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はじめに

Keysight 5530レーザー・キャリブレーション・システム： 
強力なレーザー干渉方式のポータブル工作機械校正システム

概要

無駄を排する今日の工場環境では、精度とピーク性能が競争を勝ち抜く鍵となります。お客様からは、許
容誤差の厳格化とコストの削減を絶えず求められています。工場運営の管理、スクラップまたはやり直し
作業の削減、生産性の向上が必要です。こうした課題に対処するには、工作機械の性能を最大限に引き出
す必要があります。こうしたことから、工作機械の校正はこれまで以上に重要性を増しています。

キーサイトのレーザー・キャリブレーション・システムは、40年以上にわたり、レーザーベースの測長シ
ステムの基準として、工作機械とCMMの精度の校正／検証に使用されています。キーサイトは、最初のレー
ザー・キャリブレーション・システムを発表して以来、業界最高の性能を提供し続けています。

ユーザーにとってプロセス制御と効率の向上は、工場運営の最適化と製造コスト全体の削減という利点に
つながります。メーカーは、NISTにトレーサブルなキーサイトのレーザー・キャリブレーション・システ
ムの強力な測定機能を使用することにより、主要な国際標準に準拠できます。Keysight 5530レーザー・キャ
リブレーション・システムは、CMMおよび工作機械のプロセス制御と効率の向上を支援する、理想的な
測定ツールです。

この強力なシステムにより、以下が可能です。

 – 工作機械の位置決め精度の測定
 – 機械の位置決め誤差を補正するための補正データの提供
 – 形状問題の診断の支援
 – 国際標準に基づいた機械性能の文書化
 – 各機械の既知の性能に基づいた生産管理

国際標準

 – ANSI B5.54/B5.57

 – BSI 3800

 – GB 10931

 – GB/T

 – ISO 230-2

 – JIS B6330

 – NMTBA

 – VDI 3441/2617

ピッチ ヨー 回転 垂直真直度

水平真直度

リニア位置

X-軸
Y-軸

Z-軸

Y-Z

X-Y

X-Z

直角度
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キーサイトがデザイン／製造する5530レー
ザー・キャリブレーション・システムには、競
争が激化する環境で製造工場が成功を収めるた
めに必要な、最高の再現性と信頼性が備わって
います。5530は、現在使用可能な最もコスト
パフォーマンスの高いレーザー校正システム
です。

5530による定期校正

 – 品質証明が必要なメーカー向けに、工作機
械の性能を立証できます。

 – 各機械の能力を完全に把握できるため、
目標のプロセス制御が実現しやすくなり
ます。

 – 校正を行わない場合には、パーツが仕様の
範囲内に収まるようにプログラムを調整す
るCNCプログラマーの作業時間が必要で
すが、この時間を節約できるため、工場の
生産性が向上します。

機械性能の検証とプロセス制御の向上

今日の製造工場は、顧客の要求により、より厳密な仕様にもとづく精度の高い部品を生産することが求められています。在庫を減らし、キャッシュ
フローを最適化するために、部品納入までの時間の短縮も求められます。高価な材料を使って、短期間で部品の製造を行うことが一般的になりつつ
あります。

5530レーザー・キャリブレーション・システムは、プロセス
制御の向上に必要な基盤を構築します。

Keysight 5530レーザー・キャリブレーション・システム

プロセス制御

測定の整合性 信頼性
コスト

パフォーマンス

アプリケーション

 – CMM校正
 – 工作機械校正
 – 機械性能証明書

主な利点

 – 現在使用可能な最高の精度
 – NISTにトレーサブルな測定ツール
 – 持ち運びやすさを考慮したデザイン
 – 信頼性に優れた長寿命のレーザー

プロセス制御の向上とコスト削減に
必要な基盤を構築することで、以下
が可能になります。

 – 機械性能の向上
 – 最も要求の厳しいデザインと 
許容値仕様への適合

 – スクラップとやり直し作業の 
削減

 – トリミング廃棄物の低減
 – 工場の運営コスト全体の削減
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Keysight E1736A USBセンサハブを使えば、1台のPCに
最大4個のセンサを接続できます。

小型で軽量なKeysight E1735A USB軸モジュールを使用して、 
レーザー、リモートコントローラー（オプション）、A Quad B 
入力ケーブルをPCに接続できます。

