
DISTAX
日 本 語

光ファイバ結合式レーザ干渉測長器・工作機械測定システム

DISTAX
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高精度に扱いやすさをプラス



3

光ファイバ
干渉計 反射鏡

ＬＡＳＥＲ

ＳＴＡＢＩＬＩＺＥＤ

レーザ光源

従来のセッティング

３つのユニットの位置調整が必要
「レーザ光源」、「干渉計」、「反射鏡」

レーザ光源 干渉計 反射鏡

2つのユニットの位置調整でOK

これまでレーザ測長器といえば準備に時間が
かかる測定器でした。
DISTAXではレーザ光源と干渉計をファイバ
で結合することにより、「干渉計」と「反射鏡」
の2つの位置調節でOK。
セッティングの容易さに加え、取り回しの良さ
も大幅に向上しています。

また、ファイバを採用することで干渉計を光源
と独立して動かすことが可能になります。
測定方向の切替など従来ではできない測定を
提供します。
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Applications

X軸測定

Z軸測定

工作機械NCを
DISTAXから直接制御
（移動制御、補正値操作）

オペレータは干渉計のセッティングのみで完了
レーザの射出方向切替え、工作機械のステージ、主軸移動はDISTAX専用の
ソフトウェアが自動制御。
通信を行いますので、各軸の測定開始から補正入力、最終検査まで自動で進行します。
光源と干渉計の位置関係に制約がないファイバ結合方式だから実現できた
全自動測定ソリューションです。

たった一度のセッティング、
全軸の補正から検査まで

工作機械検査の工数削減しませんか

直線軸測定　―3軸干渉計　LI-42A―
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DISTAX    Laser interferometer

偏心起因の誤差

エンコーダ回り止め冶具（マグネット）

回転軸測定は時間がかかる、と考えられているのはなぜでしょうか。
それはセッティングに時間がかかるためです。
従来では、回転中心を一致させるための精密な調整が必要でした。
DISTAXでは取付誤差による偏心成分をレーザ干渉計が補正することで
簡単取付を実現しています。
回転量検出はエンコーダを採用することで、1000 rpmの高速回転でも
安定して測定が実施できます。

簡単取付、高速測定
時間がかかる角度測定は、もう不要

回転軸測定　―角度割出システム　LI-04RE―

メーカはもちろん、ユーザ自身で工作機械検査が可能

特許取得済

エンコーダ本体をリジットに固定すると取付誤差による偏心成分が歪みとして
エンコーダ本体に負荷を与えます。これは測定誤差に繋がるため、DISTAXでは
固定方法にマグネットを採用しています。
マグネットとの接続が遊びとなるため、被測定軸の回転によるエンコーダ自体の偏心は
レーザ測長器により補正されます。

高精度ロータリーエンコーダは被測定テーブルの
回転軸に取付けられます。
ロータリーエンコーダ本体とエンコーダ回転軸は
ベアリングにより接続されているため、互いに独立
して回転が可能です。
被測定テーブルの回転に伴い、ロータリーエン
コーダ回転軸が回転しますが、専用の冶具により
本体の回転は抑制されます。

被測定テーブルの回転軸とロータリーエンコーダ
の回転軸の不一致による偏心回転と僅かに残留す
るロータリーエンコーダ本体の回転量は測定誤差
となります。
DISTAX角度割出システムでは、この誤差分を角
度測定干渉計により測定し、エンコーダの測定値
と合算することで正確な回転角度を測定します。
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Applications

DISTAXが可能にする多種多様な精度測定

角度付の軸測定

筐体内測定

2軸同時測定

旋盤の様なスラント角がある工作機械でも
簡単に測定が可能です。
干渉計を主軸に直接取り付けるため、水平軸と
同じ調整方法で測定準備ができます。
従来のように、三脚や方向を変更するミラーは
不要のため狭い環境でも測定が実施できます。

干渉計がファイバで繋がっているため、
筐体で囲われている内部でも測定が可能です。
また、干渉計は小型のため、機械の運動を
避ける位置に取り付けることが可能であり、
フルストロークの測定が簡単に実施できます。

プロッタのようなX-Y軸が同時に動く機械の
位置決め精度を同時に測定することが可能です。

→2軸測定
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DISTAX    Laser interferometer

極小ミラー片

集光ユニット

位置に拘束されない様々な測定を提案します

コラムの熱変位測定

移動軸の速度、オーバーシュート測定

カンチレバーの微小変位測定

工作機械や測定器などのコラムは可動部などの
温度変化により、熱変位を起こします。
レーザ測長器を用いて長時間でのデータを
測定することで、筐体の温度とその変位のデータ
を取得することが可能です。

