
3次元検査測定システム

基本システム構成

①ラインレーザー
②３次元カメラ
③パソコンとソフトウェア（制御・処理）
④スライダーや搬送機器
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分
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能

3D 最大処理能力

カラー最大処理能力

3D とカラーの最大処理速度

準分解能カラースケール

3D 形状測定分解

インターフェイス

本体重量（レンズは含まない )

本体サイズ（mm）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電源電圧

消費電力

光学系

計測幅（mm）

計測高さピッチ（μm）

計測幅ピッチ（μm）

周囲温度

周囲湿度

設置場所

型　式 OLIVIA- XYZ

35,000　3D profiles/sec

13,000　RGB l i nes/sec

11,000　scans/sec

1,536画素

Gigab i t  E therne t

350g

125×52×52 ( L×W×H )

24 V DC±20%

7.0W

Cマウント　1インチ素子
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0～40℃

20～80％RH　結露のないこと

●引火性及び腐食性ガス・液体がないこと　●水、油、粉じんがかからないこと
●電気的ノイズ源が近くにないこと

1,536画素



測定条件の設定を行います。

測定器で撮影した画像を表示することで、

直観的な条件設定が可能です。

キャリブレーションを行います。

弊社独自の校正治具により、

簡単な手順で素早いキャリブレーションを

可能にしました。

3 次元測定で得られたデータの
処理を行います。

3次元データを最大限に活用する

多彩な機能を用意しました。

3 次元測定を行います。

取得したデータはリアルタイムに表示され、

瞬時に測定結果を確認できます。

Imageモード Cal ibrat ionモード

Resultモード Measurementモード

Imageモード Cal ibrat ionモード

Resultモード Measurementモード

OL IV IA -XYZ  の4つのモード

OLIVIA-XYZはあらゆる産業界の3次元測定ニーズにお応えします。

自動車業界 自動車部品検査 基　板 製品検査（製薬業界） 食品製造ライン 製缶業界

簡単な測定設定！ 高速な測定処理！
リアルタイムの形状検査！ 柔軟なカスタマイズ対応。



弊社独自の校正治具の開発に

より、校正治具をスライダー

で動かすだけの簡単な手順で

のキャリブレーションを実現

しました。

取得されたデータは測定とほぼ同時
に表示され、素早く測定データを確認
することができます。

　測定風景

データ表示
用途に合わせた表示方法により、詳細なデータ確認ができます。

高さコンター表示 輝度コンター表示 断面表示

3次元測定データを最大限に活用するための多彩な機能
OLIVIA-XYZでは、多様化する3次元測定のニーズにお応え出来るように、以下の機能を準備しました。

これらの機能により、測定準備からデータ処理までを一貫してOLIVIA-XYZのソフトウェアがサポートします。

測定条件
設定機能

キャリブレー
ション機能

3次元
測定機能

データ
処理機能

測定データの
合成機能

寸法
測定機能 検査機能 レポート機能

3次元測定の測定条件設定では、以下を設定する必要があります。

●測定器の位置決め
●測定器のピント・絞りの設定
●レーザーの位置決め
●測定対象物の位置決め
●スライダーやアクチュエイターなどの機器の設定
●測定パラメータの設定（シャッター間隔・露光時間など）

OL IV IA -XYZでは、これらの測定条件の直観的な設定が可能です。
また、測定器で画像を撮影し、リアルタイムに画面に表示することで、
測定条件の視覚的な確認が可能です。

●測定条件設定機能1

1 2 3 4 5 6 7 8

●キャリブレーション機能2

●3次元測定機能3

3次元データの
リアルタイム表示

キャリブレーション風景 校正治具



合成前 合成後

●インパルスノイズ除去
ハレーション等によって瞬間的に生じる
ノイズを自動認識し、除去します。

●フィルタリング
測定データの平滑化を行います。

様々な用途に対応するための寸法測定ツールを用意しました。
これにより、実物では測定困難だった寸法測定も、3次元データ上では容易に測定できます。

２点間距離 段差 傾き 角度

２点間距離 段差 直径

3点間角度 2平面間角度

最大高さ 平均高さ 曲率

測定時には、ノイズや振動など、様々な要因によりデータのずれが生じます。
OLIV IA -XYZでは、多彩なデータ補正機能により、これらを簡単に修正できます。

●プロファイル振動補正

測定時の振動によって生じる、
測定データ上の段差を補正します。

測定データ同士の位置関係を調整し、適正な位置に移動させます。
これにより、複数の測定データを統一的に扱うことができます。

●データ補正機能4

●測定データの合成機能5

●寸法測定機能6

断　面

3次元データ



マスターデータ

差分コンター表示

測定データとマスターデータの重ね合わせ

測定データ

傷の抽出、強調表示

テーラードブランクのひけ量測定

基板など平面的なもの 軸物など直線的なものギアなど回転体に近い形状のもの

溶接部のひけ

3次元データ（高さコンター表示）

A－A’断面表示（段差測定）

エンジンブロック加工面の傷検査

加工面の傷 A-A’断面表示

3次元データ（高さコンター表示）

OK品と比較して差分を評価すること
で、表面傷の検出を定量的に行うことが
できます。検出された傷は強調表示さ
れ、視覚的に傷の位置を把握できます。
また、傷の長さや面積など多様な判定
条件により、さまざまなタイプの傷検出
に対応できます。

OLIVIA-XYZは以下のような物の測定に最適です。

テーラードブランクの溶接部における、ひ
け量の高さ測定を行います。最下部と最
上部の段差を測定することにより、定量
的に高さを測ることができます。

対象物が大きい場合は、
カメラ側を動かすことも可能です。

加工面を測定し、表面傷や欠け等を検
知します。対象物が大きくても、特定の
一部のみを検査することで測定精度を
高く保つことが可能です。

A’

A

●検査機能7



カムシャフトの巣穴検査

巣　穴

3次元データ　巣穴部拡大（傷強調表示）A-A’断面表示

複数台数のカメラを使用して、様々な

角度から3次元データを取得できます。

3次元データ（高さコンター表示） 断面表示（曲率測定）

3次元データ（高さコンター表示）

マスターデータ

BGAパッケージの寸法を測定します。

バンプの直径、高さ等の寸法測定が可能です。

３次元データ バンプ拡大
（直径測定）

３次元データ
（高さコンター表示）

3次元データ
（高さコンター表示）

A－A’断面表示（高さ測定）

A－A’断面表示

ギアの歯形状検査

バルブボディの鋳巣検査

BGAパッケージのバンプ形状測定

基板のコプラナリティ測量

表面の巣穴を検知します。

測定データにおける表面の

ノイズとうねりを取り除く

データ処理を行い、傷部分

の強調表示を行います。

回転させながら測定することで、ギアなどの回転体に近い形状の測定が可能です。また、ギア歯のR寸法測定

は、実物では困難ですが、3次元データ上では容易に測定できます。

バルブボディの鋳巣を検知します。OK
品との比較をすることで、表面傷や鋳
巣を抽出し、良否判定を行います。

基板全体のコプラナリティ（反

り）を測定します。高さコン

ターにより、反りの方向や凹凸

が視覚的に把握できます。

3次元データ（高さコンター表示）

A’

A

3次元データ（傷強調表示）

A’
A

測定風景

3次元データ（傷強調表示）


