
VGSTUDIO MAX の新機能
バージョン3.5.1の新機能をご覧ください（2021年9月時点）



新CT再構成機能：

•	 	Nikonパラメータファイルの読み込み：VGSTUDIOまたは
VGSTUDIO MAXを使用して、CTマシンから直接Nikon投影デ
ータを再構築し（パラメータを手動でコピーして貼り付ける
必要はありません）、正確な角度の再構築やマルチROIの再
構築などの高度な技術を活用できます。

•	 	NSIパラメータファイルの読み込み：VGSTUDIOまたは
VGSTUDIO MAXを使用して、CTマシンから直接NSI投影デー
タを再構築し（パラメータを手動でコピーして貼り付ける必
要はありません）、正確な角度の再構築やマルチROIの再構
築などの高度な技術を活用できます。

CT 再構成

ファイル入力／出力

バージョン3.5.0の革新的な技術を基に、バージョン3.5.1では以下の新機能*が追加されています。

*Please note: Depending on the platform, there are differences in the range of functions for different operating systems. See our continuously updated Product Information page 
for details: www.volumegraphics.com/en/support/product-information.html

理学ボリューム読み込み

理学CTシステムから、配向と寸法の正しい設定を含む、高解像
度ボリュームデータを直接読み込めるようになりました。これに
より、時間のかかるVGSTUDIO MAXへの手動読み込みが不要に
なります。

複数のスキャンを一度にマージする

複数のスキャンを一度にマージする：同様のパーツの複数のスキャ
ンを同じ方法で解析するなど、複数のプロジェクトファイルの内容
を１つのシーンに結合することで、各プロジェクトを手動でマージす
る場合に比べて、時間を大幅に節約できます。

新たなファイル入力／出力機能： 

•	 	HDF5形式で保存されたボリュームファイルを読み込みます。
研究や3Dプリント会社が使用するHDF5形式で保存されたボ
リュームファイルを変換せずに直接読み込みます。

•	 	東芝のボリューム読み込みの改善：14ビットデータセットのデ
ータマッピングとクランプをサポートすることで、16ビット以
外のデータ範囲のデータセットをロードできるようになりまし
た。ボリュームグラフィックスのソフトウェアではデフォルトの
ミラーリングを変更することで、スキャンした部分を東芝再構
成ソフトウェアと同様に表示します。



可視化とナビゲーション

座標計測

アンビエントオクルージョン 

アンビエントオクルージョンは、ボリュームグラフィックスアプリ
ケーションの3Dレンダリングに、よりリアルなシェーディングと奥
行き感を与えます。性能に目立った影響を与えることなく、シェ
ーディングとレンダリングの手法で、シーン内の各ポイントがア
ンビエント照明にどの程度さらされているかを計算します。これ
により、リアルなデプスパーセプションを得ることができます。ま
た、複雑なモデルの向きを改善し、3Dビューで可視的に検査お
よびナビゲートする際に役立ちます。コンピュータグラフィックス
では、この技術はスクリーンスペースアンビエントオクルージョン
（SSAO）として知られています。

ROIを使用してフィット点を選択および削除

ROIを使用してフィット点を選択および削除します。特定の領域の
フィット点を削除するか、または選択できるようになりました。こ
れによりフィーチャーに属さない、またはアーチファクトを表して
いない点の使用を回避できます。なおROI機能一式を使用して、
選択を定義します。



多くの座標計測オブジェクトを含むプロジェクト
のパフォーマンスの向上

テンプレートの読み込みや編集など、1つのテンプレートで多数
の座標測定オブジェクト（複数のグループ、幾何要素、ローカル座
標系、結合された幾何要素など）の操作を高速で行えるようにな
りました。シーン内のアイテムの組み合わせに応じて、パフォーマ
ンスが最大30％向上します。

光線ベースの最小および最大肉厚の注釈を自
動的に作成する

光線法の最小肉厚と最大肉厚の注釈を自動的に作成することに
より、クリティカルな領域と、厚さが最小または最大になる正確
な位置を特定できるようになりました。

新たな座標計測機能：

•	 	自由形状要素からフィット点を完全に削除します。プロファイル
の許容誤差について評価されないスキャンの領域（注入点ま
たは番号付け領域など）を除外して、削除できるようになりまし
た。

