
次世代高精度
測定ソリューション



925 mm
615 mm

740 mm

OPTOFLASH は、マーポスの光学測定システムに追加された最新製品です。

幅広い測定ツールキットライブラリーを提供することにより、測定における問題を簡単に解決することができます。
これには、静的モードまたは動的モードでの寸法、位置、および形状の測定が含まれます。ライブラリーには、スレッド
測定機能も含まれています。

オプトフラッシュは、最先端のエリアイメージセンサーを基盤としており、これまでにないスピードでミクロンレベル
での精密なワークチェックを行えます。製品構造の様々な位置に固定された複数のイメージセンサーを使用して
測定範囲全域をカバーします。そのため、イメージセンサーと測定対象のワークのどちらもZ軸に沿って移動する必要
はありません。 

自動車 エレクトロニクス 航空宇宙 ねじ・ボルト 医療



素早い測定
従来機と異なり、Z軸方向の移動がないので、他のシステムでは時間がかかっていたワーク全体の画像取得も
オプトフラッシュでは瞬時に実行できます。
測定サイクルタイムは驚くほど高速であり、シャフト長さに沿って測定セクションがどのように分布しているかに関
係なく、100回の静的測定をわずか2秒で実行します。

耐久性
センサーの位置は固定されており、機械的ストレスがありません。
オプトフラッシュの測定性能は、数百万サイクルにわたって一貫して安定しています。また、メンテナンスの必要性
も最小限で済みます。

オプトフラッシュは、サイドバイサイド2D画像
アーキテクチャーに基づいた世界初の光学測
定ユニットです。
これにより、異なるセンサーで収集した複数
の画像が、隙間や切れ間なく完全に合成され
て、1枚のワークの画像が生成されます。
その結果、センサーやワーク自体を垂直方向
に移動することなく、長さ300 mmまでのワーク
を測定可能です。 2D 画像

ウィンドウ 
#2

2D 画像
ウィンドウ 

#1

9x 動的直径
2x 円弧半径
4x 長手寸法
3x 溝径
1x 円筒度
1x 面取りの角度

測定サイクルタイム: 5.6 秒 !

測定画面例



2D 画像アーキテクチャは、測定業界に新しいベンチマークを確立し、オペレーターに大きな利点を
もたらします。

Z 軸の動きがないため、他機種の追従を
許さない測定速度。 全画面2Dオプティクス。

画像の一貫性：複雑なプロファイルと部品
の形状を同一画像フレーム内で取得され
るため、測定に伴う機械的エラーがありま
せん。

軸振れ：2D画像フレームにより、部品の回
転中に各角度で表面全体を動的に取り込
みます。
これにより、Optoflashが光学TIRが他の従
来型の光学ソリューションよりも優れた測
定結果を得る事ができます。

貫通穴測定：数ミリ秒で画像取得からスルー
ホール測定の実行までを行います。

測定精度と「フラッシュ」サイクル時間：
オールインワン

締結部品の品質管理

1

2
3
4

ネジ、ピン、リベットなどは、Optoflashで簡単かつ迅速に測定でき
ます。

標準測定ツールキットには、以下のねじ分析測定ソフトが含まれ
ています：最大および最小直径、ピッチ直径、ピッチ、ねじ角度、ね
じ直線性、ねじ部分長。



2D画像の取得により、Optoflashはターボ
チャージャーシャフトの測定に優れたソリュー
ションです。

Optoflashはワークプロファイル全体を
単一の2D画像で取得するため、ブレー
ドプロファイルを最大の測定精度と優
れた測定速度で同時に実行します。通
常、Optoflashは、従来のリニアスキャンソ
リューションの倍の速度です。

ターボチャージャー

外周振れ、
外径、 同芯度、 

各ブレードの結果

外径測定、
 各ブレードの結果

プロファイルエラー、
各ブレードの結果



Optoflash XS は、マーポスの2D光学測定ソリューションへ加わった最新加製品です。
精密機械機器業界および医療用インプラント業界の要件を満たすように設計されています。

