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高精度の構造化された 
ライトスキャニング 
 
ストラクチャーライトスキャニングは、3次元表面取得のために確立された信頼性の高い技術で
す。 この高度な非接触光学式3Dスキャン技術により、複雑な表面形状であっても、高解像度、
高精度で迅速に取り込むことができます。

卓越した機械的安定性と熱的安定性により、Hexagonのストラクチャーライトスキャナーシステ
ムは多面的な用途に使用することができます。 極めて堅牢な設計のこのツインカメラシステム
は頑丈さと精度の非常に優れた組み合わせで知られており、完全に無菌な品質管理室から極めて
埃の多い店舗まで、現代の計測環境の課題に対応しています。

Hexagonのストラクチャーライトスキャン技術は、専用のOptoCatソフトウェアプラットフォーム
で動作し、高品質の測定情報を正確なデジタルメッシュデータに迅速に変換し、SLS SDKをベー
スにしたプラグインを介してサードパーティ製の計測ソフトウェア内で直接変換するように設計
されています。
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ストラクチャーライト
高速・高解像度・高精度の測定 
 
ストラクチャーライトスキャンは、測定面に光のパターンを投影して3次元的に表面を測定するメソッドです。高解像度カメラを使
用して、この投影を事前に定義された視野角で撮影し、得られた画像を分析して、測定面に関する高精度の寸法情報を導き出すた
めに使用します。

つまり、ストラクチャーライトスキャンシステムは、測定対象物の可視面全体を一度に測定するため、測定点密度が極めて高くなり
ます。 これにより非常に正確な実測データが得られるばかりでなく、非常に高い分解能を実現します。 また、このプロセスは非常
に高速で、個々の測定シーケンスは数秒で完了します。

測定プロセス全体の所要時間は数秒から数分で、対象物の四方からの画像が取り込まれるとすぐに終了します。 測定対象物の異
なる側面の個々のスキャンは、ジオメトリによって、または測定前に測定対象物の周囲に配置されたターゲットの助けを借りて、位
置合わせします。 その後、すべての個々のスキャンは、単一の三角形メッシュにマージされます。



ストラクチャーライトスキャン技術
 重要なポイント

• ストラクチャーライトスキャナーは、高密度の表面データを非常に高い精度で収集するため、対象物全体のデジタル化や高精度の形状
検査に最適です。

• Hexagonの一連のストラクチャーライトスキャナーは、フリンジプロジェクションライトパターンを使用しており、プロジェクタが一連の
フリンジパターンを測定対象の表面に照射します。

• フリンジプロジェクション技術の進歩により、光沢のある表面や暗い表面のスキャンを、スプレーなどの前処理を必要とせずに実現でき
るようになりました。

• 高品質のハードウェアと適合した測定戦略により、Hexagonのストラクチャーライトスキャンシステムは厳しい環境でも信頼性の高い測
定を実現します。

• スキャナの3Dトライアングルメッシュ出力は、様々な形式のデータセットとして即座に利用可能で、あらゆるタイプの処理プログラムと
互換性があります。

主な用途

工業生産におけるストラクチャーライトスキャンの用途は、2つの大まかなカテゴリーに分類されます。

品質管理
ストラクチャーライトスキャンシステムによって作成された3Dデ
ータセットは、製造業の品質管理プロセスに最適です。3D形
状検査から幾何学的な寸法計測や公差まで、ストラクチャーラ
イトスキャナーが提供する高速・高解像度のデータは、特徴的
な形状の小・中サイズの部品をはじめ、写真測量アドオンがイ
ンストールされた大型部品の検査および検証に最適です。

リバースエンジニアリング
既存の部品を測定して特性を判断し、正確なCADモデルを作
成する能力は、様々な製造現場で非常に役立ちます。 特に、自
動車設計でよく見られるように、製品設計プロセスに重要なマ
ニュアル的な側面がある場合にこれが当てはまります。 また、
修復作業には、美術品や文化遺産のような元の設計資料がも
はや存在しない、または作成されなかったもののデジタルマッ
プを正確に作成できることが重要になります。



主なメリット

•	 高速なデジタル投影によるスキャン時
間の短縮

•	 光沢のある表面と暗い表面を前処理な
しでスキャンするためのスマートフェー
ズプロジェクション

•	 スマートデータキャプチャ技術による
迅速なデータ取得と可変分解能の実現

•	 測定結果のカラーバックプロジェクシ
ョン

•	 測定フィールドの迅速かつ簡単な交換

•	 高解像度のカメラセンサーによる最高
精度の実現

•	 安定性の高いスキャニング

•	 剛性の高い設計とダブルカーボンフレ
ームによる自動化されたロボット検査
への対応

•	 ターンテーブルやターンチルトユニット
などの付属品による半自動スキャンが
可能

•	 ハンドヘルドプローブのオプション

•	 コンパクトで軽量化された設計



StereoScan neo
ストラクチャーライトスキャンのベンチマーク
Hexagonのフラッグシップ、ストラクチャーライトスキャナーのStereoScan neoは、優れた解像度、精度と、スキャン体験を根本的
に改善する革新的な機能を兼ね備えています。

