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タービンアライメント
ダイヤフラムとベアリングジャーナルの真直度計測
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真直度 簡単に

信頼性と精度
イージーレーザー® E960 は、ワイヤレ

スの受光器と過程をガイドする計測プ

プログラムのおかげで、ダイヤフラム

とベアリングの計測と調整をより簡単

にします。

システムに含まれる全てのパーツは、

最も過酷な作業場所のために、そして

どんな機械にも簡単な設定のために、
設計・構築されています。

汎用設計は、どんなアプリケーション

でも真直度計測の問題を素早くそして
正確に解決します。

40mまでの物を計測できます。受光器
は分解能0.001mmで計測値を読み取り

ます。

汎用プログラム
E960システムの真直度プログラムは多
用途なのでどんな仕事でも一番合う方

法で仕事ができます。計測中いつでも

計測点の追加・削除・再計測ができま
す。プログラムで999までの計測点を

取り扱えます。ひとつの計測の中に

フルボアとハーフボア共に、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。
任意の方法で参照受光器は、長距離で
レーザー発信器をモニターするのに使

用できます。

1. 事前にまたは計測を続けながら、計測
点の数とそれらの距離を設定します。
距離は等しい場合もそれぞれ異なる場
合もあります。

既存の測定の対象物のどこかに計測点を追加するのは簡単です。次に続く計測点は
自動的に番号を付け直されます。削除した場合も同じ原理で再付番します。
再計測した場合、古い値は後に起こりうる比較のために履歴データベースに保存さ
れます。これら全てを計測中いつでもできるのです！

2. グラフィックは受光器方向を表示してい
ます。円の印はアクティブの計測点を表
示。計測値と受光器(A)との角度位置。

3. 計測対象の“ライブ”調整。
対象物(B)の垂直方向・水平方向値。
円の印は、ライブ値(C)による調整のため
の区域を表示します。

可視の赤いレーザーはボアの真直度が
計測されることへの基準です。
以前の方法、例えばピアノ線と比較し
て、より早く、より簡単で正確に仕事
ができます。

計測プログラムは真直度計測のための多くの異なる方法を含みます。
A: １点計測　B: ４点計測　C: 多点計測（また楕円形計測） 
D: ３点計測　E: 任意の角度での３点計測
F: 多点計測
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ドキュメンテーション

計測結果
鮮明なグラフと計測データが表示され

る大きなカラーディスプレイのおかげ

で、現場で直接結果を評価することが

できます。基準としてどんな点も設定

することができますし、中心線が再計

算されるオフセットを設定することも

できます。ウェビネス（短・長）や点

へのベストフィットを算出できます。 
ご希望なら結果を公差値と照合するこ

ともできます。計測システムはこれら
全ての複雑な計算をあなたにかわって
引き受けます。

USBメモリーに保存 
希望する計測を簡単にUSBメモリーに保存

できます。これにより計測を続けている

場所にシステムを残しながら、レポート

を印刷するためUSBをコンピューターに
持って行くことができます。

内臓メモリーに保存   
もちろん全ての計測をディスプレイユニッ

トの内臓メモリーに保存できます。それ

から古い計測を開いて、調整した点を再

計測することができます。

コンピューターに接続   
ディスプレイユニットはUSBポート経由

でコンピューターに接続されます。デス

クトップに簡単にファイルを移動できる

“大容量記憶装置”と表示されます。

プリンターに接続 
感熱プリンター（別売りオプション）に

接続して印刷します。調整前後に値を見
たい時や、現場で計測資料を残したい時
によい例です。

直接PDFレポートを作成
計測が完了した時、システムのディスプ

レイユニットで直接グラフと計測データ

を含むPDFレポートを作成できます。

計測対象についての全ての情報が文書化
されます。ご希望であれば会社のロゴや

詳細な住所を追加することもできます。

異なる計算設定のため、グラフの表示(G)
を素早く変更できます。例えばここに表
示している(F)ようにベストフィットと
ウェビネス。

左側(A)に統計での結果画面
右側(B)に表
基準点は鮮明に表示(C)

