
VGSTUDIO MAX の新機能
バージョン3.5の新機能をご覧ください





補正⽅法 

幾何要素を厳密に 補正するオプションを使⽤すると、サイ
ズと⽅向をより細かく制御 でき、正規の幾何形状を補正で
きます。データム平⾯などの幾何形状を補正する場合は、
制約を追加して製造可能な状態を保ちながら、形状や法線
を変更せずに平⾯を可能な限り最適な位置に移動できる
ようになりました。
また、制約付きのパッチコンパウンドを厳密に再配置でき
るようになりました。これにより、パッチを最適な補正位
置に移動したときにパッチの連続性を維持しながら、パッ
チのセットで構成される領域を補正できるため、製造可
能な状態であることを保証できます。また、補正済み領域
は、CADモデルに簡単に組み込むことができます。

補正する点を検索する

ジオメトリを補正する場合、新しいフィルタオプションを使
⽤すると、不正確な補正結果の原因となるフィット点を⾒
つけることができます。
円柱、円錐、またはより複雑なキャビティセクションなど、
閉じたジオメトリの補正セクションを使⽤すると、⾃由曲
⾯よりもドラフト⾓度に対応するCADシステムでロフト（⼀
連の曲線からサーフェスまたはソリッドを作成する関数）に
よって導出される複雑なジオメトリの補正結果をより適切
に制御できるようになります。

ジオメトリ補正

バージョン3.4.xの革新的な技術を基に、バージョン3.5.0では以下の新機能*が追加されています。

*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）。

www.volumegraphics.com/jp/support/product-information.html


点とサーフェス間の偏差を視覚化することにより、サーフェ
ス補正の品質に関する視覚的なフィードバックを受け取る
ことができます。ヘアラインは、公差内と公差外の領域を⽰
すため 、使⽤するパラメータをより適切に解釈できるよう
になりました。
変更が表⾯フィッティングにどのように影響するかを即座
に確認できます。設定が変更されると、フィルタリングされ
た点にパラメトリックに依存するサーフェスがリアルタイム
に更新されます。リアルタイムの表⾯フィッティングにより、
ユーザーエクスペリエンスが向上し、作業スピードが上が
ります。

補正点の表⾯フィット 

⾃由曲⾯に対してより良いフィッティング結果を取得できま
す。改良された表⾯フィッティングが、より良い品質のデー
タ出⼒と優れた使い易さを実現します。

補正点の可視化

補正された点を可視化することによって、形状補正を⾏う
際に結果に関する視覚的なフィードバックが得られる事が
でき、使⽤するパラメータをより適切に解釈できるようにな
ります。



改善されたメッシュ補正 ユーザーインターフェ
ース

バージョン3.5では、メッシュ補正のユーザーインターフェ
ースが再設計され、新しい機能によって既存の機能のユー
ザーエクスペリエンスが改善されました。

補正メッシュカラーオーバーレイ 

新しい補正メッシュカラーオーバーレイ は補正メッシュの
変位を明確に視覚化できるため、この変位を分析して注釈
を付けることができます。

アディティブマニュファクチャリング補正メッシュ 

実測オブジェクトと参照オブジェクト間の差を補正するサ
ーフェスメッシュを簡単に作成できるようになりました。バ
ージョン3.4.5 から導⼊されたこの機能が、最終ジオメトリ
の最適化で試⾏錯誤のアプローチとは対照的に、反復回
数を減らすことで時間を節約します。3Dプリンターに送ら
れたメッシュを補正し、歪みによって⽣じる設計値形状の
偏差を排除します。このような歪みは、3D造形プロセスの
固有のものであり、3D造形シミュレーションに基づいく以
前の最適化後も残る場合があります。

メッシュ補正（ジオメトリ補正モジュールの⼀部です)



⼤きな偏差に対するより良い結果 

サイズが⼤きく異なる、またはその他の重⼤な偏差を⽰す
スキャンと参照オブジェクトを利⽤するときに、より安定し
た信頼性の⾼い結果を得ることができます。

コントロール点のマニュアル配置

コントロール点の⾃動配置 が望ましい結果をもたらさな
い場合、ジオメトリ要素と定義された点を使って、補正に使
⽤するコントロール点の配置を⼿動で定義するオプション
があります。

コントロール点および補正ベクトルの可視化

コントロール点と補正ベクトル／変形を視覚化することに
より、モデルの動作をよりよく理解できます。



反復可能な補正処理

反復補正プロセスの補正メッシュ結果を合計します。1回の
反復で偏差を完全に補正できない場合に、この合計結果
が役⽴ちます。

リファレンスオブジェクトとしてのROI

モデルの⼀部のみを補正する場合、ROIを使って特定領域
の補正を制限できるようになりました。

新たなメッシュ補正機能

• シーンツリーでの補正メッシュの視覚化：ナビゲーション
を容易にし、要素間の関係をよりよく理解するために、変
形したメッシュをシーンツリーでの解析の⼀部として視覚
化できるようになりました。