StereoScan neoは、優れて多機能な光学式3Dスキャンシステムです。 革新的な スマートデータキャプチャ技術により、システム
は手元のアプリケーションで必要とされる可変解像度を可能にし、データ品質を損なうことなく、超高速でデータを取得すること
ができます。

画期的な投影パターニングとフルカラーバックプロジェクションを利用した先進のデジタルプロジェクターを搭載したStereoScan 
neoは、これまで製造された中で最も先進的なストラクチャーライトスキャナーの1つです。 8メガピクセルまたは16メガピクセルの
ツインデジタルカメラによるデータ収集と、必要に応じてユーザーが素早く簡単に変更できる75~1,100mmの測定フィールドを備え
たStereoScan neoは、市場で最も汎用性が高く強力なストラクチャードライトスキャナーです。

スマートフェーズプロジェク
ション
Hexagonのスマートフェーズプロジェクション技術は、最も困難
な測定面に直面しても最高品質のデータが得られる ように設
計された最先端のフリンジ投影パターンを採用しています。 こ
の技術は 従来のフリンジ投影技術からの先駆的な出発点であ
り、StereoScan neoは前処理をしなくても 光沢のある表面や
暗い表面のスキャンでも最良の結果を得ることができます。

可変光投影 (VLP) 

StereoScan neoの革新的な可変光投影(VLP) 技術は、適応型
フルカラー投影技術で、スキャナーは スキャンプロセスに必要
なパターンを単一で投影するだけではなく、それ以上のことを可
能にします。 VLPを使用すると、生成された測定結果を即座に
測定面に投影して、CADからの偏差を色分けして測定されたパ
ーツ上で簡単に視覚化することができます。



主なメリット

•	 ハイエンドの3D計測の理想的な導入

•	 スマートデータキャプチャ技術により、
迅速なデータ取得と可変分解能の実
現。

•	 測定フィールドの変更を迅速かつ簡単
に実現

•	 アップグレード可能なモジュラーシステ
ム構成

•	 前処理なしで光沢のある表面や暗い表
面をスキャン

•	 機械的・熱的安定性

•	 コンパクトで軽量化された設計

•	 ハンドヘルドプローブのオプション

•	 コンパクトで軽量化された設計

•	 ターンテーブルやターンチルトユニット
などの付属品により、半自動スキャン
が可能

•	 コンパクトで軽量化された設計



SmartScan
パワフルでコンパクトな3Dスキャン
SmartScanの非接触3D光学スキャン技術により、非常に詳細なレベルで高速データ取得を実現します。 対象物は、そのサイズや
複雑さに関係なく数秒でデジタル化され、高精度の3Dデータとして多数の標準フォーマットで直接利用でき、さらに処理を進める
ことができます。

コンパクトな設計と軽量化により、最も困難な環境でも作業が可能な完全移動式システムとなっています。 ハイテクカーボンファ
イバー構造設計により、SmartScanは温度変動の圧力下でも極めて安定した信頼性の高い性能を維持します。 

様々なシステム構成で利用可能で、モジュール式アーキテクチャによりフルアップグレードが可能なSmartScanは、様々な用途や
産業において効果的かつ手頃な価格の測定性能を実現する理想的な選択です。 標準のツイン500万画素カメラバージョンと、ハ
イエンドのツイン1200万画素カメラの中から配置を選択できます。

スマートデータキャプチャ
すべてのHexagon ストラクチャーライトスキャナー用に開発さ
れたスマートデータキャプチャ技術は、高いデータ品質を維持
しながら、データ取得を非常に高速化します。 また、特定のア
プリケーションの要求に応じて測定分解能を変化させることが
できます。

DPA 写真測量
ハイエンドの写真測量システムと組み合わせて使用すること
で、SmartScanを使用して、かなり大きな部品を細部に至るま
でデジタル化することができ、広い測定範囲の全体にわたって
高い精度を維持することができます。



主なメリット

• 3D計測の理想的な導入

•	 スマートデータキャプチャ技術による
迅速なデータ取得と可変分解能の実現

•	 コンパクトで軽量化された設計

•	 狭い環境における用途に最適な短い作
動距離

•	 多様な測定作業のための各種の固定
構成

•	 細部までしっかりと再現する高解像度
のセンサー技術

•	 前処理なしで光沢のある表面や暗い表
面もスキャン

•	 ハンドヘルドプローブのオプション

•	 コンパクトで軽量化された設計

•	 ターンテーブルやターンチルトユニット
などの付属品により、半自動スキャン
が可能



PrimeScan
スキャンが簡単に
産業用部品の精密な3Dデジタイズのための魅力的なエントリーレベルのソリューションであるPrimeScanは、革新的なフリンジ
プロジェクション技術を基盤としており、高輝度パワーと優れた投影品質を実現します。

