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マニュアル三次元座標測定機用 
汎用測定ソフトウェア



三次元座標測定を、より「直感的」に
手間なく、迷わず、気軽に測定できる

革新的なソフトウェア

対象機種：
ジョイスティック式三次元座標測定機
XYZAX mju NEX J

手動式三次元座標測定機
XYZAX SVF NEX



準備や測定を、迷わず効率的に
　――新開発の直感的 UI

　――座標系設定や測定をサポートする

　　　さまざまな機能と音声ガイダンス

　――ジョイスティック機を”半 CNC 機”に

　　　グレードアップ

信頼性の高い測定のために
　――プローブアラート・校正アラート

　――実測点をもとにした正確な幾何偏差計算

　――温度補正機能



日本語・英語・中国語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語の6 ヶ国語に対応 
※今後、韓国語にも対応予定

Japanese Chinese
(Traditional Chinese
  /Simplified Chinese)

Thai Vietnamese Indonesian

English

準備や測定を、迷わず効率的に

タッチ入力にもキー入力にも対応した、直感的 UI

機能や条件、測定結果などの各項目は、「見やすく」「タッチで押しやすい」よう

大きく表示。シンプルな手順と「上から下」「左から右」に統一した操作感で、

流れるように準備、測定から評価まで行えます。

また、各項目に割り振られたショートカットキーや処理コードを活用することで、

タッチ入力だけでなく、キー入力でも素早く効率的な操作が可能です。



実行したい機能を処理コードで検索
Search Bar

必要な操作はすべて、上から下に
Smart Function List
・機能をカテゴリ化し、使用する順に上から配置 
・表示されるカテゴリは、その時々に応じて自動で変化 
・迷うことなく必要な操作を行えます

・3桁の処理コードを入力し、機能を検索
・入力した値に応じて候補をリアルタイム表示
・実行したい機能を素早く、ストレスなく探せます

もし操作方法が分からなくなっても安心
Users Guide
・ソフトウェア内にユーザーズガイド機能を搭載
・画像をふんだんに使用し、分かりやすく解説
・XYANA SmartⓇが対応する全ての言語でガイドをご用意しています

測定前準備時の
表示例

測定時の
表示例



準備や測定を、迷わず効率的に

操作に「迷わない」から、準備も測定も短時間で実行できる

例 ) AI機能による幾何要素「円筒」 判定までの流れ

●幾何要素を自動判定　AI機能
測定点数や方向等を考慮し、測定しながら幾何要素（点、直線、円、球、平面、円筒、円錐など）を自動判定できる機能です。
測定前に幾何要素を都度指定する手間を省き、効率的に測定を行えます。
さらに、自動判定した幾何要素を基準平面や原点に設定していくことで座標系を自動設定できる優れた機能も備えています。

●効率的かつ安全な測定を実現　音声ガイダンス機能
オペレータの操作をサポートする、新搭載の機能です。分かりやすい画面表示に加
え、座標系自動設定の結果や座標系アシストの音声を聞くことで、迷うことなく座標
系設定を行えます。また、AI機能（要素自動判定）使用時には、自動判定した幾何
要素の名称を読み上げます。要素測定中に画面を見る必要がなくなり、ワークから
目を離すことなく効率的かつ安全に測定できます。音声はXYANA smart®の設定に
合わせて自動で日本語・英語・中国語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語に切り
替わる親切設計です。

平面1を
測定してください

+Zを空間補正
しました

円 平面 円錐



●座標系設定をより簡単に　座標系アシスト機能 /座標系自動設定機能
座標系アシスト機能は、測定前に必要となる面倒な座標系設定時に、手順を画面上に表示しオペレータをアシストする機能です。
ワークの形状に合わせて座標系を選択し、あとは画面の表示にしたがってプロービングしていくだけで座標系設定が完了します。

