
BIKE プラットフォーム
移動性能に優れた検査ロボット



BIKE プラットフォーム
モバイルロボットの利点の1つは技術者アクセスが困難な場所（例として、

狭い空間、温度、水中、及び安全面の理湯）でもアクセスが可能な事で

ある。現在、資格を有する経験豊富な技術者が、報告書を作成する上で

事前に指定された場所を目視で確認し、写真を撮影する為に狭いスペース

に入っています。これが現在の一般的な方法です。監視人や空調機器と

いった追加人員や設備の費用が掛かる一方で、この方法は技術者にとって

本質的には危険な状態です。この新たなロボット技術とセンサー技術は

これまでに行われてきた方法で費やされてきたコストとリスクを削減する

ソリューションを提供します。このような背景において、BIKEプラット

フォームが開発されました。 BIKE プラットフォームは、発電所設備、

船舶やパイプライン、石油およびガス業界の様々な設備を検査できる、

マグネットホイールを搭載したロボットです。

革新的な駆動系のコンセプトにより、階段や 90度のコーナー 
(凸面と凹面) などの障害物を登ることが出来ます。機能が統合

されたナビゲーションカメラと3次元位置センサーにより、

オペレーターは複雑な環境でもロボットの位置に関する正確な

情報を取得出来ます。超音波プローブや工業用内視鏡などの

複数の追加検査モジュールを使用してロボットの機能を拡張

し、限られたスペースに人が入ることなく検査行う、新たな

方法を提案することが出来ます。
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移動性能に優れたロボットプラットフォーム

概要
• BIKEプラットフォームは軽量(10 kg)で移動性能に優れた

ロボットです。

• 10”マンホールのサイズがあれば装置の出し入れが可能です。
• 段差、障害物、フランジ等、凹面凸面、最大90度のコーナー

部を移動する事が出来ます。

• 完全リモート操作でナビゲーション機能（前方・後方カメラ表

示、3次元展開図）があります。

• 搭載可能な重量は10 kgで、様々な非破壊試験センサー

（超音波、フェーズドアレイ、渦流）、拡大・縮小機能を

備えた検査用カメラを搭載出来ます。

BIKEプラットフォームの完成により、Waygate Technologies 
Inspection Robotics は極めて移動性能に優れた検査プラット

フォームを実現しました。既存の検査クローラーがアクセスの

可能性と操作性の問題で限界に達している一方で、BIKEプラット

フォームはその真価を発揮します。

発電業界においてBIKEプラットフォームは工業用内視鏡を

搭載してガスタービンや水力発電所の検査に使用されます。　　

他の使用例として、パイプライン、排気管、圧力タンク、

または熱交換器の目視検査です。

石油およびガス業界での主な業務は圧力容器やパイプラインの　

検査です。超音波プローブモジュールを取り付けることにより、

プラットフォームはラインスキャンを実行できる移動可能な　　

超音波厚さ測定器に変わります。

ロボットの革新
BIKEプラットフォームの開発は、業界研究プロジェクトとし

チューリッヒ工科大学 (ETH Zurich) で開始されました。この検査

ロボットは特許取得済みの駆動機構の設計を引き継ぎ、現場で使

用出来るアプリケーション向けに更に開発されました。このビジ

ネス化の段階でロボットのコンセプトは元々の小さなリフターホ

イールを備えた2輪のBIKEプラットフォームから、全輪駆動の4輪
ロボットに変わりました。

これの変更により、プラットフォームの安定性とペイロードが

向上し、発電所、石油およびガス業界向けの追加アプリケー

ションを踏査できる能力を得る事となりました。今日のシステ

ムの開発までにそのプロセスは10年も及びました。更にその過

程で複数の特許を申請することができ、他の検査ロボットシス

テムで使用されています。

障害物を通過
エンジニアリングの観点からBIKEプラット

フォームの優れた点の1つは、障害物を乗り

越えて複雑な作業環境でも移動できる能力

です。4 輪駆動のロボットは90度の内外

コーナーを通過出来ます。実際の作業環境

においてこれは水平配管から垂直配管への

移行を意味し、逆さまの移動も可能です。

実用的な例は、Tジョイントやフランジ

接続部のような相互接続された配管です。

更にこの技術により、技術者がアクセス

可能な場所から密閉された空間に直接運転

することが出来ます。
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機能を集約したコントロール　　　　
ステーション - ICS 2
作業環境でロボット検査システムを運用するには、信頼できる　