A4用紙一枚分の底面積と総重量4kg未満のコンパクト設計のユニットにより、PrimeScanは高解像度の測定が必要な場所であれ
ばどこへでも移動することができます。 作動距離が短いことと、その小型のフォームファクタにより、PrimeScanはデスクトップや
作業場のアクセスが困難な場所など、特殊な適用分野でのスキャンに最適な製品となっています。

前処理なしで光沢のある表面や暗い表面をスキャンするには、PrimeScanの強力なプロジェクターが役立ちます。スキャナに内
蔵されたレーザーポインターにより、測定対象物の初期位置決めが簡素化されます。 選択されたロボットと付属品は、自動測
定と簡単なデータ収集を、少量でも大量でも可能にします。

スマートデータキャプチャ
すべてのHexagon ストラクチャーライトスキャナー用に開発さ
れたスマートデータキャプチャ技術は、高いデータ品質を維持
しながら、データ取得を非常に高速化します。 また、特定の用
途の要求に応じて測定分解能を変化させることができます。

設定オプション
PrimeScanでは、必要な解像度と精度に応じてさまざまなカ
メラ解像度と測定フィールドが用意されています。 8つの構成
が用意されており、ユーザーは特定の測定タスクに最適なツー
ルを選択することができます。



主なメリット

•	 用意された測定プログラムを簡単に実
行する専用の「ワンボタン」インターフ
ェース

•	 スマートプロセスオートメーションを利
用したロボットのポーズとスキャンパス
計画によるユーザーガイダンス

•	 インプロセスプランニングにより、ダウ
ンタイムを大幅に削減	-	完全に手動で
プログラムされたシステムと比較して、
最大16倍のスピードでスキャンプラン
を作成

•	 インタラクティブモードでは、既存の
プログラムにポジションを追加または
編集

•	 検査マクロ機能により、単一のプログラ
ム内で表面測定と形状測定を統合

•	 上級者向けマニュアルティーチングモ
ジュール

•	 検査報告書の現場レビュー

• LAN上の測定値やレポートの共有ディ
レクトリへのアップロードと簡単アク
セス

• StereoScan neo R8/R16
またはPrimeScanをベース
に、HiRes、HiEnd、またはEfficient構
成で利用可能



PartInspect:
高度な自動化が簡単に実現
オフライン、ニアライン、アットラインでの自動検査用に、高品質のストラクチャーライトスキャナと強力なロボットアームをペアに
したPartInspectは、繰り返しの検査作業を簡素化し高速化する直感的な測定セルを提供します。 自動化されたスキャンプランと
手動による微調整の独自の組み合わせにより、ユーザーに比類のない柔軟性を提供し、使いやすいキオスクインターフェースによ
り、現場で簡単にセルを制御することができます。

PartInspectを使えば、プロジェクトの計画と実行にロボットティーチングの専門知識は不要で、最小限のトレーニングで操作で
きるシンプルな自動化が可能になります。 これにより、最小限の専門知識と労力で、重要な検査プロセスをスマートな製造の世
界に移行させるハイエンドな自動測定システムが完成。 

OfflineProgramming

PartInspectのOfflineProgrammingソフトウェアツールは、学
習しやすいユーザーインターフェースで幅広い測定準備機能を
実現します。 このシステムは、現場のユーザーが抱えるロボット
ティーチングの複雑さを取り除き、インテリジェントなガイダン
スプロセスを通じて上級ユーザーを支援します。

ScanControl

工場の現場では、PartInspectのScanControlソフトウェアを搭
載したタッチスクリーンキオスクインターフェースを介して測定を
制御します。 これにより、ユーザーは事前に定義された測定プ
ログラムを選択して起動することができるため、 標準ユーザー
はロボットティーチパネルと対話する必要がなくなります。

上級者向けには、ScanControlの手動ティーチングモジュール
を使用することで、事前に定義された測定計画を直接変更する
ことができ、 1回目のパスで正確で完全な測定を行うための プロ
グラムの微調整が簡単に行えます。



PartInspect の構成
高度な自動化を簡単に
PartInspectには3つのターンキーセル構成があり、それぞれがHexagonのストラクチャーライトスキャナーの異なるモデルに基づ
いて構築されています。 各セルには、タッチスクリーンのキオスク・インターフェースと各種の気候制御センサーが標準で装備され
ています。

PartInspect L HiRES

PartInspectターンキーセルのフラッグシップモデルである
PartInspect L HiResは、StereoScan neo R16の高解像度セン
サーとデジタルプロジェクション技術を搭載しています。 システ
ムには3つの視野があり、ユーザーが必要に応じて選択すること
ができるため、1台のシステムで大小の部品の測定が可能です。 
X、Yの分解能はわずか58ミクロン以内、スキャン精度は10ミクロ
ン以内で、HiResシステムは自動化されたストラクチャーライトス
キャンソリューションの最高峰です。

PartInspect L HiEnd

PartInspect L HiEndは、StereoScan neo R8ストラクチャー
ライトスキャナーを搭載しており、X、Yの分解能は86ミクロン以
内、測定精度は10ミクロン以内と非常に高い測定精度を実現し
ています。 HiResシステムと同様に、PartInspect HiEndには、
ユーザーが選択可能な3つの視野角オプションがあり、単一のシ
ステムで幅広い部品サイズをカバーできます。

