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真直度 THE EASY WAY

信頼性と精度
Easy-Laser® E950 ではワイヤレスの受光器
と測定の手順を順番にガイドするプログ
ラムの採用によりベアリングの測定と調
整を簡単に行うことができます。
システムに含まれるすべてのパーツは最
も過酷な作業現場で使用することを想定
し、どんな機械にも簡単に設置できるよ
うに設計・構築されています。
万能型デザインのため、どんな用途でも
真直度測定におけるあらゆる問題を素早
く正確に解決します。測定は４０ｍの大
きさまで可能です。
受光器は分解能0.001mmで測定値を読み取
ります。

 
 

システムは下記の３種類があります。

• Easy-Laser® E950-A
• Easy-Laser® E950-B
• Easy-Laser® E950-C
詳しくは最終項をご覧ください。

多才なプログラム
システムE950には多才な真直度プログラ
ムが用意されていますのでどんな測定で
も最も適した方法で作業することができ
ます。測定中いつでも測定ポイントの追
加・削除や再計測を行うことができます。
プログラムでは最高９９９箇所に上る測
定ポイントを取り扱うことができます。
一つの測定の中に、フルボアとハーフボ
アの両方をあらゆる組み合わせで含める
ことができます。プログラムはいずれの
場合も正確な中心線を計算します。

1.事前にまたは測定を続けながら、測定
ポイント数とそれらの間隔を設定します。
ポイント間の距離は等間隔でも異なる間隔
でも構いません。

測定ポイントを既存の測定の対象物に簡単に追加することができます。次に続く
ポイントは自動的に番号が振り直されます。測定ポイントを削除した場合も同様
に次に続くポイントでは番号が振り直されます。ポイントで再度測定を行っても
前回の測定値は履歴データベースに保存されていますので後に比較することがで
きます。これら全て、測定の最中いつでも行うことが可能
です！

 

2.受光器方向はグラフィックで表示され
ます。円に表示されたマークは実行した
測定ポイントの位置を表しています。測
定値と受光器(A)の角度位置を表示します。

真直度測定プログラムは多数用意されています。
A: 1点測定　 B: 2点測定   C: 4点測定
D: 多点測定(及び楕円測定)  E: 3点測定  F: 任意の角度での3点測定 
G: 多点測定

3.測定対象のライブ調整画面です。対象
物(B)の垂直及び水平方向の測定値を表示
します。円には調整の必要な区域とライブ
値が表示されます。

可視の赤色レーザー光線は真直度を測定するボアの
基準となります。従来の方式、例えばピアノ線を用
いた方法などに比べ、遥かに早く、簡単に、正確に
作業することが可能です。
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ドキュメント化

測定結果
大き目サイズのカラーディスプレイでは
鮮明にグラフや測定データが表示されま
すので現場で直接結果を評価することが
できます。どの位置でも基準点として設
定することができ、また中心線を再計算
するオフセットを設定することも可能で
す。また複数ポイントにおけるウェビネ
ス（短・長）やベストフィットを算出す
ることができます。また必要であれば、
設定公差と照合するすることができます。
こういった複雑な計算は全て当測定シス
テムが行います。 測定結果画面では左側(A)に統計を、

右側(B)に数値の表を表示します。
基準点は明確に表示されます(C)。

グラフは素早く異なる計算方設定での
グラフに切り替えることができます(G)。
例えばここではベストフィットとウェビ
ネスが表示されています(F)。

”およそゼ０のベストフィット”(H)と
折れ線グラフで結果が表示されています。

多点測定法を使うとボアの楕円性をはっ
きりと確認することができます(I)。

測定結果はグラフで憑依することも可能
です（折れ線または補間線）。グラフは
ズームすることも可能です。水平数値(D)
と垂直数値（E)の両方がグラフ上に表示
されます。

USBに保存
測定結果はUSBメモリーに保存できるの
で測定システムを現場に残したまま、結
果をUSBで持ち運び、離れた場所にある
ＰＣでレポートを印刷することができま
す。

