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シャフトやタービン、機械を高精度でア
ライメントしなければならない理由
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• 効率性の向上

• すべての機械コンポーネントの耐用年数の向上

• 振動の減少により、静音作動の改善

• 消費エネルギーの減少

• ベアリング、カップリング、潤滑油の温度の低下

• 磨耗を削減

• 交換部品保管コストの削減

• タービンの流れの問題を防止

ロータライン® タッチ

ロータライン® タッチ EX

オプタライン® タッチ

シャフタライン® タッチ

プルアライン®

センタライン® ウルトラ RS5

ジオセンター

シングルレーザー テクノロジーはより迅速に、より

精度の高い結果を得るのに役立ちます

アライメントと測定：

 � シャフト

 �垂直機械

 � フランジ

 � カップリング

 � ボア

 � タービン

 � ジョイント

 � ベルトプーリー

 �機械の土台

 � カルダンシャフト



機械アライメント –  
数字で見るすべてのメリット
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1.修理回数が減少 

システムが正しくアライメントされていると、シール不良での修理作業は最大で

65% 減らすことができます。

ポンプの修理作業を最大で30％減らすことができます。レーザー光学アライメ

ントがメンテナンス措置の一部分に組み込まれた場合、交換部品の購入コス

トと保管コストが削減されるので、全メンテナンスコストが最小限に抑えられま

す。

2.機械の稼働時間が増加

高精度レーザー光学アライメントはすべての回転コンポーネントにおける機械

的摩耗を継続的に減らします。 

機械がミスアライメントの状態にあると,ベアリングやカップリングの機械的摩耗に

悪影響を及ぼします。 

レーザー光学アライメントを使うと、摩耗が減るので、機械の稼働時間と効率

性が大幅に向上します。 

3.消費エネルギーの削減

高精度レーザー光学アライメントは、摩擦の増加によるエネルギーの損失を減

らします。機械の不自然な張力が削減されます。したがって、エネルギー消費

を最大で10%減らすことができます。  
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プルーフテクニック、アダプティブアライメ
ントを使用して

6

1980年代初めにプルーフテクニックはレーザー光学プロセスを用いることにより、機械アライメントの世

界的な進化の基礎を築きました。高精度のレーザーとセンサーがルーラーとダイヤルゲージに取って

代わり、それ以来、これまでになかったほどの高精度アライメントに寄与しています。そしてプルーフテ

クニックはイノベーションを生み出し続けています。ロータライン®、オプタライン®、シャフタライン®を

含むアダプティブアライメントは、あらゆるアライメントの課題、設備資産、ユーザーエクスペリエンスの

レベルに調整することができます。すばやく、単純で直感的なアプリケーションはプルーフテクニックに

とって常に最優先事項です。以下に挙げられている数多くの特徴は、ユーザーが毎回測定を安全

に、再現可能かつ高精度で実行できるようサポートします。

シングルレーザー テクノロジー
プルーフテクニックのレーザーアライメントシステムは単一のレーザー光線のみを使うテクノロジーを利

用しています。これにより、設置が簡単になり、極度の角度ミスアライメントであっても、

最大の精度が保証されます。

アクティブシチュエーションインテリジェンス
アクティブシチュエーションインテリジェンス (ASI) は、プルーフテクニックのアダプティブアライメントシステ

ム専用の画期的な問題解決テクノロジーです。ASIはユーザーのミスを防ぎ、

機械をすばやく測定し、アライメントするのに役立ちます。

センサライン®
特許取得済みのセンサライン®センサーテクノロジーは傾斜計を内蔵しているのが特徴です。これは

7軸にわたって測定するMEMS（マイクロ エレクトロ メカニカル システム）をベースにしています。この基

礎をなすのがXXL HD PSDセンサーです。 

この優れたセンサライン®、インテリジェントなインテリスィープ®、同時ライブムーブ、品質因子測定モ

ードを使って、プルーフテクニックはミスアライメントのあらゆる領域で高精度で再現可能な測定結果

を達成しています。

インテリスィープ®
インテリジェントなintelliSWEEP® HD測定モードを使うと、カップリングの遊びや角度ミスアライメン

ト、外部振動源といった妨害因子をユーザーが簡単に発見でき、システムから排除して、データ品

質の劣化を避けることができます。シャフトが回転すると、すぐに大量のデータが連続的に自動記録

されます。 

したがって、再現性と測定精度は、3点測定を基にした従来の測定方法に比べて何倍も高くなりま

す。

intelliPASS®
intelliSWEEP®をベースにしたインテリジェントなintelliPASS®測定モードを使うと、カップリングから外

れたシャフトを測定し、互いにアライメントできます。この目的のために2つの測定ヘッド、センサーとレ

ーザーが回転して、様々な角度位置で互いに通過します。レーザー光線がセンサーの中心に当た

るとすぐに、測定が自動的に行われます。 
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... すばやく、簡単で高精度！
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品質因子
クオリティファクターはデータ品質をリアルタイムで決定し、クラッチやギアの遊び、回転速度のような妨