• より⾼速な補正メッシュの更新：最初の計算後、更新の計
算は約10倍速くなります、パラメータが変更されたときの
計算結果のプレビューが早くなり、シーンツリーに不要な
オブジェクトを作成することなく、適切な補正パラメータ
の設定を速く⾒つけることができるようになりました。

• 最⼤コントロール点の数：コントロール点が多いほど、格
⼦構造などの⾮常に複雑な部品や⼩さなフィーチャーが
多数ある部品をより細かく正確に補正できます。 コントロ
ール点の最⼤数を削除すると、コントロール点の最⼤数
は主にシステムの処理能⼒によって制限されますが、最⼤
で1000（以前のバージョンの100ではなく）にまで広がる
可能性があります。

均⼀なコントロール点の配置 

複雑なパーツでより信頼性の⾼い結果を得るために、新し
い均⼀コントロール点配置モードを利⽤できるようになり
ました。コントロール点の位置が適切に決定されていない
場合や、モデル内でフィーチャが均⼀に分散している場合
に、コントロール点の配置を改善できます。



BDGリファレンスシートP203のサポート 

ドイツ鋳造産業連盟（BDG）のリファレンスシートP203に従
い、鋳造部品のポロシティを検査します。バージョン3.4.5以
降、 アドバンスド⽋陥／介在物解析モジュールはBDG P203
解析をサポートしています。BDG P 203に準拠したポロシテ
ィキーを使⽤して、鋳造全体や特別な属性をもつ機能領域
といった⾃由定義された領域で、検出された気孔の3D評価
を実⾏できるようになりました。VGSTUDIO MAXとQ-DAS 
qs-STATが⼀体となって、製品設計者によるBDGP203に従っ
たポロシティ公差条件の指定から、品質エンジニアによる統
計的プロセス制御までの完全ループに対応します。

直感的なインターフェースを介してポロシティキーを⽣成 
し、VGSTUDIO MAXのROI機能で検査計画に従って参照ボリ
ュームを定義し、BDG P203解析のすべてのグローバル公差
条件と結果の概要をすばやく取得します。

• 1つのBDG P203解析で気孔と公差が異なるROIをし、
公差と特性に基づくフィルタリングを柔軟に組み合わ
せ、オブジェクトの境界（表⾯）内の⾃由形状の参照ボリ
ューム（ROI）を評価します。

• “Excelでレポート” または新しい統合レポート機能を使
⽤して、BDG P 203解析結果を⽂書化します。

• BDG P203解析結果をQ-DASに書き出して、鋳造プロセ
スを認定し、統計的に解析します

⽋陥／介在物解析

新たなBDG P203機能

バージョン3.4.5で導⼊された機能に基づくバージョン3.5の
BDG P203解析は、合理化されたユーザーインターフェース
と、検査計画の要件となる可能性のあるポロシティセグメンテ
ーションの ”閾値のみ” アルゴリズムを提供します。評価項⽬
の組み合わせ、1つのダイアログでグローバルおよびフリーフ
ォームのポロシティキーの編集と各ポロシティキーにコメント
を追加できる新しいBDG P203名前フィールドなどが利⽤可
能になり、使い易くなりました。



気孔同等直径

解析モードVGEasyPore、VGDefX／閾値のみ、P203解析
での3次元⽋陥／介在物解析の気孔同等直径を計算しま
す。バージョン3.4.3で導⼊された、同等直径は、気孔と同
じ体積を持つ球の直径を表⽰します（例えば、ガス孔また
は引け巣）。この機能を⽤いる事で、過度に⼤きな直径を持
つ巨⼤な気孔として表⽰されてしまう可能性がある、⼩さ
な／または細⻑いホースのような空隙は存在しないという
利点があります。

新しい統合レポート

PDFとまったく同じように、ボリュームグラフィックスアプリ
ケーションでレポートを編集および表⽰できるようになりま
した。バージョン3.4.4で刷新された統合レポート機能によ
り、レポートのカスタマイズや⾃動作成も可能になり、.vgl
プロジェクトで直接保存できるようになりました。

• 新しい統合レポート機能は、Microsoft Excelのような
外部ソフトウェアに切り替えることなく迅速で⾼品質
な.pdfレポートを⽣成する機能で、フリービューアアプ
リケーションのmyVGLとVGMETROLOGY VIEWERを
含む全製品で利⽤可能です。またレポート作成と書き出
しはマクロ記録が可能であるため、新しいレポート機能
は、⾃動化とVGinLINEでも利⽤できます。

