
カールツァイス社と東京精密が次世代を見据えて開発した Calypso は、三次元座標測定機におけるソフトウェアとして
世界的に高い評価を受けています。CAD カーネルを搭載し、比類のない操作性を提供します。
Calypso は機能と操作性を極限まで追求するというコンセプトで設計されています。

AI 機能がさらに充実
AI 機能は要素自動判別機能、座標系自動設定機能、測定平面自動判別機能の 3 つのアルゴリズム構成となっており、各々が有機的にオペレータのア
シストを行ってくれる優れた機能です。
多くのユーザからその評価を頂いた、AI 機能のアルゴリズムをさらにブラッシュアップしました。点・直線・平面・球・対称点・円・円筒に加え円
錐・楕円・角穴・長穴にも対応しています。測定前に要素を選択する手間がありません。一つの要素に対して自由な点数で測定→ターミネート（要
素測定終了）ボタンを押します。これだけの操作で次々と測定をこなして行く事が可能です。

●幾何要素自動判別  
東京精密の独自な測定及び判定アルゴリズムによりワークを直接測定（プロービング）するだけで幾何形状
を自動的に認識します。測定項目の入力手順の大幅な削減が行えます。

●座標系自動判別  
測定された幾何要素から座標系
設定に使用する項目（空間補正、
回転補正、原点）も自動で判断し
て、座標系を設定します。

三次元座標測定機 Calypso
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移動経路の自動生成
Calypso には安全退避面の考え方があり、プローブの移動経路点（中間点）を入力する必要がありません。
安全に迂回できる範囲（ワークを囲むエリア）を指定する事により、プローブは、安全退避面上をワークに
干渉しないように自動的に移動します。同一面上を移動する場合、別の退避面を設定して移動量を小さくす
る事も可能です。
安全退避面、補助退避面、測定点数やプロービング戻り距離の条件により測定パスを自動生成します。移動
経路点やプロービング点は、測定要素内や測定要素間で任意に指定できるため、より最適な測定パスを
測定者が作成できます。

退避面設定ボタン
退避面の作成はプローブを移動後、
右ジョイスティックのボタンを押すと
作成されます。

プローブ角度画面シミュレート機能（回転プローブヘッド対象）
プローブ姿勢を、例えば A 軸 0° B 軸 -90°に指定した場合、想定した方向にプローブ姿勢が実行されるのか不安になる事があります。本機能では、
入力した時点で、回転角、傾斜角の姿勢方向が画面上でシミュレートされるので、実際の実行時に間違いが発生しません。
CAD データがある場合、クリックした要素の法線情報から最適なプローブ姿勢を自動的に選定し変更します。特に傾斜穴や傾斜軸に有効な機能です。
CAD データがない場合でも、実際に測定をした投影平面に対して法線方向に自動で姿勢変更する事が可能です。
従来は、ワークや図面を見ながらスタイラスとの干渉を考えて、回転角度を入力していましたが、最適な回転角度の設定が簡単に行えます。

RSD ヘッドとワークのシミュレーション例 1 RSD ヘッドとワークのシミュレーション例 2
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コンパクトプリントアウト出力例

真円度カラー段階評価 平面度カラー段階評価

多彩な測定結果

幾何要素のプレビュー機能
測定した幾何要素は、それぞれ 1 つにアイコン化されます。このアイコン
を選択するとCAD 画面に対象の幾何要素がハイライトされるとともにそ
の要素のプロパティウィンドウが表示されます。
プレビューされたプロパティウィンドウでは設計値や公差値の入力、プ
ロービング点数、測定方法（スキャニング・ポイント）の指示が行えます。

測定手順のナビゲート機能
測定した幾何要素は、それぞれ 1 つにアイコン化され、操作した順番
に並びます。このアイコンは、自由に並び替えや削除などが行えます。
個々のアイコンを選択するとCAD 画面の対象の幾何要素がハイライト
され、測定手順の確認を行う事ができます。

