計測機器

Y-001-c

光学式非接触 小径内径測定器 IDM
MEASURING MACHINE FOR SMALL INTERNAL DIAMETER

IDM-30EX-S/100EX-S
誰でもすぐに高精度、高速測定

Highly accurate, high speed measurements for anyone, any time

ＥＸシステムで位置合わせが簡単。
リングゲ−ジ、ハサミゲ−ジの校正に最適です。
Easy alignment is possible with the EX system. Optimal for the calibration snap gauges and ring gauges.
外観図 IDM-30EX
Outward view (IDM-30EX)

IDM-100EX

構造の概略図

①XYテーブル

④対物レンズ

⑦高さ
（Z）位置決めハンドル

⑩メインコンピュータ

②Y微動マイクロ

⑤サーチライト

⑧高さ表示器

⑪内蔵ディジタルスケール

XY Table

Y Fine adjustment

③X微動マイクロ
X Fine adjustment

Objective lens
Search light

⑥カメラ
Camera

Height (Z) positioning handle
Height indicator

⑨タッチパネルモニタ

Block diagram of structure

Main computer

Built-in digital scale

Touch panel monitor

測定例［Examples of measurement］
IDMは内径を、高さ、厚さの任意の位置で測定
出来ます
IDM can measure internal diameter with any
position of height and thickness.
高さ設定範囲0〜24mm
The range of height setting range 0〜24mm

リングゲージの測定だけでなく穴のピッチ・直角度・テーパが測定できます。
角穴やスリットにも適用し，外径や外幅についても同様に測定が可能で
すので内外径の同軸度など多様に対応します。
It can be used to measure not only ring gauges but also the pitch, squareness, taper, and others.
It is also applicable to square holes and slits, and can be used to measure external diameter and width, making it ideal for measuring the coaxial degree of
an inner/outer diameter and a variety of other measurements.
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Y-002-d

測定原理 ［Measurement principle］
レクチル反射像を用いた壁面間距離測定法

Wall-to-wall distance measurement using reticle reflection images

IDM uses the measuring head of the light reflected onto the wall surface of a workpieces
The measuring head of the light can be observed from a camera as a cross image, and follows the movement of the work pieces.
Furthermore, the system finds the distance (measurement) of the wall surface gap by the scale with which the movement is detected.
リングゲージ寸法測定例
Examples of ring gauge measurement

スケールゼロ位置
Scale zero position

スケール値
Scale value
光の測定子
Measuring head of the light
左壁のクロス像
Cross image of
left side wall surface

被測定物移動
Moving the workpieces

移動完了
Movement Complete

内径寸法値[mm]
Internal diameter value

右壁のクロス像
Cross image of
light side wall surface

高い繰り返し精度 ［High repeatabilty］
カメラに映るクロス像位置合わせは，手動で行う必要があり，僅かな位置決めのズレがそのまま測定誤差につながります。
そこで独自の画像認識処
理を用いて，位置合わせ誤差をキャンセルできる仕組みを備えました
（EXシステム）。
このEXシステムにより，
σ=0.1μmという高い繰返し精度が 誰
でも簡単 に 素早く 行えます。
The cross image alignment shown on the camera must be done manually, and a slight misalignment will result in a measurement error.
That is where we used our original image recognition processing, and prepared a system to cancel the alignment errors（EX system）.
Using this EX system, anyone can "easily" and "quickly" achieve the high repeatability of σ=0.1μm.
位置合せ誤差あり
：操作ミス方向
Alignment error
: Operation error direction

差は6.85µm
Dimensional error 6.85μm

EXシステム適用例
Application of EX system

EX ON

位置合せ誤差キャンセル
To cancel a alignment error

差は0.02µm
Dimensional error 0.02μm

こんなにズレていても
EXシステムを使うと．
．
．
Even if you are mistaken,
when you use EX · · ·.

EX ON

注1)上記例はオプション0.01µm仕様
The above example is optional 0.01 μm specification.
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計測機器

IDMは被測定物壁面に反射させた光の測定子を使います。光の測定子はクロス像としてカメラから観察でき，被測定物の動きに追従します。
さらに
その移動を検出するスケールによって，壁面間の距離（寸法）
が分かる仕組みです。

Y-003-e

標準付属品 ［Standard accessories］

ワークセットプレート
Work set plate

載物補助台

マスタリングゲ−ジ
Master ring gauge

小さいワ−クの測定に使用します。
Auxiliary
Support table can be used to small workpieces measurement.

ハンドスイッチ使用例
Example of use of
hand switch

ハンドスイッチ
モニタにタッチせず素早い測定が可能です。
※ハンドスイッチはIDM-30CAM/100CAMを除き標準付
属品です。
Hand switch
Measurement can be made quickly without touching
the monitor.
The hand switch is a standard accessory except for
IDM-30CAM/100CAM.

オプション ［Options］

挟みゲ−ジ載物台

専用架台

温度センサユニット

チルティングテ−ブル

測定ポイントが真直な被測定物向け
に効果があります。IDM30/100用があ
ります。

アルミベースの専用架台です。
IDM30/100用があります。

温度補正機能がさらに便利に。IDMと
被測定物の温度をIDMコンピュータ
に取り込めます。

Snap gauge table
This ensures measurement of workpieces in
which the measuring point is straight.
This table is dedicated for IDM30/100.

