
MEASURING SOLUTIONS 
FOR THE OPTICS INDUSTRY

光学機器用 測定機器

This is what we mean by EXACTLY. 
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GRINDING
研削 

POLISHING
研磨

DIAMOND TURNING
ダイヤモンド旋削

Optotech GmbH Satisloh GmbH VIAOPTIC GmbH, Wetzlar

1861年の設立以来、Mahrは製造分野の測定を専門としています。

工業化により、生産性の急速な成長がもたらされたと同時に、製造物への高い精度が要求されるようになりました。

Mahrの創業者 Carl Mahr は、1861年、早くも高精度な長さ測定機の需要に気づいたのです。

以来現在に至るまで、Mahrは製造業関連測定機器の世界有数のメーカーであり、革新者としての存在感を増しています。

Mahrは製造業のあらゆる分野において、最適な測定ソリューションを提供しています。

ノギスなどのハンドツールからカスタマイズ対応のCNC制御測定システムまで ― Mahrの革新力の秘訣は、お客様との密接な関係にあります。

私たちはお客様と共に、次世代の測定コンセプトを開発しつづけてまいります。

MORE ABOUT MAHR: THE EXPERTISE
MAHRの専門分野
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SPHERES / ASPHERES
球面 / 非球面レンズ

FREEFORMS
自由曲面レンズ

AXICON
アキシコンレンズ

asphericon GmbH Docter Optics GmbH asphericon GmbH

製品測定の役割は、製造プロセスの革新に伴って、劇的な速度で拡大しています。

Mahrの精密測定は、個別の事例に対応し、カスタマイズした独自のソリューションでお客様の製品開発をサポートします。

自動全数検査・抜き取り検査など、お客様のニーズに最適なソリューションを提供いたします。

MORE ABOUT MAHR: THE FUTURE
MAHRのビジョン

More Information
www.mahr.com, WebCode: 21872
Tel: 045-540-3591
info@mahr.jp

3



Optics | Measuring technology in lens productionOptics | Measuring technology in lens production

PRODUCTION METROLOGY

MarOpto TWI 60
Tilted Wave 干渉計
―非球面の高速かつ
   高精度な測定に

WebCode: 21879
www.mahr.com

MarOpto MT 300s
大口径球面レンズ試験用
多機能4インチステッチング干渉計

WebCode: 22069
www.mahr.com

MarOpto MT 150 / 150i
平面レンズ・球面レンズ・
非球面レンズ試験用
フィゾー干渉計測定タワー

WebCode: 22066
www.mahr.com

MarOpto FI 1100 Z
平面・凹面・凸面の高速測定用
非接触フィゾー干渉計

WebCode: 21875
www.mahr.com

MarForm MFU 200
Aspheric
球面・非球面用
輪郭・形状測定機
―製造工程の初期段階における    
   誤差を3D検出

WebCode: 21881
www.mahr.com

MarOpto FI 1040 Z
平面・球面用
フル機能フィゾー干渉計

WebCode: 21874
www.mahr.com

MarSurf WM 100
非接触3D形状・粗さ測定機
―ナノ単位レベルの測定に対応

WebCode: 20565
www.mahr.com

MarSurf CWM 100
非接触3D形状・粗さ測定機
―非接触で高精細な
   形状測定を実現

WebCode: 20566
www.mahr.com

MarSurf LD 130 / 260    
Aspheric 2D / 3D
球面・非球面用
形状・粗さ測定機
―製造工程の初期段階における　　　　
　 形状誤差を3D検出

WebCode: 21880
www.mahr.com

MarSurf UD 130
Aspheric 2D
2D測定ステーション
―光学部品の測定／評価に対応

WebCode: 22044
www.mahr.com
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MAHR PRODUCT PORTOFOLIO METROLOGY

MARSURF LD 130 / 260 ASPHERIC 2D / 3D 

MARFORM MFU 200 ASPHERIC 3D 

非球面レンズ ・ 回折レンズ (DOEレンズ)

