非接触 3 次元デジタイザ

新発売

1

未来を見る眼。
ものづくりの新しいカタチを創造します

高精度、高信頼性が要求される工業用途に最適な非接触 3 次元デジタイザ

KONICA MINOLTA

Q
3 次元 CAD で設計しながら、検
査のために 2 次元図面を作成し
ていませんか？

自由曲面部の歪みなど、面形状
評価は十分にできていますか？

鋳造部品の肉厚分布評価、加工
しろの欠肉検査は十分にできて
いますか？

プレス品等の型修正に時間をか
けていませんか？

プラスチック等のボス、リブ、
穴は設計通りに成形されていま
すか？

検査測定の熟練者のみに作業負
担がかかっていません か？

非接触 3 次元デジタイザ コニカミノルタ RANGE7 は、プレ
ス品、機械加工品から金型、試作、鋳造、射出成形品に至
るまで、さまざまな工業製品のパーツを瞬時に 3 次元デジ
タイズし、外観の形状をデジタルデータとしてコンピュータ
上に高精度に再現することができます。これを別売のアプ
リケーションソフトで 3 次元 CAD データと照合することに
より、全面および断面偏差、肉厚分布評価、GD&T( 幾何公
差 ) などを手早く計測レポートとして出力することが可能に
なり、ものづくりのスピードアップ、品質向上にお役立てい
ただけます。

測定・検査、品質管理のみならず
●

リバースエンジニアリング

●

ラピッドプロトタイピング

●

機械加工用データ作成

●

デジタルモックアップ

など活用・用途はさまざまです。

コニカミノルタRANGE7 は、
当社で培われた信頼の光学技術、
オートフォーカス機能に、さらなる信頼性、操作性、機動力
を加え、これからの非接触 3 次元計測の可能性を拡げます。

■主な用途と測定対象物
開発から試作段階での、品質検査（図面通りに実物ができているかの確認、
検証等）
やリバースエンジニアリング（現物の形状／性能の定量化等）の用途
●

鋳造等素形材全般

●

プレス成形品

●

射出成形品

●

各種機械加工品 など

SOLUTION
コニカミノルタ RANGE7 がものづくりのプロセスを変えます
2 次元図面が無くても非接触 3 次元デジタイザ コニカミノルタ RANGE ７
と 3 次元 CAD データを使用することにより問題解決です。

3 次元スキャンデータと 3 次元 CAD データとをダイレクトに比較検査することにより、自由曲面を多用する外観部品
等でも面の歪みや断面などを視覚的、定量的に評価することができ、設計通りに実物ができているかの確認、検証が
可能になります。

①コンター評価

②断面検査

③寸法検査（GD&T）

＊ 文中のアプリケーションソフトや検査結果の画面イメージは韓国 INUS Technology 社製の RAPIDFORM XO™ シリーズを使用しています。

Solution 1
鋳造部品の視覚化、定量化により肉厚分布評価ができ、薄肉や加工
しろの欠肉検査が可能になり、早期に設計、生産へフィードバックす
ることにより、後工程での仕損の減少につながります。

Solution 2
プレス型製作時の成形トライアルで発生するスプリング
バックが視覚化されることにより、ねじれ箇所、ねじれ
量をピンポイントに把握することができ、型修正におけ

PC
（市販品）

る精度向上、修正サイクルの減少につながります。

Solution 3
プラスチックなどの成形品のボス・リブ・穴位置等の検査箇所の寸
法、公差を 3 次元 CAD データに事前に定義しておくことにより、自
動で GD&T 分析等の寸法検査レポートが作成でき、検査のルーチン
化、スピードアップが図れます。

コニカミノルタ RANGE7 は操作性、信頼性にこだわりました。
わかりやすい GUI による簡単操作、測定ミスを極力減らすこ
と、形状や多少の表面状態にかかわらず常に高品質の 3 次元
データを取得することなどへの工夫が凝らされたユーザーに
優しい 3 次元デジタイザです。

