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会社名 ご担当者名会社名 ご担当者名

TEL e-Mail

部品名： 対象品種：（　　　　）種類　 検査対象：  □全数　□抜取り

ネジサイズ：  呼び径（　　　）　ｘピッチ（　　　）　ｘ深さ（　　　） □切削　□転造

検査方法：  □通り　□止まり　□リタップネジ形態：  □貫通　□止まり　□オネジ　□メネジ

ネジ位置：  □ほぼ定位置　□最大位置誤差X-Y（　　　）mm・θ（　　　）mm

ネジ検査部への部品供給方法：  □手動　□自動→方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

生産数：  月産（　　　　）個　 日当り（　　　）個（　　　　H）　 １個当り許容時間（　　　　 sec）

ネジへの付着物：  □なし　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　）

特記事項： 

使用予定のユニット：  □自動機用　□卓上　□多軸　□ハンドヘルド

見積範囲：  □検査ユニットのみ　□検査設備一式

作成日　 　　　　年　 　　月　　 　日

以下の質問にご回答の上、下記までご連絡いただけますようお願いいたします。

FAX：082-227-2229　e-Mail：info@e-sangen.co.jp



ネジ検査でお困りではありませんか？

自動機・ロボット用ユニット

主な
オプション

01
自動化へのハードル

SOLU TION

これで 解決！

●自動機・ロボット用ユニットのバリエーション

02 03
HURDLE

ゲージの自動挿入は容易ではありません。位
置ずれや位相の違いなどもあり、自動で正し
く挿入するには、それ相応の技術が必要です。

自動機への組み込みが簡単
独自の機構でスムーズ＆スピー
ディにゲージが挿入できるので、
インラインでの高速検査も可能
です。簡単な構造でネジ検査の
自動設備が構築できます。

●ネジゲージ
通り・止まり・テーパー
など様々なタイプに対応。
P6を参照下さい。

●ツールホルダー
P6を参照下さい。

ハイスピードな検査
取付場所や、どのような製品形状
にも対応できる豊富なバリエーシ
ョン。ネジサイズの不良・深さの
規格外・異物などでの不良を確実
にわずか0.5～3秒で検査します。

ハイスピードな検査

セットアップは簡単
パラメータの設定はタッチスクリーン上
で簡単に。機械のPLCやロボットとはわ
ずかなI/Oの配線のみで完結します。

ロボット用ユニット
ロボットマウントにも対応。多品種
のネジでも、オプションのツールチ
ェンジユニットで対応。

製品へのダメージ
DAMAGE

雑な自動挿入では製品へのダメージが懸念さ
れます。人の手で挿入するような柔らかいタ
ッチを再現しなければなりません。

検査基準の共通化

課題 課題 課題

STANDARDS

検査の基準はこれまでの作業者と同じレベル
が求められます。自動化する際は、基準をそ
のままに共通化する必要があります。

STH -SM2※1

STH -SM2-R（1）※1

STH-CR※2

STH-D※2

モデル

M2~M100

M3~M30

要相談

M3~M50

適合ネジサイズ

三菱製サーボモータ

三菱製サーボモータ

お客様指定のモータ

DCモーター

仕様

自動機械全般

ロボットマウント・自動ツールチェンジ対応

お客様指定のモータを使用することで設備やロボットの制御と検査プログラムを統合できます

ローコストタイプ・自動機全般（検査プログラム・タッチスクリーンなし）

用途

NewVista自動ネジ検査ユニットは、シンプルな構造でネジ検査の自動化が出来るユニット

です。独自のトルク制御機構（U.S.PATENT No.7059055）により、機械による挿入でも

製品にダメージを与えず、トラブル・停止の無いシステムを実現します。

近年、お客様の品質要求がますます高くなっています。

その中で通常ネジ検査は手作業で行いますが、一つ一つの挿入や脱出にかかる時間はかなりのもの。

それは作業者への負荷はもちろん、製作コストにも非常に大きく影響します。

これらのコストと人手、２つの問題を解決する答えが、

NewVista社の『ゲージ（トルク）式ネジ検査ユニット』です。

より簡単に、より低コストに、ネジ検査を自動化するお手伝いをさせていただきます。

●モーター
ACサーボモータとDCモー
ターを用意しています。

●トルク制御部
ゲージ挿入トルクをコン
トロールします。
※いくつかの仕様があります。

※1　SM2にはサーボドライバ・コントローラ（専用PLC)・タッチパネル・各種ケーブルが含まれます。コントローラには検査プログラムが予めインストールされています。
※2　CR及びDにはこれらのものはついておりません。必要に応じて準備頂き、検査プログラムをお客様自身で作る必要があります。（ガイドあり）

ストローク延長／ネジ長さ　32mm以上の場合ストローク延長します。（ES)  
ネジ長さ計測／ネジの長さ（深さ）を変位センサーを用いて計測します。（PD)  
コンビネーション／通り・止まりの同時検査（貫通ネジのみ）やPTネジの検査が出来ます。（CMB)  
※その他、検査用途やトレサビリティーに合わせたオプションを豊富に用意しております。



