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トルク-角度測定ユニット 

TAA シリーズ 

 

 
 

卓上の省スペースでトルク-角度分析 
TAA-MTS-TBシリーズ 

ハンディーでトルク-角度分析 
TAA-HTGシリーズ 

 

 

 

 

TAA シリーズは、トルク（回す力）と角度の関係分析を手軽に行えます。分かりやすい操作で毎秒 2000 個

の高速データサンプリングにより高い再現性を実現します。トルク-角度曲線をリアルタイムでグラフ化

し、製品の品質管理、操作性、使用感、物的特性、一定の回転角度に沿った機能性評価などに最適です。 

 
 

特徴 

トルクと角度の関係を簡単に分析できるユニット商

品。複雑な配線なし、簡単セットアップ、容易な操作

で精密なトルク－角度測定が可能。 

毎秒 2000 データの高速サンプリングで急激な荷重

変化にも追従。高い再現性を実現。 

手軽にパソコンでグラフ描写・分析。5 つのグラフの

重ね合わせ、グラフへのコメント挿入、グラフの

WORD、EXCEL、PDF などへ簡単出力機能。 

アタッチメントを取り替えることで様々なサンプル

の測定が可能。 

 

  

・トルク（回す力・捻る力）と角度の関係を簡単に分析できる製品のユニット商品 

・トルク-角度測定を簡単、精密、高い再現性で実現 

・手軽に PCでのグラフ描画、分析が可能 

・卓上タイプ、ハンディタイプなど、使用用途に合わせてご提案 
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[TAA-MTS-TBシリーズ ユニット内容] 

TAA-MTS-TB シリーズ 製品構成 

 

① トルク計：ネクストシリーズ DTXA シリーズ 

(テーブル付) 

回る力、ひねる力を測定します。校正やメンテナン

スが必要な場合は、ネジで簡単に着脱できます。 

②トルクスタンド：MTS-10N-RA 

設定した速度で回転します。回転スタート速度、戻

り速度、特定トルクでの動作停止などを設定でき

ます。 

③接続ケーブル：CB-728 

トルク計とトルクスタンドを接続し制御します。 

④ソフトウェア：Force Recorder Professional 

トルク-角度のグラフを作成します。 

⑤付属アタッチメント: 

上部チャック MT-TB + 下部テーブル DT-TB 

サンプルを固定するための治具です。測定サンプ

ルに応じて治具の交換が可能です。 

ユニット 1式でトルク-角度測定可能 

 

本ユニットはトルク－角度測定に必要な①～⑤

がセットになっております。オプションのチャ

ック・テーブル治具をご購入いただくことで、

様々なトルク－角度測定が行えます。 

 

※異なるアタッチメントや自作チャックを利用

される場合、上部チャック、テーブルの付属し

ない「TAA-MTS-Z シリーズ」もございます。詳

細は P.3 をご覧ください。 

※ 各構成製品の詳細は、個別の仕様書をご確認ください。 

 

[TAA-MTS-TBシリーズ測定事例] 

各種ふたの開栓・閉栓トルク 基板のひねり強度 他の測定事例 

  

・ロータリースイッチのクリック感 

・肌着や医薬品部外品のねじれ特性 

・カメラレンズの摺動抵抗  など 

※ サンプル容器そのものの強度が弱い場合、測定できない場合があります。 

※ サンプルの中心がずれているなど特殊形状の場合は、特注対応となります。 

  

④ 

① 

② 

⑤ 

③ 
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[TAA-MTS-TBシリーズ 型式] 

型式名 ※1 タイプ 最大サンプル高さ ※2 最大許容荷重値 ※3 

TAA-MTS-□□N-TB 卓上標準 140mm 
2N-m(200N-cm) 

5N-m(500N-cm) 

10N-m(1000N-cm) 