結果はグラフ（折れ線または曲線）でも
表示されます。拡大・縮小できます。
水平値(D)と垂直値(E)。

線グラフで表示された結果。
多点の方法を使用して、可能な楕円ボア
を鮮明に表示します。

“およそ0のベストフィット”(H)と折れ
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システムパーツ

A. ２つのエンターボタン   
　右利き・左利きのユーザーに対応
B. 大きく読みやすいカラーディスプレイ
C.  明確なフィードバックに適切なボタン

E. バッテリー収納部
F. 頑丈なゴムコーティング設計
G. 計測時に使われないコネクター用の  
 塵・泥よけ
H. ショルダーストラップ取付

HE

I.  充電器接続
J.  ネットワーク接続
K.  拡張ポート
L.  USB A
M. USB B
N. Easy-Laser® 計測機器

ディスプレイユニット
いくつかの革新的な解決のおかげでＥシ

リーズのディスプレイユニットは効率よ
くそして今までより長時間の仕事を可能
にします。握りやすいゴム被覆と頑丈な
構造で人間工学的に設計されています。

充電切れなし！

ディスプレイユニッ

トは私たちの

Endurio™ 電力管理シ

ます。これは充電切

れによる計測中の中

断がないことを保証
します。

個人設定

個人設定を保存できるユーザープロファ 

言語選択

画面に表示させたい言語を選択できます

：英語、ドイツ語、フランス語、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、韓国語、

中国語、スウェーデン語が利用できま
す。

受光器
受光器E4 はケーブル経由またはワイヤ

レスでディスプレイユニットに接続し

ネクターのひとつに簡単に差し込めま

さえ高精度での安定した計測値と確か

なアライメントをお約束します。

受光器もまた防水・防塵でIPクラス66、

IPクラス67に準拠しています。

A.  保護されたコネクター
B. PSD (1軸)

Bluetooth® ユニット

人間工学

ディスプレイユニットは安全なグリップ

を保証する薄く握りやすいゴムコーティ

とわかる大きくてよい間隔のボタンです。

プレイ画面はクリアーなグラフィックで

測定過程をガイドします。

バリュープログラム

全ての私たちの計測システムは自在のバ

リュープログラムを備えています。デジ

タルのダイヤルゲージのように働くので

原則的にどんなタイプのジオメトリでも

計測できます。

ザーの多くは、初めに予定していたより

を使うようになっています。

アップグレード

内臓の電子傾斜計により、システムは

受光器がどのように置かれているか正

大きな20mm受光器基準面（最高精度の

薄型で完璧なグリップ

イルを作成できます。異なる計測タイ

プには異なる設定もできます。

ングの外形です。押したときにはっきり

き両方のユーザーに適応します。ディス

加えて２つのエンターボタンは右・左利

将来機能性を拡張したい場合、ディスプ

レイユニットのソフトウェアはインター

ネット経由または新しいソフトの入った

USBメモリを接続してアップグレードし

ます。

それゆえ

作業中のもっと多くの場所で計測システ

Easy-Laser® ユー

ます。無線通信ユニットは受光器のコ

す。頑丈な設計は、最も厳しい環境で

確に認識しています。

ためのPSD）。



受光器ブラケット 
２つのバージョンがあります。

A: 10mmストロークの測定用プローブ。

スライド式チューブによりブラケット

位置計測が可能。ガスタービンやより

小型の蒸気タービンに適します。

B: 60mmストロークの測定用プローブ。

より大型のタービンに適します。

レーザー発信器ブラケット  

測精度を保証します。レーザー発信器ブ

ネットベースを付けた頑丈なアルミ製取

付バーにかけます。

はオフセットハブを使うととても簡単で

オプション：オフセットハブは代わりに

アームに取付けられます。異なる直径に

対応するマグネット付きの調整可能アー

A & B: ブラケット付きレーザー発信器

別売りオプションのアームと取付   

ｵﾌｾｯﾄﾊﾌﾞ

ｵﾌｾｯﾄﾊﾌﾞ

ﾚｰｻﾞｰ発信器

ﾚｰｻﾞｰ光線角度調節

ﾏｸﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ

垂直支持金具用取付ネジ山 

ﾚｰｻﾞｰ発信孔

調節可能ｱｰﾑ

ｻﾎﾟｰﾄﾋﾟﾝ
ﾏｸﾞﾈｯﾄｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

B: 受光器ブラケット長ストローク   用 

A: 受光器ブラケット短ストローク用  

延長可能ｱﾙﾐ製取付ﾊﾞｰ

延長可能ｱﾙﾐ製取付ﾊﾞｰ

ｽﾗｲﾄﾞ式ﾁｭｰﾌﾞ

受光器ｽﾗｲﾄﾞ

受光器ｽﾗｲﾄﾞ