害因子を考慮に入れます。周囲の振動を計算に入れるのはプルーフテクニックだけの独特の方法で

す。データ品質の悪い測定結果は自動的に削除される、またはユーザーが手動で取り除けます。

同時ライブムーブ
同時ライブムーブはアライメントプロセスの時間を多く節約する特別な機能です。水平および垂直

方向の補正がリアルタイムで監視され、表示されます。ライブムーブはどのセンサー位置からでも開

始できます。 

ムーブシミュレーター
ムーブシミュレーターを使うと、アライメント中に機械がどのように動作するか、準備したシムを使って

実際のアライメントをしなくても、実際のアライメントが究極的には希望の結果に導くかどうかを見る

ことができます。これは非常に役に立つツールで、特にスペースに限りがある場合は効果的です。

vertiSWEEP®
intelliSWEEP®をベースにしたインテリジェントなvertiSWEEP®測定モードを使うと、垂直に取り付け

られた入力シャフトの測定が可能です。これを使うと、垂直シャフトのアライメントが水平シャフトと同

じように簡単になります。 

測定は連続的に回転することによって自動的に行われます。  

カルダンシャフトアライメント
特許取得済みの独自の測定方法により、シャフトを取り外さずに 

カルダンシャフトアライメントが可能になります。

ライブトレンド
ライブトレンドはその名が意味する通りです。ライブトレンドは、起動およびシャットダウン中の熱また

はプロセス制御関連の機械の位置変化を監視・解析するのに使用される機能です。同時にライブ

トレンドは機械振動を記録します。結果の目標値またはアライメントプリセットはコールド状態でのシ

ャフトアライメント中に使用でき、ホット状態における機械の最適なアライメントを保証します。

振動検査
センサライン®センサーは振動テストプローブを使って振動速度（参照値）を測定します。アライメント

後の振動測定はアライメント状態が完璧であることを確認し、最適な運転を保証します。



新しいスタンダードを打ち立てる
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ロータライン® タッチ
比類ない高精度アライメント

