
鋳造の品質管理
ボリュームグラフィックスのソフトウェアでできること



金型からパーツま
ですべてを管理
ボリュームグラフィックスのソフトウェアででき
ること

安全関連コンポーネントを検査するときは細部が重要
です。鋳型から鋳造部品、部品設計から検査まで。ボリュ
ームグラフィックスのソフトウェアはお客様に気づきを
提供し、鋳造部品の品質改善への絶え間ない挑戦や、効
率的なワークフローの確立を可能にします。ソフトウェ
アは、最新のコンピュータトモグラフィー（CT）技術によ
って提供されたデータ上で実行されます。 

ボリュームグラフィックスのソフトウェアを使用すると、
鋳型によるものか、鋳造プロセスによるものかにかかわ
らず、最も重大な鋳造欠陥を迅速かつ簡単に、また驚く
ほど正確に特定できます。どれほど複雑な形状であっ
ても、ボリュームグラフィックス製品を使用すれば、プロ
セスを確認し、鋳造部品を正確に検査することができま
す。

CTを使用する理由
3D検査の最も先進的なテクノロジー

どのような製品であるかにかかわらず、CTスキャンは、
ボリュームグラフィックスのソフトウェアのデータ分析お
よび視覚化機能と組み合わせると、品質保証と競争力
のある製品のお客様への供給に関する最終決定を下し
ます。CT再構成によって、大量の2D X線画像から完全な
3Dでのコンポーネントが生成されるため、CTを使用す
ることで、コンポーネントの外部および内部構造と材料
特性についての複雑な疑問に答えることができます。CT
スキャンのプロセスは、高速、高感度、高信頼性、非接
触、非破壊です。試作から生産現場でのインライン検査
に至るまで、あらゆる製造段階で適用いただけます。完
全統合型のCT再構成機能を備えたボリュームグラフィ
ックス製品は、ソフトウェアの包括的な解析と測定機能
へのシームレスな接続を提供します。 

また、ソフトウェアは異なる製造業者によるさまざまな
CTシステムでも同様に機能します。主要なCTシステム
のほとんどにボリュームグラフィックスのソフトウェアが
搭載されています。お客様をグローバルに支援するため
に、ボリュームグラフィックスは全世界で販売店ネットワ
ークを充実させています。

QRコードをスキ
ャンして詳細を
ご確認ください

https://www.volumegraphics.com/jp/products/distribution.html?utm_source=qrcode&utm_medium=qrcode&utm_campaign=castingbrochureqrcode


市場におけるリーダーシップの確立 

市場調査およびコンサルティングの大手企業である
Frost & Sullivanによる独自調査で、ボリュームグラフィ
ックスはCTソフトウェア分野において2017年に市場シ
ェア80％を占めるマーケットリーダーとして認められま
した。ボリュームグラフィックスは、「総合的性能」「CTシ
ステム市場が着実に発展していくための貢献」「ユーザ
ーのニーズについての理解」により、Frost & Sullivan’s 
2018 Market Leadership Award*を受賞しました。

* �出典： 
Frost & Sullivan Award 
受賞の詳細について 
volumegraphics.com/en/frost

信頼できる経験と
知識
ボリュームグラフィックスのソフトウェアを選択すれ
ば、20年以上にわたって培われた、非破壊検査と計測を
目的とするソフトウェア開発の経験を活用することがで
きます。近年では、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス
などの幅広いグローバル産業で、製品の開発と生産に
おける品質保証のため、ボリュームグラフィックスのソフ
トウェアが使用されています。成長し続けるこれらの産
業では、ボリュームグラフィックスのソフトウェアが選ば
れています。

世界中のお客様が、ボリュームグラフィックスに信頼を
寄せています。多くの気づきをもたらすソフトウェアだけ
ではなく、包括的なコンサルティング、サポート、トレー
ニングも支持される理由です。ボリュームグラフィックス
は、信頼性の高い結果からより優れた製品を作る能力
を、お客様に提供します。 

ボリュームグラフィックスユーザーに加わりましょう

http://volumegraphics.com/en/frost


設計値/実測値比較
VGSTUDIO MAXを使用してスキャンした鋳造部品と
CADデータの比較：鋳物の欠落した領域または注がれ
ていない領域の、鋳物のシンクマークとコールドフロー
の問題、また将来的な金型の摩耗にについて収縮挙動
と反りの迅速な検出と評価を行います。色分けされた形
状比較により、偏差を可視化し結果がわかりやすくなり
ます。手動、自動、またはルールベースの注釈は、ローカ
ルのポイントベースまたは領域ベースの情報を提供し
ます。例えば、3つの最大の逸脱領域または特定の数の
事前定義されたポイントを特定します。

