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規制情報 

重要な注意事項：Materialise 3-matic 17.0は医療機器ではありません。Materialise 3-matic 17.0のリ

ファレンスガイドまたはチュートリアルで言及されているメディカルデバイス設計に関する内容は、リサーチを背景とす

るものです。 

 

ソフトウェアを使用することで上記の条件に同意したものとします。 
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概要 

このリリースノートは、以前より Materialise 3-matic をお使いのユーザー様を対象としています。本書では、

Materialise 3-matic 17.0の新機能、およびマイナーな変更点、報告されている問題点についてご紹介します。  

インストール 

インストールとライセンスの登録が完了したら、まず「オプション＆ヘルプ」から「UIのリセット」を選択し、追加された

新機能をご確認ください。 

新機能紹介 

ユーザビリティの向上 

オブジェクトツリー内でのエンティティのドラッグ＆ドロップ 

エンティティやグループをドラッグ＆ドロップすることで、オブジェクトツリーを並べ替えられるようになりました。オブジェ

クトをドラッグすると、ドロップする場所を示すラインが表示されます。グループ内やグループ間でのオブジェクトの移

動も可能です。 

 

ドラッグしたオブジェクトのドロップ位置を示すラインが表示 

ドロップ位置を示すラインは、ツリー内の 2つのオブジェクトの間に表示されます。ラインは、マウスを他のオブジェク

トの上部/下部に重ねたときのみ表示されます。オブジェクトの真ん中にマウスを合わせると、そのオブジェクトがハイ

ライトされます。ハイライトされた状態でドロップすると、ドロップされたオブジェクトがハイライトされたオブジェクトにマ

ージされます。   

 

コンテキストメニュー操作のショートカットキー割り当て 

カスタマイズオプションが拡張され、右マウスボタンのコンテキストメニューで頻繁に使用する一連の操作にショート

カットキーを割り当てることができるようになりました。ショートカットキーは、以下の操作に対応しています： 
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• 非表示 

• 表示 

• 選択パーツのみ表示 (Shift +S) 

• 複製 (Ctrl+ D) 

• ツリーをたたむ 

• グループの作成 (Ctrl +G) 

• 透明度 – 不透明 

• 透明度 – 高 

• 透明度 – 中 

• 透明度 – 低 

いくつかの操作に対しては、デフォルトのショートカットキーがすでに割り当てられています。上記一覧の（ ）で囲

まれたショートカットキーをご確認ください。 

ショートカットキーの割り当て、変更、削除は、UI設定ダイアログ（オプション＆ヘルプ → UI設定）から行いま

す。「キーボード」セクションを参照し、分類を「コンテキストメニュー」に設定すると、コンテキストメニューに対しての

ショートカットを編集することができます。 

 

UI設定ダイアログでは、コンテキストメニューの一連の操作にショートカットキーを割り当てることができます 

ショートカットキーが割り当てられると、コンテキストメニューの操作名の横に、ショートカットが表示されるようになり

ます。 

 

コンテキストメニューに表示されるショートカットキー 
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リボンに表示される新しくなったアイコン 

リボンタブ内のアイコンが新しくなりました。よりモダンになったものもあれば、ツールの機能をより適切に表現するた

めに改善されたものもあります。ここでは、2つのアイコンを例に説明します： 

 3-matic 16.0 3-matic 17.0 

ルーラー 表示/非表示 

  

全体のテーマとカラーに合わせたアイコン

の更新 

バッド輪郭線 表示/非表示 

  

ツールの機能をより正確に表現するた

めに、アイコンデザインを変更 

 

以下のリボンは、すべて新しいアイコンに更新されました： 

表示： 

 

位置： 

 

選択： 

 

修正： 

 

 

サーフェス： 

 

寸法測定： 
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検証： 

 
以下のツールのアイコンのみ更新されました： 

• 極値の検証 

• 干渉チェック  

• FEA結果のインポート 

スケッチ（１）： 

 

スケッチ（２）： 

 

編集ツール（１）： 

 

編集ツール（２）： 

 

仕上げツール： 

 

UVマップ： 

 

リメッシュ（１）： 

 

