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全身撮影用スキャナー「MS-2000N」のご紹介 

活用事例の紹介 

レジメ 



システム概要と特長 

 スキャン時間が早い 
一般的なハンディースキャナーは10~15分程度静止した
状態で撮影が行われますが、このシステムは、回転テーブ

ルの上に30秒間 静止しているだけで撮影ができます。 

高品質／高解像度 
KINECTセンサーを使ったシステムと比べて高品質で
高解像度 の３Ｄ撮影が実現できます。 

省スペース 
大規模撮影システムでは、広大なスペースが必要ですが、

このシステムはわずか２×1mの省スペースで撮影が

できます。 

４台の高画質デジタル一眼レフカメラ使用 
独自の同時シャッターユニットでコントロール 
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機器構造とサイズ 

デジタル一眼カメラ 
高解像度一眼カメラを4台採用して、
全周囲100枚以上の画像を撮影して 
３Ｄデータを製作します。 

撮影用照明 
リタヴィフラット導光式平板照明を採用 
写真撮影に必要なムラの無い均一なライ
ティングを実現します。 

回転テーブル 
回転速度は自在に可変できる為、 
ゆっくり回せば、高精細化が可能。 

外装フレーム 
軽量アルミフレームで上下分割構造なので
イベント会場などへも簡単に持ち運べます 

380 
mm 

2420 
mm 

1040mm 
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システム仕様 

名称 仕様 数量 

撮影 
装置 

デジタル一眼カメラ •Nikon製 D5300（解像度：24Mピクセル） 
•18-55VRレンズセット 

４ 

撮影用照明 •ムトーエンジニアリング製 
•白色ＬＥＤ光源 
•２辺入光型導光方式 

４ 

同時シャッターユニット 
（オリジナル） 

•カメラ４台同時シャッター機能搭載 
•撮影間隔：0.5~2秒 
•撮影回数：20~70回 

１ 

回転テーブル •耐荷重：100kg 
•回転速度範囲：1~7rpm 
•外形：φ450×160mm 
•フットスイッチ付 

１ 

背景布 •青色（もしくは緑色） 
•スタンド付 

１ 

出力フォーマット OBJ, PLY, VRML, COLLADA, Universal 3D, FBX, 
3DS, PDF3D.  

- 

モデリング用パソコン 
（推奨スペック） 

•Windows7,8 64bit  

•CPU : Intel Core i-7 3.6GHz 
•GPU : GeForce GTX980 
•メモリ : 16GB 

- 

電源 AC100-240V、15A以下（モデリング用パソコン含まず） 

※上記以外にUSBケーブル×4本、高速SDHCカード×4枚、カメラクランプ×4台が必要です 
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システム価格（初期費用） 
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スキャン機材一式 モデリング 

内容物 

① 一眼レフカメラ 
② ACアダプター 
③ USBケーブル 
④ クランプヘッド 
⑤ 背景布(スタンド付） 
 

⑥ 高速SDHCカード 
⑦ 同時レリーズユニット 
⑧ 照明付きアルミフレーム 
⑨ 回転テーブル 

① モデリング用パソコン 
② グラフィックボード 
③ ペンタブレット 
④ 3Dモデル生成ソフト 
⑤ モデル修正ソフト 

販売 
価格 ¥1,800,000 ¥1,200,000～ 

「撮影~モデリング」に必要な機材一式 

￥3,000,000～（税別） 

※上記内容は最低限の動作を保証する仕様です。 
※設置料、技術支援料は別途調整要 
※データ転送の為、別途通信回線が必要です 
※2015年11月現在の価格 



人物スキャナー方式の比較 

スキャナー
方式 

ハンディー 
スキャナー 

Kinectセンサ 
大規模フォト 
スキャン 

当社 

価格 350万〜400万円 250万円 1500万円 300万円 

撮影時間 長い 
（10-15分） 

短い 
（50秒） 

瞬間 短い 
（30秒） 

モデリング

時間 
長い 

（3時間程度） 

短い 
（約15分） 

短-普通 
（15-60分） 

普通 
（60分） 

画質 △ 
1.3Mp 

△ 
VGA(680x480) 

○ 
16Mp~ 

◎ 
24Mp 

髪の毛 × ○ ○ ○ 

色再現性 △ △ ○ ○ 
スペース 1.5×1.5m 2×1m 5×5m 2×1m 
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撮影に関する制限事項 

撮影時は約30秒の静止をお願いします。撮影中、動いてしまう
と撮影できない場合があり。 

撮影できる被写体は、重量100kg、高さ50~200cm、直径
90cmに収まる範囲となります。 

眼鏡やサングラスは外した状態で撮影します。 

下記素材は撮影できない場合があります。 
【光が透過する素材】 レースやメッシュ、ファーなど 
【光が反射する素材】 アクセサリーや指輪などの貴金属、エナメル、 
   磨いた皮製品など 

下記のものは十分に表現されない可能性があります。 
 小さい柄や細かい模様、網目柄や模様、凹凸の激しい素材など 
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それでは実際スキャンしている 
映像をご覧ください！ 



サンプル集 
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サンプル集 
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サンプル集 
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サンプル集 
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サンプル集 
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フィギュアだけではありません！ 



リバースエンジニアリング例 
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リバースエンジニアリング例 
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CG・映像コンテンツ 



リバースエンジニアリング例 
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溶融金属積層造形物 ３Ｄデータ 

切削作業の効率化 

造形 仕上げ加工 
切削支援 

産業分野 



リバースエンジニアリング例 
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仕上げ加工前の 
工具干渉や切削確認への活用 

切削工具 

産業分野 



リバースエンジニアリング例 
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・ 損傷部の固定 
・ 障害再発防止のサポート 
・ 医療用教材・ 損傷部の修復 
・ 美容整形 

医療分野 



まとめ 

 スキャン時間が早い 

高品質／高解像度。 

省スペース 

４台の高画質デジタル一眼レフカメラ使用 
独自の同時シャッターユニットでコントロール 
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低価格 

リバースエンジニアリング用途にも
活用できる 



6月21日（火）－ 22日（水） 

 パシフィコ横浜 ＣＤホール 

展示会出展のご案内 



ご清聴ありがとうございました。 
ご質問などございましたら、 

お気軽にお声をおかけください。 

武藤工業株式会社 検索 


