代表取締役 社長

氏

エヌアイシ・オートテック株式会社

対談

西川浩司

にしかわ ひろし

Technical Free-Talk

Armonicos Technology Navigation

ARMONICOS

HOLA!

51

株式会社アルモニコス
代表取締役

秋山 雅弘
あきやま まさひろ

事業継承のために
んだことを全部論文に
入社したのです。不二越は当時の主

秋山：確かに昔は1人で一連の作業を

しました。論文をMITへ

せください。

事業が工具や軸受だったため、私の

経験させて人を育てた時代で、今のよ

提出するために、不二

配属先もそうだろうと思っていたら油圧

うに分業制ではありませんでしたね。

越での2年半の内の1年

西川：アメリカにいた時色んな出会い

西川：1956年に富山県で生まれました

部門になりました。当時の油圧は新事

アルモニコスでも以前は強者だけを集

半位は仕事をしながらア

がありました。その中にユダヤ人との

。高校からは東京都へ移り、慶應義塾

業でまだまだ主流部門ではありません

めて、徹夜してでも開発を仕上げて、

メリカ行きの準備をしま

出会いがありました。ユダヤ人はとて
も優秀です。彼らのビジネス手法や彼

HOL A!

−ユダヤ人に学んだこと−

高等学校から同大学の工学部へ進み

でしたが、実は社長直轄の特別プロジ

翌朝納入するような、修羅場のようなプ

した。本当はその論文

応用科学を専攻しました。大学卒業後

ェクトチームだったのです。私の上に先

ロジェクトがよくありました。それにして

はピストンポンププロジ

らのものの考え方は、日本人にものす

は、どうしても未開の地へ行きたいと

輩、係長、課長がいてその上が社長で

も2年半の間に一つの事業部ができた

ェクトのメンバー全員の

ごく似ていると感じました。質素で現実

思っていました。20歳の頃にアフリカに

した。当時は8人のチームでしたが、2

のですから、スピードがありましたね。

論文なんですよ。家に

的なのです。私は一代で事業を成した

帰ってくるのは夜の10

ユダヤ人にお世話になり、保険会社で

行ったのですが、それがすごく印象に

年半後にはそれが一つの事業部にな

残っていたからです。それでアフリカに

りました。過酷なところでした。そこは

西川：本当に無我夢中で寝る暇があり

質と言われたくらいでしたが、エンジン

時か11時頃なので早いのですが、それ

私設秘書のようなことをしました。そこ

行き資源開発をやるしかないと考え、

頭が良くて体力もある人しかいません

ませんでした。そこの部署は海外の研

の不良は命の問題にかかわるためと

からジョギングしてお風呂へ入って食事

は歯医者に保険を売っている会社でし

三菱商事に就職を決めました。その頃

でした。毎週土日には山にある研修所

究所にいたことがあるなど、変わり者で

ても大事なことなのです。

を済ませ、2時か3時頃から朝の4時か5

た。アメリカの歯医者はほぼ99.9％が

時頃までアメリカ行きの勉強をしました。

ユダヤ人です。1970年代にアラブが

の学生の大半は、商社に勤めたらエリ

へ行き、研修という名目でドラフターを用

すが強者が多かったのです。英語が分

ートコースとなる欧米に行きたがりまし

いて寝ないで大量に図面を描き、まるで

からないのに、一番簡単な仕事だからとボ

秋山：今聞くとプロジェクトXみたいなも

実際にアメリカへ行ったのは1982年で、

OPECを作ったとき、石油だけでは食

たが、私はアフリカへ行きたいと言った

競争のようにノルマをこなしていました。

ルボとの提携をやれと言われたりしました

のですね。

ボストンで私を受け入れてくれた先生に

べていけないため企業買収を始めまし

ため、採用が決まったのかも知れませ

あるいは、社内に人がいなくなった夜9

。またその頃、三菱重工からの依頼で開発

お会いし、生産工学を勉強しにきたこと

た。そこでユダヤ系のそういった保険
会社やユダヤ系の歯医者の関係を買

ん。それから大学の夏休みに父に帰っ

時頃からテストを行うために現場へ行き

していたピストンポンプモデルの耐久テスト

西川：驚くことに今も不二越では基本

を説明しました。ところが「それは日本で

てこいと言われて帰省した翌朝、「ちょ

、機械を回して自分で作って組み立てを

をしていたところ、爆発して死にかけたこと

設計の部分は変わっていないのです。

やったほうがいい。君の話していること

収しようと試みたのですができません

っと不二越の専務に会いに行くよ」と

行ったりしました。特別プロジェクトです

がありました。今であればシミュレーションで

25年程前に苦労して生み出したものが、

