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Roll Alignment
Parallelism measurement and alignment of rolls and other objects



ロールアライメント 簡単！

簡単、しかも高い信頼性
Easy-Laser® アライメントシステムを使

うと、ロール間やその他機械フレーム

等の測定及びアライメントを簡単に行

うことができます。ロール間のアライ

メントはライブモードで行うので、瞬

時に反応します。また測定中いつでも

測定対象物の追加、削除、再測定が可

能です。公差は、垂直または水平方向に

個別に設定できます。測定結果は、グラ

フィックと表の両方で表示され、現場

で即座にＰＤＦレポートの作成が可能

です。

システムは２種類
平行度測定システムＥ９７０と、ロール

アライメントシステムＥ９７５の２種類

があります。頻繁にアライメントを行う

機械の種類を考慮し選択してください。

もちろん受光器やその他ユニットを一方

のシステムからもう一方へ追加すれば、

上記２種類の測定が可能となります。ま

た両システムは、その他のアクセサリで

の機能拡張も可能です。例えば、シャフ

トアライメント用測定ユニットを追加す

ると、メンテナンス部門やメンテナンス

サービスを行う会社にとって、非常に費

用対効果の高い解決手段となります。

システム E970
従来の平行度測定用システムで、主に

ロールレール、上吊用レール、構台、金

属シートカ ッター、生産ライン等の測

定が可能です。E970は、特に複数の対象

物を測定しアライメントを行う場合や、

各々の間隔が広い時に適した測定システ

ムです。標準で含まれるパーツで、サク

ションボックスや基礎のレベルや平面度

も測定可能です。

システム E975
特に１本ないし２本のロールのみ、同時

に交換や調整が必要な時に適しているシ

ステムです。測定システムは、機械に素

早くセットできるので、限られた機械停

止時間をロール測定、交換及び調整に有

効に使うことができます。より高度な技

術を要する測定の場合、前もって測定

サービスを受ける予定を立て、特定の技

術者を呼ぶ必要がありますが、E975で

は、ご自身で測定が可能です。従って、

機械稼働時間の管理がより容易にでき、

生産性アップに繋がります。

ロール間の平行度測定は、機械の最高パフォーマンスを得るため一般的に最も重要な
アライメントです。その他の例を下記に紹介します。

システム E975 では、ディスプレイ
ユニット以外に、内蔵ＯＬＥＤディ
スプレイからもアライメントを行う
ことが可能です。測定用途によって
便利な機能の１つです。
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1.ロールの測定ポイント間や調整ポイン
　ト間の距離を入力し、名前をつけま　
　す。

