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◆はままつベンチャービジネスエイド 2008 はままつビジネスコンテストに審査員として参加
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2008年12月8日に、常務取締役の山川晃が「はままつベンチャービジネ

Armonicos

スエイド2008はままつビジネスコンテスト」の最終審査に審査員として参

Technology

Navigation

加いたしました。

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

このコンテストは、静岡県浜松市と財団法人浜松地域テクノポリス推進
機構が主催し、地元の大学や商工会議所、新聞社、金融機関などの協力

今号は、現役浜松市長の鈴木康友氏に対談にご登場いただきました。鈴木氏は、第1期松下政経塾を
卒業後、国政でご活躍されたご経験をもとに市政を実施されています。今回は浜松市のまちづくりやも
のづくりへの想い、更に浜松市のユビキタスシティ化についてのお考えをお聞きしました。
昨今の行政改革においては、組織が大きいままで小さなサービスというおかしな解釈の「小さな政府」
という言葉が、何の疑問もなく用いられています。行政も民間が既に行ったような、オフィスオートメーショ
ンを実施し、ITやICTを利用したより効率のよい業務プロセスへ変革するべきです。ぜひ浜松市が他
の行政体の中で先頭を走り、「小さな組織で大きなサービス」を実施してもらえたらと考えます。
金融危機から始まった実体経済の減速を背景に日本の産業経済界の情勢も厳しくなる年と予想され
ますが、アルモニコスの「日本を支える製造業の飛躍に貢献したい」という理念は変わりません。引き続
きご支援ご鞭撻の程、何卒お願い申し上げます。

を得て、今年で第8回目を迎えました。
コンテストの応募部門には「一般ビジネス部門」と「学生プラン部門」があ
り、浜松市または周辺地域で、起業・創業を目指す人、新分野の事業化
を目指す中小企業者、NPO法人、個人事業主、学生などを対象とし、起業
や事業化を支援しています。
募集テーマは「地域コミュニティビジネス分野」と「ものづくり・ITサービス

プレゼンテーション

分野」の2つに分かれ、審査は「独自性」「市場性」「事業可能性」「収益性」
「社会貢献度」など様々な観点から行われました。
予備審査を通過した応募者にはプレゼンテーション指導が行われるなど、
入念な準備が行われることもあり、アクトシティ浜松で行われた最終審査

代表取締役

秋山雅弘

では、各発表者から熱のこもったプレゼンテーションが披露され、参加者・
審査員の表情も真剣そのものでした。そんな中、山川は審査・コメントをさ
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せていただきました。
今後も浜松に多くの夢を生むビジネスが生まれることを期待いたします。
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新春号

審査風景
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◆ Fresh Period Conference

01

06

毎年開催しているFPCは、終日を全社会議と社員研修に充てる年間で
11月から新しい期となりましたので、午前は前期の経営報告と今期の経

07

営方針について、また代表取締役の秋山雅弘から社員に対してのメッセ
午後からは「問題解決企業」として、問題解決の手法やノウハウに対す
る意識の向上を図ることを目的とした問題解決トレーニングと、スピーチ力
を高めることを目的とした3分間スピーチの2つの研修が行われました。問
研修風景 問題解決トレーニング

1 0 CAx Platform World
第12回 CAx Platformの近況と将来

見られるかを検証するトレーニングを行いました。3分間スピーチは、その

1 1 Armonicos Information

場で与えられたテーマに沿ってスピーチを行い、聞き手が評価を行うトレ

・はままつベンチャービジネスエイド 2008
はままつビジネスコンテストに
審査員として参加
・Fresh Period Conference

ーニングです。聴衆を納得させられるような内容にまとめることに重点を置
き、3分という短い時間ですが時間内にいかに聴衆にアピールできるかをト
レーニングしました。
今後も皆様に喜んでいただける研究開発を行うべく邁進していきます。

研修風景 3分間スピーチ
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Our Products
・3次元CADデータ変換ソフトウェアspGate
活用機能紹介
・製品検査システムspGauge
非接触/接触検査の統合（ハイブリッド検査）
・リバースソフト spScan
ユーザー事例 ユニプレス株式会社様