リメッシュ（２）： 
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スクリプト エディタ（スクリプト → エディタ）： 

 

 

オブジェクトツリーに表示される新しくなったアイコン 

オブジェクトツリーのアイコンも、3-maticのテーマと色に合うように更新されました。オブジェクトが未選択の場合、

アイコンはグレーアウトします。1つまたは複数のオブジェクトを選択すると、アイコンは実際の色に変わります。 

 

オブジェクトツリーの新しいアイコン 

左：オブジェクトが選択されていない時 / 右：オブジェクトが選択されている時 

 

修正ウィザードに表示される新しくなったアイコン 

修正ウィザードのアイコンも更新されました。 

 

 

修正ウィザードに表示される新しくなったアイコン 
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サーフェスの展開 

Materialise 3-matic 17.0 では、3Dサーフェスを 2D化するための新しいツールが導入されています。「サーフェ

ス」リボンにある「展開」をクリックすると、サーフェスを 2D展開するためのパラメータを設定することができます。さら

に、このツールには、Python スクリプト APIからアクセスすることもできます。ニーズに応じて、サーフェス面積や外

郭の長さの変化を最小限に抑えながら、3Dサーフェスを 2Dに展開することが可能です。 

複雑なサーフェスの場合、カーブを継ぎ目として使用することにより、サーフェスのどの部分をカットして展開するかを

指定することができます（この操作では、継ぎ目とカーブが同じ意味で使われています）。閉じたサーフェスの場

合、継ぎ目を指定しなければサーフェスを展開することができません。 

次の条件を満たしているカーブが継ぎ目として使用可能です： 

− 展開したいサーフェスに属する、完全な三角エッジカーブ 

− 展開したいサーフェスの輪郭とカーブの端点が一致していて、尚且つ、継ぎ目として有効な境界となっているカ

ーブ 

 

継ぎ目のないサーフェスを展開した場合と、継ぎ目を指定して展開した場合の比較 

左：展開前の円錐サーフェス 

右上：継ぎ目なしで円錐サーフェスを展開した結果 

右下：継ぎ目を指定して円錐サーフェスを展開した結果 

 

複数のサーフェスを同時に展開する場合、サーフェスの接続性を保持するオプションもあります。  
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左：展開前の隣接している 3つのサーフェス（緑色） 

右：サーフェスの接続性を保持するオプションを有効にし、3つのサーフェスを展開した結果 

「適用」をクリックすると、デフォルトで変形率の検証が実行されます。変形率とは、展開されたサーフェスを 3Dに

戻す場合に、発生する可能性のある伸縮の領域を表しています。測定値は、伸縮率で表示されます。 

   

左：展開サーフェスを 3Dに戻す場合の伸縮率と圧縮率がグラデーションで表示 

右：パーセント値の詳細説明 

推奨する使用方法： 

1. 継ぎ目を使用する場合は、展開サーフェスが最も綺麗に仕上がる位置に継ぎ目を作成してください。継ぎ目

の最適な位置は、サーフェスの形状によって異なります。継ぎ目の位置が最適であればあるほど、元の 3Dサ

ーフェスとそれに対応する展開サーフェスの間の相関が高くなります（つまり、全体の変形が小さくなりま

す）。 

2. 複雑な 3Dサーフェスを扱う場合、サーフェスを小さなパッチに分割し、「サーフェスの接続性を保持」チェックボ

ックスを ONにした状態でサーフェスセットを展開する方法も有効です。これは、そのサーフェスを単一のエンテ

ィティとして処理するのとは異なり、より良い（つまり、全体的な変形が少ない）結果につながる可能性があ

ります。 
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2D印刷 

新しい 2D印刷ツールで、オブジェクトを紙や PDFにプリントすることができるようになりました。「ファイル」メニュー

から「2D印刷」を選択して、ツールを起動します。作業エリア内に表示される用紙のアウトライン内にパーツを移

動させ、印刷領域を設定します。プリンタの設定を行い、「実行」をクリックすると、表示されているパーツが印刷さ

れます。この新しいツールは、ショートカットキーCtrl + Pでも簡単に利用することができます。 

頭蓋骨の寸法を PDF ファイルに印刷した例： 

      