内臓メモリーに保存
もちろん測定結果はディスプレイユニッ
トの内臓メモリーにも保存可能ですので
過去の測定データを開き、調整後の各ポ
イントで再度測定を行うことができます。

プリンターに接続
専用の感熱プリンター（別売りアクセサ
リー）を接続すると例えば調整前と調整後
の数値を見比べることができますし、現場
に測定レポートを残したいときに便利です。

パソコンに接続
ディスプレイユニットはUSBポートを
介しパソコンに接続可能です。接続す
るとデスクトップに”大容量記憶装置”
と表示され、ファイルの転送や取り込
みが簡単に行えます。

ＰＤＦレポートを直接作成
計測が完了するとディスプレイユニッ
トで直接ＰＤＦレポートを作成するこ
とができます。レポートにはグラフ、
測定データなど測定対象物のすべての
情報がドキュメント化されます。会社
のロゴマークや住所などを追記するこ
とも可能です。

 

PC用ソフトEASYLINK™ 
PC用ソフトEasyLink™ データベースプログラム
では全ての測定データを一箇所に保存し整理
したり、数値データや画像を含む測定レポー
トを作成しメンテナンスシステムに転送する
ことができます。Excelで作成するレポートは
どういう形式で、どのデータをどの位置に配置
するか等、自由にカスタム化することができま
す。プログラムのデータベースのフォルダに
ディスプレイユニットに保存されたファイルを
ドラッグ＆ドロップします。例えばメーカーや
部署、機械タイプ等でフォルダを分け、自由に
データベースを構築しましょう。またデータベ
ースを共有サーバーに設定すると他のユーザー
とデータを共有することができます。ディス
プレイユニットに保存した測定データのバック
アップをとる手段としても活用できます。
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システムパーツ

A. 左右にあるエンターボタンにより
利き手がどちらでも便利

  

B. 大画面で見やすいカラーモニター
C.  反応が良く、適切なボタン
D.薄型で完璧なグリップ

ME

E.バッテリー収納部
F.丈夫なラバーコーティング
G.  充電接続口
H.  ネットワーク接続口
I.  拡張ポート
J.  USB A
K. USB B
L. Easy-Laser® 測定機器
M. ショルダーストラップ取り付け位置 
備考:写真は防塵／防水ガードを取り外し
　　　た状態です。 

ディスプレイユニット
Ｅシリーズのディスプレイユニットは
従来のものに、更に革新的な開発が加
えられ、より便利で長期ご愛用頂ける
ようになりました。また人間工学に基
づき、握りやすいゴム製被覆と頑丈な
構造を採用しております。

充電切れを解消！
Endurio™  電力管理シス
テムの採用により
ディスプレイは
充電切れを起こす
ことなく最後まで
測定を続けることが
できます。

個人設定
個人設定を保存するユーザープロファ
イルが作成できます。異なる測定には
異なる設定を作ることもできます。

表示言語の選択
ディスプレイユニットに表示する言語は
英語、独語、仏語、スペイン語、ポルト
ガル語、フィンランド語、ロシア語、オ
ランダ語、韓国、中国語、スウェーデン
語の中から選択可能です。 

受光器 Ｅ７
受光器E7はケーブルまたはワイヤレス
でディスプレイユニットに接続します。
ワイヤレス接続のためのBluetooth ユ
ニットは 受光器にあるコネクタ部に簡
単に挿入できます。頑丈な設計により
極度に厳しい状況でも高精度で安定し
た測定値 と確かなアライメントをお約
束します。受光器も防水・防塵仕様で
IPクラス66、67に準拠しています。

受光器　Ｅ９
受光器Ｅ９はケーブルまたはワイヤレス
(内蔵型)でディスプレイユニットに接続
します。頑丈なアルミ鋼でできているた
め、過酷な測定現場においても安心して
ご使用になれます。両端にねじ山があり
用途に応じて受光器が取り付けられるの
便利です。ロッドアダプタ付き(次項参
照)。

