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規制情報 

 

重要な注意事項：Materialise 3-maticは医療機器ではありません。Materialise 3-matic 16.0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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マテリアライズジャパン株式会社が 2021年 5月に製作 

横浜市神奈川区栄町 8-1 YPS ビル 2F 

Phone: 045-440-4591 (代表) 

www.materialise.co.jp 

 

  

http://www.materialise.co.jp/
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1 新機能紹介 

1.1. 概要 

このリリースノートは、バージョン 15以前より 3-maticを使用していたユーザー向けです。Materialise 3-matic 16.0の新

機能、および改善と報告されている問題点についてご紹介します。 

 

1.2. インストール 

インストールとライセンス認証後、[オプション&ヘルプ] → [リセット] → [UIのリセット]を選択して、追加された新機能を表示

することをお勧めします。 

 

1.3. 新しくなったユーザーインターフェース (UI) 

Materialise 3-matic 16.0では、UI上のメニュー構成が新しくなりリボン形式で表示されるようになりました。下の図は新し

くなった UI と変更箇所を示しています。 

 

リボンタブとツールチップ 

バージョン 16.0ではメニューとタブ式ツールバーがリボン形式に置き換わり、インターフェースがより良く見やすくなりました。各

タブ内のツールは、機能ごとに複数のグループに分けられています。使い勝手をさらに向上させるため、機能名とは異なる直

感的かつ一貫的なボタン名（アイコン名）を使用しています。 

新しくなったボタンでのコントロール 
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リボン形式を用いることにより、タブ内のツール構成がさらにスマートになりました。ユーザーエクスペリエンス向上のため、複数

のボタンタイプが導入されています。 

スタンダードボタン 

スタンダードボタンをクリックするとそのコマンドが起動します。このタイプのボタンは、バージョン 15.0以前から幅広く使用され

ていました。例えば、「位置」タブに含まれているすべてのボタンはスタンダードタイプになります。 

 

「位置」タブに含まれるスタンダードボタンの例 

切り替えボタン 

切り替えボタンをクリックすることにより、表示/非表示などの状態を切り替えることができます。 

 

「表示」タブに含まれる切り替えボタンの例 

上図の例では、「バッド輪郭線」「グラフ表示切替」「座標軸」「ルーラー」が切り替えボタンです。この場合、バッド輪郭線、

座標軸、ルーラーが表示状態になります（ボタンが青いハイライトで表示）。 

ドロップダウンボタン 

ドロップダウンボタンをクリックするとツールのオプションがリスト表示されます。「表示」タブにある「表示 視点方向」がその例で

す。このボタンをクリックすると、視点方向のオプションがリスト表示されるのみで、コマンドを起動したりはしません。 

 

「表示」タブに含まれるドロップダウンボタン（「表示 視点方向」）の例 

分割ボタン 

分割ボタンはスタンダードボタンとドロップダウンボタンが組み合わさったものです。このボタンをクリックするとそのコマンドが起動

します。ボタン下に小さく表示されている逆三角形をクリックすると、関連するツールオプションがリスト表示されます。 
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「拡大」ボタン：２つの機能が

平行線で分割されています 

 

「選択」タブに含まれる分割ボタン（「拡大」と「縮小」）の例 

クイックアクセス/メイン ツールバー 

新しくなったインターフェースには、よく使われるツールへ簡単にアクセスできる「クイックアクセスツールバー」が備わりました。さ

らにメインツールバーが改善され、ツール構成を変えつつクイックアクセスツールバーと重複するツールは削除されました。クイッ

クアクセスツールバー右横の小さい逆三角形、そして、メインツールバー下部の小さい三角形をクリックすることによりツールバ

ーのカスタマイズをすることができます。 

 

メインツールバーのカスタム化 

機能説明を含むツールチップ 

リボンやツールバーのボタン上にマウスのカーソルを置くとツールチップが表示されます。ツールチップには、コマンド名、ショートカ

ットキー（設定されてある場合）、アイコン、機能の簡単な説明が含まれています。 

 

