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フランジ測定
風力発電設備用アライメントシステム

高精度 即開始可能機能の拡張性 品質保証
 ３年付き



3 YEAR WARRANTY

特徴

• 誰でも簡単に使いこなせます   
• 安全の３年品質保証付き

• スピーディーなサービスとサポート

• 人間工学を駆使した設計

• 修理・計器の校正等の維持費や
追加アクセサリーに掛かるコスト      
はごくわずか  

• Endurio™ 電源補助システムによ 
り電池切れによる測定の中断が       
ありません       

   
• True 3D: 測定結果は３D画像で     
表示され容易に分析することが可能      

高精度で安全な選択肢
 
長期に渡る実績
Easy-Laser® 測定システムは２５年以上に   
渡り研究開発され、測定における様々な     
問題を解決してきました。この期間に、   
いろんな問題を知り尽くしてきましたが         
今尚、更なる体験や問題解決の方法を新       
しい目線で模索し続けています。発想か     
ら製品の完成まで完全に自社コントロー

ルし、ユーザーの皆様に近い観点で研究        
開発することによって本製品は大変使い  
やすい測定システムとなっています。       

   

ユーザーは世界中に
Easy-Laser®

   
        

         
   で販売されています。ユーザーはそれ以  

上の国々に広がっていると考えられます。    
        

に使用されています。例を挙げますと      
      

はプロフェッショナルな装置や困った時

       

に最高のサポートを受けられることが最

        

も重要だと考え、あなたもまた同様にお

       

考えのことでしょう。サービス/修理窓

         

口は各国にありますので素早く最高のサ

       

ポートを受けることができ安心です。

        
 

無駄を省いて経済的
Easy-Laser® 測定システムは標準のままで   
十分融通の利く設計ですが、便利なアク   
セサリーを使うとユーザー独自の使用目       
的に合わせてシステムを多様化できます        
ので、将来測定の目的が変わっても対応       
させて使い続けることができ、経済的で 
す。また、素早く信頼のおける測定を行   
うことにより精算効率もアップします。       

 Easy-Laser® で簡単に素早く生産不良を    
修正し、多額のコストを削減すれば、わ     
ずか数カ月で元を取れます。    

        
    

使い勝手の良い設計
ユーザーの皆様にとってたった今向き合          
っている仕事に専念するとき使用する道        
具の使い勝っての良さは非常に重要です。      
ディスプレイユニットのボタンは大きめ   
で間隔が広くとってあり押しやすく、押   
した後の手応えもはっきりしています。      

 決定ボタンは２つありますので、左利き   
のユーザーの方も不自由なくご使用頂け       
ます。ディスプレイは鮮明なグラフィッ
クによる表示で、測定の手順を順番にご
案内します。

  

現場で測定結果を分析
Easy-Laser® フランジシステムを使えば     
日常の作業をもっと効率的にこなすこと     
ができます。測定を終えると同時にその        
場でディスプレイに3D画像で結果を表示     
することが可能です。また別の計算方法

で結果を再計算し評価すること    もできま 
     

ット」「全てポジティブ」などがありま        
す。こちらも現場で行えますので従来の        
ようにわざわざパソコンのところへ移動       
し、別途分析プログラムに掛ける必要が
ありません。これにより生産をさらに効
率的にします。

長寿命/高い信頼性
 

す。例えば、「三点基準」「ベストフィ

当測定システムは長時間の使用、長寿命

を目的として開発されています。頑丈で

しかもコンパクトで可能な限り数を限定

したパーツで構成した設計となっていま

す。当測定システムは乱雑な扱い方に耐

え、非常に厳しい測定現場においても正

確に作業を進めることができるため、あ

らゆる状況に使用できる健全な選択肢と

言えるでしょう。

測定システムは７０カ国以上

Vestas, Suzlon, Gamesa, DeWind 社等

Easy-Laser®は風力発電所において日常的

会社は数多くあります。というのも彼ら

当レーザー測定システムを使用している
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シンプルかつ効果的

簡単操作 = 短時間で効果的

「測定と調整は簡単であるべき」を第一理念に当システム        

は制作されています。例えば測定ユニットの設置や測定の       

手順、測定結果の解釈など様々な点でシンプルさを追求し
          

ました。「シンプルな操作＝素早く簡単」となります。
        

        

また時短に効果的な機能がいくつも搭載されているため、
         

１日に複数のフランジの測定も可能です。

          
        
      

レーザー発信器Easy-Laser® D23 はフラン
ジに直接設置します。モーター駆動の回
転式ヘッドが測定対象物の全表面にまん
べんなく継続的にレーザー面を造り出し
ます。

