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FORMTRACEPAK
測定機のコントロールから表面粗さ解析、輪郭
形状解析、輪郭照合、及び検査成績書作成まで
を標準機能としてトータルサポート！

測定手順ウインドウに表示されている項目を直接変更する事
が可能です。
例：評価条件変更、粗さ規格変更のよる再計算等々

操作メッセージウィンドウ

次の手順を説明する操作メッセージウィンドウ搭載。

多彩な表示に対応した表示ウィンドウ

● タブ選択式図形ウィンドウ
 タブを選択することにより、輪郭や粗さ、照合
結果など見たいデータを確認できます

● 画面の2分割、4分割表示
 画面の2分割、4分割表示が可能ですので、測
定データ（輪郭、粗さ）、解析結果、輪郭照合な
ど、複数の解析データを自由に配置して表示
できます。

● 図形ウィンドウへの結果表示
 図形ウィンドウには測定図形だけでなく測定
値（合否判定含む）、解析グラフなどの貼付け
が可能です。図形ウィンドウのみで図形と測
定結果が一目で確認できます。

直接変更可能な測定手順ウィンドウ
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測定制御

1回のみの測定にはシングルモード、パートプログラムを作成
し、同一ワークを複数個測定するにはティーチングモードなど、
用途に合わせたモードを備えております。
また、測定から報告書印刷までの一連の流れをパートプログラ
ムに組込む事ができ、効率よく測定→解析→報告書出力が行
えます。さらに、任意のタイミングで写真入のコメントを表示す
る機能もあり、ワークの
セッティングなどの注意
点を指示する測定手順
書の役割を組込む事も
できます。

操 作 手 順 の 呼 び 出しは 、プ ルダウンメニュー から簡 単 に 
選択でき、すぐに測定を行なえます。

オンラインヘルプ機能※

いつでも閲覧できるオンラインヘルプを搭載。目次別やキー
ワード検索に加え、クリックするだけでメニューやウィンドウの
ヘルプを表示する状況保存ヘルプボタンを搭載しています。

ボタン編集機能

使用頻度の低いボタンは、隠すことができます。よく使うボタン
だけを表示し、その分図形ウィンドウを大きく表示するなど、お
客様の使い勝手に合わせた画面のカスタマイズが可能です。

マルチ言語対応（15カ国語）

測定、解析、レイアウト画面は、言語切替※が可能です。測定を
行った後に、他言語に変換して報告書作成が可能です。ワール
ドワイドにご利用いただけます。

※対応言語につきましては裏表紙の仕様一覧をご参照ください。

※対応言語につきましては裏表紙の仕様一覧をご参照ください。

簡易統計コマンド

Excel等別プログラムを利用することなく、粗さパラメータや輪
郭解析結果の統計計算が可能です。



データ合成

データ2データ1
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● 輪郭解析機能
 解析の基本要素となるコマンドは、点（10種類）、線

（6種類）、円（6種類）と多種にわたり、要素を組み
合わせた角度、ピッチ、距離など豊富な計算コマン
ドや輪郭照合機能、設計値生成機能も標準装備し
ています。普段ご使用にならないようなコマンド
は、隠すなど計算コマンドボタンのカスタマイズ
機能と合わせ、使用環境に合わせた画面のカスタ
マイズが可能です。

● 輪郭照合機能を標準装備
 設計データと測定データとを最適な位置に座標移動させるベストフィット機能が標準装備されています。
照合結果は、ビジュアルな図形表示だけでなく、各座標における誤差量や誤差量展開を表示させたり、
テキストファイル形式で出力が可能ですので、加工機へのフィードバックデータなどにご利用いただけます

● 設計値生成機能
 設計データは、CADデータ（DXF、IGES形式ファイル）やテキスト
データから生成することが可能です。また、測定データを設計
データとして変換することも可能ですので、使用（試験）前の
パーツを設計データとして保存しておくことにより、使用（試験）後
に摩耗具合などのチェックにも有効です。

● データ合成機能
 測定物の外観形状の問題で、複数箇所に分割して測定した
データを一つの図形として合成し、解析することが可能です。

● 簡単ピッチ計算機能
 ネジのピッチや、円同士の間隔(心間ピッチ)など複数の同一形
状のピッチ解析では、マウス操作で範囲を指定するだけで簡単
に解析を行うことが
できますので効率
良く解析を行うこと
ができます。