スマート移動・回転のツールチップ 
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ファイル タブ 

「ファイル」タブをクリックすると、あらゆるインポート、保存、そして出力オプションへ簡単にアクセスができる画面が表示されま

す。「最近使ったファイル」には、最近開いたプロジェクトファイルのリストが表示され、右端のピンをクリックして固定することが

可能です。「保存」「出力」メニューにはツールチップのように各オプションの簡単な説明が含まれています。 

 

「ファイル」画面に表示される保存のオプション 

リボン形式インターフェースに関するその他の変更点 

 「編集」ドロップダウンメニューに含まれていた機能はクイックアクセスツールバー、もしくはメインツールバーに移動し、編集メニューは

削除されました。 

 「オプション」と「ヘルプ」メニューは「オプション＆ヘルプ」タブに統合されました。 

 プレートメニューのツールは、「編集ツール」タブにある「プレート」グループに追加されました。 

 クイック検索バーが画面左上に移動しました。検索結果は次のように表示されます： 

<ツールのアイコン><タブ名>  <グループ名>  <ボタン名> もしくは 

<ツールのアイコン><タブ名>  <グループ名>  <ツール名> もしくは 

 

1.4. 操作性に関する変更点 

ユーザープロファイルのカスタマイズ 

カスタマイズのオプションが改善されました。「オプション＆ヘルプ」  「カスタマイズ」  「UI設定」を選択すると、ユーザーイ

ンターフェースのカスタマイズをすることができます。また、画面右上の小さいプラスサインをクリックすることにより新しいタブを作

成することもできます。 



 Materialise 3-matic 16.0 リリースノート 9 

 

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

技術サポート窓口: TEL: 045-440-4733 (平日 9:00 – 17:00)  |  support@materialise.co.jp 

 

「+」ボタンをクリックして新しいタブの作成が可能 

UI設定のダイアログボックス内「リボンをカスタマイズする」ページからも、新しいタブやグループを作成することができます。さら

に、このダイアログボックスでは、リボンやツールの順序替え、リボンの表示・非表示切り替え、そして、リボンへのツールの追

加・削除をすることができます。 

 

UI設定ではタブの新規作成、名前変更、順序替えや表示・非表示の切り替えが可能 

クイックアクセスツールバーも完全にカスタマイズ可能です。コマンドのリストからツールを選択し、「追加>>」ボタンをクリックす

ると、クイックアクセスツールバーに選択したツールが追加されます。 
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クイックアクセスツールバーのカスタマイズ 

UI設定のダイアログボックスが開いている状態では、リボン内のツールをダイレクトにドラッグ＆ドロップし配置変更することが

できます。この方法では、ツールを異なるリボンやメインツールバーへ移動させることも可能です。 

オブジェクトのグループ化 

グループ（オブジェクトツリー内）の機能や使いやすさが大きく改善されました。グループ内の複数オブジェクトを選択後、コ

ンテキストメニューから「グループ」  「サブグループの作成」を選択することにより、複層のグループを作成することができま

す。また、グループを他のグループ上へドラッグ＆ドロップすることでもサブグループの作成が可能です。 

 

上：Part 2 と Part 3を新規グループ化 

下：Part 2 と Part 3をサブグループ化 

ツリー内のオブジェクトは作成された順序にそって並べられているのと同様、新規グループはツリーの一番下に追加されます。

サブグループを作成した場合は、親グループツリーの一番下に追加されます。グループを解除すると、解除されたオブジェクト

はツリーの一番下に配置されます。 
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時系列にそって配置されるグループとサブグループ 

