Capture

™

工業向け 3D スキャナーとソフトウェアの統合システム

Capture™
3D Systems の Capture スキャナーは正確かつ高速なブルーライト 3D スキャニングテクノロジーです。
持ち運びも容易な
軽量ユニットで、複数のスキャナー接続にも対応しています。
オプションの ProPack を使えば、電動の回転テーブルを使った
スキャンを可能にし、
高品質のケースでスキャナーを安全に運搬できます。
Capture には Capture および Capture Mini の
2 つのモデルがあり、
Geomagic リバースエンジニアリングソフトウェアや 3D 検査ソフトウェアと統合されているため、
手軽
にかつ高精度に Scan to 3D プロセスを実現します。

3D デジタルスレッドで開発期間を短縮

3D Systems の包括的なデジタルスレッドでワークフローを合理化し、
製品

をより早く市場に投入できます。
Geomagic Capture はデザイン、
設計、
製

複数の Capture をつなげてスキャンを効率化

複数の Capture 接続も簡単に設定できます。
対象物をより早くスキャンし

処理できるだけでなく、
ソフトウェアの高度な自動化およびスクリプトツー

造および品質管理において、
現物とデジタルデータの橋渡し役となります。

ルと組み合わせることで繰り返し測定をいままでになく簡単にします。

を再生したり、
製造された製品の形状を検証したり、
3D プリントや製造を

失われた設計データを迅速に再現

間違いのない検査で製造エラーを削減

ャンベースの設計ワークフローで簡単に CAD データを再作成できます。
そ

現物の形状をデータとして読み込み、
失われたあるいは損傷を受けた製品

するためのエラーのないデータを準備します。

Geomagic Capture の高速で高精度な 3D 検査システムを使って、
初回製
品から量産製品、
プリントされた部品まで、
品質を瞬時に検証します。
業界

が認めた Geomagic Control 3D 検査ソフトウェアと完全に統合されたシ

ステムは、
正確な測定と素早いレポートを提供するので、
設計および製造
における問題をより早い段階で確実に発見できます。

ご使用の CAD に最先端のスキャニング機能を追加

設計データがない？図面も残っていない古い部品を作りたい？

Geomagic Capture は非常に複雑で破損した部品でも、
シームレスなスキ

のデータはそのまま 3D プリントや、
製造が可能です。

身近にあるモノから発想する

Geomagic Capture は、
現物から革新的な新製品を発想する、
全く新しい

デザイン手法を提供します。
日頃身の回りにあるデザインを参考にし改良

して、
新しいデザインを生み出しましょう。

Geomagic Capture は SOLIDWORKS® のプラグインとして動作します。
ま

コストは最小限、効果は最大限

ーチャーベースの CAD データを Siemens® NX™、
Creo®、
Pro/ENGINEER®

め、
他の 3D スキャナーよりも費用がかかりません。
必要な精度、
スキャンサ

た、
Geomagic® Design™ X のLiveTransfer ツールを使えば、
作成したフィ
、
Solid Edge and Autodesk Inventor® に転送できます。

Geomagic Capture システムは、
Geomagic ソフトウェアと統合しているた
イズ、
最先端のソフトウェアをワンストップで手に入れることができます。

ソフトウェアオプション

Geomagic Capture にはスキャンベースのデザイン、
リバースエンジニアリングおよび 3D 検査など、
用途に合わせて選べる強力なソフトウェアが同梱されています。

Geomagic Capture for Design X
究極の 3D Scan-to-CAD ソリューション

• Geomagic Design X で直接スキャナを操作
• 大容量点群データの位置合わせ、
加工および調整、
さらにメッシュ構築を簡
単に処理
• 先進的で使いやすいメッシュ編集ツールセット
• CAD モデリングと同じ要領でのフィーチャーベースのソリッド・サーフェス作成
• Accuracy Analyzer™ ツールでサーフェス、
ソリッドおよびスケッチをオリジナ
ルのスキャンデータと比較検証
• SOLIDWORKS、
NX、
Autodesk Inventor、
Creo、
Pro/ENGINEER、
Solid Edge
および AutoCAD へフィーチャー情報を転送

Geomagic Capture for Wrap
スキャンデータを手軽にメッシュ、サーフェスへ

• Geomagic Wrap で直接スキャナを操作
• 完全な 3D モデルを作るための、
業界をリードする、
正確で使いやすい点群お
よびメッシュ編集ツール
• 自動曲面変換に加えて高度で正確な曲面作成ツール
• マクロとスクリプトツールでデータ処理を自動化
• 3D スキャンデータから曲線および幾何形状情報を抽出
• アーカイブ、
3D プリントなど様々な中間ファイル出力に対応