はカンバンメソッドだ」と言われてしまい

でした。なぜならお客さんが全部ユダ

言われました。私もその方を知ってい

から、作業が終わったら何もなかった

どこまで使えば疲労破壊するか分かります

次第に蓄積されて売り上げの貢献に

ました。どこがいいのか聞いてみたとこ

ヤ人だからです。アラブ人がお金を出

なったのです。

ろ、「トヨタ」との答えが返ってきました。

して買収しようとしても、絶対成功しな

せっかくアメリカへ行ったのに、我々は

いのです。ユダヤ人の社会は手堅くビ

るので、就職が決まったご挨拶に行く

かのようにきれいにしてテストしたもの

が、それが分からなかったため1万5千回転

のだと思っていたところ、「うちの息子

を全部隠しました。このように設計〜

位で回転していたところ爆発したのです。

をよろしく」という話になったのです。も

開発〜実験〜組み立てまで、さらに工

西川は死んでしまったのではないかと言

秋山：その後、MIT（マサチューセッツ

違うんだよと言われたのです。MITは宇

ジネスを作ってしまうからです。そこで

うショックでした。アフリカ行きも決まっ

具や材質を決める部分についても全て

われましたよ。そのピストンポンプモータ

工科大学）へ行ったのですか。

宙でいかに効率よく生産するのかという

私はユダヤ人からビジネスの方法を

宇宙工学をやろうとしていたため、自分

教わろうと思い、ストックオプションや

の学びたかったこととは違ったのです。

今で言う会社の運営方法などを教えて

た矢先だったのです。父に恥をかかせ

自分達で決めて行っていましたので、

ーをブルドーザーに用いるときも約1万

る訳にもいかず、その場で何も言えま

何が重要なのかが分かりました。

時間耐久テストを行いました。過剰品

せんでした。それで株式会社不二越へ
1

アメリカでの経験

秋山：まず、西川さんの略歴をお聞か

西川：はい。まず不二越で2年半で学

もらいました。
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森川 滋己

Hola!（オーラ）の送付数は既に5,000部に近い数になって
きました。spGate、spGauge、spScanのユーザーの皆様に

製品検査システム sp GaugeVersion7.5新機能のご紹介

も配布させていただいており、各パッケージ製品の目玉
となる情報をHola!を通してお届けできるようになりました

spGateは、様々なフォーマットの3次元CADデータを
データ交換できるだけでなく、検証、品質修正、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

。Hola!に掲載されている情報をご覧になった方からお問
い合わせいただく件数も増加しています。これからも旬な
情報をご提供させていただきます。今号のspGateは知っ
ておくと便利な機能の紹介、spGaugeはVersion7.5、

spGauge

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。

spScanはVersion2.6の新機能の抜粋紹介となっており、
ユーザーの皆様向けの内容となりますのでユーザーの

[ Tips ]

皆様は是非ご一読ください。また、ユーザーの皆様でな
い方々には、購入検討の参考にしていただければと思い

2008年10月にリリースする spGauge Version7.5の
主な機能をご紹介いたします。

ます。

今回は、spGateユーザーの皆様にあまり知られていない

■ オブジェクトミラーコピー

“ちょっと便利な機能”のいくつかをご紹介いたします。

■ ランタイムログ

オプション

システム設定

ファイルタブ

spGateを使用すると、自動的に各種ログファイ
ルが作成されます。その中でも一番重要なの
が「ランタイムログ」ファイルです。このファイルに
は、spGateを起動してから終了するまでのインポ
ート・自動ヒーリング・エクスポートの所要時間や
ファイル名情報がXML形式で記述されています
。ファイルがどこに作成されているかをご存知な
い方は、spGateのメニュー「オプション／システ
ム設定／ファイルタブ」をご確認ください。

■ バージョン情報

ヘルプ

バージョン情報

メニュー「ヘルプ／バージョン情報」を実行すると、「spGateのバ
ージョン情報」ダイアログボックスが表示されます。ここには現
在使用しているドングルの各種情報が一括して表示されます。
また「ファイル出力」ボタンを押下すると、これらの情報をテキス
トファイルとして保存できるため、spGateサポートセクションへの
お問い合せにも便利
です。ぜひ
ご利用くだ
さい。