比類ないセンサライン® 7レーザーセンサーテクノロジーにより、ロータライン® タッチが機械のアライメ

ントに関する新しいスタンダードになります。業界全体のスタンダードを打ち立てるアライメントシステ

ム、ロータライン® タッチは、アダプティブアライメント機能をすべて提供し、新しいレベルの精度、速

度を実現し、人為的なミスをなくします。

 � バックラッシュを減らし、精度を高めるシングルレーザーテクノロジー

 �修正フィードバックを行い、低品質の測定とエラーを除去するアクティブシチュエーションインテリ

ジェンス

 � カップリングされたシャフト、カップリングされていないシャフトのアライメント

 �回転軸、フランジ、カップリング、中間シャフト、カルダンシャフトのアライメント

 � モーションシミュレーター

 �最大6つの連続するカップリングを同時にアライメント

 � WiFi、RFID、クラウド転送

x

y x

y



レーザー光学アライメント 
の新次元

98

オプタライン® タッチ
作業場に欠かせない日常ツール

オプタライン® タッチは産業における日々のアライメントおよび測定タスクに完璧なデバイスで、メンテ

ナンス組織に欠くことができないアライメントシステムです。シングルレーザーテクノロジーやアクティブシ

チュエーションインテリジェンスのようなアダプティブアライメント機能により、オプタライン タッチは状況、

設備資産、技術者の経験レベルに適応します。

 �比類ないセンサライン® 5レーザーおよびセンサーヘッド

 �工業向け設計：防水・防塵 (IP65)、耐油・防水 (IP65)、汚れに強く、耐傷性、耐衝撃

 � レーザー/センサー回転中に測定値の連続記録（スイープモード）

 � アライメントプロセスのリアルタイム表示（ライブムーブ）

 � ワイヤレスデータ通信（Bluetooth & WiFi）

 � すばやく直感的なインストール

x

y x
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シャフトアライメント

シャフタライン® タッチ
一般的なアライメントの問題を解決するための基準を打ち立てる

このユーザーフレンドリーシステムはシングルレーザーテクノロジー

をアクティブシチュエーションインテリジェンスと組み合わせて、様々

な経験レベルにあるチームがほとんどの資産で新しいレベルの精

度と速度に達するようチームの能力を高めます。シャフタライン タ

ッチはアダプティブアライメント能力と以下のような関連機能を提

供します。 

 � バックラッシュを減らし、精度を高めるシングルレーザーテクノ

ロジー

 �修正フィードバックを行い、ユーザーが低品質の測定とエラ

ーを除去できるようにガイドするアクティブシチュエーションイン

テリジェンス

 �最大8つの測定点（他社の競合システムではわずか3つ）

 �熱長さ計算機

 � クラウド転送とコラボレーションを可能にするWi-FiとPCソフト

 �統合RFIDマシン識別リーダー  

ロータライン® タッチ EX
EX/ATEXエリア用アダプティブアライメント

ロータライン® タッチ EXは、通常のデバイスではアクセスできない 

爆発の可能性のあるエリアにある機械やシステムに届きます。A-

TEX/IECEx zone 1認証。

 �工業向け設計：防水・防塵 (IP68)、耐油、汚れに強く、耐

傷性、耐衝撃

 � タッチスクリーンディスプレイ対応グローブ

 �最大6つの連続するシャフトのアライメント

 �垂直機械のアライメント (vertiSWEEP)

 � カップリングされたシャフトとカルダンシャフトのアライメント

 � RFID検出と内蔵カメラ

 � ワイヤレスデータ通信（Bluetooth & WiFi） 
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シャフトアライメント

プルアライン® / プルアライン® ライト 2
高精度レーザーによるベルトプーリーのアライメント

使いやすいプルアライン®レーザーアライメントデバイスだと、ベルト

プーリーをすばやく効率的にアライメントできます。 

 �赤または緑のレーザーが利用可能

 �高い磁気保持力

 �簡単に使える

 �高度な精度を実現するレーザー反射材

 �高さ調節可能なターゲットですばやいアプリケーション 

 

 

 

 

 

 

ARC® 4.0アライメントソフトウェア
アライメントプロセスのプランニングと文書化

この独自のソフトウェアはシステムの測定データをクラウドに保存

し、アライメント状態をグラフィック表示のトレンドチャートで追跡

するのに理想的なソリューションです。

 � システム、カップリング、許容値、様々な測定モードや 

レポートに対応してカスタマイズ可能なテンプレート

 �測定モードはベアリングタイプによって、自動的に 

推奨されます

 � ロータライン®、オプタライン®、シャフタライン® タッチシリーズ

のデバイスと互換 

 � データインポートおよびエクスポートが可能

 �機械データを保存・管理

 �大規模な分散型の会社、メンテナンスチーム、サービス企

業に理想的 
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ジオメトリック測定

センタライン® ウルトラ RS5
ボアのアライメントとタービンの測定

ボア穴（内部燃焼エンジン、コンプレッサ、ポンプ、ギアボックス、船

尾管、および蒸気/ガスタービンなどの）の測定が必要な場合、セ

ンタライン® ウルトラ RS5が最適なシステムです。

 � 120 mmから4,000 mmまでの直径の測定

 � レーザー ドリフトモニタリング用コントロールセンサー

 � マイクロメーターの分解能により最高精度

 �従来のあらゆる方法に比べて高速で正確

 �最大50 mのアライメント距離 

(ロングレンジレーザーを使用）

 � アライメントセンターソフトウェアに互換

センサライン® 7センサー&レーザー
平行度、真直度、直角度の測定

センサライン® 7センサーレーザーユニットはプルーフテクニックの最も

強力なアライメントツールです。他のあらゆる同等のシステムにまさ

る独特のデュアルミラーテクノロジーが内側にあり、 

最大距離と最小距離の極端なエリアでは特に真価を発揮しま

す。

 �7軸測定システム

 �MEMS傾斜計内蔵

 �GEO CENTERを使用したジオメトリック測定

 �Bluetoothデータ通信

レバライン® エキスパート
あらゆるジオメトリック測定に対応した高出力レーザー

レバライン® エキスパートはドリフトを使わずに最大で100 mの

測定レンジを持つ高出力レーザーです。あらゆる水平度、平面

度、真直度測定に理想的なシステムです。

 �自動レベリング

 �リモートアプリを使った制御が可能

 �水平および垂直方向の測定

 �センサライン® 7センサーに対応 

アプリケーション

 �ホールフロアの測定

 �テストベンチ土台測定

 �例えば大型プレス機械の平面度/面の平行度の検証 
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ジオメトリック測定

