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レーザースキャンを 
よりスマートに
競争が激化する今日の産業において、メーカーは計測ソリューションに品質保証以上のものを求
めています。 

品質管理部門は、コスト削減や時間短縮だけでなく、生産量の増加や製品のカスタマイズへのニ
ーズを満たすことがますます重要になっています。 そのため、複雑な形状や繊細な素材の表面を
特徴とする部品を扱うことが多くなります。 

これまで品質技術者は、極限の精度を保証するために接触検査ソリューションを利用してきまし
た。 接触測定は多くのアプリケーションに最適なソリューションですが、非接触テクノロジーの
進歩によって、広範囲の検査タスクの効率を最大化する機会が増えています。

レーザースキャンは毎秒数十万のデータポイントを収集できる最も速い測定法の一つです。 ユー
ザーは、三次元座標測定機レーザスキャナによって部品全体、部品全体の表面を迅速にキャプチ
ャし、自由形状の完全な表面をデジタル化することができます。 

これにより、測定ポイントを利用してCADモデルを再現したり、製造が困難な部品の表面領域を
特定したりと、製品改良のためのさまざまな選択肢が生まれます。

検査における速度および柔軟性の提供と同様に、レーザースキャンテクノロジーの発展によって、
接触測定ソリューションとの精度ギャップは縮まっています。 今日、レーザースキャナは、生産を
よりスマートにするために求められる速度、精度および信頼度を提供します。
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HP-L-10.10 レーザースキャナー 
速度、精度、柔軟性を兼ね備えた 
三次元測定機ONEレーザースキャナー

HP-L-10.10は、精度と速度のどちらかを選ぶ必要はなく、その両方をかつてない使いやすさで実現します。最先端のレーザースキャ
ニング技術に独自のソフトウェアと機能を組み合わせたHP-L-10.10は、複雑な三次元測定機の課題に比類のない精度と効率で取
り組むことができるONEレーザースキャナーです。

HP-L-10.10と計測ソフトウェアPC-DMISとの組み合わせは、測定プログラムの作成、複雑な部品のレーザースキャン、詳細なレポート
やデジタルデータの活用など、品質管理や評価プロセスの各段階において独自の機能でユーザーをサポートします。

精確な 
レーザースキャナー
プロービングフォームエラー
が8μmと接触プロービング法
と非接触レーザースキャナー
の精度の差を縮めています。
精度評価は関連するISO精度
基準に準拠しています。

汎用性の高い 
レーザースキャナー
反射性のある表面や光沢のあ
る表面でも信頼性の高い測
定データを取得します。様々
なアプリケーションや品質プ
ロセスのニーズに対応する独
自のオプションも用意されて
います。

高速 
レーザースキャナー
300Hzの速度で2,000ポイン
トをキャプチャし、1秒間に最
大600,000ポイントを取得。
製造現場のスループットを向
上させます。

ユーザーフレンドリーな 
レーザースキャナー
可変のスキャン速度、広い視
野、内蔵のオーバービューカメ
ラなどの機能により、
快適に使いこなせ、業務効率
を向上させます。



独自の先端技術、機能、ソフトウェアの可能性
HP-L-10.10は、CMMによる革新的なレーザースキャンテクノロジーで、点群データを迅速かつ非常に正確に生成します。 さらに、
いくつかの独自のハードウェアおよびソフトウェア機能を備え、測定プログラムを作成し、CMM上でのルーチンを実行し、さらに測
定過程のすべてにわたり、ユーザーにとってデータの処理をより簡単にします。

•	 オーバービューカメラ 
遠隔操作、オペレーターガイダンス、レポート作成のための
カメラを内蔵。

•	 スタンドオフ機能 
スキャンパスの最適化が可能になる、柔軟なスタンドオフ
と、パス・プログラミング最適化が可能な30mmの 
視野の拡張。

•	 スキャン速度の変更 
三次元測定機の速度を変化させ、同じ測定パスで 
表面データを生成し、正確な形状を素早く抽出。

• Uniスキャン 
CADモデルのサーフェスを選択するだけで、スキャニングコ
マンドを入力し、測定プログラムを自動作成。

•	 ビジュアルガイドとワークディスタンスインジケータ― 
レーザースキャナーの状態を視覚的に把握し、最適な測定
のために正しい位置に配置することができます。

•	 点群取得モード 
HP-L-10.10には、2つの点群取得モードがあります。SHINE
モードでは、システムが自動的に測定面に合わせて設定を
調整します。UD（ユーザー定義）モードでは、ユーザーが個
々のニーズや課題に合わせて設定を調整することが可能。