1. 高精度デジタル水準器を使用し、水平
レベルを登録します。 

2. ロール両端の数値を登録します。第
２ポイント移行、角度数値はライブ
で表示(A)され、調整に便利です。

2. 次に水平方向の角度(偏揺れ）を受光
器で測定し、数値を登録、または、
ロールを正しい数値の位置まで調節し
ます(A)。

3. 測定したロール全ての結果が、グラ
フィック及び表で表示されます。
公差境界線(B)　角度数値(C)
(下に別の表示例があります）

3. 測定した全てのロールの結果はグラフィッ
クや表で表示されます。
(B)基準のロール　(C)ロールの位置を画像
で表示 (上に別の表示例があります）

システム E970 – 測定方法
当システムでは、従来の方法を利用しま

す。レーザー光線(基準)は機械のフレー

ムに沿って発信し、ペンタプリズムが

レーザー方向を９０°偏向し、対象物に

向けます。測定対象物の両端での測定値

が登録されます。最長８０ｍまでの機械

を測定できます。ベースラインまたは他

のあるゆる測定対象物を、基準として設

定可能です。

システム E975 – 測定方法
新しい革新的技術を駆使した受光器と、

高精度デジタル水準器の採用が特徴で

す。測定の原理は単純です。レーザー発

信器は、ロール上を走り受光器に当たる

よう設置します。 まず垂直方向、次に

水平方向の角度を測定します。次に受光

器を調整したいロール上、あるいは古い

ロールと交換する新しいロール上に移動

します。受光器に再度レーザー光線を向

け、ロールを正しい数値の位置まで調整

すれば完了です！レーザー発信器と受光

器との最大距離は、２０ｍです。もし機

械の何らかの部分が邪魔になり、第１ポ

イントからどれか次の対象物にレーザー

が届かない場合でも、基準を維持しなが

らレーザー発信器を移動できる機能があ

ります。つまり機械１台を通して完全に

一直線である必要がなく、ロールが異な

る高さに取り付けられていても、測定可

能となります。
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システムに含まれるパーツ

A.２つのエンターキー
左右どちらが利き手でも対応します

B.大  きく読みやすいカラーディスプレイ
C. 押しやすく反応の良いボタン
D.薄型で握りやすいグリップ

ME

E.バッテリー収納部
F.頑丈なラバーコーティング
G. 充電器接続口
H. ネットワーク接続
I. 拡張ポート
J. USB A
K.USB B
L.Easy-Laser® 測定機器接続口
M.ショルダーストラップ取付位置
備考：コネクターエリアには泥・防水 
カバーが付いています。
(写真は外した状態です）

ディスプレイユニット
いくつかの革新的な改良により、Ｅシ
リーズのディスプレイユニットは従来
のタイプに比べ、より効率よく長時間
使用できます。また人間工学を駆使し
た握りやすいゴム製グリップと頑丈設
計が特徴です。

充電切れなし！

ディスプレイユニットにはEndurioパワ
ーシステムを搭載し 
ているため、充電切
れによって測定を中
断されることはあり
ません。

言語の選択

表示したい言語は英語、ドイツ語、フラ
ンス語、スペイン語、ポルトガル語、
スウェーデン語、フィンランド語、ロシ
ア語、ポーランド語、オランダ語、イタ
リア語、日本語、韓国語、中国語の中か
ら 選択可能です。

ドキュメント化
USBメモリーに保存
保存したい測定結果は、簡単にＵＳＢに
保存できますので、測定システムは現場
に残し、測定を続行したまま、パソコン
でレポートを印刷することができます。

内蔵メモリに保存
もちろん全ての測定結果は、ディスプレ
イユニット内蔵メモリに保存することが
できるので、過去の測定結果を呼び出
し、調整を行った測定対象を再度計測す
ることができます。

プリンタに接続
別売りプリンタに接続すると、現場でレ
ポートの作成が可能です。例えば調整前
後の数値を比較したい場合や、測定レ
ポートを現場に残したい時に便利です。

ＰＣに接続
ディスプレイユニットをパソコンにUSB
ポート経由で接続すると、デスクトップ
上に大容量デバイスとして表示され、そ
こから複数のファイルの出し入れが可能
です。

直接ＰＤＦレポートの作成
測定が完了すると、ディスプレイユニッ
トでグラフィックや測定データを含むＰ
ＤＦレポートを直接作成することができ
ます。測定した対象物に関する全ての情
報がドキュメント化され、会社のロゴ
マークや住所等の追加も可能です。

人間工学を駆使した設計
ディスプレイユニットは、ゴム製コー
ティングがされているので滑りにくく
しっかりと握ることができます。ボタ
ンは押し応えよく、押しやすい間隔で
配置されています。更に、エンタ
ーキーは左右２つ用意されているので、
右利き・左利きどちらでも対応します。
画面には見やすいグラフィックが表示
され、測定手順をガイドします。

個人設定
ユーザープロファイルを作成し、個人設
定を保存することができます。また、測
定の種類によって異なる設定をお気に
入りに保存すると、メインメニューか
ら素早くアクセスできます。

