VGMETROLOGY
高精度を小さなCTデータサイズで

計測機能をすべて備えながら、使いやすい – 計測のためのVGMETROLOGY。

ユニバーサルな計測ソリューション

VGMETROLOGYは計測用ソフトウェアです。
ユニバーサな計測ソリューションとして、
お手持ちのCTス
キャナを総合的な精度の高い計測装置に変えます。
> フル装備：VGMETROLOGYにはVGSTUDIO MAXの幾
何公差を含む計測関連機能が全て搭載されています。
> 妥協なし：VGMETROLOGYは正確なオブジェクトサー
フェス情報を、
コンパクトなファイル (.mvgl) に保存で
きます
> 万能性：VGMETROLOGYはボクセル、点群、
メッシ
ュ、CADデータに全て対応しています。

> シンプル：VGMETROLOGYは機能を絞っているため、
初めての方にも使いやすくなっています
> 効率性：繰り返しのタスク処理や周期的な構造解析の
場合には、強力な自動化機能が作業速度の向上をも
たらします。
> 互換性：VGMETROLOGYは他のボリュームグラフィッ
クス製品とシームレスにファイルを交換できます

VGMETROLOGYのボリュームグラフィックス計測カーネルは、
ドイツ国立計量機関である
物理工学研究所 (PTB) およびアメリカ国立標準技術研究所 (NIST) の検証を
受けています。
*

*P
 TBおよびNIST検証済み：VGSTUDIO MAXのボリュームグラフィックス計測カーネルVGMK 3.2.0 140356は、
ドイツ国立計量機関である物理工学研究
所 (PTB) による
「最小領域法（チェビシェフ）」
および
「最小二乗法（ガウス）」
アルゴリズムの検証済みです。
またアメリカ国立標準技術研究所 (NIST) による
「座標計測システムのアルゴリズムおよび評価プログラム」
で検証済みです。
Windows 64ビットで取得された結果での検証。
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左：一般的なCTデータ、右：VGMETROLOGYのデータ

CTでは全体像が得られます 従来手法では不可

接触式や光学式方法とは異なり、産業用CTではオブジ
ェクトの全サーフェスがスキャンできます。
サーフェスが
オブジェクト内部などの測定が困難な場所でも、CTで
あれば測定が可能です。

CTは計測アプリケーションの理想的な基盤です。
接触式
の座標計測方法は非破壊ではありますが、CTなら更に
オブジェクトへの負担がありません。
つまり、CTではパー
ツを分解する必要がありません。
また、光学式スキャナと
異なり、CTであれば反射したり半透明のパーツにも高精
度にデータ取得できます。

もうメッシュは必要ありません

.mvglファイルなら精度を下げることなく、最適なオブジ
ェクトのサーフェス情報を持てます。

また、.mvglファイルは精度が同等程度の.stlファイル
と比較し、
ファイルサイズが小さくて済みます。
.mvglファイルが小サイズで済むのは、
オブジェクトのサ
ーフェス情報のみを保持しているからです。
.stlファイルで
は、
オブジェクトのおおよそのサーフェス情報しか描画で
きません。
.stlファイルはサイズを下げると、
メッシュの精
度も低下してしまいます。

.mvglファイルはサブボクセル精度の面定義情報を保持
できます。
VGMETROLOGYは1ボクセル以下（サブボクセ
ル）のグレイバリューでも詳細を可視化し、各ボクセルの
グレイバリューを処理することで、
サブボクセル精度を実
現します。
*

ボリュームグラフィックス独自の.mvglファイルは必要な
情報をすべて1つにまとめた、
コンパクトで扱いやすいフ
ァイルです。
計測データセットをインターネット上でやり
とりする場合、非常に優れています。

*V
 GMETROLOGY ESとVGMETROLOGY VIEWERはサブボクセル精度で動作しますが、面の定義は行えません。
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VGMETROLOGYではデータ形式を問わず作業可能です。
左上から右下へ：ボクセル、CAD、
メッシュ、点群データ。

一般的な計測方法を全て搭載

> ボクセルデータに加え、接触式や光学式スキャナで生
成した点群やメッシュとネイティブに動作
> STEPとIGESフォーマットに加え、CATIA V5、Cero、Pro/
ENGINEER等のフォーマットでCADモデルをロード*
> 製品製造情報 (PMI) に保存される付加的パーツ情報（
寸法、GD&T、
レイヤー、注釈、
キャプションなど）を自動
変換し、
インテリジェントに評価**
> ASCII、.csvおよびテキストファイルの点群をインポート
> .stl形式（ASCII / バイナリ）のメッシュファイルに対応
> サポートデータタイプ（ボクセル、CAD、
メッシュ、点群
データ）
ごとに幾何オブジェクトのフィットを最適化し、
計測の不確かさを軽減
> テクスチャ付きメッシュと色付き点群を読み込み、
レポ
ートやオブジェクトの解析に活用
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各種機能と組み合わせた計測関連機能のフル
装備で効率性を向上

> GD&T（DIN EN ISO 1101による）
> オブジェクトの位置合わせ（ベストフィット、3-2-1
、RPS、
シーケンシャル、
フィーチャーベースによる）
> 単一のオブジェクトの様々な位置合わせの保存、
それ
らの簡単切り替え、
それに合わせた計測の更新
> 対応する幾何要素ペアに基づいて2つのオブジェクト
を互いに対称に配置する、直観的でシーケンシャルな
位置合わせ
> フィットする幾何要素のタイプを自動で選択
> データム座標系の自動生成
> 共通データムの作成
> CAD、
メッシュデータ (.stl) 、関心領域 (ROI) を含むボク
セル上での設計値 / 実測値比較
> 平行に近い表面（レイメソッドを使用）と曲面や波状表
面（球メソッドを使用）の両方に対する肉厚解析
> 豊富なレポート機能
> マクロとテンプレートで単体またはグループデータの
解析を自動化
> 周期的な構造の測定計画の自動複製