•	 	対称パーツの最適な配置の改善：特に立方体、パイプ、ディスク
など、ほぼ対称なパーツの全体的な最適な配置を改善しまし
た。

肉厚解析

球ベース肉厚マスクからROIを作成

球メソッドに基づいて肉厚マスクからROIを作成し、付加的に製
造されたパーツの格子など、通常の（厚い）構造をさらに解析し
ます。これにより、特に格子構造内のノードをすばやく抽出できま
す。



製造幾何的補正およびメッシュ補正

製造幾何的補正およびメッシュ補正

均一制御点法を使用してメッシュを補正する場合、制御点はパ
ーツにより適切に位置合わせされるようになり、必要な点の数が
減り、より良い結果を得ることができます。制御点グリッドの分布
は、ボクセル空間ではなく、オブジェクトの形状に対応するように
なりました。

読み込み中の補正用ポイントの変換

CAD記述とツールスペースの配置が異なるジオメトリ補正モジ
ュールに、補正用の特定の点を読み込むことができるようになり
ました。ツール内のパーツは元の設計とは異なる位置に配置さ
れることが多いため、補正に役立つ結果を生成するには、補正用
に定義された点をパーツの公称位置（アセンブリ内）からツール
内の位置に変換しなければなりません。

補正メッシュプレビュー用ワイヤーフレームビュ

選択した補正メッシュパラメータの結果をワイヤーフレームとし
てプレビューすると、パラメータを反復する際の時間を節約でき
ます。

公称パーツと型の設計値／実測値比較の必要
性を排除する 

事前に公称パーツと型の設計値／実測値比較の実施せずに、ツ
ール補正を実施できるようになりました。これにより、ワークフロ
ーをより合理化でき、より適切な点配置により、より良い結果を得
ることができます。これまで、設計値／実測値比較では、（除去可
能な場合）フィルタでしか除去できないアーチファクトが生成さ
れることが多く、サーフェスを最適に補正できませんでした。



ポロシティ/介在物解析

BDG P203に準拠するBDG P 203品質係数Q 用
サポート 

BDGリファレンスシートP203は、現在ボリュームグラフィックスソ
フトウェアでサポートされている「Q係数」と呼ばれるCTスキャン
の品質測定を提案します。Q係数は、グレー値ボリュームの品質
を検証し、CTスキャンデータの品質を簡単にP203解析で直接文
書化します。P 203解析を実行しなくても、ユーザーに依存せずに
自動的に決定されたQ係数情報を確認できるため、P 203評価
前に、データ品質が最小画質要件を満たしているかどうかを判
断できます。

BDG P203に準拠したポロシティ解析用自動ポ
ロシティキー注釈

対応するBDG P 203ポロシティキーと、解析された各自由形状
部分ボリューム（ROI）の解析結果を3D画面と2D画面に自動的
に表示できます。これにより、ポロシティ解析の評価と調査したデ
ータセットの配向を簡易化します。迅速にOK/NOK（「NOT OK」）
を判断し、文書化することができます。



BDG P203に準拠したポロシティ解析における
NOKカウント関数と許容範囲外の空隙の表示  

グローバルボリューム内および自由形状パーシャルボリューム
（ROI）内で許容範囲外の、選択したポロシティパラメータの
NOK（”NOT OK”）空隙数を知ることができ、外れ値と体系的な
生産問題を区別できるので、プロセス制御が向上します。

P 203ポロシティ解析の結果表に新たな「許容範囲外値」列が表
示されるようになりました。また、この新しい列の目的は、最も重
要な情報を圧縮して表示することです。許容範囲内にない空隙
値、許容範囲外にある最悪の空隙値、許容ポロシティパラメータ
（NOKカウント）の許容範囲外にある空隙数を同時に簡単に確
認できます。

