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Armonicos Information
日本塑性加工学会「技術開発賞」を日産自動車様と共同で受賞いたしました
2011年4月5日、日産自動車様と共同で開発した「鍛造クランクシャフト自動形状検査システ
ム」が日本塑性加工学会 東京・南関東支部「技術開発賞」を受賞いたしました。
本システムは、クランクシャフトのセンター位置計算を目的としており、レーザー測定からセンタ
ー位置計算までを自動で処理することができます。
弊社は、点群の取り込みからセンター位置計算までの処理開発においてご協力をさせてい
ただき、オペレータごとの計測結果のばらつき軽減、検査精度の向上、検査工数の削減等、
日産自動車様にも実績を上げていただいております。
今後もお客様のニーズにお応えし、お客様と社会の発展に貢献させていただきますので、ご
支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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パワートレイン技術開発試作部 企画グループ エキスパートリーダー
（塑性加工）
藤川真一郎氏
右：弊社 Geometry Product Room プロジェクトスーパーバイザー 内藤直之

ドイツ・イエナ商談ミッションのご報告
2011年1月、常務取締役の森川滋己とspGateサポートセクションのAnchelee Daviesがドイツ・テューリンゲン州イエナ地域で行われた財団法
人浜松地域テクノポリス推進機構様主催「ドイツ・イエナ商談ミッション」に参加いたしました。
本ミッションは、浜松地域とイエナ地域の企業間で、開発や販路共有パートナーとしての連携強化を目的として開催され、アルモニコスでは、欧
州地域への販路拡大を視野に入れて、spGateの販売代理店とOEMライブラリの供給先を探すことを目標としていました。
ミッション中には、研究所の大学の先生や光
学関係の仕事に就いている方に向けてspGate
の製品概要や位置合わせ情報、穴検出等のラ
イブラリについてプレゼンテーションと展示を
行い、アルモニコスに興味を持っていただいた
参加者から「将来的には一緒に仕事をしたい」
等の嬉しいお言葉をいただくことができました。
今回のミッションを通して、ドイツの販売代理
店（nViz社）と契約を結ぶことができ、これをき
っかけとしてヨーロッパにも積極的に販路を開
拓していきたいと考えております。

TOPIC
日本塑性加工学会 東京・南関東支部
「技術開発賞」受賞
2011年4月、日産自動車様と共同で開発した「鍛造クランクシャフ
ト自動形状検査システム」が日本塑性加工学会 東京・南関東支
部「技術開発賞」を受賞いたしました。
詳しくはP.11のアルモニコスインフォメーションをご覧ください。

「生産技術講習会～非接触三次元測定機の説明と活用事例～」にて
spGaugeのご紹介をさせて頂きました

M9という大きな地震、1000年に1度の津波、さらに東電原発事故と初動の遅れ、リーダーシップ欠如の政治等、5つの天
災人災が重なり、東日本大震災は今や日本の国難レベルの問題になってしまいました。
ただし、今は落ち込んだり自粛したりするべき時ではなく、戦後の焼け野原からの復興を成し遂げてくれた先達に学び、

2011年2月24日、千葉県産業支援技術研究所様主催の「平成22年度 生産技術講習会～非接触三次元測定機の説明と活用事例～」にて、
弊社spGaugeサポートセクションの松本秀樹がspGaugeのご紹介をさせて頂きました。
本セミナーは、非接触三次元測定機の概要や活用事例をプレゼンテーションするだけではなく、参加者が持参したデータを会場で実機に
よって測定する実践的な内容でした。
当日は予想をはるかに超えた測定物の持ち込みがあり、非接触測定システム
への関心の高さを伺うことができました。アルモニコスでは、非接触測定機を用
いた三次元CADデータを活用するシステムということで、製品検査ソフト「spGauge」
とリバースエンジニアリングソフト「spScan」の概要と活用事例を説明しました。そ
の後、実際に持ち込まれた測定物を使用して、お客様が検査したいことを伺い
ながらリアルタイムに非接触測定から検査までをご覧いただき、簡単にスピーデ
ィーな検査ができることを実感していただきました。
非接触測定に関する情報や活用方法をお求めの場合は、お気軽に弊社へ
お問合せください。

Hola! 56号のOur Project「K-ha! NC」で掲載したStanford bunnyの画像について、クレジットの記載がございませんでした。
申し訳ございません。クレジットは右記の通りです。