平面レンズ ・ プリズムレンズ ・ 球面レンズMAROPTO FI SYSTEMS
INTERFEROMETRIC MEASURING TOWERS

非球面レンズMAROPTO TWI 60

非球面レンズ ・ OFF-AXIS レンズ ・ シリンダーレンズ(円柱レンズ) ・
トロイダルレンズ ・ アキシコンレンズ ・ 自由曲面レンズ
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MEASURING TASKS IN THE GRINDING PROCESS
研削工程における測定タスク

Form and Contour Measurement 
形状・輪郭測定

球面レンズ・非球面レンズ・フリーフォームレンズ・特殊レンズなどの　　　　　
精密光学部品を、高品質な規格を保持しつつ低コストで製造するためには、
製造段階におけるすべての加工工程 ～粗研削から研磨まで～ が　　　　
一貫して安定している必要があります。

Mahrの測定機器は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公差限界に達した際の素早いフィードバック、　　　　　　　　　　　　　　　　
測定するレンズに関するあらゆる機能データのシームレスな文書化など、　　
さまざまな恩恵を製造現場にもたらします。

表面品質、幾何形状などあらゆる測定に。　　 　　　　　　　　　　　　   
Mahrはお客様個別の測定事例に、最適なソリューションを提供します。

© asphericon GmbH
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Roughness Measurement
粗さ測定 
測定工程の作業効率を上げるには、測定作業時において、　　　　　　　　
工作機械のプロセスパラメータの簡単確実な調整　　　　　　　　　　　　　　
～手動または自動(クローズドループ)～ が必要です。

全数検査・抜き取り検査にかかわらず、さまざまな品質検査のご要望に。 
Mahrはお客様のパートナーとして、最適なソリューションを提供します。

More information
www.mahr.com, WebCode: 14961
Tel: 045-540-3591
info@mahr.jp
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Form and Contour Measurement

形状・輪郭測定

研磨は、高精度レンズの製造の仕上げとなる機械加工工程です。　　　　
微細な形状偏差を取り除き、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
光学表面に要求される高い品質を生み出します。　　　　　　　　　　　　　　
研磨工程では、ナノメートル単位の非常に低い粗さ値が求められます。

研削と同様、研磨では機械加工工程を常時監視する必要があります。
Ｍahrの測定機器は、クローズドループ制御モードによる　　　　　　　　　　
効率的で安定した測定結果を提供します。

Mahr Export (to the machine tool)

Mahr測定機器から工作機械への測定データ出力

• 工作機械補正用の差分プロファイル出力

• 下記フォーマットを測定機から出力可能（2Dおよび/または3D）
  -*.x3p -*.xyz 　　-*.txt
  -*.ascii -*.dat

MEASURING TASKS IN THE POLISHING PROCESS
研磨工程における測定タスク

➡
➡
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Roughness Measurement

粗さ測定

完成した部品の最高の機能性を保証するためには、　　　　　　　　　　　　
レンズ表面の迅速で正確な粗さ測定が必要です。

Mahrの非接触3D形状・粗さ測定機では、　　　　　　　　　　　　　　　　　
以下の粗さパラメータを測定することができます。

Mahr Export (from the machine tool)

工作機械からMahr測定機器への測定データ出力

•  幾何形状データのインポート 
     - 非球面レンズ式
     - パラメータ

More information
www.mahr.com, WebCode: 14961
Tel: 045-540-3591
info@mahr.jp

• PV (Pt)
• RMS (Rq)
• Ra 

• Rz

➡
➡
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 　　•　研削
 
 　　•　研磨
 　
 　　•　ダイヤモンド旋削
 
 　　•　研磨仕上げ(MRF)
 
 　　•　イオンビーム仕上げ
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MEASURING TASKS
測定タスク