柔軟なモジュラーシステム

Keysight 5530レーザー・キャリブレーション・
システムは、システム固有の校正要件に柔軟に
対応するようにデザインされています。基本シ
ステムには、エアセンサ／物体温度センサ、ケー
ブル、USBセンサハブ、USB軸モジュール、リ
ニア測定キット、レーザー、三脚が含まれてい
ます。各種測定アプリケーション用にデザイン
された精密光学部品が用意され、必要な機能が
すべて揃ったシステムを構築できます。

小型で軽量な電子機器とセンサ

センサケーブルには便利なスナップオンコネクタが装備されて
いるため、必要に応じてケーブル長を簡単に変更できます。

5530レーザー・キャリブレーション・システムの構成

レーザー (0.7 m/s) 
レーザー・ヘッド・ケーブル(7 m) 
リモートコントローラー 
リニア測定キット（光学部品とハードウェアを含む） 
USB測定モジュール 
USBセンサハブ 
エアセンサ(1) 
物体温度センサ(1) 
センサケーブル5 m(1) 
センサケーブル15 m(1) 
レーザー、センサ、USBモジュール、光学部品用の輸送ケース
三脚、取り付けベース付き 
三脚用輸送ケース 

5519A
10882B
10888A
55280B
E1735A
E1736A
E1738A
E1737A
E1739A
E1739C
E1734A
10753B
E1734B

使用可能なオプション

レーザー (1 m/s) 
角度位置測定キット 
センサケーブル5 m 
センサケーブル10 m 
センサケーブル15 m 
センサケーブル25 m 

5519B
55290A
E1739A
E1739B
E1739C
E1739D
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Keysight 5519A/Bレーザーは、2周波干渉方式固有の 
高い再現性を実現する、デュアル周波レーザーです。

測定の品質：信頼できる結果

測定が不正確では測定しても意味がありませ
ん。2周波レーザー干渉方式を採用するキーサ
イトのレーザー・キャリブレーション・システ
ムは、単一周波システムよりも空気の乱れに対
する感度がはるかに低いという特長を備えてい

キーサイトのレーザー：実証済みのテクノロジーと革新的な機能が統合された 
単一ソリューション

システムの中心はKeysight 5519A/Bレーザーです。5519A/Bは信頼性と安定度に優れ、業界で定評のある性能と確度を備えています。平均故障間隔
(MTBF)は50,000時間を超え、市場で最も寿命の長いレーザーです。

35年以上にわたる精密光学部品のリーダー

キーサイトは、精密光学部品のデザインと製造で世界をリードしています。測定確度は、干渉計と反射鏡の光学部品によって決まります。キーサイ
トでは、リニア、ダイアゴナル、角度、角度位置、平面度と進路真直度、真直度と平行度、直角度、タイムベースの測定向けに、特定の要件に対応
できる幅広い光学部品を提供しています。さらに、キーサイトの角度位置測定キットと角度測定キットを組み合わせれば、角度位置測定も可能です。

工場環境向けの光学部品

測定の完全性と信頼性をさらに高めるために、
キーサイトの光学部品は、製造環境の厳しい条
件に耐えられる、堅牢で温度安定性の高い構造
になっています。干渉計と反射鏡の光学部品は
ステンレススチール製のハウジングに収納され
ているので、他の金属では急激な収縮や膨張が
生じるような温度変化による影響が軽減されま
す。すなわち、ステンレススチール製ハウジン
グに収納した光学部品を使用すれば、測定の確
度と再現性が向上します。ステンレススチール
は堅牢なので、過酷な環境下でも非常に長い期
間、光学部品を使用できます。

測定タイプ 必要な補助キット モデル番号

リニア リニア測定キット 55280B

ダイアゴナル ダイアゴナル測定キット
リニア測定キット

10768A
55280B

角度 角度測定キット 55281A

ロータリー／インデックス
テーブル校正

角度位置測定キット
補助フィクスチャキット
角度測定キット

55290A
オプション 744

55281A

平面度と進路真直度 平面度測定アクセサリキット
角度測定キット

55282A
55281A

真直度と平行度 真直度測定キット 55283A

直角度 オプティカルスクエア
真直度測定キット

10777A
55283A

キットの内容の詳細については、www.keysight.co.jp/find/5530 を参照してください。

ます。したがって、5530レーザー・キャリブレー
ション・システムは空気中の温度勾配の影響を
受けにくく、測定値の再現性に対する信頼が高
まります。工場内の温度や空気環境が不安定な
場合でも、一貫した結果が得られます。
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リニア測定は、機械の移動経路に沿った複数の
点で行われ、リニア変位と速度を測定します。

