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意思決定を容易に
複雑な世界であっても、一つの決定が非常に容易なものに変えることがで
きます。精度、効率および柔軟性について、｢すべての道はLeitz Reference 
に通ず｣と言えるでしょう。 
あらゆるタイプの形状をテストする高精度三次元座標測定機(CMM)でも、あるいは回転テーブルを使用しないギヤの測定で
も、Leitz Reference は、生産環境まで含め、品質検査のために万能のソリューションを提供します。 Leitz Reference ラインは
幅広いアプリケーションのための用途の広いソリューションです。

自動車

エンジンブロック、シリンダーヘッド、バ
ルブシートとガイド、カム軸、コントロー
ルカム、ギヤボックス、車軸およびシャフ
ト、ブレーキ板

精密産業

光学部品、エレクトロニクス、ベアリン
グ、ウォッチプレート、小型で複雑な構
成部品

航空宇宙

ドライブトレイン構成部品、ブレードおよ
びブリスク、支持構造、ハウジング

ドライブテクノロジー

すぐば及びはすば歯車、かさ歯車、ウォー
ムギヤ、ギヤ、ギヤラック、歯切工具

E-モビリティ

ヘアピン、ステーター、ローター、遊星歯
車装置、e-ドライブハウジング、燃料電池
バイポーラプレート

医療技術

インプラント、医療機器、内部および創
外固定器、補綴



効果的な設計によるスマー
ト・ソリューション
Leitz Reference ラインは、フィーチャが増強され、現代の生産の必要を満たす用途の広いCMM
製品レンジです。

将来の統合に対応するケーブルシステムは、SENMATIONインテリジェント・センサー・システムと
の互換性を提供し、メーカーが単一の測定サイクル中に異なるセンサーの間を自動でシームレス
に切り替えることを可能にします。

CMMの高度な適応性オプションはPULSEリアルタイム監視システムが含まれています。 データ
の完全性を保証する環境トレーサビリティーを提供し、測定過程中に安全性とセキュリティを改
善します。 これはさらに、認識可能なデータを、条件変動の可能性に関連づけることを可能に
し、原因解析を支援します。

セラミック製ラムは、より堅固なパフォーマンス提供を支援します。また、Zカバーに統合された
表示灯はマシンの状態を一目でモニタリングできます。

ソリッドベース 
重心の低い安定したグラナイ
ト・テーブル

測定効率最大化 
接触プローブヘッドとセン
サーの間を自動的に切り替
え、SENMATIONで測定サイク
ルタイムを最適化
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ユーザーエクスペ
リエンス強化 
表示灯を統合し、
一目でオペレーテ
ィング・モードを視
覚化

最大の 
堅牢性 
Zラムは、強健なセ
ラミック材を使用
して作られ、非常に
正確な測定を実行
できます。

リアルタイムのシステムトレー
サビリティ 
PULSEによって、ユーザー
は、CMM周囲環境条件もモニ
タリング・記録し、リアルタイ
ムで機械情報を取得可能

高度ダイナミクス 
TRICISION™ 設計は軽量化さ
れた三角形ポータル・プロフ
ィール

高いシステム安定性 
ダブテール・ガイドを統合し、
すべての軸にエアベアリング
が設置されたグラナイトテー
ブル

安全性 
特許取得Zマシン主軸の重量
補正

温度からの独立性 
熱分離したエンコーダ・モータ
ーおよびベルト張力

低振動 
フラットおよびVリブベルトで、
低振動で滑らかな軸動作
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精度およびハイレベルの柔軟性
Leitz Referenceマシンは汎用能力を損なうことなく、広範囲の用途に適応します。また、異なるセンサーの
セレクションで極めて高い柔軟性を備えています。  
極めて高精度のLeitz Reference ULTRAから非常に柔軟なLeitz Reference Xiまで、Leitz Referenceライ
ンは、広範囲のアプリケーションに柔軟性と精度の最も高い標準を提供します。

Leitz Reference Xi

広範囲のアプリケーションに適する柔軟なマシン 

Hexagonの精巧なテクノロジーを装備したLeitz Reference Xiは、柔軟な汎用ツールです。 異なるセンサー
システムおよびハードウェア・オプションの幅広いセレクションにより、Reference Xiは 
35°Cまでの現場環境に耐えることができ、最も難度の高い測定タスクに最適化されています。

Leitz Reference HP 

高精度スキャン性能

高精度は複雑なアプリケーションには不可欠です。 Leitz Reference HPは、非常に高速のスキ
ャン特性と、最適な精度を組み合わせています。 Leitz Reference HPなら、厳格な許容差によ
る複雑な形状の測定タスクも、シンプルなものになります。