 

ラベル作成の改善 

ラベル作成の機能が改善され、より使い易くなりました。リアルタイムのプレビュー表示がより速くなりました。また、

ラベルのプレビューを、対象パーツ（複数のサーフェスを持つパーツを含む）の上に表示しながら、パーツの表示

状態を簡単かつスムーズに変更できるようになりました。 

さらに、ラベル作成時に色を割り当てることができるようになり、色は操作ページから設定することが可能です。 



 Materialise 3-matic 17.0 リリースノート 12 

著作権© 2022 Materialise N.V. が全ての権利を保有 – リリースノート 06/2022 

マテリアライズジャパン株式会社 I  〒221-0052 横浜市神奈川区栄町 8-1 YPS ビル 2F I  materialise.co.jp 

 

ラベルの色を黄色にしてラベルを作成した結果 

スクリプト 

旧バージョンの Materialise 3-matic（バージョン 16.0以前）用に書かれた Pythonスクリプトは、Materialise 

3-matic 17.0で実行する前に、改めてバリデーションを実行する必要があります。APIの更新が行われた機能が

いくつかあり（下記を参照）、更新をスクリプトに反映しない場合、スクリプトが正しく実行されない可能性があり

ます。また、Pythonにパッケージを追加する場合は、jedi 0.9.0 と RPyC4.0.2が使用されていることを確認して

ください。その他のバージョンについては、Materialise 3-matic との互換性は検証されていません。 

 

APIの改善点一覧 

3-matic 17.0では、スクリプトによるワークフローのさらなる自動化を可能にするために、APIがいくつかの機能で

拡張されました。3-maticの Python APIは、主に以下の部分で拡張されています。 

 

カーブ機能 

追加されたカーブ機能の API一覧は次の通りです： 

trimatic.create_geometry_curve_angle_based trimatic.create_geometry_curve_draft_based 

trimatic.create_geometry_curve_curvature_based trimatic.reduce_curve 

 

その他の機能 

追加されたその他の機能の API一覧は次の通りです： 

trimatic.activate_trim trimatic.unfold_surface 
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その他の変更 

− trimatic.smooth の APIで、スムージング方法パラメータを指定できるようになりました。  

 

リメッシュ 

Abaqusへ出力 

Abaqusへの出力機能を改善し、3-matic と Abaqus間のスムーズなデータ交換が可能になりました。Abaqus

の*.inp ファイルにはいくつかのラベル付けに関する制限があります。3-maticから Abaqusへの出力時には、これ

らの制限に従ったファイルが出力されます。 

第一の改善点として、自動リネーム機能が拡張されました。無効な文字や印字できない文字をアンダースコアに

置き換えたり、パーツ/サーフェス（セット）/ボリュームの同一名が検出された場合、出力時には固有番号を追加

します。以下が、Abaqusへの出力時に無効となる文字の一覧です： 

 

$ & * ~ | ; ' , 

! ( ) { } [ ] = 

" ` < > ? / \ . 

 

第二に、ログ情報が更新され、無効なエクスポート名に関する情報とエラーメッセージが表示されるようになりまし

た。これにより、無効な命名規則が原因でデータが失われることを回避できます。 

最後に、3-maticから Abaqusへ点を出力することが可能になりました。1つの*.inp ファイルに出力する際に、メ

ッシュパーツと一緒に点を選択することができます。Abaqusに出力すると、その点は参照点として表示されます。 

 

Abaqusへの出力時には点もエンティティとして選択が可能 

ボリュームメッシュの作成 

ボリュームメッシュの作成機能が改善され、より高品質なボリューム要素が生成されるようになりました。全体として

約 10%の品質改善が報告されています。 

 

テクスチャ 

UV基準パターン 



 Materialise 3-matic 17.0 リリースノート 14 

著作権© 2022 Materialise N.V. が全ての権利を保有 – リリースノート 06/2022 

マテリアライズジャパン株式会社 I  〒221-0052 横浜市神奈川区栄町 8-1 YPS ビル 2F I  materialise.co.jp 

「UVに基づくパターンの作成」が改善され、より確かな結果を得られるようになりました。ステッチ処理を有効にす

ると、操作結果でパターンエンティティが欠損するリスクが大幅に減少します。同時に、パターンエンティティのサーフ

ェスがマージされた結果となり、後処理時間を短縮することができます。 

 
  

