究極の 3D スキャン処理ソリューション
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究極の 3D スキャン処理ソリューション
Geomagic Studio® は、3D スキャン データを高精度なサーフェス、ポリゴ
ン、ネイティブ CAD モデルに変換する完全なツールボックスです。

事例
コンシューマ向け製品の製造

ある携帯電話アクセサリのメーカー
は、以前はスキャニングを外注してい
ましたが、品質を落とさずに製品開発
時間を削減するという運動の一環とし
て、Geomagic Studio を使って社内で
リバース エンジニアリングを実施しまし
た。このメーカーは、Geomagic Studio
と 3D スキャニングを社内で使うこと
で、極秘のデザインを守り、正確なサーフ
ェスを CAD にエクスポートしてスキャ
ンと処理時間をおよそ 50% 削減するこ
とができました。

軍事産業

ある軍事組織は戦闘機の亀裂の入っ
た構造部品を、正確かつ迅速に修理
する必要がありました。かつては最大
6週間、駐機させる必要がありました
が、Geomagic Studio のソリューショ
ンにより修理時間をわずか数日に削減す
ることができました。エンジニアは、破損
したパーツの正確な 3D レプリカを一日
で作成し、それを加工し、航空機に組み
込むことができました。

あらゆるタイプのメーカーのために、Geomagic Studio は、インテリジェント
で使いやすいアプリケーションの形で、業界最強の点群編集機能、メッシュ編集
機能、高度なサーフェス作成機能を提供します。自動化されたツールと連携した
Geomagic Studio の正確な 3D データ処理機能により、最高品質のモデルを極
めて短時間で作成し、工数を削減します。Geomagic Studio は、リバース エンジ
ニアリング、製品設計、ラピッド プロトタイピング、解析、CAD エクスポートのため
の、究極の 3D 作成ツールです。

特徴

Geomagic Studio の多様な点群およびポリゴン編集機能とパワフル
なサーフェス作成ツールにより、高品質な 3D モデルを素早く作成する
ことができます。さらに、Geomagic Studio は形状から設計意図をキャ
プチャするため、パラメトリック モデルを数多くの CAD パッケージにシームレ
スに転送することができます。Geomagic Studio の最新版には、より多くのカスタマイ
ズ オプションを可能にする新しいプラットフォームも含まれています。

• 広範な非接触型デバイスとプローブ デバイスをサポート
• 自動化されたポイント クラウド データのクリーンアップ、メッシュ解析とリペア、再メッ
シュ ツール、パッチ機能など

• 高速なデータ処理に最適化され、大きな高密度のポイント クラウドの効率的な処理が
可能

• 簡易化された 3D のワールド座標系による容易なデータの整列
• Python スクリプト環境により、ポイント クラウド処理ワークフローのカスタマイズが
•
•
•
•
•

可能
コマンドライン駆動型のバージョンにより、グラフィカル ユーザー インターフェースのコ
ンピューティング オーバーヘッドが排除され、時間とメモリの節約が可能
すべての主要なニュートラルのポリゴンおよび NURBS フォーマットで高品質な 3D デ
ータをエクスポート
広範なハードウェア プラグインとサポートされているファイル形式
（STL、OBJ、VRML、DXF、PLY、3DS）が追加料金なしで付属
履歴ベースのモデルを主要なメカニカル CAD パッケージに直接エクスポート。CAD
パッケージには Autodesk® Inventor®、CREO® Elements/Pro™、CATIA®
、SolidWorks®（オプション）などが含まれる
ボタンをクリックするだけで、SpaceClaim® Engineer ダイレクトモデリング CAD に
シームレスにエクスポート

主要な産業
•
•
•
•
•
•
•
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Image above: 4-year-old whale (SSSC-2011008).
SSSC-2011008 was recovered, processed and scanned
under NOAA Fisheries MMHSRP Permit 932-1905.
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See demos and full feature information at www.geomagic.com.

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 の Sensable
Phantom 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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