バリュープログラム
非常に便利な測定プログラム”VALUES” 
は、全測定システムに搭載されています。
デジタルのダイアルゲージのように機能
するので、原則的には、あらゆるジオメ　
トリ測定が可能となります。これによ
り、多くのEasy-Laserユーザーは、当初
予定していた以上に多くの場面で、システ
ムを活用しています。

EASYLINK™ PC 用ソフトウェア
EasyLink™ データベースプログラムにより
測定結果を１か所に保存し整理したり、
データと図によるレポートを作成し、メン
テナンス部門に送信することができます。
エクセルレポートは、どのデータをどの位
置に配置するかなど、お好きなアレンジが
可能です。わかりやすいフォルダ構造に
なっており、ドラッグ＆ドロップでディス
プレイユニットからデータベースにファイ
ルの移動が可能です。メーカー別、部門
別、機械タイプ別等、必要に応じてフォル
ダを作成してください。データベースは、
共有サーバーに保存できるので、他の
ユーザーと測定結果を共有できます。ま
た、ディスプレイユニットに保存した測定
結果のバックアップを取る手段としても、
活用できます。
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受光器
システムE970に付属の2軸ワイヤレス設
置型受光器E7は、スライド式ブラケッ

トを取り付けた回転ヘッドと共に、ロー
ル上に固定します。ブラケットは、丈夫
なスプリング付きマグネットで固定され
ます。ロール径が比較的小さい(85mm未
満)場合、回転ヘッドに取り付けたマグ
ネットベースのみで固定します。

システムE975に付属のアングル受光器E2
は、特殊なロール中心ブラケットでロ
ール上に固定します。付属のブラケッ

トはロール径80-400mm、ロール長300mm
以上に使用できます。その他のロール
寸法の場合も、別売りブラケットの追
加で対応可能です。状況に応じて測定
ユニットは、自由にブラケットに取り
付けることができます。(右図参照）

水平レベルは、高精度デジタル水準器
E290で測定します。受光器及び水準器
には、両方とも有機ＬＥＤディスプレ
イ搭載ですので、単体のディスプレイ
ユニットと同様、ライブで調整を行う
ことが可能です。

レーザー発信器Ｄ２２は、いろいろな取
り付け方ができるので多種多様な平面
度、真直度、直角度や平行度の測定が可
能です。例えば、フランジの平面度が挙
げられます。半径４０ｍまでの測定距離
で３６０°照射可能、また９０°偏向で
きます。このレーザー発信器は、両方の
システムに標準装備されます。
Part No. 12-0022

偏向プリズム
偏向プリズム（ペンタプリズム）は
レーザー光線を垂直90°偏向します
Part No. 12-0046

レーザー発信器 E970/E975: レーザー発信器 D22

調整テーブル

受光器 E7

偏向プリズムは 360°
回転可能

スライド板

回転ヘッド

スライド式ブラケット
Part No: 12-0137

マグネット　2個

調整脚　4個

調整ねじ

レーザー発信口 (A)