④レポート出力

A

INNOVATION
新世代の 3 次元デジタイザが誇る革新的な能力

A

高品質な 3 次元データを簡単にすばやく得るためのノウハウが凝縮されています。

01

取り回しの良いコントローラ一体型の
ボディを採用

03

3D プレビュー機能により			
測定ミスを軽減

コニカミノルタ RANGE7 は、当社で 10 年以上培った 3 次元

事前に測定結果を予測できる 3D プレビュー機能を搭載。わ

デジタイジングのノウハウが惜しみなく注ぎ込まれた新シ

ずか 0.4 秒のプレスキャンで測定エリア内の奥行きや死角、

リーズの 3 次元デジタイザです。コントローラ一体型のボディ

表面状態によるスキャン結果の良否を事前に把握することが

は約 6.7kg の軽量・コンパクト設計で、測定現場において高

できるため、測定ミスを大幅に軽減します。

い機動力を発揮します。また、2 種類のレンズを交換できる

モニタ画面でフォーカスを確認

測定結果

ため、1 台で幅広い測定エリアに対応します。

0.4 秒でプレビュー

TELE/WIDE 2 種類のレンズを標準装備

02

多彩なフォーカス機能により		
クリアな 3 次元データをすばやく取得

04

光学式 3 次元デジタイザの常識を変える
高い光沢面測定能力

コニカミノルタならではのオートフォーカス (AF) 機能を進化

新センサ部と独自の新測定アルゴリズムにより広大なダイナ

させ、フォーカス位置を 2 段階で自動的にずらすことにより高

ミックレンジを確保しました。金属面等の光沢のある対象物

精度で鮮明な 3 次元計測データが得られるマルチフォーカス

の測定に威力を発揮します。

モードを搭載。奥行きのある対象物の測定に威力を発揮します。
また、ユーザーが指定した位置にピントを合わせられるポイン
ト AF 機能や測定エリアを示す FOV インジケータを備えている
ため、簡単に距離や画角の調整ができます。

測定範囲がわかる FOV インジケータ

鋳造品の加工面を測定

USABILITY
新開発ソフト RANGE VIEWER が快適なスキャンワークを実現する
コニカミノルタ RANGE7 専用ソフトにより、スキャンからデータ統合まで素早く簡単にできます。

05

ナビゲーションメッセージでわかりやすい
ソフトウェア

ナビゲーションメッセージ

本体のスキャン制御、測定データの位置合わせ、統合まで
の編集機能を持つ新開発の 3 次元データ処理ソフトウェア
「RANGE VIEWER」
を標準添付。視認性の高いアイコンを備え、
スキャン作業とデータ編集がシームレスにできるフレキシブ
ルな GUI を採用しました。また、操作方法や次の手順を表示
するナビゲーションメッセージにより、初心者の方でも簡単、
迅速に操作を習得できます。

06

大容量データ処理が可能な		
Windows® Vista 64bit に対応

最新の Windows® Vista 64bit に対応し、大容量データ
の取扱いが可能です。また、専用コンピュータは不要
で市販のノートパソコン * で快適にオペレーションい
ただけますので、コニカミノルタ RANGE7 の機動性が
損なわれることもありません。また、別売のアプリケー
ションソフトへは IPC（Inter Process Communication：プ
ロセス間通信）によりファイルをセーブすることなく、
すばやくデータ転送ができます。
* 詳しい仕様については本カタログに記載の RANGE
VIEWER 使用環境をご覧ください。

07

簡単操作と高い処理能力が		
トータルの作業時間を削減

当社標準サンプルで 30 方向からの
測定が必要な場合において、距離

PC
（市販品）

や画角の設定からスキャン、データ
統合までにかかる時間はトータル
でおよそ 35 分 *。1 サイクルあた
り平均約 1 分という高い操作性と
処理能力を実現しました。
* マーカ（別売付属品）による測定時。
その他当社使用条件によります。

WORK FLOW

コニカミノルタ RANGE7 測定手順（マーカによる測定時）
① 測定時のモニタ画面内に
5 〜 10 個 程 度 のマーカ
が入るように貼付

② 測 定 を 行 い モニタ内に
マーカが入っていること
を確認

③ 測定間で 3 個以上オー
バーラップしたマーカを
自動認識して位置あわせ

④ ②〜③繰り返して全体を
測定した結果

RELIABLE
光学式 3 次元デジタイザの新しい領域へ

A

高精度、高信頼性を誇る。計測機器メーカーであるコニカミノルタセンシングのこだわりです。

08

レーザ光切断方式による			
安定したスキャンを実現

10

厳しい検査規格による			
高い測定確度

コニカミノルタ RANGE7 はクラス 2 半導体レーザによる光切

ガイドライン「VDI ／ VDE ２６３４*1 パート２」に沿ったボール

断方式を採用。スリット状のレーザ光で測定対象物を最短約 2

バー *2 による精度検査において± 40 μ m*3 の高い測定確度 *4

秒でスキャンし、その反射光を高精細な情報入力が可能な 131

を実現しています。ボールバーによる検査方法は、光学式非

万画素 CMOS センサで受光します。

接触座標測定機の検査に関する日本工業規格案にも採用が検

三角測距の原理で測定対象の距離情報を得て、3 次元データ

討されています。

化を行います。一回のスキャンで最大で約 131 万点（1280 ×
1024 点）の 3 次元座標データを取得できます。

測定対象物
レーザ光

ボールバー

コニカミノルタでは「VDI/VDE2634 パート 2」を基にして、産
業技術総合研究所で校正されたボールバーによる検査を本機
において全台数実施します。わかりやすい確度表記とともに、
CMOS センサ