カスタムプリントアウト出力例 カスタムプリントアウト

三次元座標測定機 Calypso
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レポート機能　PiWeb reporting （Calypso 6.0 以降）　
PiWeb（パイ・ウェブ） reporting は Calypso の新しいレポーティングエンジンです。PiWeb は Calypso 標準機能の reporting 機能で測定結果のテンプ
レート作成、検索、閲覧、レポート出力が可能です。更にオプションの reporting plus で統計解析も可能となります。これまで大量の測定データを解析
するのに費やした時間、工数を PiWebで素早く、簡単にデータ解析することが可能となります。

PiWeb reporting （標準） PiWeb reporting plus
 （オプション）

レポート出力 ○ ○

直近データの出力機能 ○ ○

検索機能 ○ ○

データベースに保存できる測定結果の数 10 1000

ユーザ独自のテンプレートの作成機能 ○ ○

統計解析ツールの使用 × ○

csvファイルへのエクスポート × ○

Calypsoと独立して起動 & 操作する機能 × ○

PiWeb reporting & reporting plus 機能一覧

直近データの出力機能 統計解析ツール（reporting plus） ワーク・課題別エラー件数確認

Calypso データを利用し幾何偏差表示

Designer 機能ユーザ独自のテンプレート作成

平面度真直度

真円度 円筒度
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Calypso は測定したプロービング点をすべて記憶しています

真円度の誤差プロット例 平面度の誤差プロット例

スパイラル測定
予め開始高さや回転数、リード等を設定しておくことで、円筒形状をら
せん状に測定することができます。ネジ穴等を山や谷に沿って測定し、
穴の中心位置を求めることが可能です。

アクチュアルポイントメモリ（実測点記憶）
Calypso は全ての実測点を記憶できるため、測定機の電源を切った後でも、測定した実測点を利用して幾何寸法（距離、角度、中心座標等）、および
幾何公差（真円度、平面度等）の再解析が行えます。測定終了後も実測点を再利用でき、関連する測定項目の測定・解析漏れや測定項目追加による
再測定作業を省略することが可能です。

記憶された実測点から任意に点群を選択したり、異常点を削除した再計算
もできるため、再測定の手間を大幅に省くことが可能となります。
また、円や輪郭の各測定点を、数値とカラー段階表示させる誤差プロット
機能にも対応しています。

スタイラスの自動校正

NG 再測定機能

校正球をシャフト方向に 1 点プロービングするだけで自動的に校正
を実行します。一度スタイラスシステムが校正されていれば、次回か
らはアイコンを選択するだけで登録済の全ての向きのスタイラス校
正を自動で実行できます。また、測定プログラムに組み込むことも
可能です。

CNC 測定後、測定値が設定した公差から外れている場合、要素の再測定を行うことができます。この
機能を有効にすると、公差から外れている課題（NG）をリスト化したメッセージウインドウが表示され
再測定を実行することができます。
再測定を実施した場合、NGとなっている課題のみ測定が行われます。再測定が完了し公差内の結果
が得られると、出力されるプリント及びテキストファイルは、再測定箇所のみ OK のデータに変更され
出力されます。

三次元座標測定機 Calypso
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多彩な編集機能
例えば、①仮測定して作成したティーチングプログラムを編集して正規のパートプログラ
ムを完成させる。②完成しているプログラムを編集して別のプログラムとして登録する。
③作成後に測定項目や測定順番を見直す。など、Calypso はこれらの作業を強力にアシス
トします。測定順番の変更も、要素アイコンを移動するだけで簡単に完了できます。使い
こなすほどにわかる比類の無い先進のアルゴリズムを持っています。

