
表面粗さ・輪郭形状測定機 データ処理ソフトウェア

印刷データシート例

ACCTee
ALL in the Document!

ACCTee は、統合ソフトウェア TiMS システムの次世代システムとして、新コンセプトの測定スタイルを提唱すべく新開発しました。
ドキュメントベースで測定や解析を可能とした事で、全ての操作がドキュメント（測定結果シート）上で操作でき、また、全ての
データや情報が関連付けて保存格納できるなど、抜群の操作性で快適に測定・解析の作業ができます。
これが、All in the Document の次世代型の統合ソフトウェア ACCTee です。
ユーザの声に磨かれ続ける ACCTee。その先進の操作性をショールームでお確かめください。

• 新コンセプトで新測定スタイルを確立
• ドキュメント上で全ての測定や解析が可能

総合測定・解析ソフトウェア

ACCTeeは、誰でも簡単操作が可能なWindowsスタイルのユーザ
インターフェースです。
測定から解析・結果印刷までの一連の操作が直感的で親しみ易
いアイコンを持つ事で高い操作性を実現しています。

抜群の操作性

測定データプール

測定条件

粗さ解析結果粗さ曲線結果

輪郭解析結果
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万が一への準備として自己診断機能が常時稼動しています。エラー処理サポートとして画面上の測定機画像に故障やエラーなどの障害箇所を示す
メッセージが表示されます。簡単に次の行動に移ることができ、問題を早期解決することが可能です。

自己診断機能（標準機能）

◎ステータスの表示
◎発生箇所の表示
◎ガイダンスの表示

トラブル例
◎駆動部サーボエラー
◎検出器当たりすぎ
◎駆動部リミットエラー

ユーザにエラーステータス、
発生箇所と処置方法を通知

最初の測定で
ドキュメント自動生成

再測定結果
（同じ解析内容で表示）

再測定 再解析

再解析結果
（条件変更した内容で表示）

条件変更
（横倍率変更）

アイコン表示

ACCTeeは、ドキュメント上にレイアウト、
測定条件、解析条件、測定データ、パー
トプログラムなどの全ての情報が含まれ
ていますので、データの編集や解析内容
の追加、再解析、再測定を自由自在に行
うことが可能です。ウィンドウ間の切り換
えが不要になり、従来比で40％以上の操
作効率アップを実現しています。また、
再解析だけではなく、同じ測定と解析を
繰返し行う場合には、データプールの
測定データを選択し、再測定ボタンをク
リックするだけで前回同様の測定結果が
得られます。

再解析・再測定が簡単操作で効率アップ

測定から検査成績書の出力までの一連
の操作を自動化することにより、高効率
な測定作業が可能です。測定結果での
条件分岐や計算エラー時には、ジャンプ、
一時停止、中断、継続の動作を選択可能
です。システムコールコマンド機能は、
CNC実行前などにワークをセットする姿
勢、検出器や触針測定子の形状を写真な
どの画像ファイルで表示し、確認を促すこ
とで単純ミスなどを未然に防ぎます。

CNC 機能

コマンド編集画面

総合測定・解析ソフトウェア

表面粗さ・輪郭形状測定機 データ処理ソフトウェア
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ACCTeeは、個別のパラメータに関し、16％ルールや設計値に対する合否判定
が可能です。更に、ドキュメント全体での総合合否判定のグラフィックイメージ
であるOKやNGを表示をすることが可能です。
また、マスタページの作成登録が可能なので、ロゴマークや背景を統一した検
査シートの出力が可能です。

ドキュメント総合判定表示

データにカギが
掛けられます

OR

ACCTeeで測定したデータは、データに鍵をかけて保護する事ができ
ますので、不用意なデータクリアやデータ差替えが出来なくなり、不
慮のデータ紛失を未然に防ぐことが可能です。

ソフトウェアでデータ保護
良く使用するコマンドを“お気に入り”として集めておくことが可能で
す。使用し易いように、並べ直すことも可能です。

お気に入り

ACCTeeは、世界どこでも使えるよう、日、英、独、仏、伊、スペイン、中
国、韓国語等各国の言語に対応しており、どの国でも使用することが
可能です。

ワールドワイド対応
ACCTeeには、搭載している機能についての説明、操作方法を、知り
たい時に確認することができる“ヘルプ”機能を備えています。
条件設定画面などに“ヘルプ”ボタンを配置し、このボタンをクリック
することで必要な情報を表示します。