以下のグループ機能が追加、もしくは改善されました： 

 グループ作成をする時オブジェクトの順序が保持されます。 

 コンテキストメニューに「全て表示」オプションが加わりました。 

 各グループにそれぞれのメタデータが存在します。 

 「コピー/貼り付け」、もしくは「複製の作成」オプションが新しく加わりました。 

 コンテキストメニューに「マージ」が加わり、グループ同士を統合することが可能になりました。 

 オブジェクトツリーの並び替えでグループも対象となります（「表示」  「並び替え」  「並び替え」）。 

 新インターフェースと同じ動作になるよう APIが更新されました。 

 オブジェクトツリー内でグループをハイライトするとプロパティが表示され、グループに属するパーツの表示状態などを変更することがで

きます。 

 

新しくなったグループプロパティーの表示 

選択パーツのみを表示 

Materialise 3-matic 16.0には選択中のパーツ・グループのみ表示し、非選択中のエンティティは非表示にできるツールが

加わりました。「選択パーツのみを表示」をクリックすると、選択中のエンティティにズームし拡大表示され、ほかのエンティティ
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は非表示となります。この新機能へは、「表示」タブ内、メインツールバー、そしてオブジェクトツリーもしくは作業エリアのコンテ

キストメニューからアクセスできます。 

ライセンスマネージャー 

ライセンスとモジュールの管理方法がリニューアルされました。これまでの「ライセンス管理」と「モジュール一覧」が「ライセンスマ

ネージャー」に統合されました（「オプション＆ヘルプ」  「ライセンス」  「ライセンスマネージャー」）。 

 

「オプション＆ヘルプ」タブにある「ライセンスマネージャー」 

 

リニューアルされたライセンス管理画面 

フローティングライセンスの場合、「ライセンス情報の管理」からライセンス・モジュールの有効化・無効化をすることができま

す。「状態」が緑の丸（ ）の場合、そのモジュールは有効になっています。横の「・・・」をクリックすることで無効にすることが

できます。ライセンスを無効にすると、緑の丸の横に無効化を意味するアイコンが表示されます。 
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ライセンス情報：システム ID、ライセンスの状態や残日数、モジュールのリストを確認することが可能 

バージョン 16.0では、ライセンスの自動更新が可能になりました。「ローカルライセンスの登録」をクリックし次の画面で「自動

有効化」を選択します。次に表示される画面で「入力されている全てのライセンスコードを自動的に更新」を有効にすると、

ライセンスの更新が自動的に行われるようになります。 

 

ローカルライセンスの登録画面 
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1.5. 頂点の色（Vertex Color） 

Mimicsで適用された頂点の色をインポート、可視化することができます。頂点色モデルを含む Mimics プロジェクトファイル

をインポートすると、パーツのプロパティページでは「頂点の色」が有効になります。チェックマークを操作することで頂点の色の

表示状態を切り替えることができます。 

 

頂点色モデルの例 

 

パーツのプロパティページで頂点の色を有効にして Mimicsで適用された色を表示 

パーツの形状が変わらない基本的な操作では頂点の色は保持されたままになります。以下がそのコマンドリストです： 

 

表示モードの変更 サーフェス選択 保存・インポート 

パーツ透明度の変更 三角選択 複製の作成、コピー＆貼り付け 

断面表示 マージ Mimicsでの貼り付け 

 

3-maticで表示される頂点色のモデル： 
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「シェード + 三角」表示 頂点色モデルの透明表示 頂点色モデルの断面表示 

Materialise 3-matic 16.0は次の編集ツールでも頂点色の保持をサポートしています： 

カット トリム 

クイックカット ブーリアン 結合・除去・交差 

 

これらのツールでパーツの編集をすると、頂点の色の情報を持たない新たなサーフェス（三角形）が生成されます。新しい

サーフェスにはパーツの色が適用されます。 

 

クイックカット後の心臓モデルでは頂点の色が保持された状態 

頂点の色は*.3mfや*.obj ファイルからもインポートされます。*.3mf ファイルをインポートする場合、「色でサーフェス分割」オ

プションが表示されます。このオプションを有効にすると頂点の色が無視され、バージョン 15.0の動作と同様、パーツに適用

された色ごとにサーフェス分割が実行されます。 

 

