
Versatility　高汎⽤性
　　　　　 ＋
Durabiliy　 高耐久性
　　　　　 ＋
Reliability　高信頼性
　　　　　 ＋
Usability　  優れた操作性

今、そしてこの先に起こりうる
全ての測定のために
接触式・非接触式問わず、…
1台であらゆる測定に対応可能…
生まれ変わった新世代のCONTURAシリーズ

CONTURA®

スタイラス自動交換システム
（RDS モデルオプション）

スタイラス自動交換システム…
ProMax…E（オプション）

スタイラス自動交換システム
（aktiv モデル標準）

三次元座標測定機 ZEISS CONTURA®
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mass(multi application sensor system) テクノロジにより、多彩な測定
センサを搭載可能。ZEISS CONTURAⓇ 1 台で様々な測定ニーズに対応
することができます。センサは後付けができるため *、導入時は「現在」
必要な最小限の仕様に留め初期コストを抑えておき、「将来」新たな
測定が必要となればセンサを後から追加するなど柔軟に運用が可能。
将来どのような測定が必要となるか悩まずに測定機を選定できます。

*DotScan の後付けには、工場出荷時に DotScan 後付け対応オプションが必要です

複数の測定用センサを併用可能 
接触式も非接触式も、あらゆる測定に対応できるmass テクノロジを搭載

⻭⾞やインペラなどの複雑形状ワークを 
⾼精度・短時間・低コストで測定できる 
ロータリテーブル（オプション）
測定機本体の 3 軸とロータリテーブルの回転軸、計 4 軸が同期した 4
軸スキャニング測定を⾏うことのできるロータリテーブルオプションで
す。⻭⾞やインペラなどの複雑形状ワークを高精度に測定できるだけ
でなく、ワークを回転させることで、全周を最小限のスタイラス構成で
測定することができます。
複雑形状の高精度測定、スタイラスコストの削減、さらにはスタイラス
交換回数減による測定時間の短縮も実現できる、一石三鳥のオプショ
ンです。

高汎⽤性

RDS
（RDS 仕様標準、

他オプション）

ViScan*
（オプション）VAST XXT

（RDS 仕様標準、
他はオプション）

VAST XT
gold

(aktiv仕様標準、
他オプション)

VAST XTR
gold

(オプション) ZEISS*
DotScan

（オプション）

LineScan2
（オプション）
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DLCコーティングガイド

高信頼性
⾼耐久性部材の採用で 
⻑寿命化とメンテナンス性の向上を実現

⾼精度かつ⾼速でスキャニング測定 
Navigator 機能 (VAST XT gold /XTR gold 使用時 )

DLC(Diamond Like Carbon) コ ー ティング を X/Z 軸 ガ イド に 施し、 
ガイド表面を高硬度化・低摩擦化。
微小な傷や汚れに強い、新型多孔質エアベアリングと組み合わせるこ
とで、摺動面の不具合を防止し、メンテナンス頻度の低減と測定機の
⻑寿命化を実現しました。

各軸の真直度・直交度・スタイラスたわみだけでなく、測定移動時に
変化する力（加速度）によるスタイラスや測定機の変形までリアルタイ
ム補正を⾏えるNavigator 機能を搭載。高速スキャニング測定時の精
度を格段に高めることができ、信頼性の高い測定を短時間で⾏える優
れた技術です。

温度変化の影響を排する 
⾼分解能ガラスセラミックスケールと 
フローティングスケール保持方式

熱による伸縮が極めて小さいガラスセラミック製の高分解能 0.08μm 
スケールを各軸に搭載。さらに、スケール⾃体が殆ど伸縮しないこと
に加え、温度変化により⽣じるガイドの伸縮がスケールに影響を与え
ない独⾃のフローティング保持方式を採用しています。これにより温
度変化による測定結果への悪影響を排除し、測定の信頼性を高めてい
ます。

精度保証温度範囲を 18 〜 26℃に拡大
HTG 仕様 ( オプション )

右 Y 軸ガイド部をカバーリングすることで、塵や埃の付着を防ぎ、温度
変化による影響を抑えるHTG(High Temperature Grade) 仕様をご用
意。オプションに含まれるワーク温度センサによる温度補正効果も相
まって、精度保証温度範囲が通常の 18 〜 22℃から18 〜 26℃にまで
広がります。
温度保証範囲の拡大により、測定室の温度管理に掛かるランニングコ
ストを抑制することができます。

Y軸ガイドカバー
Y軸フロントパネル

ワーク温度センサ固定端 ローラーによる自由支持点

source:ZEISS

三次元座標測定機 ZEISS CONTURA®
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操作時もCNC測定中も
操作ボックスを置くことができる
操作ボックスホルダ