Precision Molding

精密金型成形

精密金型でプレス成形することにより、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大量に高精度な面形状のガラスモールドレンズを製造する方法です。

精密成形工程用の成形型は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延性モードによる超精密研削で製造されています。　　　　　　　　　　　　　
精密成形の成形特性を踏まえると、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
使用される成形型は、1マイクロメートル以下の寸法精度と　　　　　　　　　
わずか数ナノメートル単位の表面品質を保つ必要があります。

Docter Optics SE

Diamond Turning

ダイヤモンド旋削(ダイヤモンドターニング)

高精度ダイヤモンド旋盤加工は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
回転対称形状の光学部品の製造に使用されます。　　　　　　　　　　　　
鏡面、特にプラスチックレンズやエンボス加工用具の製造に用いられる工程です。

Mahrの精密測定機での測定により、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
算術平均粗さ(Ra)が数ナノメートル単位での品質要件を満たすことが可能です。

VIAOPTIC GmbH, Wetzlar
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Diffractive Structures

回折構造

回折光学素子(DOE)は、画像処理、写真技術、医療技術、　　　　　　
マルチメディアおよび自動車工学などの幅広い用途で使用されており、　　
その主な役割はビーム分割とビーム形成です。DOEは、　　　　　　　　　　
産業用の高出力レーザーにも使用可能な高規格で製造されています。

Mahrの測定技術は、DOEの高規格なテストや分析に対応。　　　　　　
形状偏差・ゾーン高さ・ゾーン間隔など個々のゾーンを測定し、　　　　　　
工作機械補正用のプロファイル出力を行います。

Deviations from the DOE structure（回析構造からの偏差）
Zones 2L...2R (11.6 mm)

Diffractive structures（回折構造）
Zones 2L...2R (11.6 mm)

More information
www.mahr.com, WebCode: 14961
Tel: 045-540-3591
info@mahr.jp
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MarOpto TWI 60

　Advantages of the MarOpto TWI 60

　　• Twyman-Greenの原理を応用した測定方法を採用。
  　　　　  約30秒という短時間で、測定データを取得することが　　　　　
　　　　 　 可能になりました。

⇩

OPTICAL MEASURING INSTRUMENT
MAROPTO TWI 60
Tilted Wave 干渉計 MarOpto TWI 60

Tilted Wave Interferometer (TWI) は、高速・高精度に非球面レンズの形状測定をすることが可能な干渉計です。　 　　　　　　　　　　　　　　
従来の形状測定に使用されている干渉計とは異なり、TWIは測定対象物の表面の絶対測定を可能にしました。　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　
形状測定にCGH・スティッチングの必要がありません。

Figure error
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More information
www.mahr.com, WebCode: 21879
Tel: 045-540-3591
info@mahr.jp

解像度
カメラ 2048 x 2048 ピクセル 
再現性
PV < 20 nm 
RMS <   1 nm
精度 
PVr < 50 nm
画像領域サイズ

目的に応じて 最大 65 ～ 95 mm
測定物 
レンズ形状 非球面 
直径 最大 200 mm
高さ 最大 100 mm 
反射率 2 ～ 100 %
重量 (マウントを含め) 最大 15 kg
マウント 油圧チャック∅ 25 mm 
最大傾斜角度 5°
最大非球面偏差 約 1.5 mm 
校正 4 週毎 (2シフト稼働時) 
データ取得時間 < 30 秒 
評価時間 約 2 分

Technical Data
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OPTICAL MEASURING INSTRUMENT 
MAROPTO FI 1040 Z, 1100 Z, 1150 Z
非接触フィゾー干渉計 MarOpto FI 1040 Z, 1100 Z, 1150 Z
 
MarOpto FIシリーズは、平面／球面の単レンズおよび複数レンズや、プリズムレンズの透過波面測定に適した非接触フィゾー干渉計です。
基本的なフリンジ測定、IntelliPhase空間周波数測定または位相シフト干渉分光解析が可能です。

