
高精度ポータブル計測システム
ModelMaker ハンドヘルドスキャナー
MCAx+ 多関節アーム型三次元測定機

高精度ポータブル計測システム



アーム型三次元測定機
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測定範囲
2.0 mから4.5 mまで、
6種類のアームから選択
可能です。

標準セット プローブオプション

無限回転機構
主要な回転軸はすべて無
限回転し、アーム操作の
自由度を高めています。

自動プローブ認識
各種プローブの交換、接触プロ
ーブとレーザースキャナーの
切換えはいつでも可能です。

マルチプローブ対応
接触プローブと非接触レーザー 
スキャナーの同時搭載が可能です。

アブソリュートエンコーダー
レファレンシングやウォーム
アップ時間が不要です。

優れた構造設計
カーボンファイバーを使用し
たアームチューブは、堅牢かつ
軽量で、温度耐性にも優れてい
ます。

ロック機構
使用してないときは、
アームを簡単かつ安
全に保持します。

汎用マウントシステム
マグネットベースや真空ベースをはじめ、さまざまなスタンドや
三脚にすばやく、簡単に取付け可能です。

簡単操作による形状計測とスキャニングを実現
三次元測定機のように衝突防止などを考慮した複雑なプログラム制作が不要なため、測定
機を使ったことがない人でも操作・習得が容易です。

豊富なラインアップ

対象ワークに合わせて最適な長さを選択することにより、測定がスムーズに行えます。

プローブラインアップ

形状に合わせたプローブを選択することにより、最適な測定が行えます。

MCAx20+ MCAx25+ MCAx30+ MCAx35+ MCAx40+ MCAx45+

外観

測定レンジ 2.0 m 2.5 m 3.0 m 3.5 m 4.0 m 4.5 m

定点再現性※1 23μm 27μm 42μm 55μm 67μm 84μm

長さ精度※2 33μm 38μm 58μm 81μm 98μm 119μm

質量 8.2 kg 8.5 kg 8.8 kg 9.1 kg 9.4 kg 9.7 kg

仕 様

操作可能温度範囲：0～50℃ 操作可能標高：0～2000 m
保管温度：−30～70℃ CE準拠
湿度：10～90% 結露なきこと ユニバーサル電圧対応：100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)

※1：  定点再現性テスト（SPAT)はボールプローブを使った計測アームの定点再現性の参照テストです。コーンは機械の前に設置されます。様々な
アプローチ角度からポイントを計測します。平均点と、各計測の平均中心点との誤差が計算されます。結果は最大偏差を半分にした数値です。
表記の数値は ASME B89.4.22 SPATとVDI/VDE 2617-9球状型(MPEPF)と球状位置(MPEPL)より。

※2：  長さ精度テストは、いろいろな場所や位置で公式認定の長さを測り実際の長さと比較するので、現実的な状況で期待される機械精度に近い数
値を表現しています。長さ精度テストは機械精度と繰り返しを測るのに最適のテストです。結果は計測結果の最大偏差から理論値を引いたも
のです。

  表記の数値はASME B89.4.22 体積パフォーマンスとVDI/VDE 2617-9 球状サイズ (MPEPS)& サズの指示 (MPEE)よりプローブス
ペックはMCAx＋アームの中央とオフセット両方のプローブに適応。

  計測スペックは安定した環境でMCAx＋アームをベースプレートまたは磁気ベースに固定した状態で、直径15 mm、長さ50 mmのスチール
ボールプローブを両プローブ端子に接続した状態での計測。 

 仕様は予告なく変更されることがあります。

L: 100 mm D: φ3 mm

L: 100 mm D: φ6 mm

L: 50 mm D: φ15 mm



スキャナー システム構成

アクセサリー
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選べる4種類のModelMakerスキャナー

ニコンのスキャナーは、形状や測定内容に
合わせて4種類から選択可能です。

超高速フレームレートを持つH120

ニコンが新たに開発した光学系を搭載した次世代スキャナーです。露光時間調整とCMOSイメージセンサーによ
るレーザーパワー強度の自動調整機能などにより、高い対応力を実現しています。