●測定プランエディタ要素
Calypso では CNC パートプログラムのことを測定プランと称しています。測定した要素

（測定項目）の範囲外測定点の設定やフィルタ有無・種別等、様々な評価方法の指定
を後から一元的に指定することができます。

●ミラー反転機能
自動車部品等のワークで L/R 用の左右対称部品において片側のパートプログラムを反転
させて、もう一方のプログラムとして利用することができます。

●測定条件の編集
一度作成した測定プランの各要素の条件が容易に編集が行なえます。

・測定点数の変更・ポイント測定→スキャニング測定への変更
・指定高さ/ 位置 / 補助退避面 / 寸法及び公差値 / 要素名称の変更
・測定項目の追加及び削除
・作られた要素アイコンの配置替え
・ペイントブラシコピー :  1 つの要素で設定された測定に関する様々な測定条件や評

価項目を、他の要素に同じ設定を一括でコピー登録（プロパ
ティ）

測定プランエディタのウィンドウ

プロパティのウィンドウ

アイコン入替
Calypsoでは、項目の測定順序を変える事も簡単に行えます。
例えば、円 1 の真円度を新たに解析項目に追加する事にします。その
場合、課題リストでは、すべての課題の最後に「真円度」項目が追加さ
れますが、これではどの円に対する真円度なのか、とてもわかりにくい
測定プログラムになってしまいます。より見やすく、わかりやすいプロ
グラムにするには、同じ要素の課題はひとまとめにしておいたほうが
良いでしょう。項目を移動するには、左クリックで移動したい課題を選
択し、移動先へドラッグ &ドロップするだけです。ほんの一瞬の作業
で、測定プログラムをわかりやすく整理でき、誰が見ても理解できるプ
ログラムの作成が可能になります。

測定項目の順番を
簡単に入れ替える
事 ができます。こ
れにより、よりわか
りやすい測定プロ
グラムの作成が可
能です。

Calypso マクロ機能
「大きな」測定プランの中に、「小さな」測定プランを複数設定すること

ができる機能です。

●Calypso マクロ機能の有効性
・ 繰り返される、複数の部位を簡単に測定プランに設定することが

可能です。
・ 部位ごとに作成した測定プランを、簡単に結合することが可能です。
 （活用例）

プラン A に、マクロ機能を使用
して既存の測定プラン B、測定
プラン C を結合

側面を測定する
「測定プラン C」

前面を測定する
「測定プラン B」

上面を測定する「測定プラン A」
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単一ワーク用
アイコン

パレット用
アイコン

分岐点用
アイコン

開始ボタン停止ボタン

Calypso オートラン機能

オフラインティーチング（Calypso 標準機能）

複数の測定プランをアイコン化し、簡単な操作で測定プラ
ンを開始させることができる機能です。測定範囲内（測定
機の定盤上）に複数の異なるワークを配置して、測定する
ことが可能です。単一ワーク用アイコンと分岐点用アイコン
には、画像ファイルを貼り付けることが可能です。（.bmp/ 
.jpg/.gif）

Calypso は、実際のワークでティーチングを行わなくても、CAD モデルを取り込みデータ処理装置上の操作だけで測定プログラムを作成できるオフラ
インティーチング機能を搭載しています。　

CAD モデルを取り込み、Calypso の画面上に表示します。

画面上をマウスでクリックするとクリックしたポイントがそのまま測定
点になるため、簡単な操作で測定プログラムを作成することができま
す。また、作成したプログラムは、要素ソート機能やスタイラス自動認
識機能により最適化でき、測定効率が大幅に向上します。

Calypso はオフラインティーチング機能を標準搭載しています。

ワークを製作中の場合など、実際のワークが手元に無くても、CAD モデルを利用して予め測定プログラムを作成しておくことでワークの入手後すぐ
に測定を行うことができます。