から選択 

TAA-MTS-□□N-L-TB 
卓上ロングストローク

(-L) ※4 
240mm 

TAA-MTS-□□N-2L-TB 
卓上ロングストローク

(-2L)※4 
340mm 

TAA-MTS-□□N-Z ※5 チャック、テーブル無 - 

※ 測定可能サンプル径は、使用する治具によります。詳細は「DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント仕様書」「MTSシ
リーズ用アタッチメント仕様書」をご参照ください。 

※1 □□：お客様の選択されたトルク計 DTXA シリーズの荷重値が入ります。 
※2 340mm より大きなサンプル（例:2L ペットボトルなど）も特注にて対応可能です。 
※3 最大許容荷重値を超えると、オーバーロード(センサーの故障)しますのでご注意ください。 
※4 ロングストロークタイプ(-L)、(-2L)の場合は、延長シャフトが必要になる場合があります。詳細は、P.4 をご参

照ください。 
※5「-Z」仕様にもロングストロークオプションが追加できます。 

 

[TAA-MTS-TBシリーズ 仕様] 

型式 TAA-MTS-□□N-TB 

計測単位 
トルク N-m, N-cm 切り替え式 

角度 °（度） 

駆動方式 自動回転式 

表示分解能 
荷重 符号小数点付 4 桁（例：TAA-MTS-5N の表示分解能 0.001N-m[0.1N-cm]） 

角度 
0.01°(トルクゲージ画面上に表示) 

0.001°(Force Recorder Professional に表示) 

角度測定範囲 
0.01～9999.99°（トルクゲージ） 

0.001～9999.999°（Force Recorder Professional） 

精度 
荷重 ±0.5％F.S. ±1 デジット 

角度 ±0.1° ±1 デジット 

サンプリング周期 2000 回/秒 

トルク値表示更新周期 16 回/秒 

出力機能 
USB／シリアル(RS232C)／アナログ(約±2V)／コンパレータ／オーバーロード／

サブコンパレータ／USB メモリ※1 

機能 

トルクゲージ側

機能 

マルチ表示（上下 2 段選択表示）／ピークホールド（時計回転および反時計回
転）／内部メモリ（1000 データ）／コンパレータ（合否判定）／画面表示反転
／符号反転／ゼロクリアタイマ／+NG アラーム／オフタイマ（自動電源オフ）

／感度設定／時刻・カレンダー表示／1st2nd ピーク検出／設定ロック 

計測スタンド側

機能 
マニュアル動作／JOG 動作／速度調整 

連動機能(※2) 
トルクピーク時角度検出／指定トルク時角度リセット／ 

オート動作(CONTINUOUS、ONE WAY)／荷重コントロール／オーバーロード停止 

電源 
トルクゲージ 充電池（約 6.5 時間使用、約 2 時間満充電）） 

計測スタンド AC100V～240V フリー入力 

使用環境 温度：0～40°C 湿度：20～80%RH 

付属品※3 

グラフ描画ソフトウェア Force Recorder Professional／ 
ドライバ CD-ROM（データロガー簡易ソフト付）／AC アダプタ／USB ケーブル／

取扱い説明書／検査成績書／工具／梱包箱／USB メモリ用アダプタ／ 
電源ケーブル／トルク計接続ケーブル(CB-728)／中心出し治具／予備ヒューズ 

付属アタッチメント※4 上部 MT-TB／下部 DT-TB 

※1 USB メモリは含まれておりません。 
※2 付属の接続ケーブルでトルク計と接続する必要があります。 
※3 オプションアタッチメント・PC は含まれておりません。 
※4「-Z」仕様には含まれません。  
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[ソフトウェア動作環境] 

動作環境 対応 OS：Windows 7/8/8.1/10 

対応ハードウェア 

CPU ：Pentium4(1GHz以上)以上推奨 

メモリ：2GB以上推奨 

ハードディスク：10GB（データ保存領域）以上 

対応プラットフォーム .NET Framework4.6以上 

実行環境 
Microsoft Internet Explorer6.0 以上 

Windows インストーラ 3.1 以降 

画面サイズ 解像度 1024×768ピクセル以上 

接続ポート USB1.1 USB2.0端子 

※ USB3.0 での動作は保証しておりません。 

 