また、座標系自動設定機能は、プロービングした点をもとに座標系を推測し、原点を自動設定する機能です。座標系アシスト機能
は三次元座標測定機に不慣れな方の座標系設定をサポートできるのに対し、座標系自動設定機能は、座標系設定のために必要な
プロービング点をイメージできる熟練のオペレータの方が活用することで、効率的に座標系設定を行えます。

Z

X

Y

上面を3点以上測定 円を3点以上測定 前面を2点以上測定

座標系アシスト機能の例

座標系自動設定機能の例



●自由自在に準備、測定、評価の手順登録　ユーザコード機能
校正や座標系設定などの測定準備、要素作成や実際の測定、測定後の評価やその他の補助機能まで、
XYANA smartⓇの各種機能の実行手順をユーザーコードとして100件まで登録することが可能です。
ユーザーコードを呼び出すことで、設定した手順に沿って機能を自動で実行します。
実行したい機能の場所を探したり、画面を手動で切り替えたりする手間なく、効率的に測定を行えます。

ユーザーコードを選択

登録したユーザーコードを実行

実行したい機能をユーザーコードに登録

登録順に機能を実行
迷わずに測定できます

準備や測定を、迷わず効率的に

操作に「迷わない」から、準備も測定も短時間で実行できる



●プロービングだけで要素を自動確定　自動ターミネート機能

●測定箇所に最適なスタイラスで測定できる　円・円筒測定

●ジョイスティック機を半CNC機にアップグレード　自動穴内径測定機能

一般的なマニュアル測定の場合、プロービングを行い円
などの幾何要素を作成した後、その都度ターミネート（要
素の確定）を手動で実行しなければなりません。一方、
XYANA smartⓇではターミネートを行うプロービング点数
を予め設定しておくことができ、プロービングするだけで要
素作成とターミネートを自動的に行えます。
手動でのターミネート操作省略により効率良く測定できる
だけなく、ターミネートを行うプロービング点数がオペレー
タによってバラバラにならず統一できるため、測定点数の
違いによる測定結果のばらつき抑制にも役立つ機能です。

従来のマニュアル機用ソフトウェアでは、一つの円や円筒を複数の
スタイラスで測定する際に、全て同じボール径のスタイラスを使
用する必要がありました。一方、XYANA SmartⓇでは異なるボー
ル径のスタイラスを組み合わせられるため、例えば測定箇所に小
穴がある場合でも、小穴だけボール径の小さなスタイラスで測定
し、平面などその他の箇所はボール径の大きなスタイラスで測定
できるため、安定した測定結果を得ることができます。

ジョイスティック機 XYZAX mju NEX J に搭載した独自のオートプロービング機能をさらにアップグレード。
ジョイスティック機でありながら、ボタン1つで穴内径の4点を「自動で」プロービングすることができ、より手軽で効率的な測定
を行えます。

測定したい高さで
ボタンを押すと…

従来

全て同じボール径のスタイラスを
組み合わせる必要あり

XYANA smart®

異なるボール径のスタイラスを
組み合わせられる

自動で穴内径を4点測定！



信頼性の高い測定のために

測定結果に影響するマイナス要素を事前に排除
故障や不良品出荷の予防 にも活用できる

●三次元座標測定機の稼働停止を予防　プローブアラート

●適切な校正結果の適用により測定の信頼性を高める　校正アラート

●適切な温度環境下での測定を促す　温度アラート

予めプロービング回数の閾値を設定しておき、校正中
や測定中にプロービング回数が閾値に達した際にアラ
ームを表示する機能です。プローブアラートを活用す
ることで、寿命を迎え壊れる前にプローブモジュール
を交換できるため、三次元座標測定機の急な稼働停止
を予防することができます。

校正結果のスタイラス径上限・下限の値と標準偏差に
設定した閾値を用いて校正結果の合否を判定する機能
です。
校正結果がNGの場合、校正結果を適用しようとした
際にアラートを表示します。校正アラートを活用するこ
とで、スタイラス先端球の摩耗や校正球の劣化などで
NGとなった校正結果を誤って適用してしまうミスを防
止し、測定結果の信頼性を高めることができます。