水準器

回転ヘッド

E975: 受光器E2 とロール中心ブラケット 

E970: 受光器E7とスライド式ブラケット

E970: 偏向プリズム D46  

三脚に設置したD22
主にE970で使用

ユニット取付方法:
A: 上部取付
B: 正面取付(上部のスペースが狭い場合）

調整脚:
A: 径が大きい場合 
B: 径が小さい場合

受光器 E2

マグネットフット　4個

安全ストラップ取付位置

ロール中心ブラケット

高精度水準器 E290

マグネットベースに設置したD22

主にE975で使用

3つのマグネットを使用し
平らな平面に直接設置 
安全ストラップを使用

オプション A: レーザーは360°水平に旋回
オプション B: レーザーは垂直90°偏向

A. 回転可能な偏向プリズムは受光器が機械のどの位置にあってもレーザーを送ることが可能
B. スライド板を使うと受光器にレーザーを合わせるのが素早く簡単



THE TOTAL
ALIGNMENT 
SOLUTION

TM

保護カバー

ディスプレイユニット充電用

12–36Vソケット経由（例：車

内で使用）

Part No. 12-0585

D46・D22用三脚

高さ500–2730 mm

Part No. 12-0269

長さ5m 

Part No.12-0108

長さ10m 

Part No.12-0180

ディスプレイユニット保

護ケース、ショルダース

トラップ付き
Part No. 01-1379

プリンタ

小型感熱式プリンタUSB 

ポートで接続

Part No. 03-1004

ロールアライメントキット 大口径ロール用キット

偏向プリズムD46の前に受光

器を取付可能にするホル

ダー
Part No. 12-0709

充電器 12–36 V

ロール直径400-1300mm用ア

クセサリ

(写真の脚部分のみ)
Part No. 12-0885

三脚

ブラケット、受光器E2、高

精度デジタル水準器E290、

充電器、キャリーケースの

キット
Part No. 12-0856

延長ケーブル

測定ユニットホルダー

将来対応可能な選択
Easy-Laser® 測定システムは、標準で既に

極めて適応性の高いシステムです。将来、

測定必要条件が変わっても、別売りアクセ

サリを使うことで適応させることが可能で

すので、費用対効果が高いといえます。

シャフトアライメント測定ユニット
拡張例：

カップリングの両側に取り付けたレー

ザー・受光器ユニットで、シャフトとカッ

プリングをアライメントしてください。

シャフトアライメントソフトウェアはシス

テムに標準装備されています。

ケーブルまたは Bluetooth® と同様、S・M

ユニット、ロッドとチェーン付きVブラケ

ットを追加してください。

別売りアクセサリと拡張

シャフトアライメント用測定ユ
ニットには、いくつかのモデル
があります。ここに表示してい
るのは、2軸ポイントレーザー
ユニットです。



システム

相対湿度 10–95%
E970: 重量 18.9 kg (三脚を除くシステム全体)
E970: キャリーケース WxHxD: 620x490x220 mm 
E975: 重量 15.0 kg (システム全体)
E975: キャリーケース WxHxD: 550x450x210 mm  
キャリーケース 落下試験済み、防水・防塵

レーザー発信器 D22   (E970・E975共通)
レーザータイプ ダーオードレーザー

レーザー波長 635–670 nm、赤色可視光線

レーザー安全クラス Class 2
出力 < 1 mW
ビーム径 6 mm 発信口）

測定距離 半径40ｍ

バッテリータイプ 1 x 単2電池

作動時間 約24時間

作動温度 0–50 °C
レベル調整範囲 ± 30 mm/m 
水準器スケール 0.02 mm/m
直角度 0.01 mm/m 
走査の平面度 0.02 mm 
微調整 0.1 mm/m 
回転ヘッド部水準器スケール 5 mm/m
外装材 アルミニウム

外寸 WxHxD: 139x169x139 mm  
重量 2650 g  

受光器 E2   (E975に含む)
受光器タイプ 2軸 PSD 20x20 mm  
ディスプレイタイプ 有機LED
無線通信 Class I Bluetooth® wireless technology
分解能 0.01 mm/m  (0.001°)
測定誤差 ± 0.02 mm/m未満 
角度径 分解能0.1°
環境保護 IP Class 67
作動温度 -10–50 °C
内部電池 Li Po 
外装材 アルマイト

外寸 WxHxD: 116x60x57 mm
重量  530 g 

受光器 E7   (E970に含む)
受光器タイプ 2軸 PSD 20x20 mm  
分解能 0.001 mm  [0.05 mils]
測定誤差 ± 1% +1 digit
角度計 分解能0.1° 
温度センサー 精度± 1° C
環境保護 IP Class 66 and 67
作動温度 -10–50 °C
I内部電池 Li Po 
外装材 アルマイト

