
パイプおよびワイヤの点検ソリューション
パイプおよびワイヤ製造業界における高度測定およびプロセス制御

Brochure





パイプとワイヤの測定
場所を選ばずどんな形状やサイズでも
Hexagon の総合的なパイプおよびワイヤ測定システムは、パイプ製造の世界の広範な種類の用
途に合わせたソリューションです。高精度のハードウェアエンジニアリングと革新的で使いやすい
ソフトウェアプラットフォームを組み合わせて、手動、自動を問わず、検査、製造、計測、リバース
エンジニアリングプロセスの要求を完全に満たすソリューションです。費用対効果の高い製造を
サポートし、パイプおよびワイヤ製造部門のあらゆるアプリケーションでの課題に対応できるよ
うに調整された製品ポートフォリオです。

ハードウェア

TubeInspect  
P8.2 | P8.2 HRC |  
P16.2 | P16.2 HRC 
 
ターンキー・セル内の高精度
高速カメラに基づいた
パイプ測定
 

TubeInspect  
オートメーション  
P8.2 HRC | P16.2 HRC  
 
全自動で24時間パイプ検査の
ための革新的な測定
セルソリューション

Absolute Arm と 
レーザースキャン 
 
レーザースキャナーでパイプ
の複雑な形状の手動による
高度な測定
 

Absolute Arm と 
チューブ・プローブ 
 
赤外線プローブで確立された
パイプ手動測定テクニック





BendingStudio XT 
完全なパイプおよびワイヤ検査を行う
一つに統合されたソフトウェア
BendingStudio XTソフトウェア・プラットフォームは、パイプおよびワイヤ検査と生産管理のための完全な
ソリューションです。 このソフトウェアは、曲げ加工部品の生産に関連するデータおよびプロセスすべてを、
設計とプロセス計画から生産および品質管理に接続します。 BendingStudio XTは、計測プロセスに重点を
置きつつ、これらのすべての要件を満たし組み合わせた、唯一のツールです。

実際の設計値を明瞭に比較し、部品を迅速に評価。 各部品について個々の測定基準で多数の検査計画を
実行。 データのソースにかかわらず、比較可能な結果を可視化。 BendingStudio XTは、パイプおよびワイ
ヤ生産の複雑な分析および管理を行う完全なパッケージです。



Automatic extraction
最小限の手順で、取得した測定
データから完全なパイプ形状およ
び中心線を直ちに計算します。

Smart results
カスタマイズされたレポートが

自動的に作成され、その結果が
ベンダーマシンの補正に直接

適用されます。

Free scanning
一度のボタンや、簡単な

レーザースキャンあるいは
数点のプローブを行うだけ

でパイプ全体の形状データ
を取得

BendXtract テクノロジー
パイプ製造の向こう側に存在する
BendingStudio XTの隠れたパフォーマンス
BendingStudio XTの高性能な検査機能の中心には、BendXtractテクノロジーがあります。これ
は、BendingStudio XTが測定データを素早く収集し、解釈し、実用的でカスタマイズされたレポートに変換
するための一連のアルゴリズムです。

Free  
scanning

Automatic 
extraction

Smart  
results

Free  
scanning

Automatic 
extraction

Smart  
results



BendingStudio XT
曲げ加工の生産管理と品質管理をエンド・ツー・
エンドで行う

•	 生産、品質管理および設計部を包括的に連携
し最適化されたデータのハンドリング性 

• 1度のクリックで測定結果表示、データインポ
ート・エクスポート実行可能 

•	 部品のシリーズ検査を最適化し、測定業務の
プロセス信頼性を改善 

• qs-STATのような統計的プロセス制御ソフト
ウェアのためのインタフェースを含む、シンプ
ルで明瞭なハンドリングコンセプト 

•	 分岐や自由形状、角型など広範囲のパイプ形
状の測定 

•	 あらゆるNCパイプ加工機へのインターフェー
ス、リアルタイムで補正データを伴う接続 

•	 薄肉や弾性を持つワークでのたわみ変形の
自動補正 

•	 端末加工形状、取付具、固定具の位置および
向き測定 

•	 あらゆる言語に対応した柔軟なユーザ・インタ
ーフェース。現場用、あるいはオフィス環境用
として、用途に合わせたデータの準備が可能 

• 3D表示および報告書テンプレート設定が可
能な広範囲なライブラリーを含む強力なレポ
ート機能 

• TubeInspectシステムでの全自動測定





TubeInspect は、高速パイプ測定をリードするソリューションです。ターンキーの単一セル形式に組み込まれ
た複数カメラの光学スキャンシステムに基づいて、TubeInspect はパイプおよびワイヤ製造業界で光学スキ
ャンの可能性を広げます。