 

3MF ファイルインポート時のダイアログボックスにある「色でサーフェス分割」オプション 

さらに、頂点色モデルを*.3mf、*.obj、または*.vrl ファイルに出力することもでき、スムーズなワークフローをサポートします。 

 

1.6. 編集ツール 

クイックカット 

平面（有限もしくは無限）を用いて、インタラクティブにパーツのカットができる機能が新しく追加されました。この機能は

「編集ツール」タブにあります。切断面の初期位置は、対象となるパーツの形状が基になります。切断面は緑色で表示さ
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れ、中央に表示される球状のハンドルを操作することで切断面の方向を変更することができます。ステップパラメータを活用

することで、切断面の位置や方向を正確にコントロールすることができます。プレビューの表示を有効にすると、切断面とパー

ツの交差部が黄色で表示されます。 

 

緑で表示される切断面と黄色で表示される切断面とパーツの交差部 

この新機能を用いると、断面のプレビューを参考にしながら一度で思い通りのカットを実行することが可能です。切断面の両

側が期待通りの形状かどうかを、プレビューの表示反転で確認します。 

 

プレビューの表示反転機能 

また、このツールでは対象パーツを部分的にカットすることも可能です。「切断面を有限」オプションを有効にし、切断面のサ

イズを変更します。プレビュー機能でパーツが部分的にのみカットされていることが確認できます。緑で表示されている切断

面と交差する部分のみパーツがカットされます。 
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下顎骨を部分的にカット 

接続ピン 

スピーディーに複数の接続ピン・穴を作成することで、ワークフローのスピードアップを図れる新しいツールが加わりました。パー

ツ形状の必要性に応じて、既存形状の内部もしくは外部に作成することができます。 

 

操作結果：接続位置 = 内側、ブーリアンパラメータ 接続タイプ = ピンと穴 

 

操作結果：接続位置 = 外側、ブーリアンパラメータ 接続タイプ = 両穴 

 接続位置が「内側」に設定されている場合、対象パーツ上のピン・穴を配置したい場所をクリックすると円柱のプレビューが

表示されます。CTRLキーを使うことで、いったん作成したピン・穴をインタラクティブに編集することができます。プレビューの

円柱上にマウスを移動させると、マウスのカーソルが手の形に変わり、円柱の半径と長さをインタラクティブに変更することがで

きます。CTRLキーを押しながら円柱の端点をダブルクリックすると、ピン・穴が削除されます。 
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円柱の半径をインタラクティブに変更 円柱の高さをインタラクティブに変更 

接続位置が「外側」に設定されている場合、ガイドとなる平面を指定する必要があります。この平面は緑のプレビューで表

示されます。ガイド平面を作成することで、パーツの外側をクリックして円柱の中心点を外側空間に配置することができま

す。「内側」の時と同様、インタラクティブに半径や高さを変更したり、ダブルクリックでピン・穴を削除することができます。 

 

ガイド平面（緑）を使用しパーツの外側空間にピン・穴を配置 

「片側 非表示」を有効にすると、元エンティティが非表示かつ対象エンティティの透明度が変わり、ピン・穴のプレビューが確

認しやすくなります。「表示反転」をクリックすると両エンティティの表示状態が切り替わります。 
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切り替え可能な元エンティティと対象エンティティの表示状態 

ブーリアンパラメータでは接続タイプ、側面と切断面のクリアランス（ピンと穴の場合）、そして許容値を指定することができ

ます。接続タイプをピンと穴に設定すると、元エンティティにピンが、対象エンティティに穴が作成されます。 

 

側面クリアランスと切断面クリアランス 

カット 

カット機能に新しいパラメータ「クリアランス」が追加されました。カットの実行時、カットエンティティの両側に指定した値のクリ

アランスが追加されます。 

 

STLパーツに対しての操作結果 
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グラフに対しての操作結果 

