Armonicos Information

COMET セミナーにて、「spScan」のご紹介をさせていただきました
※1

2012年1月20日、東京貿易テクノシステム株式会社様主催の「第1回 COMETセ
ミナー」にて、弊社spScanサポートセクションの中村良彦がspScanのご紹介をさせ
ていただきました。
本セミナーでは、COMETユーザーの方々を対象に非接触3次元測定システム
の更なる普及を目的として、廉価版測定機の紹介や自動測定手法の紹介、規格
化の動向、民間企業での活用事例、公的機関による支援活動情報など、幅広い
発表が行なわれました。
その中で、COMET測定データの有効性を引き出す必須ソフトとして、弊社製品であ
る検査システム「spGauge」、リバースエンジニアリングシステム「spScan」、CADデータ変
換システム「spGate」を紹介していただき、弊社からも「spScan」の概要と分野ごとの活
用事例をご紹介させていただきました。当日は100名を超える方々にご参加いただき、
活発な情報交換を行うことができました。
これまで、非接触3次元測定システムは大手企業を中心に導入されてきました
が、低価格化や自動化、規格化、さらに公的機関による支援体制の整備が進ん
できたことにより、今後は急速に中小企業にも普及されていくのではないかと感じ
ています。
非接触3次元測定 機～ソフトウェアのトータルソリューションのご相談は、是非
弊社にお任せください。

※1 Steinbichler Optotechnik社（ドイツ）製カメラ式非接触3次元測定機「COMET」
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辰の年には大きな変化が起きるとよく言われます。

製品検査システム「spGauge」が第6回ニッポン新事業創出大賞にて特別賞を受賞

今年の初め、リーマンショックから続いた景気後退からの復活、昨年の東日本大震災からの復活など、
できればV字回復の年にしたいと思いました。

2011年11月10日、spGaugeが公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会
主催の「第6回ニッポン新事業創出大賞」にて特別賞を受賞いたしました。
ニッポン新事業創出大賞は、日本の経済社会や地域の活性化に貢献すること
を目的とした、革新的な商品やサービスなどを表彰する制度です。アルモニコス
では、2010年11月に行われた「第19回静岡県ニュービジネス大賞」にて特別賞を
受賞し、その全国大会として開催された本選考に出場いたしました。
静岡県ニュービジネス大賞に続き、新事業として名誉ある賞をいただき、関係者
一同なお一層嬉しく感じております。今後も高機能かつ高品質なシステム開発を
追求してまいりますので、皆様のご指導ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し
上げます。

そのためには、アルモニコス自身も変化が必要です。
進化しない種が滅びるとしたら、当社も設立30年の節目に向けて大きな変化をするべく、
是非とも変移させたいと思っています。
キーワードは、アルモニコス3.0（さんてんぜろ）です。
1984年の設立1期から16期までを第一創業期（1.0）、17期から現在の29期までの13年間を第二創業期（2.0）と捉え、
30期からを第三の創業の時代（3.0）にしたいと思います。
その時は新しいと思った仕組みも年月を経て古くなり、やがて綻びが出始め、そして硬直化してしまいます。
1.0時代の良さを残し、2.0世代の変化への期待に応え、新しいアルモニコスを全社員の力で創りたいと思います。
永くお付き合いいただいているお客様やパートナー様、
そして大学や行政、研究機関の皆様の一層のご支援をいただければ幸いです。

出展のお知らせ
第23回設計・製造ソリューション展（DMS）
spGate、spGauge、spScanをパートナー企業である東京貿易テク
ノシステム株式会社様のブースで出展いたします。最新バージョン
の紹介もございますので、是非ご来場ください。

第20回3D&バーチャルリアリティ展（IVR）
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FUJIFILM 3D 計測システムを採用した
空間計測ソフトウェア
「撮測3D（さっそくスリーディー）」を発売
2012年3月、軽量・小型の3Dデジタルカメラで撮影した画像から、本格
的な3次元空間計測を行うソフトウェア
「撮測3D（さっそくスリーディー）」を発売いたしました。
メジャーで測りにくい自然物や動物、また高さのある看板や

2012年6月発行
株式会社アルモニコス Business Plan Room 〒430-7721 静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー21F
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触れられない文化財なども、撮影するだけで手軽に測定することがで
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・閉折れ線の内外判定～角度総和法～