System table
This is an aluminum system table dedicated
for IDM30/100.
Wall-to-wall distance measurement using
reticle reflection images
Monitors are not included in the product.

載物台を測定方向に傾斜できる機構
を取り付けたものです。傾斜範囲は
±2°
であり、傾いた被測定物の測定に
威力を発揮します。

※モニタは付属されません。

Temperature sensor unit
The temperature compensation function has
been added with another function.
The temperatures of IDM and the workpieces
can be captured and put into the computer.

Tilting table
The Tilting table can be sloped ±2° in the
measuring direction. It is effective to measure
the work inclined within ±2°.

イメージ

クレンメル

フットスイッチ

I2K転送デバイス

軽いワークの動きを防ぎ安定した測定
が可能です。

モニタにタッチせず素早い測定が可
能です。

測定値や温度などを仮想キーボードと
して外部パソコンに出力できます。

Clamps
P r e v ents workpiece movement and
s t a b i lizes measurement.

Foot switch
Measurement can be made quickly without
touching the monitor.

I2K transmission device
Measured values and temperature can be
output to an external computer as a virtual
keyboard.
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IDM-30EX-S/100EX-S仕様 ［Specifications］
型

IDM-30EX-S

式 Model

構成

主

Main

要

Instrument, System controller, Touch panel monitor, Light source

最小表示値

mm

総合精度

μm

±
（0.4+L/150） L:測定長 mm

繰返し精度

μm

0.1 （操作誤差±2μmの時、標準偏差σ）

Minimum reading
Overrall accuracy
Repeatability

0.0001（0.1μm）
0.0001(0.1μm)

L=measuring length mm

Standard deviation σ at an operation error of ±2μm

システムの消費電力

System power consumption

MAX 300W 100V〜240V 50/60Hz

測定範囲

mm

0.1〜30

被測定物の大きさ

mm

φ70×50（H）

Measuring range

Work pieces size

測定しうる最小限度

mm

測定しうる最大限度

mm

Measurable min. limits

Measurable max. limits

0.1〜100

内径と厚さの関係

Materials showing a gloss higher than the specified level.

内径 0.1

内径 30

Thickness 49

厚さは内径の10倍まで 注3）

測定高さ設定範囲

mm

測定高さ幾何特性

mm

キャリッジ粗動範囲

mm

キャリッジ微動範囲

mm

載物台の大きさ

mm

目盛範囲 0〜24（最小目盛 0.01）、
デジマチックインジケータ使用
（電池2万時間、連続使用）
Range 0〜24(minimum unit length 0.01), digimatic indicator

直角度0.005 注8）
right angle

Geometric characteristics in the measuring height direction

Area of fine carriage shift
Table size

載物台最大積載量

31

kg

Maximum carrying weight of table

外形寸法

Dimensions

重量

Weight

mm
kg

光源

Light source

105
±5

載物台回転範囲
Table swivel angle

φ70

φ170

2

10

約100°

約±3°

420
（幅）
×390
（奥行）
×600
（高さ）注5）

810
（幅）
×450
（奥行）
×745
（高さ）注5）

100

420Width x 390Depth x 600Heigth (See note 5.)

810Width x 450Depth x 745Heigth (See note 5.)

48
（see note 5.）

140(see note 5.)

約48 注5）

LED light source(100W)illumination unit, Optical fiber light guide

平均、繰返し
（σ）

Average, repeat (σ)

Calculation

温度補正演算

Software
function

Temperature correction calculation

IDM温度、被測定物温度、被測定物膨張係数により測定結果を補正。
（温度はオプションの温度センサユニットからも取込み可）
The measurement result is corrected according to the IDM temperature, the workpiece temperature,
and the expansion coefficient of the workpiece. (The temperatures can also be captured from an optional temperature sensor unit.)

高さプリセット機能

設定値からの相対高さ表示

The height relative to the set value is displayed.

Height preset function

多言語

日本語、英語選択可能

Japanese and English can be switched.

Multilingualization

測定データメモリ、
CSV出力

Measurement data memory, CSV output

操作

約140 注5）

LED光源（１００W）照明装置と光ファイバーライトガイド
（寿命3万時間）

演算

ソフトウェア
機能

Thickness 49

Rz 5μm以下 注4）(See note 4.)

Measuring surface roughness

Area of carriage shift

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.100

Half angle 2.5°
(Taper 1/10)

測定面の表面粗さ

Measuring height range

内径 100

半角2.5°
以下（1/10テーパ）

Measuring surface slope

体

Slit width 0.1

Thickness is 10 times max of bore dia(See note 3.)

測定面の傾き

Instrument

Thickness 0.5

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.30

スリット 0.1

厚さ 0.5 注1）(See note 1.)

Bore dia.0.1

Bore dia v.s.thickness

本

φ170×50（H）
一定の光沢を有するもの 注7）

被測定物の材質

Material of workpieces

計測機器

Components

IDM-100EX-S

本体、
メインコントローラ、
タッチパネルモニタ、光源装置

測定時間、測定値などを内部テーブルに保存、CSV出力可能

Measurement times, measured values, etc. can be stored in the internal table and outputted as CSV format.

