
レーザー変位センサ

MTI Instruments 社製  マイクロトラック スリー
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付属ソフトウェアでリアルタイム波形表示、データ保存
デジタル出力を、付属ソフトウェアで直接読み込むことができます。

その他にソフトウェア側からレーザーヘッドの各種設定を変更します。

専用コントローラー不要のスタンドアロンタイプ
レーザーヘッドに電源を供給すれば計測できます。

専用コントローラ（別筐体）はありません。省スペースで設置できます。

アナログ電圧とデジタルの 2 つの出力
一般的なアナログ電圧出力の他に、デジタル出力もあります。

デジタル出力は付属のUSBコネクタケーブルでPCと直接接続することができます。

アナログ電圧出力とデジタル出力は同時に出力できます。

保護等級： IP67
レーザーヘッドは十分な防塵・防水仕様です。

必要な高機能をコンパクト にまとめた

オール インワンパッケージ

特長

レーザーヘッドにフィルタを内蔵
可変ローパスフィルタを内蔵しています。

また、過渡的なオーバーロードを除去する“カットタイム”機能を内蔵しています。

ノイズや不要なデータを除去し、必要なデータだけ取得できます。
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高速サンプリング：40kHz
変位を検出するCOMSセンサは40kHz で動作します。

ほぼすべての計測を可能にする高速サンプリング。

回転ブレなども正確に測定することができます。

目に見えるレーザースポット 
測定物に放射したレーザーのスポットは赤く見えます。

セットアップに困ることはありません。

オートゲイン
自動で最適に計測できるレーザー強度に設定されます。

白い紙などの場合は自動でレーザーが弱くなり、　

黒いゴムなどの場合は自動でレーザーが強くなります。

ユーザー様がレーザー強度を設定することはありません。

ポジション LED
レーザーヘッドと測定物の位置関係により、LEDの色が5段階に変化します。

レーザーヘッドのみで、適切な測定位置にセットアップすることができます。

	 測定レンジ外	 近い側	 中心付近	 遠い側	 測定レンジ外

誤差

誤差

変位

セ
ン
サ
出
力

クラス最高の非線形性：± 0.03% 以下　（典型的には± 0.01%）
他社製品を凌駕する非線形性。

変位センサの選定にあたり、重要なのは

非線形性です。

右図の誤差が測定レンジの0.03%以下に

なります。

必要な高機能をコンパクト にまとめた

オール インワンパッケージ
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モデル
LTS-

025-02 
LTS-

025-04 
LTS-

050-10 
LTS-

050-20 
LTS-

120-20
LTS-

120-40
LTS-

200-100
LTS-

300-200

測定中心距離 25mm 25mm 50mm 50mm 120mm 120mm 200mm 300mm

測定レンジ	（スペック保証範囲）	 2mm 4mm 10mm 20mm 20mm 40mm 100mm 200mm

拡張測定レンジ	 2.5mm 5mm 12.5mm 25mm 25mm 50mm 125mm 250mm

測定分解能	※ 0.325µm	 0.650µm	 1.625µm	 3.250µm	 3.250µm	 6.500µm	 16.500µm	 32.500µm	

スポット径	

（測定中心距離のときのノミナル値）	
30µm 30µm 25µm 36µm 100µm 100µm 100µm 130µm

レーザー反射角度	

（測定中心距離のとき）	
		45°	 	45°	 	30°	 	30°	 	20°	 	20°	 	12°	 	8°	

感度（アナログ電圧出力）
0.25µm

/mV	

0.5µm

/mV

1.25µm

/mV	

2.5µm

/mV	

2.5µm

/mV	

5µm

/mV	

12.5µm

/mV	

25µm

/mV	

1LSB（デジタル出力の分解能） 0.0381µm 0.0763µm 0.1907µm 0.3815µm 0.3815µm 0.7630µm 1.9074µm 3.8148µm

※	測定分解能は、最大応答周波数で感光紙を測定した時の最大ダイナミックノイズ値（ピーク toピーク値）
※	測定分解能はピーク toピーク値です。他社表記の rms値に比べ、数倍大きく表現されています。

測定原理

三角測量タイプになります。
レーザーダイオードから放射されたレーザーは測定物で反射し、
CMOSセンサに照射されます。
測定距離と CMOS センサの検出位置（ピクセル位置）は一対と
なっています。

8 モデルラインナップ 仕様

106.7mm

取付穴
φ3.76mm

20.8mm

88.9mm

74.6mm

取付穴
φ3.76mm

20.8mm

76.2mm

	 取付穴部の突起含む厚さ	：	 25.9	mm
	 取付穴部の突起含まない厚さ	：	 24.6	mm
	 重量	：	 約 200	g

	 取付穴部の突起含む厚さ	：	 37.6	mm
	 取付穴部の突起含まない厚さ	：	 36.3	mm
	 重量	：	 約 400	g

測定中心距離

測定レンジ

レーザー
ダイオード

レンズ

CMOS
センサ

CMOSセンサ

レンズ
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●	デジタルインターフェース	 ：RS-485	（USB コネクタ経由で PCに接続）
●	デジタル出力のデータレート	：最大 300 サンプル／秒（可変）
●	可変ローパスフィルタ	 ：0.1Hz、1Hz、25Hz、200Hz、1kHz、4kHz、20kHz	
●	LEDランプ	 	 ：	測定位置により 5段階の色分け表示（測定レンジ外－近い側－中心付近－遠い側－測定レンジ外）