Our New Products

1 1 Our Products
・3次元CADデータ変換ソフトウェア spGate 2012.1 アップグレード情報
・製品検査システム spGauge プレス成形品の不具合対策機能「CATS_Press」のご紹介
・リバースエンジニアリングソフトウェア spScan 2012.1 バージョンアップ情報
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CAx Platform World

・第19回 新フレームワーク：各種応用

Armonicos Information
・COMETセミナーにて、「spScan」のご紹介をさせていただきました
・製品検査システム「spGauge」が第6回ニッポン新事業創出大賞にて特別賞を受賞
・出展のお知らせ
・東京オフィスおよび株式会社カタッチ移転のご案内

きるシステムです。詳しくはP.7・P.8をご覧ください。
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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・FUJIFILM 3D 計測システムを採用した空間計測ソフトウェア「撮測3D
（さっそくスリーディー）
」
・簡易3次元形状と製品情報を統合し、可視化するViewer「PEERLES
（ピアレス）
」

日本橋口より 徒歩1分
八重洲北口より 徒歩2分

中央通り

【最寄駅】
JR東京駅 日本橋口より徒歩1分
八重洲北口より徒歩2分

グラントウキョウ
ノースタワー

JR

Technical Free-Talk

日本橋駅

外堀通り

※電話番号、FAX番号に変更はございません

日本橋口

INDEX
「造船業をとりまく現状と課題」

新呉服橋ビル

第二鉄鋼ビル

【アルモニコス 東京オフィス】
TEL：03-5223-8221
FAX：03-5223-7155
【カタッチ】
TEL：03-5223-8223
FAX：03-5223-7155

秋山 雅弘

01

呉服橋

永代通り
第一鉄鋼ビル

2012年6月20日
（水）
～22日
（金）
東京ビックサイト 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
リード エグジビション ジャパン株式会社
事前申込必要 URLhttp://japan-mfg.jp/

新住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-1
丸の内トラストタワーN館11F

丸の内
トラストタワー
本館

開催概要
（共通）

日時
会場
主催
申込

2012年3月26日、株式会社アルモニコス 東京オフィス、ならびに株式会
社カタッチ（アルモニコス子会社）は下記住所へ移転いたしました。これ
を機に、社員一同、東京を拠点とした営業活動の強化、および顧客サ
ポートの拡充をより一層邁進して参りますので、今後ともご愛顧を賜ります
よう、何卒よろしくお願い申し上げます。

丸の内
トラストタワー
N館

撮測3D（さっそくスリーディー）を富士フイルム株式会社様のブースで出展い
たします（小間番号：東1ホール26-9）。製品の機能詳細や事例などについて
詳しくご説明させていただきますので、是非ご来場ください。

代表取締役

東京オフィスおよび
株式会社カタッチ移転のご案内
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簡易3次元形状と製品情報を統合し、
可視化する Viewer

PEERLES

（ピアレス）

ご提案
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◆製品の組み立て・取り付け手順を検討したい
◆複雑な部分の作業方法を確認したい
製品は数多くの部品から構成されています。PEERLESは形状を簡
易的な表現形式で取り込むことにより、数多くの部品を取り込んで

2012年2月に簡易3次元形状と製品情報を統合した新しいViewer「PEERLES（ピアレス）」をリリースいたしました。
PEERLESは、3次元CADモデルを簡素化した形状と製品情報を組み合わせて「形ある情報」を定義し、見たい形／見せたい形を表示して、製品を把握する手助
けをするためのViewerです。
PCやiPhone／iPadなどのメモリを圧迫する精度の高い形状情報を持たない代わりに、数多くの製品形状と製品情報を連携・表示することができます。
「CADのような精度は必要ないが、簡単に形状を見たい」「数多くの部品を表示させて、全体を把握したい」というようなニーズにお応えするViewerです。
※PEERLESとspGate-Viewerとの違い：PEERLESは、
簡易的な3次元形状を扱うことで、
簡単に形状を可視化します。spGate-Viewerは、
3次元CADの高い精度を保持して、寸法測定や断面形状測定が可能です。

表示できるため、組み立てや取り付けの手順を1つ1つ検討すること
ができます。特に関係する部品が多い場合は、必要な部品情報を
読み込んで検討し、検討結果をアニメーション情報として作業者に
指示することもできます。現場でスマートフォンやタブレットなどを使
ってアニメーションを見たり、複雑な部分を拡大表示しながら確認し
たりすることもできるため、現場における作業効率の向上に寄与し
ます。

