
PRODUCT BROCHURE

TUBE INSPECTION SYSTEM
ROMER ABSOLUTE ARMによるチューブ測定・検査システム





TUBE MEASUREMENT 
HAS A NEW SHAPE
ヘキサゴンのチューブ検査システムはハードウェアとソフトウェアを完全に統合
したチューブ、パイプ、ワイヤー、ホース等の測定ソリューションです。

 
ポータブル式アーム三次元測定機ROMERアブソリュートアームの非接触式測定
と、チューブ専用測定ソフトウェアTubeShaperのシステムは様々なチューブ形状
測定に適しています。１つに集約されたシンプルなパッケージは製造工程全体に
おいて、CNCチューブベンダーへの修正データ供給からフランジ、ブラケット、ハ
ンガーなどの溶接部分の確認検査も可能です。このシステムは製造現場での作業
時間短縮とスクラップ削減に貢献します。
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ALL-IN-ONE SOLUTION  
FOR TUBE INSPECTION
30年以上に渡るチューブ測定部門の経験に基づき、ヘキサゴンのチューブ
検査システムはチューブ、パイプ、曲げ角度の測定向けに統合されたトータ
ルソリューションです。 

ハードウェアとソフトウェアのセット、またはポータブル式アーム測定機
のアップグレードとして、チューブ検査システムはエンジニア、品質管理マ
ネージャー、製造現場の作業者の為に設計された公認の測定ソリューシ
ョンです。

ソフトウェア: TubeShaper
• リアルタイムCNCベンディングマシーンとの接続が測定結
果の修正を容易に、スクラップを最小限に留め業務効率化
を実現

• スプリングバック、伸長ライブラリを簡単作成・保存でき、
他のチューブに適用可

• 自動レポート作成がよりシンプルにベンダーの働きを追跡
• タッチスクリーン対応のデュアルプロフィールグラフィッ
クのインターフェイスでトレーニングを必要箇所に集中で
き簡素化に

• バーコードスキャナー対応で必要なチューブデータを素早
く検出・読込

• 初回検査時、ダウンタイムを短縮できるオフライン立ち上
げ時、ハイスピードバッチ測定サポート時の全てにおいて
測定プランを自動作成

• 曲げ測定サポート 

• ブラケットやフランジ溶接部測定向けタッチプローブ測定
サポートを標準装備 

• 交点やLRA/BC値挿入によるチューブの精緻度
• CADモデルはIGES, STEP, VDA, PAR, PRT, CAT, DXF, 
X_T, CAD, ASM ,IAMフォーマットでインポート可能

• レポートデータはPDF,CSVでエクスポート可能 
• チューブや組み立てチューブのCADモデルはわずか数分で
リバースエンジニアリング、CAD利用可能なIGESファイル
でエクスボート対応

• ROMERアブソリュートアーム全モデルに加え、旧モデル機 
ROMER InfiniteやROMER Stingerへも使用可能

• SupraVision, DOCS, G-Tubeファイルをフルインポート
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ハードウェア：ROMER アブソリュートアーム
• 非接触チューブ用プローブはチューブ径4mmから130mm
まで6種類、それ以上の大径チューブはタッチプローブにて
対応

• 自動プローブ認識機能と繰り返し可能マウントにより再キ
ャリブレーションは不要。フランジ、ブラケット、ハンガー
等の測定やOK/NG判定に最適

• 非接触チューブプローブが鍛造金属を含むほぼ全材質の検
査を可能に

• ポータブル式6軸と7軸アームは1.2ｍ～4.5ｍの7種の測定
レンジより選択

• より迅速で疲労ゼロの測定の強化カウンターバランス機能
を備えた、チューブ用ROMERアブソリュートアームTモデル
も2.5ｍと3.0ｍの2種より選択

• アームは暖気時間やエンコーダリファレンスが不要、スイッ
チオンですぐに測定開始

• 操作音などの感覚的フィードバックがエラーを最小限
に。Wi-Fi接続オプションも選択可能

• 追加プローブ、チューブクランプ、測定台、高さ調整台等の充
実のアクササリーラインナップ

• B89.4.22に基づく検査成績書が標準付属、またVDI/VDE 
2617-9版も追加可能

ポータブル式アーム三次元測定機ROMER アブソリュートアームと非接触式
チューブ用プローブの使用により、ゴムやプラスチックを含むほぼ全ての材質
でこれまで以上に素早い測定が可能になりました。アプリケーションに特化
したTubeShaperソフトウェアは世界の主要チューブメーカーの協力を得て設
計され、最小限の工数で作業者に測定結果を素早く表示します。ROMERア
ブソリュートアームの幅広い利便性を最大限に引き出し、チューブ用プローブ
だけでなく既存のタッチプローブもサポート、チューブ測定にこれまでにない
完全なものとなりました。