中空化 

バージョン 16.0では中空化機能が改善され、シャープエッジや平面がより高い品質で保持されるようになりました。シャープ

エッジの結果が思わしくない場合はスムーズ係数を調整します。 

 
バージョン 15.0での中空化結果 

 
バージョン 16.0での中空化結果 

バージョン 16.0では保持されたシャープエッジの品質が向上 

 

 
バージョン 15.0での中空化結果 

 
バージョン 16.0での中空化結果 

バージョン 16.0では新しく作成された平面の品質が向上 

「境界付近をクリーンアップ」はパラメータから削除されました（機能改善された内容と重複する操作のため）。 
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1.7. 位置 

スマート移動・回転 

これまでは別コマンドして存在していた「スマート移動」と「スマート回転」が削除され、改善された「スマート移動・回転」に置

き換えられました。表示される操作ハンドルが大きくなったことで、パーツ回転時の微調整を行いやすくなりました。 

 

バージョン 15.0で表示される操作ハンドル 

 

バージョン 16.0で表示される操作ハンドル 

バージョン 16.0では操作用座標軸の延長線が表示されるようになり、3D空間でのパーツの位置関係が把握しやすくなり

ました。座標軸をドラッグすると延長線が表示され、移動後のパーツ位置が確認しやすくなります。 

 

奥行き感覚をサポートする延長線（赤で表示） 

「移動と回転」パラメータを「回転のみ」と設定した場合、追加で緑の円形状の操作ハンドルが表示されます。このハンドル

を回転させると、パーツがスクリーンに平行に回転します。 
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バージョン 15.0で表示される操作ハンドル バージョン 16.0で表示される操作ハンドル 

（緑の円を操作してパーツをスクリーンに平行に回転） 

その他の改善点： 

 操作用座標系の中心点を、ドラッグ＆ドロップで移動させることができます。 

 「移動と回転」パラメータのオプションがドロップダウンメニューからラジオボタンに変わり、選択しやすくなりました。 

 SSMエンティティも移動・回転させることができます。 

 「操作座標系を維持」オプションは、ワールド座標系、もしくはスクリーン座標系での回転時にのみ選択可能です。 

 

1.8. スクリプト 

旧バージョンの Materialise 3-matic（バージョン 15.0以前）で作成された Pythonスクリプトは、Materialise 3-matic 

16.0で使用するにあたり再検証する必要があります。今回更新された内容により、スクリプトに不具合が生じる可能性が

あります。 

Materialise 3-matic 16.0では Python 3.8.xが必要です。Pythonにパッケージを追加する際は、jedi 0.9.0 と RPyC 

4.0.2を必ず使用してください。他のバージョンと Materialise 3-matic 16.0の互換性は検証されていません。 

改善された API リスト 

次の領域で 3-matic Python APIが拡張されました： 

 ラティスモジュール 

ラティス生成ワークフローの更なる自動化を図るため APIが拡張されました。以下が追加された API機能です： 

trimatic.analyze_lattice_pore_size trimatic.stitch_graphs 

trimatic.create_uv_based_dual_conforma_lattice trimatic.split_beams_at_intersection 

 その他のモジュール 

その他のモジュールでも APIが拡張されました。以下が追加された API機能です： 

trimatic.fit_centerline_curve trimatic.unify 
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trimatic.create_procedural_leather_texture trimatic.activate_local_smoothing 

 グループ機能 

グループ機能が改善されました 

- create_group APIに parent_group パラメータが追加され、グループ作成時に親グループを確認することができます。 

- create_group APIのインプットにグループを指定し、サブグループを作成することができます。 

- create_group APIの entities パラメータを空白にし、空のグループを作成することができます。 

- add_items 機能のインプットとしてグループを指定し、複層のグループ構成を作成することができます。 

その他の変更点 

- trimatic.cut APIにクリアランスパラメータが追加されました。 

- trimatic.hollow_both と trimatic.hollow_inside_outside が統合され trimatic.hollow になりました。 