輪郭照合結果例 輪郭照合結果数値出力例

矩形でのネジピッチ範囲指定例

● 一括校正機能
 一括校正機能専用の校正ゲージを使うことによりZ軸ゲイン、
対称性、スイラス半径等の煩わしい校正作業が一度に行え
ます。また従来の個別校正にも対応しています。

FORMTRACEPAK

輪郭形状解析

特許登録済：日本

特許登録済：日本
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● 測定補助機能（ピーク出し・通り出し・水平出し） ※表面粗さ解析と共用機能
 円筒形状ワークの測定において、ワークの母線軸と測定軸を平行にセット（通り出し）し、同時に水平出し調整も行うことが、高精度
測定を実現するためには必要となります。また、各種オプションテーブルと組み合わせることによって、ガイダンスに従い操作するだけ
で通り出しと水平出し調整が、より簡単に行えます。さらに、一連の操作を自動で行うことができるオプションテーブルもご用意して
おります。 ※オプションテーブルの対応機種については別途お問い合わせください。

3軸調整テーブルによるガイダンス例

オプションテーブル例：
  3軸調整テーブル

● 測定点列のベストフィット機能
 測定点を予め登録しておいた参照データと同一の座標系に一致
させます。この機能により、自動解析時のワークのセッティング
のズレによる影響を排除することができます。 ● データ重ね合わせコマンド

 特徴点を検出して2つのデータの重ね合わせができます。
マウスでのドラック操作で測定点列を自由に動かし重ねること
ができます。

● 円・線自動決定機能
 円・線自動あてはめコマンドを用いれば、コマンドボタンを何度
も押す必要なく、データ内に含まれるすべての円、線を自動算
出することもできます。

● 上下面連続測定機能※を搭載
 両側円すいスタイラスとの組合せにより、上下面の連続測定が
可能です。従来、測定することが困難だった、ねじの有効径等を
上下面連続データを用いて簡単に解析できます。
※CV-4500シリーズ、SV-C4500シリーズ限定の新機能

● 演算結果・図形データのテキスト出力
 演算結果のテキスト出力（csv、txt形式）、測定図形データは点
列データとしてテキストファイルやCADファイル出力（DXF、
IGES形式）したり、クリップボードにコピーしたりすることができ
ます。

● 計算コマンドの繰返し設定
 同一形状が定ピッチで有る場合、一箇所解析を入れてピッチを
指定することにより一括で解析することができます。

通り出し用
（スイベル）

Y軸用

Vブロック

傾斜用

特許登録済：日本

下向き（下面）測定

上下の測定方向は
ソフトウェアにて切替

有効径解析 穴径解析

上向き（上面）測定
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FORMTRACEPAK

表面粗さ解析

● 粗さ解析機能
 FORMTRACEPAKは、ISO、JIS、ANSI、VDAなどの規格に対応した表面粗さの解析が行なえます。
測定値と許容限界値との比較ルールとして16%ルール、最大値ルールをご利用いただけます。また、パラメータ計算だけではなく、
豊富なグラフ解析機能を備えていますので、日常の品質管理から、R&D部門でも幅広く活用できます。傾斜やR面などの形状除去（補正）
機能、データ削除機能なども充実しています。

● 微細輪郭解析機能
 表面粗さのデータから段差や面積だけでなく輪郭解析と同様に点、
線、円と多種にわたり、要素を組み合わせた角度、ピッチ、距離など
豊富な計算コマンドを標準装備しています。

● 基準長さダイアログボックス
 測定条件の基準長さ
設定において、規格
準拠を選択すること
により、ISO/JIS規格
で定義されている標
準値を表示させるこ
とが可能です。

● 複数箇所測定機能
 移動量を入力するだけで簡単に複数箇所測定用のパートプロ
グラムを作成することができます。

● 複数箇所測定による解析機能
 規格で定められている評価長さを測定できないワークに対し
て、複数箇所を測ったデータから、粗さパラメータの演算や
16％ルールなどの許容限界値との比較ルールを行うことが
できます。

● プレビュー付き解析条件変更
 規格や曲線種、フィルタなど各種解析条件を簡単に変更するこ
とが可能です。また、傾斜やR面、放物線などの形状除去(補正)
においてはプレビュー機能搭載なのでその場での確認ができ
ます。

● R面自動測定機能
 予備測定の結果から自動でR面のピーク又はボトムを基準に
測定長さを割り振って測定することができます。

ピーク ピーク

補正前

補正後

● 図面指示記号による簡単入力
図示の例

　 研削
　 Ra 1.5
⊥ － 2.5/Rzmax 6.7

入力指示の例
U”X”0.08—0.8/Rz8max 3.3

ISO/JIS粗さ規格の図面指示記号に
合わせて入力するだけで、煩わしい
測定条件設定が簡単入力できます。
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FORMTRACEPAK