PartInspect L Efficient

PartInspect L Efficientはコストパフォーマンスの良いPrimeScan
のセンサー技術を搭載しており、わずか20ミクロン以内の高精度
で物体表面の3D測定を自動化するのに必要なソフトウェア機能
をすべて搭載しています。 このシステムは、小さな部品と大きな
部品を測定するために、2つの視野のオプションを選択することが
できます。

PartInspect カスタム
PartInspect ScanControlソフトウェア内の主導ティーチングモ
ジュールにより、特定の自動化ニーズを持つ上級ユーザーはカス
タムPartInspectセットアップを設定することができます。 経験
豊富なインテグレーターと協力することで、ユーザーは正確な要
件に合わせて自動化されたストラクチャーライト検査システムを
定義することができます。



シンプルな自動化
完全な測定生産性を実現するターンテーブルとターンチルト
ユニット
複雑なロボットベースの自動化ソリューションの代替として、ストラクチャーライトスキャン技術とターンテーブルまたはターンチル
トユニットを組み合わせることで実現することができます。 これらの生産性を向上させるアクセサリにより、スキャナは位置を変え
ることなく測定対象物のあらゆる側面にアクセスし、測定対象物のすべての関連領域を取り込むことが可能で、単一露光の回数を
最小限に抑えることができます。

• 小から中サイズの部品を半自動で高精度に検査し、デジタル化

• 再現性の高い精度で、再生可能なプロセスを実現

• 費用対効果が高く、柔軟性に優れたロボット自動化システムの代替

• トレーニング要件が最小限のポータブルシステム

• 完全なオートメーションシステムと比較して、メンテナンスコストを大幅に削減



DPAシリーズ
写真測量とストラクチャーライトの出会い
最先端のストラクチャーライトスキャンとフォトグラメトリ技術を組み合わせることで、大型測定対象物の高精度な3Dデジタイズ
結果を実現する他に類を見ない方法です。

Hexagon ストラクチャーライトスキャナーにより1回のスキャンで取り込まれる測定量は、数ミリから約1メートルまでの範囲に及び
ます。 この技術とDPAシリーズの写真測量システムを組み合わせることで、かなり大きなフリーフォーム表面も高精細に撮影するこ
とができます。 このアドオン技術の組み合わせにより、コンポーネントの座標系において、より信頼性が高くはるかに正確なグロ
ーバル座標が提供され、より大きなボリュームで正確な測定が可能になります。

• ターゲットは、オブジェクト上の参照点をシグナリングするために使用されます。

• デジタルカメラは、様々な方向や角度から写真を撮影します。

• このデータから、参照系として利用できる点群が作成されます。

• 単一面スキャンはストラクチャーライトスキャナーで行われます。

• その後、スキャンデータは参照システムに照合されます。
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DPA Online
写真測量の自動化統合
写真測量技術、DPAシリーズの一部であるDPA Onlineは、PartInspect Lセル用のアドオン写真測量モジュールです。 高解像度
カメラが、スキャナの上または下に取り付けられ、参照フレームを生成するために使用され、大型な部品や複雑な部品のグローバ
ルなアライメント精度を制御します。

• 測定形状を強化し、標準化された精度を確保

• セルの測定量全体を通して50ミクロン以内の精度を保証

• 平らなもの、薄いもの、非常に大きなものなど、測定が難しい部分を対象

• 写真測量は、PartInspect測定プロジェクトのワークフローに完全に統合

• PartInspect Lの各構成用に写真測量用にカスタマイズされたロボットプログラムが含まれる

• 初期インストール時、または後のアップグレード時に、すべてのPartInspect L構成で利用可能



その他の機能

•	 データのインポート： STL、PLY、CTR、IGES｜IGS、STEP｜STP、PRT、MODEL、VDA、OBJ、ASCII｜ASC、SDF
•	 データのエクスポート： STL、PLY、CTR、OBJ、ASCII｜ASC、SDF
•	 検査機能、データ比較のためのスケーラブルな偽色描写、様々な基本形状（平面、円柱、球体など）とのフィッティングと比較
•	 構造：マルチカット、距離、角度
•	 様々なユーザーレベルで利用可能
• PC-DMIS、Inspire、PolyWorks®、Geomagic Control Xとのインターフェースで自動検査
•	 リバースエンジニアリングのためのVISI ReverseとGeomagic Design Xとのインターフェース

OptoCat
モジュール

標準モジュール

校正 認証されたリファレンスを使用してスキャナの校正を行います。

輪郭照合 オブジェクトジオメトリを介した個々のスキャンのアライメント

ターゲットマッチング 写真測量の有無にかかわらず、ターゲットを介して個々のスキャンの位置合わせを行う

半自動スキャン ターンテーブルまたはターンチルトユニット付

データ処理 穴埋め、圧縮、ろ過

基本的な検査機能 データ分析やデータ比較のための基本的な機能 様々なアライメントストラテジー: 自動および手動のプレアライメン
ト; Best-Fitを使用した形状アライメント; 基準点を介したBest-Fit、3-2-1; 平面-線点