コントロールステーションが不可欠です。機能を集約した第2世
代コントロールステーション - ICS 2により、オペレーターは　　

オールインワンのツールを手にすることが出来ます。ICS 2は　　

頑丈なハードシェルケース (Pelicase®)に入っています。21.5　　
インチのタッチスクリーン、高性能PC、ジョイスティックなどの

全ての組み込みコンポーネントは工業規格に基づいて採用されて

います。スペアパーツの10年間保証もあり、過酷な環境下での作

業において極めて高い堅牢性と信頼性を意味しています。 

ICS2の開発ではシンプルさと簡単な操作性が重要でした。オペ

レーターはBIKEプラットフォームに1本のケーブルを接続する必

要があります。コントロールステーションに組込まれたジョイ　

スティックを使用した操作は簡単で一目瞭然です。　　　　　　

技術仕様

• 48Vコントロールステーション (最大. 640W)

• 機能を集約した業務用PC
(Intel i7-6600U, 8GB RAM, 128GB mSATA)

• Microsoft Windows 10 OS

• 組込まれた21.5”タッチスクリーンモニター

(Full HD, 1200cd/sqm Ultra High Brightness, 　
本体は頑丈で優れたタッチ反応)

• I/O: GBit Ethernet, 2xUSB 2, 2xUSB 3.0, 
Encoder Out

• 組込まれた頑丈な操作用ジョイスティック

• 緊急停止機能

• ローラー付きPelicase® ファンレス, IP67 

• 重量: 21kg (46lbs)

• 電力供給: 100-240 VAC

コントロールソフトウェア

3次元表示

3次元上でナビゲーションと
経路軌跡を表示。試験対象
はソフトウェアで作成。　
拡張子*.obj、*.stlに対応。

LEDライト調整

左右・下部LEDライトの　
個別調整

前方表示カメラ

BIKEプラットフォームは　
リモートナビゲーション用
に前面カメラを搭載して　
います。オプションで写真
や動画の記録が可能。 

後方表示カメラ
情報

速度、距離、ロボット　
状態とドライブモード
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拡張機能：近接検査の為の工業用内視鏡
表面検査と測定のためにビデオ撮影の工業用内視鏡を取り付け

ることが出来ます。 Waygate TechnologiesのMentor Visual IQ
などの最新の工業用内視鏡により、高品質の検査と正確な3D測

定が可能になります。

BIKEプラットフォームのセンサー取付構造により、プローブ

ヘッドを目的の場所に正しく配置出来ます。これによって

オペレーターはノズル、ジョイント、溶接、またはエルボー

接続部にアクセス出来ます。また、ロボットがプローブを保持

しているため、揺れやぼやけた画像はありません。更に、3D
位相測定技術により、正確な測定と正確な3Dビューを得る事が

出来ます。

概要

• 工業内視鏡ホルダーはBIKEプラットフォームの側面、又は上

部に取り付ける事が出来ます。

• 工業用内視鏡プローブのケーブル長さは最大30 mです。

• 孔食や腐食の正確な測定

Mentor Visual iQ
画像ベースの3D測定の進歩により、工業用内視鏡は検査技術者が

使用する機器としてますます強力なツールになっています。　　

これまでは、検査技術者は兆候を識別して画像をキャプチャする

ことができました。今日の工業用内視鏡により、3Dでの兆候の

マッピング、測定、分析が可能になり、現場から離れた場所に

居る専門家と画像やデータをワイヤレスで共有することができ

ます。精度と精度が向上したこの新しい機能により、ビデオ検査

は他のNDT方法を補完するか、場合によっては置き換えることが

出来ます。

特許取得済みの構造化ライト技術を使用した3D位相測定により、

検査技術者は同じレンズを使用して兆候を見つけ、測定し、分析

することが出来ます。広い視野と大きな被写界深度により、検査

に使用する同じレンズで測定できるため、取り消し、レンズの交

換、および表示の再配置に必要な余分な手順が不要になります。

実際、3D位相測定は時間を節約し、全体的な検査の生産

性を向上させながら、正確な測定を「オンデマンド」で

提供します。 3D位相測定では、先端から投影される

構造化された光パターンを使用して、表示領域の3D表面

スキャンを作成し、表面表示のすべての側面を測定出来

ます。

概要

• マルチポイントタッチスクリーンとオンスクリーンキーボー

ド、または人間工学に基づいたジョイスティックとハードキー

を使用して操作が簡単

• アダプティブノイズリダクション (ANR) とハイダイナミックレ

ンジ (HDR) 静止画像キャプチャにより、鮮明なライブ ビデオと

静止画像をキャプチャ

• 3D位相測定 (6.1 mmプローブ) および3Dステレオ測定を使用し

た高度な分析

• ポータブル、軽量、人間工学に基づいたデザイン (3.0kg / 6.75
ポンド)