受光器 Easy-Laser® E5 は測定ポイントに
設置します。レーザー光線が一定の速度で
回転し続ける間、各測定ポイントに受光器
を移動させ、測定値を登録していきます。
レーザー発信器を移動させる手間と時間は
不要です。

全ての測定ポイントで数値の登録を完了す
れば即座にディスプレイユニットで測定結
果を分析することができます。現場ですぐ
に結果の分析に入れるため、以前のように
作業を中断して別室のPCへ移動し、専用の
分析プログラムで分析する必要はなく、機
械の稼働効率の向上に繋がります。

Easy-Laser®フランジ測定システムは非常に簡単に操作でき、



フランジの平面度測定 

あらゆるフランジに対応
Easy-Laser® フランジ測定システムは      
直径の大きさに関係なく、あらゆるサ   
イズのフランジの測定が可能です。測        
定ポイントは、例えば内、中、外等の       
１～５サークルまで測定可能で、これ         
によりフランジのテーパーを確認しま     
す。各サークルは３～１８０箇所まで      
測定ポイントを設定可能です。プログ  
ラムが画像を用いて測定手順を最後ま    
で順番に誘導してくれるので、作業を
スムーズに進めることができます。

  

現場で即座に診断
   

定終了後、測定値の分析を非常に簡単に   
行うことが可能です。また、PCや専用の     
分析プログラムがなくても現場で即座に         
分析が可能なため、余った時間で更に多          
くのフランジ測定を続行することができ      
ます。また測定結果は「３点測定」「ベ         
ストフィット」「全ポジティブ」等の別      
の計算設定で評価することも可能です。 
結果は3D画像で表示されます。      

    
   

ベストフィットによる分析 最小値・最大値と図表

３つの基準点 テーパー値図表

測定ポイント数と直径を表示しています。
測定ポイントを設けるサークルは最大５
サークルまで可能です。

測定方向と開始ポイントの角度の選択が
可能です。

測定を行うポイントが画像に表示されます。
更にディスプレイ画面では、レーザー光線
が受光器に照射しているかどうか確認する
ことができます。

レーザー発信器はマグネットで
直接フランジに設置し、マグネ
ットベースを取り付けた受光器
を測定したい各ポイントへ移動 
させて測定数値を登録します。

Easy-Laser®フランジ測定システムでは測



フランジタワーの平行度測定  

フランジタワーの平行度測定
Easy-Laser® なら複数のフランジの平行度     
の測定も可能です。複数の方法がありま    
すがページ右手ではシステムE910を使用        
した測定例を紹介します。標準システム     

       
ります。     

プログラムが手順を順番にご案内します。

レーザー発信器D22を１つ目の
フランジの傍に設置した三脚 
に設置し、２つ目のフランジ
の傍にもう１台の三脚を設置
しプリズムD46を取り付けます。
続いて両方のフランジの測定
ポイントに受光器を設置します。

平行に設置されていないフランジ
結果画面では２つのフランジにおけるいか
なる平行度ずれも明白に表示されます。

以外に三脚が２台とプリズムが必要とな



多彩なオプション 

ハブフランジの平面度   
ハブのフランジはタワーフランジと同じ        
方法で点検できます。        

       
に含まれるもの以外に追加の機材は必要  
Easy-Laser® E910/E915

  
フランジシステム

 

基礎の平面度  
正常な状況で機械が動く基本的要求事項       
とは、機械が乗っている基礎が平面であ        
ることです。    Easy-Laser®   
も行えます。       

      
るもの以外に追加の機材は必要ありませ 
Easy-Laser® E910/E915

  
システムに含まれ

 

ブレードフランジの平面度   
ブレードフランジの点検用に特別な治具をご    
用意しています。フランジの構成に応じ、     
例えば非磁性であれば、様々なデザイ      
ンの治具があります。      

     

でこのチェック

ありません。

ん。



測定結果のドキュメント化
 ニーズに合わせてレポートを作成

ディスプレイユニットで直接作成
グラフや測定データを含むPDFレポートを        
ディスプレイユニットで直接作成すること     
ができます。その測定に関するあらゆる情     
報をレポートに掲載でき、更に会社のロゴ       
や住所等を追加することも可能です。     

      
       

EASYLINK™ 
システムには    

syLink™ ソフト  
対応データベース

 
Windows®

 
全測定データを一箇所に保存、更に高度な        
計算を継続、画像を追加、レポートを       

  にエクスポート等の様々な機能が揃  
っております。   
Excel®

  

