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Laser Radar MV331/351
非接触大規模空間自動計測

NIKON METROLOGY I VISION BEYOND PRECISION
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航空機部品の迅速な検査
大型の部品を正確かつ効率的に計測できるレーザーレーダは、航空機メーカーに多くのメリット

をもたらします。航空機計測においては、主要セクションの接合、シム厚の予測、エンジン吸気

カウルおよびスラストリバーサの検査など、幅広い用途に利用が可能です。

自動車のインライン／ラインサイド検査
レーザーレーダは表面上の点の計測だけでなく、溶接ナットやネジ付きスタッドなどの複雑形状

についても計測可能です。ロボットと組み合わせることで、自動車のボディやパネル検査の自動化

を実現します。完全オフラインでのプログラミングも可能なため、一つの計測システムで異なる

モデルの自動車や部品の検査を行なう場合にも、事前に準備が行えます。

コンポジット検査に最適
計測する材質を選ばないレーザーレーダは、コンポジット部品の製造工程において、製造途中

での品質の作り込みや生産性の向上に貢献できます。

わずか一回の手順でパラボラアンテナを計測
航空宇宙分野で使用される通信用パラボラアンテナは、その大きさと繊細さから、使用できる

計測システムが限られています。レーザーレーダによる非接触自動計測は、従来の計測法と

比べ、わずかな労力でより高い精度の計測が可能です。

ソーラーミラーの検査
急速な広がりを見せている集光型太陽光発電ビジネスにおいて、非接触でミラーを計測する

需要が高まっています。レーザーレーダは、平面ミラーやパラボラミラーの幾何形状の

チェック、最大効率を得るために行なうミラーのアライメントなどに用いられています。

繊細なハードウェアを持つ宇宙望遠鏡の検証
高反射の表面も暗い素材表面も計測できるレーザーレーダは、宇宙望遠鏡のミラーやその

構造体の幾何的形状の検証に使われています。ただ単に非接触というだけでなく、スタンド

オフが非常に長いことから、繊細かつ高額な部品を傷つけるリスクを低減できる、という

メリットもあります。

溶鉱炉近くの高温表面の計測
レーザーレーダの非接触技術は、高温表面の計測に完璧にマッチします。溶鉱炉から出て

薄板になるまでの各工程の要所で、品質管理のための幾何的計測を行なうのに最適です。

風力タービン形状の計測
レーザーレーダは、特別なマーキングを必要としないのはもちろんのこと、部品に触れること

もなしに、巨大な風力タービンブレードの形状誤差を短時間で計測可能です。圧力側、吸い込

み側ともに、限られた時間内で大量の点群が取得できます。

ミラーを使用して対象物の周囲や
後ろ側にも計測範囲を拡張

マルチズーム観察用カメラで
手動計測が容易

計測部品上のツーリングボールを
識別して絶対値計測

ほとんどの産業用ロボットに
適合するロボットマウント用
インターフェースを内蔵

計測範囲は30m（直径60m範囲）と
50m（直径100m範囲）の2タイプを
ラインナップ

計器の高さに適合するよう
さまざまなスタンドタイプや
マウント構造に対応

さまざまな大規模空間計測用
ソフトウェアに対応

過酷な環境での使用に備えた正圧機構 
（p HSモデルのみ）

多彩な機能と確かな利点 あらゆる大規模空間計測に適合

外部エアフィルタの交換が簡単

超高速 Vision Scan検査モードでは 
最高2,000点／秒まで取得が可能

主な特長

繰り返し計測
	人を介さず同じ箇所を毎部品計測することで、より良いプロセス

管理が可能です。

自動計測
	検査の完全自動化を実現。大型部品の計測に要する検査時間を

大幅に削減します。

安全性の改善
	作業員が計測用ターゲットやプローブを部品や脚立の上で保持

することなく、計測が可能です。

新素材の検査
	非接触計測なので、硬化前の炭素繊維や傷つきやすい表面など

を損傷のリスクなしに検査できます。

アップタイムの改善
	CADを用いて測定計画を完全オフラインで作ったり検証した	

りできます。

現代の製造プロセスにシームレスに統合
	レーザーレーダをロボットに搭載してインライン検査を行なう

ことも可能です。
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検査時間を大幅削減 レーザーレーダの活用例［自動車］