H120 MMDx50 MMDx100 MMDx200

精度（1σ）※ 7 μm 7 μm 10 μm 16 μm

レーザーストライプ幅 120 mm 50 mm 100 mm 200 mm

測定レンジ 100 mm 50 mm 100 mm 150 mm

スタンドオフ 80 mm 95 mm 100 mm 110 mm

最小点間距離 35 μm 40 μm 65 μm 115 μm

最大フレームレート 450 Hz 150 Hz

1ラインあたりの点数 2,000 1,000

レーザーパワー自動調整 ESP4 ESP3

暖気運転時間 0 秒 0 秒

重量 500 g 400 g

レーザークラス Class 2 Class 2

秒間取得点数 300,000（最大450,000） 50,000

※自社が定めた試験方法による

H120 MMDx50 MMDx100 MMDx200

MCAx20+ 0.028 mm 0.042 mm 0.048 mm 0.066 mm

MCAx25+ 0.032 mm 0.048 mm 0.054 mm 0.070 mm

MCAx30+ 0.038 mm 0.054 mm 0.060 mm 0.078 mm

MCAx35+ 0.048 mm 0.072 mm 0.076 mm 0.098 mm

MCAx40+ 0.060 mm 0.094 mm 0.096 mm 0.114 mm

MCAx45+ 0.080 mm 0.116 mm 0.120 mm 0.136 mm

仕 様

総合精度※

21 CFR 1040.10と1040.11に準拠
2007年6月24日レーザー報告no. 50
レーザーを出力する光学機器（ルーペ、拡大鏡、顕微鏡等）から100 mm
以内の距離での観測は散乱する光によって目を傷める可能性があります。

※ MCAxアームと組み合わせたレーザースキャナーの性能を示したものです。試験方法としては、MCAxとスキャナーを組み合わせ、高精度の基準
プレートを5つの異なる向きで計測しています。この計測された点群から作成された面からの距離精度となります。これらの数値は偏差の2δ値です。

Max output: 5 mW & 1 mW
Emitted wavelength: 660 nm & 635 nm

IEC 60825-1 Edition 2.0 2007-03
CLASS 2 laser product

Read manual before use

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

あらゆる素材をスキャン（データ処理機能：ESP）
物体表面の特性に合わせてレーザーパワーなどを調整します。スキャン中は自動的に表面条件（色および反射率）の
変化をモニターし、レーザー出力とセンサー設定をリアルタイムで適合させています。このため、ModelMakerは
部品の表面がいかなる色や模様であっても、正確かつ効率的に処理することができ、設定を変更しての再スキャン
も反射防止スプレーなどは不要です。

低ノイズ青色レーザー

秒間300,000取得の 
高速スキャニング

外部コントローラーなし

起動時間0を実現

新開発のレンズ

MMDx50H120

さまざまな現場に対応

シンプルな構成で設置が簡単

専用ケースに入れての持ち運びが可能

部署間や工場間など、従来の測定機では容易にできなかった精密測定機の移動が可能です。

MCAx USBケーブル
MCAx パワーアダプター

MCAx パワーコード パワーソケットへ

ポータブル三脚 Heavy Duty Stand リープフロッグ用データムコーン



使用事例ソフトウェア
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MCAx＋とスキャナーは、例えば以下の用途で効果を発揮します。

● 自動車ドアパネルなどの形状測定
● 金型修正の定量化
● CADモデルと製品スキャンデータの比較：スキャンデータ同士の比較
● ギャップ＆フラッシュ検査
● リバースエンジアリング

導入実例

富士テクニカルリサーチ様では、お客様の設計開発・生産施工といった、ものづくり現場で発生する技術ニーズに対し、
CAD・CAE受託・計測技術・品質工学といった理工学分野の、調査・研究開発、開発試作・工法開発・技術コンサルティ
ングなど、幅広いエンジニアリング業務を展開されています。
近年は計測技術の開発に重きを置かれ、生産設備の検査工程に投入できる3次元計測システムやプラント設備の可視
化システムなど、ニコンが得意とするデジタルエンジニアリング技術の分野において、常に進化を続けておられます。

導入いただいたMCAx＋MMDx100は、リバースエンジニアリング用のデータ取得に使用されています。
選定理由としては、
・操作性に優れ、作業が効率的に行える
・高精度なデータ取得ができる
・スキャニング能力が高く、形状が正確に取得できる
といったことが挙げられ、以上の理由からリバースエンジニアリングの業務が行いやすいとのご判断をいただきました。※

