® PGI オプティクス、AAU解析付き
利点：
• 一貫して繰返し性のある結果を出すための迅速、簡単で自動化された測定。
• 各回折領域毎に形状誤差や半径値、Pt値等を表示した回折領域テーブルを

表示。
• 補正用に残差回析形状誤差を出力。

回析光学レンズ解析

課題：70度の急勾配の非球面レンズを測定。
ソリューション：フォーム タリサーフ® PGI ディメンションとタリマップ® 非点収差
解析。
利点：
• 最高測定精度を得るため、コンポーネントを全自動でセンタリング・レベリング

する自動測定ルーチン。
• 3Dの残差表面を生成すれば、誤差情報を面として把握することが可能に。こ

れによりアスティグマティズム、コマ収差、球面収差等の観察が可能に。
• 残差形状誤差は、平均値による誤差補正用の2D残差表面もしくは全面補正

用の3D残差表面の双方で出力可能。

急勾配の非球面レンズ/モールド

複雑なアプリケーションのための独自のソリューション
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ü 標準        - オプションなし        

ゲージ - 8 mm
ゲージ - 14 mm
トラバースユニット - 100 mm
トラバースユニット - 150 mm
トラバースユニット - 200 mm
トラバースユニット - 300 mm
コラム - 450 mm (固定)
コラム - 450 mm (チルト)
エア防振台
アクティブ防振台
標準 Y-ステージ - 100 mm
標準 Y-ステージ - 200 mm
高精度 Y-ステージ - 200 mm
高精度＆高真直度 Y-ステージ - 200 mm
標準ロータリーステージ
高精度ロータリーステージ
真空チャック
環境保護用キャビネット
空気軸受スピンドル + 自動 C ＆ L テーブル

非球面、回析、球面光学レンズの測定
と解析 

手動非点収差解析
自動非点収差解析
PGI マトリックス生産性ツールキット*
3D 表面測定
フリーフォーム解析ユーティリティ

L1 - 非球面+球面解析
L2 - 回析光学解析
L3 - 導出された非球面
L4 - 導出された回析面

エラー補正 
（Xオフセット、ツールチップ半径）
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*  次を含みます:バッチ測定機能・合否判定表示機 
 能・平均プロファイル機能・バッチ結果表示機能・
 オフライン用ライセンス1つ付属
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データム真直度 
測定の基準となるデータム真直度精度は、形状・半径測
定にとって決定的に重要です。
フォーム タリサーフ® PGI オプティクスシリーズは精密データ
ムバーを使用します。これは最適な真直度を確保するために
社内で研磨およびラッピングされています。フォーム タリサー
フ® PGI オプティクス シリーズの真直度仕様が 0.110 µm 
未満のベスト・イン・クラスであるのはこのためです。

特許技術の独自の校正ルーチン
UKAS(英国認証機関認定審議会)認証の校
正ラボが提供するマスタ
テーラーホブソンは高精度かつ簡単な、特許取得済の
ボール校正法を使用しています。  
利点： 
• テーラーホブソンは一つのマスタのみでゲージレンジの最大

95%の校正が可能な唯一の企業です。 
• 他のマスタが不要なボールマスタのみの校正作業、校正にか

かる平均時間は3分以下(他社製品より5倍高速です)。
• 定期的、特にスタイラス交換後に再校正を行うベストプラクテ

ィス計測慣行が可能です。  

‘‘ ‘‘当社の自動校正ルーチン
は真に正確なシステム校

正を実現します。

安心と信頼のトレーサビリティ
テーラーホブソンは正確な測定の重要性を理解しています。
フォームタリサーフ®光学産業向け製品群はテーラーホブソンの自社の長いレンズ開発の
歴史によって培われてきました。高精度光学部品の製造には、計測学上のベストプラクテ
ィスを実施することが極めて重要です。 
計測学的ベストプラクティスには、UKAS認定の標準器を使用した測定機の定期的な再校正が挙
げられます。これはスタイラス交換後に特に重要です。有効な校正を行わないまま得られた結果は
完全に信頼することが出来ません。 

0026

UKAS 校正 – Taylor Hobson 
は当社 UKAS 試験所またはお客
様施設においてアーチファクトまた
は測定機の認定を行っています。

2624
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測定ソリューション - 光学レンズ
アプリケーションや当社光学製品
に関する詳細情報：
• ‘測定ソリューション - 光学レンズ’ 

パンフレットをリクエストする
または

• www.taylor-hobson.com を
ご覧ください

Measurement Solutions - Optics

Precision measurement for improving design, 
throughput and performance

Product Applications

Optics manufacturers are looking for a quality control process which 
provides the high precision measurement and analysis of single or 
multiple parts, or even of large wafers. Such a process needs to be 
rapid, precise and versatile. Taylor Hobson provides the perfect solution. 

Save time - import your design for quick measurement

Import a CAD/DXF file of the top face of the fixture and the instrument will measure each lens

Instrument automatically 
measures each lens

CAD drawingSet of lenses on fixture

Taylor Hobson understands the importance of ensuring 
measurement data is highly reliable, repeatable and accurate.