要素または指定した要素グループ内での移動経路が最短になるよう
要素をソートすることで、測定効率が向上します。

予め登録してあるスタイラスから、要素方向（円筒形状ならその軸、平
面ならその法線）に最も近い姿勢のスタイラスを自動的に認識します。

測定時の移動経路が最短になる要素ソート機能や、最適なスタイラスの自動認識機能により、測定効率が大幅に向上します。

PMI（製品製造情報）付きの CAD モデルを取り込み、測定要素・評価項目を自動で生成することができます。

要素のソート前 要素のソート後 指定した要素（斜面）から最適なスタイラスを選択

CAD モデル取り込み画面（ソリッドモデル）

●測定プログラムの事前作成によるリードタイム短縮

●測定プログラムの効率化

●要素ソート機能 ●スタイラス自動認識機能

●測定要素・評価項目の自動生成　※対応するCAD 変換プログラム（オプション）が必要

■ Calypso オフラインティーチング機能

CADモデルをロード（SAT形式に標準対応※）

自動測定プログラムを作成

Step 1

Step 2

※  SAT 形式以外の CAD モデルの場合は各種 CAD 変換プログラム（オプション）が必要
です（次ページ参照）

測定プログラム作成画面例

※ プローブ及びスタイラスの画面上への表
示にはスタイラスシミュレーション（オプ
ション）が必要です

三次元座標測定機 Calypso
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オフラインティーチング　サポート機能（オプション）
オプションの各種 CAD 変換プログラム、スタイラスシミュレーション、Calypsoプラナーをそれぞれ追加いただくことで、オフラインティーチング機能
をグレードアップすることができます。

スタイラスシミュレーション（オプション）に含まれる「Stylus System Creator」により、使用するプローブシステムを簡単に作成することができます。
作成したプローブシステムを利用し、測定経路のシミュレーション（ワークとの干渉チェック）を実施します（Step 4 参照）。

各種 CAD 変換プログラム（オプション）により、標準の SAT 形式以外の各種 CAD モデルも取り
込むことができます。取り込んだ CAD モデルは Calypso 画面上に表示します。CATIA V5、Creo 
Parametric などの PMI（製品製造情報）を含む CAD モデルにも対応しています。

作成した測定経路のシミュレーションを行い、ワークとスタ
イラスの干渉が無いかチェックします。干渉を検知すると、
干渉した要素及び退避面位置がリスト上に表示されるた
め、修正を行う箇所を一目で把握することができます。
事前にシミュレーションをしておくことで、実際の測定時に
ワークとスタイラスが衝突するリスクを低減でき、実際の測
定における安全性が格段に高まります。

オプション対応の CAD モデルを取り込んだ場合でも、標準の SAT 形式の CAD モデルと同
様に、画面上をクリックして測定点を入力する簡単操作で測定プログラムを作成できます。
更に、PMI（製品製造情報）付きの CAD モデルを取り込んだ場合、要素及び評価項目を自
動生成できるため、測定プログラム作成の手間を大幅に削減することができます。

PMI（製品製造情報）付きCAD モデルから
測定要素を自動生成した例

PMI（製品製造情報）付きCAD モデル取り込み

干渉を検知するとリスト表示シミュレーション画面例

●世界で使用されている様々な形式の CAD モデルに対応 （各種 CAD 変換プログラム）
●ワークとスタイラスの干渉が無いか測定前にチェックし、衝突のリスクを回避 （スタイラスシミュレーション）
●三次元座標測定機に接続されていない、オフィスのパソコン上で測定プログラムの作成が可能に （Calypsoプラナー）

プローブシステムを準備

CADモデルをロード

測定経路をシミュレーション

自動測定プログラムを作成

Step 1

Step 2

Step 4

Step 3

ソケットを選択 プローブを選択 エクステンションを選択 スタイラスを選択

※スタイラスシミュレーション（オプション）が必要

※各種 CAD 変換プログラム（オプション）により、様々な CAD モデルに対応

※スタイラスシミュレーション（オプション）が必要

※ 取り込みたい CAD モデルに応じて、対応する各種 CAD 変換プログラムが必要となります。 
対応バージョンなど、詳細は P.126 の CAD 変換プログラム仕様一覧表をご参照ください。