測定用ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

測定用ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

A B C D

付属測定用プローブ:
A: ｼｮｰﾄﾎﾞｰﾙﾄｯﾌﾟ

B. ﾎﾞｰﾙﾄｯﾌﾟ
C. ｼﾘﾝﾀﾞｰﾄｯﾌﾟ

D. ﾏｸﾞﾈｯﾄｼﾘﾝﾀﾞｰﾄｯﾌﾟ
チューブなしで取付けた受光器スライド(左)。
反対側からレーザー光線を受けるため取付け
られた受光器(右)。チューブありも可能。

簡単に調節されたマグネットベースと発信器
のおかげでブラケットの準備が素早いです。

測定原理はブラケットAとBは同じです。
プローブロッドは長さのちがう延長で
各々の直径に簡単に適合します(右)。
ブラケットAは10mmストローク、Bは

ﾏｸﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ

プローブストローク

ﾏｸﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ

レーザー発信器の精密な設計は最高の計

ラケットはボアの上を２つか３つのマグ

水平・垂直方向でのレーザー光線の微調

す。

ム３組のセットがオプションであります。

を動かさずに一列に並んだいくつかの

60mmストロークです。
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拡張性 / アクセサリー

レーザー発信器 D22

垂直度、パラレリズムの測定用です。

例えば見切面の平面度。

レーザー発信可能です。レーザーは

90°偏向することができます。

Part No. 12-0022

レーザー発信器 D25

ある時に使用可能です。レーザーはタ

ービンの中心線へ垂直90°に偏向でき

ます。受光器は３点に置かれ、光線は

これらによって測定された軸の基準面

に合わせられます。

Part No. 12-0706 

Option 1: レーザーは360°水平に旋回
Option 2: レーザーは垂直90°方向に発信

保護カバー

プリンタ

付属のビームブラケットの

代わりに等位表の用途に

 Part No. 12-0707

Part No. 12-0187

例えば車の中で・・・

12–36 V ソケット経由ディス 
プレイユニット充電用

レーザー発信器の位置をモニ

Part No. 12-0509

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

延長アーム 500–1000 mm 
ｵﾌｾｯﾄﾊﾌﾞ付きD75用セット

Part No. 12-0282

ストラップ付保護ケース

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

マグネット付きアーム

マグネットブラケット 

充電器 12–36 V

基準受光器 

延長ケーブル

延長アーム

レーザー発信器D22は平面度、真直度、

半径40メートルの計測距離まで360°

この発信器はタービンの軸面が基準で

Part No. 12-0585

ディスプレイユニット用

フライホイール等に使用

レーザー発信器D75用。軸端、

ターするための受光器



システム

相対湿度 10–95%

E960-A: 重量 30.3 kg

E960-A: キャリーケース WxHxD: 1220x460x170 mm   

E960-B: 重量 31.5 kg

E960-B: キャリーケース WxHxD: 1220x460x170 mm

キャリーケースについて 落下テスト済み　防塵／防水仕様　キャスター付き

レーザー発信器 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 40 M

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

レーザー調整 D75:2方向 ±2°(±35 mm/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 

レーザー発信器用ブラケット（E960-A/E960-B共通）

対応直径 φ　250–1200 mm 

光線延長アクセサリー使用で最高4000mmまで可

マグネットベース 3個、把持力 800 N/各

受光器 E4

受光器タイプ 1 軸 PSD 20x20 mm 

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°

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（E960-Aに含まれる）

外装材 アルミニウム

サイズ WxHxD: 60x60x42 mm  

重量 186 g  

受光器用ブラケット・短ストロークタイプ(E960-Aに付属)   