→ダイナミック測定
→データリンクソフト

位置決め測定のみではわからない、移動時の
速度や静止時のオーバーシュート、振動などの
測定を実施できます。

→ダイナミック測定

集光ユニットを用いることで極小ミラーを反射鏡
とした微小変位を正確に測定することが可能です。

→シングルビーム干渉計
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Applications

角度測定干渉計
反射鏡（デュアルコーナーキューブ）

角度測定干渉計

ＬＡＳＥＲ

ＳＴＡＢＩＬＩＺＥＤ

長さ測定干渉計

角度測定干渉計

ヨーイング・ピッチング測定

2点連鎖真直度測定

2軸測定

角度測定干渉計では反射鏡（デュアルコーナー
キューブ）の微小な傾きを測定できます。
ステージの移動に伴う、ヨーイング、ピッチング量を
測定することが可能です。

干渉計から反射鏡へ2本のビームが入射します。
反射鏡が傾くと2つのビームの行程に差が生じ、
干渉信号の変化を得ることができます。
ビーム間隔と得られた差から傾きを求めます。

反射鏡（デュアルコーナーキューブ）を等間隔で移動
させて、各点での角度変化を測定します。
測定された角度は各点での面の傾きに相当します。
角度変化を累積することで、面の2点連鎖真直度を
測定可能です。

DISTAXでは一つの光源に最大2ヶの干渉計を取付
け可能です。
例えば、長さ測定干渉計と角度測定干渉計を組合わ
せることで正確な位置決めを実施しながらの角度変
化を測定することが可能です。
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DISTAX    Laser interferometer

光源

ハーフミラー

固定反射鏡

可動反射鏡

合成された光
（干渉光）

検出器へ

干渉光

強度：最大 強度：最小

干渉光

Principle

測定原理

ここで、反射鏡が移動すると、移動に伴い移動鏡からの光成
分の位相のみが移動します。
干渉光の強度は位相差に応じて変化するため、光の波長を1
周期として連続的かつ周期的に変化します。
位相の変化量は光路の変化量に一致するため、干渉光の変化
を測定することで、光路の変化量、即ち反射鏡の移動量を正
確に測定することが可能になります。

このような光の波長を基準とするレーザ干渉計を「ホモダイン
干渉計」と呼びます。
基準となる光の波長は、大気の屈折率により変化します。
校正により測定されたレーザ波長は真空中の値であるため、
測定環境での屈折率を用いて補正を行う必要があります。
レーザ測長器DISTAXでは常時、環境センサユニットが気温、
気圧、湿度をモニタリングし補正を行っています。

1つの光源から発振したレーザ光を2つの光に分割します。
分割された光は異なる経路を通り再合成されます。このとき、
2つの経路の差（光路差）に応じた干渉縞が得られます。
このように干渉縞を生成するシステムを干渉計と呼び、得られ
た干渉縞から様々な情報を得ることが可能です。
干渉計は様々な種類が発明されており、得たい情報に応じて
異なる干渉計が使用されます。
変位量測定においては、上図のようなビームスプリッタ、反射
鏡からなる光学系が使用されます。
この光学系は「マイケルソン干渉計」と呼ばれ、1887年の

「マイケルソン-モーレーの実験」まで遡る歴史があります。

レーザ光はビームスプリッタにより2方向へ分割されます。
2つに分けた光はそれぞれ鏡に導かれます。一方は移動でき
る鏡であり、他方は固定された鏡です。
鏡で反射した光は再度ビームスプリッタに導かれ、合成され干
渉光となります。

生成される干渉光は2つの光成分を用いると下図のように説
明が出来ます。
2つの光成分の位相差が存在しているのは、2つの経路に光
路差が存在するためです。
2つの光の位相が一致すると、互いに強め合い干渉光の強度
が最大になります。
反対に位相が逆転すると、互いに弱め合い干渉光の強度が最
小になります。
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HardwareLineup

名称 長さ測定干渉計 シングルビーム干渉計 角度測定干渉計 長さ角度兼用干渉計 3軸測定干渉計 角度割出測定システム

型式 LI-02A LI-02C LI-02D LI-02AD LI-42A LI-02RE

測定対象 変位 変位 角度（ヨーイング、ピッチング） 変位
角度（ヨーイング、ピッチング） 変位 角度（回転角度）

測定距離 10 m 5 m 5 m（±10°） 5 m 10 m 0 ～ 360°

分解能 1.2 nm 1.2 nm 0.0079 arcsec 　 1.2 nm（長さ測定時）
0.1 arcsec（角度測定時） 1.2 nm 0.0079 arcsec

