
SPECTRUM plus active

スタイラス自動交換システム（標準）

省設置スペースと⾼精度を両⽴した
「アクティブスキャニング」入門機

コンパクトなボディながら、
アクティブスキャニングセンサVAST…XT…goldの
搭載により高精度なスキャニング測定が可能な
三次元座標測定機

⾼精度スキャニング測定を 
実現するアクティブスキャニングテクノロジ

スタイラスたわみ誤差を低減、Z軸の動きを最小限に抑えて
高精度測定
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● 測定力が一定のため、スタイラスたわみ
量も一定

● スタイラスたわみ量が一定のため、補正
を行うことでスタイラスたわみ誤差を最
小化できる

アクティブ

●プローブのZ方向の制御範囲が広い
● 起伏の大きな形状のスキャニング測定

時、測定機本体のZ軸の動きを最小限
に抑えられ、高精度スキャニング測定が
可能

アクティブ標準搭載の VAST XT goldプローブは、
電磁力を用いた測定力制御装置により、
ワーク表面の法線方向に対して常に一定の
測定力を掛けることができます。
この優れた測定力制御技術により、
高精度スキャニング測定を実現します。

三次元座標測定機 ZEISS SPECTRUM plus active
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省設置スペースと⾼精度を両⽴した
「アクティブスキャニング」入門機

設置スペースに困らないコンパクトボディ
背面にコントローラを取り付け、測定機本体も無駄を省いた設計とす
ることで、同等の測定範囲を持つ従来機と比較し設置スペースを削減
しました。

上位機種と同じ 
フローティングスケール保持方式を採用
各軸に熱による伸縮量の少ないガラスセラミックスケールを搭載。
さらに、上位機種と同じく、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フローティングスケール保持方式を採用。
測定結果への温度変化による悪影響を排除し、信頼性の高い測定結
果を得ることができます。
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*1…E0,…MPE,…E40,……MPE,……E150…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…先端ボール直径 8…mm、長さ60…mm
*2…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。
*3…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 SPECTRUM plus active
5/5/6 7/7/6 7/10/6 10/12/6 10/16/6

測定範囲
X (mm) 500 700 1000
Y (mm) 500 700 1000 1200 1600
Z (mm) 600 600 600

測定精度 *1 VAST XT gold

最大許容長さ測定誤差 E0, MPE,E150, MPE (μm) 1.8…+…L/300 1.8…+…L/300 1.9…+…L/300
繰返し範囲の最大許容限界 R0, MPL (μm) 1.7 1.7 1.8
最大許容シングルスタイラス形状誤差 PFTU, MPE (μm) 1.8 1.8 1.9
最大許容スキャニングプロービング誤差 MPETHP (μm) 2.5（τ =…40） 2.5（τ =…40） 3.0（τ =…40）

測長スケール ガラスセラミックスケール
分解能 (μm) 0.2

テーブル

材質 はんれい岩
使用可能幅 (mm) 715 915 1220
使用可能奥行き (mm) 830 1030 1335 1535 1935
床からテーブル面までの高さ (mm) 650

ワーク
スタイラス取付面までの高さ(VAST XT gold 仕様） (mm) 620
Xガイド下端までの高さ (mm) 845
最大積載質量 (kg) 400 560 730 1150 1500

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…469

駆動加速度 ベクトル方向 (mm/sec2) 最大…1855

精度保証環境 

環境温度 (℃ ) 18…〜…22

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) 120

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

幅 (mm) 1219 1419 1720
奥行き (mm) 1283 1483 1783 1983 2383
高さ (mm) 2640

本体質量 (kg) 910 1180 1410 2200 2700
最小天井高さ (mm) 2840
本体搬入時高さ *3 (mm) 2000

仕 様

外観図　SPECTRUM plus active
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