新しい欠陥／介在物解析機能：

•	 	BDG P 203に準拠したポロシティ解析の許容範囲外の空隙
の自動注釈：3D画面と2D画面で最も重大な不連続性を確認
するために、VGSTUDIO MAXでは許容範囲外の限られた数
の空隙の注釈を自動的に生成できるようになりました。

•	 	改良されたP201/P 202ポロシティ解析インターフェイス：P 
201/P 202ポロシティキーで許容可能なすべての2Dポロシテ
ィパラメータと形式例が、ユーザーインターフェースに表示さ
れるようになりました。ポロシティキー文字列の正確な形式
を知らずにポロシティキーを定義するなどの場合にご利用く
ださい。なお、キーの形式に関する規則はそれほど厳密では
ありません。

VW仕様PV6097およびPV6093のサポートが改
善されたP201/P202ポロシティ解析 

BDG P201およびP202に準拠した2Dポロシティ評価で
Volkswagen AGのPV（Pruefvorschriften）を明示的に使用する場
合、フォルクスワーゲンのPV 6097/PV 6093を基に形式化し、特
別なVW四捨五入ルールを考慮する結果キーをご利用いただけ
ます。



ボリュームメッシュ

四面体のローカル品質の可視化 

四面体の品質を可視化することにより、低品質の四面体がクリテ
ィカル領域にあるかどうかを確認でき、低品質の四面体がクリテ
ィカル領域にない場合は再メッシュをスキップできます。

ボリュームメッシュ機能： 

•	 	複数の微調整領域：有限要素（FE）計算で性能と精度をより
効果的に制御するために、スキャンのさまざまな領域のさま
ざまなセルサイズ（粗いまたは細かい）から、各領域の関心に
応じて選択できるようになりました。

•	 	二次四面体要素の書き出し：シミュレーションで使用するため
に、二次TET10四面体要素を書き出せるようになりました。二
次四面体要素を使用することで、線形四面体要素よりも従来
の有限要素解析（FEA）の精度を高めることができます。

構造メカニカルシミュレーション

改善された構造メカニカルシミュレーション性能

少ないメモリで大きなデータセットをより高速に計算できるよう
になりました。シミュレーションが高速になり、メモリ要件が軽減
されたため、ローエンドのマシンでシミュレーションを実行でき
ます。 

構造力学シミュレーションにおけるミーゼスひず
みのマッピング

ミーゼスひずみデータを統合メッシュにマッピングし、データを.csv
ファイルとして書き出して、ポストプロセッサで追加の計算を行うこ
とができます。応力テンソルフィールドの.csv書き出しに基づく計算
にスプレッドシートを使う必要がなくなりました。延性マテリアルの
等価ひずみであるミーゼスひずみは、特定のマテリアルの最大許容
ひずみなどのマテリアルパラメータを比較するといった、静的およ
び疲労解析などで一般的に使用されます。



レポートとトレーサビリティ

カスタム可能なレポートレイアウト 

レポートされたオブジェクトからの任意の情報を組み合わせて、
新たなレポートページレイアウト（例：概要セクションまたはパー
ツの複数の結果画像を含むセクションなど）を作成できます。画
像、属性、表、情報フィールドから選択し、それらを柔軟に配置し
て、結果、設定、画像、その他の情報をレポートページに表示する
方法をカスタマイズできます。

レポートの表列のサイズ変更と並べ替え 

レポートエディタで、表の列の順序と個々の列に割り当てられる
サイズを直接カスタマイズします。例えば、重要な列をグループ化
し、列を表の先頭に移動し、列のサイズを変更することでレポー
トページのスペースを最適化できます。この機能により、元のアプ
リケーションダイアログで使用されていた表と同様のカスタマイ
ズオプションが新しいレポートエディタでもご利用いただけます。 

レポートレイアウト要素の複数選択とコピー＆
貼り付け 

カスタムレポートページを作成する際に、複数選択して既存のレ
イアウト要素を再配置または複製し、コピーして貼り付けます。こ
れにより、要素を個別に再配置したり、メインの編集メニューで要
素を乗算する必要がなくなるため、時間を節約できます。