Operation

比較測定

Comparison measurement

タッチパネルモニタ
（10.4型）注6）、
キーボード、
マウス
Touch panel monitor (10.4-inch Note 6）
; keyboard; mouse

マスタを登録して測定値を補正する事が可能

Measurement value can be corrected by registering a master.

ワークセットプレート、載物補助台、
キーボード、
マウス、
ハンドスイッチ、USBハブ
標準付属品 マスターリングゲージ、
Standard accessories Master ring gauge; work set plate; auxiliary stage; keyboard; mouse; hand switch; USB hab

オプション
Option

適合規格

Compatible
standards

温度センサユニット、架台、チルティングテーブル、
はさみゲージ用テーブル、大型タッチパネルモニタ、
フットスイッチ、
プリンタ、
クレンメル
Temperature sensor unit, table, tilting table, snap gauge table, large touch panel monitor, foot switch or printer,clamps

CE規格（海外向けモデルのみ）:
EMI: EN61326-1:2013（Class A）, EN55011:2009+A1:2010（Group1,ClassA）
EMS: EN61326-1:2013（Basic requirements）
LVD: EN61010-1:2010

注1）面取り部分を除く直線部分。
注2）厚さ24mmまでは任意の位置の測定が可能で、厚さ49mmでは中央部の測定が可能です。
注3）仕様を超えると厚さ方向で測定可能な範囲が狭くなります。
注4）粗さ曲線のピッチ、反射率が影響します。
注5）LED照明装置
［78
（幅）
×200
（奥行）
×144
（高さ）
、約1.8kg］
を含みません。
注6）タッチサウンドはありません
注7）四三酸化鉄被膜など艶のある黒色は測定可能です。
注8）測定高さ1mm〜23mm間での特性です。
※推奨使用温度環境 20℃〜25℃±1℃

CE standards (applicable only to models for overseas)
EMI: EN61326-1:2013 (Class A), EN55011:2009+A1:2010 (Group 1, Class A)
EMS: EN61326-1:2013 (Basic requirements)
LVD: EN61010-1:2010

Note 1) The straight area excluding chamfers.
Note 2) Capable of measuring at a desired height up to 24mm of bore length and only at The middle
section at a bore length of 49mm.
Note 3) When this specification is exceeded, the measurable range in the thickness direction is reduced.
Note 4) It depends on the pitch and reflectance of the roughness curve.
Note 5) The LED illumination unit [78 (W) x 200 (D) x 144 (H), approx. 1.8 kg] is not included.
Note 6) There is no touch sound.
Note 7) Available for glossy black surfaces such as a film of triiron tetraoxide.
Note 8) Characteristics between 1 mm and 23 mm in measuring height.
*Recommendation temperature environment 20℃〜25℃ ±1℃
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IDM-30EX2／100EX2
精度と分解能が向上した高精度測定器

High-precision measuring instrument with higher accuracy and resolution.

精度を最大約20％向上、分解能0.01μm
とした進化版
High-precision measuring instrument with higher
accuracy and resolution.

IDM-30EX2/100EX2仕様 ［Specifications］
型

IDM-30EX2

式 Model

構成

Components

主

Main

要

IDM-100EX2

本体、
メインコントローラ、
タッチパネルモニタ、光源装置

Instrument, System controller, Touch panel monitor, Light source

最小表示値

mm

総合精度

μm

±
（0.3+L/150）

繰返し精度

μm

0.1 （操作誤差±2μmの時、標準偏差σ）

Minimum reading
Overrall accuracy
Repeatability

0.00001（0.01μm）

Standard deviation σ at an operation error of ±2μm

システムの消費電力

System power consumption

MAX 300W 100V〜240V 50/60Hz

測定範囲

mm

0.1〜30

被測定物の大きさ

mm

φ70×50（H）

Measuring range

Work pieces size

測定しうる最小限度

mm

測定しうる最大限度

mm

Measurable min. limits

Measurable max. limits

内径と厚さの関係

Materials showing a gloss higher than the specified level.

内径 0.1

内径 30

Bore dia.0.1

Thickness 49

内径 100

厚さは内径の10倍まで 注3）

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.100

Thickness 49

Half angle 2.5°
(Taper 1/10)

測定面の表面粗さ

Rz 5μm以下 注4）(See note 4.)

Measuring surface roughness

測定高さ設定範囲

mm

測定高さ幾何特性

mm

キャリッジ粗動範囲

mm

キャリッジ微動範囲

mm

載物台の大きさ

mm

φ70

φ170

kg

2

10

Measuring height range

目盛範囲 0〜24（最小目盛 0.01）、
デジマチックインジケータ使用
（電池2万時間、連続使用）
Range 0〜24(minimum unit length 0.01), digimatic indicator

直角度0.005 注7）
right angle

Geometric characteristics in the measuring height direction
Area of carriage shift

Area of fine carriage shift
Table size

載物台最大積載量

31

載物台回転範囲
Table swivel angle

外形寸法

Dimensions

重量

Weight

光源

Light source

mm
kg

105
±5

Maximum carrying weight of table

約100°
100

420
（幅）
×390
（奥行）
×600
（高さ）注5）

約±3°
810
（幅）
×450
（奥行）
×745
（高さ）注5）

420Width x 390Depth x 600Heigth (See note 5.)