寸法計測
寸法偏差は、鋳造を含むすべての製品における一般的
な問題です。VGSTUDIO MAXを使用すると、幾何要素を
フィッティングし、幾何要素と許容値を作成するこ
とができます。例えば、内部ジオメトリと非表
示ジオメトリも迅速かつ非破壊で測定でき
るため、物理的な座標測定機などに含ま
れるすべての機能が提供されます。 

肉厚解析
異なる肉厚、特に肉厚の大きなジャンプは、金型キャビ
ティ内の溶融樹脂の流動および凝固挙動、ならびに誘
発された応力、量、位置、および形状を含む収縮挙動や
気孔率など、鋳造物の全体的な機械的および物理的特
性に大きな影響を及ぼします。

VGSTUDIO MAXを使用すると、鋳造物の実際の肉厚を
測定できるため、材料の蓄積など、潜在的な問題領域へ
の気づきが得られます。平行な面だけでなく、曲面や分
岐面の肉厚や壁の距離を自動的に測定できます。 

金型修正
鋳型が鋳造コンポーネントの幾何偏差の原因となって
いることはよくあります。VGSTUDIO MAXを使用すると、
シームレスなデジタルワークフローを使用し、より短い
反復回数で鋳造ツールを修正できます。サンプルパーツ
のスキャンを使用し、鋳型に必要な変更を正確に測定し
ます。新しく計算されたサーフェスに関する情報を、CAD
オブジェクトとして迅速かつ簡単に出力します。そうする
ことで最適化されたパーツまたは鋳型をほんの数ステ
ップで作成します。

包括的なツールボックス
測定、検査、シミュレーション、すべてを一つのソフトウェアで実現

ボリュームグラフィックスは部品設計から自動検査まで、鋳造部品の製造サイクルにおい
て、CTに基づいた品質保証に必要なツールを提供します。これには、寸法計測と幾何公差判
定、金型キャビティの修正、肉厚解析、設計値／実測値比較、欠陥/介在物解析、仮想機械加
工、応力シミュレーションが含まれます。



欠陥/介在物解析
鋳造の最終製品に、空隙、亀裂のような課題はつきもの
です。VGSTUDIO MAXを使用すると、品質の低いデータ
においても、空隙や亀裂といった鋳造物の不連続性を検
知し、そのサイズや形状を特定することができます。また、
局所的な肉厚に対する欠陥のサイズを計算することも
可能です。球形度、稠密度、表面からの距離といったプロ
パティで結果をフィルタリングすると、空気やガスの巻き
込み、収縮空洞など、空隙の形成メカニズムを識別でき
るようになります。公差判定基準は、コンポーネントのさ
まざまな領域にも適用できます。 

P 201、P 202、P203解析 

自動車業界ではポロシティ検出に特別なルールが採用さ
れています。アドバンスト欠陥/介在物解析モジュールは、
鋳造部品の評価を簡単に理解および再現できるようにす
るために、欠陥解析の3つの最も重要なガイドラインをサ
ポートします。BDGリファレンスシートP201、P 202、およ
びP203。

VDG仕様P201（VW 50097）およびBDGリファレンスシー
トP 202（VW 50093）は、製品を切断し顕微鏡で解析する
という従来の手法を、デジタルで完全な非破壊検査を提
供します。BDGリファレンスシートP 203では、VDG-P 201
およびBDG-P202を3Dに拡張するだけでなく、自由形式
の領域を使用することにより、機能的に関連するパーツ領
域の特定の評価にさらに焦点を当てています。

欠陥シミュレーションの効果 

幾何的な欠陥や空隙は、鋳造部品の機械的強度に影
響する可能性があります。VGSTUDIO MAXを使用する
と、CTスキャンモデルに負荷や制限を適用したり、幾何
的欠陥や空隙によって発生する応力集中をシミュレーシ
ョンし可視化することができるようになります。ボリュー
ムメッシュの生成やシミュレーションの経験は不要です。
また、慣れ親しんだVGSTUDIO MAXのソフトウェア環境
を離れる必要もありません。