 

左：3-matic 16.0で生成された「UVに基づくパターンの作成」結果（パターンエンティティの欠損あり） 

右：3-matic 17.0で生成された「UVに基づくパターンの作成」結果（1サーフェスとして出力） 

 

マイナーな変更点 

全般 

− 「3-maticについて」が改善されました： 

o 会社ウェブサイトへのリンクがクリックできるようになりました。 

o セクションと項目名を Mimics に合わせました。 

o セクションと各項目が Miimcs と合うように並べ替えられました。 

− Mimicsで作成したグループは、*.mcs ファイルをインポートしても保持されます。 

ファイル 

− Mimics と合うように、Ansysへの出力ツールが更新されました。 

− Catia 6のファイル形式のインポートに対応しました。 

− Catia 4のファイル形式はサポートされなくなりました。 

表示 

− 選択パーツのみ表示オプションが次の全エンティティに対応しています： 

o パーツ 

o グループとサブグループ 
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o スケッチ 

o プリミティブ（点、円弧、線、データム平面、円柱、円錐、球体） 

o 測定 

o 点群 

o SSM 

複数の異なるエンティティタイプを選択することが可能です。 

位置 

− スマート移動・回転では、座標軸とともに表示される黒い円内でマウスをドラッグすることにより、パーツを

360度どの方向にも自由に回転させることができます。 

修正 

− 修正ウィザードの検証項目すべてが、デフォルトで ONの状態になります。 

編集ツール 

− 作成方法に「面にフィット」を選択した場合の、データム平面/スケッチ面の作成ロジックが改善されまし

た。選択された「フィット エンティティ」領域内の全ての法線の平均ベクトルが、データム面/スケッチ面の Z

軸方向となります。これは、APIだけでなく、UIからの操作にも当てはまります。 

− カット操作の実行時、「パーツ新規作成」オプションが有効の場合、新規作成されたパーツにメタデータ

が引き継がれるようになりました。 

− ブーリアン統合の機能に「色の保持」オプションが追加されました。エキスパートモードを ONにして、「色の保

持」オプションを無効にすると、各エンティティの色が上書きされて単色に統一されます。 
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報告されている問題点 