[必要延長シャフト選定表] 

使用スタンド：MTS-10N-L 

測定サンプル高さ 必要延長シャフト 

130～240mm 不要 

130mm未満 MT-EXT 

使用スタンド：MTS-10N-2L 

測定サンプル高さ 必要延長シャフト 

230～340mm 不要 

130～230mm MT-EXT 

130mm 未満 MT-EXT2 

※ 延長シャフトの寸法図は「MTS シリーズ仕様書」をご参照ください。 

※ MT-EXT、MT-EXT2 をあわせてご使用いただくことは可能ですが、回転時に連結部分にて多少のがたつきが発生します。

特注にて連結のない１本シャフト仕様の制作が可能です。詳しくはお問い合わせください。 
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[関連製品 TAA-MTS-TBシリーズ] 

上部用 

小型チャック 
MT-ST 

ドリルチャック 
MT-DC 

M10 アダプタ 
MT-AD-M10 

サンプルを固定するための小型チ
ャックです。 
対応サンプル径：φ7～50mm 
最大トルク：5N-m 
ピンは、標準ピン、ギザ歯ピン、ロン

グクランプピンから選択可能です。 

ワイヤーや丸棒状のものをつかむ
ことに適しています。 
大φ1.2～13mm 
中φ0.5～6.5mm 
小φ0.5～4mm ※1 

M10 めねじ治具の取り付けが可能
になるアダプタです。 

   

下部用 

小型テーブル 
DT-ST 

幅広テーブル 
DT-STW 

小型軽量テーブル 
DT-STL 

サンプルを固定するための小型テ
ーブルです。 
クランプ寸法: φ7～50mm 
最大トルク：5N-m 
ピンは、標準ピン、ギザ歯ピン、ロン

グクランプピンから選択可能です。 

最大 100mm のサンプルを固定でき
る幅広テーブルです。 
クランプ寸法: φ10～100mm 
最大トルク： 5N-m 
ピンは、標準ピン、ギザ歯ピン、ロン

グクランプピンから選択可能です。 

軽量の小型サンプルを固定するの
に適しています。 
クランプ寸法: φ7～50mm 
最大トルク：2N-m 
ピンは、標準ピン、ギザ歯ピン、ロン

グクランプピンから選択可能です。 

   

幅広軽量テーブル 
DT-STLW 

ドリルチャック 
DT-DC 

最大 100mm のサンプルを固定でき
る幅広軽量テーブルです。 
クランプ寸法: φ10～100mm 
最大トルク：2N-m 
ピンは、標準ピン、ギザ歯ピン、ロン

グクランプピンから選択可能です。 

ワイヤーや丸棒状のものをつかむ
ことに適しています。 
大φ1.2～13mm 
中φ0.5～6.5mm 
小φ0.5～4mm ※1 

  

※ チャック、テーブル治具の詳細は個別の仕様書をご確認ください。 

※1 ドリルチャック MT-DC 小とドリルチャック DT-DC 小の最大トルクは、5N-m です。 
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[TAA-HTGシリーズ ユニット内容] 

 

[TAA-HTGシリーズ測定事例] 

ドアノブの回転力 
エアコンやオーディオの 

ロータリースイッチの操作力 
他の測定事例 

  

・鍵の開閉力 

・アクセルの操作力 

・各種ボタン・スイッチの開閉力 

など 

 

  

TAA-HTGシリーズ 製品構成 

 
 

 

① トルク計:ネクストシリーズ HTGA シリーズ 

回る力、ひねる力を測定します。 

②角度計ユニット:AMK-360 

角度を測定し、トルク計に出力します。 

③ソフトウェア：Force Recorder Professional 

トルク－角度のグラフを作成します。 

④トルク計アタッチメント(別売) 