•	 最先端のメカニカルデザイン 
オーバービューカメラ、ウォームアップコネクタ付きメカニカ
ルTKJインターフェース、熱補正、ラジアルファン、レーザー
マネージメントなどのユニークな機能が付いた市場で最も
先進的なレーザースキャニングセンサー。



オーバービューカメラ – 遠隔プログラミング、 
測定ガイド、また報告機能強化
HP-L-10.10の内蔵オーバービューカメラは、測定過程の前後での報告項目を大幅に強化し、かつてない測定報告書を生成できます。

ガイド付き計測と	
アライメント

部品を変更して測定する場合では、すべ
ての特徴を捉えるため、パートプログラム
を部品位置の変更に合わせて調整しする
ため時間を消費しがちです。  
HP-L-10.10 と PC-DMISの測定ガイダン
スは、すべてのパートプログラムで使用で
き、ライブストリーミングで順に測定が必
要な特徴を表示できます。 ガイダンスに
よって、部品が以前とは異なる位置にずれ
ていても、センサーのアナログポジショニ
ングを容易に行うことができます。 

カスタマイズされたスナップショット
自動スナップショットおよび	
条件付きスナップショット

PC-DMISでは、ユーザーがスナップショッ
トを測定プログラムに追加でき、測定済
みの特徴の認識がより簡単になっていま
す。 スナップショットを容易に手動で撮
影し、部品のタイプを認識することもでき
ます。また自動で測定中に撮影を行い、
部品の表面属性や、シリアル番号などの
特定の差異を認識することもできます。 
例えば穴の測定結果が許容差から外れて
いる場合、あるいはあらかじめ定義され
た測定数が得られた場合などのあらかじ
め定められたイベントが発生した場合の
スナップショットも撮影できます。 これ
は、結果の完全性を保証し、かつ検査過
程の合理化を支援します。

容易な遠隔プログラミング	

オーバービューカメラによって、測定ルー
チンを遠隔から指定し、実行することが
できます。 部品が大型の場合、または届
きにくい場合は、オーバービューカメラで
適切な位置を決定できます。 ビジュアル
ガイドおよびレーザー・ラインがライブス
トリーミングで表示され、適切な作動距
離を制御し、維持できます。
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柔軟で迅速な測定プログラミングおよび実行のための 
ハンドリング機能
正確なレーザースキャンで最も重要な要因の1つは、センサーと測定表面の間の正しい距離を選択することです。 いわゆるスタン
ドオフは、レーザー・ライン上の個々の測定ポイントの間隔を定義し、測定速度を決定します。 PC-DMISは、独自のスタンドオフ
調整で、ニーズをすべて満たす可能性を提供します。

柔軟なスタンドオフ 

部品スキャンの主な目的は精度に妥協せず、サイクル時間を短
縮することです。 より大きなスタンドオフでは、広い面を一度
にスキャンできますが、重要な特徴を捉えるための密度が十分
ではないこともあります。 PC-DMISの柔軟なスタンドオフ機能
で、ユーザは部品やビジネスの要件にあわせて、スタンドオフを
変えることができます。

可変スキャン速度

レーザー・スキャナーはスキャン速度が高速であるほど、点ピッ
チはより広くなります。 オペレーターが広い面を高速でキャプ
チャしたい場合に特に有用です。 この機能によって、低密度で
より早く結果を得られます。 PC-DMISの中の可変走査速度機
能によって、測定光路内で測定の速度を変え、同一のプログラ
ム内で高速スキャンと高密度スキャンの両方を実行できます。

拡張視野

HP-L-10.10は60mmの測定範囲で、関連するISOの仕様に基づ
き高い精度を保証します。 例えば深いキャビティを測定する場
合、センサーは、同じパス内で、上部表面および下部特徴をキャ
プチャすることはできず、ユーザーがこの範囲を拡張する必要が
生じることがあります。 PC-DMISおよびHP-L-10.10はさらに精
度への影響を軽微に抑えつつ、30mmの視界を加えることがで
きます。 測定が困難な部品のプログラムを作成する場合、これ
は測定柔軟性を高め、機械的な拡張の必要がないので、時間を
節約できます。

Uniscan

部品の必要条件および形状によっては、レーザースキャンパス
のプログラミングには時間がかかることがあります。 PC-DMIS
は、ユーザーがCADモデル上の表面を選択した後、自動的にパ
スとレーザー値を生成し、測定プログラムの生成を加速し、簡
素化します。 PC-DMISは部品の測定に必要なプローブヘッド向
き、スキャンと動作を自動的に生成します。