専用の BendingStudio ソフトウェアプラットフォームを搭載した TubeInspect は、工業用サイズの 
TubeInspect P16.2 と小型の TubeInspect P8.2 シリーズの両方で使用できます。どちらのモデルも、HRC 
高解像度カメラバージョンで利用でき、詳細およびフィーチャー分析が改良されています。ハイエンドモ
デルは、大規模なロボット製造セル内での統合も可能であるため、パイプおよびワイヤの品質プロセスを 
Industry 4.0 に完全に適合させることができます。

システムに組み込まれている長寿命でメンテナンスの必要性が少ない LED 照明技術にり、BendingStudio 
によって自動的に制御される測定フィールドのスムーズな照明が保証されます。GigE カメラテクノロジーを
使用して高速かつ詳細な画像化が行われ、ミリ秒以下の高速で測定対象物を同期的にキャプチャできます。
そして、これらはすべて、非常に正確で、作業現場での使用に必要な信頼性の高い安定性を提供する革新的
な 3 次元ガラス基準面上に構築されています。

TubeInspect
パイプのハイエンド測定が可能なターンキー
ソリューション



確実な投資効果 

• ベンダーマシンの効率UP   

• 煩わしい補正を数分に短縮   

• 材料費用の無駄をカット   

• 検具を廃止  

生産のための設計

• 手動・自動化機能  

• 製造ライン内での環境下で問題
なく動作   

• 簡単な操作でトレーニングは10分
程度で完了

無数のパイプ測定 
オプション 

• LRA／PBR  
• Rクランプ形状  
• フリー曲げR形状  
• 端末処理形状  
• たわみのある細径パイプ  
• 分岐パイプ  
• 長方形断面のチューブの測定

ベンダーマシンへ直接 
リンク 

• ベンダーマシンへの補正値を算出  
 

• ベンダーマシンへ直接データ送信   

• 世界中のあらゆるベンダーマシンメー
カーと互換性   

• 補正ループを最小化  

TubeInspect 
複雑な3次元パイプ形状を一瞬で補正・測定



非常に優れた測定精度 

• 高精度ガラス基準スケール 
  

•  測定中は自動制御   

•  シンプルな操作性   

•  熟練度が不要  

豊富なラインナップ

• P8.2とP16.2 2つのサイズが利用可能   

• 高解像度カメラの選択   

• 豊富なソフトウェアオプションで測定
ニーズに対応  

その他の利点  

• 試作パイプのリバースエンジニアリン
グが容易 
  

• 既存のパイプデータベースを
BendingStudio XT に転送可能 
  

• 複雑な端末形状とブラケット認識の
ためのCADアダプタ  

低いランニングコスト 

• 省電力LED 
 

• 標準電源100V～240V 
  

• 可動部品がなく消耗品なし 
  

• あらゆる環境に配慮した製品 





TubeInspectオートメーション
全自動パイプ生産検査補正ループ
TubeInspectは、高速パイプ測定自動化の主要なソリューションです。 BendingStudio XTは全自動環境への統合のための通信プ
ロトコルを供給します。TubeInspectハードウェアによる高速かつ高精細画像キャプチャ機能を提供し、あらゆる自動生産ライン
内に効果的に設置できます。