スケール温度センサやワークに温度センサを搭載した
測定機 *について、スケールやワークの温度をリアル
タイムに監視し、温度が設定した上限・下限の閾値を
超えた場合にアラートを表示する機能です。温度環境
が整わない状態での測定開始を防ぎ、適切な温度環境
下での測定を促します。



より実態に即した正確な測定をサポート

例えば、点要素に含まれる複数のプロービング点から、
指定方向の最大点・最小点を抽出することができるた
め、粗材面の物理的に接する凸3点で平面を計算し、
空間補正を実施するなど、より実態に即した評価を行
えます。

●プロービング点を考慮した正確な　幾何偏差計算

●温度変化による影響を低減する　温度補正

例えば右図のようなワーク側面の直角度を評価する場
合、従来のマニュアル測定用ソフトウェアでは、側面を
プロービングし生成した平面をもとに直角度を計算を
していましたが、XYANA smart®では、側面をプロービ
ングした実測点をもとにする、規格に正直に準拠した
計算方法で評価を行えます。

スケールやワークの温度を入力することで、あたかも
20℃で測定したかのように測定結果を補正する機能です。
温度変化による測定結果への影響を補正することで、
ワークの寸法や幾何偏差をより正確に評価できます。
また、スケール温度センサやワーク温度センサを搭載
した測定機 *であれば、温度をオペレータが入力する
ことなく、リアルタイムに温度情報を読み取って自動で
補正することができます。
*XYANA smartⓇ対象機へのスケールおよびワークへの
　温度センサ搭載は個別対応となります
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ご用命は、下記販売店へ

●仕様などの記載事項は製品改良のためお断りなしに変更することがあります。

■ 工場
土浦工場 （土　浦） 〒300-0006 茨城県土浦市東中貫町4 TEL.（029）831-1234 FAX.（029）831-4453

■ 計測機器取扱営業所
東北営業所 （仙　台） 〒984-0816 宮城県仙台市若林区河原町2-6-22（ロイヤルヒルズ河原町） TEL.（022）224-0121 FAX.（022）224-7083

北関東営業所 （土　浦） 〒300-0006 茨城県土浦市東中貫町4 TEL.（029）831-6801 FAX.（029）831-6808

埼玉営業所 （さいたま） 〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町1-497（MJ赤柴ビル8F） TEL.（048）667-8583 FAX.（048）667-8578

東京営業所 （八王子） 〒192-0032 東京都八王子市石川町2968-2 TEL.（042）642-0186 FAX.（042）642-0385

厚木営業所 （厚　木） 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町4-11-26（ジェントビル） TEL.（046）229-7031 FAX.（046）229-7033

長野営業所 （松　本） 〒３９０-０８１５ 長野県松本市深志２-８-６（OTKビル１F） TEL.（０２６３）４４-７７７０ FAX.（０２６３）４４-７７７１

新潟営業所 （分　水） 〒959-0132 新潟県燕市分水あけぼの1-1-74 TEL.（0256）97-4665 FAX.（0256）97-1773

浜松営業所 （浜　松） 〒435-0042 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町971 TEL.（053）546-0151 FAX.（053）546-0153

名古屋営業所 （みよし） 〒470-0213 愛知県みよし市打越町新池浦96 TEL.（0561）32-8501 FAX.（0561）32-8618

北陸営業所 （富　山） 〒939-8015 富山県富山市中川原31-1（ウインドスクエア101） TEL.（076）422-6755 FAX.（076）422-6757

大阪営業所 （吹　田） 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-18-27 TEL.（06）6821-0221 FAX.（06）6821-0210

姫路営業所 （姫　路） 〒670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町385（永井ビル201） TEL.（079）222-5480 FAX.（079）222-5489

広島営業所 （広　島） 〒733-0011 広島県広島市西区横川町1-10-18（シャルマン辻） TEL.（082）293-5660 FAX.（082）292-2218

九州営業所 （福　岡） 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1-13-8（九電不動産ビル5F） TEL.（092）737-1821 FAX.（092）737-1822