受光器は防水／防塵加工がされており、
クラスＩＰ６７に準拠しています。電子
角度計が内蔵されているためシステムは
受光器がどのように設置されているか正
しく認識します。20mmもある大きな２軸
受光基準面があり最高精度を誇るＰＳＤ
を採用しています。

A.  保護されたコネクタ部
B. PSD (2 軸)*
C. Bluetooth® ユニット

A. ビルトイン式 Bluetooth® ユニット
B.  両サイドのねじ止め (4+4)
C. PSD (2 軸)*

人間工学に基づく設計

ディスプレイユニットは薄いゴム製
カバーが付いているので握りやすく、
確実に掴めます。操作ボタンは大き
目で十分な間隔をとって配置されて
おり、押し戻しの手応えがはっきり
しています。更に、エンターボタン
は両サイドにあるので利き手がどち
らでも不自由なくご使用頂けます。
ディスプレイは鮮明な図形を使って
測定手順をガイドします。 

バリュープログラム
弊社の全ての測定システムに万能な
バリュープログラムを搭載しており
ますので原則としてどのようなジオ
メトリ測定も実施可能です。従って
多くのEasy-Laserユーザーが購入当
初の目的以外の場面で当測定器を活
用しています。

システムのアップグレード
将来お使いのシステムの機能を拡張
したくなったときはインターネット
またはソフト入りＵＳＢを介してディ
スプレイユニット内のソフトをアップ
グレードします。

E950-A/E950-B

E950-C

受光器には電子角度計が内蔵されている
のでシステムは受光器がどのように設置
されているか正しく認識します。２０mm
もある大きな２軸受光基準面があり最高
精度を誇るＰＳＤを採用しています。



受光器用ブラケット
受光器用ブラケットはシステムにより
３種類あります。

Ａ：３種類のスライドブラケットのセット。
延長ロッド付きで多様なボア径に対応可能。

Ｂ：マグネットベース付きブラケット。
外径が大きい時のための延長ビームと
測定プローブ用の延長ロッド付き。
受光器は受光器スライドで回転、移動
させます。

Ｃ：25mm幅スライドブラケット。
受光器Ｅ８／Ｅ９と共に使うとボア径が
最低80mmまで測定可能。上記ブラケット
セットＡも含まれます。

レーザー発振器用ブラケット
レーザー発信器は精密に設計されてい
るため精度の高い測定が保証されます。
ブラケットは２種類ありシステムによっ
て異なります。
ります。

Ａ：３セットの調節可能なマグネット
付きアームにより多様な外径に対応可能。

Ｂ：２つまたは３つのマグネットベース
を取り付けたブラケットをスタンチュー
ブ上に渡します。

その他の取り付け例

アームを３本とも下向きに 

ボアの下半分に取り付けています.

E950-A/E950-C: アームを取り付けたレーザー発信器

E950-B: ビームブラケットを取り付けた発振器

オフセットハブ

オフセットハブ

レーザー発振器

レーザー照射角度調節

マグネットベース

垂直サポートビーム 
取り付けねじ山

レーザー発信口

調節アーム

サポートピン

マグネットアタッチメント

E950-B: SELF センタリングブラケット

E950-C: スライドブラケット25 MM

E950-A/E950-C: 
スライドブラケット
サイズは３種類

マグネットベース

延長アルミビーム

受光器スライド

測定プローブ

延長ロッド

延長ロッド

スライド式ターゲット

最少. 25 mm [0.99”]

[Scale X]

[Scale X] [Scale 2X]

[Scale X]

[Scale X]

マグネットフット

マグネットフット

ロッドアダプタ

設置ガイド

外径が大きい場合は
垂直サポートビームを
取り付けます 

マグネットフットが
ブラケットをしっかりサ
ポートするのでボアの周
囲どの位置にも設置可能 

その他の取り付け例　
レーザーが例えばフライホイルやシャフトの端
から照射するように取り付けた例



1

2

拡張性／アクセサリー

レーザー発振器Ｄ２２

レーザー発振器Ｄ２２は平面度、真直度
直角度及び平行度測定に使用します。例
えば分割面の平面度測定などが挙げられ
ます。レーザー光線は回転させて３６０°
どの方向にも向けることができ、半径
４０ｍまで測定可能です。またレーザー
は９０°偏光させることができます。