全行程ロボットによるパイプ生産

設計データで初
回のパイプ生産

ベンディングマシン ロボット TubeInspect BendingStudio XT

ロボットにより
生産と検査の間

の移動

TubeInspectで
全自動測定

初回部品が公差か
ら外れている場合

計算された補正
データは、加工機
へ自動的に送信

ロボットはNG部
品を廃棄し、新し

い材料を供給

補正されたデー
タを使用し次の

パイプを生産

ロボットにより
生産と検査の間

の移動

TubeInspectで全
自動測定

生産された次の
パイプ部品が公

差内の場合

ラインで大量生
産を開始





Absolute Arm
移動可能なパイプ測定機
BendingStudio XTの主要なパイプおよびワイヤー分析能力、Absolute Armシリーズの確立されたレーザー
スキャンと赤外線テクノロジーを組み合わせることができるAbsolute Armは、TubeInspectシリーズの理想
的なポータブル測定です。

TubeInspectと同じ革新的なソフトウェア・プラットフォームの作業で、Absolute Armは任意のパイプある
いはワイヤの高精度データを提供します。 Hexagonのポータブル測定アーム＋レーザスキャナは、完全な
非接触測定テクノロジーを活用。高輝度表面であっても、特殊な留め固定やアラインメントの必要なく迅速
に測定が可能です。 パイプ測定にあわせたカスタム設計の赤外線非接触プローブ・テクノロジーを利用し
たシステム。

柔軟、高剛性、自由形状、あるいは角度がある場合も、曲げ加工機でまたは生産プロセス内で、Absolute 
Armは、高品質のパイプおよびワイヤー測定のための非常に幅広い適応が可能なソリューションです。



• レーザースキャナーを搭載して完全に機能する
このハイエンドポータブル測定アームは、パイ
プ分析やその他の測定タスクなどの汎用性を
備えています。

• パイプ表面全体をスキャンしたり、複雑なフィ
クスチャを使用したりすることなく、正確なパ
イプおよびワイヤの形状データを収集できま
す。

• 300 mmまでの任意の長さおよび直径の可撓
性の可鍛性パイプを測定します。

• 幅広い種類の材料、色、表面のパイプを正確
にスキャンできます。

• CAD アダプターを使用したスキャナーポイント
クラウド分析によるエンドホルダー、継手、フィ
クスチャの位置と方向の測定。

• 必要な場所でのパイプとワイヤの測定に適し
た高度にポータブルなシステム。

• 反復可能で、使用者に依存しない測定結果。

• 高精細スキャンでは、パイプやワイヤのジオメ
トリを非常に迅速に測定できます。

• 到達困難な場所にある部品の測定が容易に
なります。

• WiFi とバッテリー電源でのフルスピードスキャ
ンにより、完全なポータビリティを実現します。

• 豊富な種類のアクセサリには、追加のプロー
ブ、チューブクランプ、測定テーブル、作業環境
に適したライザーなどがあります。

Absolute Arm with 
BendingStudio
レーザースキャンによる比類のないポータブルな
パイプおよびワイヤ分析



レーザースキャナーハードウェア
Absolute Scanner AS1

Absolute Scanner AS1 は、Absolute Arm 7軸システム向けのフラッグシップモデルの3D
スキャンセンサーです。 最先端の青色レーザー・テクノロジーおよびSHINE(システマチック
高インテリジェンスノイズ除去)の高度なプログラミングで、「常時オン状態の」最大性能と
シンプルな有効性を組み合わせ、高い生産性の非接触3D測定を行います。

RS5 Laser Scanner

RS5レーザスキャナは、 Absolute Arm 7-軸のために設計された脱着可能な3Dスキャナー
です。 フラッグシップモデルのスキャナー.よりも低コストで広範囲の仕上げおよび材料表面
や特徴を高速で3Dスキャンすることができます。



Absolute Armプロービング 
タッチプローブおよび赤外線走査による、
完全ポータブルなパイプおよび取付け具分析

•	 赤外線非接触チューブ・プローブおよびタッチ
プローブは、ほとんどあらゆるパイプ形状ある
いは材料の基本的な検査ができます。 

• Inspire や PC-DMISなどの専用計測パッケー
ジ・ソフトでアップグレードを行うことで、完全
なGD&T機能に対応できるハードウェア 

•	 自動プローブ認識と高繰り返し性マウントに
より、再キャリブレーションなしでプローブを
交換 

•	 チューブプロービング機能は、すべての標準
Absolute Armモデルとも互換性をもち、2.5ま
たは3mの測定ボリュームで専用チューブ・モデ
ルも利用可能 