Stanford Computer Graphics Laboratory

本号の各ページ中の社名、商品名などは各社の登録商標および商標です。
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日本の戦後復興は、電機、二輪、自動車産業の努力の賜物でした。今一度、ものづくりの原点に戻り、さらにデジタル
ネットワークとの新しい組合せで、海外に負けないイノベーションに取り組みたいと思います。
最後に、この東日本大震災にて被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。皆様のご家族、ご友人のご無事と安全
、そして被災された多くの町の一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
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謙虚に、かつ勤勉に、経済復興の企業努力と被災された方々の応援をしたいと思います。
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・GPU演算とデクセルモデル
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戸上：一回成功すると、ちょっとした成功で
もそのまま走るため、先が見えなくなりま
す。踊り場の意識を持っていれば、これは
上手くいったけどこのまま行って良いのか
を立ち止まって考えられます。ベンチャー
企業で潰 れ るのは、そういう踊り場がな
かった会社なのかもしれません。
秋山：アナリストの評価も気になるのでしょう
が、新しい技術を追求したり事業を興したり
することは大事だと思います。
津田：東京勤務の時に技術研究所を作ら
せてもらいました。若い人を集めて新しいこ
とを色々仕掛け、臨床検査機器や医療機
器の開発、商品化に挑戦させました。その
検査装置が売れたのです。一研究所として
の売上は大きいのですが、本業から見れ
ばわずかなものでした。本業の売上と比べ
ると、新規事業は辛いことになります。規模
の小さい事業を認める風土がある会社が
技術を持って挑戦すれば、これからの成
長分野で生きられる会社になるでしょう。

踊り場の必要性
秋山：絶対値で売上が何億なのかという
話になると厳しいですが、経常利益率や
成長率、世界全体のシェアなどの相対値
で評価してあげたら良いのではないでしょう
か。
戸上：IM（ロボット）事業では、一時期40%の
経常利益を狙ったことがありました。しかし、
これは社員にすごく負荷をかけたため反省
材料です。開発の事務所は朝まで電灯が
ついているし、土日も出勤していました。不
夜城と言われましたね。人が少なかったた
め、開発者が最初から最後までサービスま
で含めて全部見ていました。新製品を日本
だけではなく中国やマレーシアに売ったと
すると、最後まで見に行ってフィードバック
できます。分断化が起こらないのです。分
断化が起こらないため、頭の中にある イ
メージが事業部の社員全体で殆ど類似し
ています。そのため、コミュニケーション会
議は少なくて済むし、阿吽の呼吸で進む
ため、よけい効率が上がります。結局、何が
上手くいったのかを考えた時、そこが上手く
いったのであって、セオリーや客観的な何か
があって上手くいったわけではありません。
秋山：開発者が通しで見ていたため、自然
とコミュニケーションがしっかり取れていた
のですね。
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戸上：ヤマハ発動機は本社に研究開発部
門があり、そこで新事業を目指すことがあり
ますが、研究をずっと続けてきて事業を
やったことがない人がトップに立つと研究で
終わってしまったり、事業化を先送りしたりし
がちです。事業化にはインキュベーションが
必要だと言うのです。要するに温室を作って
そこで育てるのですが、苗がすごくひ弱で育
たないものばかりを作ってはやめるのです。
苗を育てても今度は温室から出ることを怖
がっているため、中々事業化につながりませ
ん。
秋山：ヤマハ発動機は、チャレンジャー精
神が旺盛で多角化が進んだ会社という
印象ですが、色々課題はあるのですね。
近藤さんは三大事業統括をされています
が、その中のプロジェクトごとに成果評価
することで、上手く伸び て いるのでしょう
か。
近藤：戸上さんのおっしゃる通り、プロジェク
ト評価を研究部門に置いておくと良くありま
せん。事業部門になるべく移そうとしていま
す。事業部門のリーダーは経営マインドが
あるため、儲かるかどうかを考え、風を当て
てみてダメなら諦めます。研究部門は諦めが
悪いのです。
津田：ベンチャー企業が失速しているケー
スが多いですね。それは、あまりにも経営や
市場を知らないのかもしれません。誰かが
横から見てアドバイスしても、「そんなはずは
ない。みんなが分かってくれないのが困る」
という思い込みが先に立ちます。事業や営
業の経験があれば気づく場合もあります。そ
こで“踊り場”が必要だと思うのです。階段に
は踊り場があります。ほんの数歩、平坦なと
ころを歩く、または方向転換することにより
頭がどう変わるか、そのチャンスをどうやって
若い研究者に与えるかです。踊り場は他の
分野を見るきっかけでもあるため、それがで
きるとベンチャーも視点が変わり、もう少し良
い会社になるのかもしれません。途中で修
正しながら良い方向に持っていく感覚がな
くなっているのかなと思います。自分の技術
いのち、だけではダメです。