A SINGLE SYSTEM FOR ALL 
APPLICATIONS
ヘキサゴンのチューブ検査システムはチューブ、パイプ、曲げワイヤー等の測定用途に、ハードウェアと
ソフトウェアを一つに統合したソリューションです。ポータブル式、非接触などあらゆる方法で製造現
場の全工程に渡り測定をサポートします。

チューブ製造
このシステムは時間短縮、また現場使用での精度向上のため
開発され、チューブ製造工程全体の効率を高めています:

• 1台以上のCNCベンダーとのリアルタイムインターフェイスが
修正データ作成を直観的ワークフローに変え、スプリングバ
ックや伸長データ、チューブ測定、新ベント値を算出し送信

• スプリングバックと伸長値は簡易アクセスライブラリに保存
でき、後に読込可能

• 見やすいシンプルな製造現場向けインターフェイスによりア
ームとTubeShaperソフトウェア操作をキーボード操作不要
で可能  

• 測定プランの簡単作成がバッチ測定を最短で実行、バーコー
ドスキャナーの対応が測定データの検索と読込をスピードア
ップ

• マスターワークもリバースエンジニアリングが可能、ノミナ
ルチューブとしてデータ保存し後で使用も可能

• 自動レポート作成機能によりベンダーの動きは常時モニタ
ー、素早いトラブルシューティング 

• 従来のチューブ測定システムとの互換性で既存測定プログラ
ムへの障害を最小限に抑えて引継ぎ

チューブ・パイプ検査 
真の多目的ソリューションであらゆるチューブ、パイプ検査
が可能:

• CADモデルのデータインポート、測定、アライメントまでを
わずか数分、結果確認とデータ転送も簡単

• 形状測定を標準仕様、基本プローブはベント後のチューブ
溶接部の検査に使用可能

• CADモデルからの位置データ自動抽出でチューブ組み立て
のどの部分でもアライメント

• アライメントのタイプは随時更新され、異なる制約条件に
よる変化もすぐ確認

• 直感的で的確な測定レポートで問題点をすぐ確認し、問題
発見や改善が容易に 
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チューブゲージング
30年以上の実績と経験により設計されたシステムは、チューブ
固定具とゲージ測定や認定検査に最適です:

• 先進CADエンジンを全モデルに操作可能、冶具のCADモデ
ルの高速インポート

• ROMERアブソリュートアームのタッチプローブで、サドルや
ゲートの簡単測定

• バーチャルチューブ作成機能で固定具に仮のチューブを置き、
設定チェック可能

• ROMERアブソリュートアームの持ち運びやすさとWi-Fi接続
オプションで大型ゲージも測定

テクニカルデータ
ヘキサゴンのチューブ検査ソリューションは下記からご要
望に合わせてご利用頂けます:

• ROMERアブソリュートアームの選択
• ROMERチューブ用プローブの選択
• TubeShaperソフトウェア

測定範囲: 1.2 m-4.5 m (3.9 ft.-14.8 ft.)

チューブ径: 4 mm-130 mm (0.15 in.-5.1 in.)

作業温度: 0˚C-50˚C (32°F-122°F)

保管温度: -30˚-70˚ C (-22°F-158°F)

相対湿度: 10%-90% non-condensing

CE規格: あり
電源: ユニバーサル対応電源  
 110V-240V

測定レンジ・システム精度(ROMERアブソリュートアーム+ チューブプローブ)
チューブプローブ 1 チューブプローブ 2 チューブプローブ 3 チューブプローブ 4 チューブプローブ 5 チューブプローブ 6

チューブ径 
4-13 mm 

(0.15-0.51 in)

チューブ径 
6-20 mm 

(0.25-0.75 in)

チューブ径 
10-40 mm 

(0.40-1.6 in)

チューブ径 
12-65 mm 
(0.5-2.5 in)

チューブ径 
20-85 mm 

(0.75-3.3 in)

チューブ径 
30-130 mm 
(1.2-5.1 in)

システム精度＝アームボリューメトリック精度+ 0.1 mm

チューブのリバースエンジ 
ニアリングやアッセンブリ
デジタルデータのないチューブ製造に、このシステムは数分でチ
ューブアッセンブリの完全CADモデルを作成し、設計意図を損な
わずに時間短縮を可能にします:

• ROMERアブソリュートアームの適応性と測定レンジにより、ど
んな所でも実際の位置で組み立てチューブを測定 

• リバースエンジニアリングの組立データを保存、マスターワーク
として後の測定に利用可能

• 非接触チューブプローブで高速チューブ測定、タッチプローブは
詳細な位置データを取得

• レーザースキャン技術により所要時間を従来比10％に短縮、正
確な詳細3Dモデルを作成

• 自動プローブ認識と繰り返しマウントが再キャリブレーション
を不要に、必要に応じて何度でも交換可能

• 全測定のIGESフォーマットデータのエクスポート機能を標準仕
様、素早いCADデータ化



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。

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
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