- パーツのプロパティに vertex_color が加わりました。 

- UI のリニューアルに伴い、次の API機能の名称が変更されました： 

旧名称 新名称 

convert_analytical_primitive_to_part convert_analytical_to_mesh 

activate_mark_lasso_area activate_mark_freeform_area 

 

1.9. ラティス 

UV等角ラティス 

Materialise 3-matic 16.0には、2つの異なるサーフェスに対して等角なラティス構造を生成できる機能が加わりました。

UV等角ラティスツールのオプション「タイプ」を「双サーフェス間に生成」とします（「ラティス」タブ  「作成」  「UV等角ラ

ティス」）。デザインの必要性に応じて、ラティスのレイヤー数を指定したり、レイヤーによって異なるユニットセルを指定するこ

ともできます。「単一サーフェス上に生成」オプションと同様、様々な等角パラメータや境界の処理方法を定義することができ

ます。 

 

UV等角ラティス構造のプレビュー 

 

 

 

双サーフェス間に UV 等角ラティスを

生成した結果 
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ラティスの生成結果をメッシュに変換 

 

 

1.10. テクスチャ 

ボロノイテクスチャの作成 

複数のパーツや UVマップに対して同時にボロノイテクスチャを作成できるようになりました。複数の UVマップが適用された

パーツを選択した場合、すべての UVマップに対してテクスチャが作成されます。Materialise 3-matic 15.0の動作とは異

なり、元となる UVマップはオブジェクトツリー内に保持されたままになり、テクスチャのエンティティが UVマップリストに追加さ

れます。さらに、計算に必要な空きメモリ数が表示され、テクスチャが作成可能かどうかを大まかに見積もることができます。 

 

1.11. その他の変更点 

位置 

- 別々に存在していた「スマート移動」と「スマート回転」が削除されました。同機能は「スマート移動・回転」からア

クセスすることができます。 

CAD リンク 

- CAD リンクの機能はメニューから削除され、代わりに「ファイル」タブからアクセスできるようになりました。 

編集ツール 

- 「ブーリアン除去」のパラメータ、「クリアランス（チェックボックス）」と「クリアランス係数」が削除され、クリアランスの

値を指定するだけになりました。 

- 勾配角度をつけて押し出しする時に表示されなかった勾配プレビューが表示されるようになりました。さらに、計算

アルゴリズムも改善されました。 

ラティス 

- 「ボロノイラティスの生成」機能に、計算に必要な空きメモリ数が表示されるようになりました。 

- 次のラティスツールの名称が変更されました： 

旧名称 新名称 

窓 グラフ選択 窓 ビーム選択 
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オプション＆ヘルプ 

- 「ライセンス管理」と「モジュール一覧」が統合、改善され「ライセンスマネージャー」になりました。 

サーフェス 

- 次のサーフェスツールの名称が変更されました： 

旧名称 新名称 

サーフェスの色を統一 サーフェスの色をリセット 

 

UVマップ 

- 「UVマップの作成」と「UVモードの終了」が統合され、「UVページ 開始・終了」一つのコマンドで切り替えができ

るようになりました。 

表示 

- 次の表示ツールの名称が変更されました： 

旧名称 新名称 

並び替え オブジェクトツリーの並び替え 
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2 報告されている問題点 