アドオンモジュール

外部参照 マッチング(DPAアドオン) ターゲットを正確に認識し、事前に定義された基準点群との  
位置合わせを行うための写真測量

MI.プロービング MI.Probe miniを使用した触覚測定には、MI.Probeアクセサリーが付属

CADデータのインポート 各種CADフォーマットのインポート。 STEP、IGES、Catia V4、V5、V6

背面投影 StereoScan neoは、試験結果と情報をカラーバックで測定対象物に投影

テクスチャマッピング オブジェクトのテクスチャ（色とパターン）をキャプチャし、スキャンした3Dデータに転送
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OptoCat
専用のスキャニングソフトウェアソリューション
3Dスキャナのキャリブレーションやデータ取り込みから、後処理、測定データの評価まで、OptoCatは3次元表面測定に必要なす
べてのソフトウェアです。 多様な計測機能を備えた革新的なOptoCatモジュール式ソフトウェアパッケージにより、ユーザーは特
定の計測タスクのニーズに最適な個人設定のセットアップを開発することができます。

ソフトウェア内では、個々のスキャンは、写真測量のターゲットの有無にかかわらず、自動的に整列され、統合されます。 このプロ
グラムでは、インテリジェントなアルゴリズムを使用してスキャンされたオブジェクトの幾何学的特徴およびラジオメトリックな特
徴を評価するため、個々のスキャンを手動で互いに位置合わせする必要がなくなります。

内蔵のOptoCat機能により、フラット化、圧縮、メッシュの最適化、テクスチャリング、データエクスポートなどの機能を含め、取り
込んだ3Dデータの後処理が容易になります。 プログラムは、独自の検査の実行に加えて、最適化されたインタラクティブな自動
評価のために、さまざまな主要サードパーティ製計測ソフトウェアプラットフォームに直接リンクするオプションを備えています。

測定結果を直接比較したり、インポートしたCADデータと比較したりすることができます。 ソフトウェアはデータ解析、エッジ抽
出、その他の後処理ステップのための様々な機能を提供します。 また、スキャンデータを様々なフォーマットにエクスポートして処
理することも可能です。

SLS SDK
サードパーティとの深い統合
弊社のストラクチャードライトスキャナーソフトウェア開発キット(SDK)は、市場をリードするサードパーティ製の計測ソフトウェア
プラットフォームにHexagonの一連のストラクチャーライトスキャナーの主要機能を深く統合できるように開発されました。

本SDKの最初の成果は、パブリッシャであるInnovmetric社と共同で開発したPolyWorks用アドオン「SLS-PW Plug-in」です。 

SLS-PW Plug-inとその後に開発されたプラグインにより、ユーザーはスキャンと検査のワークフローを単一のソフトウェア環境に
合理化し、生産性の向上を図ることができます。 単一プラットフォームのワークフローの効率化により、個別のプログラム間で測
定データのエクスポートやインポートの必要性がなくなり、トレーニングの必要性も最小限に抑えられるため、検査時間が短縮さ
れます。 



精度の定義
ストラクチャーライトスキャニングシステムについて、弊社が示す精度の信頼できる根拠を持つことが重要です。 そのため、弊社
が定義したスキャナ受け入れテストに照らし合わせて、すべてのスキャナを測定しています。 ユーザーの皆様にHexagonのストラク
チャーライトスキャナの精度に完全な信頼を置いていただけるよう、このスキャナ受け入れ試験では、VDI/VDEガイドライン2634
パート3に基づき、4つの明確な品質パラメータを使用しています。

プロービング誤差の形式[PF]
ローカル品質パラメータ 表面からフィットし
た球体への偏差

測長誤差[E]
グローバルな品質パラメーター。 中心軸に沿
った最も近い点の偏差。

プロービング誤差のサイズ [PS]
ローカル品質パラメータ フィットした球体の
半径から校正された半径への偏差

球体間隔の誤差 [SD]
グローバルな品質パラメータ。 適合した球体
の距離から校正された距離までの偏差 



StereoScan neo  
R8

StereoScan neo 
R16

SmartScan  
R5

SmartScan  
R12

PrimeScan  
R5

PrimeScan  
R8

カメラセンサー
モノクロ、  

CCDプログレッシブ
スキャン4/3インチ

モノクロ、  
CCD プログレッシブ 
スキャン、フルフォー

マット 1.7インチ

モノクロ
CMOS、2/3インチ

モノクロ
CMOS、1.1インチ モノクロ、 

CMOS 2/3インチ
モノクロ、 

CCD 1インチ

カメラ解像度
8.0 MP

2 x 8 147 712 px
3296 x 2472

16.0 MP
2 x 15 720 448 px

4864 x 3232

5.0 MP
2 x 5 013 504 px

2448 x 2048

12.0 MP
2 x 12 368 896 px

4112 x 3008

5.0 MP
2 x 5 013 504 px

2448 x 2048

8.0 MP
2 x 7 990 272 px

3264 x 2448

投影ユニット デジタルプロジェクター 小型化された投影技術

光源 3 x 100 W 高出力 LED  
(赤+緑+青)