To this end, we carry out extensive studies on our products 
- an example of which is shown. Multiple traces have been 
taken and the results show the average error profile (dark 
blue line) as well as the envelope for part variation (light blue).

Form Talysurf® 
PGI Matrix

Batch measurement envelope and average form error

Batch statistics showing excellent accuracy and repeatability

Name Value Min Max SD

Pt 64.4 nm 54.1 nm 69.1 nm 5 nm

Radius 2.00006 mm 1.99991 mm 2.00015 mm 84 nm

Automated measurement

For further information, please contact 
Taylor Hobson and request Demonstration 
procedure D139: Consistency accuracy.

PGI Matrix’s enhanced capabilities and 
new software architecture support high 
speed measurements of mobile device 
lenses, ophthalmic lenses, medical and 
fibre optics, high power LEDs.

High accuracy and repeatability for multiple parts

Multi-part measurements8

複数部品の測定

LuphoScan technology for full 3D form 
measurement of high quality optical surfaces

•	 Investigation of any rotationally symmetric surface - 
aspheres, spheres, flats and slight freeforms

•	Ultra high, reproducible accuracy - ≤ ± 50 nm

•	Almost every material - transparent, specular, opaque...

•	 Large spherical departures - pancake, gullwing, profiles 
with points of inflection...

•	 Steep slopes - up to 90° (hemispheres)

•	 Highly	flexible - annular optics, rectangular surfaces, 
diffractives, axicons, segmented surfaces...

•	Complete lens characterisation - Lens thickness, wedge 
error, decentre error, lens–mount positioning

•	Diameter - up to 420 mm

•	 Fast measurement speeds

Industry leading accuracy and repeatability for large optics

Taylor hobson’s contact and non-contact measurement 
solutions provide full 3D characterisation for small and 
large optics. These cover optics with high or low gradients, 
whilst maintaining high accuracy and repeatability. 

Typical	3D	result	of	an	axicon
45 mm

45 mm

3 µm

5 repeat measurements
Design radius = 292.6194 mm
Sag: 30.463 mm

Form repeatability over 
CA 260 mm: < 70 nm!

3D measurements 
for lenses of up to 
420 mm diameter

Form error of large optic shown by Form Talysurf® PGI Dimension (5 repeats)

LuphoScan reference frame and layout of 
probe stages (R, Z, T) and object stage (C)

Large	convex	optic	on	LuphoScan

LuphoScan Form Talysurf® 
PGI Dimension

Large optics10

大型光学レンズ

X-offset

X-offset errors are caused by a misalignment of the machine’s X-axis 
and the spindle’s rotational axis. Any time a new tool is set-up it 
needs to be accurately aligned to the spindle axis. This alignment of 
the X-axis can drift over time due to the effects of temperature.

Radius errors

Manufactured sample radius errors are 
caused by inadequate understanding of 
the diamond tool tip radius.

Challenges of correcting X-offset and tool tip radius errors

A major cause of down-time in diamond turning and CNC 
generating/grinding is the set-up of a new cutting tool. 
Taylor Hobson is now able to deliver an average saving of 1 
to 2 hours per set-up with its new X-offset and tool radius 
error software, replacing traditional set-up methods.

Example of over-centre axis misalignment Tool radius error

CNC toolpath 
based on R + r

Final part radius  
R’ = R - (r’-r)

r ’

X axis zero
Offset

Axis of rotation

“The PGI Dimension has given us much improved capability to measure a very large range of optics from small 
steep spheres to large diameter diffractives and gull wing aspheres. The Dimension also has a very impressive 
accuracy and robust performance, giving us results we can trust and reliability we can count on day after day”  

UMICORE IR GLASS - Yann Guimond, General Manager

Traditional set-up vs. Taylor Hobson method 
Traditional set-up can take several iterations of cutting and measurement to align the X-axis and correct the tool 
radius. Alignment usually needs to be better than 1 µm to achieve sub-micron form-error on an optic. 

‘‘ ‘‘’’ ’’

Traditional method

•	 Configure machine for set-up fixture and piece

•	 Cut set-up piece > Remove > Measure > Replace 
(Repeat process many times until aligned!)

•	 Set-up the optic sample and fixture for machining

Taylor Hobson method

•	 No set-up fixture and piece required

•	 Cut optic sample > Remove > Measure > Replace 
> Analyse with AAU > Adjust machine tool once!