全般 

− Windowsのディスプレイの解像度によっては、メニューアイコンの表示が不鮮明になる場合があります。

Windowsのディスプレイ設定（表示スケールや解像度など）を、Windowsが推奨する設定にするこ

とをお勧めします。 

− 解像度設定によっては、3-maticのポップアップダイアログ（動作設定、修正ウィザード、など）が小さす

ぎて、利用可能な全てのボタンが収まらないことがあります。この場合、ウィンドウを拡張すると、全てのボ

タンにアクセスすることができます。フィルター設定のパネルにも、同様の問題が生じる場合があります。 

− 特定のモニターにおいて、ディスプレイ設定の表示スケールを 125%とした場合、特定の操作でプログレ

スバーが切れて表示される場合があります。 

− 検証時に生成されるカラースケールバーで、フォントが部分的にぼやけて表示されることがあります。 

− 非常に特殊な条件下で、3-matic とWindows固有のアドオンの間に非互換性があり、ファイルエクス

プローラーのウィンドウが誤作動してしまい、インポートするファイルを選択できなくなることがあります。その

場合は、ファイルを 3-maticに直接ドラッグ＆ドロップしてください。また、この問題に直面した場合は、お

手数ですが技術サポート窓口までご連絡ください。 

− ファイルの（自動）保存時、左下のステータスバーにステータスが表示されません。 

− 非常に特殊なカスタマイズを行った場合、カスタマイズの設定を保存するコマンドキャッシュファイルが破損

することがあります。その結果、3-maticの起動時にクラッシュすることがあります。回避策は、

AppData\Roaming\Materialise\3-matic にあるファイルを削除することですが、そうすると、カスタマイ

ズの内容も削除されてしまいます。 

− 新しいローカルライセンスを登録する際、新しいライセンスに含まれるコマンドがリボンに表示されないこと

があります。このような場合は、オプション＆ヘルプにある「UIのリセット」を選択し、表示をリセットすること

をお勧めします。 

− 特定のフローティングライセンスサーバーに接続すると、パフォーマンスの問題が発生する場合があります。

別のポート（例：7000の代わりに 7010）を使用して接続すると、解決する場合があります。 

− 複数のグラフィックカード（例：統合型グラフィックカードと単体グラフィックカード）を使用している場合、

3-maticは性能が高い方のグラフィックカードを使用します。単体カードが適切にインストールされていな

い場合、レンダリングの問題が発生することがあります。そのような場合は、統合型グラフィックカードで 3-

maticを実行することをお勧めします。 

インポート/出力 

− *.x3d形式のファイルをインポートする際、「1パーツとしてインポート」のオプションがありません。デフォルト

では、常に 1つのパーツとしてインポートされます。 

− Fluentで保存されたファイルをインポートすると、サーフェス/面の名前は保持されず、surface-1、

surface-2、とリネームされます。 

− 検証結果を 3D PDFに出力した場合、そのファイルを Adobeで開くと、表示が明かる過ぎる場合があ

ります。 
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表示 

− 作業エリアを最大まで拡大すると、向きを表すボックスの元の位置が変わります。 

寸法測定 

− 距離の測定後にパーツの座標系が更新された場合、プロジェクトを保存して再び開くと、異なる値に上

書きされる場合があります。  

カーブ 

− 特定のケースにおいて、「渦巻カーブの作成」でユーザーが定義する中心点を正しく考慮しない場合があ

ります。 

− 「カーブのオフセット」操作のプレビューは、正しく表示されなかったり、全く表示されない場合もあります

が、実際のオフセット結果は正しく処理されます。 

編集ツール 

− 特定の（あまり現実的でない）データを入力した場合、「解剖学的再建」が失敗/クラッシュする場合が

あります。 

− 「クイックカット」を使用してグラフ/グラフセットをカットする場合、「切断面を有限」オプションを ONにする

と、クリアランスのパラメータが正しく考慮されません。「片側 非表示」のプレビューにはクリアランスが正しく

反映されず、切断面に対して片側のみクリアランスが適用されます。 

UVマップ 

− 「UVマップの位置合わせ」で、相反する制約を与えると、UVマップが無効となってしまう場合があります。 

テクスチャ 

− 正方形でないテクスチャを持つ（または持っていた）UV マップに対して、新たに正方形のテクスチャを適

用すると、正方形のテクスチャの縦横比が歪みます。 

ラティス 

− 「ラティスのメッシュ変換」でモデルタイプが「有機形状」と設定されている場合、グラフの太さが異なり、尚

且つノードが共有されている場合、処理結果がスムーズでないときがあります。 

− 特定のインタラクティブ操作（例：ビームの移動）では、選択フィルタが無効になり、作業エリアでグラフ

/ビームを選択できなくなることがあります。操作ページのエンティティ選択ボックスを改めてハイライトするこ

とで、グラフ/ビームの選択が可能になります。 

− 非常に特殊なケースですが、グラフを含むパーツを作業エリアで回転させると、3-matic が短時間フリーズ

することがあります。 

リメッシュ 
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− 「メッシュ品質 検証」操作では、品質の悪いボリューム要素だけがマークされ、対応する三角はマークさ