100 W 高出力 LED  
(青)

最小測定時間 1秒

センサー重量 12 kg* 4 kg 3.8 kg

電源 AC 110/230 V、50-60 Hz、600 W AC 110/230 V、50-60 Hz、外部、150 W

制御ユニット 統合型、USB 3.0 外部、USB 2.0 統合型、USB 3.0

オペレーティング シ
ステム Windows 10, 64ビット

プロービング MI.Probe miniに対応

 
*重量は測定分野によって異なる場合があります。

技術仕様
スキャナーの構成
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R8 モデル 

外部カメラ位置
三角測量角度: 30°
ベース長: 450 mm
作動距離: 840 mm

視野 (1) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm
視野サイズ (1) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm 850 x 700 mm
深さ測定 (3) 176 mm 270 mm 430 mm 550 mm
X、Y 解像度 (4) 86 µm 128 µm 211 µm 256 µm
球体間隔の誤差 10 µm 16 µm 30 µm 42 µm
長さ測定誤差 20 µm 28 µm 60 µm 84 µm
プロービング誤差サイズ 6 µm 12 µm 16 µm 21 µm
プロービング誤差形式 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

内側カメラ位置
三角測量角度: 30°
ベース長: 150 mm
作動距離: 350 mm

視野 (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
視野サイズ (2) 65 x 50 mm 100 x 75 mm 160 x 125 mm
深さ測定 (3) 36 mm 60 mm 100 mm
X、Y 解像度 (4) 20 µm 30 µm 49 µm
球体間隔の誤差 5 µm 6 µm 8 µm
長さ測定誤差 10 µm 15 µm 18 µm
プロービング誤差サイズ 4 µm 6 µm 6 µm
プロービング誤差形式 5 µm 6 µm 6 µm

 
R16 モデル 

外部カメラ位置
三角測量角度: 30°
ベース長: 450 mm
作動距離: 840 mm

視野 (1) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm
視野サイズ (2) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm 940 x 700 mm
深さ測定 (3) 176 mm 280 mm 430 mm 550 mm
X、Y 解像度 (4) 58 µm 94 µm 146 µm 193 µm
球体間隔の誤差 10 µm 16 µm 30 µm 32 µm
長さ測定誤差 20 µm 28 µm 60 µm 64 µm
プロービング誤差サイズ 6 µm 12 µm 16 µm 18 µm
プロービング誤差形式 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

内側カメラ位置
三角測量角度: 30°
ベース長: 150 mm
作動距離: 350 mm

視野 (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
視野サイズ (2) 70 x 50 mm 90 x 60 mm 160 x 110 mm
深さ測定 (3) 20 mm 54 mm 100 mm
X、Y 解像度 (4) 15 µm 19µm 33 µm
球体間隔の誤差 5 µm 6 µm 8 µm
長さ測定誤差 8 µm 15 µm 18 µm
プロービング誤差サイズ 4 µm 6 µm 6 µm
プロービング誤差形式 5 µm 6 µm 6 µm

 
すべてのStereoScan neoとSmartScanの視野（FOV）は、同じ基本コンポーネント、すなわちシステムベース、カメラ、プロジェクションユニットを使用して、簡単な対物レンズの変更（必要に応じて
CRPベースも）によって実現することができます。 標準測定範囲の設定と校正を簡単にするために、各視野ごとに個別に用意され、テストされたレンズのセットのみが提供されます。 レンズは、絞りと焦
点深度があらかじめ工場出荷時に設定されており、対応する視野に最適化されているため、ユーザーは変更する必要がありません。

測定仕様
StereoScan neo
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R5 モデル 
三角測量角度: 27°
ベース長: 470 mm
作動距離: 1000 mm

視野 (1) M - 125 mm M - 200 mm M - 500 mm M - 850 mm
視野サイズ (2) 105 x 85 mm 160 x 130 mm 380 x 310 mm 650 x 565 mm
深さ測定 (3) 66 mm 100 mm 244 mm 420 mm
X、Y 解像度 (4) 43 µm 64 µm 153 µm 266 µm
球体間隔の誤差 10 µm 11 µm 22 µm 44 µm
長さ測定誤差 20 µm 22 µm 44 µm 88 µm
プロービング誤差サイズ 7 µm 9 µm 11 µm 22 µm
プロービング誤差形式 7 µm 8 µm 11 µm 22 µm