サンプルを固定するための治具です。 

⑤ステー（特注） 

手動捻りを行うために必要な治具です。 

ユニット 1 式でトルク－角度測定可能 

本ユニットは、トルク－角度測定に必要な①～③

がセットになっております。 

 
※④チャック（トルク計アタッチメント）、⑤ステ
ー（特注）は含まれておりません。 
トルク－角度測定には、別売のトルク計アタッ
チメント(P.8 参照)、特注のステーが必要です。
なお、ステーは、お客様に合わせて提案いたし
ます（P.9 参照）。 

③ 

① 

② 

④ ⑤ 
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[TAA-HTGシリーズ仕様] 

型式 TAA-HTG-□N 

計測単位 
トルク N-m,N-cm切り替え式 

角 度 °（度） 

駆動方式 手動ひねり式（ハンディー） 

荷重レンジ※1 
2N-m(200N-cm), 5N-m(500N-cm), 10N-m(1000N-cm) 

より選択 

表示分解能 

荷 重 符号小数点付 4桁（例：TAA-MTS-5Nの表示分解能 0.001N-m[0.1N-cm]） 

角 度 
0.1° (Force Recorder Professionalに表示) 

0.1° (トルクゲージ画面上に表示) 

角度測定範囲 0.1～9999.9° 

精度 
荷 重 ±0.5％F.S. ±1デジット 

角 度 ±0.2° 

サンプリング周期 2000回/秒 

トルク値表示更新周期 16回/秒 

出力機能 
USB，シリアル(RS232C)，アナログ(約±2V)，コンパレータ，オーバーロー

ド，サブコンパレータ，USBメモリ※2 

機能 

マルチ表示（上下 2段選択表示）／ピークホールド（時計回転および反時

計回転）／内部メモリ（1000データ）／コンパレータ（合否判定）／画面

表示反転／符号反転／ゼロクリアタイマ／+NGアラーム／オフタイマ（自動

電源オフ）／感度設定／時刻・カレンダー表示／1st2ndピーク検出／設定

ロック 

電源 充電池（約 6.5 時間使用、約 2 時間満充電）） 

使用環境 温度：0 - 40°C 湿度：20 -80%RH 

付属品※3 

グラフ描画ソフトウェア Force Recorder Professional、ドライバ CD-ROM

（データロガー簡易ソフト付）、ACアダプタ、USBケーブル、取扱い説明

書、検査成績書、工具、梱包箱、USBメモリ用アダプタ 

補助ハンドル(10N-mレンジのみ) 

※1 センサーの許容最大荷重値を超えると、オーバーロード(センサーの故障)しますのでご注意ください。 

※2 USB メモリは含まれておりません。 

※3 ステー(特注)、チャック（別売）、オプションアタッチメント、ＰＣは含まれておりません。 

 

[ソフトウェア動作環境] 

動作環境 対応 OS：Windows 7/8/8.1/10 

対応ハードウェア 

CPU ：Pentium4(1GHz以上)以上推奨 

メモリ：2GB以上推奨 

ハードディスク：10GB（データ保存領域）以上 

対応プラットフォーム .NET Framework4.6以上 

実行環境 
Microsoft Internet Explorer6.0 以上 

Windows インストーラ 3.1 以降 

画面サイズ 解像度 1024×768ピクセル以上 

接続ポート USB1.1 USB2.0端子 

※ USB3.0 での動作は保証しておりません。 
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[関連製品 TAA-HTGシリーズ] 

関連製品 

小型テーブルとピン 
HT-ST 

幅広テーブルとピン 
HT-STW 

小型軽量テーブルとピン 
HT-STL 

サンプルを固定するための小型チ
ャックです。 
対応サンプル径：φ7～50mm 
最大トルク：5N-m 
ピンは、標準ピン、ギザ歯ピン、ロン

グクランプピンから選択可能です。 

最大 100mm のサンプルを固定でき
る幅広テーブルです。 
クランプ寸法: φ10～100mm 
最大トルク： 5N-m 
ピンは、標準ピン、ギザ歯ピン、ロン