特長

最も標準的な干渉計です
反射鏡は標準サイズ

（φ20）です
遠距離まで安定して変位測定が
可能です

小型タイプの干渉計です
反射鏡が小型（φ10）です

微小角度の変化を測定する
干渉計です
反射鏡はデュアルコーナー
キューブ（φ20 x 2）です
一定ピッチで反射鏡を動かすこ
とで真直度（二点連鎖真直度）
を測定することが可能です

長さ測定干渉計と角度測定干渉計の
機能を併せ持った干渉計です
先端の反射鏡を取り外すことで
角度測定が、取付けることで
長さ測定が可能です

直交3方向の変位を順次測定可能な
干渉計です
専用の方向切替えユニットで測定方向
を切替えます（要高圧エア）

回転軸の角度割出測定が可能です
最高1000 rpm対応です
取付時の誤差（偏芯など）をDISTAXが
補正し高精度を実現、角度測定干渉計と
組合せて使用します

■干渉計

■補正ユニット
屈折率補正、物体温度補正を行うユニットです。

環境センサUSBハブ
LS-04

エアセンサ
LA-04

物体温度センサ
LM-03
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DISTAX    Laser interferometer

名称 長さ測定干渉計 シングルビーム干渉計 角度測定干渉計 長さ角度兼用干渉計 3軸測定干渉計 角度割出測定システム

型式 LI-02A LI-02C LI-02D LI-02AD LI-42A LI-02RE

測定対象 変位 変位 角度（ヨーイング、ピッチング） 変位
角度（ヨーイング、ピッチング） 変位 角度（回転角度）

測定距離 10 m 5 m 5 m（±10°） 5 m 10 m 0 ～ 360°

分解能 1.2 nm 1.2 nm 0.0079 arcsec 　 1.2 nm（長さ測定時）
0.1 arcsec（角度測定時） 1.2 nm 0.0079 arcsec

特長

最も標準的な干渉計です
反射鏡は標準サイズ

（φ20）です
遠距離まで安定して変位測定が
可能です

小型タイプの干渉計です
反射鏡が小型（φ10）です

微小角度の変化を測定する
干渉計です
反射鏡はデュアルコーナー
キューブ（φ20 x 2）です
一定ピッチで反射鏡を動かすこ
とで真直度（二点連鎖真直度）
を測定することが可能です

長さ測定干渉計と角度測定干渉計の
機能を併せ持った干渉計です
先端の反射鏡を取り外すことで
角度測定が、取付けることで
長さ測定が可能です

直交3方向の変位を順次測定可能な
干渉計です
専用の方向切替えユニットで測定方向
を切替えます（要高圧エア）

回転軸の角度割出測定が可能です
最高1000 rpm対応です
取付時の誤差（偏芯など）をDISTAXが
補正し高精度を実現、角度測定干渉計と
組合せて使用します

■光ファイバ
測定用途に応じて選択してください。

•ファイバ長

3 m

5 m

1000 mm/sec

10 m

•応答速度
最も短いファイバです
小型の装置など、DISTAXを測定箇所近傍
に設置出来る場合に選択ください

標準的なファイバです
どのような測定でも余裕を持って取り回しが
出来るため、最もお勧めする長さです

最も長いファイバです
大型マシンの2軸測定や、測定箇所近傍に
DISTAXを設置出来ない場合（例えば、生産
ラインなど）に選択ください

移動速度が速い場合や、振動測定
を行う場合にも最適です
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SoftwareLineup

■シンプルソフト

測定値をExcel に出力します。
Excelシートに測定値、気温、気圧、湿度、物体温度、測定時刻を保存します。
データの取り込みは、ボタン押下毎に取得する方式のほか、一定時間間隔、
自動取り込みが選択可能です。

自動取り込みでは、移動→静止の判定をソフトが実施し、静止した瞬間のデータを取得します。
測定者によるバラツキなどのエラーを排除し、安定した測定を実現します。

データはExcelそのものですので、後から別のシートで利用するなど活用が非常に簡単です。

変位量を高速サンプリングすることで、実際の振動、
変位を直接観測できます。
サンプリング速度は最高1 MHz、最大100万点の
データを取得可能です。

位置決め精度測定のみでは確認できない、停止時の
オーバーシュートや速度ムラなどの解析が可能です。
簡易FFT機能も有しているため振動の解析にも用い
ることができます。