GLOBAL S
三次元座標測定機

HR-R
センサー交換ラック

HP-L-10.10
回転首振りヘッドに搭載するレーザースキャ
ナー

Swift-Fix
部品治具

PC-DMIS
測定ソフトウェア
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完全な検査ソリューション
シームレスなシステム・インテグレーション
HP-L レーザースキャンセンサーは、複雑な表面や、高速で正確な測定が困難な材料で作られたピースの測定
に、最大の性能を提供します。 最小の工数で高速で正確なレーザースキャンデータを作成する業務は、プロ
グラム作成/測定/レポートまで柔軟かつ正確なシステムコンポーネントによって初めて達成することができま
す。

Hexagonは、顧客のニーズに従い作業を完了できる完全なシステムを開発しました。 できるだけ高いスルー
プットが必要な場合も、柔軟性が重要な場合も、HP-LレーザースキャナおよびPC-DMISソフトウェアとあわ
せたGLOBAL Sプラットフォームは、測定のすべての課題に対応します。 

HP-LレーザースキャンとHexagonのPC-DMISソフトウェアとあわせて、三次元測定機は単一のパートプログラ
ムで表面キャプチャやオプティカル測定など、従来の接触式測定と光学式の測定を組み合わせた、マルチセン
サー・マシンとして利用できます。 HP-Lセンサーは、この上なく効果的に作業を完了できるよう設計が最適化
されています。 
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HP-L-5.8
レーザースキャンの世界への導入
HP-L-5.8のレーザースキャンセンサーは簡単/お手頃な価格で、点群作成作業を始めることができます。 

このレーザスキャナは、HP-L-10.10の代替となる選択肢として、作業のスループットと精度の要件がより少ない場合に、信頼性があ
りコスト効率の良いレーザースキャンのエントリーモデルを求めるユーザーに理想的です。 

ダーク面から輝度の高い面まで、固定青色レーザー光は広範囲の表面を測定できます。 堅固でコンパクトな設計によって、アクセ
シビリティに制約のある場所や小さな三次元測定機でのレーザースキャンに最適です。 HP-L-5.8はHexagonキネマティックジョ
イントを備え、自動センサー交換ラックや既存のHexagonプローブヘッドおよびアクセサリーと互換性を持ちます。

青色レーザースキャン

固定青色レーザーは、最大40Hz以内の
測定周波数で、1ライン当たり900ポイン
トをキャプチャでき、毎秒36 000ポイン
トを取得します。

堅固でコンパクトな設計

HP-L-5.8の堅固な設計は衝突や振動か
ら部材を保護します。 コンパクトなサイ
ズおよび表面からの140 mm +/- 40 mm 
の短い作動距離を持ち、アクセシビリテ
ィに制約がある場面や小型三次元測定
機に最適です。

信頼できる精度

最新の ISO 10360-8:2013 と 
ISO 10360-9:2013 に準拠する 
HP-L-5.8は、レーザースキャン製品の 
コスト効率の良いエントリーモデルです。



精度が求められるブレード測定

コンプレッサーとタービンブレードは、厳格な精度を求められる
ため、高精度な測定が重要です。 計測で発生する誤差をでき
るだけ少なくすることが鉄則です。 本機はブレードを個々のセ
クションに分ける必要がなく、ブレード・パスに沿って一度のレ
ーザースキャンで即時に全体をキャプチャできます。 必要とす
るデータをすべて著しく短時間で得ることができます。

特徴検査、プロフィールおよび表面分析を行う薄板金	
部品の測定

シートメタル部品の表面と特徴は、例えばスプリングバック効果
などの様々な理由で、図面の許容差としばしば異なる場合があ
ります。 広い表面の部品では、レーザースキャンは、単一のコン
ポーネントから最終組品まで生産のあらゆるステップで高速で
精度を管理する理想的な方法です。

長いレーザー幅で迅速なデータ収集が可能になっています。 
柔軟なスタンドオフで、より良い特徴評価と、より高いポイント
密度での詳細なポイント解像度の達成を支援します。 スタンド
オフを拡大し、より速く表面をスキャンできます。

レーザースキャンアプリケーション
高速、正確な非接触測定で時間を節約
高い柔軟性と高精度が必要な場合および面データを速くキャプチャしたい場合など 
レーザースキャンは様々なアプリケーションに使用することができます。
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不揃いな形状

レーザースキャナーなら、不揃いな形状と表面を持つ多くのオブ
ジェクトの検査を高速で完了できます。 例えば、Hexagonのあ
る顧客は、レーザースキャナーと接触式プローブを使用して、車
体上のスタッド測定の時間をこれまでの3時間からわずか20分
まで短縮しました。

非接触で非常に正確なヘアピンの測定

地球温暖化の切迫した事態から、ヘアピン部品テクノロジーな
ど新しいeモビリティコンセプトへの移行が加速されています。
ここでは、動力伝達経路のコスト効率の良い大量自動生産に、
最大のポテンシャルが開けます。