ヘルプ機能
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サーフコムDX3・SD3シリーズの粗さシステムに標準付属するソフトウェアです。ACCTeeは、新コンセプトで粗さ測定スタイルを一新、ドキュメン
トベースで測定や解析を行え、抜群の操作性で快適に作業ができます。また、各種設定ウィザードによりガイダンスに沿って設定を進めていくこと
ができますので、誰にでも簡単に効率よく測定作業を行うことが可能です。

測定データの解析は自由自在
…一度取り込んだデータは、測定条件（傾斜補正、カットオフフィル
タなど）を変更した条件で一度プレビュー表示されますので最適
な条件を選択して何度でも再解析が可能です。

初心者でも測定できる機能を満載
ガイダンスに従って行うウィザードモードを搭載しているので誰
でも容易に操作ができます。また、測定によく使用するコマンド
アイコンを集めておけるお気に入りボックスで操作性を更に向上
させます。

粗さ測定後の解析結果表示例

表面粗さ測定・解析システム

顧客ニーズに応える機能を搭載
…プリント基板の膜厚評価の為の段差・面積測定機能あるいは摩
耗評価等データ相互を比較する重ね合わせ機能等を標準装備し
ております。

全自動測定で測定効率アップ
コラムの上下、駆動部などの動作を含む測定手順（測定から印刷
まで）は自動的に登録されますので、再測定アイコンボタンをク
リックするだけで簡単操作が行えます。

データ処理ソフトウェア 表面粗さ測定・解析システム

表面粗さ・輪郭形状測定機 データ処理ソフトウェア
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ACCTeeのピーク＆バレー検出機能は、触針でワークの円筒形状面や凹凸、球形状
面をトレースするだけで、ワークの最大点（最小点）を検出し、自動的に触針を最大
点（最小点）に移動する優れた機能です。また、手動の場合は、その位置をアラー
ムで通知します。

粗さピーク＆バレー検出機能
粗さ測定子がトレースした軌跡をビジュアル表示します。
測定範囲を画面上で設定することが可能です。

粗さ形状トレース機能

凹凸の形状で、段差を持つ測定データから平均高さ、最
大高さ、最小高さ、面積を算出することが可能です。

段差パラメータ

二つの粗さ形状データを重ね合せで表示し、データ間
の差を摩耗量として算出することが可能です。

粗さ形状データの摩耗量解析

豊富な測定・解析機能初心者も安心 多彩なガイダンス機能 

ACCTeeの解析条件変更では、粗さパラメータ算出規格やカットオフフィルタ、切り欠きレベル、削除長さ等の設定･変更が可能です。
また、粗さパラメータ計算に使用する波形データの範囲区間を任意に設定することができます。形状除去（傾斜補正）の選択は、プレビュー機能が
装備され最適な形状除去条件を選択することが可能です。なお、設定した範囲や条件は、簡単にクリアすることも可能です。

抜群の操作性

解析条件の設定画面 解析条件変更後のプレビュー画面
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粗さ測定や解析では各種フィルタの選択が可能で、ロバストスプラインフィルタに対応しています。
現状まだ粗さ規格には規定されていないフィルタですが、粗さ波形に顕著な突出点や谷がある場合に位相
補償型フィルタでは歪み現象が生じます。ロバストスプラインフィルタでは、この歪現象が解消されます。

ロバストスプラインフィルタ

断面曲線：
カットオフフィルタ無し

粗さ曲線：
ガウシアンフィルタ

断面曲線：
カットオフフィルタ無し

粗さ曲線：
ロバストスプラインフィルタ

粗さ評価パラメータの許容差判定基準に、16％ルール、maxルール
が規格化されています。16％ルールは、複数の基準長さの測定値の
内、許容差を越える数が16％以下ならば合格。maxルールは、複数
の基準長さの測定値全てが、許容差を超えなければ合格となります。
ACCTeeでは、共に自動合否判定が可能です。

16％ルール自動合否判定（JIS2001 規格）
三次元粗さ測定に対応しています。（オプションのハードウェアの追
加増設が必要です）
走査ライン数最大4,000ライン、最大データ点数8,000万点という
膨大なデータを取得することが可能です。また、三次元解析用ソ
フトウェアには、20種類以上の豊富なビジュアル表示や解析が可
能なSURFCOM…MAP（オプション）をご用意。解析用途に応じて、

“Premium”…“Expert”…“Standard”の3種類よりお選びいただけます。

三次元粗さ測定・解析（オプション）

データ処理ソフトウェア 表面粗さ測定・解析システム

豊富なウィザード機能でオペレータをサポート

表面粗さ・輪郭形状測定機 データ処理ソフトウェア
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表面粗さ測定・解析プログラム
粗さ規格対応 JIS2013、JIS2001、JIS1994、JIS1982、ISO2009、ISO1997、ISO1984、DIN1990、ASME2009、ASME2002/1995、CNOMO…に準拠