810Width x 450Depth x 745Heigth (See note 5.)

48
（see note 5.）

140(see note 5.)

約48 注5）

約140 注5）

LED光源（１００W）照明装置と光ファイバーライトガイド
（寿命3万時間）

注1）面取り部分を除く直線部分。
注2）厚さ24mmまでは任意の位置の測定が可能で、厚さ49mmでは中央部の測定が可能です。
注3）仕様を超えると厚さ方向で測定可能な範囲が狭くなります。
注4）粗さ曲線のピッチ、反射率が影響します。
注5）LED照明装置
［78
（幅）
×200
（奥行）
×144
（高さ）
、約1.8kg］
を含みません。
注6）四三酸化鉄被膜など艶のある黒色は測定可能です。
注7）測定高さ1mm〜23mm間での特性です。
※ソフトウェアと標準付属品とオプションはＥＸ-Sと同じ
※推奨使用温度環境 20℃〜25℃±1℃
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Slit width 0.1

半角2.5°
以下（1/10テーパ）

Measuring surface slope

体

Thickness 0.5

Thickness is 10 times max of bore dia(See note 3.)

測定面の傾き

Instrument

スリット 0.1

厚さ 0.5 注1）(See note 1.)

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.30

Bore dia v.s.thickness

本

φ170×50（H）
一定の光沢を有するもの 注6）

被測定物の材質

Material of workpieces

0.1〜100

LED light source(100W)illumination unit, Optical fiber light guide

Note 1) The straight area excluding chamfers.
Note 2) Capable of measuring at a desired height up to 24mm of bore length and only at The middle
section at a bore length of 49mm.
Note 3) When this specification is exceeded, the measurable range in the thickness direction is reduced.
Note 4) It depends on the pitch and reflectance of the roughness curve.
Note 5) The LED illumination unit [78 (W) x 200 (D) x 144 (H), approx. 1.8 kg] is not included.
Note 6) Available for glossy black surfaces such as a film of triiron tetraoxide.
Note 7) Characteristics between 1 mm and 23 mm in measuring height.
*Software and standard accessories and option are the same as EX-S.
*Recommendation temperature environment 20℃〜25℃ ±1℃

Y-006-c

IDM-30HR EX2/100HR EX2
繰返し精度を更に極めた高精度測定器

繰返し精度0.05μm、厚み0.1mmまで測
定可能。ワッシャ−などの薄いワーク測定に
最適。
It can measure up to a repeatability accuracy of
0.05µm, and thickness of 0.1mm.
Perfect for measurement of thin objects such as
washers.

IDM-30HR EX2/100HR EX2仕様 ［Specifications］
型

IDM-30HR EX2

式 Model

構成

Components

最小表示値

mm

総合精度

μm

繰返し精度

μm

Minimum reading

主

Main

要

Overrall accuracy
Repeatability

Instrument, System controller, Touch panel monitor, Light source

0.00001（0.01μm）
±
（0.3+L/150）
0.05 （操作誤差±1μmの時、標準偏差σ）

Standard deviation σ at an operation error of ±1μm

システムの消費電力

System power consumption

MAX 3A 100V〜240V 50/60Hz

測定範囲

mm

0.1〜30

被測定物の大きさ

mm

φ70×36（H）

Measuring range

Work pieces size

被測定物の材質

Material of workpieces

mm

測定しうる最大限度

mm

Measurable max. limits

0.1〜100

内径と厚さの関係

Materials showing a gloss higher than the specified level.

内径 0.1

内径 30

Bore dia.0.1

Thickness 34

Slit width 0.1

内径 100

厚さは内径の3倍まで 注3）

厚さ 34 注2）(See note 2.)

Bore dia.100

Thickness 34

半角10.5°
以下（1/3テーパ）
Half angle 10.5°
(Taper 1/3)

Measuring surface slope

体

Thickness 0.1

Thickness is 3 times max of bore dia(See note 3.)

測定面の傾き

Instrument

スリット 0.1

厚さ 0.1 注1）(See note 1.)

厚さ 34 注2）(See note 2.)

Bore dia.30

Bore dia v.s.thickness

本

φ170×36（H）
一定の光沢を有するもの 注6）

測定しうる最小限度
Measurable min. limits

IDM-100HR EX2

本体、
メインコントローラ、
タッチパネルモニタ、光源装置

測定面の表面粗さ

Rz 3.2μm以下 注4）(See note 4.)