Option 1: レーザーは 360°どの方向にも
　　　　　向けられます。

Option 2: レーザーを垂直90°方向に発信

保護カバー

プリンター

エンジンベッドプレートの レーザー発信器Ｄ７５用。
シャフトの端、フライホイル
等に使用します。 

真直度測定用 
Part No. 12-0188/0189

Part No. 12-0187

自動車等の１２－３６Ｖソケッ
トに繋ぎ、ディスプレイユニッ
トを充電します。

Part No. 12-0585

測定対象物のデーター登録用。
ＵＳＢポートに接続して使用
します。

 Part No. 12-0619

長さ 5 m  
Part No. 12-0108
長さ 10 m 
Part No. 12-0180

500–1000 mm 
オフセットハブ付きＤ７５
用のセットです。

Part No. 12-0282

ディスプレイユニット用保護
カバー。肩掛けストラップ付き

Part No. 01-1379

コンパクト感熱式プリンタ

ＵＳＢポートに接続

Part No. 03-1004

サイドサポート マグネットブラケット

充電器 12–36 Vバーコードリーダー延長ケーブル

延長アームセット

シャフトアライメント測定ユニット
複数のシャフトやカップリングのアライメント
に便利なレーザー／受光器一体型ユニットです。
両側のカップリングに設置して使用します。シャ
フトアライメント用ソフトウェアは通常のシステ
ムに含まれております。Ｓ／Ｍユニット、ロッド
・チェイン付きＶブラケットをケーブルまたは
Bluetoothユニットと合わせて追加しましょう。



システム

相対湿度 10–95%

E950-A: 重量 14.0 kg 

E950-A: キャリーケース WxHxD: 550x450x210 mm  

E950-B: 重量 27.0 kg 

E950-B: キャリーケース WxHxD: 1220x460x170 mm  

キャリーケースについて 落下試験済み　防塵／防水仕様

E950-C: 重量 14.3 kg 

E950-C: キャリーケース WxHxD: 550x450x210 mm    

レーザー発振器 D75 オフセットハブ付き

レーザーの種類 ダイオードレーザー

レーザー波長 635–670 nm, 可視赤色光線

レーザー安全クラス クラス　2

出力 < 1 mW

光線の直径 6 mm (発信窓付近）

測定距離 40M

バッテリータイプ 1 x R14 (C)

バッテリー持続時間 約 １５時間

耐久気温 0–50 °C

レーザーの調整 D75: 2方向±2°(±35mm/m) ハブ:±5mm　２軸

外装材 アルミニウム

D75　サイズ WxHxD: 60x60x120 mm   

ハブ付きD75　サイズ WxHxD: 135x135x167  mm 

重量 2385 g  

レーザー発振器アームセット    (E950-A/E950C 共通）  

測定直径  100–500 mm 

レーザー発振器ビームブラケット（E950-B)

測定直径  250–1200 mm 

延長ビーム(アクセサリー)使用時 4000mmまで可

マグネットベース 3 個、把持力 800 N/各

受光器 E9   （E950-C）

受光器タイプ E9:2軸 PSD 20x20mm  (E8: 1 軸 PSD)

分解能 0.001 mm  

測定誤差 ± 1% +1 digit

角度計 分解能 0.1° 

熱センサ 精度 ± 1° C 

環境保護 IP クラス 67

耐久気温 -10  –   50 °C

内蔵バッテリー リチウムイオン電池

外装材 アルミニウム

サイズ 45 mm, L=100 mm  

重量(ロッドアダプタを除く） 180 g  

受光器 E7   (E950-A/E950-B 共通)

受光器タイプ E7:2軸 PSD 20x20mm (E4: 1軸 PSD)