パラメータ Ra、Rq、Ry、Rp、Rv、Rc、Rz、Rmax、Rt、Rz.J、R3z、Sm、S、RΔa、RΔq、Rλa、Rλq、TILT…A、Ir、Pc、Rsk、Rku、Rk、Rpk、Rvk、Rpq、
Rvq、Rmq、Mr1、Mr2、VO、K、tp、Rmr、Rmr2、Rσc、AVH、Hmax、Hmin、AREA、NCRX、R、Rx、AR、NR、CPM、SR、SAR…など

パラメータ合否判定 規格基準、平均値、最大値、最小値、16％ルールで、合否判定結果を表示可能

評価曲線 断面曲線、粗さ曲線、ろ波うねり曲線、ろ波中心線うねり曲線、転がり円うねり曲線、転がり円中心線うねり曲線、
ISO13565-1（DIN4776）…粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線

表面特性表示 負荷曲線、パワーグラフ、振幅分布曲線、ISO13565-2負荷曲線、ISO13565-3負荷曲線、山高さ分布図/…分布表、
摩耗量解析（任意の２曲線）、重ね合せ解析（最大10曲線）

形状除去（傾斜補正） 最小二乗直線補正、ｎ次多項式（n…=…2…〜 9）補正、両端補正、最小二乗円補正、最小二乗楕円補正、スプライン補正、
ロバスト（スプライン）補正（全て任意及び前半/…後半の範囲設定可能）

フィルタ

種別 ガウシアン位相補償フィルタ、位相非補償型2RCフィルタ、位相補償型2RCフィルタ、
スプラインフィルタ、ロバスト（スプライン）フィルタ

カットオフ波長 0.008、0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8、25、50…mm（9段階）、任意（0.001…mm…から）

λｓ
フィルタ

カットオフ比 1/30、1/100、1/300、1/1000、任意（1/10…から）
カットオフ波長 0.08、0.25、0.8、2.5、8、25、80…μm（7段階）、任意（0.05から）

スタイラスの校正 段差標準片（JIS準拠）、倍率校正器、標準片から選択可能　スタイラス校正情報…最大20…件登録可能（校正時期の期限設定可能）
データ点数 最大300,000…点

表示
倍率

縦 任意値（0.01単位）、…自動及び　50、100、200、500、1…k、2…k、5…k、10…k、20…k、50…k、100…k、200…k、500…k、1000…k、2000…k、5000…k、10000…k…倍

横 任意値（0.01単位）、自動及び　1、2、5、10、50、100、200、500、1…k、2…k、5…k、10…k、20…k、50…k、100…k、200…k、500…k、1000…k…倍

パラメータ図示記入力ウィザードの表示例

ACCTeeの測定AI機能は、粗さの規格と評価目的に適切なパラメー
タや解析条件を設定することが可能です。また、仮測定をすることで
最適な測定条件を設定することが可能です。最後に表示項目を選択
しておくことで、測定データがドキュメント上に選択した解析項目が
表示されます。

測定 AIウィザード
ACCTeeの検出器校正は、段差標準片、倍率校正器、標準片の3種類
から選択し、検出器の感度校正を行います。次に校正条件（基準値の
入力など）を設定し、校正ユニットの設置方法、測定開始位置を確認
し、校正が実行されます。この一連がガイダンスされます。

検出器校正ウィザード

測定AIウィザードの表示例 検出器校正ウィザードの表示例

ACCTeeは、校正の時期を任意に設定することが可能です。測定子交
換時はもとより、測定回数や経過日数などで、校正を促す通知メッセー
ジを表示しますので、定期的な校正や校正管理をすることで、安定し
た正確な測定を行うことができます。

校正アラームと校正履歴管理

触針先端は、測定で使用していると、摩耗や欠けが生じます。正確な
測定を続ける為にも定期的なチェックが必要です。ガイダンスに従っ
て、誰でも簡単に触針先端チェックを行なえます。

触針チェックウィザード

ACCTeeの解析機能は、設計図面に記載されている図示記号と同じタ
イプの記号を選択し、解析条件やパラメータ合否判定の設計値を入
力することが可能です。

パラメータ図示記入力ウィザード
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コンターレコードDX3・SD3シリーズの輪郭システムに標準付属するソフトウェアです。
ACCTeeは、新コンセプトで輪郭形状の測定スタイルを一新、ドキュメントベースで測定や解析を行え、抜群の操作性で快適に作業ができます。
測定から解析までオペレータに優しい操作性で各機能の設定ができますので、誰にでも簡単に効率よく測定作業を行うことが可能です。