足元を気にせず
測定機に近づいて操作できる
フットスペース

優れた使い勝手
測定機の前で操作しやすいユーザーフレンドリー設計

架台前面にフットスペースを設けることで、測定機前での操作時に足が邪魔にならない設計です。また、左右にスライドできる定盤前面の操作ボック
スホルダにより、測定機前での操作中は勿論、CNC 測定中にも定盤の測定範囲内に操作ボックスを置く必要がないため、測定範囲を最大限活用する
ことができます。

測定範囲を最大限に活用できるスタイラス
交換マガジン ProMax E( オプション )

一般的なスタイラス交換マガジンを使用する場合、測定範囲内にマガ
ジンを設置する必要があるため、設置できるワークの大きさや測定で
きる箇所に制限が⽣じてしまいます。
一方、ProMax E は測定範囲外に設置し、「スタイラス交換時だけ」測
定範囲内に移動します。測定範囲やワークの設置スペースを妨げず、
しかも安全にスタイラス交換を⾏うことができる、新しいスタイルの交
換マガジンです。

省設置スペースと広い測定範囲を両⽴

ZEISS CONTURAⓇは制御用コントローラを本体背面に搭載。コント
ローラを測定機横や後ろに別置きする一般的な三次元座標測定機と
比較し、広い測定範囲を維持したまま設置に必要なスペースを大幅に
削減しました。
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仕 様

*1…E0,…MPE,…E40,…MPE,…E150,…MPE 及び R0,…MPL の試験及び評価方法は、ISO…10360-2:2009(JIS…B…7440-2:2013) に準拠します。… …
… PFTU,…MPE の試験及び評価方法は、ISO…10360-5:…2010…(JIS…B…7440-5:…2013) に準拠します。
… MPETHP の試験及び評価方法は、ISO…10360-4:…2000…(JIS…B…7440-4:…2003) に準拠します。
… 上記精度は下記スタイラスを使用した場合の数値です。なお、L(mm) は任意の長さです。
… VAST…XT…gold/VAST…XTR…gold……先端ボール直径 8…mm、長さ60…mm
… VAST…XXT……先端ボール直径 3…mm、長さ50…mm… … … … …
*2…(…) 内の値は HTG オプション仕様時のものです。
*3…DotScan の後付けには、工場出荷時に DotScan 後付けオプションが必要です。
*4…外観図は本体（背面のコントローラ含む）のものです。本体とは別に PCラック（W × D × H:…800 × 700 × 700）が付属します。
*5…測定機搬入の際は、搬入経路の高さ、特に入り口などの間口・高さの確認をお願い致します。開口高さは、各測定機の搬入台車などの高さ約 200…mm を加えた高さが必要です。

型式 ZEISS CONTURA®
7/7/6 7/10/6 9/12/6 9/18/6 9/12/8 9/18/8 12/18/8 12/24/8 12/18/10 12/24/10

測定範囲
X (mm) 700 900 1200
Y (mm) 700 1000 1200 1800 1200 1800 2400 1800 2400
Z (mm) 600 800 1000

測定精度 *1 *2

VAST XT gold
/VAST XTR gold
(オプション)

最大許容長さ測定誤差 E0, MPE,  E150, MPE (μm) 1.5…+…L / 350…
(1.5…+…L / 250) 1.6…+…L / 350…(1.6…+…L / 250) 1.9…+…L / 350

…(1.9…+…L / 250)
2.1+L/350…

(2.1+L/250)
繰返し範囲の最大許容限界 R0, MPL (μm) 1.2 1.4 1.5
最大許容シングルスタイラス形状誤差 PFTU, MPE (μm) 1.5 1.7 1.8
最大許容スキャニングプロービング
誤差 MPETHP (μm) 2.0

τ =40
2.5

τ =40
3.5

τ =40

VAST XXT

最大許容長さ測定誤差 E0, MPE, E40, MPE (μm) 1.7…+…L / 350
…(1.7…+…L / 250) 1.8…+…L / 350…(1.8…+…L / 250) 2.0…+…L / 350

…(2.0…+…L / 250)
2.2+L/350…

(2.2+L/250)
繰返し範囲の最大許容限界 R0, MPL (μm) 1.7 1.8 1.9 2.2
最大許容シングルスタイラス
形状誤差 PFTU, MPE (μm) 1.7 1.8 1.9

最大許容スキャニングプロービング
誤差 MPETHP (μm) 2.7…

τ =…50
2.8

τ =…50
3.6…

τ =…50
ViSCAN 
(オプション)

最大許容長さ測定誤差 EU(XY) (μm) 10+L/350
画像プローブプロービング誤差 PFV2D (μm) 10

LineScan2 
(オプション)