2.1. 全般 

- 何らかのWindows環境により、メニューアイコンが歪んだりぼやけたりする場合があります。表示スケールや解像度な

どのWindowsディスプレイ設定を、Windowsが推奨する設定に設定することをお勧めします。 

- ディスプレイ解像度の設定により、ポップアップ形式のダイアログボックス（例：動作設定、修正ウィザード、など）が十

分な大きさにならず、全ての項目が表示されない場合があります。その場合は、ダイアログボックスの大きさを調節する

ことにより全ての項目を表示することができます。また、同様の問題がフィルター設定の画面でも生じる場合がありま

す。 

- 一部のモニターで、ディスプレイ設定の表示スケールが 125%に設定されている場合、特定の操作でプログレスバーが

正しく表示されないことがあります。 

- 非常に限定された条件下で、3-matic とWindowsのアドオンの互換性に問題があり、ファイル指定の際に表示され

るウィンドウが正しく作動しない場合があります。その場合、インポートするファイルを指定することができません。3-

maticに直接ファイルをドラッグ＆ドロップすることで回避できます。この問題に直面した場合はサポート窓口にご連絡く

ださい。 

- 自動復帰用ファイルの保存中、画面左下のステータスバーにステータスが表示されません。代わりに、マウスがある位

置のコマンドツールチップが表示されます。 

- 非常に限定されたカスタマイズ状況で、カスタマイズ設定情報が保存されているコマンドキャッシュファイルが破損する

場合があります。その場合、3-maticがクラッシュする可能性があります。AppData\Roaming\Materialise\3-matic

に保存されている一時ファイルを削除することで回避できます。ただし、一時ファイルを削除すると、3-maticのカスタム

情報がすべて削除されてしまいます。 

- 新規のローカルライセンスを登録する時、新規登録されたモジュールライセンスのリボンが表示されない場合がありま

す。その場合は UIのリセットをしてください（「オプション＆ヘルプ」  「リセット」  「UIのリセット」）。 

 

2.2. インポート/出力 

- * .X3D ファイルをインポートする場合には、「１パーツとしてインポート」オプションがありません。デフォルトで常に１パー

ツとしてインポートされます。 

- Fluent ファイルのインポート後、サーフェスの名前が引き継がれず、surface-1、surface-2...と変更されます。 

- 検証結果を 3D PDFに出力する場合、PDFを Adobeで開くと表示が非常に明るくなります 

 

2.3. 表示 

- 作業エリア最大までズームすると、座標軸の向きが元の位置に戻ります。 
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2.4. 位置 

- データム面やスケッチに対してスマート整列を実行する場合、スマート移動のコマンドを選択する前に対象エンティティ

が選択状態になっていると、これらのエンティティが破損する場合があります。スマート整列のコマンドを選択した後に、

対象となるエンティティを選択することで回避できます。 

 

2.5. 寸法測定 

- 距離の測定をした後にパーツの座標系を更新すると、プロジェクトの保存時と新たにプロジェクトを開いた時で長さの

値が異なる場合があります。 

 

2.6. カーブ 

- 渦巻カーブの作成時、特定の場合において、指定した中心点を正しく考慮しない場合があります。 

- カーブをオフセットする際に表示されるプレビューが正しくなかったり全く表示されない場合がありますが、オフセットカーブ

は正しく生成されます。 

 

2.7. 編集ツール 

- パーツをカットする際「パーツ新規作成」が有効になっていると、メタデータの内容が保持されません。 

- 特定の（現実的でない）データをエンティティとして選択すると、「解剖学的再建」操作によりクラッシュする可能性が

あります。 

- データム平面をインタラクティブ編集すると、点が正しくプレビューされない場合がありますが、データム平面自体のプレ

ビューは正しく、実行後の結果もプレビューと同様になります。 

- 有限の切断面を使って「クイックカット」を実行する場合、クリアランスで設定された値が正しく考慮されません。クリアラ

ンスはプレビュー（片側 非表示）でも正しく表示されず、操作の実行後も切断面の片側にしかクリアランスが設けら

れません。 

 

2.8. UVマップ 

- 「UVマップの位置合せ」で相反する拘束条件を設定した場合、UVマップが無効になる場合があります。 

- UVマップが作成されたパーツのスケール変更をした場合、UVマップのプロパティで表示される「XYZ:Uの比」と

「XYZ:Vの比」は更新されません（「位置」  「スケール変更」）。 
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2.9. テクスチャ 

- 正方形でない画像が適用された UVマップは、U と Vのアスペクト比が（画像のアスペクト比を反映して）1：1で

なくなります。同じ領域に新たに正方形の画像を適用しようとすると、画像のアスペクト比が 1：1でなく長方形になり

ます。 

 