　Advantages of the MarOpto FI

　　• 3倍 / 6倍ズーム

　　• 1k x 1kの空間分解能を備えたUSB接続オプション

　　• 3つのモードによる干渉分光解析 

　   ・ 位相シフト法
       ・ 空間キャリア縞法
   ・ フリンジトラッキング法

　　• 振動不感 : Mahr製 IntelliPhase空間キャリア縞法、
                        　　　　　　  評価ソフトの使用による

　　• 高い互換性 : 4インチ・6インチの業界スタンダードサイズを採用

　　• コンパクトで頑丈なデザイン

　　• 自由な設置位置：平行、垂直上下

　　• 干渉計と併せて、測定タワーもご提供しております。
　　　　　　モデル : MarOpto MT 150 / MarOpto MT 300

⇩

More information
www.mahr.com, WebCode: 21874 + 21875
Tel: 045-540-3591
info@mahr.jp

MarOpto MT 150 MarOpto MT 300s

　Measuring tasks

　　• 平面レンズ、凸レンズ、凹レンズ

　　• プリズムレンズ、コーナーキューブ、屈折率均質性の測定

　　• 小型レンズの表面測定

　　• 曲率半径測定

　　• 波面測定

⇩

MarOpto FI 1100 Z

MarOpto FI 1040 Z
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　Advantages of the MarSurf LD Aspheric

　•　3Dトポグラフィーによるデータ分析    
 
　•　0.5mNという低い測定圧での測定が可能    
 -　レンズ表面に傷がつきにくい     
 -　測定圧を電子制御により正確に変更

　•　スティッチングにより、260mm以上のレンズも測定可能　　 

 

　•　測定スピードは0.02mm/s
 測定ポジションの移動スピードは200mm/s
  

　•　測定対象レンズのアライメントをソフトウエアにより補正  
 
　•　ダブルチッププローブの使用により、     

　　  レンズの表裏をプローブの変更を行わずに測定可能

　•　測定スピード
            - 大型レンズ   ：最大 10.00mm/s    
            - マイクロレンズ ：最大   0.02mm/s

　•　垂直時分解能 ： 0.8nm 

　•　測定誤差       ：100nm 以下

⇩

CONTOUR AND SURFACE MEASURING STATION 
MARSURF LD ASPHERIC
形状・粗さ測定機 MarSurf LD 130 / 260 Aspheric 2D / 3D

ワンストップで、形状・粗さの断面/3D測定が可能な接触式測定機です。
測定可能なレンズ径は130m/260mm。スティッチング機能により、260mm以上の大型レンズの測定にも対応します。

MarSurf LD 260 Aspheric 3D
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More information
www.mahr.com, WebCode: 21880 + 22044
Tel: 045-540-3591
info@mahr.jp

X軸(水平方向)
移動距離　 0.1 mm ～ 130 mm / 260 mm
ポジショニングスピード 0.02 mm/s ～ 200 mm/s

測定スピード 0.02 mm/s ～ 10 mm/s
粗さ測定時推奨スピード : 0.1 mm/s ～ 0.5 mm/s 

測定点間隔 0.05 μm ～ 30 μm (調整可能)
最大測定点数 (1スキャン) 260万ポイント (MarSurf LD 130) / 520万ポイント (MarSurf LD 260) 
分解能 0.8 nm (0.03 μin)
測定不確かさ (X軸ディスプレイ) ± (0.2+L/1000) μm; L (単位 mm)
測定ノイズ < 5 nm RMS
表面粗さ < 5 nm
Z軸(鉛直方向 +/- )プローブシステム
プローブ測定範囲 13 mm (プローブアーム：100 mm) / 26 mm (プローブアーム：200 mm)
分解能 0.8 nm
測定力 0.5 mN ～ 30 mN(自動調整可能)
輪郭測定

距離測定 EA MPEEA = ± (1.0+L/150)μm,
L (単位 mm)

