
BLAZE 600M
高精度ブルーライト測定システム

PRODUCT BROCHURE



BLAZING SPEED, 
DAZZLING PERFORMANCE
ヘキサゴンの可搬式ブルーライト測定システム、BLAZE 600Mは製造現場での
高速データ取得を可能にした非接触式光学3Dスキャニングソリューションです。
高解像度のデジタル映像と青色LEDライトの統合技術により精密検査に耐久性
と汎用性を両立しています。

効率化かつ高精度なデジタル化により生産性向上を目指した設計で、BLAZE 
600Mは点群データの精度を最大化する新しいイノベーションを強化した、実証
のテクノロジーを採用しています。3台内蔵の高解像度カメラが、厳しい作業環境
下でも三次元データ作成に必要なデジタル画像を取得します。高速データ取得は
振動や周辺照明の影響をほぼ受けることなく測定を実行します。またシステム一
式はキャリーケース1つに収納できるオールインワン設計で、必要な場所へどこで
も移動してご利用頂けます。

特徴的な調整可能な測定フィールド、マルチデータ認識モードとダブル設定モー
ドにより、BLAZE 600Mは複数の異なるタスクや材質面への適応も容易になり、
測定ワークの加工の必要はありません。BLAZE 600Mは素早く結果を得られる
高機能と扱いやすさを兼ね備えています。





PRODUCTIVITY THROUGH FLEXIBILITY
BLAZE 600Mはヘキサゴンの光学スキャニングソリューションにおいて現在最も汎用性の高いモデ
ルです。検査室の精度と作業現場にも対応する測定モードを両立し、製品ライフサイクル全工程をマ
ルチサポートする有用なデータを提供します。

At a Glance

•  高解像度ハイデータレートカメラを3台搭載 

•  信頼の青色LEDテクノロジー

•  様々な測定フィールド範囲で広範囲測定をカバー

•  マルチデータ認識と再構築メソッド

•  一人での操作を実現する持ち運びやすさと、人間工学
に基づくオールインワン設計

•  光沢面・暗色面や異なる材質ワークも加工不要

•  周囲の振動や照明の影響を最小化



FEATURES AND BENEFITS

高精度かつフレキシブルなシステム
BLAZE 600Mはハイレベルな精度を保証しています。特徴的なマルチデ
ータ認識モードと測定フィールド範囲設定機能により、タスクに対して繰
り返しと精度を可能な限り確実にセットアップします。最大測定フィールド
サイズ選択時でも高精度をそのままに、品質を損なわずに生産性を向上し
ます。強化プロジェクション技術が寸法測定での高いパフォーマンスと点
群データ取得を実現、光沢面や暗色面のような一般的に測定困難なワー
クも測定が可能です。高品質3Dメッシュがリバースエンジニアリングをサ
ポートいたします。

持ち運びやすさと簡単操作
BLAZE 600Mは小型の電源ユニットとラップトップPCさえあればすぐに
ご使用頂けます。システム一式はキャリーケース1つに全て収納して移動可
能、どこでも必要な現場で正確な測定を実行します。セットアップに特別な
器具などは一切不要でわずか数分で準備完了、また測定ワークへのスプレ
ーやパウダー加工も必要ありません。スキャナーは作業者が一人で操作で
きるユーザーフレンドリー設計により、容易に操作が可能です。

製造現場での生産性向上をサポート
BLAZE 600Mの柔軟性、可搬性、簡便さは、高いデータ品質の実現を目指
して進化したテクノロジーによるものです。どんな厳しい作業環境下にお
いても非常に効率的で適応力の高い測定システムです。高速データ取得と
一度の照射での広範囲カバー力で作業時間を格段にスピードアップさせ、
持ち運び簡単なシステムは製造現場の必要な場所で測定を可能にし、製
造工程での課題や阻害要因を最小化します。



TECHNOLOGY REIMAGINED
BLAZE 600Mはヘキサゴンの非接触検査ソリューションにおける新世代の製品です。短波長の青色
LEDライトが高解像度の画像を取得し、周囲環境や照明の影響をほぼ受けません。高解像度のデジ
タルカメラが正確な3Dデータを素早く作成します。

この堅牢なシステムは、各パーツでの様々なパターンの高速プロジェクションとデジタルキャプチャに
より作動します。2D画像が可能な限り最も正確なフューチャー測定を行い、ソフトウェア上で画像調整
し高精度3Dモデルを作成します。

BLAZE 600Mはステレオビジョンと構造ライトテクノロジーのメリットを1つに纏めた操作性の高い
測定システムです。補足テクノロジーは寸法測定のみに止まらず3Dモデリングやリバースエンジニア
リングに必要なアプリケーションに最適な作業モードの選択を可能にしました。

ヘキサゴンの信頼のホワイトライト測定技術と進化するエンジニアのパフォーマンスを結集した
BLAZE 600Mは広範囲の測定でも精度を保ち、測定時間の短縮と生産目標の達成をサポートしま
す。スキャナーの新データ認識モードは特徴測定と点群デジタル化、より高度な3Dメッシング品質や
測定可能材質面の充実により高いパフォーマンスを発揮します。





