
技術資料 

ROTALIGN® touch（ロータラインタッチ） 
無敵の精密アライメントデバイス 

ロータラインタッチとは
ロータラインタッチは、⾼精度の測定と測定タスクをクラウドデータに接続して管理でき
る世界初のアライメント装置です。

独自のセンサライン7レーザーおよびセンサーヘッドを備えており、カルダンシャフトの調整
や最大6つの連続したカップリングの連続調整など、専門家による⾼度な調整作業に
至るまで、毎日の幅広い調整のルーチンを提供します。 シングルレーザーテクノロジー
は、最も過酷な条件や要求の厳しい作業でも、無敵の精度を実現します。 

ロータラインタッチは、問題を可能な限り簡単に解決するために、世界をリードするアライメ
ントのエキスパートによって設計されました。 直感的に操作できるユーザーインターフェイス
は、操作する人を選びません。ユーザーは、シャフトの芯出し工程の3つのステップ（寸
法、測定、結果）を実⾏するだけで済みます。

導入のメリット 
• アドバンス機能により様々なシャフトアライメントの状況に対応

ロータラインタッチは、あらゆるアライメントの課題を解決します。小型のモータポンプ
から大型蒸気タービンまですべてのアライメントの問題に対応できます。

• アダプティブアライメントで時間と無駄な労⼒を節約
ガイド付きユーザーインターフェイスにより、測定をスムーズにガイドし、さらにカラーの
3Dマシンモデルを表示します。オペレーターは操作に⼾惑うことはありません。

• 設備資産の可視化を加速する最強の通信オプション
RFIDタグは、広大な工場の設備を管理する場合に役⽴ちます。設定データをダウン
ロードし、測定結果をクラウド通信によりARC4.0ソフトウェアにて確認、レポート作
成が可能です。

ロータラインタッチは、アダプティブアライメ
ントの先駆者であり、新しいベンチマーク
です。

アダプティブアライメント 

アダプティブアライメントとはハードウェアとソフト

ウェアを進化させて組み合わせたものであり、

メンテナンスチームが現場で遭遇する、水平、

垂直等の⾼度なアライメントに対応できるよう

にしたアライメントの応⽤⼒のことです。

アダプティブアライメントを使⽤すると、作業

がより早く完了し、結果がより正確になり、

チームの能⼒を最大限に発揮できます。

ロータラインタッチは、すべての業界のお客様

へアダプティブアライメントの機能をフルセットで

ご提供し、アライメントの速度、精度、データ

の信頼を新次元へ導きます。



2 Fluke Reliability ROTALIGN® touch 

秘密を少しご紹介 精密なアライメントが重要な理由:
• 消費電⼒と負荷の⽐率の向上
• 機械寿命のより⻑い延命を実現
• 振動の低下 - 消耗の低下
• 消費電⼒量の削減
• ベアリング、カップリング、潤滑油の温度上昇の抑止
• スペアパーツの在庫コストの削減

シングルレーザーの秘密は、「センサー」の中にあります。
シングルレーザービームは2本に分割され、⼀定の距離に設置され
た2つの検出面で受光します。

シングルレーザーテクノロジー: 精密アライメントの秘密
センサラインレーザー/センサーは、プルーフテクニック独自の技術であ
る、シングルレーザーテクノロジーを有しています。この技術によって最
⾼に精密な測定結果をもたらすと共に、難易度の⾼い芯出しも、
非常に簡単に現場で実現可能です。センサライン7のセンサーはポ
ジションセンシティブディテクション（PSD）とMEMSインクリメーター
を有しています。この2つの検出技術のコンビネーションとインフィニレ
ンジを使⽤することにより、他社のレーザー軸芯出し器では必要とな
る粗だし作業が、プルーフテクニックのレーザー軸芯出し器では必要
ありません。初期測定から調整、最終確認測定まで⼀貫してレポー
トに記録することが可能です。

センサライン7を使⽤すると、どんなに困難なアライメント作業でも、インテリ
ジェントソフトウェアの機能により、オペレーターは正しい最短のアプローチを
⾒つけ解決することができます。例えばインテリスイープは、測定中の環境
の変化等により、測定が不⼗分と思われる結果を自動で排除して測定
品質を保ちます。

カルダンシャフト、縦型ポンプ、ターボマシントレインなどは、全てロータライン
タッチの守備範囲です。バーチスイープ、カルダンシャフトモード、ライブトレ
ンド、2方向同時ライブムーブ、マルチカップリング測定、ライブトレンドなど
の強⼒なソフトウェアのインテリジェント機能で解決します。