津田：私は大学で建物の設計をしていまし
たので、踊り場という概念が建物以外のプロ
セスに当てはまることも理解できます。単純な
作業でも、右と左の足の踏み出しが変わるだ
けや、方向転換して体の向きが変わるだけで
景色が変わり、視線や環境も変わります。建
築でのその発想がすばらしいと思いまし
た。

GPU 演算 とデクセルモデル
前回の『GPU演算とデプスマップ』では、GPU（Graphics Processing Unit：画像処理装置）を用いて2.5次元の加工シミュレ
ーションを高速化する方法を紹介しましたが、それでは3次元加工に応用することはできません。
今回は「デクセルモデル」というデータモデルを用いて、5軸加工に必要となる3次元の加工シミュレーションを行う技術を紹
介します。

丸山 篤史
Framework Platform Room

デプスマップではピクセルごとに1つしか深さ情報を保持できず、横や裏からの加工に対応できないため、3次元加工シミュレーションに応用すること
はできません。
ならば、1つのピクセルに複数の深さ情報を持たせてやれば、完全な3次元加工を表現できる、とも言えます。この方法を使えば、GPUを用いた高速な
3次元加工シミュレーションが可能に思われます。

深さが1つだけなので、表面しか表現できない

深さを複数持つので、複雑な形状も表現できる

デプスマップ

デクセルモデル

戸上：階段を昇っている最中に踊り場を作
れるのはトップだけです。
津田：そこが大切です。建築での踊り場か
ら、企業の組織運営のための踊り場とは何
かということに置き換える仕組みがなければ
なりませんが、私はついにそれができなかっ
たような気がします。
戸上：優秀な経営者はリーマンショックの
前に踊り場を作っていた可能性がありま
す。リーマンショックの前から焦げ臭い匂い
はしていましたね。でもそれは確信には変
えられないし、匂いで変えられるのはトップ
だけです。
津田：100年程のこの地域産業の歴史の中
で、色々な変化が起こりました 。リーマン
ショックは最近ですが、意外とショックは周
期的にあるのです。大きさや内容は違い
ますが、20年や25年の周期であります。
現場を見ていると、何となくそれが分かる
人がいますが、それは勘ですね。色々な
現場を自分のものにしていると、分析をし
なくても勘の中に本質と捉えるべき何かが
見えてくるのでしょう。それが大怪我するか
手前で止めるかの分かれ目です。踊り場的
な感覚かもしれません。
秋山：今回のディスカッションはここまで
で、次回（Hola! 58号 2011年9月発行予
定）では、メーカーと関連企業の今後の関
係と生き残りについて、お話を伺いたいと
思います。

このような、ピクセルのそれぞれが複数の深さ情報を持つようなデータモデルを、デプス(深さ)を持ったピクセルによるモデル、という意味で「デクセ
ル(Depth+Pixel=Dexel)モデル」と呼びます。
デクセルモデルを用いると、上図のように5軸加工による裏面やオーバーハングの形状も上手く表現できていることがわかります。
ですが、GPUの機能をそのまま使えていたデプスマップと比べ、幾つもの深さ情報を持つデクセルモデルは複雑で、そのままではGPUに扱わせるこ
とはできません。前回、2.5次元の加工シミュレーションでは工具形状を加工パスに沿って描画することで、一番深い部分の形状が加工結果として求
まる、とご紹介しましたが、デクセルモデルを使う3次元の加工シミュレーションでも、GPUでできる処理は同程度のものが限度です。2.5次元加工の場
合に用いたデプスマップによるシミュレーションを応用して、デクセルモデルを作る方法を考えなくてはなりません。
その方法は、次のようなものです。
まず、使うデプスマップの数を2枚に増やし、それぞれに工具を描画します。1枚は2.5次元の加工シミュレーションと同様、描画された工具の一番深
い部分を求めます（下側デプスマップ）。そしてもう1枚は逆に、一番浅い部分を求めます（上側デプスマップ）。これらのデプスマップを求める処理は、1
枚1枚だけを見れば、2.5次元の加工シミュレーションと変わらないことがわかります。
こうして作られた2枚のデプスマップの間、すなわち一番浅い部分と一番深い部分の間が、工具によって削られた部分を意味します。
加工パス

上側デプスマップ

＝

工具形状

切削部分

下側デプスマップ
シミュレーション

シミュレーション結果

最後に、工具によって削られた部分を、切削前のデクセルモデルと合
成します。切削前の形状を表現するデクセルモデルから工具によって
削られた部分を取り除くと、切削後の、最終的な形状を表現するデクセ
ルモデルが現れます。
弊社のNC切削加工シミュレータソフト「K-ha! NC」でも、この手法を
用いた高速化処理を研究中です。
切削前デクセルモデル

→ 次号、後編に続きます。ご期待下さい。
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