半径測定 Rk                  
                           R <   10 mm
                     10 mm < R < 300 mm
                             R > 300 mm

MPER = ± 1.0 μm
MPER = ± (0.17+R/12) μm
MPER = ± (-18+R/7) μm 

形状エラー ≤ 100 nm (2D)*
≤ 200 nm (3D)*                                                                     * R 22.5 mm 校正ボールによる測定

傾斜 < ± 45°
Real 3D測定
測定時間 通常 5 ～10 分

点密度 通常：1 μm linear、 0.1° polar
3D  ：極トレース数 + 補間

ドライブユニット (自動センタリングy軸付き)
高精度スピンドル (3Dバージョン) 

半径方向エラーリミット ± (0.01 + 0.00025H) μm;
H = テーブル上の高さ 

軸方向エラーリミット ± (0.02 + 0.0001R) μm;
R = 中心点からの半径

分解能 0.00025°
ポジショニング制御　 < ± 0.02°
センタリング精度の正確性 < 0.8 μm
レベリング精度の正確性 < 0.006°
一般情報
動作温度 + 15°C ～ + 35°C 
推奨作業温度 20°C ± 2K
温度変化　 < 0.5 K/h

Technical Data
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Dynamic real-time compensation　　　　　　　　   
MFU 200 Aspheric はダイナミックリアルタイム補正を採用しているため、 
様々な環境下での測定・使用に対応しております。

Dynamic real-time compensation of linear axes

COMPACT FORM MEASURING MACHINE 
MARFORM MFU 200 ASPHERIC
輪郭・形状測定機 MarForm MFU 200 Aspheric 
MarForm MFU 200 Aspheric は、
自動車業界で高精度形状測定機として広く使用されている MarForm MFU 200 の技術を基に開発されたレンズ測定機です。
光学センサーによる非接触測定、プローブによる接触測定により、さまざまなタイプのレンズを測定することができます。
MarForm MFU 200 Aspheric では、2D/3Dトポグラフィーによるレンズ測定が可能になりました。
3D測定では、90度ずれた2つの直線プロファイルを取得し、全天頂にわたり単一シーケンスで測定を行います。

Compact machine design --> small measuring circle

   Advantages of the MarForm MFU 200 ASPHERIC

　•　傾き、センターを分析し自動的に補正

　•　自動トラッキング 
　　-　表面形状に合わせて、接触/非接触で表面を自動的に追随

   Measuring tasks

　•　1台で多彩な項目を測定可能
  - 形状  -    輪郭
  - 粗さ  -    軸ずれ
  - 振れ  -    傾き

　•　測定対象レンズ
  - 球面  -    非球面
  - トロイダルレンズ -    Off-axis レンズ 

   - 回折レンズ -    特殊レンズ    -   自由曲面レンズ

⇩
⇩

MarForm MFU 200 Aspheric
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X軸(水平方向) Z軸(鉛直方向)
測定経路 180 mm 測定経路 320 mm
真直度偏差 (100 mmあたり) 0.15 µm 真直度偏差 (100 mmあたり) 0.1 µm
トレース長 (Lt) 0.1 mm ～ 180 mm トレース長 (Lt) 0.1 mm ～ 320 mm
ポジショニングスピード 0.1 mm/s ～ 50 mm/s ポジショニングスピード 0.1 mm/s ～ 50 mm/s
測定スピード 0.1 mm/s ～ 50 mm/s 測定スピード 0.1 mm/s ～ 50 mm/s
Y軸(水平方向) Z軸の測定経路制御 (Z+ / Z-) / X軸の測定経路制御 (X+ / X-) 
測定経路 6 mm 分解能 1 nm
ポジショニング不確かさ 0.5 µm / 5 mm ポジショニング不確かさ 1 µm (プローブリターン付き)