非接触自動計測で工数を削減
レーザーレーダは、非接触完全自動計測を実現した装置です。自動

計測のプログラミングも完全にオフラインで行なうことができ、計測

に関わる工数を大幅に削減します。特許取得の技術により、表面や形

状を高いデータレートで直接計測することが可能です。写真測量

のターゲット、球状マウントレトロリフレクター（SMR）、手持ち

式プローブは必要ありません。

さまざまな表面や仕上げに柔軟に対応
レーザーレーダは、照射したレーザーパワーの10億分の1が帰ってく

れば、正確な計測を行うことができます。そのため、反射率の極めて

低い素材表面にも対応が可能なうえ、仕上げ状態、素材色、レーザー

の照射角度などの違いで測れたり測れなかったり、ということもあり

ません。S/N比の高いシステムなので、対象物がコンポジット部品や

金属、反射率の高いコーティングを施した表面などであっても、再現

性のよい計測を実現します。

正確な形状検査に最適
組立や部品の嵌合において高い品質を保つには、幾何学的な形状が

正確に製作されていることが重要です。レーザーレーダは、形状計測、	

エッジ計測、トリム計測を自動で行うことができます。形状検査は従来

の方法よりもはるかに短時間に実行でき、計測中は作業員が不要で

す。レーザーレーダのエッジ検出ツールを利用することで、尖った

エッジや折り返しのついたエッジ（ヘム）についても優れた精度で

計測できます。

既存の検査設備をレーザーレーダ計測用として改造することも容

易です。レーザーレーダは、ツーリングボール、写真測量用のドットマ

ーク、3面体、反射テープといった従来のリファレンスを直接計測する

ことができます。さらに、ミラーを配置することで、コーナーや逆側の

形状を計測することも可能です。

ロボット化によるインライン計測
完全自動のインラインあるいはラインサイド検査に対応するため、

レーザーレーダを6軸ロボットに搭載することも可能です。主要

メーカーの一般的ロボットに搭載できるインターフェースもあら

かじめ内蔵されています。

ロボットと組み合わせることで、固定した状態では見えない測定

箇所についても、それが見えるポジションまで、自動的にレーザー

レーダを移動させることができ、従来は接触式の三次元測定機で行っ

ていたホワイトボディの計測などを、非接触で高速に、かつ自動で

行なうことが可能となります。

ロボットに限らず、昇降機に搭載したり、ワークをターンテーブルに

載せたりすることもでき、用途に合わせた柔軟なシステム構築が

可能です。

一般的な計測用ソフトウェアとのシームレス
な統合
レーザーレーダを直接制御するには、各種の大規模空間計測用ソフト	

ウェアソリューション、あるいはソフトウェアSDKが利用できます。	

Spatial	Analyzer、Polyworks、Metrologなどのソフトウェアはすべ	

て対応可能です。適応性が高く、新しいソフトウェアの操作を新たに

習得する必要がないため、お好きなソフトウェアを利用することで、

レーザーレーダの長所を余すところなく活用できます。レーザーレー

ダは、搬送が容易で場所を取らないキャビネットに収めた状態で、高性

能PCと周囲機器を付属して納入されます。

自動車組立工場では、製造工程全体を通して、継続的に品質をモニターすることの重要性が高まっています。
レーザーレーダは、CMMをはじめとする既存の自動車製造用計測システムでは補えなかった部分もカバーできる、
優れた計測ツールです。

レーザーレーダを6軸ロボットに接続し、そのロボットがレール上を走行するよう

な事例では、まず、複数のツーリングボールを治具あるいはワークに設置し、基

準座標系を設定します。レーザーレーダがポジションを変えるごとにそのツーリ

ングボールを計測。座標系を合わせたのち、各部の計測を行います。

ロボットの位置決め誤差の影響を受けない、絶対座標系基準の計測が可能で

あるため、従来の接触式三次元測定機に匹敵する精度を確保したうえで、

レーザーの特性を活かした非接触高速測定で、スループットの大幅な向上を

実現します。スタンドオフが極めて大きく、ワークとの干渉を心配する必要も

皆無なため、CADを読み込めば非常に短時間のうちにプログラミングを完了

することが可能です。また、ロボットをベースとしていることで特別な基礎工

事も不要。モデルチェンジなどの際でも、レイアウト変更にきわめて柔軟に

対応できます。

生産現場での使用を強力にサポートするため、MV331/351シリーズでは

標準タイプに加えて次の2つのタイプをラインナップしています。

●HSタイプ（高速タイプ）
インライン計測も視野に入れ、計測スピードをさらに向上させたタイプです。

各モデル共通ですが、防塵用のエアフィルタの交換が容易にできるようになっ

ています。

●p HSタイプ（高速防塵タイプ）
計測スピードについてはHSタイプと同じです。さらなる防塵のために、内圧

を高めて外部からの埃塵の侵入を防ぐ正圧機構を搭載したモデルです。	

（注：MV351での設定はありません）

非接触レーザースキャニングにより、従来の接触式三次元計測機
と比べてはるかに高速で形状や位置が計測できます。

交換式MERV13エアフィルタ
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レーザーレーダは、非接触自動検査用の多機能計