グクランプピンから選択可能です。 

軽量の小型サンプルを固定するの
に適しています。 
クランプ寸法: φ7～50mm 
最大トルク：2N-m 
ピンは、標準ピン、ギザ歯ピン、ロン

グクランプピンから選択可能です。 

   

幅広軽量テーブルとピン 
HT-STLW 

トルクドライバー 
HT-DBH 

ドリルチャック 
HT-DC 

最大 100mm のサンプルを固定でき
る幅広軽量テーブルです。 
クランプ寸法: φ10～100mm 
最大トルク：2N-m 
ピンは、標準ピン、ギザ歯ピン、ロン

グクランプピンから選択可能です。 

ネジの締め付け、緩めトルクが測定で

きます。 

ビット：1 本（⊕1⊕2⊕3⊖6×45） 

ワイヤーや丸棒状のものをつかむこ

とに適しています。 

大φ1.2～13mm ※1 

中φ0.5～6.5mm 

小φ0.5～4m ※2 

   

ソケットホルダー 
HT-9.5SQ 

M10 アダプター 
HT-AD-M10 

センサーホルダー 
SHT-5N 

ドライバービッドやレンチなど様々

な工具の測定ができます。 

ソケット:9.5mm 角 

M10 のアタッチメントを取り付けるこ

とが可能です。 
センサーを固定するための固定台で

す。水平・垂直どちらにも固定可能

です。 

最大トルク：5N-m 

   

HTGS/A用回転補助治具 
RSHシリーズ 

水平方向でのトルク測定に適した

HTGS/A シリーズ専用の手動回転補助

治具です。 

最大トルク：5N-m 

 
※ チャック、テーブル治具の詳細は、個別の仕様書をご確認ください。 

※1 HT-DC 大は、2N-m ではご利用いただけません。 

※2 HT-DC 小の最大トルクは、5N-m です。 
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ステーの特注事例 

2脚タイプ 

 

壁面や傾斜面など脚を置くス

ペースに制約がある場合にお

選びください。 

4脚タイプ 

 

４脚でしっかり固定すること

ができ、安定的な測定を行い

たい場合にお選びください。 

ハンドルタイプ 

 

測定サンプルの近傍に脚を置

くことができない場合お選び

ください。 

ハンドルを手で持つため、誤

差が大きくなります。 

※ 角度計ユニットを使用した測定には、ステーの取り付けが必要です。ステーで固定をすることで 0 の基点を取る事が

でき、正確な角度測定を可能にします。 

※ 上記以外にもご希望の測定事例に合わせた製作が可能です。お問合せください。  
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[バリデーションサービス] 

本機種では、オプションによりバリデーション（IQ／OQ）の対応が可能です。バリデーションは製品が

正しく据え付けられ、仕様に基づく機能を有しているかどうかを検証し、妥当性確認をするためのサー

ビスです。出張にて対応いたします。 

・IQ（Installation Qualification）:据付時適格性確認 

・OQ（Operational Qualification） :稼働性能適格性確認 

※ 付属のデータロガーソフトウェア Force Loggerも対応可能です。 

※ 付属のソフトウェア Force Recorder Professionalは対応できません。 

※ その他対応可能な製品についてはお問い合わせください。 

 

[注意事項] 
- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を
保証するものではありません。  

- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。  
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。 
- センサーに、許容範囲を超える荷重、回転方向以外の大きな曲げや引張･圧縮の力がかるとセンサーが
破損（オーバーロード）する原因となりますので、ご注意ください。 

- 急激な温度の変化、高温多湿、水、ホコリの多い場所などでの使用は避けてください。 
 

 

株式会社イマダ 
〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地   
TEL: (0532)33-3288   
FAX: (0532)33-3866 
E-mail: info@forcegauge.net 
Website: http://www.forcegauge.net/ 

 

弊社ＨＰにて、詳しい製
品情報、幅広い測定事例
や測定動画がご覧頂け
ます。 
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