出荷する一台一台に厳格な検査を実施することで、高い信頼
性が得られよう配慮しました。
*1 VDI/VDE 2634 : ドイツで 2002 年に発行された光学式測定機の検査に関
するガイドライン

09

使用条件による影響を最小限に抑えた
高い信頼性

*2 ボールバー : バーの両端に球が取り付けられた形状の精度評価用装置
*3 TELE レンズ使用、距離 450mm、環境温度 20℃± 1℃ その他当社指定
条件において
*4 確度 : 指定された条件における誤差限界で表した計測機器の精度
H

撮像素子駆動フォーカシング方式の新光学系を採用。また内

G

3

部台板を CFRP( 炭素繊維強化プラスチック ) 一体構造としま
E

した。これらにより本体の軽量化と高剛性、高い駆動精度を

F
5

実現し、測定時の本体の傾きや温度変化等の外乱による影響

9
1

高い信頼性を発揮します。

6

8

4

を最小限に抑えることにより、さまざまな使用環境において

7

D
A

10

2

C

B

出荷検査としてボールバーを空間内の 10 ポジションで計測（イメージ図）

11

フィールド校正により高い信頼性を維持

テーブルなどにセットアップ
ができるコンパクトな校正
チャートを標準で付属。環境
温度の変化等により校正が
高い剛性と温度特性をもつ CFRP ボックス構造

必要な場合は、ソフトのガイ
ダンス通りに校正チャートを
スキャンするだけです。
これにより工場出荷時の高い
精度で測定できます。

コンパクトな校正チャート
（標準付属品）

VERSATILE
軽量・コンパクト設計のコニカミノルタ RANGE7 にさらなる機動力・高操作性をプラスする
コニカミノルタ RANGE7 専用設計の多彩なアクセサリ群の中から用途、使用環境に応じたシステムをご提案します。

12

ノート PC が設定できる			
測定スタンドセット（別売付属品）

別売付属品の測定スタンドを使用

15

回転ステージ（3kg/20kg）セット		
（別売付属品）

全 周測 定 時に自動的に

することで、本機を動かして

位置合わせが可能な回

測定する必要のある場合

転ステージセット。3kg、

でもストレスなく作業

20kg と 2 種 類 の 耐 荷 重

できます。ノート PC も

のモデルを用意していま

設置できることにより、

PC
（市販品）

す。

オールインワンシステムとして
現場環境で高い機動力を発揮
します。

13

三脚セット（別売付属品）			

楽に移動が可能なドリー（別売付属品）も装着できます。

16

リバース / 検査ソフトウェア		
（INUS Technology 社製 / 別売）

3 次元スキャンデータから NURBS サーフェスを自動生成し、
汎用 CAD への IGES 出力が可能。UG、CATIA、Pro/E、ACIS、
Parasolid などの汎用 CAD データのダイレクトインポート
（別売）
や、スキャンデータと CAD データとの比較（CAT）
、
寸法検査、
断面計測、RP データ作成もできる強力な工業用アプリケー
ションソフトです。リバースエンジニアリングや検査、ラピッド
プロトタイピングなど さまざまな工業用分野でご利用いただけ
ます。

RAPIDFORM XOV
大容量の 3 次元スキャンデータを処理することができ、スキャン
ドリー
（別売付属品）

14

収納ケース（別売付属品）

本体、交換レンズ、校正チャート、ケーブルなどが収納でき
ます。

データと CAD データとの比較や GD&T のリアルタイムイン
スペクションを実現する最新の検査ソフトウェアです。

RAPIDFORM XOR
画期的な 3 次元 CAD ライクなプロセスとインターフェース
により、3 次元スキャンデータからパラメータ化された CAD
モデルを生成できる最新のリバースソフトウェアです。