•	 Continue machining process

Average down time ranges 
from 30 minutes to 2 hours

The average savings on set-up 
time are 330 hours per year

Precitech Nanoform

Unique solution for rapid machine tool set-up12

迅速な工作機械セットアッ
プの独自のソリューション

相関化と繰り
返し性
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Inter-instrument comparison - LuphoScan vs. PGI Dimension vs. PGI Matrix

6 individual radial traces from the LuphoScan

6 individual radial traces from the Form Talysurf® PGI Dimension

6 individual radial traces from the Form Talysurf® PGI Matrix
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LuphoScan: 3D astigmatic plot 

PGI Dimension: 3D astigmatic plot

PGI Matrix: 3D astigmatic plot

Optimised Radius (mm) Maximum Pt of 6 profiles (nm)

Instrument Repeat 1 Repeat 2 Repeat 3 Repeat 1 Repeat 2 Repeat 3

LuphoScan 22.0693 22.0691 22.0691 756 771 776

Form Talysurf® PGI Dimension 22.0699 22.0701 22.0697 761 758 749

Form Talysurf® PGI Matrix 22.0699 22.0700 22.0697 729 716 726

Standard Deviation* 0.0003 0.0006 0.0003 17 29 25
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Outstanding inter-product correlation - results you can trust!
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* Standard deviation is given for 10 repeats

Taylor Hobson has a long history in optics development and in providing metrology for the 
optics industry. We know the importance of ensuring measurement data is highly reliable, 
repeatable and accurate across all measurement platforms. To this end, we carry out 
extensive correlation studies on our products - just one example of which is shown below.

Typical results showing inter-product correlation

Correlation and repeatability14

光学レンズ測定に関する参考文献 



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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Taylor Hobson UK 
(世界本社)

PO Box 36, 2 New Star Road
Leicester, LE4 9JQ, England 

電話:  +44 (0)116 276 3771
taylor-hobson.sales@ametek.com

Taylor Hobson フランス
Rond Point de l’Epine Champs 
Batiment D, 78990 Elancourt, France 

電話:  +33 130 68 89 30
taylor-hobson.france@ametek.com

Taylor Hobson ドイツ
Rudolf-Diesel-Straße 16, 
D-64331 Weiterstadt, Germany 

電話:  +49 6150 543 0
taylor-hobson.germany@ametek.com

Taylor Hobson イタリア
Via De Barzi, 20087 Robecco sul Naviglio, 
Milan, Italy 

電話:  +39 02 946 93401  
taylor-hobson.italy@ametek.com 

Taylor Hobson インド
Divyasree NR Enclave, 4th Floor, Block A,
Plot No. 1, EPIP Industrial Area, Whitefield, 
Bengaluru - 560066, India

電話:  +91 80 6782 3346
taylor-hobson.india@ametek.com

Taylor Hobson 中国 
taylor-hobson-china.sales@ametek.com

上海事務所
Part A1, A4. 2nd Floor, Building No. 1, No. 526 
Fute 3rd Road East, Pilot Free Trade Zone, 
Shanghai, 200131, China 

電話:  +86 21 5868 5111-110 

北京事務所
Western Section, 2nd Floor, Jing Dong Fang 
Building (B10), No. 10, Jiu Xian Qiao Road, 
Chaoyang District, Beijing, 100015, China 

電話:  +86 10 8526 2111

成都事務所
Unit 9-10,10th Floor 9/F, Hi-tech Incubation 
Park, No.26 West Jinyue Road, Chengdu. 
610041, China 

電話:  +86 28 8675 8111

広州事務所
Room 810 Dongbao Plaza, No.767 East 
Dongfeng Road, Guangzhou, 510600, China 

電話:  +86 20 8363 4768

Taylor Hobson 日本
3F Shiba NBF Tower, 1-1-30, Shiba Daimon 
Minato-ku, Tokyo 105-0012, Japan 

電話:  +81 34400 2400
taylor-hobson.japan@ametek.com

Taylor Hobson 韓国
#309, 3rd FL, Gyeonggi R&DB Center, 105, 
Gwanggyo-ro,Yeongtong-gu, Suwon-si,   
Gyeonggi-do, Korea, 16229 

電話:  +82 31 888 5255 
taylor-hobson.korea@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
taylor-hobson.singapore@ametek.com

Taylor Hobson タイ
89/45, Moo 15, Enterprise Park, Bangna-Trad 
Road, Tambol Bangkaew, Amphur Bangplee, 
Samutprakarn Province 10540, Thailand 

電話:  +66 2 0127500 Ext 505
taylor-hobson.thailand@ametek.com

Taylor Hobson 台湾
10F-5, No.120, Sec. 2, Gongdao Wu Rd.,  
Hsinchu City 30072, Taiwan 

電話:  +886 3 575 0099 Ext 301
taylor-hobson.taiwan@ametek.com

Taylor Hobson メキシコ
Acceso III No. 16 Nave 3 Parque Ind. Benito 
Juarez Queretaro, Qro. Mexico C.P. 76120

電話:  +52 442 426 4480  
taylor-hobson.mexico@ametek.com

Taylor Hobson 米国
27755 Diehl Road, Suite 300, Warrenville, 
IL 60555, USA 

電話:  +1 630 621 3099 
taylor-hobson.usa@ametek.com

1100 Cassatt Road, Berwyn, PA 19312, USA 
電子メール:  info.corp@ametek.com 
ウェブ:  www.ametek.com
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