• Absolute Armチューブ・モデルのより強化さ
れたカウンターバランスで、エルゴノミクス改
良、より高速な測定およびオペレーター疲労
軽減を提供 

•	 使いやすいアームは、暖気運転や事前チェッ
ク動作が不要- スイッチを入れるだけで測定
を開始 

•	 完全WiFi、電源をいれたままのバッテリー交
換方式機能で可搬性を強化 

•	 アクセサリには、作業環境に合わせて追加の
プローブ、チューブクランプ、測定テーブル、お
よび昇降台が含まれます 



プロービング ハードウェア 
チューブプローブ
パイプの主要部品に沿った迅速な直径測定を行う一連の赤外線非接触チューブ・プローブに
よって専用パイプ検査でパイプ形状の完全な画像を提供。 4～130ｍｍまでパイプ径に6つの
サイズのチューブプローブを利用可能 それらは、展性のある表面を含むほとんどすべてのパイ
プ材料の測定と互換性があります。 

タッチプローブ
すべてのAbsolute Armモデルで標準搭載のタッチプローブ機能も、パイプ測定に利用できま
す。 チューブプローブで可能な範囲を超える大径パイプの測定も、チューブプローブでは捕ら
えることができない、ベベル切断端あるいは拡張端のような管端形状の検査も可能です。



医療

冷凍空調

耐久消費財

自動車

航空宇宙

eモビリティ

プロトタイピング

生産内

最終組立

産業と用途
あらゆる状況のパイプ検査
弊社のパイプ検査システム製品群は、パイプ生産が必要な産業界の全領域で、すべてのパイプ

およびワイヤー生産の課題にあわせたソリューションを提供することを目指しました。



排気系パイプ

ブレーキパイプ

U字

バスバー

ACシステム

シート

レール

油圧パイプ

角パイプ
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測定システム
• TubeInspect P8.2, P16.2
• TubeInspect P8.2 HRC と P16.2 HRC
• Absolute Arm とチューブプローブ
• Absolute Arm と AS1/RS5 

■
■
■
■

■
■
■
■

□ 
■
□
□

基本機能
部品データベース;ユーザー管理;ディスプレイ・レベル設定;パイプとワイヤ、回転対称形状の両
端を持つ部品の測定;曲げデータ計算(LRA/PBR、XYZ);設計データと実際の数値の比較;シース
偏差の検査(光学の計測);機能寸法;リバース・エンジニアリング;測定業務;柔軟に設定可能な測
定レポート

■ ■ ■

偏差補正 重力によって引き起こされた弾性パイプの偏差修正(例えば長い薄肉パイプあるいはラバーチュー
ブ);材料データベース;自由形状チューブには適用されません ■ ■ ■

分岐 分岐形状パイプの測定:個々のパイプおよび組立済部品の両方の試験が可能;個々のパイプで少なく
とも1つの屈曲を要求する機能;円筒断面にのみ適用可能 ○ ■ ■

CADアダプタ
IGESとSTEPファイルのインポートとエクスポート:パイプ成分の直線部分と曲げ部分の自動または
対話型選択、曲げ加工プログラムの準備を行う曲げエレメント計算(XYZ/LRA)、IGES内のパイプ形
状のIGESとSTEP形式によるエクスポート

○ ■ ■

ななめカット ななめカット終端パイプの測定機能 □ ■ ■

CADアダプター マウントホルダーやアタッチメントなどの特徴の位置および方向を決定する測定機能; 画像またはス
キャンのデータを分析しCADデータから生成された参照と比較することで評価を実行 □ ○1) ■