-8 プロービングエラー MPEPF(OT) (μm) 3.3 4.9
球形状標準偏差 1 σ (μm) 0.9 1.35

-25 プロービングエラー MPEPF(OT) (μm) 12
球形状標準偏差 1 σ (μm) 4

-50 プロービングエラー MPEPF(OT) (μm) 20
球形状標準偏差 1 σ (μm) 5

-100 プロービングエラー MPEPF(OT) (μm) 50
球形状標準偏差 1 σ (μm) 12

DotScan *3 
(オプション)

1 
mm

最大許容単一方向長さ測定誤差 EUni:Tr:ODS,MPE (μm) 1.7+L/350 1.8+L/350 2.0+L/350 2.2+L/350
最大許容プロービング寸法誤差
(25 点 )

PSize.
Sph.1x25:Tr:ODS,MPE (μm) 5

3 
mm

最大許容単一方向長さ測定誤差 EUni:Tr:ODS,MPE (μm) 2.0+L/350 2.1+L/350 2.3+L/350 2.5+L/350
最大許容プロービング寸法誤差
(25 点 )

PSize.
Sph.1x25:Tr:ODS,MPE (μm) 5

10 
mm

最大許容単一方向長さ測定誤差 EUni:Tr:ODS,MPE (μm) 3.0+L/350 3.1+L/350 3.3+L/350 3.5+L/350
最大許容プロービング寸法誤差
(25 点 )

PSize.
Sph.1x25:Tr:ODS,MPE (μm) 5

測長スケール ガラスセラミックスケール
分解能 (μm) 0.08

テーブル

材質 はんれい岩
使用可能幅 (mm) 827 1027 1327
使用可能奥行き (mm) 1050 1350 1650 2250 1650 2250 2250 2850 2250 2850
床からテーブル面までの高さ (mm) 700

ワーク

スタイラス取付面までの高さ
(VAST XT gold 装着時） (mm) 600 660 860 1060

Xガイド下端までの高さ (mm) 804 1004 1204
最大積載質量 (kg) 730 1200

案内方式 エアベアリング

駆動速度
ジョイスティックモード (mm/sec) 0…〜…70
CNC モード ベクトル方向 (mm/sec) 最大…475
スキャニング速度 (Navigator 機能使用時 ) (mm/sec) 最大…150

駆動加速度 ベクトル方向 (mm/sec2) 最大…1850

精度保証環境 *2

環境温度 (℃ ) 18…〜…22…(18…〜…26)

温度変化 (℃ /day) 1.5
(℃ /hour) 1.0

温度勾配 (℃ /m) 1.0

空気源

供給圧力 (MPa) 0.6…〜…0.8

消費量 (NL/
min)

80…
( 本体待機時に圧縮空気供給を自動停止、ジョイスティック操作・CNC 測定時に自動再開して…

節電・ランニングコストを抑制する Air…Saver 機能搭載）

電源
供給電圧 (V/%) AC100…±…10
周波数 (Hz/%) 50/60…±…3.5
消費電力 (VA) 800

外形寸法・質量

本体寸法 *2 *4

幅 (mm) 1381 1581 1881

奥行き (mm) 1503…
(1603)

1813…
(1913)

2103…
(2213)

2703…
(2911)

2103…
(2213)

2703…
(2911)

2703…
(2911)

3301…
(3631)

2703…
(2911)

3301…
(3631)

高さ (mm) 2658 3060 3460
本体質量 (kg) 1200 1570 2280 2960 2300 2980 3380 4900 3400 4920
最小天井高さ (mm) 2858 3260 3660
本体搬入時高さ *5 (mm) 2343 2450 2650 2950

三次元座標測定機 ZEISS CONTURA®
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ロータリテーブル仕 様

幅

最
小
天
井
高
さ

奥行

高
さ

搬
入
時
高
さ

型式 RT-RB-100

分解能 ( 秒 ) 0.0012

ロータリテーブル寸法

長さ (mm) 346

幅 (mm) 280

高さ (mm) 120

ターンテーブル ( 天板 )を含めた高さ(mm) 139

ターンテーブル ( 天板 ) 直径 (mm) φ300

質量 (kg) 36

ターンテーブル ( 天板 )を含めた質量 (kg) 45

最大積載質量 (kg) 100

回転精度

位置決め誤差 Pw ( 秒 ) ± 1

位置決め再現性 ( 秒 ) ± 0.5

軸方向の振れ fa (μm) 1

ラジアル方向の振れ fr (μm) 1

軸の倒れ ft (μm) 1.4

環境温度範囲 (℃ ) 1…〜…30

外観図　CONTURA
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