FEA（有限要素解析）またはFAT（疲労シミュレーション）
は、その特性と欠陥の静的解析では表示されない鋳造
の側面を明らかにします。サードパーティソフトウェアで
のシミュレーションでは、VG STUDIO MAXで鋳造の実際
の形状と内部の不連続性を考慮して表す高品質の四面
体ボリュームメッシュをすばやく作成できます。

幾何学的情報の損失は、介在する表面メッシュの省略に
よって回避され、同時に多くの時間を節約します。生成さ
れたボリュームメッシュの各セルには、欠陥解析からの
データなど、シミュレーション関連の情報を読み込むこと
ができます。



仮想機械加工 

表面付近に欠陥があると、その後の鋳物の機械加工
に重大な影響を及ぼす可能性があります。だからこそ
VGSTUDIO MAXは、実際のパーツ加工前に、加工中に
空隙が切断されるかどうかを表示します（製品のCADフ
ァイルが必要）。

QRコードをスキャンして
詳細をご確認ください

製造における自動検査
生産現場においては、可能な限り包括的に、直接製品を
検査することが重要になってきています。VGinLINEを使
用すると、鋳造部品の品質管理プロセス（ツールキャビテ
ィマーカーの自動認知を含む）を半自動または完全自動
にすることが可能です。CTデータの再構成から検査、レ
ポート、手動レビューまで、すべての検査プロセスをカバ
ーします。

補助システムへの接続 

鋳造部品の品質管理プロセスは、半自動または完全自
動化できるだけではありません。また、標準のファイル形
式を介して、統計、ERP、MESソフトウェアなどの補助シス
テムに接続することもできます。CT結果を品質管理また
は統計的プロセス制御ソフトウェアに一元的に保存する
には、広く利用されているQ-DASデータ交換形式を使用
して特定の解析結果を書き出します。

https://www.volumegraphics.com/en/solutions/casting.html?utm_source=qrcode&utm_medium=qrcode&utm_campaign=castingbrochureqrcode


QRコードをスキャンし
てパンフレットをダウ
ンロードしてください  

関連製品
�> VGSTUDIO MAX
�> VGSTUDIO MAX幾何形状プラス2パック
�> 座標計測モジュール
�> 肉厚解析モジュール
�> 設計値／実測値比較モジュール
�> ジオメトリ補正
�> （アドバンスド）欠陥/介在物解析モジュール
�> メカニカルシミュレーション
�> VGinLINE

詳細
詳細はwww.volumegraphics.com/castingをご覧
いただくかQRコードをスキャンしてください。 

証明済み
�> 品質の低いデータからも重大な鋳造欠陥（空隙、亀
裂など）を確実に検出

�> 何千ものユーザーによって証明された鋳造の実績
�> フォルクスワーゲンによって承認されたBDGリファ
レンスシートP 202/P 201の実装

�> 産業用X線コンピュータ断層撮影（CT）を使用した
ポロシティ解析および評価のBDGリファレンスシー
トP 203に沿った、P 203機能の実装

�> シミュレーションされた空隙率を検証するための鋳
造シミュレーションアプリケーションにつながるイ
ンターフェイスCTスキャンで検出された実際の気
孔率

有益性
�> 関連性のある空隙（例：サイズ、形状、表面からの距
離など）をユーザー定義でフィルタリング

�> BDGリファレンスシートP203によるキーを使用し
た、使いやすく直感的な欠陥解析機能

�> 公差判定の基準を、さまざまな領域のコンポーネン
トに適用

�> 局所的な肉厚に対する空隙のサイズを計算
�> 仮想機械加工で加工パーツの表面の欠陥を確認
�> 直接CTスキャンの応力をシミュレーションし、機械
強度における欠陥の効果を測定

包括的
�> 欠陥/介在物解析、肉厚解析、幾何公差、金型キャビ
ティ修正といった包括的な機能範囲を一つのソフト
ウェアで実現

�> ラボにおける手動および半自動解析から、人による
最終承認レビューを含む製造の完全自動品質保証
へシームレスに移行

ボリュームグラフィックスの優位性
証明済みの包括的なツールが有益な結果を提供

http://www.volumegraphics.com/casting
https://www.volumegraphics.com/en/products/brochure-download.html?utm_source=qrcode&utm_medium=qrcode&utm_campaign=castingbrochureqrcode
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Volume Graphics GmbHは、アメリカ、日本、中国、シ
ンガポールに子会社を置いています。世界における
存在感を高めるため、世界規模で販売店ネットワー
クを充実させています。 
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