USBに保存  
測定結果はUSBに保存できますので、現      
場に測定システムを残し、測定を続行        
しながら、USBに保存した測定データ        
をPCに取り込み、レポートを印刷する      
ことが可能です。  

内蔵メモリーに保存    
測定結果はディスプレイユニット内蔵の       
メモリーにも保存できます。そうすると      
過去の測定結果を呼び出し、新たに測定       
ポイントを設定し再測定することもでき       
ますし、新たに測定を開始する場合でも       
直径や測定ポイント数を再度入力する手      
間が省けます。     

ディスプレイユニットをPCに接続   
ディスプレイユニットはUSBポートを介      
してPCに接続可能です。接続するとデス          
クトップ上に“大容量記憶デバイス”と       
表示され、自由にファイルの出し入れが
可能となります。

      

バーコードリーダー
バーコードリーダーによって測定前に        
測定対象物のデータを自動的に入力し   
ます。これにより時間の節約になり、      
エラーを最小限にできます。   

3D 画像

測定統計量

会社ロゴ

測定に関する情報

2D グラフ 

テーパー 2D グラフ

測定値のリスト

極座標図

測定値のリスト

3D 画像

Ea が標準装備されています。
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ディスプレイユニット
Eシリーズ専用新ディスプレイユニット        
は、改良により、以前に比べてより作業        
が効率よく進められ、長時間の使用も可     

     
ザインはラバー製カバー付きで握りやす     
く、頑丈な構造になっています。

電池切れの解消  
 Easy-Laser®  E900  シリーズには   

電源サポートシステムが装備されている  
Endurio™

   
ので電池切れで測定を中断することはあ       
りません。内蔵バ      
ッテリーの残量が  
低下してきたら電    
池ケースに電池を    

   
行することができ     
ます。     

    

個人設定  
ユーザープロファイルを作成し個人の設定     
を保存することができます。また、測定     
のタイプによって異なる設定を保存する      
ことができます。   

言語の選択 
 英語、ドイツ語、仏語、スペイン語、ス   

ウェーデン語、フィンランド語、ロシア     
語、オランダ語、韓国語、中国語の中か      
ら選択します。   

人間工学を駆使したデザイン

ディスプレイユニットは薄いラバー製の        
カバーで覆われており握りやすく、安定    
しています。押しボタンは大きめで十分      
な間隔を取って配置され、明確な押し応      
えがあります。また確定ボタンは左右に      
２つあるので左利きのユーザーにも便利       
です。ディスプレイ画面では鮮明な映像       
が映し出され、測定の手順をご案内いた
します。

     

システムの内容

A. エンターボタンは左右に２つ  
 ユーザーの利き手がどちらでも対応可
B. 見やすい大きめカラーディスプレイ
C.  反応の良い押しボタン

N. 測定中使用していない接続端子用  
 保護カバー
O. ラバー製カバー

D. 掴みやすい厚さ
E.  内蔵バッテリーケースでディスプレイ 
 ユニットに角度正しく表示  
F.  バッテリーケース
G. 肩掛け用ストラップ取り付け位置

H.  充電器接続
I.  ネットワーク接続
J.  拡張ポート
K.  USB A
L. USB B
M. Easy-Laser® 測定ユニット

バリュープログラム

計算機

VALUES PROGRAM
全タイプの測定システムに備わっている      
特に便利な機能がバリュープログラムで      
す。例えば真直度と直角度など、あらゆ        
る３次元測定が可能です。よって、多く      
のユーザーが期待していた以上にいろい  

Easy-Laser®
  

ろな場面で      を活用しています。

 
  

    
    

便利な機能  
ディスプレイユニットは、計算機能と使      
用する長さの単位を変換する機能を併せ
持っています。

         

システムのアップグレード

ディスプレイユニット内蔵のプログラム     
を増やしたいときは、インターネットか 
らダウンロードするか、新しいソフトウ

ェアの入ったUSBからインストールが可能
です。

能となりました。人間工学を駆使したデ

補充して測定を続
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受光器 E5 と E7
受光器  E5  は     E915システムに含まれてい 
ます。デュアル受光技術の採用により 
固定式及び回転式レーザーを受光可能で    
す。受光器   E7     
ています。どちらの受光器もディスプレ 

は E910システムに含まれ

     
ユニットへはケーブルまたはワイヤレス        
で接続します。マグネットベースには回     
転式ヘッドがついているので、レーザー
発信器に合わせて受光器の調節が可能で
す。

 