インクリネオ®
高性能傾斜計

インクリネオ®は傾斜角度に関係なく、面の平面度と平行度を

測定します。同様に角度と水平度もチェックできます。

 �相対傾斜度および絶対傾斜度の測定

 �機械加工された表面とフランジのプロフィールの計算

 �ハウジングは360°まで回転できます

アプリケーション：

 �大型プレス機械の圧力シリンダー

 �垂直機械の垂直度の測定

 �CNC機械のジオメトリーの点検 

 

ジオセンターソフトウェア
ジオメトリック測定のマルチ次元視覚化

CADプログラムでのプランニングおよび設計段階では、機械やそ

の土台のすべてのライン、レベルは100パーセント真直でフラットで

す。しかし、現実には暑さや寒さ、湿気、機械的な力によって材

料の特性が制限を受けます。表面同士、元々は真直になるよ

う計画されたレール、または土台でさえもジオメトリカルな偏差が

ごく「自然に」発生します。

プルーフテクニックのジオセンターソフトウェアを使うと、理想状態か

らのこうした変位がわかりやすく、すばやく、簡単に視覚化できま

す。プルーフテクニックのレーザー測定システムから得た測定デー

タは、インストールしたジオセンターソフトウェアを使ってBluetooth

で

直接ラップトップパソコンまたはPCに送信されます。

ジオセンターソフトウェアは多数のジオメトリック測定方法を統合

しています：

 

 �真直度測定（レール、ガイド、ボア）

 �平面度測定（機械のテーブルまたは土台など）

 �レベリング（機械ハーフの）

 �垂直度（垂直シャフトまたは表面の）

 �平行度測定（レールまたは表面の） 

プルーフテクニックはあらゆる特殊タスクに適したレーザーおよびセ

ンサーユニットを用意しております。ジオセンターを使うと、カスタマ

イズした測定テンプレートを作成し、測定レベルを自由に定義で

きます。 

GEO CENTERはすばやく簡単な操作ができるよう最新のグラフ

ィカルユーザーインタフェースを使用しています。測定結果は2Dお

よび3Dモデルでカラー表示されます。 

基準からの変位は一目でわかります。
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アクセサリ

取り付け
各標準および特殊アプリケーションに不可欠なアクセサリー

完璧なアライメント結果はレーザー/センサーを正しく取り付けた

場合のみ得られます – すべてが可能です。

標準および特殊アプリケーション用取り付け

 �カルダンシャフト用

 �非回転シャフト用

 �極度に狭いスペース用 

 

シム
シムなしでは作業ができません

プルーフテクニックのシムは様々な厚さとサイズでご利用になれま

す。シムは実用的な運搬ケースに入れて、作業場から機械まで

すばやく簡単で快適に運搬できます。

 �厚さ0.025 mmで60x50 mmから (M12) 

厚さ3 mmで最大200x165 mm (M52)

 �高品質ステンレススチール製

 �各シムにサイズ情報

 �バリを除去しているので、けがなく使用可能 
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誘導ベアリング加熱

エディーサーモ®
誘導によるベアリング加熱

プルーフテクニックは機械やシャフトのアライメント用の最高級アラ

イメントシステムだけでなく、シャフトへのベアリング取り付け用の

適切なツールも供給しています。 

わずか数分でベアリングは誘導によって加熱され、膨張して容易

にシャフトに滑る程度まで熱くなります。ベアリングが冷却すると、

元のサイズに戻るので、目標の強さの締め付けでシャフトや機械

におさまります。誘導熱により、すべての許容値、材料特性は損

われず維持されます。これ以上の作業ステップは必要ありませ

ん。エディーサーモ®は工具ではなく、ワークピースのみを加熱する

安全なツールです。

エディーサーモ®はベアリングやワークピースのサイズに応じて、2種

類のバージョンで利用可能です。

エディーサーモ® ポータブル： 

 �内径20 mm以上のワークピースに対応

 �最大10 kgの負荷

 �最高180°Cの誘導熱 

 

エディーサーモ® 2x：

 �最大80 kgの負荷

 �最高240°Cの誘導熱

 �利用可能なオプション：200 - 575 V（50/60 Hz） 
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プルーフテクニックは世界最高水準
のアダプティブアライメントシステムな
どを提供しています。

機械とシャフトアライメント

機械とシステムモニタリング

非破壊材料検査