IIoTに対応し、チームのメンバーの能⼒を最大限に引き出し
ます。
ロータラインタッチのアダプティブアライメントソリューションはARC4.0 PC
ソフトウェアへクラウドサービスを使⽤して情報を共有します。この情報
共有により、チームの能⼒が最大限に引き出され、より効率的に現場
作業を進められます。



3 Fluke Reliability ROTALIGN® touch 

ASI –アクティブシチュエーションインテリジェンス
状況に合わせた賢さ
通常、重要な機械をアライメントする場合、作業の迅速さと測定の正
確さは相反するファクターとなります。短時間で作業を実施しようとする
と、正確さが損なわれる場合が今まではありました。その結果、再調整
を実施する必要が起こり、さらに時間を費やす場合があります。しか
し、ロータラインタッチは、アクティブシチュエーションインテリジェンス
（ASI）が搭載されています。アライメント作業で予測されるミスを回
避し確実に正確な測定とアライメント作業が実施できます。 

直感的なユーザーインターフェイスは、アライメントの初めから終わりまできめ
細かくユーザーをサポートします。ユーザーは、インテリスイープの状況、測定
品質、または、全体の機械位置をいつでもリアルタイムに確認できます。 

測定結果の正確さは、測定方法の正確さに大きく依存します。 
例えば、環境条件（外部からの振動など）または人間の影響
（測定時シャフトの回転が速すぎる、またはぎくしゃくしているな
ど）が結果に影響を与えることがあります。 ロータラインタッチデバ
イスのアクティブシチュエーションインテリジェンス（ASI）ソフトウェ
アは、これらの影響をフィルタリングし、検知します。

それらをリアルタイムで出⼒し、許容可能で再現可能な結果を
生成します。 したがって、最も厳しい条件下でも正確なアライメ
ント測定を⾏うことができます。

ロータラインタッチはあらゆる業界のアライメント作業に対応
ロータラインタッチは、厳しいテストをクリアし、どんな場所、どのような産業
の環境にも耐えられるように設計されています。この最⾼品質のレーザー
シャフトアライメントシステムは、回転機械のみならず、様々な機器のアラ
イメントの調整を実現します。
詳しくは、プルーフテクニック株式会社へお問い合わせください。



4 Fluke Reliability ROTALIGN® touch 

ロータラインタッチデバイス
一般仕様

CPU プロセッサ 

メモリ

1.0 GHz quad core ARM® Cortex-A9 

2 GB RAM, 1 GB インターナルフラッシュ, 32 GB SD-カード 

ディスプレイ テクノロジ

タイプ

解像度 
サイズ 

静電容量マルチタッチスクリーン 

透過型バックライト付きTFTカラーディスプレイ。明るさ自動
調整付き 

800 x 480 Pixel 

7インチ（178 mm）対角線 

LED表示 バッテリーステータス⽤の3つのLED、WiFi通信⽤の1つのLED 

電源 連続使⽤ 通常使⽤12時間（25%測定、25%結果計算、50%スリ
ープモード） 

バッテリー Lithium-ion リチウムイオン充電池 3.6 V / 80 Wh 
AC アダプター/ 
チャージャー 

12 V / 36 W; 標準バレルコネクタ 
(5.5 x 2.1x 11 mm) 

外部出⼒ USB接続コネクター 

USBパソコン接続、充電（5 V DC/ 1.5 A) 

RS-232 (シリアル) センサー⽤, RS-485 (シリアル)センサー
⽤、I-Dataセンサー⽤ 

Bluetooth®内蔵無線通信 (カバー距離30m―環境条件
による) 

無線接続ワイヤレスLAN IEEE 802.11 b/g/n up to 
72.2 Mbps （構成により異なります。） 

RFID内蔵 ―読み書き可能（構成により異なります。） 

保護等級 IP 65 (防塵及び、耐噴流性)  
規格 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) 規格通り 

耐ショック 
湿度 10% to 90% 

落下テスト 1 m (3 1/4 ft) 

温度範囲 オペレーション

充電中 

保管 

0°C から 40°C (32°F to 104°F) 

0°C から 40°C (32°F to 104°F) 

-10°C から 50°C (14°F to 122°F) 