測システムです。旅客ドアから航空機全体まで幅広

いサイズの被計測物に対して、ターゲットを設けず

に使用できます。 

人員の削減、スループットの改善、計測の再現性向

上により、従来のCMMやレーザートラッカー、写真

測量システムなどの限界を超えた活用が可能です。

現在、幅広い航空宇宙用途で使用され、コスト低減

と品質改善を実現しています。

2

5
3

4

レーザーレーダの活用例［航空機］

6

エンジン
ナセル、スラストリバーサー、パネルなどの検査

に使用します。こうした部品の表面上の数万

ポイントにおよぶ点のデータを自動的に収集

することが可能です。作業員や梯子を準備する

必要もなく、品質を改善するとともに労力を

削減します。

2

バレルセクション
大型のバレルセクションを工場で、そして接合

ステーションでも検査します。レーザーレーダ

は、バレルセクションの嵌合を最適化するため

のデータを提供。これにより、航空機製造

メーカーはよりまっすぐで効率的な航空機を

製造することができます。

3

主翼の胴体への接合
主翼の根元部分と本体側面部の接合位置との相対位置を

レーザーレーダでスキャンします。このデータは、主翼と

本体側面とを仮想的に嵌合するために使用されます。これ

により、接合の前にシムパックを取り付けることができ、さら

に正確な嵌合と最適な航空機の対称性を確保するため、

主翼の相対位置を自動接合装置にフィードバックします。

5 主翼／フラップ／テールフィン
航空機の構造部をコンポジット材料で製造するケースの増加に

伴い、部品の嵌合の許容誤差を改善する必要性がさらに高まってい

ます。ウィングリブ、スキン、その他の管理表面が取り付けられるで

あろう状態での計測にレーザーレーダを使用することで、それぞれ

の組立を理想的な状態にするために最適なシムを取り付けることが

できます。

4

1 金型およびツーリング
コンポジットやその他のタイプの

部品の成型に使用される金型を素早

く自動的に検査することで、最初か

ら正しい部品を製作することができ

ます。

飛行制御表面 
飛行制御表面を取り付ける間に

レーザーレーダでスキャンをして、適

切なアラインメントと最高の空気力

学的性能を確保します。
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主な仕様
MV331 MV331 HS MV331p HS MV351 HS

計測範囲 30 m 30 m 30 m 50 m

計測速度

スキャン* 2,000点／秒 2,000点／秒 2,000点／秒 2,000点／秒

サーフェスポイント 0.5秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒

ツーリングボール 7秒 2秒 2秒 2秒

形状（穴）　 20秒 2.2秒 2.2秒 2.2秒

環境対策 交換式フィルター 交換式フィルター
交換式フィルター＋

加圧空気用アタッチメント
交換式フィルター

設計特長 コスト効率 性能重視 インラインでの連続運転 広い計測範囲

* 計測速度は穴のサイズおよび設定に依存します。

レーザー
測定用レーザー　　　　（赤外） ポインティング用レーザー　　　（赤色）

波長 1,550 nm 700 nm

出力 <10 mW <1.0 mW

IECクラス クラス1 クラス2

環境
運転 保管

温度 5℃～40℃ −10℃～60℃

高度 −400～3,000 m −400～11,000 m

湿度 10 ～90％(結露なきこと)

距離計測性能

計測精度（2σ） 10 μm＋2.5 μm/m

最大データレート 4,000点／秒

動作範囲
MV331： 2～30 m 

MV351： 2～50 m

角度計測性能

方位角不確定性　（2σ） 6.8 μm/m

仰角不確定性　（2σ） 6.8 μm/m

方位角動作範囲 ± 180°

仰角動作範囲 ± 45°

組合せ3D不確かさ

範囲（m） 2 5 10 15 20 30

2σ体積計測不確かさ（μm） 24 53 102 152 201 301

*ツーリングボールターゲットグレードは 25 以下。

*レーザーレーダは、安定した環境で校正・運転が必要です。

クラス1、2レーザー製品

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/