PEERLESについて
専用ファイル

ご提案

処理フロー

PEERLESには、データファイルとして、以下の2つ
が用意されています。
BDS：Reviewer用のデータファイル
I D S：iPhone／iPad用のデータファイル

◎PC上でデータを確認したい◎
デスクにあるPCで製品情報を表示し、製品情報の確認・編集を行う
CAD
データ
BDS Creator

BDS

Reviewer（PC）

属性
データ

ツール
PEERLESは複数のツールで構成されています。
現在は下記3つのツールを公開していますが、その
他にも企画・開発が進行しているツールもあり、今
後はこれらのツール群を徐々に充実・連携させて
いきます。

Creator：Viewer専用データ作成ツール

ご提案

CAD
データ

PC
BDS Creator

BDS

IDS Creator

属性
データ
Mobile Viewer

今後の取り組み

PEERLES活用のご提案
1つの製品には、設計や生産技術、製造現場、さらには営業など様々な分野で、それぞれに必要な情報が作られています。これらの情報
を活用することで、各分野における作業効率の向上に寄与したり、製品に対する新たな気づきが生まれたりします。PEERLESは、必要な時に、
必要な情報を、必要な形でご提供するためのお手伝いをいたします。
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◆部品などを文字情報や紙の図面だけではなく、
3次元で形を把握したい
◆既存のデータを組み合わせて製品を確認したい
PEERLESは、形状を表示するだけでなく、部品などの情報と関連付けをする
ことで、形状や文字情報、図面情報を別々に確認するだけでは見えていなか
ったものが見えるようになり、作業者が製品情報や状況の把握にかかってい
た時間も短縮できます。また、問題の可視化も容易になり、品質の向上にもつ
ながっていきます。特に、iPhone／iPadに代表されるスマートフォンでも表示
できますので、現場で容易に形状を確認することができます。

Armonicos Technology Navigation

◆自社専用の機能を組み込み、他社との差別化を図りたい
◆自社システムと密な連携を行い、
対応可能な情報を増やしたい

IDS

処理の流れ

HOLA!
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PEERLESの主要機能は当社で開発しているため、機能の追加や拡張など、カスタマイズのご要望にも簡単に対応することができます。
自社の生産性向上に適した機能を追加したり、既存システムとの連携を行ったりすることにより、さらなる他社との差別化などの効果が期待で
きます。

Smart Phone

9

PEERLESでは3次元データを取り込み、干渉・隙間・肉厚の簡易
チェック機能などで形状に付随した情報も高速で確認できるため、事
前に問題を発見することが可能です。また、複数人のデザインレ
ビューに適した機能もあるため、効率的なレビューを実施できます。

現場にスマートフォンを持ち込み、必要な製品情報を手軽に表示・確認する

・BDSCreator ：BDSファイルを作成するツール
・IDSCreator ： I DSファイルを作成するツール

ご提案

◆部品形状をチェックして、設計品質を高めたい

◎ iPhone／iPadでデータを確認したい◎

Reviewer：PC用のViewer
Mobile Viewer：iPhone／iPad用のViewer

3

現在、製品評価用や業務タスク管理用のソリューションを企画・開
発中です。また、ReviewerをOEMとして提供させていただくお話も
進めております。
今後もPEERLESでサポートできる範囲を広げていき、少しでも皆様
の業務の課題を解決するため、製品の情報を活用して課題解決へ
導くツールをご提供していきます。PEERLESにご興味がございまし
たら、どうぞお気軽にお問い合せください。

担当者
統括

宮崎 祐樹

開発
Multi Performance Resource Room
シニアプロジェクトスーパーバイザー

PEERLESに関するお問い合せ

八木 博史

Multi Performance Resource Room
シニアプロジェクトスーパーバイザー

E-mail：peerles@armonicos.co.jp TEL：053-459-1000
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当社も創業して29年、あと数ヵ月で第3 0期が始まります。現在、「s p G a t e」 「s p G auge」
「spScan」を中心に、パッケージ製品の売上が順調に伸びています。今後も皆様のご
要望に応えながら、さらなる新しい手法をお客様に提案できるように、日々精進して参り
ます。また、お客様と直接お会いして生の声を聞く姿勢は、これからも維持していく所存です。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

