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タグライン：スキャンと CAD デザインの一体化
画期的な新しい Geomagic® Design™ Direct は、スキャニング、堅牢な 
3D 点群とメッシュ編集、包括的な CAD デザイン、アセンブリ モデリン
グ、および 2D 作図をひとつのアプリケーションに一体化した唯一の 3D 
ソフトウェアです。

サイド バー
Geomagic Design Direct は
Geomagic の先駆的な 3D キャ
プチャ技術を、業界をリードする
SpaceClaim® のダイレクト モデリン
グ CAD API の上に構築した画期的な
新しいデザイン ツールです。このダイナ
ミックな連携により、3D テクノロジー
をより身近に、柔軟に、使いやすくする
という私達のコミットメントが実現され
ています。

Geomagic Design Direct のダイレ
クト モデリングは、CAD を使いこなす
エキスパートである必要はなく、誰でも
設計プロセスに参加することができま
す。直感的なユーザー インターフェース
とプッシュプル式のツールセットの組み
合わせにより、従来の履歴ツリー ベー
スの CAD の複雑さに煩わされること
なく迅速にソリッド モデルを作成する
ことができます。パワフルなGeomagic 
Design Direct の 3D ダイレクト モ
デリングは、 断面図、2D 注釈付き図
面、フル アセンブリを素早く作成しま
す。

Geomagic Design Direct のパワー
により、ユーザーは、スキャンを直感的
なCADシステムへ直接取り込み、その
場でデザインを変更し、制約を受ける
ことなく設計パラメータを変更し、各
種のオプションのアドインを使ってカ
スタマイズできます。

Geomagic Design Direct は、設計プロセス全体を通じてスキャン データと 
CAD を一体化する方法を変革する新しい設計パラダイムの到来を告げます。3D 
キャプチャの専門技術と直感的なダイレクト CAD モデリングの融合により、製品
設計、エンジニアリング、コンセプト モデリング、試作、製造、ドキュメンテーション
という開発のあらゆる段階を合理化し、製品をより速く、より経済的に市場投入し
ます。



See demos and full feature information at www.geomagic.com.

Partial Scan
View and use  
partial scan 
data directly in 
Geomagic Design 
Direct

Make Part
Build a  
complete  
solid model  
using the intuitive 
design tools

DrawingS
Instantly create 
drawings of the  
part directly  
from the solid 
model

Rapidly create 3D solid models and drawings from incomplete scan data

Add missing parts to solid assembly models

Scan
Capture real-world  
data using scanners 
and probes

DeSign
Quickly create  
new designs  
based on  
physical products

renDer
Instantly create 
realistic renderings 
using the Keyshot® 
add-in

Quickly create concept models and renderings for product design

Scan
Scan broken  
or incomplete  
part

caM/cae
Use completed  
assembly for  
production,  
and use in 
CAM and CAE add-ins

aDD Part
Directly add  
missing part  
into solid  
assembly

主要な産業
•  製造
• コンセプト製品設計
• 自動車
• 航空宇宙
• 医療機器
• コンシューマ向け製品
• 工業デザイン
• 宝飾デザイン

主要な特徴
Geomagic Design Direct は広範囲でパワフルなツールと機能を提供することにより、
スキャン データの処理、点群とポリゴンの編集、包括的な CAD パッケージでのデザイ
ン、複雑なアセンブリの作成と編集、注釈付き 2D 図面の作成を可能にします。いずれに
おいても、数分から数時間で、コンセプト モデリング、プロトタイ
ピング、リバース エンジニアリング、製造、フライス加工、3D プリ
ント、解析用のデザインを作成できます。

•	完全な 3D CADモデリング、スキャニング、アセンブリ、図面作
成、PMI とサードパーティの統合、オール イン ワン アプリケ
ーション

•	スキャンデータをダイレクトにソフトウェアに取り込み
•	不完全なスキャン データを使用したモデリング
•	メッシュからのスケッチ、サーフェス、ソリッド抽出
•	3D キャプチャから CAD 機能にワンクリックで移行
•	アセンブリの構築、操作、編集
•	CAD の経験が豊富なユーザーでも経験の少ないユーザーでもすぐに利用可能
•	シンプルなプッシュプル式のツールセット、複雑なマルチレベルの履歴ツリーを持たない
•	ニュートラルなファイル形式（IGES、STEP、OBJ、ACIS、PDFなど）に加えて、広範な 

CAD および PLM ツールとの相互運用が可能
•	SpaceClaim 向けのパワフルなサードパーティ アドイン コレクションとの互換性（フォ

トリアリスティック ビジュアライゼーション、PDM、解析、CAMなど）



機能性 geoMagic wraP® geoMagic StUDio®

アドインを介し、スキャンしてダイレクトに製品に取り込み • •
点のインポート（.asc、.txt、.ac など） • •
メッシュのインポート（.stl、.obj など） • •
ネイティブな CAD 形式のインポート •
基本的なポイント編集（削除、サンプリング、ノイズ低減） • •
高度なポイント編集（ポイント追加、ポイント穴埋め、オフセット） •
基本的なメッシュ編集（削除、穴埋め、トリミング、メッシュなど） • •
高度なポリゴン編集（サンドペーパー、パッチ、彫刻、シェル） •
メッシュのスマート選択（新規） •
メッシュからサーフェス/ソリッド/スケッチをインテリジェントに抽出 • •
完全なスケッチおよびソリッド モデリング機能 •
メッシュとソリッドの偏差解析 • •
正確なサーフェス作成（AutoSurface を含む） •
CAD とパラメトリック交換 •
2D 図面の作成 •
3D PDF の生成 • •
アセンブリ関係の作成と管理 •
100 以上のサードパーティ アドインのサポート（レンダリング、CAE、アニメーションなど） •

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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