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近年、ものづくり現場において、デジタルデータを活用して効率化する試みがデジタルエンジニ

アリングとして取り組まれている。こうした動向に対し、産業技術総合研究所では公設試験研究機関

や産総研が保有する3Dプリンタ、3Dスキャナ及びこれらに関する知見を深め、更なるクローズドル

ープエンジニアリングの高度化を目指すプロジェクト（3D2プロジェクト）を2015年に立ち上げ、昨年

度からは引き続き新たに 3D3 プロジェクトとして活動に取り組んでいる。当センターにおいても 3D

プリンタ及び 3D スキャナに関する技術向上及び技術的知見の情報共有を目的として本プロジェク

トに参画したので、その取り組みについて報告する。 

 

１ はじめに 

機械加工業界をはじめとする製造業において、三次

元データを使って器物造形を行う 3D プリンタや、器物

をスキャンすることで三次元データを所得する 3D スキ

ャナに関心が高まっており、製品の設計、製造、検査な

ど一連の工程の効率化が求められている。こうした状況

の中、国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下、

産総研）では 2015年に「3Dスキャナと 3Dプリンタの連

携によるクローズドループエンジニアリングの実証」

（3D2プロジェクト）を立ち上げた。さらに 2016 年からは

さらなる高度化を目指し、「3D 計測エボリューション」

（3D3 プロジェクト）を立ち上げ、継続し、公設試験研究

機関と連携し、研究活動に取り組んでいる。当センター

も 3D プリンタ及び 3D スキャナに関する技術向上及び

技術的知見の情報共有を目的とし、本プロジェクトに参

加している。 

今年度の活動では、造型機物補正データ所得方法

と補正方法を検証する全体課題と、造形誤差について

要因ごとの影響を検証する地域課題の二つの研究課

題を実施した。本報では、これらの課題の実施結果に

ついて報告する。また、本プロジェクトの実施にあたり、

運営協議会が設置され、ガイドライン(1、2)が作成された。

造形及び測定はこのガイドラインに基づき行った。 

２ 造形方法 

２．１ 造形に使用した装置 

器物はインクジェット方式樹脂積層 3D プリンタ

ProJet3510 HD Plus（3Dシステムズ社）で造形を行った。

造形材料にはアクリル系樹脂である VisJet M3 Navy を

使用した。 

また、造形は解像度 750×750×890 DPI（X、 Y、 

Z）、積層ピッチ 0.029 mmのUHDモードで行った。  

２．２ 全体課題の造形 

器物の造形配置は、図 1のとおりに配置し、造形を行

った。 

 

図 1 器物の造形配置 

造形終了後、冷温保管庫で 20 分ほど冷やした器物

を造形台から取り外した。取り外した器物は 63 ℃の恒

温槽内で加熱して、サポート材を溶かした後、60 ℃の
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植物油が入った超音波洗浄機に入れて、超音波洗浄

を行った。洗浄後、中性洗剤と温水で器物をすすぎ、

油分を洗い流した後、自然乾燥させて、完成とした。 

２．３ 地域課題の造形 

器物の配置は、運営協議会が推奨する組み合わせ

のとおり姿勢を変え、3回に分け、計 24個の造形を行っ

た。図 2に造形１回目の配置例を示す。 

 

図 2 器物の造形配置の例（造形 1回目） 

造形終了後、全体課題と同様に処理を行った。 

造形 1回目におけるサポート材除去後の造形器物の

様子を図 3に示す。 

 

図 3 造形器物（地域課題） 

３ 測定方法 

３．１ 測定に使用した装置 

器物の測定は、汎用測定、接触式測定、非接触測定

に分け行った。 

汎用測定には、球間距離の計測に 25 - 50 mm及び

50 – 75 mmのマイクロメータ（（株）ミツトヨ）を使用した。

また、各球の直径を測定するために0 – 25 mmのマイク

ロメータ（（株）ミツトヨ）を使用した。 

接触式測定には、三次元測定機 STRATO-Apex 

9166（（株）ミツトヨ）を使用した。 

非接触式測定には、三次元測定機用ラインレーザプ

ローブである Surface Measure 606 及び三次元測定機

STRATO-Apex9166（共に（株）ミツトヨ）を使用した。 

なお、本装置は回転式プローブヘッド PH-10MQ を

備えており、器物を固定したまま複数の角度から器物を

スキャンすることができる。 

また、測定データの処理・解析には、本装置付属の

制御・データ処理装置である MSURF ver.4.002 を使用

した。ただし、真球度のみ、CT データの解析ソフト VG 

Studio MAX 2.2（ボリューム・グラフィックス社）で計算を

行った。 

３．２ 全体課題の測定方法 

測定は 20℃の環境下で、器物を固定し、校正済みの

マイクロメータを用い行った。測定箇所は各球の球直径、

隣り合う球の球間最大距離及び面対角の球間最大距

離を測定した。測定誤差を少なくするために同一測定

箇所で3回の測定を行い、その平均値を測定値とした。

また、測定者による誤差検証のため、5人の測定者で同

一条件の下測定を行った。図 4に測定風景を示す。 

 