基本機器

 – 基本レーザーシステム 5530

 – リニア測定キット 55280B

その他の推奨機器

 – 追加の物体温度センサ E1737A

 – センサケーブル（5 m/10 m/ 

15 m/25 m）E1739A/B/C/D

 – フィクスチャキット 10744A

リニア測定の光学系のセットアップ

測定の目的

位置決め精度と速度制御を要求されるすべての
機械について、性能を文書化し、可能ならば軸
方向の位置決め精度を改善すること。

リニア測定Y

X

 

その他の機能

 – ロングレンジオプションにより、
測定範囲が80メートル（2倍）に
なります（55519A/5519B オプ
ションC01）。

 – 5519Aを5519Bに交換すれば、
最大1 m/sの軸速度を実現でき
ます。

 – 高分解能平面ミラー光学部品に
よって0.25 nmの分解能を実現
します。

 – 表面（2次元）ダイアゴナル測定
を実行できます。

 – 相対振動解析や“on-the-fly”測
定には、高いデータレートによ
る高速データ収集が有効です。

 – 数時間あるいは数日にわたる長
期間の熱ドリフト試験により、
温度が幾何学形状に及ぼす影響
を調べることができます。
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ダイアゴナル測定は、機械の加工空間の4本の
対角線においてリニア測定を行うことにより、
空間位置決め性能を検証するものです。

測定の目的

工作機械の性能を文書化し、空間位置決め性能
の完全なチェックを短時間で実行すること。

基本機器

 – 基本レーザーシステム 5530

 – リニア測定キット 55280B 

ダイアゴナル測定キット 

10768A

その他の推奨機器

 – 追加の物体温度センサ E1737A

 – ターニングミラー 10769B

 – 軽量反射鏡 10767B

 – フィクスチャキット 10744A

照合特性の再現性

5530とダイアゴナル測定キットを
使ってダイアゴナル測定を実行すれ
ば、個々の工作機械の照合特性が得
られます。機械のプログラムを変更
して機械をレーザーに合わせるので
はなく、レーザービームを機械に対
して合わせるので、ダイアゴナル測
定の再現性が最適化されます。各測
定セットで同じ機械動作を用いる
と、機械が仕様を満たしているかど
うかを判定できるほか、空間位置決
め性能が十分なときでも性能の変化
を予測できます。

ダイアゴナル測定

 

Y

Z

X
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その他の機能

数時間あるいは数日にわたる長期間の熱
ドリフト試験により、温度が幾何学形状に
及ぼす影響を調べることができます。
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角度測定は、機械の移動経路に沿った複数の点
で行われ、移動の軸に垂直な軸の回りの回転
（ピッチとヨー）をテストします。

 – 幾何学誤差は加工誤差の最も一般的な原因
の1つであり、リニア位置決め誤差と同じ
くらい重要です。

 – 工作機械内の不要な角度動作は、位置決め
誤差の原因となり、機械の全体的な精度を
低下させます。

測定の目的

工作機械の幾何学形状を文書化、解析、診断
すること。

Y軸上のヨー測定用の光学系のセットアップ

X軸に沿ったテーブルピッチ

基本機器

 – 基本レーザーシステム 5530

 – 角度測定キット 55281A

その他の推奨機器

 – フィクスチャキット 10744A

その他の機能

 – 可動範囲の位置決め誤差を角度
測定とリニア測定から予測する
ことができます。

 – 進路の状態、および可動範囲に
おける直角度と平行度の範囲
を、角度測定によって示すこと
ができます。

 – 角度測定は、リニア位置決め誤
差の原因の特定に役立ちます。
古い機械を交換するのか再構
築するのかを判断する有効な
手がかりになります。 

 – 数時間あるいは数日にわたる長
時間の熱ドリフト試験により、
温度が幾何学誤差に及ぼす影響
を調べることができます。

角度測定Y

X

 

 