Measuring surface roughness

測定高さ設定範囲

mm

目盛範囲 0〜17（最小目盛 0.01）、
デジマチックインジケータ使用
（電池2万時間）

測定高さ幾何特性

mm

直角度0.005 注7）

キャリッジ粗動範囲

mm

キャリッジ微動範囲

mm

載物台の大きさ

mm

Measuring height range

Range 0〜17(minimum unit length 0.01), digimatic indicator
right angle

Geometric characteristics in the measuring height direction
Area of carriage shift

Area of fine carriage shift
Table size

載物台最大積載量

31
±5

kg

Maximum carrying weight of table

載物台回転範囲
Table swivel angle

外形寸法

Dimensions

重量

Weight

光源

Light source

mm
kg

103

φ70

φ170

2

10

約100°

約±3°

420
（幅）
×510
（奥行）
×610
（高さ）注5）

810
（幅）
×555
（奥行）
×700
（高さ）注5）

100

420Width x 510Depth x 610Heigth (See note 5.)

810Width x 555Depth x 700Heigth (See note 5.)

48
（see note 5.）

140(see note 5.)

約48 注5）

約140 注5）

LED光源（１００W）照明装置と光ファイバーライトガイド
（寿命3万時間）

注1）面取り部分を除く直線部分。
注2）厚さ17mmまでは任意の位置の測定が可能で、厚さ34mmでは中央部の測定が可能です。
注3）仕様を超えると厚さ方向で測定可能な範囲が狭くなります。
注4）粗さ曲線のピッチ、反射率が影響します。
注5）LED照明装置
［78
（幅）
×200
（奥行）
×144
（高さ）
、約1.8kg］
を含みません。
注6）四三酸化鉄被膜など艶のある黒色は測定可能です。
注7）測定高さ1mm〜16mm間での特性です。
※ソフトウェアと標準付属品とオプションはＥＸ-Sと同じ
※推奨使用温度環境 20℃±1℃以内

LED light source(100W)illumination unit, Optical fiber light guide

Note 1) The straight area excluding chamfers.
Note 2) Capable of measuring at a desired height up to 17mm of bore length and only at The middle
section at a bore length of 34mm.
Note 3) When this specification is exceeded, the measurable range in the thickness direction is reduced.
Note 4) It depends on the pitch and reflectance of the roughness curve.
Note 5) The LED illumination unit [78 (W) x 200 (D) x 144 (H), approx. 1.8 kg] is not included.
Note 6) Available for glossy black surfaces such as a film of triiron tetraoxide.
Note 7) Characteristics between 1 mm and 16 mm in measuring height.
*Software and standard accessories and option are the same as EX-S.
*Recommendation temperature environment within 20℃±1℃
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A high accuracy measuring instrument with further improved resolution.

Y-005-d

IDM-30CAM/IDM-100CAM
低コスト、位置合せマニュアルタイプ
A low cost, manual type alignment

IDM-30CAM/100CAM仕様 ［Specifications］
型

IDM-30CAM

式 Model

構成

Components

主

Main

要

最小表示値

mm

総合精度

μm

繰返し精度

μm

Minimum reading
Overrall accuracy
Repeatability

Instrument, System controller, Counter, Touch panel monitor, Light source

0.0001（0.1μm）
0.0001(0.1μm)

±
（0.4+L/150） L:測定長 mm
L=measuring length mm

0.2 （操作誤差±2μmの時、標準偏差σ）

Standard deviation σ at an operation error of ±2μm

システムの消費電力

System power consumption

MAX 300W 100V〜240V 50/60Hz

測定範囲

mm

0.1〜30

0.1〜100

被測定物の大きさ

mm

φ70×50（H）

φ170×50（H）

Measuring range

Work pieces size

被測定物の材質

Material of workpieces

体

Instrument

一定の光沢を有するもの 注7）

測定しうる最小限度

mm

測定しうる最大限度

mm

Measurable min. limits

本

IDM-100CAM

本体、
メインコントローラ、
カウンタ、
タッチパネルモニタ、光源装置

Measurable max. limits

Materials showing a gloss higher than the specified level.

内径 0.1

内径 30

Thickness 49

スリット 0.1

厚さ 0.5 注1）(See note 1.)

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.30

内径と厚さの関係

Bore dia.0.1

Thickness 0.5

Slit width 0.1

内径 100

厚さは内径の10倍まで 注3）

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.100

Thickness 49

Thickness is 10 times max of bore dia(See note 3.)

Bore dia v.s.thickness

測定面の傾き

半角2.5°
以下（1/10テーパ）
Half angle 2.5°
(Taper 1/10)

Measuring surface slope

測定面の表面粗さ

Measuring surface roughness

Rz 5μm以下 注4）(See note 4.)

測定高さ設定範囲

mm

目盛範囲 0〜24（最小目盛 0.01）、
デジマチックインジケータ使用
（電池2万時間、連続使用）

測定高さ幾何特性

mm

直角度0.005 注8）

Measuring height range

Geometric characteristics in the measuring height direction

操作

Range 0〜24(minimum unit length 0.01), digimatic indicator
right angle

キャリッジ粗動範囲、キャリッジ微動範囲、載物台の大きさ、載物台最大積載量、載物台回転範囲、外形寸法 注6）、重量、光源はＥＸと同様

Area of Carriage shift, Area of fine carriage shift, Table,size, Maximum carrying weight of table, Table swivel angle, Dimensions (See note 6), Weight, Light source are the same as EX.