610 mm
545 mm

400 mm

超高解像度
Optoflash XS は、最高レベル
の画像画素密度を提供し
ます。
小さな部品や厳しい公差
のワークを測定するため
のソリューションです。

素早い測定
オペレーターは、測定対象
ワークを測定ホルダーの
所定の位置に配置し、
«開始»ボタンを押すだけ
です。わずか2秒で、部品
は完全に測定されます。

コンパクトサイズの
ソリューション

製造現場環境とラボを統
合されるように設計され
たOptoflash XSは、光学
処理ユニットとユーザー
インターフェイスを統合
したオールインワン製品
です。

超小型部品用の超高精度モデル



精密機械機器産業

医療産業

Optoflash XS は、精密機械機器業界の要件に応えます。例として
Optoflash XSは、小さな面取りや溝、100μmの延長、または部品
軸に沿った直径の非常に小さな変化であっても、簡単に測定
できます。
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Optoflash XSは高い柔軟性を持っており、医療業界向けのツー
ルやインプラントの製造における品質管理のための費用対効
果の高いソリューションとなっています。
プラスチック成形品または高精度の歯科インプラントにおい
て、Optoflash XSは速度と測定精度のパフォーマンスを提供し
ます。測定ワークの切り替えは、クリックのみでワークタイプを
切り替えることができます。



使いやすさを実現する設計：ワーク搬入口には障害物がなく、十分なスペースがあります。テールストックシステム
は人間工学に基づいて設計され、ワークを簡単にクランプできます。
グラフィカルユーザーインターフェース（タッチスクリーンモニターに表示）は、優れた操作性を提供します。

ワンクリック
測定サイクルの実行

モニター
-柔軟なアーム上-

ユニットの両側に設置可能

接続性
USB ハブは7ポート用意しており、プリン
タ、バーコードリーダー、そして外部デバ

イスのメモリを簡単に接続できます。

ワークの装着 段取り替え 正しいワーククランプ状況を
示すインジケータ



オプトフラッシュは、最先端のグラフィカルユーザーインターフェースを備えています。

使いやすさ
直観的なユーザーインターフェー
スでトレーニングコストを排除でき
ます。スマート結果表示、ワーク詳
細画像、グラフィックセットアップなど
の機能を備えています。オプトフラッ
シュは誰にでも使いやすく、新し
い測定を構成することもできます。

新機能
スマート検索機能は、測定データが
アーカイブされるに伴い、画像とト
レンドの見える化によってワークの
詳細レビューを示します。

極めてフレキシブルなセットアップ
オプトフラッシュは簡単な操作でア
プリケーション要件に幅広く対応し
ます。



1) 参考マスターは以下のDIN 1319-3/ISO基準より計算。
環境温度は20°C ± 1 K、0.5 K/hの最大変動、部品温度は20°C ± 1 Kとする。

OPTOFLASH MODELS

ワーククランプオプション

チャックプレート センター 

測定範囲（最大部品寸法）
長さ(mm)
直径 (mm)

最大部品重量 (Kg)

計測の不確かさ1
長さ(mm)
直径 (mm)

ワーク搬入モード

ワークの回転

測定モード

測定システムの寸法
W x D x H (mm)

33 [33]
20 [90]

610 x
545 x
400

U95 (2+L[mm]/100) μm 
U95 (1+D[mm]/100) μm

1

手動および自動（ロボット使用）

オプション

静的および動的



3  ネジ山検査
3  外径
3 長手
3 半径
3 面取り
3 角度
3 外周振れ
3 軸振れ
3 同芯度

測定一覧
寸法、位置、形状測定

3 円筒度
3 同軸度
3 真直度
3 真円度
3 平面度
3 対称度
3 平行度
3 直角度
3 カムプロファイル

100 [100]
60 [90]

854 x
612 x
626

200 [200]
60 [90]

854 x
612 x
740

854 x
612 x
842

U95 (2+L[mm]/100) μm 
U95 (1+D[mm]/100) μm

300 [300]
60 [90]

6

手動および自動（ロボット使用）

オプション

静的および動的
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