レポートに情報フィールドオプションが追加され
ました  

表示されるレポートの日付／時刻またはプロジェクトファイルパ
スの形式を変更するか、レポートのバックグラウンドとセクション
の追加情報フィールドオプションを用いてレポートされたオブジ
ェクトの名前をページに表示することでレポートをカスタマイズ
します。これにより、システムの日付／時刻の設定に関係なく、レ
ポートページでの情報の表示方法をより細かく決めることがで
きるため、より多くのカスタマイズオプションを利用できるように
なります。



レポートエディタ内のセクショングループの再注
文 

レポートされたオブジェクトのページがレポートに表示される順
序を変更することにより、レポートされたオブジェクトがシーン階
層の異なる位置にある場合でも、レポートページを意味的にグ
ループ化できるようになりました。

レポートとトレーサビリティの新機能：

•	 	レポートエディタのプロパティバーで選択した要素のインジケ
ータ：表の表示列を変更するとき（レポートの要素プロパティを
編集するとき）などに、プロパティバーに、編集中の要素プロパ
ティとレポートページでの結果の変更が明確に表示されるよう
になりました。編集した要素は自動的に表示されます。また、イ
ンジケータが選択した要素が現在表示されていないかどうか
を示します。

•	 	1ページに複数の画像を表示するための組み込みセクション：
複数のスナップショット、ブックマーク、または自動作成された画
像を1つのページに配置するセクションを用いて、レポートの短
縮化を図ることができるようになりました。柔軟性を高める際や
完全にカスタマイズされた複数要素セクションを作成する際な
どに、この新しい組み込みセクションをご利用ください。

•	 	デジタルボリューム相関（DVC）解析結果のサポート：新しいレ
ポートエディタで作成したレポートに、デジタルボリューム相関
解析の結果のデフォルトセクションを含めることができるように
なりました。

•	 	レポートの編集時にカスタムメタ情報フィールドの実際のタグ
名を表示：メタ情報フィールドを追加した際の新プレビュー機能
により、ページに事前に追加しなくても、関連タグを簡単に識別
できるようになりました。

•	 	カスタムのデフォルトレポートレイアウトを用いたレポートの更
新：新しく追加したオブジェクトは、元のレポート作成時のオブ
ジェクトと同じレイアウトで自動的に表示されるため、一貫性の
あるレポートを簡単に作成できるようになりました。既存のレポ
ートに、新たなシーンオブジェクトを追加して更新しなければな
らないときなどに、ご利用ください。

自動化

マクロでのオブジェクトの表示の改善 

高度な自動化ツールで、マクロのすべてのステップで使用および
作成されたオブジェクトを確認できるようになりました。これによ
り、再生時にマクロが何を実行するかをよりよく理解し、再生エラ
ーの原因を見つけることができるようになりました。



フローティングライセンスを使用した1台のマシ
ンでの複数のユーザーセッション

フローティングライセンスメカニズムを変更したこと
で、VGSTUDIO MAXまたはVGMETROLOGYを利用できる場所
をより自由に選択できるようになり、ハードウェアの共有がより便
利になりました。改善されたフローティングライセンスメカニズム
は次のような状況でご利用いただけます。 

1.	 	ワークステーションに戻るときにプロジェクトが再開されな
いように、会議中、大型プロジェクトを開いたままにしておき
ます。会議の間、同僚はWindowsユーザーアカウントに切り替
えてワークステーションを利用でき、2番目のフローティングラ
イセンスを使って別のプロジェクトで作業できます。会議後、
アカウントに戻って中断したところから作業を続行できます。

2.	 	ラボワークステーションでプロジェクトを開いたままにしてお
けば、オフィスからラボワークステーションで開いているプロ
ジェクトに（リロードに長時間待つ必要なく）アクセスでき、ス
キャンの詳細な解析を実行できます。

*プラットフォームまたはオペレーティングシステムによって機能の範囲が異なります。詳細については、都度更新される製品 情報ページを参
照してください（www.volumegraphics.com/jp/support/product-information.html）。
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