ージがありました。

その実施方法を学ぶとともに方法の違いによって、効果や結果に違いが

Armo Semi
点群から形を作る

最大の社内イベントとなるものです。

題解決トレーニングでは、問題解決の方法としていくつかの手法を試し、

Technical Free-Talk
「浜松のものづくり産業への期待とユビキタスシティ構想」
浜松市 市長 鈴木康友氏 × 代表取締役 秋山雅弘

2008年11月20日にFresh Period Conference（以下、FPC）を開催しました。
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TOPIC
「spScan」

リバースエンジニアリングソフトウェア
spScanは、非接触測定機で測定した点群デ
ータからCAD/CAMシステム用の曲面データ
を作成するシステムとして、更に多くの皆様に
お役に立てるよう日々進化しています。今号
は、spScanユーザーのユニプレス株式会社様
における活用事例をご紹介しております。
詳しくは、P9のOurProductsをご一読ください。

Armo Semi

［対談 ］
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Technical Free-Talk

◎点群から形を作る

して、浜松の次世代産業の育成のため

新の延長線上にある分野の1つとして

というのはすごいのです。けれどおっ

にどのような戦略をお持ちでしょうか。

大いに期待をしています。

しゃるようにITやデジタルといったもの

浜松市では引き続き、光・電子や輸送

が非常に遅れているケースもあるの

鈴木：昨年、浜松市で開催した「宇宙

用機器関連の先端技術・基盤技術の

で、今ある浜松のものづくりにそのよう

技術および科学の国際シンポジウム

一層の高度化や新分野への展開を支

なものを生かしていければと思いま

それでは、コンピュータは点群の輪郭線を引くことができるのでしょうか。

（ISTS）」では、秋山社長には企画委

援するとともに、次世代を担う新たな

す。アルモニコスの技術で新しく再生さ

一緒に考えてみましょう。

員長としてご尽力をいただき、本当に

産業の育成に力を入れ、「アジアで1

せたり、あるいは新しい産業をリードし

ありがとうございました。

番輝くものづくり都市」を創造していき

たりしていってほしいですね。航空宇

このISTSでは、単なる学術研究的なシ

たいと考えています。

宙産業を立ち上げようとされています

ンポジウムではなく、地域企業の技術

が、今までの既存の産業の枠でやって

革新や人材育成、次世代産業の創出

いる方たちからそのようなことを立ち上

などを目的とし、小中学生から研究者ま
で2万9千人もの人々に参加をいただき

アルモニコス
への期待

人間は、その点群の特徴的な様子を捉えて、これがペンであることが
把握できます。つまり、人間は一瞬のうちに点群を囲む輪郭線を引いて、
内部領域と外部領域を分けることができるのです。

例題
話を簡単にするため、以下の2次元の
点群に対して考えます。この点群を内
包する最小の凸多角形（輪郭線の内部
領域が凸）を作成してみましょう。

げることはなかなか難しいかもしれま
せんが、そういった企業が持っている

ました。浜松の企業にとりましても、宇

技術や能力をうまく組み合わせて新し

宙航空研究開発機構（JAXA）や宇宙・

い産業を作っていくところをアルモニコ

航空関連企業との交流は、新たな産業

秋山：「アジアで1番輝くものづくり都

スさんに期待したいし、そういったブレ

分野への関心を喚起し、受注や技術革

市」ってDAIGOではないですが「いい

イクスルーがこの地域には必要だと思

新に対する大きな契機となりました。

かんじ」ですね。最後にアルモニコス

います。

浜松地域は、輸送機器や楽器などを

に期待することを一言お願いします。

どんな点群に対しても対応できるアルゴリズムを考えれば、コンピュータは計算することが可能です。
Goodなアイデアは浮かびましたか？様々なアルゴリズムがすでに提案されているので、ここでは2つのアルゴリズムを紹介します。

まず、凸多角形の上側境界線の作成を考えていきましょう。（以下、凸多角形の上側・下側の境界線を、それぞれ、凸［上］・凸
［下］と表現します。）一番左の点X1から順番に凸［上］の頂点になりうるかどうかチェックしていきます。