2.10. ラティス 

- ラティスのメッシュ変換で有機形状を選択した時の結果では、ノードが共有されている場合、太さが異なるグラフでは

滑らかにならないことがあります。 

- いくつかのインタラクティブな機能では（例：ビームの移動）、選択フィルターが無効になり作業エリアでグラフの選択

ができなくなる場合があります。操作ページのエンティティ選択項目を新たにハイライトすることで回避できます。 

- 非常に特殊な状況で、グラフが含まれているパーツを作業エリアで回転すると、3-maticが短時間フリーズすることがあ

ります。 

 

2.11. リメッシュ 

- メッシュ品質の検証時、品質に欠けているボリューム要素は選択状態になりますが、相当するサーフェス上の三角が

選択状態になりません。 

- 非表示になった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行うと、非表示だったサーフェスが表示状態になりま

す。ただし、結果には影響はありません。 

- Mimicsの FEA メニューででリメッシュをクリックすると 3-maticを起動しますが、リメッシュタブは自動的に有効化され

ません。 

 

2.12. CAD リンク 

- CAD リンク操作で特定のデータでクラッシュする可能性があります。パーツを事前に修正し、現実的なパラメータを使

用することをお勧めします。 

 

2.13. スクリプト 

- trimatic.create_subregion_ssm でサブリージョン SSM を作成するときにプロクラステス解析を使用すると、入力 

SSM と比較して反転モードになる可能性があります。 完全な SSM (入力 SSM) を作成する前に、良好な初期ア

ライメントを確保するのに役立つ場合があります。 
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2.14. 互換性 

- Materialise 3-maticは*.magics ファイルを読み込む時、三角形の色情報に対応しません。 

- *.magics ファイルでインポートされたパーツは、3-matic と Magics（パーツシーン）で異なった方向になることがありま

す。 

- 古いバージョンの 3-maticで作成されたグループがあると、UVページやパーツの検証ビュー、スケッチページなどの作業

エリア以外の画面が表示される時に、何かしらの問題が生じる場合があります。古いバージョンの 3-maticで作成され

たプロジェクトファイルをインポートする場合、プロジェクトをバージョン 16.0で一度保存してから開きなおすことをお勧め

します。 
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3 システム要件 

3.1. 必須システム要件 

ソフトウェア ハードウェア 

Windows® 10 バージョン 1607 - 64bit 第三世代 Intel® Core™ i5 もしくは同等のもの 

Microsoft Edge® もしくは同等のもの メモリ：8 GB 

PDF viewer DirectX® 11.0 対応グラフィックカード, 1GB RAM 

.NET Framework 4.6.1 以降 15 GBのHD空き容量 

 画面解像度：1920 x 1080 

注意：Mac®ご利用の場合には、Boot Camp®を用いて対応Windows を使用することで、MISをインストールすること

が可能です。 

 

3.2. 推奨環境 

ソフトウェア ハードウェア 

Windows® 10 バージョン 1909 - 64bit 第六世代 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 以上 

PDF viewer DirectX® 11.0 対応 AMD Radeon™ / NVIDIA® 

GeForce®, 2GB RAM 

.NET Framework 4.6.1 以降 20 GB のSSD空き容量 

 画面解像度：1920x1080以上 

 

アンチウィルスやファイアウォールを含むサイバーセキュリティ対策が実施されているハードウェアやネットワーク環境でのソフトウ

ェア使用を推奨します。 

Materialise 3-matic 16.0は以下の OSでテスト済みです： 

 Windows 10 Pro / Enterprise バージョン 1607, 1709, 1809, 1903, 1909 64 bit 

 

Materialise 3-matic 16.0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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4 お問い合わせ 

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： 

電話:  045-440-4733 (受付時間: 平日 9:00～17:00) 

メール:  support@materialise.co.jp 

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。 
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