寸法 約. 273 x 181 x 56 mm (10 3/4” x 7 1/8” x 
2 3/16”) 

重量 約. 1.88 kg (4.1 lbs)
カメラ 5 MP 内蔵 （構成により異なります。） 
LEDs: IEC 62471:2006に準拠 

CE適合 CEのサーティフィケートはホームページよりダウンロード
www.pruftechnik.com

キャリーケース 標準 HPX® Harz, 落下テスト (2 m / 6 1/2 ft.) 
寸法 約. 551 x 358 x 226 mm 

(21 11/16” x 14 3/32” x 8 29/32”) 
重量 約. 11 kg（標準内容物を含む） 

(24.3 lb) 

FCC コンプライアンス 要求は満たしている。「安全と⼀般情報」を参照 

プルーフテクニック株式会社 
240-0006神奈川県横浜市保⼟ケ⾕区星川 
3-3-29 星川三丁目ビル 
Phone: +81（０）45 444 8812 
Japan@pruftechnik.com 
WEB:プルーフテクニック.jp

©2020 Fluke Reliability 
Specifications subject to change without notice. DOC 
50.401.EN 

Modification of this document is not permitted without written 
permission from Fluke Reliability. 

センサライン7センサー （sensALIGN® 7 sensor）

一般仕様

CPU 1.0 GHz quad core ARM® Cortex-A9 

タイプ 7軸センサー 2検出面（4軸＋角度計2軸＋振動計） 

LED 表示 レーザー調整⽤の4つのLED

Bluetooth®通信⽤の1つのLED

バッテリーステータス⽤の1つのLED

電源 連続使⽤  

バッテリー 

12 時間連続使⽤ 

リチュームポリマー充電池 3.7 V / 1.6 Ah 6 Wh 

保護等級 IP 65 

湿度 

(防塵及び、耐噴流性)  

DIN EN 60529 (VDE 0470-1),規格通り、耐ショック 

10% to 90% 

周囲光保護 光学的及び電子式調整機能 

温度範囲 オペレーション

充電中 

保管 

-10°C から 50°C (14°F to 22°F)

0°C から 40°C (32°F to 104°F) 

-20°C から 60°C (-4°F to 140°F)

寸法 約. 103 x 84 x 60 mm 
(4 1/16” x 3 5/16” x 2 3/8”) 

重量 約. 310 g (10.9 oz) 

測定範囲 無制限、動的に拡張可能 

測定分解能 1 μm 

測定エラー < 1.0% 

角度分解能 0.1° 
インクリメーターエラー ± 0.25% フルスケール 

振動測定 mm/s, RMS, 10Hz to 1kHz, 0 mm/s – 5000/f 
mm/s² (f in Hertz [1/s]) 

外部接続 Bluetooth®内蔵 Class 1, RS232, RS485, I-Data 

CE適合 CEのサーティフィケートはホームページよりダウンロード 
www.pruftechnik.com 

センサライン7レーザー（sensALIGN® 7 laser）
一般仕様

タイプ 半導体レーザー 
LED 表示 レーザー送信⽤の1つのLED

バッテリーステータス⽤の1つのLED
電源 連続使⽤  

バッテリー 

70時間連続使⽤

リチュームポリマーバッテリー 3.7 V / 1.6 Ah 6 Wh AC

充電器: 5 V / 3 A
保護等級 IP 65 

湿度 

(防塵及び、耐噴流性)
DIN EN 60529 (VDE 0470-1),規格通り、耐ショック 

10% to 90%

温度範囲 オペレーション

充電中 

保管 

-10°C から 50°C (14°F to 122°F)

0°C から 40°C (32°F to 104°F)

-20°C から 60°C (-4°F to 140°F)

寸法 約. 103 x 84 x 60 mm 
(4 1/16” x 3 5/16” x 2 3/8”) 

重量 約. 330 g [11.6 oz] 
ビーム出⼒ < 1mW 
ビーム発散 0.3 mrad 
波⻑ 630 – 680 nm （赤色、可視光) 

レーザークラス IEC 60825-1︓2014に準拠したクラス2 

レーザーは21 CFR 1040.10および1040.11に準拠してい
ます。2007年6月24日付のレーザー通知No.50。安全上
の注意︓レーザー光線を調べないでください。

傾斜計の解像度 0.1°
傾斜計エラー ± 0.25% フルスケール
CE conformity Refer to the CE compliance certificate in 

www.pruftechnik.com 