【回答】

中心に、我が国有数の産業都市として

秋山：昨年は浜松にソフト産業協会が

■ アルゴリズム1（Algo1）

発展してきました。将来に向けて浜松市

鈴木：アルモニコスさんは浜松のベン

誕生しました。是非この地域のソフト関

が一層の発展を遂げていくためには、こ

チャーのリーダーだと思っています。

係の会社と一緒に、浜松の企業がデ

x座標が最小の点X1を求めておき、点X1以外の任意の１点Xiを取り出します。点X1点Xi以外の全ての点が辺X1Xiの右側にあれば凸［上］の辺
と判定し、一点でも辺X1Xiの左側にあれば次の計算に移ります。これを全ての点に対して行えば、凸［上］が作成できます。

の地域が育んできた技術的基盤を土台

浜松はものづくりで発展してきました

ジタル先進企業に、そして浜松市がデ

として、新たな産業の育成・集積を進め

が、ある部分においては昔の枠組み

ジタル先進都市になるお手伝いをさせ

ていくことが大切だと思います。

の中にはまっていて保守的なところも

ていただきたいと思います。本日はお

浜松市では、こうした産業集積を活か

あります。ものづくりの技術や職人技

忙しい中、貴重なお話しをありがとうご

して光電子工学技術（オプトロニクス）
のさらなる集積を目指す「知的クラスタ

ざいました。

ちょっとここで計算コストについて考慮してみましょう。いくらコンピュータとはいえ、点数が増えるにつれ計算時間は長くなります。
Algo1に一工夫してみましょう。辺に対する右側左側判定を行う点数を減らすことはできないでしょうか。

■ アルゴリズム2（Algo2）
点群をx軸方向にX1, X2,･･･Xnとソートしておき、順に凸［上］候補となりうるか判断していきます。

祉、農林水産業、光関連技術等におけ
る地域イノベーションを目指す「産業ク
ラスター計画」を推進してきました。知的
クラスターの取組みの中からは、国の
先端医療開発特区（スーパー特区）に
認定された、世界レベルの革新的な製
品も生まれてきています。
また、「はままつ産業創造センター」で

X5

X1

ー創成事業」や、宇宙航空、医療福

X3
X2

X5

X1

に対応できる技術へと進化させるべく、
カーボンやチタンなど新素材の成形に携

X2

X4

X4

図1

点X1と点X2を候補としておきます。次の点X3
は、辺X 1X 2の左側にあり、もし点X 2を凸[上]
の頂点とすると、点X 3 が外側にあることにな
ってしまいます。よって、点X2を凸［上］から削
除し、点X3を凸［上］に追加します（図1）。

図2

結集して絶えず技術革新を進めていく
ことが、次世代産業の育成につながる
ものと考えています。宇宙･航空分野
についても、本地域における技術革
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図3

次の点X 1は、辺X 1X 3の右側にあるので、点
X1点X3を候補としたまま、点X4を凸［上］に追
加します。点X 5 は辺X 3 X 4 の左側にあるので
、点X 4 を凸［上］から削除します。さらに、点
X5は辺X1X3の左側でもあるので点X3も削除
します。そして、点X5を候補として追加し次の
点の判定に移ります（図2）。

ご参考までに、Algo１とAlgo2を計測したところ、計算時間に顕著な
違いが見られました。

わる人材の育成に取り組んでいます。
このように、地域の企業や大学の力を

Xn

X3

は、地域の基盤技術を次世代輸送機器

5

Geometry Product Room

谷口 夏紀

点Ｘ n までこの判定を行えば、凸［上］が作成
できます。同様の手法で凸［下］を作成し、凸
多角形の完成です（図3）。

他にも、角度を用いた判定方法や、はじめに一部の点群を包含する四角
形を作成した後外側に拡張する方法など、多くの手法が存在します。皆
さんも考えてみてください。

■ 3次元の場合
【1万点の場合 】Algo１： 15.42秒、 Algo2： 0.016秒。
【5万点の場合 】Algo１： 372.6秒、 Algo2： 0.047秒。

3次元点群の場合は、凸多面体を作成することになります。点群を包
含する最小の凸多角形、凸多面体のことを、凸包と呼びます。今回
の手法を3次元の場合に適応するのは難しいため、他のアルゴリズ
ムを考える必要があります。