DISTAXデータリンク、Plus

DISTAXダイナミック

解析画面
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DISTAX    Laser interferometer

連続運転サンプル

X軸 補正測定

X軸 暖機測定

X軸 ISO測定

Y軸 補正測定

Y軸 暖気測定

Y軸 ISO測定

■工作機械検査向け

工作機械と連携を行い、各種測定を実行する
工作機械向けのソフトウェアです。
軸長や補正タイプなど、機種と可動軸の情報を
一元的に管理し、管理が簡単です。

測定は、NC誤差補正、ISO規格測定、速度測定、
角度測定に対応。NCとの連携時は測定のフローを
作成することでオペレータ不在で測定が完了します。

NC補正はNCに応じた補正計算はもちろん、通信に
よりNCへ自動で補正値を入力することが可能です*

ISO規格測定では貿易管理に必要なISO 230-2 
1988年式、および2014年式の測定、帳票印刷
をサポート。帳票印刷はExcelを用いるため、
データ管理が簡単です。

FANUC 16/18/21, 0i/15i/150i, 16i/18i/21i, 30i/31i/32i, 160i/180i/210i, 300i/310i/320iシリーズ
三菱電機 MELDAS 60/60S, 70/700シリーズ
Siemens SINUMERIK 840D sl

工作機械精度検査規格　ISO 230-2（1988, 2014）
平均反転誤差を含む各種位置決め精度検査項目
各種グラフ出力、検査報告書体裁のレポート出力（ISO規格）、暖機運転判定

RS-232C, Ethernet

DISTAX Manager 7

対応NC

対応規格

通信形式

＊：�工作機械NCにプログラマブル�
パラメータ入力などの機能が必要

測定時画面

パラメータ設定画面
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System

レーザ光源

FAコンピュータ

周辺機器

送信ファイバ 1軸目
干渉計 反射鏡

送信ファイバ 2軸目 ※
干渉計 反射鏡

信号ケーブル

受信ファイバ 1軸目

ＬＡＳＥＲ

ＳＴＡＢＩＬＩＺＥＤ

受信ファイバ 2軸目

干渉計調整冶具

反射鏡取付冶具

反射鏡取付冶具

エアセンサ

物体温度センサ

※:オプション品

システム構成
L-IM-500A シリーズ
1軸仕様：L-IM-501A
2軸仕様：L-IM-502A

※ ※ ※

収納トランクをオプションで購入可能です。

※

※
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DISTAX    Laser interferometer

