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AGENDA

InventorとFusion 360ユーザーのための

リバースエンジニアリング

～ CAD図面のない複雑な形状の部品製

作を簡易に実現する手法のご紹介～



リバースエンジニアリングに
おける課題



専門家による調査
レポートでの結果：

• 25%の人が、リバースエンジニア
リングのための3Dスキャンに苦労
していると感じています。

•

• さらに、19%の人がスキャン後の

ソフトウェアでのデータ処理がう
まくいかないと回答しています



準備

• 対象物の設置

• スキャナーを

通電する

• スキャナーの
パラメーター

を設定

スキャン

• 対象物をス

キャン

• 取得データの

確認・編集

データの保存

• 取得データの

保存

• STLデータの

保存

• 点群データの

保存

スキャニングの典型的なワークフロー



温度
湿度

対象物や機材の
セットアップ

周囲の
振動

作業者の
熟練度

作業現場での計測の精度に悪影響を与える要因

作業現場での3Dスキャニングにおける課題



４

照明の影響
太陽光の影響

工場内設備による影響

フォークリフト走行による影響

温度、湿度、粉塵による影響

作業員の往来による影響



対象物の準備



Portability

Portability

1st

GENERATION

2nd

GENERATION

3rd

GENERATION

Portability Ease of use

Accuracy
on shop floor

Ease of use

Accuracy
on shop floor

Ease of use

Accuracy
on shop floor

Cost $$$$

Cost $$$

Cost $$



3次元の形状を抽出

3次元寸法情報を抽出

寸法精度を設定

3次元デジタイザー 3次元測定器

3次元の形状を抽出

3次元寸法情報を抽出

寸法精度を設定

精度証明書有り

3D スキャナーとは？



鋳造製品の測定（リバースエンジニアリング）

測定データはStl形式

要素を抽出しCAD化

データ全体のCAD化



3Dスキャンデータの3D CADデータ化における課題

＜スキャンデータのメッシュ生成とエンティティ化作業＞

不要な部分を除去したクリーンなポリゴンメッシュデータを用意するのに手間暇がかかる

プレーンやシリンダー形状などのエンティティ形状の抽出がうまくいかない

＜3D CADソフトでのモデリング作業＞

業界標準の3D CADソフトへのデータの移行がうまくいかない

CADソフト上でのエンティティの分割や結合が思うように出来ない

Boolean機能を活用して3D図面の仕上げを行う段階で手間取る



ソリューションのご紹介

リバースエンジニアリング
ワークフロー







































VIDEO



フローの実例２：

peel 3d と Fusion 360の場合















適切な３Dスキャニング技術の評価と採用が重要です。

▪ 迅速で精度の高いスキャニングが可能な3Dスキャナーを使用する

▪ 簡易な準備作業で無駄な時間を省けば、作業現場でのデータ取得が容易に

▪ 簡単なスキャニング作業であれば、専門の測定技師でなく設計者でも作業可能

▪ 高い空間分解能で、高速／非接触なスキャニングによる分析品質の向上を実現

▪ レポートツールによるトレーサビリティを確保

▪ メッシュの自動生成でスキャン後のデータ処理を簡略化

作業時間を短縮 現場ですぐにスキャン メッシュを自動生成

作業現場での迅速な作業と、スムーズなリバースエンジニアリングを実現



リバースエンジニアリング
ワークフロー
まとめ



CreaformとAutodeskによる、確実で無理のない
高品質なリバースエンジニアリング工程の構築

ポータブルスキャナー リバースエンジニアリングソフト 業界標準の3D CADソフトウェア

VXmodel: 

SCAN-TO-CAD 

SOFTWARE MODULE

HandySCAN 3D

peel 3d Fusion 360

Inventor



Creaform 

スキャナーソフト
から直接起動

読み込んだ

Solid Entityを

確実に完成

産業機械に最適な

3D設計CADソフト

精度

ポータビリティ

測定速度

容易な操作性

業界標準の高品質なソリューションで
革新的な業務フローの実現が可能に
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（配布資料用）



AMETEK株式会社
クレアフォーム事業部のご紹介



15 主要都市に事務所を開設 12 カ国に事業を展開

カナダ Lévis, Laval • 米国 Houston, Irvine • ブラジル São Paulo •フランス Grenoble

ドイツ Stuttgart •スペイン Barcelona •イタリア Milan •中国 Shanghai •日本（東京、成田、名古屋、大阪）
タイ Bangkok • 韓国 Suwon • シンガポール

本社所在地
Lévis, QC Canada



+35 の新製品をリリース19年の間、イノベーションを継続

３D測定市場をリードし

イノベーションを起こし続ける企業文化

+
+



Creaform製 HandySCAN 3Dによる高精度で簡易な作業

▪ 0.025mmの精度

▪ 0.020mm + 0.040mm/mの容積精度

▪ 毎秒1 300 000 回の測定

▪ 高精度な計測を実現する空間分解能の高さ

▪ 通常、パウダーなしの計測が可能

▪ 2 分以内にセットアップ

0.025 mmの
精度

ISO 17025

認定
十分なスキャン
対象サイズ

数秒でスキャ
ン結果から

メッシュを生
成

特許技術 成田での修理と
校正をご提供



メッシュ編集と
検査用のソフトウェア

プローブ

ポータブル
3Dスキャナー

フォトグラメトリ

自動品質検査用
3D スキャニング
ソリューション