片側に設定した検査ポイントや断面平面などを対称形状のも
う片方にコピーできます。

■ CADデータ大容量対応
約4万面のCADデータの処理が可能になりました
。（64bit版/メモリ4GB以上）

断面平面
検査ポイント

■ 3Dメジャーエッジ対応
ミラー平面

3Dメジャーの検査位置植え付け点としてCADのエッジ上の点も
登録可能になりしました。

［3Dメジャー機能］
ランタイムログ

■ ショートカットキー

ユーティリティ

ショートカットキー設定

spGateでは、「Ctrl」キーや「Shift」キーとアルファベット1文字の組み合わせ、
もしくは「F2〜F12」キーを用いて、ショートカットキー設定が可能です。10カテ
ゴリー全184コマンドに対してショートカットキーを割り当てることができます。な
かでも以下のようなよく使用するコマンドに割り当てると便利です。

一時要素削除

バージョン情報画面

■ メモ

ツール

■ アクティブグループ

メモ

spGateには、フェースやエッジに対してメモを割り付ける機能があ
ります。新規作成・編集・移動・削除・自動配置といった基本的な
操作を搭載していますので、覚書としてご利用ください。メモ情報
はgatedsファイルで保存できます。

Groupツリーで「グループをアクティブにする」を設定したグル
ープにCAD機能で作成した図形や基準データが自動的に登録
されるため、グループ単位で表示/非表示を制御することがで
きます。これにより図形管理が容易に行えるようになります。

シェーディング
半透明
フィット
アイソメ表示

■ 面積・体積
ショートカットキー設定画面

ポリゴン情報を持つ点群の面積・体積を算出します。

新井 孝典

HOL A!

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

今回ご紹介した機能は目立つ機能ではありませんので、あまりご存知
ない方もいらっしゃるかと思います。しかし、日々システムを操作する立
場の方には便利な機能だと思いますので、これを機会に是非一度お試

spGauge Version7.5には今回ご紹介させていただいた以外にも数多くの機能
を追加しております。また次期Version8.0以降も数多くの機能の追加を予定し
ており、今後もspGaugeユーザーの皆様に喜んでいただける機能を開発して
いきたいと考えておりますので、引き続きご支援の程よろしくお願いいたしま

〈spGateに関するお問合せ〉

〈spGaugeに関するお問合せ〉

spGateサポートセクション

spGaugeの詳細はこちら

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

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
メモの割り付け

9

木戸 康久

［点群オブジェクトのプロパティ］

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

（米国登録番号：6983825）

HOLA!
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リバースソフト spScanVersion2.6バージョンアップ情報

第11回 CAx Platformのフレームワーク：spFrame

spScan

今回はCAx PlatformのフレームワークspFrameの持つ機能の一つである「ユーザー属性」についてご紹介します。

spScanは非接触測定データからNURBS曲面を作成する
リバースエンジニアリングソフトです。

2008年6月 spScan Version2.6をリリースいたしました。
今回は、新しく追加された機能の中で、ユーザーの皆様から特にご好評をいただいた曲線編集機能についてご紹介いたします。

■ 曲線編集機能

Point 1
Version2.6で新しく追加された『曲線編
集』は、従来個別のコマンドを組み合
わせて行っていた曲線編集に関する
操作を『1つのコマンド』に統合した機
能です。効果として、曲線編集に関す
る工数が大幅に削減されました。さら
に工数だけでなく、関連する曲線を一
度に編集できるようになり、曲線品質
も向上させることが可能となりました。

spFrameの機能として、点・線など目に見える要素の他に固有の値を
・専用形式ファイルに〈保存〉〈読込〉〈編集〉
・要素に〈追加〉〈削除〉〈編集〉
することが可能です。
※固有の値を「ユーザー属性」と呼びます。

〈従 来〉
以下のコマンドを
組み合わせて曲線編集
頂点挿入
頂点削除

〈Version 2.6〉

3Dシステム内で、点は（x,y,z）座標値の情報しか持ちませんが、固
有の値（属性）を付加することにより、例えば半径値を持つ球や軌
道情報を持つ惑星というように点をシステム側で判別し、それに応
じた処理を行うことができます。