* 初回の CNC 測定は、安全を考慮し低速で実施してください

対応 CAD
IGES, VDAFS, STEP, SAT, DXF, CATIA V4, 
CATIA V5, Creo Parametric(Pro/ENGINEER),
Siemens NX (UG), SolidWorks, Solid Edge, 
Inventor, Parasolid, JT Open, QIF

PMI 対応 *1

CATIA V5, 
SolidWorks, 
Siemens NX,
Creo Parametric(Pro/Engineer), 
QIF
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TESCHART Plus: 検査成績表作成プログラム （オプション）
測定結果を Excel へ取り込み検査成績書を作成するアドインプログラムです。基本フォーマットのほか、詳細な出力レイアウトを設定できる特殊フォーマット
での出力が可能です。また、測定結果に NG データが含まれる場合、メッセージで保存の判断をオペレータに促すこともできます。Excel の機能を活用し公差
外データの色づけや図形の挿入・グラフの作成も可能で、自動処理の登録をする事により測定機からのデータ取り込み・ファイル保存・印刷など一連の操
作を連続して実行する事ができます。さらに、測定結果をデータベースとして蓄積し、過去の測定結果を検索・参照・出力したり、測定結果を検査成績書とし
て再印刷できるDB 機能や、TESCHART Plusで作成した検査成績書を、LAN 接続した他のパソコンの Webブラウザ上で閲覧できるWeb 機能を新たに備え、
利便性が大幅に向上しました。　*Calypso、XYANA smart、XYANA2000、ZAPHIRE、NEO select、BLADE PRO、ACCTee、HANDYSURF+、SURFCOM TOUCH、Opt-scope、TES-
PORT の測定データが利用可能 　*Microsoft Office Excel 2007 以降に対応（別途用意が必要）

■ Calypso オプションプログラム

拡張プロット
真円度、平面度、円筒度、真直度等の幾何形状
作図を1つのフォーマットに一元的に纏めて印
刷する機能です。更に形状測定オプションがあ
る場合はその照合作図を纏めて印刷すること
ができます。（CURVEオプションページにも一
部機能説明）印刷イメージビューワ上で、誤差
倍率や作図倍率、作図視点を変更する機能を
有しており多彩な印刷が可能です。測定課題に

「グラフィック要素」というアイコンを追加する
ことで、作図したい測定課題を、設定した数に
纏めて印刷します。

リスト校正
使用する回転角度をあらかじめリスト
登録しておくことで
自動的に全登録の
校正を行うことが可
能です。

3D白色干渉
顕微鏡

スモールツール

検査成績書 出力例▶

Web 機能 使用例

三次元座標測定機 Calypso
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テーブルファイル出力プログラム （オプション）
測定プラン名で選択した課題の測定結果や公差等をテキスト出力します。
複数のワークを一つのファイルに累積して書き込む事も可能です。

テキストファイル

穴パターンベストフィット （オプション）
位置度の計算において穴パターンを回転またはオフセットしてベスト
フィットを行う穴パターンベストフィット機能です。

PCM（Parameter Coded Measurement）（オプション）
CNC 測定プランや課題の実行前 / 実行後にオリジナルのメッセージウィ
ンドウを出したり、測定結果から、次のアクションをオペレータがきめ細
かく設定できるオプションです。また、同一形状で一部の測定長さや、測
定径が異なる場合に基準値を変数化させて、一つのパートプログラムで
複数のワークに対応する事も可能になります。移動経路などの測定機の
動作を任意に制御できますので、非常に完成度の高いオリジナルプログ
ラムが作成できます。プログラムは、テキストで作成してからCalypso の
パートプログラムに組み込める、本格的な CNC支援ツールです。