レイアウトプログラム
「輪郭形状」、「表面粗さ」、「真円度」を一枚に！！

統合レイアウト
 表面粗さ、輪郭形状、真円度の測定結果や測定図形などを一枚の紙面にレイアウトすることが
簡単操作で行えます。
また、保存されたファイルを指定しての貼り付けが可能となりましたので、複数ファイルからの
結果の貼り付けが容易です。
※別途、真円度・円筒形状解析プログラムROUNDPAK（対応バージョンは別途お問合せください）が必要になります。

● 要素情報バー
 貼り付けた項目の属性値を表示します。
貼り付けた測定データファイルの内容
確認が楽に行えます。

● システムレイアウト印刷
 出力する項目を選択するのみで自動で印刷物のレイアウトが
できます。簡単に印刷したいという用途にご利用ください。

● 要素挿入バー
 要要素挿入バーに表示されている解析内容をマウスでドラック
＆ドロップで、レイアウト上に貼り付けできます。また、輪郭の
解析結果において、円や、線単独の解析結果を選択して貼り付け
ることができます。

● WEBページとしての結果保存
 インターネットエクスプローラやMS-WORDで表示可能な、
html,mhtml形式で保存が行えますのでレイアウト編集プログラ
ムがインストールされていないPCでも結果確認ができます。

● 報告書作成機能
 測定結果/条件/図形、そしてコメント/円/線/矢印なども自由にレイアウトでき「測定結果報告書」として印刷することが
可能です。また、ビットマップファイルの貼り付けも可能ですので、ワーク外観画像や社名ロゴなどもレイアウトできます。
また、一度作成したレイアウトを保存し同様の測定時に再利用することが可能です。

● PDFファイル出力
 測定結果報告書をPDF形式ファイルとして出力できます。



弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本
政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。
製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は
最寄りの営業所へご相談ください。

●外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログに掲載されている価格、仕様は2016年8月現在のものです。

本社　川崎市高津区坂戸1-20-1  〒213-8533

045 1608(2)B-(PA)PR127

仙台営業所(022)231-6881 宇都宮営業所 (028)660-6240 伊勢崎営業所 (0270)21-5471 
川崎営業所(044)813-1611 厚木営業所 (046)226-1020 諏訪営業所 (0266)53-6414 
浜松営業所(053)464-1451 安城営業所 (0566)98-7070 名古屋営業所 (052)741-0382
金沢営業所(076)222-1160 大阪営業所 (06)6613-8801 京滋営業所 (077)569-4171
岡山営業所(086)242-5625 広島営業所 (082)427-1161 福岡営業所 (092)411-2911
特機営業1課・2課 (044)813-8236 

●お問い合せは、下記最寄りの営業所までお申し付けください。

お求めは当店で̶

カスタマーサポートセンタ(050)3786-3214    ホームページアドレス  http://www.mitutoyo.co.jp

FORMTRACEPAK 表面粗さ測定・解析仕様
粗さ規格対応 JIS1982, JIS1994, JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, OLDMIX

パラメータ Ra, Rq, Sk, Ku, Rp, Rv, Ry, RyDIN, RzDIN, Rt, Rc, Rz, R3z, R3t, S, Δa, Δq, λa, λq, Lo, Ir, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Sm, Pc, HSC, mr, mrd
δc, Vo, Rx, AR, R, NR, NCRX, CPM, SR, SAR, Wx, AW, W, Wte, NW, SW, SAW （面積、高さ関係のパラメータは、輪郭解析コマンドにて解析可能）

パラメータの合否判定方法 平均値、最大値ルール、16%ルール

評価曲線 断面曲線、粗さ曲線、ろ波うねり曲線、うねり曲線、転がり円うねり断面曲線、転がり円うねり曲線、エンベロープ残差曲線、
DF曲線（DIN4776/ISO13565-1）、粗さモチーフ（包絡うねり曲線は、モチーフ評価時に表示）

グラフ解析表示 負荷曲線、振幅分布曲線、パワースペクトル、自己相関、Walshパワースペクトル、Walsh自己相関、山高さ分布、傾斜角分布、パラメータ分布
（摩耗量、重ね合わせは、輪郭解析で、面積等の解析可能）