Geomagic Capture for Control X

Geomagic for SOLIDWORKS
CAD システムの機能を拡張するプラグインソフトウェア

• SOLIDWORKS で直接スキャナを操作
• Geomagic の業界をリードするスキャン処理機能を搭載：
- SOLIDWORKS 内で効率的かつ高速なメッシュおよび点群処理
- メッシュの修復およびスムージング
- 3D スキャンから自動でフィーチャーベースのソリッドやサーフェスを抽出
- 作成されたサーフェスとソリッドを元のスキャンデータと比較して精度を確認

最先端の 3D 検査および計測ソリューション

•
•
•
•
•

Geomagic Control で直接スキャナを操作
部品形状を CAD データと瞬時に比較して分析
マクロとスクリプトツールでデータ処理と分析を自動化
部品の形状と変形を分析し、
GD&T および PMI ツールで幾何的な要素を確認
PDF レポートを作成してエンジニアリングチームとすぐに共有

現物モデルを CAD に取り込み製品開発プロセスを加速する、3D 検
査を自動化する。Geomagic Capture は、工業向け 3D スキャナと
ソフトウェアの統合システムです。

主要な特徴
• 測定範囲の異なる 2 種類のスキャナーを用意

• 自動スキャン対応

• 最小 0.034mm の高精度スキャン

• SOLIDWORKS はプラグインで直接スキャンが可能、
他の MCADプラット

• 簡単なセットアップと操作

• 電動回転テーブルを使ったハンズフリースキャン (オプション)

• 業界をリードする Geomagic リバースエンジニアリングおよび 3D 検査
ソフトウェアとの統合

• 複数スキャナーの接続に対応

フォームは Geomagic Design Xを使って 3D データを転送

• 高速で、
正確な 3D 検査

Geomagic Capture ProPack でスキャンをさらに強化
Geomagic Capture ProPack はハンズフリーの 360° スキャンと安全な

持ち運びを可能にするオプションです。
Geomagic Capture と組み合わせ

たオールインワンパッケージには、
手軽に自動スキャンできる伝道回転テ
ーブルに加えて、
測定物を固定するアームも含まれています。
Geomagic

Capture スキャナー本体と三脚の形状にフィットするように保護されたハ

ードケースで、
より安全に運搬できます。

スキャナオプション

Geomagic Capture もしくは Capture Mini
をお求めの測定範囲と精度に合わせて選択いただけます。

プロパティ

寸法 (L x W x H)

CAPTURE

CAPTURE MINI

276 x 74 x 49 mm

155 x 109 x 49 mm

180 mm

70mm

1.35 kg

重量

測定深度

300 mm

測定距離

124 x 120 mm (手前)
190 x 175 mm (奥)

測定範囲
スキャンデータレート

コンピューター要件

157 mm

87 x 68 mm (手前)
88 x 87 mm (奥)

985,000 ポイント/スキャン (0.3 秒/スキャン)

985,000 ポイント/スキャン (0.3 秒/スキャン)

手前 0.110 mm; 奥 0.180 mm

手前 0.080 mm; 奥 0.100 mm

0.060 mm

精度

点間距離

1.04 kg

0.034 mm

Windows 7/8 (64 ビット) オペレーティングシステム、
クアッドコア インテルおよび AMD 2-GHz CPU またはそ
れ以上、
ギガビットイーサーネットインターフェース、
4 GB メモリーまたはそれ以上、
512 MB ビデオカードまた
はそれ以上

お問い合わせ先
南北アメリカ

geomagic.sales.americas@3dsystems.com
ケーリー、ノースカロライナ州 (米国)：

アジア太平洋

geomagic.sales.apac@3dsystems.com
東南アジア：+60.12.398.8473
オーストラリア、ニュージーランド：

+1.800.691.1839
ブラジル：+55.11.3318.5100
メキシコ：+52.(644).114.6401

+61.450.593.739
インド：+91.98404.78347

ヨーロッパ、中東、アフリカ

日本

geomagic.sales.emea@3dsystems.com
ダルムシュタット (ドイツ)：+49.6151.357.0

geomagic.sales.japan@3dsystems.com
東京：+81.3.5798.2510

中国

geomagic.sales.china@3dsystems.com
ホットライン：+86.400.890.7899

韓国

geomagic.sales.korea@3dsystems.com
ソウル：+82.2.6262.9900

3D Systemsは、3Dプリンタ、
プリント材料、
オンデマンドパーツ、
デジタルデザインツールなど、先進の3D製品とサービスを包括 的に提供しています。
そのエコシステムは、製品デザインや工場の現場から
手術室まで、高度なアプリケーションをサポートしま す。
3Dプリントと次世代の3Dソリューションのパイオニアとして、3D Systemsはその30年間の歴史を通じて、
プロフェッショナル 向けに従来のワークフ
ローを置き換え、補完しながら、革新的な製品の商品化や新しいビジネスモデルを生み出す未来の創造を支 えています。
仕様は予告なく変更される場合があります。
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