9 | Keysight | 5530 レーザー・キャリブレーション・システム - Technical Overview

その他の機能

 – 角度位置測定キットを使用すると、
最大15 mmの大きなリフトが必要
なインデックステーブルにレーザー
ビームを固定することができます。

 – 数時間あるいは数日にわたる長期間
の熱ドリフト試験を行うことができ
ます。

 – 360°回転できない工作機械でも校
正することができます。キーサイト
の角度位置測定キットは、あらゆる
円弧に対して校正されています。

 – 特定の角度および連続回転を繰り返
すようプログラムされた「C」軸ス
ピンドルを持つターニングセンター
で使用する場合、複数回転を実行で
きます。

水平マシニングセンター上の55290A光学部品セットアップ（垂直テーブル使用時（右）と水平テーブル使用時）

角度位置測定は、ロータリーテーブル、インデッ
クステーブル、その他の角度位置決めデバイス
の全回転、複数回転、または部分回転に対して
行われます。

基本機器

 – 基本レーザーシステム 5530

 – 角度測定キット 55281A

 – 角度位置測定キット 55290A

 – 補助フィクスチャキット  

55290A/B、オプション744

その他の推奨機器

 – フィクスチャキット 10744A（補助
フィクスチャキット 55290A、オプ
ション744と交換可能）
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キーサイトは2つの角度位置測定ソリューショ
ンを提供しています。55290Aは、より自動測
定の精度を高めます。

測定の目的

工作機械の性能を文書化し、可能であれば、
角度位置精度を高めること。
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Figure #57 for page 

平面度測定は、配置されたラインのパターンに
沿った一連の角度測定を行うことにより、3次
元表面の平面度を評価するものです。

進路真直度測定は、機械の進路に沿った一本の
ライン上で一連の角度測定を行うことにより、
進路の2次元真直度を評価するものです。

平面度測定の目的

定盤やマシンベッドなど、任意の平面を3次元
で文書化／解析すること。

進路真直度測定の目的

工作機械の進路や基準直定規など、固体に沿っ
たラインの真直度を文書化／解析すること。こ
の測定は、機械のセットアップまたは再構築の
際に非常に役立ちます。

平面度測定のセットアップ

基本機器

 – 基本レーザー・キャリブレーショ
ン・システム 5530  

角度測定キット 55281A  

平面度測定アクセサリキット 

55282A

機械の進路真直度測定

平面度／進路真直度測定 
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X軸に沿った垂直真直度測定用の光学系のセットアップ

旋盤での平行度測定用の光学系のセットアップ

真直度と平行度の測定は、工作機械の性能を
大きく低下させる原因となる幾何学誤差を明
らかにします。

真直度測定では、工作機械が特定の方向へ移動
する際の、横方向または縦方向の不要な動きを
評価します。

直線平行度測定では、水平マシニングセンター
上のW軸とZ軸のような2本の共直線軸間のず
れを評価します。

回転平行度測定では、ターニングセンターのス
ピンドル平行度など、回転軸と直線軸間のずれ
を評価します。

基本機器

 – 基本レーザーシステム 5530

 – 真直度測定キット 55283A（3 m

までの距離を測定する10774A

ショートレンジ真直度光学部品を
含む）

移動の真直度の測定は、空気の乱れに対し
てきわめて敏感ですが、キーサイトの2周
波レーザ光学「直定規」は他のレーザー測
定法に比べて空気の状態の影響を受けにく
いので、正確な測定が可能です。

測定の目的

工作機械の移動および平行な動作軸につい
て、文書化、解析、診断を行うこと。

真直度／平行度測定

 

X

Y

X

 

 

その他の機能

 – 数時間あるいは数日にわたる長期
間のドリフト試験により、機械に
生じる問題を診断することができ
ます。
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直角度測定は、水平または垂直面上で行われ、
2本の軸が互いに垂直であるか、また軸に沿っ
た移動が垂直かどうかを調べます。軸の間の直
角度のずれは、幾何学誤差の一種であり、工作
機械の性能に重大な影響を与えます。

基本機器

 – 基本レーザーシステム 5530

 – 真直度測定キット 55283A

 – オプティカルスクエア 10777A

その他の推奨機器

 – ロングレンジ真直度光学部品 

10775A（30 mまでの距離を測定）

XZ直角度測定用の光学系のセットアップ

直角度測定の目的

直交機械軸の直角度のずれの文書化、解析、診
断を行うこと。

直角度測定

 