●	動作温度	 ：0 ～ 40℃	
●	保管温度	 ：-20 ～ 70℃
●	動作湿度	 ：10 ～ 95%	RH	（結露なきこと）
●	温度特性	 ：0.05% フルスケール／℃	　以下

●	レーザークラス	：3R	（IEC60825）
●	レーザー波長	 ：670nm（ノミナル値、可視光）	
●	レーザー出力	 ：5mW以下

●	保護等級	 ：IP67	

●	電源	 ：DC15 ～ 28V　※DC24V 推奨　リップル 25mV（p-p）以下
●	最大消費電力	 ：2.8W

共通仕様

●	非線形性	 	 ：± 0.03%	（フルスケール）以下
●	CMOSセンサのサンプリング	 ：40kHz
●	アナログ電圧出力の出力インピーダンス	：50	Ω
●	アナログ電圧出力　測定レンジ	 ：1 ～ 9V（スペック保障範囲）
●	拡張測定レンジ		 ：0 ～ 10V（0 ～ 1V、9 ～ 10V はスペック保障なし）

ア
ナ
ロ
グ
電
圧
出
力

測定レンジ

拡張測定レンジ 遠近

10V

1V

9V

0V

2mケーブル（付属）

電源入力　＋

電源入力　－

アナログ電圧出力　＋

アナログ電圧出力　－

デジタル出力用
USBコネクタケーブル（付属）
約1.5m

※電源入力とアナログ電圧出力のバラ線は付属しません

フェニックス社製コネクタ（付属）

ENB

データGND

データA

データB

Tips：
この緑色の配線（付属）が短絡されているときのみ
レーザーが放射されます。
ユーザー様側で	オン／オフ	スイッチを作製される
ことも可能です。
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付属ソフトウェア

レーザーヘッドと PCを、付属のUSBコネクタで接続します。
RS-485 のシリアル通信になります。
ソフトウェアはレーザーヘッドのモデルを自動で認識します。

レーザーヘッドの設定
●	レーザー出力の	オン／オフ	の切り替え
●	ローパスフィルタ周波数設定：
　　0.1Hz、1Hz、25Hz、200Hz、1kHz、4kHz、20kHz
●	“カットタイム”機能の設定

Tips：
ローパスフィルタをより低い周波数に設定すると、ノイズは低減され測定分解能が改善されます。

Tips：
ローパスフィルタを20kHz 以外に設定した場合、CMOSセンサのサンプリングは 40kHz から 20kHz に変更されます。
黒色の測定物を測定する場合、CMOSセンサのサンプリングを20kHz に下げた方がより安定して測定ができます。

Tips：
ローパスフィルタおよびカットタイムの設定は、レーザーヘッド内部のメモリに書き込まれます。
レーザーヘッドの電源を落とし、再び電源を入れても最後に設定した条件で計測が開始されます。

Tips：
ソフトウェアにプロテクトはなく、何台の PCにインストールしても構いません。

表示機能
●	デジタル出力のサンプルレート設定：0.001～ 300サンプル	/	秒
●	リアルタイムデータ表示
●	スケール変更、オートスケール
●	メートル表示（mm）、インチ表示（mil：ミリインチ）の切り替え
●	ゼロオフセット機能
●	ビデオ出力機能
●	ワンクリックでその時の変位を表示

　　　

保存機能
●	データを保存する間隔は任意に設定できます。　例：	5分に1回ごとに、そのときのデータを取得
●	保存されるデータ：年月日、時刻、保存開始からの経過時間、CMOSセンサの読み取り値、変位（mm）、変位（mil）

システム要件
●	Windows©	XP,	Vista,	7	のすべてのバージョン
●	インストール時に4MB以上の空き容量

バー表示 フィットカーブ表示

0

　ゼロオフセット オン
　（現在の読み地をゼロにオフセット）

時間

変
位

ゼロオフセット機能
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カットタイム機能

周期的に測定レンジを一時的に外す測定や測定物の形状により、
どうしてもレーザーが正しく反射されない場合があります。

レーザーが正しく反射されなかった場合、センサ出力はオーバー
ロードしてしまいます。
これをキャンセルするために、カットタイム機能があります。

オーバーロードする直前の値をメモリに保存しておき、設定した
カットタイム内は、その値を保持して好ましくない波形をキャン
セルすることができます。

カットタイムは、0～ 1秒（0.1 ミリ秒刻み）で設定できます。

カットタイムなし カットタイムあり

ビデオ出力機能

正しく測定できていない場合のトラブルシューティングとして、
CMOSセンサのイメージを表示します。

急峻な 1つのピークが認められるときに、正しく測定できている
と判断できます。

乱反射や外乱光の影響を受けている場合、ピークが緩やかになり、
ピークが 1つではなくなることがあります。

ソフトウェア開発

ユーザー様側でシリアル通信を使うソフトウェアを作成されたい
場合、無償でサンプルコードを提供することができます。

詳しくはお問い合わせください。

強
度

ピクセル位置（変位に相当）

#include "dllMT3.h"
#include "MT3err.h"
#define USE_ADD_DEVICE_METHOD TRUE
//***************************************************
// MAIN PROGRAM
//***************************************************
main（）
{
MT3_HANDLE handle;
int err;
int index;
int numberOfLaserHeads;

・・・・・・・・・・・・・・・

C 言語の例
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MTI Instruments 社のご紹介

1961年設立
アメリカ	ニューヨーク州Albany 市

50年以上にわたる、変位センサのリーディングカンパニー

1968年に世界初の光ファイバ変位センサを出荷

静電容量変位センサにおいても日本メーカーの追従を許さない
性能の製品を提供し続けています