Leitz Reference ULTRA

サブミクロン精度の新たなレベル

e-ドライブトランスミッションおよび精密機械産業の厳格な部品許容差に対応できる
Leitz Reference ラインは、最新のLeitzテクノロジーを活用しLeitz Reference ULTRA
を開発しました。 サブミクロン精度の新たなレベルとクラス最高の容積測定の長さ測定
誤差が達成されています。 



優れた測定能力 - 小型から大型アプリケーションまで

Leitz Reference 5.4.3およびLeitz Reference 7.7.5のような小型ユニットでも、競合機と比較して、非常に多くの
測定ボリュームを提供します。これらのコンパクトモデルは、厳格な許容差で最も小さなワークピースを測定する
ことに特に適し、Leitz Referenceマシンならではの特性として、測定不確実性を低レベルに抑えています。 Leitz 
Referenceレンジは、精密部品、小型ギヤおよび電子部品メーカー向けのニーズに最適です。

また、Leitz Reference は、さらに大型ワークピースに適しています。 3,300mm x 
1,500 mm x1,400mmまでの測定ボリューム、および最大ワークピース・ロードは
5000kgと高く、船舶エンジン部品、大型ハウジングか、ギヤ、シャフトおよび長いギヤ
ラックなど非常な大型･重量アプリケーションも正確に測定することができます。 
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高速度と安全性
高い測定スループットは、ニアライン･インライン品質検査には重要な要件です。特に100%試
験では、測定スループットに関する要件は高まります。

2つの2Dレーザスキャナを使用して、CMMの縦側(X軸)をモニターする新しい安全機能によ
り、CNCモードでは、860mm/sの最大のポジショニング速度を達成しています。 ユーザーまたは
オブジェクトに応じた保護エリアを超えた場合には、自動的に有効な安全指令に適合し、速度を
定常速度まで落とします。   
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広範囲のアプリケーションにわたって柔軟性を
最大化
Leitz Reference ラインの機種は、幅広いアプリケーションスペクトルに対応し、最も広い計測タスクの範囲に適応す
ることができます。機械はそれぞれ広範囲の互換性を備えたセンサーおよび補機によって、生産環境のニーズに合わ
せて、容易かつ最適にセットアップすることができます。

4軸スキャン

統合バージョンまたはオントップ・バージョンとし
て、600mmの直径および550kgの最大テーブル・ロードに
対応する回転テーブルは、連続した4軸スキャンと構成要素
ポジショニングに使用することができます。

温度センサー

LSP-S2 Scan+ とHP-S-X5 HD の交換可能な温度センサ
ーは、測定ルーチン内のワークピースの自動的な温度測定
を可能にします。

XTオプション

生産環境向けのこのオプションは、15-35°Cの拡張温度範囲で、
信頼できる正確な測定を可能にします。 

持ち運び

左のブリッジ柱に付属するスタイラス交換ラックは、測定
ボリュームを制限せず自動スタイラス交換を可能にしま
す。 またより移動距離の短縮により、スタイラス変更プロ
セスが高速化されます。 



デジタルツイン生成を通じた最適化された
開発
研究開発過程では、試作データを完全にキャプチャし、Nikon 
LC15Dxを使用して、デジタル・モデルに変換することができま
す。 これらのデジタル・モデルをMSCのシミュレーション・パッ
ケージなどのシミュレーションソフトで使用することで、全開発
および生産プロセスを最適化し、コストを削減することができ
ます。 生産の観点からは、完全表面測定は、フィードバック・ル
ープ内で生産プロセスをモニターし調整できる、貴重な情報を
提供します。 部品をマルチセンサーCMMで測定、デジタルツイ
ンでアーカイブに保管することで、必要に応じて、トランスミッ
ションのシミュレーションは、実測のかなり後でも実行できるよ
うになります。 

ギヤラックの非接触測定
ギアラックのような高性能ステアリング部品の連続生産には、
生産工程を確実に制御するための迅速かつ正確な計測ソリ
ューションが必要です。専用計測ソフトウェアを備えたLeitz 
Reference CMMで、マルチセンサー・セットアップを使用するこ
とによって、メーカーはサイクルタイムを最大75%以内削減する
ことができます。光学センサーにより、ラックの全長に沿った単
一軸の動きによって、軸平面プロファイルをキャプチャします。
また、ピッチ点はスキャンから抽出されます。 接触システムの
場合の毎秒1ポイントと比較して、光学システムは、ピッチ測定(
プロセス時間を消費する部分)を除去し、毎秒最大1,000ポイン
ト以内をキャプチャできます。 自動センサー交換インタフェー
スは、歯とフランクのプロフィールなど達することが困難な特徴
の付加的な接触測定を可能にし、オール・イン・ワンの高速測
定ソリューションを提供します。 