測定データの解析は自由自在
…一度取り込んだデータは解析条件（計算範囲など）を変更し、
一度仮の計算結果を表示するプレビュー機能により最適な条件
を選択して何度でも再解析が可能です。

初心者でも測定できる機能を満載
…ガイダンスに従って行うウィザードモードを搭載しているので誰
でも容易に操作ができます。また、測定によく使用するコマンド
アイコンを集めておけるお気に入りボックスで操作性を更に向上
させます。

顧客ニーズに応える機能を搭載
さまざまなワークを高精度かつ効率的に測定することが可能で
す。輪郭形状は、測定後に行う解析計算が重要となります。よっ
て、使い易さや充実した機能を装備しています。

全自動測定で測定効率アップ
コラムの上下、駆動部などの動作を含む測定手順（測定から印刷
まで）は自動的に登録されますので、再測定アイコンボタンをク
リックするだけで簡単操作が行えます。

輪郭解析結果表示例

輪郭形状測定・解析システム

データ処理ソフトウェア 輪郭形状測定・解析システム

表面粗さ・輪郭形状測定機 データ処理ソフトウェア

68



計算結果を出力決定する前に予め結果を見る事ができます。
計算範囲を変更するとリアルタイムに結果がプレビュー表示されます。

計算結果プレビュー機能

ワークトレース測定範囲設定 リアルタイム設定マニュアルモード検出開始 マニュアルモード最大点検出

AI機能をONにすると測定したデータから指定範囲を選択するだけ
で基本要素の点・直線・円が自動的に抽出されます。都度メニュー
やアイコンを指定する必要が無く操作手順を大幅に削減できます。

AI 機能（自動要素判定）

トレースした形状の最大点、最小点を自動的に検出するオートモード
と調整台や駆動部のツマミを回すと画面上のレベルマークが近づく
に連れ、色と音の変化で知らせるマニュアルモードがあります。

ピーク＆バレー検出機能

計算済みの任意の複数要素から新たな計算を行う場合に算出可能な
要素計算がビジュアル表示されます。複雑な要素間計算の選択も目
的に応じて直感的に選択が可能です。

要素計算アイコンガイダンス

手動トレースした形状が表示されますので、トレース開始点や終了点
に立ち壁や谷のぎりぎりまで測定する等の測定限界地点を把握した
いときや、穴の中で目視確認ができない測定等の場合に有効です。
画面上でトレースした形状で開始点・終了点を指定ができますので
測定の失敗がありません。測定実行で自動的にリアルタイム表示に
切替り、測定中の形状を表示します。

ワークトレース機能

計算結果の
プレビュー表示

計算範囲設定

計算範囲が狭い場合の例 計算範囲を広く変更した場合の例

出力決定した計算結果の例
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データ処理ソフトウェア 輪郭形状測定・解析システム

▲ピッチ計算　範囲入力

▼ピッチ計算　計算結果

マスタボール校正ユニット

触針

触針R中心の軌跡

触針R中心の軌跡

法線方向に
触針Rだけ補正 補正後のデータ

新品の状態

摩耗した状態

校正結果の確認画面（図a） （図b）

輪郭形状測定機の触針は、触針アーム上の支点を中心に上下に円弧
運動をしています。触針先端位置はX方向にも動く為、X軸データに
も誤差を持つことになりますが、高精度測定の為には、この誤差成分
の補正が不可欠です。
弊社の輪郭形状システムでは、マスタボール校正ユニットで校正する
事で、“円弧誤差”、更には後述の“先端R誤差”までを簡単に校正する
ことが可能です。

マスタボール校正機能
円弧補正計算

輪郭形状測定機触針の先端はR形状となっていますが、この先端R補正も高精度測定には欠かせない要素です。先端R中心で測定面
をとらえ、先端を11分割したポイントで法線方向へオフセットして補正を掛けますが（図a）、触針先端Rの真円度が限り無く“ゼロ”に
近い場合は、一定量補正でも問題ありませんが、先端Rの加工許容誤差や経年的偏摩耗により補正量そのものに大きな誤差が生じます
（図b）。
東京精密はいち早くこの誤差に着目し、先端Rを10°毎に算出し、補正値を生成。単一R補正ではなく、独自のアルゴリズムで触針先端
の状態を監視しています。また、補正値の限界を超えるとエラー表示でお知らせします。

先端R補正

スタイラスの校正は、マスタボール校正ユニットで行います。
マスタボールの測定と段差測定により、先端Ｒ補正と円弧誤差補正を
自動または手動で行うことが可能です。校正は、校正条件（基準値の
入力など）の設定、校正ユニットの置き方や測定開始位置の確認、校
正の実行の順にガイダンスされます。