DMIS 対応システム （オプション）
ZVIインターフェースは、市販のオフラインティーチングシステムで作成さ
れた測定プログラムと測定指令を変換し、測定動作を行なう機能です。
DMIS インポートは、DMIS 言語で作成された測定プログラムをイン
ポートし、Calypso の測定プログラムに変換する機能です。
DMIS 結果出力は、Calypso で測定した結果を DMISファイルのフォー
マットでエクスポートする機能です。

（DMIS（Dimensional Measuring Interface Standard）: 測定プログラムの共通言語）

EDM モジュール（オプション）
放電加工機外段取り用オプションで、マスタパレッ
ト等の基準から、ワークもしくは電極の位置を評価
します。

パイプ評価機能 （オプション）
複雑に結合された円筒要素でパイプ形状を定義し、曲げ角、ねじれ角、交
点などの算出が可能です。
パイプ形状の定義は、CAD
データや値の手動入力、マ
スタパーツの測定から行う
事が可能です。
例えば、自動制御のパイプベ
ンディングマシンのプログラ
ミング用のパラメータ設定
に利用する事ができます。

自由曲面評価 : Free Form （オプション）
Calypsoでは測定点の実測値と設計値の誤差
をカラー段階で表示します（標準機能）。平面
度・真円度 ･ 円筒度の評価のために得た実測
値 1 点 1 点の誤差を、視覚的に確認する事が
できます。これにより、平面の凹凸を一目で把
握する事が可能です。
また、Free Form（オプション）機能を追加する
事により、自由曲面の評価が可能です。

CAD 変換プログラム (2D)（オプション）
DXF, VDAFS(2D), IGES(2D) などの 2 次元 CAD からでも、要素を認識させて測定プログラムを作成（オフラインティーチング）することができます。

2 次元 CAD 図 Calypso 表示画面

要素として認識

※ 3 次元 CAD モデルについては、P.98 ～ 99 をご参照ください
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円筒カム測定
ロータリテーブルを使用した円筒カム溝の測
定が可能です。円筒カム測定は回転軸中心
で半径一定測定で、カム部の中心線や幅の
解析評価が可能です。ロータリテーブル使用
時には、スキャニング測定で評価が可能です。

（Calypso CURVE
標準機能）

形状データASCII 入出力プログラム（オプション）
ASCIIファイルの点列データを 2 次元カーブ要素の設計値点列として読
み込む機能、および 2 次元カーブ要素の測定結果を ASCIIファイルとし
て保存する機能を追加するオプションです。ASCIIファイルとして保存
した測定結果は、輪郭解析ソフトウェア（ACCTee や TiMS）の機能を用
いて評価することができます。

カーブジャンプ評価機能
測定した輪郭形状について、点、長さ、角度のいずれかの単位で評価
セグメントごとに公差を定義し、設計値に対するセグメントごとの誤差
を評価できる機能です。この機能により、最も誤差の大きなセグメン
トがどの位置にあるかを
表示することができます。
例えば、カムシャフトなど
高速で回転する対象物に
ついて、回転時の振動に
影響をおよぼす輪郭形状
を正確に評価する場合な
どに 有 効で す。（Calypso 
CURVE 標準機能）

BLADE PRO:タービンブレード評価プログラム
（オプション）

BLADE PRO は、複数のメーカーの協力のもと、ブレードに関する情報
を収集して開発されたタービンブレード評価用ソフトウェアです。設計
値データ、および Calypso CURVEで測定した実測値データを取り込み、
タービンブレードの評価を行います。

IGES/DXF-ASCII 変換プログラム（オプション）
IGES/DXF データを 2 次元カーブ要素の設計値データとして使用できる
ASCIIファイルに変換したり、Calypso CURVE で測定した実測値データ
を IGES/DXF データに変換したりすることが可能なオプションです。

拡張プロット
同一平面上で一つのワークの複数の形状を
測定した場合、通常は一形状毎に表示、印
刷されてしまいますが、このオプションを使
うことによって、複数の形状の位置情報を含
め、表示、印刷する事ができます。