直径の変化 パイプに沿った直径変化の位置を測定 □ ■2) ■

プロファイル 長方形・楕円形の断面を持つ原型と自由形状の曲げ部品の測定;曲げデータ計算を含む □ ○2) ■

ベンダー・インタフェース 
STANDARD 曲げ補正データ計算;仮想ゲージ・シミュレーション・ツール;オープンベンダー・インタフェース ■ ■ ■

ベンダー・インタフェース 
FREEFORM 注:ベンダー上で補正データのアップロードを有効化する必要があります □ ■ □

オフライン・ライセンス 次を含む曲げ補正データを計算:曲げ半径;仮想ゲージ・シミュレーション・ツール;オープンベンダ
ー・インタフェース ○ ○ ○

フローティングライセンス 注:ベンダー上で補正データのアップロードを有効化する必要があります ○ ○ ○

データベース・サーバ－ 測定システムなしでのオフライン・データ処理用ライセンス ○ ○ ○

仕様
BendingStudio XT パッケージ

すべての BendingStudio XT パッケージに 12 か月の SMA が
■ 含まれています  □ 含まれていません  ○オプションです
1) AS1/RS5スキャナーあるいはTubeInspect HRCモデルでAbsolute Armを使用する場合にのみ利用可能な機能
2) AS1/RS5スキャナーあるいは任意のTubeInspectモデルでAbsolute Armを使用する場合にのみ利用可能な機能



ファイル形式および曲げ加工機互換性

データインポート形式
G-Tube (GTT), TubeShaper (TSP), Vector (PRT), CSV, FIF, SV, VDA, XML; 個別設定可能なその他のASC IIフォーマット;1つのバッ
チで複数のファイルのインポートが可能

データエクスポートフォーマット
CSV、FIF、SV、および個別設定可能なその他のASC IIフォーマット;DFQ(qs-STAT)

サポートされる曲げ加工機メーカー
AddEaton, AIM, Amob, BLM, コムコ, 千代田, Crippa, CSM, Dengler, Dynobend, GSIE, Herber, Horn, King Mazon, Keins, 
京葉ベンド, Lang, OMCG, Pines, 日進, Numalliance, Schwarze-Robitec, Soco, Transfluid, Unison, UTE, Wafios, YLM ほか
注:個別の曲げ加工機で補正ファイルの読み込みを有効化する必要があります



AS1 RS5 チューブプローブ タッチ

測定技術 青色レーザスキャナ 赤色レーザスキャナ 赤外線チューブプロ
ーブ タッチプローブ

測定可能なパイプ直径 3-300 mm 4-130 mm > 50 mm

長方形パイプの測定可能な 対角線 6-300 mm 10-300 mm － －

測定ボリューム 2-4.5 m 直径 1.2-4.5 m 直径

最大パイプ長さ 無制限（再配置による）

曲げ角度 1-340°

曲げ間の最小直線部 ベンド・イン・ベンドおよびフリーフォームに対応 ベンドインベンドには制限あり;自由形状には
非対応

測定精度 (パイプのシース偏差) 0.05 mm (1σ) 0.1 mm (1σ)

CADアダプター 対応 非対応 非対応 非対応

角型断面パイプ測定 対応 非対応

Automationパッケージ 非対応

P8.2 P8.2 HRC P16.2 P16.2 HRC

測定技術 高解像度カメラアレイ

測定可能なパイプ直径 2-125 mm 0.8-125 mm 3-200 mm 1.5-200 mm

長方形パイプの測定可能な 対角線 8-125 mm 2-125 mm 12-200 mm 8-200 mm

測定ボリューム 1000  x 580 x 400 mm 2600 x 1250 x 700 mm

最大パイプ長さ 無制限（再配置による）

曲げ角度 1-340°

曲げ間の最小直線部 ベンド・イン・ベンドおよびフリーフォームに対応

測定精度  
(パイプのシース偏差) 0.035 mm (1σ) 0.085 mm (1σ)

CAD アダプター 非対応 対応 非対応 対応

角型断面パイプ測定 対応

Automationパッケージ 非対応 対応 非対応 対応

仕様
ソリューション仕様



ISO-10360規格の一部に基づく
単一方向長さ測定の最大許容誤差 – ISO 10360-12:2016 準拠
プロービング寸法の最大許容誤差 – ISO 10360-12:2016 準拠 
プロービング形状の最大許容誤差 – ISO 10360-12:2016 準拠 
回転位置の最大許容誤差 – ISO 10360-12:2016 準拠 
プローブ重量は含まない