スピード 最大10 mm/s まで調整可能 
C軸(円形測定軸) 自動センタリング・自動傾斜テーブル 
真円度偏差 0.02 + 0.0004 µm / mm 測定高さ テーブル径 180 mm
軸方向振れ 0.04 + 0.0002 µm / mm 測定半径 テーブル荷重：中心 200 N 
RPM 0.1 ～ 200 分-1 移動経路 (X・Y・A・B軸) ± 1.8 mm 
分解能 0.0001° ポジショニング不確かさ 1.0 µm 
プローブシステム (測定方向 Z+ / Z-) 3D測定ステーション機能
プローブ測定範囲 ± 0.5 mm (60 mm プローブアーム) 測定時間 約 5 ～ 10 分

分解能 0.6 nm C軸 測定およびポジショニングスピード < 360 °/s
回転スピード 最大 1200 °/s

プローブアーム回転範囲 (Hb) 360° 

Technical Data

OPTICAL SENSOR IPS 15 FLOOR PLAN

プロパティ
ディスプレイ解像度 < 0.1 nm  
絶対測定範囲 HNA ± 5 µm
限界角度 HNA ± 20°
スポットサイズ(焦点) 1 µm ～ 3 µm
作動距離 < 0.5 mm
一般情報

推奨動作温度 + 20°C ± 2K 
(温度変化 < 1 K/hの 場合) 

分解能 < 1 nm 
レーザークラス クラス1M、赤外線 

一般情報 
動作温度 + 15°C ～ + 35°C  
推奨作業温度 20°C ± 2K 
温度変化 < 0.5 K/h 
圧縮空気 6 bar

More information
www.mahr.com, WebCode: 21881
Tel: 045-540-3591
info@mahr.jp
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MARSURF WM 100
非接触3D形状・粗さ測定機 MarSurf WM 100

MarSurf WM 100 は、表面形状・粗さを非接触で測定することができる白色干渉計です。
サブ・ナノメートル単位での粗さ測定を実現。微細な表面構造や細部を優れた高解像度で再現します。

More information
www.mahr.com, WebCode: 20565
Tel: 045-540-3591
info@mahr.jp

　Measuring tasks

　　• 表面構造のトポグラフィー、高さ、形状、位置の測定

　　• 粗さ、表面、平坦度

　　• 3D表面粗さ、断面粗さを任意の場所で評価可能

⇩　 Advantages of the MarSurf WM 100

　　• 位相シフト干渉法と垂直走査干渉法の組み合わせにより、
            λ/2 の増分でも最大の精度で測定可能

　　• オプションの 120mm x-y 測定台により、
            測定対象物を正確に移動可能

　　• オプションの測定台による角度調整（画像参照）

　　• 様々な測定データの分析・評価が可能なソフトウェア：
            MarSurf MfM ／MarSurf MfM plus（オプション）

⇩

MarSurf WM 100
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ASPHERIC.LIB

• 自動 2D/3D 測定
• 実際のプロファイルを
　　ノミナルプロファイル(2D/3D)・最適半径・サジタル面に合わせて校正
• 形状偏差と傾斜誤差の解析
• 非球面係数の導出
• 乱視解析
• プロファイルデータエクスポート(工作機械補正用)

  - *.x3p
  - *.xyz
  - *.txt
  - *.dat
  - *.ascii

• 自動レポート作成

SOFTWARE SOLUTION
ソフトウエアソリューション

Automatic start and end point adjust-
ment, full automation possible

Export 2D: 
*.mod
*.txt
*.ascii
*.x3p 
 

MARWIN EASYCONTOUR WITH OPTIONS 
• 非球面測定に対応
• 粗さとうねりの分析
• プロファイル分析
• パラメータ(公差設定可)

OPTION TOPOGRAPHY 

• 3D表面パラメータの測定・評価
• 線形プロファイルの抽出
　　(MarWin EasyContourソフトウェアによる評価用)

Export 3D: 
*.dat
*.x3p
*.yxz
*.txt
*.ascii
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