外寸 WxHxD: 60x60x42 mm 
重量 186 g  

高精度水準器 E290   (E970・E975に含む)
分解能 0.01 mm/m (0.001°)
範囲 ± 2 mm/m
測定誤差 ± 0.02 mm/m未満

ディスプレイタイプ 有機LED
無線通信 Class I Bluetooth® wireless technology
環境保護 IP Class 67
作動温度 -10–50 °C
内部電池 Li Po 
素材 硬化焼戻し鋼、ABS樹脂 
外寸 WxHxD: 149x40x35 mm  
重量 530 g 

E290用拡張キット  (E970に含む)
ロール径 55–800+ mm    
重量 430 g  

無線通信ユニット    (E970に含まれる受光器E7用)
無線通信 Class I Bluetooth® Wireless Technology
作動温度 -10–50 °C
環境保護 IP Class 66 and 67
外装材 ABS
外寸 53x32x24 mm  
重量 25 g  

技術資料
偏向プリズム D46   (E970に含む)
偏差 2 arc sec. [± 0.01 mm/m]
旋回範囲 360°
微調整 0.1 mm/m
スライド範囲 ± 50 mm 
水平方向範囲 ± 5 mm 
垂直方向範囲 ± 5 mm 
傾斜範囲 ± 2°
発信口 B 20 mm 
水準器スケール 0.3° [5 mm/m]
ネジ山 M6、5/8 UNC
外装材 アルミニウム、鋼

外寸 WxHxD: 240x155x77 mm 
重量 1800g 

ディスプレイユニット E51  (E970・E975共通)
ディスプレイタイプ VGA 5.7インチ　カラー

表示分解能 0.001 mm / 0.05 thou
消費電力管理 Endurio™ システム

固定内部電池 Li Ion
バッテリー収納部 単２電池４本

作動時間 約３０時間（正常運転時）

作動温度 -10–50 °C
接続 USB A、 USB B、 Easy-Laser® 機器

無線通信 Class I Bluetooth® Wireless Technology

データ記憶メモリ 100,000 件以上

ヘルプ機能 計算機、単位変換

環境保護 IP Class 65
外装材 PC/ABS + TPE
外寸 WxHxD: 250x175x63 
重量（バッテリーを除く） 1030 g  

ロールセンタリングブラケット   (E975に含む)
測定径 B 80–400 mm 

別売りカスタムブラケット使用で大口径に対応可能

ロール長さ 最小300mm

素材 アルマイト

外寸 WxHxD: 300x100x90 mm 
重量 1250 g     

E7用スライディングブラケット   (E970に含む)
測定径 B 80–500 mm   
素材 アルマイト、ステンレス鋼

外寸 WxHxD: 150x100x95 mm  
重量 1700 g 

三脚

取付ネジ 5/8 UNC
運送寸法 1110 mm 
高さ 最小500–最大2730 mm 
重量 7.9 kg 

ケーブル

タイプ プッシュ・プル式

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

ロッド

長さ (延長可) 60/120/240 mm 
素材 ステンレス鋼

EasyLink™ データベースソフトウェア

システム条件 Windows® XP, Vista, 7, 8, 10. エクスポート機能使用
にはPCにExcel 2003以降のインストールが必要で
す

カスタム設計
汎用性のある標準システムに加え、必要に応じて特別に

測定システムを適応させることも可能です。ＣＮＣマシ

ンを使い、あなただけのブラケットを素早く制作しま

す。つまり、ご依頼に応じて、このページで紹介した以

外の直径用ブラケットを作成できます。
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CAUTION
LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT 

A complete system contains  
1 Display unit E-series E51
1 Laser transmitter D22 incl. tilt table
1 Detector E7
1 Bluetooth® unit for E7
1 Digital Precision Level E290
1 Extension kit for E290
1 Cable 2 m  
1 Cable 5 m, extension
1 Angular prism
1 Parallelity kit
2 Tripods
1 Set of Rods 4x240 mm
1 Set of Rods 4x60 mm
1 Safety strap for laser transmitter
1 Manual
1 Measuring tape 5 m
1 USB memory stick with documentation
1 USB cable
1 Battery charger (100–240 V AC)
1 DC charging cable  
1 DC to USB adapter  
1 Hexagon wrench set
1 Shoulder strap for Display unit 
1 Cleaning cloth for optics
1 Carrying case