３次元ＣＡＤ

3 次元スキャンデータ
PC
（市販品）

ソリッドモデル

【非接触 3 次元デジタイザ コニカミノルタ RANGE7 仕様】
測定方式

三角測量 レーザ光切断方式

光源

半導体レーザ λ＝ 660 nm

レーザクラス

クラス２ IEC60825-1 edition2

撮像画素数

131 万画素（1280 × 1024）

測定距離

450 mm ～ 800 mm

受光レンズ（交換式）

標準付属品

WIDE
450 mm

WIDE
800 mm

Ｘ×Ｙ

79 × 99

141 × 176

150 × 188

267 × 334

Ｚ

54

97

109

194

0.08

0.14

0.16

0.28

確度（球間距離）*1

± 40 μ m

精度（Z, σ）*

4μm

2

マーカーシートトライアルパック
RA-A104
（シートT、 W 各10枚）

校正チャート
RA-A105

TELE
800 mm

XY 方向測定間隔

交換式対物レンズ
（TELE、WIDE）

ACアダプタ

TELE
450 mm

方向

非接触3次元デジタイザ
コニカミノルタ RANGE7

別売付属品

TELE ／ WIDE

距離

測定範囲
（ mm）

【システム図】

校正台
校正シート
RA-A107 RA-A106

三脚セット
RA-A121

オートフォーカス

有

オートエクスポージャー

有

スキャン時間

約 2 秒～（1 スキャン）

プレビュー機能

約 0.4 秒 / スキャン

3次元データ処理ソフトウェア
RANGE VIEWER
USBケーブル
(5m) RA-A101

パーソナル
コンピュータ
（市販品）

TM

三脚用雲台セット
RA-A151

TM

マーカーシートT
測定スタンドセット
RA-A205
RA-A200
（50個 10枚）

スキャン可能環境光

500 lx 以下

出力インターフェース

USB2.0 HighSpeed

電源

専用 AC アダプタ
AC 商用電源 100-240 V
（50/60 Hz）
  定格 1.4 A
（100 V AC 入力時）

マーカーシートW
RA-A206

（50個 10枚）

ドリー
VI-B41

295（幅）× 190（高さ）× 200（奥行）mm
（グリップ、レンズを除く）

外形寸法

リバース/検査ソフトウェア
RAPIDFORM®
XOV / XOR

収納ケース
RA-A209

質量

約 6.7 kg

動作保証温度範囲

10 ～ 40℃、 相対湿度 65％以下／結露しないこと

保管温湿度範囲

-10 ～ 50℃ 、 相対湿度 85％以下（35℃の時）／結露しないこと

回転ステージ（3kg）セット
SGSP-60R

回転ステージ（20kg）セット
RA-A210

*1 VDI/VDE2634-2 に定めるボールバー（2 球）について当社条件により球間距離を測定した場合
当社条件：温度 20 ± 1℃／ TELE レンズ使用／距離 450 mm ／ウォーミングアップ 20 分／当社処理ソフ
ト使用／校正あり／測定対象：当社標準器（2 球）／測定物配置 当社基準位置（測定空間内の 10 箇所）
／標準器の値付けの不確かさは含みません
*2 測定条件：温度 20 ± 1℃／ TELE レンズ使用／距離 450 mm ／ウォーミングアップ 20 分／測定対象 当社
基準平面チャート／当社処理ソフト使用／１σ値
*3 当社処理ソフト使用

【3 次元データ処理ソフトウェア RANGE VIEWER 仕様】
＜主な機能＞

＜必要動作環境＞

データ読み込み

独自フォーマット：  .r g v（１ショットデータ群）
   .rvm（複数データ）

OS

Windows®

データ出力

STL（バイナリ）
、ASCII 点群、
独自フォーマット：  .r g v、.rvm

CPU

Core2Duo、Xeon 以上

モニタ画像、プレビュー、AF・AE、測定
回転ステージ制御 （当社別売アクセサリに対応）

RAM

4GB 以上

測定機能

ディスプレイ

1280 × 1024 以上表示可能なグラフィック機能

編集機能

データ位置合わせ、データマージ
（結合）
、点群削除

グラフィックボード

OpenGL 対応ボード（当社にて動作確認済みボードの使用を推奨）

描画

点群シェーディング

インターフェース

USB2.0 ポート

Vista 64bit（x64）

● ここに記載の内容、仕様および外観は都合により予告なしに変更する場合があります。
● ここに記載の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
● 画面ははめ込み合成です。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず取扱説明書をよ
くお読みください。
● 必ず指定の電源電圧に接続して
ご使用ください。
接続をあやまると、火災や感電
の原因となります。

34mW

コニカミノルタ センシング ホームページ

保守契約のご案内

セミナー開催や展示会、新製品情報、アプリケーション
事例など、コニカミノルタ計測製品をご活用いただく上で
お役に立つ情報を発信しています。

お買い上げ頂いた本器を末永く安心してご使用
頂くために保守契約をご提供しております。

http://se.konicaminolta.jp
E-mail: 3dsales@konicaminolta.jp

〒 590-8551 大阪府堺市堺区大仙西町三丁 91 番地

ニューオーダコース
ユーザコース

¥840,000

（税抜¥800,000）

¥945,000

（税抜¥900,000）

9242-0853-10 AIDAPK ①