UNIT UNIT

U N I T   ユニットU N I T   

卓上・半自動ユニット 多軸ユニット・特殊ユニット

RSCCユニット

SCCユニット 多軸ユニット

SCPMユニット

作業者は治具にセットしてネ
ジをゲージに接触させるだけ
で、検査は自動で行われます。
外部への出力など、ポカヨケ
のためのオプションも用意し
ています。

一つの製品に複数のネジがあ
る場合に有力なモデルです。
合否判定はネジごとに行われ、
それぞれのネジのサイズ・種
類は同一でも個別でも対応出
来ます。

　大量でも少量でも高速サイクルのネジ検査を実行する経済的な方法、それがこのユニット。電源を入れるだけで

すぐに自動検査をスタートすることが出来ます。初めてのオペレーターでも、5分ほどあれば操作がわかる簡単さ。

作業者が製品をセットして起動させれば、1個あたり2～4秒で検査が終了します。簡単な段取りで多くの種類のネ

ジに対応することも出来ます。

　自動化する上で、製品形状・段取り性・CT（サイクルタイム）など、お客さまの様々なご要望に対応する豊富な

バリエーションを揃えています。一度に複数ヶ所を検査することで、CTを大幅に単縮する多軸ユニット。

　インラインでの検査を可能にする旋盤やMCへのビルトインタイプなど、お客さまの声から多様なアイテムが続々

と誕生しています。

制御や治具のオートグリップなどを省いたローコス
トなユニットです。基本的検査の機能は変わりませ
ん。検査に合格すると緑色のパイロットランプが点
灯します。トルクはハンドノブで調整できます。

自由な配置
多数のゲージを、装着したブロックは製品の形状に合わせて、位置を立体
的に配置しています。このケースでは、複数の品種の製品を段取り替え無
しで切換えて検査する事が出来ます。

部品の着脱の自動化にも対
応。ロボットや自動ローデ
ィングシステムとのドッキ
ングも可能です。大量品は
自動で、少量品は半自動な
ど、フレキシブルに使い分
けることも出来ます。

工作機械取付タイプ
旋盤用タイプは、ターレットにセットし、旋回
軸の動力で作動し、判定を空気圧力センサーで
行うことで機械内クーラントエリアでの電気配
線レスを実現しています。
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A C C E S S O R I E S   付属品A C C E S S O R I E S   

C O S T O M E R S   お客さま

ツールホルダー&ゲージ

ロボットマウントタイプと
ツールチェンジユニット

ハンドヘルドユニット

NEW VISTA社について

パンタグラフ
付きタイプ

最上位タイプではネジ穴位置がXY方向で
±4mm、傾きが1.7°までのずれを吸収す
るコンプライアンス機能付。検査品種が多
い場合のクイックチェンジタイプ・ロボッ
ト用ツールオートチェンジタイプ等マウン
ト方法も多様に対応しています。

ネジゲージについて 　ネジ検査ユニットに装着するゲージは 校正証明書が取得出来るネジゲージを使用しています。
オネジ／メネジ・通り／止まりゲージ・ミリネジ・インチネジ・管用テーパー ネジなどに対応しています。また、用
途によっては、リタップ用工具や、専用検査ネジ等もお使い頂けます。　※特殊なネジついてはご相談下さい。 

ユニットを安定して保持
し、ゲージの挿入をスム
ーズに行えるパンタグラ
フ付きなら長時間の作業
も楽に行なえます。

ロボットマウントのユニットにはオプシ
ョンで、ツールチェンジユニットを用意
しています。
違ったサイズのネジゲージを交換しなが
ら検査を進める事が出来ます。１つのバ
ルブで6個までユニットを駆動します。

特に大きな部品にはワイヤレス
タイプがオススメです。どのよ
うな場所、どのような姿勢でも
検査がスピーディに行えます。

　ネジ検査の自動化では、ゲージをスムーズに挿入することが最も重要で困難な課題です。New Vista社の専用

ツールホルダーはこれらの問題を解消し、スムーズな自動化をする為の必須アイテムです。豊富な経験から、常に

改良が加えられ、現在では100種類以上のタイプを用意しています。

　自動車や航空機部品では、一つの部品に多種類のネジ穴を

持つ部品が少なくありません。これらの検査にはロボットでの

検査が最適です。ロボットマウントタイプは、それに対応するタ

イプです。

　航空機等の超大型部品や、多品種少量の部品では、ハンドリングの面

で自動化が困難です。ハンドヘルドユニットを使用すれば、スピードアップ

による作業の効率化・機械化による検査の均質化が可能です。もちろん、

自動ユニットと同様のトルク制御メカニズムは搭載されています。

　NewVista社は米国ボルチモアを本拠に、1992年に設立されたネジ検査及びそ
の周辺機器に特化した世界最大のメーカーです。
　20年以上に渡り蓄積されたネジ検査に関するノウハウは、他に比類なく世界中の
多くのお客さまから支持されております。
　そのユニットは自動車部品・航空機部品・産業建設機器・医療機器の構成部品な
どの検査工程で幅広く使用され、多くの特許の対象となっています。
　それぞれのお客さまに最適なネジ検査のためのユニットやシステムをお届けするこ
とを理念に、常に技術開発に努めています。