System Easy-Laser® E970, Part No. 12-0853 

A complete system contains  
1 Display unit E-series E51
1 Laser transmitter D22 incl. tilt table  
1 Detector E2
1 Roll bracket 
1 Digital Precision Level E290
1 Magnet base
1 Adapter plate for tilt table to magnet base
2 Rods 240 mm
2 Rods 120 mm
2 Rods 60 mm
1 Safety strap for laser transmitter
1 Manual  
1 Measuring tape 5 m
1 USB memory stick with documentation
1 USB cable
1 Battery charger (100–240 V AC)
1 DC charging cable  
1 DC to USB adapter  
1 Hexagon wrench set
1 Shoulder strap for Display unit 
1 Cleaning cloth for optics
1 Carrying case

System Easy-Laser® E975, Part No. 12-0854 

EASY-LASER® E970 パラレリズム 
多くのアプリケーションで、ロールと他

の対象との平行度を測定するシステムで

す。

E970は、多くの対象物を測定・調整する

時や、長距離の場合に特に適していま

す。選択した対象物、またはベースライ

ンを基準として使用可能です。

直径40mm以上のロール用で、標準システ

ムでの最大測定距離は80ｍです。 Easy-

Laser® E970 は多用途なシステムで、ワ

イヤーセクション（サクションボック

ス）のレベル・真直度・平面度測定や、

基礎の平面度測定、ロールの真直度測定

にも使用可能です。別売りアクサセリを

使用すれば、シャフトアライメントも行

えます。

このように Easy-Laser® は、メンテナ

ンス部門にとって、たいへん費用対効果

の高い解決策であるといえます。

EASY-LASER® E975 ロールアライ

メント  
E975システムは、主にロールアライメン

ト用に設計されています。１本もしくは

２本のロールだけを同時に交換または調

整する時に適しています。

直径80-400mmのロール用で、最小長は

300 mmです。（ご依頼いただけば他の寸

法用アクセサリブラケットも対応可能）

発信器と受光器との測定距離は、各方向

20ｍまでです。

より幾何的な測定のため、他の受光器や

ブラケットでシステムを拡張できます。

ご注意: システムに含まれる受光器E2

は、位置ではなく角度を読み取ります。

つまり、E975システムの測定プログラム

パ ッケージをフルに活用したい場

合、E7のような位置受光器も必要です。

保証とサービス
 Easy-Laser® システムは、測定とアライ

メントの問題解決の経験を通して、数十

年に渡り進化してきました。システムは

３年保証を備えています。*

製造・品質システムはISO9001 認証済。

なにか問題が起こった場合、サービス部

門が通常５営業日以内に修理や校正を処

ISO
9001

CERTIFIED

3
YEAR

WARRANTY
GLOBAL

SUPPORT

Easy-Laser® is manufactured by Easy-Laser AB, Alfagatan 6, SE-431 49 Mölndal, Sweden 
Tel +46 31 708 63 00, Fax +46 31 708 63 50, e-mail: info@easylaser.com, www.easylaser.com
© 2017 Easy-Laser AB. We reserve the right to make changes without prior notification.   
Easy-Laser® is a registered trademark of Easy-Laser AB. 
This product complies with: EN608251, 21 CFR 1040.10 and 1040.11. 
Contains FCC ID: PVH0925, IC: 5325A-0925.
Publication ID050759 Rev4

理します。この組み合わせにより

Easy-Laser® はビジネスの信頼できるパ 

ートナーとなります。

tgn-ishida
スタンプ

tgn-ishida
スタンプ