Y

X

その他の機能

 – 数時間あるいは数日にわたる長
期間のドリフト試験により、温
度勾配の変化で生じる幾何学的
形状の問題を調べることができ
ます。

 – 1回の光学系セットアップで2

つの直交軸の真直度／直角度測
定を実行します。
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6ステップの校正手順

1. 測定の選択。メインメニューから
測定を選択します。または、以前
に保存したデータ／セットアップ
情報を呼び出すこともできます。

2. レーザーのセットアップ。測定軸
を選択します。光学系をアライメ
ントします。

3. 測定のセットアップ。ターゲット
リストとトリガモードを入力しま
す。または、前回の校正（ステッ
プ1）からセットアップを呼び出す
こともできます。

4. データの収集。データは、手動、
自動、エンコーダーのいずれかに
よって収集します。

5. データの解析。8つの国際校正標
準のいずれかを選択してデータ
を解析します。

6. 補正テーブル。誤差補正テーブ
ルが計算され、印刷されます。
CNCにそのまま入力できます。

キーサイトのツールを使用すると、難しい作業も簡単に行えます。5530/E1733A Dimensional Metrologyソフトウェア（Windowsベースのソフトウェ
ア）が、測定プロセスの手順を1ステップずつ表示します。この高度なPCソフトウェアの指示に従って測定を実行し、データを収集すると、データの
解析とプロットが自動的に行われ、これによって、機械の履歴を作成し、プロセスを確実に把握することができます。測定時には、論理的なグラフィッ
クによる指示に従って5つのステップを実行します。6番目のステップでCNCへの入力に対する誤差補正が計算され、必要な補正が行われます。

ソフトウェアツールにより、わずか6ステップでデータを作成可能

オンライン「ヘルプ」ウィンドウ

キーサイト独自のソフトウェアには、さまざま
なデータ収集／解析ツールが揃っています。マ
ウスカーソルを置くとツールヒントが表示さ
れるため、特定の画面やテーマに関する回答が
即座に得られます。E1733Aソフトウェアのパ
ワフルな機能の詳細な説明と使用方法は、付属
のマニュアル（8か国語で提供）に記載されてい
ます。

5530/E1733A Dimensional Metrologyソフトウェアには、さまざまな 
測定オプションが用意されています。

高度な表示機能を利用すれば、データ解析が容易になります。
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補助フィクスチャキット

現行システムユーザー向けのアップグレードキット

レーザーと光学部品がシステムの大部分を占めます。キーサイトは最も信頼性の高いレーザーシステムと、最も堅牢な光学部品を提供しているので、
システム全体を取り替えなくても、5530の性能を向上させることができます。すでにオールインワンのKeysightレーザー・キャリブレーション・シ
ステムを所有しているお客様には、経済的なアップグレードオプションが複数用意されています。このオプションを利用すれば、システムの寿命を
延ばし、全体的な精度を高めることが可能です。

詳細については、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

55290A – オプション744  
補助フィクスチャキット

 – ガセット×2

 – ポスト（～ 2インチ）×3

 – ポスト（～ 4インチ）×4

 – ベース（大）×1

 – フレキシブル・ボール・ジョイント×1

 – ノブおよびサムスクリュー付き 

高さアジャスタ×1

補助フィクスチャキット 55290A/B – オプション 744 補助フィクスチャキット 10744A

10744A  
補助フィクスチャキット

 – フィクスチャキット10744Aは堅牢な構造
で、アッベ誤差を避けるために可動範囲の
中心で校正を行う際に役立ちます。堅牢で
あるため、フィクスチャに関連する振動も
発生しません。

 – ガセット×3

 – ポスト（～ 1インチ）×2

 – ポスト（～ 2インチ）×2

 – ポスト（～ 4インチ）×5

 – ベース（大）×1

 – アダプタープレート×1

 – フレキシブル・ボール・ジョイント 

×1

 – 直角クランプ×3

 – 6角キー付きハードウェアキット
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工作機械メーカー

工作機械メーカーは、5530レーザー・キャリブレー
ション・システムを以下の目的で使用できます。

 – インストール時のお客様の受け入れ検査要
求に対応する。

 – 出荷前にすべての機械が仕様を満たしてい
ることを確認することにより、コストがか
さむ顧客サイトでのトラブルシューティン
グを回避する。

 – 画面上のボタンを押すだけで、工場出荷時
の機器性能に関する文書を作成でき、これ
をお客様に提出できる。8つの言語から選
択可能。重要な国際標準に準拠し、NIST