１つのコマンド内で
編集が可能

spFrame専用形式ファイルの保存・読込時に、自動的にspFrame
の関数（API）を利用して付加した「ユーザー属性」に対し保存・読込
が行われます。

連続化（G1平均）
連続化（G1一方固定）

spFrame専用形式ファイルには「ファイル」「モデル」の2つのグルー
プとそれら2つに「要素」を加えた計3つのデータがあり、それぞれ
に「ユーザー属性」を設定することが可能です。

Point 2
さらに、従来手動で行っていた『連続
性設定』『通過点挿入』『頂点挿入』に
おいて、曲線編集時に自動処理を行
うオプションを設定できるようになりま
した。

自動連続性
設定オプション
曲線間の角度、曲線形状
から連続性（G1（平均）、
G1（一方固定）、G0）を自
動で認識します。

ファイル

モデル1

要素1

要素2

自動通過点
挿入オプション

モデル2

・・・・・・・

・・・・・・・

図1

以下の例を参考に、「ユーザー属性」の役割に関して見てみましょう。

spScanサポートセクション セクションスタッフ
h-matsumoto@armonicos.co.jp

spScanサポートセクションの松本と申します
。次期バージョン（Version3.0）では、これまで
多くのユーザー様からご要望いただいており
ました角出し機能などに対応し、更に「かゆ
いところに手が届く」リバースシステムへと進
化させていきたいと考えております。
今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。
〈spScanに関するお問合せ〉

spScanの詳細はこちら
URL：www.armonicos.co.jp/products/spscan/
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

〜 その 2〜

2）下記のような固有の値をユーザー属性として付加し、システムとして管理します。
2-1）ファイルに対して付加するもの

2-2） 要素に対して付加するもの

作成者

メーカー

作成日

品番

最終更新日

色

承認

価格
他 ・・・

※属性毎に、同一要素に複数の「ユーザー属性」を付加することも
可能です。
3）「ユーザー属性」関連関数
spFrameが提供している下記の関数を利用して、「ユーザー属性」を
メンテナンスします。
○ASIPutUser：ファイル／モデル／要素へユーザー属性を付加します
○ASIGetUser：ファイル／モデル／要素よりユーザー属性を取得します
○ASIModifyUser：ファイル／モデル／要素のユーザー属性を更新します
4）「ユーザー属性」の利用

・「ファイル」は複数の「モデル」を持ちます
・「モデル」は複数の「要素」を持ちます

松本 秀樹
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曲線編集

曲線変形

イメージ画像
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曲線形状から曲線編集に
必要な通過点を最適な位
置に挿入します。

自動頂点
挿入オプション
曲線形状から最適な位置
に頂点を挿入します。

例）部材積算システムの場合
1）専用システム内に展開されている要素にどのような値が付加され
ていれば良いのかを挙げてみましょう。
1-1） ファイルに対して付加するもの
・作成者 ・日付 ・作成日 ・最終更新日 ・承認
1-2） 要素に対して付加するもの
・メーカー（発注書などを作成する際に必要になります）
・品番（部材を特定するために必要ですね）
・色
・価格（単位あたりの価格）
※外部リストを持ち、付加される値を管理するようなケースは考慮しません。

要素に付加された
ユーザー属性から
・見積もり金額
・注文書
（メーカーへ品番や数
などの注文データ）
・詳細
などを自動に作成するこ
とが可能になります。

メーカー
品番1

要素1

作成者

メーカー
品番2
見積もり
注文書
etc.

ファイル
要素2

図2

要素を追加・削除した場合には、再計算を行い、最新データの結果を
作成することが可能となります。
このように専用システムを作成する場合には、システム固有の「ユー
ザー属性」が自動化・簡素化の重要な役割を果たしていることをご理
解いただけたかと思います。
毎月第一水曜日に浜松にてspFrame講習会を行っております。
ご興味のある方はadp-sales@armonicos.co.jpまでお気軽に
ご連絡をお願いいたします。

板垣 武彦

Multi Performance Resource Room
プロジェクトマネージャ

CAx Platformはユーザーの技術ノウハウを組み込ん
だ専用3次元システムを構築する上で必要な基本機
能（コンポーネント）を備えた開発環境です。
〈CAx Platformに関するお問合せ〉
E-mail：adp-sales@armonicos.co.jp TEL：053-459-1000
URL：www.armonicos.co.jp/products/caxplatform/

・他（厚みや長さ 等々）

HOLA!
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