■ Calypso-CURVE:  形状測定プログラム（オプション）

Calypso-CURVE は、測定ワークの 2 次元断面形状を測定するための Calypso オプションプログラムです。既知 / 未知
の輪郭形状に対する測定及び設計値照合を行う事ができます。測定データは、設計値との法線方向の誤差として出力
します。また、基準のずれなどによる誤差の偏りがある場合、2 次元ベストフィットをかけ、不適切な測定基準からの誤
差を取り除き、形状評価を行う事ができます。

【機能】
・未知形状のデジタイジング測定
・既知形状の基準値比較測定
・設計値の定義（作成機能）
　- デジタイジング測定による設計値データの生成
　- 直接入力による設計値データの生成
　- 設計値データに関する操作
　　設計点の編集・実測値の設計値へのベストフィット
　- 基準カーブの定義

・測定結果のリスト出力
・比較測定における形状誤差のリスト出力
・比較測定における形状誤差のグラフィック出力
・比較測定における形状誤差の直線展開グラフィック出力
・比較測定における形状誤差結果による
   2 次元ベストフィット計算

・ベストフィット計算によるアライメント修正

* 円筒カム評価出力例（上記は形状プロットオプションが必要です）。

輪郭解析ソフトウェアACCTeeでの解析
結果例

三次元座標測定機 Calypso-CURVE
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■ GEAR PRO

GEAR PRO rotor: スクリューローター測定プログラム （オプション）
スクリューローターは圧縮ポンプですので、歯車と異なり動力を伝達しません
ので、歯車ではありませんが、GEAR PRO をラインナップしています。測定は、
歯面形状設計点群データから作成する諸元に基づいて行います（ロータリテー
ブルが必須です）。
< 測定項目 >
プロファイル　リード　ピッチ　歯先径　歯底径
< 測定内容 >
測定位置　測定歯数　測定断面数　公差　など

GEAR PRO worm: ウォーム歯車測定プログラム （オプション）
ウォームギアは、ウォームとウォームホイールとの組合わせで動力を伝達するギア
です。そのウォームの測定用のプログラムです。測定は、各種モジュールや基準円
直径、ねじれ角などの諸元に基づいて行います（ロータリテーブルが必須）。
< 測定項目 >
歯形 / 歯すじ/ ピッチ / 歯先円径 / 歯底円径
< 評価項目 >
歯形・歯形こう配誤差 / 歯形・ 歯すじクラウニング
歯すじ・歯すじ傾斜誤差 / 累積・単一・隣接ピッチ誤差
歯溝の振れ・幅 / オーバーボール・ オーバーピン寸法
歯厚・またぎ歯厚 / 歯先円・歯底円直径　など

GEAR PRO involute: 円筒歯車測定プログラム （オプション）
すぐば、はすば測定用（内歯・外歯）
歯車の諸元データを入力するだけで、自動測定が可能です。
操作は対話方式で行われます。
本プログラムはロータリテーブル無しでも測定できます。
< 測定方法 >

・CNC による全自動測定
・測定項目の任意選択（歯形 / 歯すじ/ ピッチ）
・歯形 / 歯すじ測定歯の任意選択（1 歯～ 4 歯 / 全歯）
・測定歯面の任意選択（右歯面 / 左歯面 / 両歯面）
< 評価項目 >

・歯すじ及び歯型 : 総合誤差、形状誤差、角度誤差、クラウニング
・ピッチ : 累積ピッチ誤差、単一ピッチ誤差、隣接ピッチ誤差
・歯溝の振れ
<トポグラフィー評価 >
< 測定シミュレーションの実行（オフライン機能）>