また、現場で作業する際も、取得データにはノイズがほとんど発生しておらず、色の変化にも強いため、アピール度
が大きく違うとのことです。
※ 形状取得が難しいスキャナーを使用していると、十分なデータが取得できなかったり、不適切なデータが発生したりするため、リバースエンジニアリングの作業が

困難になります。

 株式会社富士テクニカルリサーチ様

現場の意見を取り入れた次世代の3D計測ソフトウェア

使いやすいインターフェースと十分
な測定機能を有し、さまざまなCAD 
ファイルの読込みを標準サポート。 
さらに先を見据えた自動化に最適なプ
ラットフォームをご提供します。

究極の3D ScanToCADソリューション

多様化する設計手法に対応するだけ
ではなく、3Dプリントなどの新たな 
シーンでも活躍する最適なモデリング
ツールです。

次工程を考慮した高品位サーフェイスへ高速変換！ 

製品設計時のCAD面レイアウトを考
慮した面構成で高品質のリバース面を
作成するので、設計部門で再モデリン
グする必要がありません。
さらに、接線連続性や曲率連続性をコ
ントロールして、クラスAサーフェイ
スに最適化できます。

ハイエンド3D計測ソフト

豊富で高度な機能と使いやすさを併せ
持ち、データ位置合わせ、誤差カラー
マップ、断面検査、穴・寸法検査、幾何
公差、自動検査レポート作成など、工業
製品の寸法・形状検査のあらゆるニー
ズに対応します。

Tebis/リバースエンジニアリングパッケージ

カメラ成型品（テストサンプル）

カメラ成型品（テストサンプル）

カメラ成型品（テストサンプル）

カメラ成型品（テストサンプル）



CMM-ManagerPolyWorks

鋳造品検査/
X線CT

大型部品検査/
レーザーレーダー

プレス検査/
ポータブル計測システム

ボルト穴検査/
画像測定機

<他社測定機>

加工面測定/
レーザースキャナー

バラバラだった測定をまとめて管理（例）

www.nikon-instruments.jp/
本　　　　社 108-6290 東京都港区港南2-15-3 （品川インターシティ C棟） 電話（03）6433-3986

札 幌 営 業 所  060-0051 札幌市中央区南1条東2-8-2（SRビル） 電話（011）281-2535

名古屋営業所 465-0093 名古屋市名東区一社3-86（クレストビル2F） 電話（052）709-6851

関 西 支 店  532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31（上村ニッセイビル） 電話（06）6394-8802
 京都営業所、金沢営業所、岡山営業所
九 州 支 店  813-0034 福岡市東区多の津1-4-1 電話（092）611-1111
 長崎営業所、大分営業所、熊本営業所、鹿児島営業所

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
本カタログは2018年10月現在のものです。仕様と製品は、製造者／販売者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。 ©2018 NIKON CORPORATION
注意： 本カタログに記載した製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は、「外国為替及び外国貿易法」等に定める規制貨物等（技術を含む）に該当します。 

輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

Printed in Japan 2CJ-IHJH-9（1810-01）T

安全に関するご注意 ■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

108-6290  東京都港区港南2-15-3（品川インターシティ C棟）
www.nikon.co.jp/

あらゆる標準ソフトウェアで検査をコントロール
御社指定のソフトウェアでも、弊社ご提案のソフトウェアでも、ソリューションをご提供

弊社の検査機・システムは業界標準の各社ソフトに対応。計測やリバースだけでなく、検査機の制御も可能です。
本当にやりたいことが簡単に実現できるよう、ハードウェア以外のご提案も可能です。

ニコンの検査機・システム

レーザースキャナー ポータブル計測システム X線CT※4 大規模空間測定機
各社ソフト

リバース
制 御
計 測

リバース
制 御
計 測

リバース
計 測

リバース
制 御
計 測

制 御
計 測

制 御
計 測 計 測

制 御
計 測

リバース
計 測

リバース
制 御
計 測

リバース
計 測

リバース
計 測

※1：PolyWorks は InnovMetric社の製品です。
※2：MetrologX は Metrologic社の製品です。
※3：Geomagic は 3D Systems社の製品です。
※4：Volume Graphics社製 VGStudio 使用時

※1

※2

※3