SUPPORT THROUGHOUT THE 
PRODUCT LIFECYCLE
製品市場において最速のデータ認識能力を有しているBLAZE 600Mは、自動車および航空宇宙分野
の設計、生産、メンテナンス、修理、オーバーホールまでの各段階を通じて、スピーディな製造ライフサ
イクルをサポートします。

もちろん他の産業アプリケーション、特に板金・コンポジット・プラスチックの測定にも非常に効率的
な寸法検査システムです。

測定検査
自動車ボディーの金属面、モールド加工プラスチ
ック、航空宇宙向けコンポジットツール、ダイモ
ールド検査などの様々な分野でCADと基準公差
の比較要素のデジタル化を素早く正確に行う設
定機能 

製品設計の強化
3Dスキャニングは設計モデルの変更を記録し
CADへのフィードバックに理想的、研究開発時の
コスト削減と反復設計の迅速化をサポート

迅速なプロトタイピング	
進化した3Dメッシュ機能でプリンタとの互換ファ
イル作成、迅速な製品開発をサポートする容易な
プロトタイプ確認

キャスティング
マシニングの前の概略キャスティング検査は各材
質の最適条件を設定し、作業時間短縮と材料廃
棄やスクラップを削減 

リバースエンジニアリング
進化したテクノロジーによりリバースエンジニア
リング機能をサポート、より微細なデータ取得で
3Dメッシュデータを提供し理想的なリバースエ
ンジニアリングが可能

メンテナンス・修理
オーバーホール
進化した点群データ認識機能が問題発生箇所お
よびその時点を詳細分析、正確なデータ情報に
基づく修理プランやコスト算出を支援
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TECHNICAL DATA
カメラ

•  工業測定向け3 x 12.0メガピクセル高データレートデジタルカメラ

•  温度変化に強いセンサーハウジング

プロジェクションおよび3D形状認識テクノロジー

• 高速撮影ステレオビジョンテクノロジー

•  先進のパターン投影オプション：ダイナミックスライドまたはデジタルライトプロセス

•  精度の高いサーフェス測定イメージ分析とエッジ検出エンジン2D/3D統合技術

イルミネーション
信頼性と耐久性の高いLEDベースのハイパワーイルミネーション

測定範囲の選択肢
240 x 190 mm 
フィールド深度 60 mm

570 x 430 mm 
フィールド深度 220 mm

710 x 530 mm 
フィールド深度 300 mm

その他の範囲サイズはオプションにて提供可能

最適作業距離  800 mm
点群ピッチ  0.06 mmから 

製品寸法および重量
BLAZE 600M本体センサー [WxHxD] 528 x 296 x 366 mm
電源ユニット  [WxHxD] 350 x 65 x 136 mm
重量  12 kg

電源
電圧  100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
電力消費量  0.7 kW – ピーク時



作業環境
作業温度  5-35 °C / 41-95 °F (PCスペックに準ずる、また冷却システム使用時はこの限りでは 
 ありません。)
作業光条件  一般的な作業現場照明においては影響微小、直射日光は不可
振動条件  プレス機、CNC機、ロボット等の重工業環境下の使用向け設計

定期システム検査
年一回の現場でのキャリブレーションを推奨

コンピュータとソフトウェア
Operating system (OS) Windows 7 64-bit
プラットフォーム  64-bit ラップトップ型/デスクトップ型PC
システムソフトウェア  CoreView™ by Hexagon Manufacturing Intelligence

認証基準
CE / TUV / FCC
VDI/VDE 2634 Part 3 光学測定機器システム基準
NIST度量衡基準のトレーサビリティ
ISO 9001:2000

特許
BLAZE 600Mセンサー及びCoreViewサポートソフトウェアはHexagon Manufacturing Intelligence開発の革新的な独自
技術に基づき構築されています。この製品は複数の認証済みおよび特許申請中の技術により保護されています。 



三次元測定機(CMM)

3Dレーザースキャナー

各種センサー

ポータブル式測定機

各種サービス

レーザートラッカー・ステーション

マルチセンサー・光学システム

ホワイトライトスキャナー

測定ソフトウェア

CAD / CAM

統計プロセスコントロール

自動化アプリケーション

マイクロメーター・ノギス等ハンドツール

Hexagon Manufacturing Intelligence は、産業メーカー
が既存技術の改革や将来の生活を変える製品を開発するこ
とを支援します。計測および製造のソリューション専門企
業のリーダーとして、当社のセンシング、シンキング、ア
クティング( 測定データの収集、分析、アクティブな活用
)における専門性が、当社の顧客に生産品質の向上、製造
スピードの向上、その結果生産性を向上できる自信をもた
らしています。 

5 つの大陸に展開されている各地域のサービスセンタ
ー、生産施設、営業オペレーションのネットワークを通
じて、我々は品質が生産性をリードする、製造におけ
るスマートな変革の世界を構築しています。詳細情報
は、HexagonMI.com をご覧ください。 

Hexagon Manufacturing Intelligence は、Hexagon
(Nasdaq Stockholm:HEXA B、hexagon.com) の一員で
あり、地理空間的・産業的エンタープライズ・アプリケー
ション全体で品質と生産性を担う情報テクノロジーの世界
的リーディングプロバイダーです。
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