分解能 0.001 mm  

測定誤差 ± 1% +1 digit

角度計 分解能 0.1°

熱センサ 精度 ± 1° C

環境保護 IP クラス 66 及び 67

耐久気温 -10 –　50 °C

内蔵バッテリー リチウムイオン電池

外装材 アルミニウム

サイズ WxHxD: 60x60x42 mm  

重量 186 g  

受光器Ｅ７用センタリングブラケット　(E950-B）   

測定直径  250–1200 mm 
延長ビームとロッド(アクセサリー)使用で 最高4000 mm

ストローク 60 mm  

マグネットベース 2 個、把持力 800 N/各

材質 アルミニウム

重量 4400 g  (マグネット含む)

スライドブラケット (E950-A/E950-C共通）
   測定直径
(**Bluetooth®ユニット
付きE7  　　　E9: 120 mm)

小: 140**–250 mm  

中:  200–350 mm  

大:  300–500 mm  

素材 Anodized aluminium  

サイズ　（WxHxD） S: 90x60x13 mm  

M:157x80x13 mm  

L: 205x100x13 mm  

重量 S: 210 g , M: 335 g , L: 460 g 

仕様書
E9用スライドブラケット 25mm   (E950-C)

測定可能ボア直径 80–250 mm  

測定可能ボア幅 最低 25 mm

材質 アルミニウム  

サイズ　（WxHxD） 79x57x57 mm  

重量 204 g 

ロッド

長さ(延長可能) 30/60/120/240 mm  

ロッドセット A 2x30, 4x60, 4x120, 2x240 mm

ロッドセット B 2x30, 2x60, 2x120, 2x240 mm

ロッドセット C 2x30, 4x60, 4x120, 2x240 mm

ケーブル

タイプ プッシュプル式コネクタ付き

システムケーブル 長さ　2 m  

延長システムケーブル 長さ　5 m  

USB ケーブル 長さ　1.8 m  

ディスプレイユニット E51   

ディスプレイユニットタイプ/サイズ VGA 5.7” カラー

分解能 0.001 mm / 0.05 thou

電源供給システム Endurio™ システム

内蔵バッテリー (固定式) リチウムイオン

バッテリー室 R 14 (C)　4個

バッテリー持続時間 約30時間 

耐久気温 -10　–　　50 °C

接続 USB A/B,外部機器,Easy-Laser®ﾕﾆｯﾄ,ﾈｯﾄﾜｰｸ

無線接続 クラスI Bluetooth® 無線テクノロジー採用

記憶容量 最高 測定件数 100,000 

ヘルプ機能 計算機, 表示単位変換機能

環境保護 IP クラス 65

外装材 PC/ABS + TPE

サイズ WxHxD: 250x175x63 

重量(バッテリーを除く) 1030 g  

無線通信ユニット (E950-A/E950-B共通)

無線通信 クラスI Bluetooth® 無線テクノロジー

耐久気温 -10　–　　　50 °C

環境保護 IP クラス 66 及び 67

外装材 ABS

サイズ 53x32x24 mm  

重量 25 g  

EasyLink™ データベースソフトウェア

必須環境 Windows® XP, Vista, 7.エクスポート機能が
必要な場合、エクセル2003以上が必要です。 

保証とサービス理念

カスタム化

3 YEAR WARRANTY

当Easy-Laser® 測定システムは25年以上の
歴史があり、測定やアライメントにおけ
様々な問題を解決してきました。システ
ムは3年間の品質保証が付与されています。
製造／管理システムはISO9001で認定され
ています。万一の機器が故障した場合、
通常５営業日以内に修理や計器の校正を提供いたします。
よって、当Easy-Laser®測定システムはあなたの頼れるパー
トナーと言えるでしょう。
＊弊社ウェブサイトにアクセスし、保証期間を２年から
３年に延長してください。