 
三角測量角度: 30°
ベース長: 240 mm
作動距離: 370 mm

三角測量角度: 20°
ベース長: 470 mm
作動距離: 1500 mm

視野 (1) S - 60 mm S - 125 mm L - 750 mm L - 1550 mm
視野サイズ (2) 50 x 40 mm 100 x 80 mm 560 x 470 mm 1200 x 750 mm
深さ測定 (3) 30 mm 60 mm 360 mm 750 mm
X、Y 解像度 (4) 20 µm 40 µm 230 µm 485 µm
球体間隔の誤差 5 µm 7 µm 61 µm 220 µm
長さ測定誤差 10 µm 14 µm 122 µm 440 µm
プロービング誤差サイズ 6 µm 7 µm 31 µm 110 µm
プロービング誤差形式 5 µm 7 µm 31 µm 110 µm

 
R12 モデル 

三角測量角度: 27°
ベース長: 470 mm
作動距離: 1000 mm

視野 (1) M - 350 mm M - 450 mm M - 750 mm M - 1000 mm
視野サイズ (2) 285 x 205 mm 380 x 275 mm 590 x 435 mm 825 x 630 mm
深さ測定 (3) 180 mm 240 mm 370 mm 500 mm
X、Y 解像度 (4) 69 µm 92 µm 143 µm 201 µm
球体間隔の誤差 16 µm 20 µm 30 µm 44 µm
長さ測定誤差 36 µm 40 µm 60 µm 88 µm
プロービング誤差サイズ 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm
プロービング誤差形式 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm

 
三角測量角度: 29°
ベース長: 260 mm
作動距離: 500 mm

視野 (1) SL - 90 mm SL - 200 mm SL - 300 mm SL - 500 mm
視野サイズ (2) 70 x 55 mm 145 x 105 mm 240 x 160 mm 420 x 325 mm
深さ測定 (3) 44 mm 90 mm 144 mm 250 mm
X、Y 解像度 (4) 17 µm 35 µm 57 µm 102 µm
球体間隔の誤差 6 µm 9 µm 12 µm 21 µm
長さ測定誤差 15 µm 18 µm 24 µm 42 µm
プロービング誤差サイズ 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm
プロービング誤差形式 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm

(1) スキャナベース（S、L）と測定ボリュームの中心の対角線の指定
(2) 測定体積の中心での横方向の展開（X x Y）
(3) 測定体積の深さ（Z）
(4) 横方向の解像度の値は、理論的に計算されています（FOVの大きさとカメラチップの画素数の比）

測定仕様
SmartScan



R5モデル 
短い作動距離
三角測量角度: 26°
作動距離: 370 mm

長い作動距離
三角測量角度: 18°
作動距離: 540 mm

視野 (1) 50 mm 125 mm 200 mm 400 mm 700 mm

視野サイズ (2) 40 x 30 mm 100 x 80 mm 150 x 125 mm 300 x 275 mm 500 x 450 mm

深さ測定 (3) 24 mm 64 mm 100 mm 200 mm 350 mm

X、Y 解像度 (4) 16 µm 40 µm 63 µm 125 µm 208 µm

球体間隔の誤差 4 µm 7 µm 12 µm 20 µm 56 µm

長さ測定誤差 10 µm 16 µm 24 µm 40 µm 112 µm

プロービング誤差サイズ 6 µm 6 µm 6 µm 10 µm 28 µm

プロービング誤差形式 4 µm 6 µm 7 µm 10 µm 28 µm

R8 モデル 
短い作動距離
三角測量角度: 26°
作動距離: 370 mm

長い作動距離
三角測量角度: 18°
作動距離: 540 mm

視野 (1) 100 mm 450 mm 650 mm

視野サイズ (2) 80 x 60 mm 350 x 290 mm 500 x 400 mm

深さ測定 (3) 50 mm 222 mm 320 mm

X、Y 解像度 (4) 27 µm 109 µm 155 µm

球体間隔の誤差 6 µm 25 µm 52 µm

長さ測定誤差 14 µm 50 µm 104 µm

プロービング誤差サイズ 8 µm 13 µm 26 µm

プロービング誤差形式 6 µm 13 µm 26 µm

 
 
PrimeScanのすべての視野（FOV）はシステムの一部であり、その構成を変更することはできません。 各視野は別のデバイスとして配信されます。 
 
(1) スキャナベース（S、L）と測定ボリュームの中心の対角線の指定。 
(2) 測定体積の中心の横方向の展開（X x Y）。 
(3) 測定体積の深さ（Z）。 
(4) 横方向の解像度の値は、理論的に計算されています（FOVの大きさとカメラチップの画素数の比）。

測定仕様
PrimeScan
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PartInspect Lの仕様
PartInspect Lセル仕様

