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HEXAGON  
METROLOGY 
WLS400  

ヘキサゴン メトロジーのホワイト・ライト・テクノロジー
製品の品質検査、リバースエンジニアリング向けに活用。最
先端のアルゴリズムによる、実ワークの高精度なデジタルイ
メージ、3次元幾何形状の取得技術です。
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センサー技術
WLS400はヘキサゴンメトロジーによる高分解能
デジタルカメラ、LEDイルミネーション、炭素繊
維構造、高速データ取得処理など最先端の技術を
ふんだんに搭載した次世代型ホワイトライトセン
サーです。

ホワイト・ライトの技術原理
WLS400型センサーは、物体にランダムパターン
を投影、そのエリアをカメラにて撮影いたしま
す。 そのイメージ画像は独自のアルゴリズムに
より3次元点群データに変換されます。センサー
は、同時に非常に繊細な明暗画像をも取得、この
情報により穴、エッジ等の要素の抽出が可能とな
り、これらの位置情報、寸法計測が可能となりま
す。センサー技術とCoreViewソフトウェアとの
コンビネーションにより 、ワークサイズを問わ
ず、計測した結果に基づいた検査レポートを生成
いたします。

WLS400  
KEY BENEFITS 

 広範囲の3次元情報を一度の撮影で取得
 非接触にて高速にデータ取得
 手動・自動、ニーズに合わせ多彩な応用が可能
 製造現場にて、高精度かつ高い信頼性で運用が可能
 豊富かつ包括的な寸法情報を取得
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システムは、高性能ラップトッ
プ型PCにて運用が可能です。ま
た、解析、レポーティング作業
などにおいてはオフラインでも
ご利用いただけます。

非常に信頼及び安定性の高い炭
素繊維によるボディー構造。内
部の光学部品をしっかりと保
護、常に安定した性能を発揮い
たします。ヘキサゴンメトロ
ジーWLS400は他に例の無い、
ハンドヘルド（手持）での運用
が可能なシステムとなっており
ます。

ヘキサゴンメトロジーWLS400
コントローラはスタンドのベー
ス部に簡単に取付が可能。セン
サーヘッド部との高速通信を実
現いたします。

BeeTex 自立型スタンドは、
ヘキサゴンメトロジー
WLS400M向けに専用設計、
高い安定性を確保した計測用
架台です。小ワークから大型
ワークまでサイズを問わず、
幅広くご利用、撮影位置変換
も最小限の移動で可能です。

HEXAGON METROLOGY 
WLS400M
ヘキサゴンメトロジーWLS400Mは手動オペレーション型のホワイトラ
イト計測システムです。3次元計測、品質検査、デジタイジング等幅広
い用途にご利用いただけます。本システムは様々な産業において、多種
多様なニーズにお応えすべく、その独自な計測性能を発揮いたします。
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PORTABILITY
ヘキサゴンメトロジーWLS400、製造現場での使用、可搬性に
おける特徴

 軽量オプティカルヘッド
 小型・軽量コントローラ
 オールインワンシステム　
 ラップトップPCでの運用
 小型パッケージ
 迅速な組立及び解体
 工具レス

段取り 
  組立及び解体は１０分以下の一人作業
  迅速な取付作業、工具レス、クイックスタートアッププロセス
  クイックシステムキャリブレーション

製造現場において
 オールインワン架台
 ヘキサゴンメトロジーWLS４００M専用架台は操作性、

   到達性の観点において最大限のアクセスを確保すべく設
   計されております。それに加えシステムはハンドヘルド
 （手持）での運用も可能です。
 一人操作
 容易なモード変換
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HI-FI 3D METROLOGY 
IN INDUSTRIAL  
CONDITIONS 
製造環境下での堅強なメトロジーパフォーマンス
ヘキサゴンメトロジーWLS４００Mは製造現場からのタフ
なニーズに応える堅強な機械構造と高精度を両立した仕様
となっております。

システムの特徴
  現場作業者が製造現場において運用可能
  タイトなスペースでもハンドヘルドモードで使用可能
  外光による影響が極めて微少
  大型機械による振動の影響が微少
  製造現場直下へのアクセス
  製造現場にて迅速なキャリブレーションプロセス
  様々な仕上げによる素材に対する計測能力
  幅広い温度条件への信頼性の高い対応
  堅強な オプティカルセンサー
  可搬性　全ての構成品はキャリーケースへの収納が可能。

   中型車で容易に移動
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LED  
TECHNOLOGY 
INSIDE
ヘキサゴンメトロジーWlS400センサーは厳しい条件下での
要求に応えるべく最新のleD (light emitting Diode) 技術を採
用することにより、信頼性の高い計測を実現    

ヘキサゴンメトロジーWlS400の leD技術の特徴
  高い光度のイルミネーションソース
  全ての照明モジュールはオプティカルセンサー内に 設置
  システムの信頼性及びライフスパンの向上
  迅速なイメージ取得へのトリッガー
  システム全体の処理能力の向上
  安全、低電力消費
  三次元曲面へのより均一な照明
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TECHNICAL  
SPECIFICATIONS
カメラ
3 x 4.0メガピクセル工業用途向けデジタルカメラ
安定性、温度変化による影響を最小化するために炭素繊維ケースに保護
されております。

投影 & 3D再生成テクノロジー
ランダムパターン投影

高速ステレオビジョンテクノロジー   
迅速かつ高精度、サーフェイス及び要素計測の為の2D・3Dの統合技術

イルミネーション
信頼性、持続性の高いleD ベースハイパワーイルミネーション

システムオペレーション
視野 500 x 500 mm / 19.7 x 19.7 in.
深度 230 mm / 9.1 in.
深度 撮影最適距離 780 mm / 30.7 in.

サイズ
WLS400 オプティカルヘッド  
[WxHxD] 550 x 265 x 280 mm / 21.7 x 10.4 x 11.0 in.
WLS400 コントローラ  
[WxHxD] 510 x 210 x 245 mm / 20.1 x 8.3 x 9.7 in.

質量
オプティカルヘッド 8 kg / 17.6 lbs.
コントローラ  7.5 kg / 16.5 lbs.

電源
電圧 100 - 230 VAC, 50 - 60 Hz
消費量 0.7 kW - ピーク時



WLS400        15

作業環境
温度  5 - 35° C / 41 - 95° F (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  スタンピングプレス機、CNC工作機器、ロボット等一般的な製
                                              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）

ソフトウェア
OS Windows  7
プラットフォーム Laptop or PC
システムソフトウェア CoreView™ by Hexagon Metrology  

認証基準
CE / TUV 
NEMA12
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  

特許
WLS４００センサー及びCoreViewソフトウェアは、ヘキサゴンメトロジー開発
による独自技術の集合により構築されております。複数の認証済み及び申請中
特許を有しております。 
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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