既に多彩な機能が備わった当測定システムですがお客様の
ニーズによりシステムをカスタム化することができます。
自社のＣＮＣ機を駆使し、オリジナルのブラケットを素早
く作成することが可能です。例えば当ページ記載以外の直
径でも特殊ブラケットを作成し、対応することができます。



www.easy-laser.com
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システム構成部品  

1 レーザー発信器 D75  

1 受光器 E7 

1 ディスプレイユニット E51

1 Bluetooth® 無線ユニット 

1 ケーブル 2 m 

1 延長ケーブル　5 m 

1 D75専用オフセットハブ

1 マグネット式オフセットハブアームセット

1 ロッドセット A

1 スライド式ブラケット小　Part No. 12-0455

1 スライド式ブラケット中　Part No. 12-0543

1 スライド式ブラケット大　Part No. 12-0510

1 マグネットベース

1 ターゲット大

1 マニュアル

1 測定テープ 5 m

1 USB メモリー

1 USB ケーブル 

1 充電器 (100–240 V AC)

1 工具箱

1 ディスプレイユニット用ストラップ

1 レンズ用クロス

1 CD、証明書

1 キャリーケース

測定システム E950-A, Part No. 12-0676 

システム構成部品

1 レーザー発信器 D75

1 受光器 E9 

1 ディスプレイユニット E51

1 ケーブル 2 m

1 延長ケーブル 5 m 

1 D75専用オフセットハブ

1 マグネット式オフセットハブアームセット

1 ロッドセット C

1 ターゲット内蔵式受光器用ロッドアダプタ

1 スライド式ブラケット w:25mm Part No. 12-0768

1 スライド式ブラケット小 Part No. 12-0455

1 スライド式ブラケット中 Part No. 12-0543

1 スライド式ブラケット大 Part No. 12-0510

1 マグネットベース

1 マニュアル

1 測定テープ 5 m

1 USB メモリー

1 USB ケーブル

1 充電器 (100–240 V AC)

1 工具箱

1 ディスプレイユニット用ストラップ

1 レンズ用クロス

1 CD、証明書

1 キャリーケース

測定システム  E950-C, Part No. 12-0772 

システム構成部品  

1 レーザー発信器 D75  

1 受光器 E7 

1 ディスプレイユニット E51 

1 Bluetooth® 無線ユニット  

1 ケーブル 2 m 

1 延長ケーブル 5 m 

1 D75専用オフセットハブ

1 発信器用ブラケット（マグネットベース3個付き）

1 ロッドセット B

1 ｾﾝﾀﾘﾝｸﾞ受光器用ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ﾏｸﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ2個付き)

1 ターゲット大 

1 マニュアル

1 測定テープ 5 m

1 USB メモリー

1 USB ケーブル

1 充電器 (100–240 V AC)

1 工具箱

1 ディスプレイユニット用ストラップ

1 レンズ用クロス

1 CD 、証明書

1 キャリーケース

測定システム E950-B, Part No. 12-0677 

システムタイプ

EASY-LASER® E950-A　

主にディーゼルエンジン、コンプレッサ、
ギアボックス、その他類似する機械の測
定システムです。
測定可能ボア径 φ140-500mm

   

EASY-LASER® E950-B

主にスタンチューブ付きプロペラシャフ
トドライブ一連の測定システムです。ス
タンチューブ、サポートベアリング、ギ
アボックス及びエンジンのアライメント
ができます。測定可能なボア径はφ250-
1200mm、更に延長ビーム（別売りアクセ
サリー）使用でφ4000mmまで測定可能で
す。またE950-AやE950-C付属のスライド
式ブラケットを追加すれば更に用途は広
がります。

EASY-LASER® E950-C
主にディーゼルエンジン、コンプレッサ、
ギアボックス、その他類似する機械の測定
システムです。ブラケットの1つは厚み25mm
となっているので狭いベアリングジャーナル
にもフィットします。測定可能ボア径はφ80
-500mm、更に特注ブラケットを使うと最低
50mmまで可能です。更に別売りアクセサリー
を追加すると押し出し機の測定も可能となり
ます。
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