Operation

ワークセットプレート、載物補助台
標準付属品 マスターリングゲージ、

カウンタ、
タッチパネルモニタ
（10.4型）注5）

Counter, Touch panel monitor (10.4-inch Note 5）

Standard accessories Master ring gauge; work set plate; auxiliary stage

オプション
Option

架台、
チルティングテーブル、
はさみゲージ用テーブル、大型タッチパネルモニタ、
プリンタ、
クレンメル
Table, tilting table, snap gauge table, large touch panel monitor, printer, clamps

注1）面取り部分を除く直線部分。
注2）厚さ24mmまでは任意の位置の測定が可能で、厚さ49mmでは中央部の測定が可能です。
注3）仕様を超えると厚さ方向で測定可能な範囲が狭くなります。
注4）粗さ曲線のピッチ、反射率が影響します。
注5）タッチサウンドはありません。
注6）高さが異なります。 IDM-30：525 IDM-100：670
注7）四三酸化鉄被膜など艶のある黒色は測定可能です。
注8）測定高さ1mm〜23mm間での特性です。
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Note 1) The straight area excluding chamfers.
Note 2) Capable of measuring at a desired height up to 24mm of bore length and only at The middle
section at a bore length of 49mm.
Note 3) When this specification is exceeded, the measurable range in the thickness direction is reduced.
Note 4) It depends on the pitch and reflectance of the roughness curve.
Note 5) There is no touch sound.
Note 6) The hight is different. IDM-30：525 IDM-100：670
Note 7) Available for glossy black surfaces such as a film of triiron tetraoxide.
Note 8) Characteristics between 1 mm and 23 mm in measuring height.

Y-007-c

計測機器
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Y-008-b
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Y-009-b

計測機器
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Y-010-c
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簡易比較測長器アプリケーション ［Application］
おねじ有効径測定器

めねじ有効径測定器

内外径測定器・ねじ有効径測定器

ボールねじシャフト有効径測定器

ミニチュアベアリング軌道溝外径測定器

ニードルベアリング内径測定器

スプラインシャフトピッチ円直径測定器

内歯歯車ピッチ円径測定器
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比較測長器2Ｍ-677
RELATIVE MEASURING INSTRUMENT

スタンド
（オプション）
stand (option)

This product is suitable to collectively measure components of the same size and
ensures low cost and high accuracy. It can be used to measure inner diameters,
outer diameters, and effective diameters of workpieces in shop floors, inspection
areas, etc. Either a dial gauge or an electric micrometer can be selected as an
indicator. When the specifications include a stage surface (option), diameters of
taper threads can be measured using the four-wire method. Use of a stand
(option) is recommended to hold the object to be measured.

主な仕様（測定方法：原器との比較測定） ［Specifications］
型式

Model

2M-677

精度

0.0005mm（表示器精度を除く）

測定範囲

1〜100mm

Precisin

Measuring range

0.0005mm (Not included the precision of display)

測定圧

5N 又は 10N

測定子

φ4/φ6/φ8（φ10/φ12はオプション）

外形寸法

L415×W100×H185mm

重量

20kg

Measuring pressure
Measuring head
unit size
weight

5N or 10N

φ4/φ6/φ8 (φ10/φ12 : option)

座標測定器
COORDINATE MEASURING MACHINE
当社独自のリファレンスバ−
（測定用調心治具）
を使用し複数穴の内接円中
心を同時に測定します。2穴の芯間測定はもちろん、3穴以上の相対座標も計
測可能です。単列リファレンスバ−で受け面基準、複列リファレンスバ−で軸
基準と、
用途に応じ測定基準を選択可能です。
Ｘ-Ｙテ-ブル機構の追従性と電気マイクロメ−タの採用で測定結果を保証しま
す。
ダイヤルゲ−ジ仕様も製作可能です。
With our original reference bar (aligning jig for measurement), the centers of
inscribed circles of two or more holes are measured simultaneously. The relative
coordinates of three or more holes as well as the distance between the centers
of two holes can be measured. According to your application, you can choose a
receiving surface reference with a single-row reference bar or a shaft reference
with a double-row reference bar as the measurement reference.
The measurement results are guaranteed by the follow-up capability of the X-Y
table mechanism and the use of an electric micrometer. This product can be also
produced to dial gauge specifications.

■座標測定器イメージ図
Figure：ｃoordinate measuring machine

測定可能な穴内径：φ6以上
繰返し測定精度：2μm以内
（φ8RBによるXY座標測定実績）
Measurable internal dia.：φ6 not less
Repeatability：2μｍ or less(Actual results of X-Y ｃoordinate measuring by φ8RB）
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同じサイズの部品をまとめて測定する場合に最適です。低コストで高精度。
ワークの内径、外径、有効径の測定に作業現場や検査室などで活躍します。
表示器はダイヤルゲ-ジ、電気マイクロが選択可能。載物面付仕様（オプショ
ン）
でテーパねじ四針測定ができます。測定物の保持にはスタンド
（オプショ
ン）
をお薦めします。

E-008-a

外径リファレンス ゲ−ジシステム
OUTSIDE DIAMETER REFERENCE GAUGING SYSTEM

概要 ［Overview］
測定物の外径を基準として内径の振れ、他の外径の振れ
（真円度）、端
面の振れが測定できます。測定物をメインコントロ−ラの上に載せ、
ス
キュ−ロ−ラでクランプし、
メインロ−ラを回転。
その時の振れをダイヤル
ゲ−ジで読みます。
With reference to an outer diameter of an object to be measured, the inner
diameter, other outer diameters (roundness) or the end surface can be
checked for any run-out. The object to be measured is placed on the main
controller and clamped by a skewed roller, and the main roller is rotated.
Then, the run-outs are measured with a dial gauge.