図 4 マイクロメータでの汎用測定風景 

汎用測定に加え、CMM による接触式測定を行

い、汎用測定との比較を行った。器物の球測定は、

JIS B7440-5 (2003) 6.2.4.4を参照し、25点での測

定を行った。  

３．３ 地域課題の測定方法 

器物の測定は、器物を治具の上に置き、できる

だけ多くのデータを所得できるようにプローブ

の向きを変え、複数方向からスキャンし、点群デ

ータを所得した。また、接触式測定により、造形

1回目領域 A姿勢 1の器物を参照固体として測定

し、校正値の付与を行った。これにより、固体毎

の偏差のみに注目することで測定誤差を大幅に

低減し、その上で造形誤差について要因ごとに影

響を検証した。 



取得した点群データは、MSURF にてフィルタ処理し

た後に平滑化（スムージング）処理し、分散分析をかけ

ることで要因ごとの検証を行った。ここで検証した造形

誤差要因は、造形の繰り返し性、造形時の造形領域に

おける造形位置の影響、造形姿勢による影響である。 

４ 測定結果及び考察 

４．１ 全体課題 

 図 5に汎用測定で隣り合う 2つの球の最大距離の測

定を測定者 1～5が順に測定を行った結果を示す。5人

の測定結果を比較すると、個人の熟練度の差からか最

大で 0.1 mmの差があった。 

 次に汎用測定結果と CMM測定で測定値に差が出て

いるのかを検証するため比較測定を行った。図 6 に汎

用測定及び CMM 測定で測定した隣り合う 2つの球の

最大距離を、図 7に汎用測定及び CMM測定で測定し

た A、B、C面の対角にある 2つの球の最大距離を、図

8に汎用測定及びCMM測定で測定した球直径を示す。

図 6から汎用測定よりもCMM測定の方が小さい測定値

となる結果となった。また、下面（S111-S211-S121-S221）

における球の最大距離に比べて上面（S112-S212-S122 

-S222）における球の最大距離の方が小さくなった。図 7

より A 面及び B面に比べ C面における対角の球最大

距離の測定値が大きくなる結果であった。球直径は、図

8 より造形方向で上面よりも下面の球の方が大きく出力

されていた。 

 汎用測定は CMM測定に比べると測定値大小の傾向

が一致していたが、結果にばらつきが大きかった。

CMMでの測定結果を見ると、Z+方向に行くほどXY面

の大きさが収縮していくことが分かった。 

 

図 5 汎用測定による個人差 

 

図 6 隣り合う 2つの球の最大距離 

 

図 7 面対角にある 2つの球の最大距離 

 

図 8 球直径 

４．２ 地域課題 

 参照器物と 23個の器物を比較測定し、分散分析をか

け、それぞれ繰り返し造形誤差、造形位置誤差及び造

形姿勢誤差に分け検証を行った。 

 図 9 に繰り返し造形誤差、図 10に造形位置誤差、図

11に造形姿勢誤差の測定結果を示す。 

 繰り返し造形誤差については、各領域の姿勢 1 の器

物を比較した。また、造形位置誤差では各姿勢の領域

による差を比較した。個体ごとで若干のばらつきはあっ

たものの、図 9及び図 10より、繰り返し造形誤差及び造

形位置誤差は最大で倍率誤差 0.0004、角度誤差



0.0004rad 程度と小さかったが、全体の傾向としては一

致しなかった。 

 造形姿勢による誤差は、各領域における姿勢による

差を比較した。図 11より、繰り返し造形誤差及び造形位

置誤差に比べ造形姿勢誤差の影響が大きく出ているこ

とが分かった。これは各姿勢で造形方向が変わってい

ることが大きな要因であると考えられる。そのため、造形

方向が同じである姿勢 1と姿勢 4は似た傾向を示した。 

５ まとめ 

本プロジェクトに参加し、造形方法や測定方法につ

いて考え直す良い機会になった。マイクロメータの校正

方法や、造形物内部構造の違いによる造形精度の差

等、新たな知見を得ることができた。また、他公設試験

研究機関やオブザーバ企業との交流が持てたことで、

様々な情報を得ることができた。今回得られた情報は

今後の技術支援で活用することができる。 
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図 9 繰り返し造形誤差 

 

図 10 造形位置誤差 

 

図 11 造形姿勢誤差 

 

 

 

 

 