形状除去機能 最小二乗直線、R面補正、楕円補正、放物線補正、双曲線補正、コーニック補正、多項式補正（自動または任意2次〜7次）
フィルタ種別 ガウシアンフィルタ, 2CRPC75, 2CRPC50, 2CR75, 2CR50, ロバストスプラインフィルタ
フィルタ カットオフ波長（λc）：0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80mm任意　カットオフ波長（λs）：0.8, 2.5, 8, 25, 80, 250, 800μm任意
微細輪郭解析 FORMTRACEPAK輪郭形状測定・解析仕様の演算処理をご参照下さい。
統計処理 簡易統計機能
測定補助機能（輪郭・粗さ共通） ピークボトム検出（手動）、ボール測定、ワーク同定機能、水平だし、直角だし、通りだし、R面自動測定機能（粗さ測定時のみ）
測定補助機能 図面指示記号による簡単入力、基準長さ設定ダイアログボックス、 N箇所測定機能
スタイラス校正 粗さ標準片、段差標準片　※校正履歴　スタイラスに保存され件数の制限なし
データ点数 最大100,000点
倍率表示　縦 任意値（0.001単位）、自動および0.001〜10,000,000倍
倍率表示　横 任意値（0.001単位）、自動および0.001〜10,000,000倍

FORMTRACEPAK 輪郭形状測定・解析仕様
点 点、ピーク点、ボトム点、接点、垂線の足、交点、中点、変曲点（距離）、変曲点（角度）、変曲点（角度変化）、点の呼び出し
線 線、接線、垂線、平行線、中線、線（点、角度）、線の呼び出し
円 円、円（中心ー半径）、円（2点）、接円、接円（測定点）、円（半径/中心固定）、円の呼び出し、楕円（※2次曲線コマンドにて計算）
座標 座標差（×軸座標差、Z軸座標差、角度差、動径差）、位置判定
距離・角度 距離、段差（平均、最大、最小）、溝寸法、ピッチ（ピッチ、ピッチ［心間］）、角度、道のり

演算処理 計算座標 座標系の原点設定、座標系回転
演算集計 演算（足算、引算、掛算、割算、絶対値、平方根）、統計（平均値、最大値、最小値、標準偏差、偏差標準偏差、総和）、データ登録、データクリア
測定点編集 削除、平行移動、回転、反転、位置合わせ、分割、オフセット、理想化、フェアリング、フィルタ、測定点のスケール処理（極座標展開）、結合
拡張機能 面積、2次曲線（楕円、双曲線、方物線）、円・線自動決定コマンド（指定した範囲に含まれる複数の円・線要素を自動的に算出）
輪郭照合 輪郭照合、ベストフィット、設計値生成、設計値読込み、任意位置の結果吹き出し表示
その他機能 公差照合、寸法表示、簡易表示

計算サポート機能 計算コマンドヘルプの自動表示（ON/OFF）
測定補助機能（輪郭・粗さ共通） ビークボトム検出（手動）、ボール測定、ワーク同定機能、水平だし、直角だし、通りだし、R面自動測定機能（粗さ測定時のみ）
CNC測定機能 測定パートプログラム、複数部品
統計処理 簡易統計機能

データファイル入出力 出力：テキスト、設計値、IGES, DXF
入力：テキスト、設計値（IGES, DXFは設計値生成ユーティリティにて読込み）、SJシリーズからのデータインポート

座標コントロール 原点設定、座標系回転、ワーク同定による座標系の設定、各軸のゼロセット、リセット

スタイラス校正 一括校正キットによる自動校正、GB, 基準半球, ビンゲージによる手動校正
校正履歴　スタイラスに保存され件数の制限なし

真直度補正機能 真直度補正機能搭載
測定ピッチ 0.1〜2000μm（測定機に依存）
データ点数 最大100,000点（測定機に依存）
倍率表示　縦 任意値（0.001単位）、自動および0.001〜10,000,000倍
倍率表示　横 任意値（0.001単位）、自動および0.001〜10,000,000倍

FORMTRACEPAK 対応機種※

表面粗さ測定機　サーフテスト SJ-500P, SV-2100PC, SV-3200, SV-3000CNC
輪郭形状測定機　コントレーサ CV-2100, CV-3200, CV-4500
表面性状測定機　フォームトレーサ SV-C3200, SV-C4500, SV-C4500CNC, CS-5000CNC/H5000CNC

※生産中止品への対応（レトロフィット）可否に関しては、最寄の営業所までお問い合わせください。

対応機種

仕様

対応言語 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、ハンガリー語、スウェーデン語、チェコ語、
中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語、トルコ語、ポルトガル語

※オンラインヘルプは日本語と英語のみ対応