特長 ［Features］
メインロ−ラ、
スキュ−ロ−ラが交換式のためオプションの追加により
様々なワ−クに対応可能です。
ゼロセット用調整ねじにより、最適な測定が誰でも簡単にできます。
測定部が退避するのでワ−クの着脱が簡単です。
· Because the main roller and the skew roller are replaceable, this system
is usable for various workpieces by adding options.
· Anyone can easily make optimum measurements by using an adjusting
screw for zero setting.
· Because the measuring part is retracted, a workpiece can be easily
attached and detached.

外観図 ［Outward view］

オプション ［Options］
中型（標準）外形寸法図
Unite size of medium type (standard)

大型タイプローラ部拡大図

中型タイプローラ部拡大図

小型タイプローラ部拡大図

Enlarged drawing of
large type roller

Enlarged drawing of
medium type roller

Enlarged drawing of
small type roller

てこ式インジケータ
（外径用）
Lever type indicator
(For external dia.)

スライド式インジケータ
（内径用）
Slide type indicator
(For internal dia.)

仕様 ［Specifications］
タイプ
Type

中型（標準）

ワーク内径
（mm）

Internal dia. of work pice

4〜25

3〜24

大型

20〜50

19〜49

小型

1.5〜4

（2）
〜3

Medium type (standard)
Large type
Small type
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ワーク外径
（mm）

External dia. of work pice

外形寸法（mm）

重量（kg）

精度（μm）
Precision

Measuring Pressure

W250×H150×D150

8

1.4

6

Dimensions

Weight

測定圧
（N）

E-000-a

自動測定機
Automatic measuring machines

計測機器

自社製「空気マイクロメータ」
「電気マイクロメータ」
「ボールねじ」
「ゲージ、治具」と、
画像処理やレーザーなどのテクノロジーが融合した、オーダーメイドの自動測定機です。
The following are custom-made automatic measuring machines that use combinations of our
air micrometers , electric micrometers , ball screws , gauges , and jigs with various technologies
including image processing and laser beams.

ロボット ねじ/内径検査システム

Robot Inspection system for tapped hole and internal diameter
1台で検査、測定、判定が可能です。多関節ロボットがねじプラグゲー
ジや空気マイクロメータの測定ヘッドを持ち替えて自動測定。空気マ
イクロメータの測定結果を解析ユニットに自動で取り込み分析結果を
表示する事ができます。
The device is an integral unit comprising all of inspection, measurement
and evaluation functions. Automatic measurement using an articulated
robot that can change automatically a thread plug gauges and measuring
heads. Automatically captures results of measurement for measuring
heads and displays analysis results.

測定事例

Example of measurement

ねじプラグ ゲージで 空気マイクロメータで 片口プラグゲージで穴
タップ穴の通り検査
内径・外径測定
の通り止り検査
thread plug gauge

measuring head

Single-ended Go and NoGo
plug gauge

内径自動測定機
Internal diameter automatic measuring machine
1本の測定ヘッドでワ−クの内径Ｘ-Ｙ先中元6箇所を測定し合否選別レーンへ搬送。測定ヘッドの位置決めと
ワーク搬送はボ−ルねじ、測定は空気マイクロメータ
（1連式）、判定はＰＬＭを使用しています。
Measurement is made at six points in X-Y directions of the internal
diameter of a workpiece by one measuring head, which is then
transferred to the pass-fail screening lane. A ball screw is used for
positioning of the measuring head and transferring the workpiece,
and an air micrometer (single type) and a PLM are used for measurement and screening respectively.

φ16
φ10
（3）

測定位置

（7）

20

Measurement（7）
position

（3）

ワーク測定例

Measurement example
of workpiece
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Bee-1 タップ穴自動検査装置
Bee-1 tapped hole automatic inspection machine
ワ−クのタップ穴をねじゲ−ジ
（通り）
で、ひと穴約2秒で自動検査。50バンクの情報登録で条件の異なるねじ穴
の連続検査が可能です。
One tapped hole in a workpiece is automatically inspected with a (go) screw gauge in approximately two seconds. It
enables continuous inspection of threaded holes under different conditions by registering information in 50 banks.
Bee-1仕様 Bee-1 specifications
M1.4〜M12（相当）

検査可能ねじサイズ
Measuring size

ねじピッチ

M1.4〜M12

ピッチ0.3〜1.75（84〜16山/inch）
ねじピッチ毎に
ユニット交換可能。特殊ピッチはご相談ください。

Thread pitch

pitch 0.3〜1.75(84〜16/inch)
Unit can be exchanged for each pitct.