スタイラス校正ウィザード

校正の時期を任意に設定することが可能です。スタイラスの交換時は
もとより、測定回数や経過日数などで、定期的に校正を促す通知メッ
セージを表示しますので、安定した正確な測定が行えます。

校正アラーム

同じ形状の解析を繰返し行う場合、再計算の条件を設定する事で、
CNC実行時にオペレータによるマニュアル操作を介在させる事がで
きますので、キメ細かな解析をする事が可能です。

計算点マニュアル入力

円、または直線で出来ている複数の同一形状において、マウス操作で
範囲指定するだけで点間ピッチまたは心間ピッチを自動で出力します。…
また、寸法線自動出力機能の併用で解析作業の効率アップが図れます。

ピッチ計算機能

表面粗さ・輪郭形状測定機 データ処理ソフトウェア
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スタイラスの持つ角度制限により、複数回に分
けて測定しなければならないワークでも形状
合成機能を用いることにより1つのデータにし
合成後に解析を行うことで目的に応じた解析
が可能です。

形状合成機能

断…面 測…定 解…析

ボール円計算 ボールネジ形状計算

測定中にエッジ部分の自動検出、測定の自動的終了を設定する事が
可能です。エッジ部分のぎりぎりまでを測定したい場合に有効です。

エッジ検出測定（特許出願中）

ボールネジの溝の部分を円で近似する方法と溝形状のまま計算する
方法に対応しています。また、リード角投影機能により稜線方向に測定
したデータを溝と直角方向に投影することで解析が可能になります。

ボールネジ計算機能（オプション）

CADの IGES/DXFデータや三次元座標測定機のCalypso…Curveの測
定データ※を読み込み輪郭解析で評価することが可能です。
※…Calypsoオプションの形状データASCII入出力プログラムで出力　
される設計値データです。

外部データのインポート

ベストフィット機能は、非球面の曲線形状測定データに対し左右対称に
なる点を算出し、この点を頂点として原点移動します。この原点移動は、
X、Z回転の各々独立又は組み合わせての方向に設定可能です。

ベストフィット機能（オプション）

非球面計算式に則り計算式の変数として円錐定数、円半径、式の項
数、非球面係数値などを入力し、非球面形状の設計値点列データが作
成可能です。

非球面設計値作成機能（オプション）

輪郭形状測定・解析プログラム

AI 機能
点、直線、円、楕円の要素自動判別

２要素から要素間計算の実行可能組合せを自動判別
（点−点、点−直線、点−円、点−楕円、直線−直線、円−直線、円−円、直線−楕円、円−楕円、楕円−楕円）

演算処理

点 交点、中点、接点、最大点、最小点
直線 垂線、中線、接線、平行線、二等分線、仮想線
円 部分円、楕円、接円、仮想円
ピッチ 直線交点間ピッチ、円中心間ピッチ
距離 距離、道のり
角度 角度、交角（余角、補角）
座標 Ｘ座標差、Ｚ座標差、角度差、動径差、極座標差
段差 平均段差、最大段差、最小段差
面積 面積
演算 足算、引算、掛算、割算、累乗、余り、絶対値、平方根
統計 平均値、最大値、最小値、標準偏差、総和

特殊計算 オーバーピン計算、寸法線表示機能、計算結果設計値照合、ミラー反転、スムージング、形状合成（全体合成、部分合成）、計算点リピート機能、
ワークトレース機能、ピーク＆バレー機能、CNC…機能、形状設計値照合、ベストフィット（平行移動、回転移動）、設計値作成機能

座標系コントロール 原点設定、各種軸設定、平行移動、回転移動

測定サポート機能 再測定機能、AI機能、各種ウィザード機能、自己診断機能、CNC機能、ピーク＆バレー機能、ワークトレース機能、
寸法線表示機能、形状合成機能、形状設計値照合機能、座標系自動設定機能

計算サポート機能 無限カーソル、カーソル形状縦横切替、一点微動、エラーバンド設定
データファイル入出力 点列、テキスト、CSV、IGES、DXF…データ及びCalypsoデータの入力
スタイラスの校正 マスタボール校正ユニットによる一括自動校正及び手動校正　スタイラス校正情報…最大20件登録可能（校正時期の期限設定可能）
測定ピッチ 0.01…μm〜…1000…μm

データ点数 最大…300,000…点

表示
倍率

縦 任意値（0.01単位）、自動及び0.01…〜…10000000倍
横 任意値（0.01…単位）、自動及び0.01…〜…10000000倍
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