すべてのタイプの角柱状部品およびギヤのため
の柔軟なソリューション
測定ソフトウェアQUINDOSとあわせて、Leitz Reference 座標
測定機は、高い柔軟性を持ち、円筒歯車、すぐば及びはすばか
さ歯車、円筒ウォーム、ステッピングギヤー、連結器、カービッ
クカップリング他多数を含め、あらゆるタイプのギヤ測定が可能
です。 CMMは、回転テーブル不要で測定ルーチンを完了するこ
とができます。 パレット測定機能は、さらに潜在的なスループッ
トを最大化し、手動操作不要で、多くのギヤの全自動測定を可
能にします。

部品オートメーションによる連続操作
部品オートメーションにより、Leitz Reference の24時間稼働
が可能になりました。 パレットで運ばれた部品の測定で万一エ
ラーが生じた場合、測定ソフトウェアQUINDOSで定義された条
件ハンドラが、機械を衝突ゾーンから回避、次の部品の連続す
る測定を継続できるよう保証します。 不適切なロード、大幅な
形状偏差および機械加工の残留物があっても、生産停止あるい
は手動の介入は必要ありません。
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センサー 
あらゆる条件に合わせて
Leitz Reference 座標測定機は、ドイツウェッツラーでHexagonによって開発され製造されたプローブヘッドを装備しています。 
Hexagonプローブヘッドおよび光学センサーは、CMMとソフトウェアの間の滑らかな相互作用を保証します。さまざまな異なるセン
サーおよびセンサー交換システムを利用できるLeitz Referenceレンジは、正確な形状測定アプリケーションに最適です。
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LSP-S2/LSP-S2 Scan+

LSP-S2プローブヘッドは最大の測定性能を意味しま
す。 800mmまでの延長スタイラスを使用しても、き
わめて高速のスキャン特性と最大の精度を実現。最
も厳格な許容差で複雑な形状の測定も、固定プロー
ブヘッドによって、標準測定タスクに変えることがで
きます。 

HP-S-X3

HP-S-X3は、固定センサーシステムでコンパクト設計
が特色です。小型CMMサイズ、高速の単一のポイン
トプロービング、高速でも優れたスキャン特性が必
要な用途に適します。最大360mmの延長スタイラス
を使用可能で、様々な異なるワークピースへの容易な
アクセシビリティを可能にします。

HP-S-X5 HD

HP-S-X5 HD固定プローブヘッドは、すべての規格検
査タスクの単一のポイント測定と可変高速スキャン
を提供し、平歯車、ウォームギヤ、タービンブレードお
よびウォーム歯車のような、複雑な形状のフォームお
よびプロフィール測定を行えます。最大800mmの拡
張スタイラスで、挿入深さの大きな要素も測定するこ
とができます。

HP-S-X1C

HP-S-X1Cは、モジュール交換不要で、様々な長さの
スタイラスに最適化された、市場で唯一の強健でコ
ンパクトなスキャニングプローブヘッドです。軸方向
に225mm、また横方向に50mmのスタイラスを使用
でき、コンパクト設計で、ワークピース内の深い要素
もキャプチャできます。 

 
HP-S-X1H と HH-A-T2.5/T5

HP-S-X1Hプローブヘッドを使用して、 
単一のポイントから、セルフセンタースキャン、可変
高速スキャンまで、あらゆる計測に高速で正確な測
定過程を保証します。 
 HP-S-X1Hは、HH-AS8-T2.5/T5あるいはOT2.5のイ
ンデックスヘッドと合わせて、高度に複雑なワークピ
ースへのアクセスを容易にできます。 センサーは、
最大の225mmのエクステンションとあわせて柔軟に
使用することができます。
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Profiler R

PROFILER R により、CMMで粗さ測定を実行でき
ます。 センサーは、HP-S-X5 HDあるいはLSP-S2/
LSP-S2 Scan+に適して、スタイラス交換ラックを使
用して、測定過程に自動的に統合されます。粗さは接
触表面スキャンを通じて測定されます。また、測定値
はBluetooth®によって測定システムに転送されます。

Nikon LC15Dx

Nikon LC15Dx.を使用して、全表面と個々のフィーチ
ャの非接触データキャプチャが可能になります。こ
の三角測量レーザー・ライン・センサーは、さらに非
常に反射の強い高光沢面の迅速なデータキャプチャ
を可能にします。インデックスヘッドは、ワークピース
表面に対して、センサーの理想的なアラインメントを
常に保証します。

HP-O Adjustable

HP-Oの光学の干渉計測定センサーは、金属の技術
加工表面の正確で信頼できる高速非接触測定を行
います。 回転対称部品の検査時間を著しく縮小する
ポテンシャルを提供します。センサー直径が小さいた
め、穿孔あるいは小さな内部スプラインのような、ア
クセスすることが困難なフィーチャの測定に特に適
します。 非接触測定であるため、接触が難しい材料
を破損することもありません。 