無線通信
ワイヤレス通信ユニットは受光器にある

コネクタのいずれかに差し込むだけです。 
ディスプレイユニットに無線で接続する

とより自由に作業することが可能です。

レーザー発信器 D22
発信器  D22      
及び平行度の測定に使用します。レー 

は平面度、真直度、直角度、

 
ザー光線は360度水平に旋回し、半径40       
ｍまで測定可能です。(右図1参照)       
また、発信方向を垂直方向90度に切り       
替えることも可能です。(右図2参照)        
この発信器はシステム  
す。      

E910に含まれま

レーザー発信器 D23 スピン
レーザー発信機 D23 にはモーター駆動式   

 回転ヘッドがついていて、３６０°の      
レーザー面を造り出します。測定可能       
領域は半径２０ｍです。  
当発信器はシステム     E915に含まれてい

強力な取り付け用マグネット
 D22  、  D23 両方のレーザー発信器には 

強力な取り付けマグネットがそれぞれ    
３つ付いていて、フランジにしっかり    
と垂直に取り付けられます。

安全ストラップ
誰かがレーザー発信器に当たってしまっ   
た等、予期せぬ事故が起こった時役に立     
つのがこの安全ストラップです。ボルト  
用の穴などに簡単に取り付けることがで    
きます。

A.  保護された接続端子部
B.  回転式ヘッド
C.  マグネットベース
D. PSD (2 軸)

A.  プリズム付き回転式ヘッド
B.  傾斜台

A.  回転式ヘッド (モーター駆動)
B.  傾斜台

A.  強力マグネット
B. 安全ストラップ

1: レーザー光線は360度水平に旋回します
2: レーザー光線は垂直90度方向に発信します

レーザー光線は360°有効です。レーザーが
表面上を走るので、レーザー光線を受光器
の位置に合わせて毎回調整する手間が省け
便利です。

ます。
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偏光プリズム
偏光プリズム  D46     
を測定する際に使用します。

は、フランジの平行度

 
レーザー光線の方向を90度切り替えます。   

三脚
偏光プリズムD46やレーザー発信器       
D22/D23を固定します。

ブレード測定用治具
ブレードのフランジ平面度測定の際に便利な    
取り付け治具を各種容易しております。 
選択する際は、フランジの磁力の有無が大   
きく関わってきますので、詳しくはご相談
ください。

      

拡張機能

A. 偏光プリズム　360度回転可能
B. スライド式治具

調整範囲500-2730mm

A. 回転することで受光器がフランジの 
どの位置に設置されていても照射可能

B. 治具をスライドさせ、簡単に素早く
レーザーの位置を調節できます



システム

湿度範囲 10–95%

総重量 12.1 kg 

キャリーケース WxHxD:  550x450x210 mm  

落下テスト済み、防水・防塵仕様

レーザー発信器 D22 (システム E910)

レーザータイプ ダイオードレーザー

レーザー波長 635–670 nm, 可視赤色光線

レーザークラス クラス 2

レーザー出力 < 1 mW

レーザー直径 6 mm 

測定範囲 半径40m

バッテリータイプ アルカリ単２乾電池×１

接続時間 約24時間

温度範囲 0–50 °C

レベル調整範囲 ± 30 mm/m [± 1.7°]

本体水準器 0.02 mm/m

直角度 0.01 mm/m 

走査の平面度 0.02 mm 

回転微調整 0.1 mm/m 

回転ヘッド部水準器 5 mm/m

外装材 アルミニウム

外寸 WxHxD: 139x169x139 mm  

重量 2650 g  

レーザー発信器 D23 (システム E915)

レーザータイプ ダイオードレーザー

レーザー波長 635–670 nm, 可視赤色光線

レーザークラス クラス 2

レーザー出力 < 1 mW

レーザー直径 6 mm 

測定距離 半径20m

バッテリータイプ アルカリ単２乾電池×２

接続時間 約15時間

温度範囲 0–50 °C

レベル調整範囲 ± 30 mm/m [± 1.7°]