1  精度
2 EUNI

 

3 PSIZE
4 LDIA
5 PFORM
6 重量

モデル EUNI
2 PSIZE

3 LDIA
4 PFORM

5 重量6 最大リーチ

8325T 0,058 mm 0,025 mm 0,066 mm 0,048 mm 8,1 kg 2,73 m

8330T 0,083 mm 0,036 mm 0,089 mm 0,068 mm 8,4 kg 3,23 m

Absolute Arm チューブモデルの精度およびサイズ仕様

P8.2 P8.2 HRC P16.2 P16.2 HRC

測定速度 > 3 秒/測定

カメラ素子 8台の GigE テクノロジー搭載高解像度デジ
タルカメラ

16 台の GigE テクノロジー搭載高解像度デジ
タルカメラ

解像度 3  メガピクセル 12  メガピクセル 3  メガピクセル 12  メガピクセル

基準フィールド 三次元ガラス基準プレート

システム寸法 (W x D x H) 1140 mm x 746 mm x 1140 mm 2980 mm x 1640 mm x 2300 mm

重量 240 kg 1200 kg

電源要件
100-240 V  
50-60 Hz 

AC 400 VA

100-240 V  
50-60 Hz 

AC 1300 VA

動作温度 5-40°C

相対湿度 10-90% 結露なし

適合マーク CE

AS1 RS5

精度 0,026 mm (2σ) 0,028 mm (2σ)

ポイント取得速度 最大 120 万ポイント/秒 752,000 ポイント/秒

フレーム単位ポイント 最大 4000 最大 7520

フレームレート 最大 300 Hz 最大 100 Hz

ライン幅 (中央) 150 mm 115 mm

スタンドオフ 165 ± 50 mm

最小ポイント間隔 0,027 mm 0,011 mm

システムスキャン認証 対応

レーザークラス 2 2M

動作温度 5-40°C

重量 0,4 kg

ハードウェアの仕様



信頼できるワールドクラスの製品
数十年にわたる研究開発の経験に触発されたヘキサゴンの技術は、卓越した革新の長い歴史の上に築かれています。蓄積された
経験を活用して生産性を向上させることにより、Hexagonは常に業界をリードし、世界クラスのソリューションを提供しています。

10年間のサービス保証により、Hexagonのパイプおよびワイヤソリューションのオーナーは、最大24か月の工場保証を利用でき、弊
社の技術がユーザーのニーズを常に満たすことができる契約が可能です。

ローカルでのワールドクラスのサポート
Hexagon の国際的プレゼンスが、世界中での包括的なアフターセールスサポートとサービスを保証します。あらゆる測定機器メー
カーの中でも最大級の専用サービスチームを持ち、現地で提供されるソリューションに重点を置いた Hexagon は、サービス、修理、
認証、キャリブレーションから、操作トレーニング、ソフトウェアメンテナンス、アップグレードまで、充実のサポートを提供します。



ワールドクラスのサービスでシンプルに

Customer Care
Packages
Hexagon のチューブおよびワイヤソリューションのオーナーは、機器が最高の条件を保ち、正確で信頼できる測定結果を保証するため
の標準化されたアフターセールスサービスパッケージであるカスタマーケアパッケージを利用できます。

• 最高の機器可用性を保証する保守と保証プラン
• 問題のない使用と最小のダウンタイム。
• 費用追加しなくても優先ホットラインアクセス
• いつでもプロのアドバイスにアクセス

カスタマーケアパッケージには、ティアの選択により、以下のようなメリットがあります。

• 計画的年次サービス
• ハードウェアサポート
• 年次保守と再認証
• 遠隔サポート
• 補修パーツと労務
• 地元特典のカスタマイズ化
• ソフト保守 

 

Platinum Gold Silver Bronze

毎年定期サービス    

顧客ハードウェアサポート   

Software support and software updates   

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    

 

Customer Care Package　[カスタマーケアパッケージ]の各レベルの特典の詳細については、現
地のHexagonの担当者にお問い合わせください。