HP-O Flex

HH-AS8-OT2.5インデックスヘッドは、HP-S-X1Hセ
ンサーシステムの高速で正確な測定と、HP-Oフレ
ックス・センサーを備えた光学測定能力を提供しま
す。 この2.5°のインデックスヘッドの柔軟性により、
ブリスク、ブレード、小半径部品および面取り部など
複雑なアプリケーションを容易に測定することを可
能にします。 HR-R交換ラック・システムの使用によ
り、センサー間の切り替えはシンプルで効率的です。 

HP-OW / Precitec

HP-OWおよびPrecitecセンサーは、ガラス、陶器の
材料あるいは炭素繊維材料のような最も挑戦的な
表面を最大速度で測定するために、フォーカスホワ
イトライトを使用する非常に正確な光学センサーで
す。 最適なアクセシビリティを可能にするため、HP-
OWは2.5°インデックスヘッドと組み合わせて利用可
能です。固定Precitecセンサーは、極めて高精度測
定を要求する、アクセスしやすいフォームおよび表面
フィーチャの測定に適しています。
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光学測定での絶対的な
柔軟性
HP-OWは、クロマチック共焦点測定に基づいて、光学検査で絶対的な柔軟性を提供します。光学
センサーは、2.5°-ステップで位置を決めて測定可能です。インデックスヘッドおよび光学センサー
の組合わせは、ワークピースへの理想的なアラインメントを実行できます。さらにクロマチックホ
ワイトライトセンサーは、壊れやすい面、反射、低コントラストあるいは透明材料のような難度の
高い表面の高精度測定に適しています。 
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高速度全表面検査
Nikon LC15Dx は、優れた測定精度で、たワークピース表面の光学の高速検査を可能にします。 
レーザー・ライン三角測量に基づいて、フリーフォームやプリズムの部品で70 000ポイント/sの非
常に高いポイント密度を達成できます。ESP3テクノロジーにより、レーザー値は、各測定ポイント
でリアルタイムで自動的に調節されます。したがって、測定されるワークピース表層構造および材
料から独立して、精度、速度およびデータ品質が維持されます。 

高度の柔軟性を達成するため、センサーは2.5°自動回転ヘッドに装着され、アクセスしにくい特徴
にも高い柔軟性を提供します。 さらに測定サイクルタイムを増加させるため、回転テーブルで4軸
連続スキャンを利用することができます。
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SENMATION
インテリジェント・センサー・オー
トメーション
異なるセンサーを使用した、最も複雑な測定タスクを同じ測定機械で実行
するために、HexagonはSENMATIONインテリジェント・センサー・オート
メーション・システムを開発しました。世界共通のインタフェースを使用し
た、様々に異なるセンサーは、自動的に交換され、高度な柔軟性を保証し
ます。

将来に対応するコンセプト Future-Ready Concept

Future-Ready Conceptで、CMMをSENMATIONインテリジェント・セン
サー・オートメーション・システム・アップグレードに最適化しています。汎用
プレケーブルは、いつでもシンプルな統合プロセスが可能となり、コストの
かかるダウンタイムなしに柔軟なアプリケーションの変更ができます。

アドバンテージ

• 自動センサー検出

• 測定ルーチン内のセンサーの全自動交換

• キャリブレーションの必要なくセンサー交換

• 最大の柔軟性と完全なCMMキャパシティー利用を可能にします
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PC-DMIS

PC-DMISは、シンプルなプリズム部品から最も複雑な航空宇宙および自動
車構成部品まですべての測定を可能にする強力な能力を持っています。 PC-
DMIS CAD++は、特定のアプリケーションにあわせてソフトウェアを微調整
するオプションモジュールが利用可能です。 

包括的なソフトウェア
専門家のために専門家によって開発されたソフトウェア

QUINDOS

QUINDOSは、専門の拡張可能なソフトウェアで、特殊形状計測の標準を定
めます。極めて高精度のLeitz Referenceマシンとあわせて使用できるよう
開発され、様々な異なる構成部品のためにほぼすべての測定タスクを実行す
ることができます。 QUINDOSは、任意の測定要件にあわせて自由に構成で
き、50以上のオプションのコンビネーションを使用し、必要な場合あとで拡
張できます。 測定実行および評価はすべてそれぞれ全国・国際基準に従って
行なわれます。

QUINDOS Gears

ギヤ測定のためのQUINDOSオプションで、ギヤーホイール、かさ歯車および
歯切工具を、回転テーブルなしで測定する能力を持っています。許容差基準は
オプションに含まれています。 QUINDOSギヤーは、ギアのパレット測定オプ
ションを提供し、さらに高スループットを保証します。
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します。

HexagonのManufacturing Intelligence 事業部は、設計とエンジ
ニアリング、製造、および計測分野のデータを活用し、製造をより
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