本体水準器 0.02 mm/m

走査の平面度 0.02 mm 

外装材 アルミニウム

外寸 WxHxD: 139x169x139 mm 

重量 2650 g  

受光器 E7 (システム E910)、受光器 E5 (システム E915)         * E5のみ

受光器のタイプ 2 軸 PSD 20x20 mm 

*Dual Detection Technology™ 回転式及び固定式とも受光可能

分解能 0.001 mm  

測定エラー ± 1% +1 digit

電子角度計 0.1° 

電子温度計 ± 1℃

環境保護 IP Class 66 and 67

温度範囲 -10–50 ℃

内蔵バッテリー Li Po 

外装材 陽極性アルミニウム

外寸 WxHxD: 60x60x42 mm 

重量 186 g  

ディスプレイユニット

測定プログラム Flange flatness / Flange parallelism / Values

ディスプレイタイプ VGA 5.7” カラー

分解能 0.001 mm 

電力管理 Endurio™ system for unbroken power supply

内蔵バッテリー リチウムイオン電池

バッテリー収納部 アルカリ単２乾電池×４

接続時間 約30時間

温度範囲 -10–50 °C

接続端子 USB A, USB B, 外部端子, Easy-Laser® , ネットワーク

無線通信 Class I Bluetooth® Wireless Technology

内部メモリー 測定ポイント数100,000件

ヘルプ機能 計算機、ユニット変換器、取扱説明ムービー

環境保護 IP Class 65

外装材 PC/ABS + TPE

外寸 WxHxD: 250x175x63

重量 1030 g 

システムに含む

1 レーザー発信器 D22 (E910システムのみ)

1 レーザー発信器 D23 (E915システムのみ) 

1 受光器 E7 (E910システムのみ)

1 受光器 E5  (E915システムのみ)

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 ケーブルサポート

1 安全ストラップ（発信器用）

2 ターゲット（ラフアライメント用）

1 旋回式マグネットベース

1 延長ロッド(6x60 mm, 6x120 mm)

1 マニュアル

1 クイックマニュアル

1 メジャーテープ 5 m

1 USB メモリースティック (EasyLink™ )

1 USB ケーブル

1 バッテリーチャージャー (100–240 V AC)

2 アルカリ単２乾電池

1 ツールボックス

1 クリーニングクロス

1 CD

1 キャリーケース

System Easy-Laser® E910 Flange, Part No. 12-0525

System Easy-Laser® E915 Flange, Part No. 12-0526

技術仕様

無線通信ユニット

無線通信 Class I Bluetooth® Wireless Technology

温度範囲 -10–50 ℃

環境保護 IP Class 66 and 67

外装材 ABS

外寸 53x32x24 mm  

重量 25 g  

ケーブル

タイプ プッシュ/プルシキ

標準ケーブル 2 m

延長ケーブル 5 m  

USB ケーブル 1.8 m

旋回式マグネットベース (受光器用)

磁力 800 N

受光器用ロッド

長さ 60 mm / 120 mm (延長) 

EasyLink™ データベースソフト

必要システム Windows® XP, Vista, 7 エクスポート機能使用には

Excel2003またはそれ以降のインストールが必要です



www.easy-laser.com

3 YEAR WARRANTY

長期品質保証
当測定システムは２５年以上前から     
世界中の様々な産業における測定と       

機械調整の問題点の  
解決のため、研究、   
開発されました。当   
システムの品質保証     
期間は２年です。※    

生産及び品質管理システムは       
の認可を受けております。     

   

ISO9001

 

迅速なサービスのご提供
計器の校正や修理サービスは通常５営      
業日以内に対応いたします。迅速なサ     

ービスのご提供によ    
りEasy-Laser®   
もあなたのそばにあ    
る心強いパートナー   

となり、機械の運転をサポートするで      
しょう。また、事故等により緊急を要        
する場合は４８時間以内の特急サービ      

 スもございますのでご相談ください。   

Easy-Laser® is manufactured by Damalini AB, Alfagatan 6, SE-431 22 Mölndal,Sweden 

Tel +46 (0)31 708 63 00, Fax +46 (0)31 708 63 50 
e-mail: info@damalini.se, www.damalini.com
© 2012 Damalini AB. We reserve the right to make changes without prior notification.   
Easy-Laser® is a registered trademark of Damalini AB. 
Other trademarks belong to the relevant copyright holder.

専門知識
弊社では発想から製品の完成まで、社内      、  
での一貫管理に努めております。開発       
部門は機械技術、電子、光学、プログ      
ラミングの専門家により構成され、シ     
ステムが設計されます。  

無駄のないシステムの校正
弊社開発部門では、いかにユーザーが   
シンプルな方法で測定作業が行えるか、      

 そのためのより革新的で賢明な解決策    
 を日々研究し続けています。レーザー  

発信器、受光器、そしてソフトウェア、       
このムダのない組み合わせこそが      
Easy-Laser® 

カスタム仕様
すでに多彩な機能満載のシステムです      
が、お客様のニーズに合わせてオリジ    
ナルの取り付け部品等を素早く作成す     

の輝かしい特徴なのです。

  
ることも可能です。       

       
    

※ インターネット上でシステムを登録すると、保証期間を２年から３年に延長できます。

はいつ

日本総代理店：

山口産業株式会社
〒540-0004　大阪市中央区玉造1-20-10
Tel:06(6768)0800
Fax:06(6768)0750
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