れません。 

− 非表示になっているサーフェスを含むパーツに対して「クイックリメッシュ」を適用すると、非表示のサーフェス

が表示状態となりますが、結果には影響がありません。 

− ボリュームメッシュの生成時にローカルパラメータを設定する場合、ローカルエンティティの位置が正しく定

義されなくなることがあります。この問題は、ボリュームメッシュを生成する前に、ローカルエンティティが変換

されてしまったときに発生します。 

CAD リンク 

− 特定のデータを CAD出力しようとした場合、CAD Linkの操作がクラッシュする場合があります。パーツ

は前もって修正し、現実的なパラメータを割り当てることをお勧めします。 

スクリプト 

− API（trimatic.create_subregion_ssm）を用いて Subregion SSMを作成する時にプロクラテスを

設定すると、Input SSM と比較してモードが反転する可能性があります。Full SSM (input SSM) を

作成する前に、アラインメントを最適な状態にすることで、回避することが可能な場合もあります。 

互換性 

− *.magics ファイルを読み込む際に、三角の色情報を保持することはできません。 

− 拡張子が*.magicsでインポートされたパーツは、3-matic とMagicsで異なる向きになることがありま

す。 

− Mimicsでグループ内に存在するスプラインは、3-maticでMimicsプロジェクトを開いたときに、グループ

外に移動されます。3-maticで開いた後、スプラインはルートレベルに表示されるため、再度グループ化

をする必要があります。 
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システム要件 

必須システム要件 

ソフトウェア ハードウェア 

Windows® 10 – 64bit 

バージョン 1909 

第四世代 Intel ® Core™ i7 もしくは同等のもの 

Microsoft Edge® もしくは同等のもの メモリ：16 GB 

PDF viewer 

DirectX® 12.0 対応 AMD Radeon/NVIDIA® GeForce® グラ

フィックカード  

2 GB 以上のメモリ 

.NET framework 4.6.1 以降 40 GB の HD空き容量 

 画面解像度：1920 x 1080 以上 

注意：Mac® をご利用の場合には、対応するWindows OS と組み合わせて Boot Camp® を使用することにより、

3-maticをインストールすることが可能です。 

弊社のソフトウェアは、アンチウィルスやファイアウォールなどのサイバーセキュリティ対策が施されたハードウェアやネットワー

ク環境下で使用することを推奨します。 

3-matic 17.0 の検証には、以下の OSバージョンを使用しました： 

• Windows 10 Enterprise バージョン 21H1 および 20H2 64-bit 

Materialise 3-matic 17.0 はソフトウェアであり、性能自体が低下することはありません。ソフトウェアの耐用年

数とは、営利的要件、技術の陳腐化、使用環境の老朽化により決まります（上記の要件を参照）。いか

なる場合でも、このバージョンがリリースされてから 24 ヶ月以上が経過した場合のサポートは保証されませ

ん。 
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お問い合わせ 

製品に関する詳細は、弊社ウェブサイトをご覧ください：https://www.materialise.com/ja/software/3-matic 

 

ソフトウェアヘルプセンター 

ソフトウェアヘルプセンターでは、技術に関する様々な情報をご提供しております： 

http://help.materialise.com/ 

技術サポート窓口について 

技術サポートは年間保守契約が有効なユーザー様向けのサービスです。 

電話、メール、オンライン会議システム等を介した技術サポートをご提供します。 

こんなとき お問い合わせください 

・ キーファイルを登録したらエラーが表示された。 

・ Materialise 3-maticが起動しない。 

・ 使い方が判らない、うまく使えない。 

・ もっと使いこなして作業を効率化したい。 

・ その他、ご質問や機能改善要望など 

技術サポートをご依頼されるときは 

・ 貴社名、ご所属、お名前と、下記の内容をお伝え下さい。 

・ 製品名、バージョン、OS、Bit数: オプション＆ヘルプ > 3-matic について をご参照下さい 

・ CCKもしくはシステム ID: 事前にお調べ下さい 

・ お問い合わせ内容: 現象や発生手順などできるだけ具体的にお伝えくださいますようお願いします 

 

マテリアライズジャパン株式会社 技術サポート窓口： 

メール:  support@materialise.co.jp 

電話:  045-440-4733 (受付時間: 平日 10:00～17:00) 

使い方、特に操作に関するご質問の場合は対象のデータ等も併せてお送り下さい。 

口頭や文章でお伝えいただくだけでは状況を把握することが困難なため、的確な技術情報をご提供できない場

合があります。 

機密情報の取り扱いに関しては、個別の秘密保持契約を交わしたうえでの技術サポートも可能です。詳細はお

問い合わせ下さい。 

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

https://www.materialise.com/ja/software/3-matic
http://help.materialise.com/