対応直径 φ 150–1700 mm

ストローク 10 mm 

マグネットベース 2 個, 把持力 800 N/各

素材 アルミニウム

重量 4900 g (マグネット含む）

受光器用ブラケット・長ストロークタイプ(E960-Bに付属）
(E960-Bに含まれる)

対応直径 φ 200–1700 mm 
アクセサリー(光線延長/ロッド)使用で最高4500mmまで可

ストローク 60 mm  

マグネットベース 2 個, 把持力 800 N/各

素材 アルミニウム

重量 4900 g  (マグネット込み）

センタリング用ターゲット

直径 φ 100–1500 

ケーブル

タイプ プッシュ・プル式コネクタ付き

システム用ケーブル 2 m  

システム用延長ケーブル 5 m  

USB ケーブル 1.8 m  

技術仕様

ディスプレイユニット    

タイプ／サイズ VGA 5.7インチ　カラー

分解能 0.001 mm / 0.05 thou

電源供給 電源持続システム　Endurio™ 採用

内蔵バッテリー リチウムイオン充電式バッテリー

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, USB B, 外部機器, Easy-Laser® 測定ﾕﾆｯﾄ,ﾈｯﾄﾜｰｸ

無線通信 クラスI Bluetooth® 無線技術採用

メモリー容量 約100,000件の測定データ 

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（バッテリー含まず） 1030 g  [2.3 lbs]

無線通信ユニット

無線通信 クラスI Bluetooth® 無線技術採用

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  

保障とサービス

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関
する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/品質管理システムはISO9001
で認証されています。万一故障が発生した
場合も弊社サービス部門では通常５営業日以内に修理や
計器の校正を提供致します。これにより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障期間を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ている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。
独自のCNC機の導入により特殊ブラケットの作成に素早く
対応します。つまり当ページ指定の直径に限らず、特殊ブ
ラケットの作成により、各種の直径に対応することが可能
です。
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システムに含まれるもの 

1 レーザー発信器 D75  

1 受光器 E4

1 ディスプレイユニット 

1 Bluetooth® ユニット  

1 ケーブル 2 m 

1 延長ケーブル 5 m

1 D75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つ付き)

1 受光器ブラケット短ストローク用(マグネットベース2つ付き） 

1 受光器用プローブトップセット

2 ブラケット用センタリングターゲット

1 マニュアル

1 メジャーテープ 5 m

1 USB メモリースティック

1 USB ケーブル

1 充電器 (100–240 V AC)

1 ツールボックス

1 ディスプレイユニット用肩掛けストラップ

1 レンズクリーニング用クロス

1 CD 

1 キャリーケース(キャスター付き)

System Easy-Laser® E960-A, Part No. 12-0710 

システムに含まれるもの

1 レーザー発信器 D75  

1 受光器 E4

1 ディスプレイユニット 

1 Bluetooth® ユニット 

1 ケーブル 2 m 

1 延長ケーブル 5 m 

1 D75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つ付き）

1 受光器ブラケット長ストローク用（マグネットベース2つ付き）

Long stroke

, with 2 magnet bases

2 ブラケット用センタリングターゲット

1 マニュアル

1 メジャーテープ 5 m

1 USB メモリースティック

1 USB ケーブル 

1 充電器 (100–240 V AC)

1 ツールボックス

1 ディスプレイユニット用肩掛けストラップ

1 レンズクリーニング用クロス

1 CD 

1 キャリーケース(キャスター付き）

System Easy-Laser® E960-B, Part No. 12-0711 

システムの種類

EASY-LASER® E960-A
ガスタービンやそれより小さいサイズの蒸気
タービンの測定に適したシステムです。直径
150-1700mmまで測定可能です。受光器用ブラ
ケットにはスライド式チューブが付いている
のでブラケットを何度も移動させることなく
直線上にある複数の位置で測定を行うことが
できます。

EASY-LASER® E960-B
比較的大きなタービンの測定に適した
システムです。通常直径200-1700mmま
で測定可能ですが、ブラケットを使用
すると最高4500mmまで測定可能となり
ます。受光器用ブラケットには60mmス
トロークプローブが付いており隣接す
るボアの直径が様々に変わる時に便利
です。
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