にトレーサブル。
 – 製造されたすべての機械の性能を記録し
て、製造プロセスを監視／制御する。

 – 動作誤差を特定し、工作機械のデザインを
改善する。

 – 最も厳格なレーザー・キャリブレーション・
システムのテストに合格した機械を提供す
ることで、お客様の信頼感を高める（5530

ヘテロダインレーザー干渉計は、現在使用
可能な最も堅牢で正確な校正方法）。

 – 5530は、1つの輸送用ケースに収まるので、
お客様に定期的な校正サービスを提供する
工作機械メーカーにとって非常に便利。三
脚に付属している専用の車輪付き輸送用
ケースは必要に応じて、システムケースの
背に載せて運搬可能。

校正のタイミング

5530レーザー・キャリブレーション・システムは、工作機械が納入されたその日から、品質の制御と生産性の向上に威力を発揮します。

問題の診断

深刻な問題の発生により、機械でスクラッ
プが発生し始めたとき、5530を使用すると
プロセスを短時間で正常な状態に回復させ
ることができます。このトラブルシューティ
ングプロセス中に収集されたデータを、定
期校正中に収集／保存されたデータと比較
すれば、ほとんどの問題の原因を正確に突
き止めることができます。

ISO 9000ドキュメント

キーサイトのレーザーは、ISO 9000認証に
必要な製造プロセスの検証と文書化に役立
つ重要なツールです。機械性能を示すプロッ
トを、性能証明のドキュメントとして使用
することができます。

受け入れ検査

工作機械メーカーは、工場出荷前に機器の精度
を慎重にテストしますが、機器の出荷時や設置
時に精度が低下することがあります。5530レー
ザー・キャリブレーション・システムを使って
校正を行えば、コストのかかる性能問題の発生
を防止し、新たに投入した機械をただちに稼働
させることができます。

定期校正

定期的なメンテナンスによって自動車の寿命が
延びるのと同様に、定期的な校正によって工作
機械の寿命も延びます。キーサイト・テクノロ
ジーは、校正結果から頻繁な校正が必要と判断
されない限り、新しい工作機械の校正を、稼働
後1年半までは半年に1回、その後は、年1回行
うことを推奨しています。環境条件が極端に厳
しいか、工作機械に強い圧力や衝撃が加わる場
合、より短い周期で校正を実施する必要があり
ます。

5530による定期的な校正により、工作機械の
性能の全容を把握できるため、効率的にワーク
フローをスケジューリングできます。最も要求
の厳しい作業は、最も確度の高い機械に割り当
てるようにスケジューリングできます。また、
5530を使用すれば所定ジョブの精度要件を満
たさない機械を特定でき、プロセスの制御が容
易になるため、コストのかかるスクラップやス
ケジュールの遅れを回避できます。

クイックチェック

ダイアゴナル測定は、工作機械の空間位置決め
性能を検証し、機械の照合特性を確認するため
の迅速な方法です。ダイアゴナル測定の値が許
容範囲内であれば、フル校正とそれに伴うダウ
ンタイムを回避することができます。
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キーサイトのレーザーベースの測長システム

キーサイト・テクノロジーは、工作機械の校正からフォトリソグラフィーまで、さまざまな精密測
定アプリケーション用のモジュラーレーザー干渉計ソリューションを提供しています。ソリュー
ションにはキーサイト独自のレーザーテクノロジーが採用され、優れた安定度と信頼性を誇ってい
ます。高精度の光学デザインと製造能力により、信頼できる業界最高の測長ツールを提供してい
ます。

キーサイトの超精密測長製品の詳細については、www.keysight.co.jp/find/5530 を参照してくだ
さい。または、最寄りの営業所あるいは代理店にお問い合わせください。

進化
キーサイト独自のハードウェア、ソフトウェア、サポート、スペシャリストが、お客様の次の
ブレークスルーを実現します。キーサイトが未来のテクノロジーを解明します。

ヒューレット・パッカードからアジレント、そしてキーサイトへ