Our Products

常務取締役

2012年5月末、spGateのアップグレードを行いました。今回はspGate 2012.1に新しく追加された機能の一部と、
spGate-Viewer 2012.1の新機能をご紹介いたします。

spGate 2012.1

New

IGESフォーマットチェッカー

spGateViewer 2012.1
Write

CATIA V5R21
Read/Write

Creo Parametric 1.0
Read

SolidWorks 2012
Read (Option)

Alias（Studio Tools）2012
Read/Write

ACIS R22
Read/Write

IGESファイルの不正箇所を簡単に検出することができる機
能を追加しました。
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spGaugeは、非接触3次元測定点群データと3次元CADデータを照合することで容易に製品形状の異常を検知することができるシステムです。

不具合検出例

spGauge 2011.1 に搭載されている新機能「CATS_Press」についてご紹
介いたします。
CATS_Press機能とは、プレス成形品を測定した点群データから、プレス
加工特有の“スプリングバック”や“壁そり”、“ねじれ”、“稜線そり”、“凍
結不良”などの不具合部位を自動で検知し、不具合の数や部位ごとの
不具合情報を表示するだけでなく、不具合の原因と対策方法を登録す
ることにより、修正の対策指示までを容易に行うことができる機能です。

不具合
の種類

○稜線そり ○ねじれ
○壁そり
○スプリングバック
○スプリングゴー
○形状不良

不具合検出から対策指示までの流れ

不具合検出

spGate-Viewer 2012.1 新機能（※オプション）
断面計測

スナップアシスタント

3次元位置確認

任意の平面で複数箇所を断面カットすると、それ
ぞれの断面が自動的に断面ペインのリストへ登
録されます。登録された断面は、即座に2次元ビ
ューで形状を確認することができます。

スナップアシスタント機能では、2次元上で各種
直線を簡単に作成することができるため、任意
の隙間や厚みの計測にご利用いただけます。

2次元ビュー上の任意箇所から、元の3次元ビューへ画面を
簡単に切り替えることができます。その際、自動的に3次元
ビューでクリッピングされるため、込み入った大きな3次元モ
デルでも局所的な形状の確認がしやすくなります。

3次元ビュー

断面ペイン

Vol.

製品検査システムspGauge
プレス成形品の不具合対策機能「CATS_Press」のご紹介

spGateは、様々なフォーマットの3次元CADデータをデータ変換できるだけでなく、検証、品質改善、プロセスに適応したデータ修正など、プロセス間の連繋に必須な機能を搭載しているマルチデータトランスレータです。

spGate 2012.1では、各種CADの最新バージョンに対応しました。
また、新しくspGate-Viewerのネイティブファイル出力にも対応しました。

HOLA!

オーラ！

森川 滋己

3次元CADデータ変換ソフトウェア
spGate 2012.1アップグレード情報

最新CADバージョン対応

Armonicos Technology Navigation

原因／対策登録

対策指示

2次元ビュー

3次元ビュー

2次元ビュー

担当者コメント
新井 孝典

Geometry Product Room
シニアプロジェクトスーパーバイザー
shin-i@armonicos.co.jp

昨年、中国市場向けに開発した、断面計測に特化したビューワシステ
ム「spGate-Viewer」を日本国内でも販売開始いたしました。spGate
2012.1をご利用いただいているユーザーの皆様は、標準でビューワフ
ァイルの出力が可能です。また、ビューワクライアントソフトのみを別途
ご購入いただきますと、低価格でビューワシステムの構築が可能にな
ります。詳しくは、spGateサポートセクションまでお問い合せください。
spGateに関するお問い合せ

Anchelee Davies

Geometry Product Room
anchelee@armonicos.co.jp

従来、spGateの英語版は日本語版のリリース後にご案内しており
spGaugeに関するお問い合せ
ましたが、spGate 2012.1より日本語版と英語版が同時リリースとな
りました。非日本語OSの場合は、英語版のspGateが自動的にイン
ストールされます。また、英語のインストールマニュアルやチュート
リアル、ヘルプもご用意しております。ご不明な点がありましたら
英語でのお問い合せも可能ですので、お気軽にご連絡ください。

spGateサポートセクション E-mail：spgate@armonicos.co.jp TEL：053-459-1005（9:00-17:00）

松本 秀樹

Geometry Product Room
h-matsumoto@armonicos.co.jp

2009年に樹脂製品の不具合対策機能「CATS_Mold」をリリー

■spGateの詳細はこちら www.armonicos.co.jp/products/spgate
（米国特許登録済番号：6983825）
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