オプションモジュール

オプションのジオメトリ補正モジュールで参照モデルと製造パーツの偏差を一目でわかるよう色付けして可視化します。

オプションモジュール：ジオメトリ補正

> 射出成形や鋳造金型および3Dプリンタのジオメトリ
の修正を、繰り返し回数の少ないシームレスなデジタ
ルワークフローで行い、品質向上および市場への投入
時間を短縮。
*
> ボクセル、.stl、
およびCADデータを1つのソフトウェア
で処理。
> サンプルパーツのスキャンに基づいて、射出成形金型、
パンチングツール、
または3Dプリンタパーツの形状の
変更を計算。
> 湾曲やアンダーカットを含む参照モデルと製造パーツ
の偏差を一目でわかるような色付けによる視覚化。
> パーツのスキャンデータを使用して、CADの修正領域
を素早く簡単に生成し、
パーツと金型の形状を適合。
> 計算されたサーフェスに関する情報をCADのフェース
として直接書き出し。

* 別
 途オプションモジュールが必要です
（有償）。
サポートするCADフォーマット：CATIA V5 (~V5-6 R2018) 、Creo (~5.0 Beta)。
ベータ版：CATIA V4
(~4.2.5)、JT (~10.0)、Pro/ENGINEER (~19.0)、Unigraphics/NX (V11.0~NX 12.0)、Solid Edge (V19 - 20、ST – ST10)、SolidWorks (97~2018)
Tech Soft 3DによるCAD変換技術。
** 別途オプションモジュールが必要です
（有償）。
PMIインポートではCATIA V5とCreoをサポート。
ベータ版ではPro/ENGINEERとUnigraphics/NXにも対
応。
Tech Soft 3DによるCAD変換技術。
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3種類のエディション
VGMETROLOGYには3種類のエディションがあります。
面の定義がビルトインされたスタンドアロン版、定義済
みの面でVGLやMVGLを開くVGMETROLOGYESの基本
版、VGMETROLOGY VIEWERのビューア版です。

機能

VGMETROLOGY

VGMETROLOGY ES

VGMETROLOGY
VIEWER

CTスキャナから直接ボクセルデータ
の読み込み
点群、
メッシュおよび
CADデータの読み込み
ボクセル、CAD、
メッシュ、
点群データでの計測

*

マクロ、
テンプレート、
バッチ処理で
の自動化
圧縮.mvglファイルでプロジェクトを
保存
.mvglファイルを開く
価格

* 位置合わせとベーシックな計測に限ります
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オープン価格

弊社または
販売店にお問合せく
ださい

無償

ボリュームグラフィックス – Enabling better products

世界中のボリュームグラフィックスユーザーは、産業分野
とサイエンス分野の両方において当社のソフトウェアに
より決定的な優位性がもたらされることを確信していま
す。
確かな信頼性とより良い製品の為、今こそボリューム
グラフィックスをお試しください。
ボリュームグラフィックスの製品群 (VGSTUDIO
MAX、VGSTUDIO、VGMETROLOGY、VGinLINE、myVGL)
では、産業用CTで取得したデータに直接、全ての解析・
可視化を実施できます。

市場におけるリーダーシップの確立

約80%の市場シェアを誇るボリュ
ームグラフィックスは、産業用CTソ
フトウェア業界のリーディングカン
パニーです。
世界的なビジネスコン
サルティングファームであるFrost &
Sullivanによる
「2018年世界産業用
CTソフトウェア市場リーダーシップ
アワード」も受賞しています。
*

2018
GLOBAL INDUSTRIAL
COMPUTED TOMOGRAPHY SOFTWARE
MARKET LEADERSHIP AWARD

ボリュームグラフィックスを選択することで、非破壊検査
用ソフトウェアの開発で20年以上培った経験をご活用い
ただけます。
今日では、自動車、航空宇宙、
エレクトロニ
クスなどのグローバルな産業で、製品の開発と生産にお
ける品質保証のためボリュームグラフィックスのソフトウ
ェアが使用されています。

安心のサポート

ボリュームグラフィックスなら、
お客様のタスクを深く理
解するエキスパートチームのサポートがあるので安心で
す。
まずはセールスエキスパートがボリュームグラフィッ
クスのソフトウェア構成の選択を手助けし、購入後もプレ
ミアムサポート契約をご選択いただくことで常に最新版
ソフトウェアをご利用いただけます。
またサポートエキス
パートは、
ソフトウェアトレーニングでソフトウェアの操作
スピードを上げ、素早い対応でお客様をサポートします。
それに加え、複雑な分析タスクの自動化などの場面では
特に、ボリュームグラフィックスのコンサルタントがお客
様のお役に立ちます。

* 出典：Frost & Sullivan Award受賞の詳細について www.volumegraphics.com/en/frost
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シャーロット

ハイデルベルク
北京

名古屋

シンガポール

Volume Graphics GmbHは、
アメリカ、日本、中国、
シ
ンガポールに子会社を置いています。
世界における
存在感を高めるため、世界規模で販売店ネットワー
クを充実させています。

本社
Volume Graphics GmbH
Speyerer Straße 4 – 6
69115 Heidelberg, Germany
電話：+49 6221 73920-60
Fax：+49 6221 73920-88
sales@volumegraphics.com
www.volumegraphics.com

ボリュームグラフィックス株式会社
〒464-0858
名古屋市千種区千種3-39-4
電話：052-508-9682
Fax：052-508-9689
sales@volumegraphics.jp
www.volumegraphics.jp
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