生産での曲げ工程により、ヘアピンはスプリングバック効果や
主要な絶縁層の薄肉化が見られます。 注意が必要な絶縁層お
よびU字形状の柔軟性を維持するため、マスター部品との非接
触検査が必要です。 極めて高い測定範囲および大きな作動幅
を持つ HP-L-10.10 による高スループットでのヘアピン検査が理
想的です。

青色レーザーにより、絶縁されていないエリア、銅線あるいは
主要な絶縁層表面など高輝度表面もギャップなしで測定できま
す。 さらに、強度値は絶縁されているエリアと絶縁されていな
いエリアの識別を支援することができます。 最後に、オペレータ
ーはU字部品の高品質の報告データを取得できます。
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一般的な技術資料

性能データ

標準 人口品 仕様 (MPE/MPL) HP-L-10.10 HP-L-5.8

ISO 10360-8:2013
球

P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm 34 µm

P[フォーム球形 1x25:Tr:ODS] 8 µm 22 µm

P[サイズ球形すべて:Tr:ODS] 14 µm 25 µm

L[直径.5x25:Art:ODS 24 µm 45 µm

平面 P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm 34 µm

ISO 10360-9:2013
(HP-L-10.10 + HP-THDeあるいは
HP-S-X1)

球 L[直径2x25::MPS] 18 µm 42 µm

精度

HP-L-10.10 HP-L-5.8

レーザークラス 2 (EN / IEC 60825-1:2014) 2 (EN / IEC 60825-1: 2014)

発光波長 450 nm (青色可視光) 450 nm (青色可視光)

最大平均放射パワー ≤1 mW ≤1 mW

保証温度範囲 16 ～ 26 °C (61 ～ 79°F) 15 ～ 32° C (59°～ 90°F)

防塵性能・防水性能 IP51(IEC/EN 60529) 
(ウォームアップ・ターミナルを除く)

IP64(IEC/EN 60529) 
(ウォームアップ・ターミナルを除く)

周囲湿度 95% 結露なし 90% 結露なし

使用温度 16 ～ 32 °C (32 ～ 89.6°F) 5 ～ 45° C (41°～ 113°F)

保管温度 -30 ～ +70 °C (-22 ～ +158°F) -25° ～ +70° C (-13° ～ +158° F)

重量 427 g 380 g (TKJ) / 360 g (AJ)

HP-L-10.10 HP-L-5.8

スキャン周波数（ライン/秒） 300 Hz 40 Hz

最大 600,000 pts/秒 36,000 pts/秒

センサーの周囲光耐性 10 000 lx 5 000 lx

スタンドオフと深さ (Z) 90 ± 30 mm (eFOVでは30 mm加算) 140 ± 40 mm

レーザー幅 80mm(ミッド・フィールド) 47mm(ミッド・フィールド)

技術データ
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サイドノート(HP-L-10.10):

すべての仕様は、インデックス可能なリストを備えたブリ
ッジタイプの三次元座標測定機に適用されます。仕様に
は、ISO/TS 17865:2016 に従った測定の不確かさが含ま
れており、以下の場合に有効です。

• CMM のスキャン速度が 25mm/秒の場合
• （角度など）アダプタやエクステンションを使用し

ない標準構成でテストを実施
• 露光設定を22％（UD）に設定
• 標準的な視野(sFOV)
• 試験内容に応じてプローブを自動交換
• HP-L-10.10と、ISO13060-5に準拠したシングルプロ

ービングエラー試験で指定されたスタイラスを使用
した接触プロービングセンサーの組み合わせ（試
験に適用可能な場合）。

• 球体アーチファクトのプロービングエラー試験は、
白 マットな球体 (PN: HP-L-10.10-I-SPH-KITによ
る特性)

• 3つの大きな円で形状を校正し、最大形状偏
差0.5 µm、最大校正不確かさUは0.04 µm。

• 3つの大きな円でサイズを校正し、最大の校正
不確かさUは0.02 µm 

校正の最大不確かさUは0.02 µm

• 白色平面上で実施された平面アーチファクトのプロ
ービング・エラー・テスト： 
（PN:HP-L-10.10-I-PLN-KIT)

• ユニオンジャック・ストラテジーを用いて約
3000個の個別ポイントで形状を校正し、最大
形状偏差は1.5 µm、最大校正不確かさUは
0.28 µm。

拡張視野（eFOV）内での測定では、標準視野（sFOV）
に比べて分散誤差が約2倍になります。拡張視野
（eFOV）を有効にしても、標準視野（sFOV）で行われ
た測定の精度には影響しません。

記載されている値は、予告なく変更される場合があり
ます。

寸法 HP-L-10.10

寸法 HP-L-5.8T

寸法 HP-L-5.8A
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