測定シミュレーション
内歯測定は、ロータリテーブルを使用する
ことで簡単にアライメントが可能です。

対話方式でわかりやすい緒元入力画面 歯すじ評価

GEAR PRO bevel: かさ歯車測定プログラム （オプション）
ハイポイドギア測定用
かさ歯車、ハイポイドギアの基準値に対して、歯面形状の測定及び評価
を行います。歯面の基準値は DCOM（オプション）を介して外部から取り
込むか、マスタギアを測定して生成する事ができます。尚、本プログラム
は、測定条件によっては、RT なしで測定可能です。
< 評価項目 >

・測定結果の画面出力及びプリント出力
・歯面形状評価
　測定結果は、テーブル形式やトポグラフィック形式で出力されます。
　マスタギア等による歯面形状生成による基準値との比較評価
　マニュアル入力による基準値との比較評価
　グリーソン歯車基準値ファイルに基づく比較評価

・ピッチ / 歯溝の振れの評価
　単一ピッチ / 隣接ピッチ / 累積ピッチ / 歯溝の振れ

測定シミュレーション 測定シミュレーション 歯面形状評価とピッチ測定

*グリーソン歯車基準値ファイルに基づく比較評価は Gleason IF が必要（オプション）。
* 本インターフェースにより、ベベルギア測定プログラム経由でグリーソンのプログラム G-AGE（グリーソンアジア殿提供）とのリンクが可能。グリーソン歯切盤に対し、マシンセッテング
の修正量の計算可能。

対話方式で分かりやすい緒
元入力画面

三次元座標測定機 GEAR PRO
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CAD 変換プログラム仕様一覧表 *1

CADフォーマ ット
Calypso

データタイプ 対応バージョン ファイル拡張子 PMI 読込対応 Calypso / CAD 変換

中間フォーマット変換

IGES 2D, 3D ～ IGES5.3 .igs
△ 

IGES 変換必要 
IGES -> Calypso

VDAFS 2D, 3D ～ 2.0 .vda
△

VDAFS 変換必要
VDAFS -> Calypso

STEP 3D ～ AP242 .stp
△ 

STEP 変換必要 
STEP -> Calypso

SAT 3D ACIS カーネル 
～ R31 .sat

○
Calypso 標準

SAT -> Calypso 4.6 以降

DXF 2D ～ 2020 .dxf
△ 

DXF 変換必要 
DXF -> Calypso

CADダイレクト変換

CATIA V4 3D ～ 4.2.4 .exp 
.model

△ 
CATIA V4 変換必要 

CATIA V4 -> Calypso

CATIA V5 3D ～ 6R2021 .CATPart 
.CATProduct ○

△ 
CATIA V5 変換必要 

CATIA V5 -> Calypso

Creo Parametric 
(Pro/ENGINEER) 3D ～ Creo 7.0 .prt 

.asm ○ △ 
Creo (Pro-E) 変換必要 Creo Parametric -> Calypso

Siemens NX 
(UG) 3D ～ NX11-1926 .prt 

.x_t ○
△ 

Siemens NX （UG）変換必要 
Siemens NX （UG） -> Calypso

SolidWorks 3D ～ 2021 .sldprt 
.sldasm ○

△ 
SolidWorks 変換必要 

SolidWorks -> Calypso

Solid Edge 2D, 3D V18 ～ SE2021
.par 
.asm 
.psm

△
Solid Edge 変換必要

Solid Edge -> CALYPSO

Inventor 3D ～ 2021 .ipd
△ 

Inventor 変換必要 
Inventor -> Calypso

Parasolid 3D ～ 33.0 .x_t
△

Parasolid 変換必要
Parasolid -> Calypso

JT Open 3D ～ 10.5 .jt
△

JT Open 変換必要
JT Open -> Calypso

QIF 3D 3.0 .qif ○
" △ 

個別対応 
QIF -> CALYPSO"

○ : Calypso 標準機能　　△ : Calypso オプション機能
*1 Calypso 2020 以上についての情報です。詳細についてはお問い合わせください。
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