• 頑丈で優れた耐久性 – IP65、MIL STD 461FおよびMIL STD
810G規格に準拠した設計

• データ保存用のストレージにに16GB内蔵SSD

• 高輝度LED光源と画像の明るさを向上させる高度な処理

• 交換可能な高解像度4.0 mm、6.1 mm、および8.4 mm 直径の

プローブは、様々な業界やアプリケーションに適しており、

長さを変えて利用可能
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拡張機能 - 超音波モジュール
正確な肉厚定に使用するためにBIKEプラットフォーム前輪の間に

超音波プローブホルダーモジュールがあります。モジュールは、

超音波トランスデューサーを対象表面に接触させるためにポンプ

によって送られた接触媒質によって遠隔操作されます。さらに接

触媒質はプローブヘッドに送られ、超音波肉厚測定の接触媒質と

して使用されます。

一般的に肉厚測定に使用する超音波探触子は、二振動子ピッチ

キャッチプローブです。これは、1つの振動子が送信側として、も

う一方の振動子が受信側として機能してV字型に試験対象上で超音

波の送受信を行います。これにより、表面付近の分解能が向上す

るため、残肉厚の測定に最適です。曲がった表面や粗い表面でも

この測定方法が正確な結果を得る事が出来ます。

モジュラー設計の優れた点は、利用可能な測定方法ならば全て使

用できることです。オペレーターは更なるトレーニングを必要と

せず、既存の手順を更新する必要もありません。

超音波モジュールを使用する事で、検査技術者は既存の検査手順

と測定装置を使用して遠隔で肉厚測定を行う事が出来ます。簡単

に言えば、超音波肉厚を行う検査技術者の腕が伸びて、手が届く

ようなイメージです。

概要

• 探触子径10 mm 二振動子垂直探触子

• 5 Mhzまたは10Mhz振動子が使用可能

• Lemo 00コネクタ
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リモートナビゲーション
目的の場所へ安全にナビゲートするために、BIKEプラット

フォームにはいくつかのナビゲーション補助装置が装備されて

います。内部 IMU (Inertia Measurement Unit)は、3次元空間での

ロボットの姿勢を常に感知します。さらに内部エンコーダーは

ホイールの回転に関する情報を提供します。全てのセンサーの

データは制御ソフトウェアによって処理され、3次元で常時表示

されます。オペレーターにロボット位置と経路をさらに正確に

示すために制御ソフトウェアは検査対象の3D-CADモデルを読み

込むことが出来ます。これは検査においてユーザーに優れた経験

と検査に対する信頼を与えます。

設定と装置取付け
様々な障害物を走破する機能を備えたBIKEプラットフォームは

密閉空区間等の限られたスペースの検査に極めて簡単に導入出来

ます。様々な状況で使用する事が出来ます。最も簡単で実用的な

方法は技術者がアクセス可能な場所にロボットを配置すること　

です。BIKEプラットフォームは90度のコーナーを通過して設備内

に入ることが出来ます。4つの車輪はすべて個別に駆動し、車輪

には最大のトルクと安定性を実現する強力な磁石が組み込まれて

います。

オペレーターは安全な場所に配置した統合コントロールステー

ション(ICS 2)からシステムを制御します。標準ケーブルの長さは

30 m(超音波肉厚測定の練習用にも使用できる10 m)で、リモート

環境での作業とナビゲーションのニーズ次第では最大75 mまで

延長出来ます。
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部品リスト・オプション
遠隔操作環境でBIKEプラットフォームを操作する為に本体前面

と背面にカメラを搭載しています。高解像度のSuperFisheye™ 
レンズにより180度を超える視野（FOV）を得る事が出来ます。

カメラは特別に設計されたLEDライトボードに埋め込まれて

います。ライトは左右個別に調整可能で専門家の検査のための

シャドーイング技術を可能にします。これとハイブリッドガラス -
プラスチック設計のレンズを組み合わせることで、低照度での  

使用に最適です。

前方カメラ

高解像度の小型
SuperFisheye レンズに

より、180度を
超える視野(FOV)を
得る事が出来ます。

前面上部への取付

Bikeの前面上部に4つの取り付け
ポイントがあります。

ネジ: 4x M4 / 6.5mm

重量（最大）: 2kg

上部への更なる取付について

適度な重量配分と重心を取る事が
必要ですのでAdvantec-ISまで
お問合せ願います。

重量（最大）: 10kg

後方カメラ

高解像度小型カメラと     
8個のLEDライト (>1000lm)