3次元の点群から作成された凸包は、衝突判定や干渉部位の検出などのプログラムで使用されています。実際には3次元の点群は凹形状の
部分もあり複雑ですが、処理計算の高速化を考えた場合には、点群を凸包のようにある程度単純な形状として扱うことは大変有用になります。

HOLA!
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3次元CADデータ変換ソフトウェア

製品検査システム

spGate 活用機能紹介
常務取締役
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spGauge

〜 非接触／接触検査の統合（ハイブリッド検査）〜

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。

spGaugeは、非接触測定機から出力される点群と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システムです。

今回は、以下の分野別に活用されている機能をご紹介いたします。

spGaugeでは非接触3次元測定点群データにおける検査機能がありますが、有接触（接触）測定データにおいても有接触測定データ

森川 滋己

明けましておめでとうございます。
2008年末から急速に広まった不
況が早く終息に向かうことを祈るば
かりですが、我々はこの厳しい環
境下でも日々の研究開発を止める
ことなく、精進していきたいと思いま
す。今だからこそ、お客様にとって「
あれば便利なツール」から「なけれ
ば困る絶対必要なシステム」へ進
化させてご提供することを目指し、
今年1年間、全力で取り組んでいく
所存です。
尚、今年からspGate、spGauge、
spScanの3製品のバージョン表記を
変更し、西暦を入れる形（Ver.2009）
に統一させていただきます。バージョ
ンが覚えやすくなり、さらに皆様
のお役に立てるソフトウェアにして
いきます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

ARMONICOS

を取り込んだ結果表示や有接触の点データを使用した検査機能を実装する予定です。

■ 解析部門の方々に使われている機能です
〈ボス・切欠形状の削除（形状簡略化）〉

■ 以下の用途にお使いいただけます

〈フィレット除去機能〉

有接触測定結果データを3次元上でCADデータと重ねて表示

2

有接触測定結果データとマスターとなるCADデータや非接触測定データとの比較検査

3

非接触測定結果と有接触測定結果の融合

After

After

Before

1

Before

■ 接触測定点検査結果表示（指定軸誤差強調表示）

木戸 康久

■ 加工部門の方々に使われている機能です
〈スパイクエッジの自動削除〉

spGaugeサポートセクション
セクションチーフ
kido@armonicos.co.jp

〈穴形状の削除（形状簡略化）〉

After

2008年8月29日に第6回自動車関連メ
ーカー様向けspGaugeユーザー会が
行われ、約100名の方々にご参加いた
だきました。“位置合わせ”
、“スピードアッ
プ”、“大容量対応”、“自動化”など数多く
のご要望があり、spGaugeは多くのユ
ーザーの皆様にご期待いただき、また
支えていただいていることを改めて実
感しました。まだまだ難しい課題はあ
りますが、今後もユーザーの皆様のた
めに、喜んでいただけるシステムにし
ていきたいと思います。

After

Before
Before

■ CG関係の方々に使われている機能です
〈陰面除去機能〉

〈spGaugeに関するお問合せ〉
spGaugeの詳細はこちら

〈自動穴埋め機能（ポリゴンエディタ）〉

URL：www.armonicos.co.jp/products/spgauge/
問合せ先（販売元）
東京貿易テクノシステム株式会社様
TEL：03-3555-7140
After

After
（米国特許登録済番号：6983825）

Before

Before

■ 接触測定点検査結果表示（軸方向別誤差値表示）

■ 非接触測定点群と接触測定点の比較検査

新井 孝典
spGateサポートセクション
セクションチーフ
shin-i@armonicos.co.jp

今回は分野別に活用されている機能
を簡単にご紹介させていただききまし
た。これらはspGateに搭載されている
数多くの機能のほんの一部です。ご
興味のある方には、貸し出しサービス
もございますので、お気軽にお申し出
ください。詳細に関しては、spGateの
Webサイトでご確認いただけます。

■ 社外にデータを出す際に使われている機能です

■ 非接触測定機のポリゴンデータ修正に使われている機能です

〈陰面除去機能（機密データの自動簡略化）〉

〈スムージング機能（ポリゴンエディタ）〉

After

After

〈spGateに関するお問合せ〉

spGateサポートセクション

Before

Before

TEL：053-459-1005（9:00-17:00）
Mail：spgate@armonicos.co.jp
URL：www.armonicos.co.jp/products/spgate
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