最大ねじ穴深さ

20mm

Max,thread deep hole

タップ穴

Tapped holes

検査トルク

0.01Nm〜0.1Nm

回転速度

60〜2000rpm

Inspection torque
Rotation speed

写真はX-Yテーブル付きです。可動部は
ご要望に応じてカスタマイズ可能です。
The photograph is attached with an X-Y
positioning table. Movable parts can be
customized upon request.

Z軸可動範囲

フローティング

偏心φ0.3、偏角5分

Floating

Eccentricityφ0.3、Fleet angle 5minutes

検査時間

約2秒（回転速度、
ねじ深さによる）

Inspection time

Tapped holes of a hard disk for a notebook
computer (M1.4 x 0.3)
Example of inspection at six points
(When the results of all the six points are
acceptable, an "OK" message is displayed.)

分散性自動検査装置ADIM

100mm

Z axis movable range

ノートパソコン用ハードディスク
タップ穴（M1.4×0.3）
6ヶ所検査例
（6ヶ所とも合格の時にOK表示）

About two minutes(Depend on the rotation speed and thread deep hole)

電源

100〜240V

Power

外形寸法

498（H）
×316（D）
×263（W）

unit size

重量

約30kg

Weight

Automatic Dispersion Inspection Machine ADIM
Using ADIM in conjunction with a particle size gauge, it is possible to automatically evaluate the size and dispersion of particles of

ADIMは粒度ゲージと組合わせる事で、
セラミック、導電ペースト、
レジ all types of powder kneaded materials including ceramic, conductive paste, resist, ink, paint, cosmetics and food.The device allows
スト等から、
インキ、塗料、化粧品、食品まで、
あらゆる粉体混錬製品の anyone to objectively evaluate these properties even if using such a particle size gauge that depends highly on individual skills.
組織粒の大きさや分散具合を自動で評価する事が可能です。
これまで ADIM仕様 ADIM specifications
パターン Pattern
粒
筋
属人性の高かった粒度ゲージによる評価を誰でも行うことができます。
項目 Item
測定範囲

Grain

streak

200〜10

200〜7.5

器差（最大）

深さ目盛り間隔×0.5（注2

深さ目盛り間隔×0.5（注3

繰り返し安定性

深さ目盛り間隔×0.5（注2

深さ目盛り間隔×0.5（注3

Measuring range
Instrumental error (MAX)
Stability in repeatability

掻取速度［mm/sec］
Scraping speed

撮像時間［sec］
Imaging time

解析時間（注4

Analysis time

対応試料色
Sample color

PC
アプリケーション
application

保存形式

Save format

使用周囲温度［度］

Ambient temperature

誰でも簡単に同じ評価。画像

粒と筋のパタ−ンに

グラフィカルな判定

使用ゲージ

処理により熟練作業者の目視

対応。

表示。

使用スクレ−パ

Available for both grain
and streak patterns.

Graphical display for
evaluation.

評価を定量化しました。
パタ−
ンの形成を自動で行います。
Regardless of who performs the
test, the same results can be
obtained. Visual evaluation by
skilled operators was quantified
by image processing.Patterns
are created automatically.

Gauge

Scraper

スクレ−パ角度［度］
Scraper angle

スクレ−パ圧［N］
Scraper pressure

電源

Power supply

depth scale intervals×0.5

depth scale intervals×0.5

10、40、100、200
（別途変更可能）
Can be changed separately

2
4
緑、青、赤、黒、黄色、
白

Green, blue, red, black, yellow, white

専用デスクトップ機（Windows）
Special desktop machine

専用ソフトウェア
画像ファイル：PNG、情報ファイル：TXT
Image files:PNG, Information files:TXT

15〜35
W：240、H88、T25の1溝及び2溝ゲージ
（左記寸法以外は特別仕様）
Single- and double-groove gauges(Special versions on the left)

W：92、H：40、T：6（左記寸法以外は特別仕様）
(Special versions on the left)

0（垂直）
〜30
0(Vertical)-30

10、30、50、70、100
AC単相100V〜240V 50/60Hz
本体：300W、PC：500W、
モニタ：30W

外形寸法

W：855、D：385、H：652

Power consumption

Dimensions

本体重量［kg］
試料塗布

Sample application
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depth scale intervals×0.5

消費電力

Weight

粒度ゲージ
（グラインドゲ−ジ）
の詳細は専用ページをご覧ください。
For details of grind gauges, see the relevant pages.

depth scale intervals×0.5

Main body:300W , PC:500W, Monitor30W

80
手動

Manual

注1）
JISに基づく評価範囲です。
注2）
レジストインキを用いた当社実験データです
（JIS評価）
。深50μm粒度ゲージの場合2.5μm
（5μm目盛間隔）
。
注3）
標準粒子を用いた当社実験データです
（JIS評価）
。深50μm粒度ゲージの場合2.5μm
（5μm目盛間隔）
。
注4）
解析パラメータによって変化します。
Evaluation range according to the relevant JIS standards.
Our company’s test data for a resist ink (per JIS evaluation procedure). 2.5 μm (on a scale in steps of 5 μm) for 50 μm depth particle size gauges.
Our company’s test data for a standard particle (per JIS evaluation procedure). 2.5 μm (on a scale in steps of 5 μm) for 50 μm depth particle size gauges.
Varies depending on the analysis parameters.

計測機器

円筒度
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