最大パーツ高さ 1500 mm

最大パーツ径 1500 mm

ターンテーブル上の最大パーツ負荷 2000 kg

産業用ロボット  最大可搬重量 
  リーチ

25 kg 
1853 mm

電圧範囲(異なる地域)
400 Y/230 V AC (+/-5%)、16 A 50/60 Hz

または
US/C 480 Y/277 V AC、 120 V AC 60 Hz

入力電力 5 kVA

平均消費電力 1.5 kW

ハウジング寸法 W 3050 x D 2480 x H 2500 mm

最大貫通開口幅 1670 mm

セル重量 2500 kg 

必要な天井高 3500 mm

必要な床荷重容量 400 kg/m²

PartInspect Lの構成仕様 

PartInspect L HiRES
StereoScan neo R16

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo R8

PartInspect L Efficient 
PrimeScan R5

視野 FOV L-350/550/850 FOV 400/700

カメラセンサー モノクロ、CCDプログレッシブスキ
ャン、フルフォーマット1.7インチ

モノクロ、CCDプログレブスキャ
ン4/3インチ モノクロ、CMOS 2/3インチ

カメラ解像度
16 MP

2 x 15 720 448 px
4864 x 3232

8 MP
2 x 8 147 712 px

3296 x 2472

5 MP
2 x 5 013 504 px

2448 x 2048

プロジェクションユニット デジタルプロジェクター 小型化された投影技術

光源 3 x 100 W 高出力 LED  
(赤+緑+青)

100 W 高出力 LED  
(青)

最小測定時間 １秒

センサー重量 12 kg (1) 3.8 kg

電源 AC 110/230 V、 50-60 Hz、 600 W AC 110/230 V、50-60 Hz、外
部、150 W

制御ユニット 統合型、USB 3.0

オペレーティング システム Windows 10, 64ビット

DPAオンライン精度

長さ測定精度   MPE(2) 20 µm + 20 µm/m (測定体積の対角線長)

 

(1) 重量は測定分野によって異なる場合があります。
(2) VDI/VDE 2634パート1に基づく長さ測定精度の最大許容誤差：測定された長さの最大許容偏差として定義されています。 
これは、位置や向きに関係なく、PartInspect L の測定範囲全体の中で、写真測量のターゲットで信号化された 2 つの測定点の間に位置しています。
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カスタマーセンターとデモセンター 生産設備 

サービスとサポート
ワールドクラスの信頼ある製品
Hexagon  Manufacturing Intelligence部門のストラクチャーライトおよび写真測量技術は、数十年の研究開発経験をもとに、優れた
技術革新の長い歴史に基づき構築されています。 経験に基づく品質により、生産性を大きく高めることで、Hexagon は常に最前線
を進み、世界の産業のために最高のソリューションを提供しています。

ワールドクラスのローカルサポート
Hexagon は国際的に事業を展開しているため、世界中で包括的な販売後サポートおよびサービス提供が保証されています。 計測
機器製造元で最大のサービス専属チームを設置し、各地域におけるソリューション提供を重視する Hexagon は、サービス、修理、証
明取得および較正から操作訓練とソフトウェア・メンテナンスやアップグレードを提供しています。
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ワールドクラスのサービスをシンプルに
Hexagon は、お買い上げの場所を超えて広範囲にわたるサポートを提供しています。 ISO 認証を取得した実験室で、現地の Hexagon 
プレシジョンセンター、あるいはお客様の実地で経験豊かな熟練技術者が対応し、休止時間を最小化することができます。Hexagonは
市場で最も完全なアフターセールスポートフォリオを提供します。

•	 メンテナンスと保証プラン
•	 トラブルを発生させない使用、休止時間の最小化
•	 追加費用なしの優先ホットライン・アクセス
•	 必要な時にいつでもプロのアドバイス

Customer Care
Packages
このパンフレットに掲載されている Hexagon ストラクチャーライトスキャニングおよび写真測量製品をお求めいただいたお客様に
は、別途カスタマーケアパッケージをあわせてお選びいただけます。これらのパッケージは、機器を最良の状態に保ち、全寿命を通じ
て正確な測定結果を保証することを目指しています。 

カスタマーケアパッケージは、お選びいただいたティアに応じて、次のサービスを含んでいます。

カスタマーケアパッケージは、お選びいただいたティアに応じて、次のサービスを含んでいます。

カスタマーケアパッケージの各レベル内容の全詳細については、最寄りの Hexagon 営業担当にお問い合わせください。 

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

毎年定期サービス    

顧客ハードウェアサポート   

ソフトウェアのサポートとアップデート   

毎年のメンテナンスと証明書の更新  

遠隔によるオンラインサポート  

修理部品と技術者による作業 

カスタマイズされたサービスを現地で提供    



© 2021 Hexagon AB及びその子会社、関連企業。All rights reserved.

Hexagonは、センサー、ソフトウェア、自律型ソリューションのグローバルリーダー
です。当社は産業、製造、インフラ基盤、セーフティ、モビリティの分野で効率、生産
性、および品質を高めるためにデータを活用しています。

当社のテクノロジーは、都市エコシステムと生産エコシステムの繋がりと自律性を
促進し、発展性のある持続可能な未来を創造します。

HexagonのManufacturing Intelligence事業部は、設計・エンジニアリングデー
タ、生産データおよび計測データを活用して、製造工程をよりスマートに変革しま
す。詳細情報は、hexagonmi.comをご覧ください。

Hexagon (Nasdaq ストックホルム：HEXA B) の詳細はhexagon.comをご覧くださ
い。SNSアカウント@HexagonABをフォローください。


