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3D 計測と自動化のプラットフォーム



Geomagic® Control™ は業界で最も総合的で堅牢かつ高精度な 3D 
計測ソリューションでと自動化のプラットフォームです。

「事例」
タービン検査の自動化
タービン修理サービス会社は、
接触/非接触スキャンおよび
Geomagic Controlの自動化プラ
ットフォームによる正確なブレード
測定の結果、タービン ダイアフラ
ムの検査時間を 90% 以上も短縮
しました また、導入したシステム
により、（口頭や手書きのデータを
排除することによって）測定精度を
高め、画面上のトリアージ データ
の可視化、プロセス制御とビジネ
ス IT システムの電子データ化を
実現し、繰り返し性と再現性分散
を手動に対して50%も向上させま
した。

組み立ての非破壊試験
電気配電製品のメーカーは、CT ス
キャンと Geomagic Control を
使用して、パーツを分解することな
く、製造上および組み立ての問題
を特定しました。このプロセスは成
功をおさめ、重要な問題の特定に
要した生産ラインのダウンタイム
が、平均 28 日から 1 日に低減さ
れました。

検査と計測、品質検査と品質保証プロセスに関して、Geomagic Controlは、製
造において、各種の計測ツールとともにプローブと非接触スキャン データを使うこ
とによって、時間を節約し、精度を大幅に向上させることに加え、複雑なタスクを 
Python スクリプトで簡単に自動化することもできます 高度な GD&T、プローブお
よび寸法検査機能により、3D PDF でのレポートのインテリジェントな作成や、パー
ツの高速かつ正確な計測が可能になります 。

3D 計測と自動化のプラットフォーム
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Geomagic Controlの主要な特徴
Geomagic Control は、単一の安定したカスタマイズ可能なプラット
フォームで、お客様の計測要件に最適な機能とツールを提供します。 
さらにGeomagic Control では CAD インポーターと高度なブレー
ド解析が一体化されており、追加コストは不要です。Geomagic Control により、自動
車、航空宇宙、軍需、コンシューマ向け製品、金属加工、医療などの製造業の数千のお客
様が毎日の生産において最高の品質を実現しています。 

• GD&T や参照ジオメトリなどの PMI を含む無償の 3D CAD インポーターを一体化

• 高度なエアフォイル解析

• 堅牢な GD&T 機能、標準寸法作成および参照ジオメトリ作成

• マウスやプロービング デバイスを使用して参照ジオメトリを迅速に作成する独自の 
QuickProbe™ および QuickFeature™ ツール

• クラス最高の自動化プラットフォームと複数の検査機能を含む Python スクリプト

• 参照システムを確立するための QuickAlign™ のような豊富な整列ツール

• 直感的なユーザー インターフェースと選択ツール

• 埋め込み 3D PDF モデルを含む、シンプルでカスタマイズ可能なレポート ツール

• アプリケーションは、精度と再現性に関して NIST & PTB 認証済み

• 多くのファイル形式をサポートし、あらゆる業界標準ハードウェア デバイスをサポート

• 幅広いテクニカル サポート、ドキュメント、ナレッジ ベース、トレーニング、Geomagic 
製品ラインの無償の試用版

主要な産業
•  自動車
• 航空宇宙
• 重機
• 消費財
• 構成部品
• ツールとモールド
• タービン製造、メンテナンス、修理

See demos and full feature information at www.geomagic.com.
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1 import geoappall
2 for m in geoappall.execStrings: exec m in locals(), globals()
3
4 # Read the fi le
5 # geoapp.openFile(“\\\\C:\\Data\Training\\V2012 Whats New\\Scrip
6 i f activeModel = geoapp.getActiveModel()
7
8 i f activeModel != None:
9  m = geoapp.getMesh(activeModel)
10  # Make sure this model contains a m.
11  i f m != None:
12   print(“The m has “ + str(m.numTriangles) + “ triangles”)
13

Output Window
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Section A-A
 Name Measured Nominal  Deviation Status Upper Tol. Lower Tol.

1 D1 87.841 86.354 1.487 FAIL 1.000 -1.000
2 D2 9.161 8.622 0.539 PASS 1.000 -1.000

3 D3 9.094 8.622 0.472 PASS 1.000 -1.000

4 D4 117.659 124.626 -6.967 FAIL 1.000 -1.000

5 D6 33.407 35.251 -1.844 FAIL 1.000 -1.000



特徴
3D CAD インポーター標準装備 •
包括的プロービング サポート •
幅広いプロービング デバイスのサポート •
インテリジェントな参照ジオメトリ認識 •
プラットフォーム自動化とスクリプト •
最先端の GD&T 機能 •
CAD 不要の検査 •
2D および 3D グラフィック比較 •
3D PDF レポート •
2D および 3D 寸法付け •
QuickProbeの機能 •
QuickAlignの機能 •
エアフォイル解析 •
広範囲な非接触型 3D スキャナのサポート •
点群およびポリゴン メッシュ解析 •
ギャップ/フラッシュ検出 •
肉厚評価 •

Geomagic について
Geomagic は、人類の利益の
ために 3D テクノロジーの推進
と利用拡大に取り組んでいるグ
ローバル企業です。Geomagic
のスキャニングおよび設計ソ
フトウェア ソリューションは、
物理オブジェクトからの 3D
コンテンツのキャプチャとモ
デリング、複雑なオーガニッ
ク形状の再現、そして製品の
製造準備のために利用されま
す。Geomagic はその他に、
完成製品をマスター設計と比
較することで寸法品質を検証
する強力な 3D 計測および検
査ソフトウェアを提供していま
す。Geomagic 反力装置は、デ
ジタル環境における触覚をシミ
ュレーションします。

高品質のエンジニアリング 
• Geomagic ソフトウェア製品は国際機関によって精度が認定済み
• 自動化されたソフトウェア機能により、ユーザーは点群およびプロ ーブ データに対する複雑な操作を迅速に

実行可能
• Geomagic 製品は長年にわたり、パートナー、開発者、お客様によ る完全なテストを実施
• お客様のエンジニアリング、設計、および製造のワークフローに対 するサポートを提供

世界中に展開された事業活動
• 米国、ヨーロッパ、および中国に置かれた主要オフィス
• 10 ヵ国に拠点を置く Geomagic チーム

GeomaGic ソフトウェアのすべてのお客様に対して総合的なサポートを提供
• 2 つの言語によるナレッジ ベース情報、無償のチュートリアル ビデオ、データ、 使用説明書、およびハウツーが

掲載された無償のオンライン テクニカル サポ ート Web サイト
• 複数の言語による電話でのテクニカル サポート (メンテナンス契約中のお客 様のみ)

GeomaGic 製品に関するワールドクラスのトレーニング
• 複数の言語によって世界中で提供されるトレーニング クラス
• 実世界のエンジニアリング体験を用いたワールドクラスのトレーニング
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