モジュール用コネクタ

カメラや検査装置等の
更なる拡張使用する為の
48Vと100 M bit Ethernet 　
コネクタ

超音波探触子用コネクタ　

本体後部に2個のLemo 00
コネクタ、 接触媒質の
水供給のコネクタ

目視検査

カメラホルダー

検査カメラを取付ける際の
調整可能なホルダーに　　
より、ロボット本体の上部
又は横側に取付が可能

ボアスコープホルダー

最大9.6 mm　(0.38")の
ボアスコープが取付可能な
調整可能なホルダー。　　
角度や位置が調整可能。

強力なLEDライト

左右個別に調整可能な16個のLED
ライトにより2000 lm以上の輝度

を得られます。

超音波モジュール

肉厚測定を行う二振動子
探触子はリモートで操作

出来ます。

ホイールオプション

スタンダード

最大限のトルクと磁力を
備えた溝付きホイール

コーティング

走行面をに傷を付けない　
ポリウレタンコーティング

のホイール

注記:マグネットホイールの
吸着力は60%減少

正面への取付

Bikeの前面に4つの取付け
ポイントがあります。　
追加のカメラ、
ボアスコーププローブ、
レーザーガイド、または
単にバンパー（含まれて
います）を取り付ける
ために使用できます。

ネジ: 4x M3 / 6mm 

重量（最大）: 1kg

お手元の装置の取り付けについて
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寸法・稼働領域

配管内部

最少配管内径
（直進移動のみの場合）

300mm (11.8”)

配管外部

最少配管外径
（直進移動のみの場合）

400mm (15.7”)

凹面のコーナー

90度までの
内側の段差と
コーナーを登る
能力。

配管内部

直進から円周方向への移動（移動中
ある一点での方向転換）

400mm (15.7”)

自由自在に移動・方向転換が可能な
最少配管内径

600mm (22.6”)

配管外部

自由自在に移動・方向転換が可能な

最少配管外径

600mm (22.6”)

凸面コーナー

90度までの外側の段差やコーナーを

登る能力。

これは、BIKEプラットフォームが
フランジを介して、マンホールから
内部に移動出来る事を意味して
います。

技術仕様

BIKEプラットフォーム基本仕様(内視鏡 / UTプローブは含まず)

寸法

全長

全幅

全高

247mm (9.72”)

190mm (7.48”)

217mm (8.54”)

重量
各種ケーブル無しの状態 9.6kg (21.2lb)

移動速度 自在に速度調整可能
-50mm/s ... 50mm/s
(-2”/s ... 2”/s)

運搬重量

均一な強磁性体表面

逆さの状態

10kg (22lb)

5kg (11lb)

駆動機構
48V ブラシレス DCモーター (Maxon)による4輪

駆動

電力供給
コントロールステーションと接続されたケーブルを
介して48V供給

モーターコントロール メーカー製モーターコントローラーを搭載

データ通信 電力供給も行うGigabitイーサーネット

ケーブル長さ

30m (100ft) 
（上記以上の長さはお問合せ）

ICS2・ロボット間

（UT、接触媒質チューブ込）

10m (33ft) 
（上記以上の長さはお問合せ）

コントロールステーション（ICS 2: Integrated Control Station)

寸法 全長

全幅

全高

560mm (22.01”)

455mm (17.93”)

265mm (10.43”)

重量 ケーブル・ジョイパッド含む 21kg (46lb)

防護規格 閉じた状態 IP67

電力 100V ... 240V AC 640W

コンピュータ Intel i7-6600U, 8GB RAM, 128GB mSATA, rugged 
industrial, Windows 10

スクリーン 21.5” touchscreen, Full HD, 1200cd/sqm Ultra High 
Brightness, rugged industrial, glove friendly

I/O 1GBit Ethernet port, 2xUSB 2, 2xUSB 3.0, Encoder 
Out
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独自開発に関するサポート
既存の検査カメラ、又は新たな別の検査システムを使用する場合

においても、BikeEプラットフォームはこれまでの手法では出来な

い、アクセスが難しい場所を検査する際には最適なプラット

フォームです。BikeEプラットフォームを用いる事で多くの問題が

解決します。

既存の検査装置を引き続き使用する事が出来、今後の検査業務に

決定的なアドバンテージをもたらします。当社のエンジニアリン

グおよび開発チームは、必要なアプリケーションに合わせてシス

テムを改造および調整のサポートを行います。
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