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HEXAGON METROLOGY  
WLS qFLASH
Compact White Light Measurement System
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WLS qFLASH. 
STEALING TRADITIONAL 
METROLOGY’S THUNDER.

ヘキサゴンメトロジーWLS qFLASH は、製造現場にてご利用
いただける持ち運びが容易に可能な光学式寸法・形状測定シ
ステムです。 

様々な用途に:　 ヘキサゴンメトロジーWLS qFLASH はマルチ
タレントな非接触測定器です。迅速に3次元情報を取得、その現
場にて即座に結果を出力いたします。軽量、容易な操作性、高い
信頼性を兼ね備えております。架台上にてセット又はハンドヘル
ドモードにて計測、極めて高い可搬性にて部品検査、不具合等の
原因追究にお役立てください。

WLS qFLASH の主な用途:
  自動車・部品メーカー 　　
  航空宇宙関連
  プラスティック成形
  電気部品関連

WLS qFLASHはランダムパターンを測定対象物に投影、ステレ
オカメラにて、面形状、要素、エッジライン等を取得いたしま
す。ヘキサゴンメトロジーCoreView 3D計測ソフトウェアとの
コンビネーションによりWLS qFLASHは多種多様なニーズにお
応えするシステムとなります。

  板金部品計測
  パーツの最終検査
  アルミニウム等鋳造部品検査
  プラスチック成型品、小型金型の検査



CoreView ： ヘキサゴンメ
トロジーが提供するホワイ
トライトスキャナー向け計
測・解析用ソフトウェア

自由度の高いハンド
ヘルドモード、架台
計測

堅強な炭素繊維ハウ
ジング

信頼性の高い結果
を生み出す最先端
の青色leD テクノ
ロジー

3つのデジタルカメ
ラが高品質な三次元
データを取得します

視野 350 x 350 mm
小型ワークには最適な
ソリューション

システムは一人で持ち運び
が可能、ケースひとつに収
納できます

可搬性に優れたコンパク
トなパワーサプライ

迅速な解析、レポー
トを生み出すパワフ
ルなPCプラット
フォーム
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AS QUICK  
AND BRIGHT
AS A FLASH.
製造現場へ最先端テクノロジーを:　 ヘキサゴンメトロジー 
WLS qFLASH は、一般的な製造現場での照明、製造機器からの振
動、温度変化に対しても影響を受けにくい構造となっておりま
す。専用架台、ハンドヘルドモードにて運用。WLS qFLASHは
スマートかつパワフルでありながらローコストなシステムと
なっております。
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HEXAGON METROLOGY WLS qFLASH.  
TECHNICAL SPECIFICATIONS.
カメラ 工業用途向け3 x 4.2メガピクセルデジタルカメラ

堅強性、温度に対して安定性の高い炭素繊維ハウジング

投影及び三次元形状認識 ランダムパターンプロジェクター、高速撮影ステレオビジョンテクノロジー
迅速かつ高精度なサーフェイス、要素測定の為の2D/3D統合技術

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

FOV スペック 視野(指定撮影距離): 350 X 350 mm
深度: 160 mm
撮影距離: 550 mm
点間ピッチ:0.19 mmから

METROLOGY PERFORMANCE
VDI / VDE 2634 Part 2 最大許容指示誤差 VDI / VDE 2634 Part 2

(350 X 350 mm FOV ﾚﾝｽﾞ,ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾓｰﾄﾞ); 工業用途向け
ﾌﾟﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｴﾗｰ: 0.040 mm
ｽﾍﾟｰｼﾝｸﾞｴﾗｰ: 0.035 mm
ﾌﾗｯﾄﾈｽｴﾗｰ: 0.035 mm

インダストリアル性能 2 sigmaでの表記, LFOV, avg to avg. (WLS qFLASH-CMM), ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ使用時
平面計測精度 (ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾙ): 0.035 mm
WLS qFLASH 点群精度 (3 x 2 x 1 m ｻｲｽﾞ対象): 0.1 mm 

運用性能 オプティカル平均露出時間(一般設定): 20 msec 

寸法及び質量 WLS qFLASHセンサー部
370 X 270 X 255 mm, 6.0 kg
WLS qFLASH 電源ユニット
310 X 215 X 60mm, 3 kg

電源 電圧: 90-230 VAC 50-60 Hz
消費量: 0.7 kW – ピーク時

作業環境条件 作業温度: 5 - 35° C / 41 - 95° f その他PC/ラップトップのスペックに準ずる
　　　　 （クーリングシステム併用により条件変更可)
作業光条件: 一般的な工業における通常光源下に関しては影響微少。 
                 直射日光においては不適
振動条件: 一般的な製造現場で発生する振動下での使用を想定した設計

定期検査 ユーザー元でのオンサイトキャリブレーション（年１回推奨）

PC & ソフトウェア OS: Windows 7 64Bit
プラットフォーム: ラップトップ型
システムソフトウェア: CoreView™ by Hexagon Metrology

認証基準 CE / TÜV -Safety: IEC\EN 61010-1:2001 EMC: IEC\EN 61000 VDI/VDE 2634 
Part 2
光学式計測器に関する基準
トレーサビリティー　NIST度量衡基準 ISO 9001:2000
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© 2015 Hexagon Metrology. Hexagon ｸﾞﾙｰﾌﾟ

無断転載を禁ず継続的な製品開発のため、  
Hexagon Metrology は、事前の通知なしで、 
製品の仕様を変更する権利を有します。

ヘキサゴンは、生産性、各種産業分野にまたがる品質管理、地
理空間用途への向上に寄与するインフォメーション・テクノロ
ジーのグローバルリーディングプロバイダーです。ヘキサゴン
のソリューションはセンサー、ソフトウェア、ドメイン知識、
カスタマーワークフローを融合してインテリジェント情報へと
展開、実行可能な技術をお届け、様々な産業分野にて活躍いた
しております。

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) は売上2.6B Euro、 
46か国に総勢15,000の従業員を有しております。

詳細情報： www.hexagon.com 

Hexagon Metrology は、自動車、航空宇宙、エネルギー、医
療など、あらゆる業種向けに計測機器およびサービスを総合的
に提供しています。 当社はお客様の設計、開発、組立、最終検
査まで製品の製造工程におけるあらゆる計測ニーズを、包括的
にサポートさせていただきます。

20 箇所以上の生産施設、サービス、トライアルのために70 
箇所の直営プレシジョンセンターを展開、また5大陸に拡がる 
100 以上のパートナーとのネットワークで、世界中のお客様が
必要とする生産における工程管理、品質向上、効率化への解決
策を提供いたします。

詳細情報： www.hexagonmetrology.com
     www.hexagonmetrology.jp

ソフトウェアソリューション

超高精度 三次元測定器

ポータブル測定アーム精密測定器具

各種センサー

各種自動化

ホワイトライトスキャナーレーザートラッカーおよびステーション

マルチセンサーおよび光学システムブリッジ 型三次元測定器

水平アーム 型三次元測定器 ガントリー 型三次元測定器