レーザ光源 冶具
レーザヘッド（1 軸出力仕様） LH-311 干渉計調整冶具 U-680

レーザヘッド（2 軸出力仕様） LH-312 干渉計調整冶具 U-920

干渉計
干渉計調整冶具 US-981

干渉計調整冶具 US-991

長さ測定干渉計（コーナーキューブ仕様） LI-02A 反射鏡取付冶具 US-140

長さ測定干渉計（平面ミラー仕様） LI-03BH 反射鏡取付冶具 U-140

長さ測定干渉計（シングルビーム仕様） LI-02C 反射鏡取付冶具 U-832

角度測定干渉計 LI-02D

データ処理ユニット真直度測定干渉計 LI-02E

長さ測定干渉計（直交仕様） LI-02AW ボックスパソコン --

長さ角度兼用干渉計 LI-02AD キーボード（日本語） --

長さ測定干渉計（サイドビーム仕様） LI-02AS キーボード（英語） --

長さ測定干渉計（3 方向 左） LI-42AL DVD ドライブ --

長さ測定干渉計（3 方向 右） LI-42AR モニタ --

ファイバ
インクジェットプリンタ --

RS-232C ケーブル --

送信ファイバ　3 m LF-02-01

ソフトウェア送信ファイバ　5 m LF-02-02

送信ファイバ　10 m LF-02-03 DISTAX データリンクソフト ZS01590-S000

受信ファイバ　3 m LF-501B-04 DISTAX Manager 7 基本システム ZS02950-S001

受信ファイバ　5 m LF-501B-05 NC 誤差測定プログラム ZS02950-S002

受信ファイバ　10 m LF-501B-06 ISO 規格測定プログラム ZS02950-S003

反射鏡
速度測定プログラム ZS02950-V400

角度測定プログラム ZS02950-S005

コーナーキューブ（φ 20） LI-170 UPR 精度測定プログラム ZS02950-S007

コーナーキューブ（φ 10） LI-190 ダイナミック測定システム ZS01578-1

デュアルコーナーキューブ LI-210

環境センサ
環境センサ USB ハブユニット LS-04

エアセンサ LA-04

物体温度センサ LM-03

角度割出システム
角度割出システム LI-04RE

回り止め冶具 U-943

構成品一覧
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Traceability

国際度量衡局

国立研究開発法人
産業技術総合研究所
光周波数コム装置
（広帯域光周波数

校正）

東京精密 計測社
認定事業者

（特定二次標準器）
長さ用633nmヨウ素
分子吸収線波長安定化
He-Neレーザ装置

レーザ測長器
DISTAX

世界水準の精度保証—安心・信頼のトレーサビリティ対応—

東京精密はISO 9001の認証、計量法に基づく長さの校正機関国家認証を
取得しています。（ISO17025；JCSS）

校正・定期点検のおすすめ
お客様がお使いになられているレーザ測長器DISTAXの校正を承ります。
詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

1994年にISO9001を取得しました� 認定番号　JCSS�0047 1998年にISO14001を取得しました

トレーサビリティ体系

貿易管理に関して
レーザ干渉測長器は「輸出貿易管理令別表第一」に
該当する測定器です。輸出にあたり、経済産業省の許
可を受けなくてはなりませんので、ご注意ください。
なお、これら商品関連技術・プログラムについても外
国為替管理令の規制する役務取引に相当しますので、

非居住者に対するトレーニングの実施や技術指導など
も、同じく経済産業省の許可を必要とします。
該非判定書、項目別対比表などにつきましては当社営
業所までお問合せ下さい。
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DISTAX    Laser interferometer

ILAC認定のMRA相互承認メンバー一覧

東京精密および東精エンジニアリングは、長さの区分に
おいて計量法トレーサビリティ制度に基づく登録校正事
業者として認定されています。
更に国際試験所認定協力機構 ILAC（International 
Laboratory Recognition Agreement）の資格も持
ちます。

従って、東京精密のJCSS校正は相互承認協定に署名
しているメンバーとシステム能力及び適合性評価結果
の同等性が保証されます。

国・地域 ILAC 認定機関 国・地域 ILAC 認定機関
アイルランド INAB 台湾 TAF

アメリカ合衆国
A2LA, AIHA-LAP, NVLAP, ACLASS, 
PJLA, L-A-B, FQS, ASCLD/LAB

チェコ CAI

中国 , 香港 CNAS, HKAS

アラブ首長国連邦 DAC チュニジア TUNAC

アルゼンチン OAA チリ INN

イギリス UKAS デンマーク DANAK

イスラエル ISRAC ドイツ DAkkS

イタリア ACCREDIA トルコ TURKAK

インド NABL 日本 JAB, IA Japan, VLAC

インドネシア KAN ニュージーランド IANZ

ウルグアイ OUA ノルウェー NA

エジプト NLAB, EGAC パキスタン PANAC

オーストラリア NATA パプアニューギニア PNGLAS

オーストリア BMWFJ ハンガリー NAT

オランダ RvA フィリピン PAO

カザフスタン NCA フィンランド FINAS

カナダ SCC, CALA ブラジル CGCRE / INMETRO

韓国 KOLAS フランス COFRAC

キューバ ONARC ベトナム BOA (VILAS)

ギリシャ ESYD ベルギー BELAC

グアテマラ OGA ポーランド PCA

コスタリカ ECA ポルトガル IPAC

シンガポール SAC マレーシア STANDARDS MALAYSIA

スイス SAS 南アフリカ SANAS

スウェーデン SWEDAC メキシコ ema

スペイン ENAC ルーマニア RENAR

スリランカ SLAB ロシア AAC Analitica

スロバキア SNAS

スロベニア SA

タイ BLQS-DMSc, NSC-ONAC, BLA-DSS
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Overview

レーザ光源：LH-310シリーズ 干渉計：LI-02A
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反射鏡：LI-170

レーザ光源：LH-310シリーズ 干渉計：LI-02A
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DISTAX    Laser interferometer

リプレースのご案内
旧型機種も最新のハードウェアにバージョンアップすることができます。
また、既存機に干渉計やソフトウェアを追加することも可能です。

最新ソフト 追加オプション

詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。



ご用命は、販売店へ お問い合わせ先

（本社）〒192-8515  東京都八王子市石川町 2968-2　TEL： （042）642-1701　FAX： （042）642-1798

B-86-1024-J-2208_2