• 新しいWYSIWYG（What You See Is What You Get）エ
ディタにより、プロジェクトデータの表⽰をより分かりや
すくできます。シーンにおけるレポート可能なコンテンツ
のすべて、およびそのサブセットを含むレポートを作成
し、画像、テーブル列、ページレイアウトなどの表⽰可能
なコンテンツをカスタマイズできます。また、選択したメ
タデータ、ボリュームデータ、解析設定、結果画像などの
レポートのセクションは、順序の変更や⼀括削除が可能
です。カスタムレイアウトが作成されると、同様のコンテ
ンツがレポートされる場合に保存され、再利⽤すること
ができます。

• 新しいレポート機能を追加オプションとして導⼊し、
今後も継続的に強化していきます。”Excelでのレポー
ト” は引き続きサポートされます。現在の機能範囲の統
合.htmlレポートは、期間限定ではありますが、引き続き
ご利⽤いただけます。

レポートとトレーサビリティ



レポートエディタの拡張テーブルプロパティ

新しいWYSIWYGレポートエディタの⾼度なテーブルプロ
パティでレポートのページ数を完全に制御できるため、特
に関連性のある内容だけでレポートを作成できます。ソフト
ウェアが完全な結果セットを作成している間、テーブル内
の⾏の並べ替えをカスタマイズし、表⽰する⾏を制限し、結
果コンポーネントのサブセット（⽋陥など）のみを表⽰した
り、画像の順序を制御したり、最⼤の⽋陥を最初に表⽰す
るなどができるようになります。

レポートエディタでのページ要素の順序付け

ページ上の要素の順序と位置を変更して、WYSIWYGエデ
ィタを使って、カスタマイズされたレポートレイアウトを作
成します。要素を相互に位置合わせしたり、コンテキストメ
ニューから要素の順序を制御してテキストコンテンツやグ
ラフィック要素を簡単に作成したりする場合に、数値を⼊
⼒して要素の位置を決定できるようになりました。



カスタム可能 レポートセクションと外部画像

カスタマイズ可能なレポートセクションと外部ソースからの
画像により、レポートレイアウトの柔軟性がさらに⾼まりま
す。WYSIWYGエディタで、空のセクションを追加したり、セ
クションの名前を変更してコンテンツをより正確に記述し
たり、個々のセクションのバックグラウンドを有効／無効 に
できるようになりました。外部画像を組み込むことで、 
Volume Graphicsソフトウェアで作成したコンテンツを関連
する外部コンテンツと混合して、タイトルページなどの⽬⽴
ったビジュアルを作成できるようになりました。

⽋陥／介在物解析結果のQ-DAS書き出し

プロセスの認定または統計解析には、⽋陥／介在物解析
の結果を使⽤します。バージョン3.4.5以降、公差指定した
⽋陥／介在物解析結果と関連する許容値をQ-DAS ASCII
転送ファイル形式で書き出し、Q-DASのqs-STATなどの統
計解析⽤のソフトウェアで使⽤できるようになりました。

最適化されたQ-DAS書き出し

許容値が設定された⾁厚解析、設計値／実測値⽐較、繊維
配向など解析結果⽤に改善されたQ-DASファイル書き出し
により、プロセス認定または統計解析を実施するために、こ
れらの結果をQ-DAS qs-STATなどの統計ソフトウェアに転
送します。



最⼩／最⼤偏差の⾃動的な注釈作成

新たな機能により、設計値／実測値⽐較を実⾏する際に、最
⼩／最⼤偏差の注釈を⾃動的に作成できるようになりまし
た。これによって、⼀⽬で極端な点がわかるようになります。

設計値/実測値⽐較

設計値／実測値⽐較計算の⾼速化

設計値／実測値⽐較の計算が速くなりました。計算時
間が短くなったことにお気づきになると思います。さら
に、わずか数秒で迅速なカラーフェイルプロットを提
供する新たなプレビューモードが、 検査プログラムの
設定を⾼速化します。そして、統計計算を無効にする
オプションを利⽤することで、インラインシナリオで、処
理時間を⼤幅に節約できます。



HiXCT複数ボリュームを読み込み

⽇⽴製産業⽤CTシステムからボリュームデータを呼び出
します。バージョン3.4.3（およびそれ以降）は、⽇⽴産業
⽤CTシステムで⼀般的なHiXCT形式でファイルを読み込
むことができます。この形式では、オプションで、マルチサー
クルスキャンのボリュームをサポートできます。

TXMボリューム読み込み

ZEISS Xradia CTシステムから、⽅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。バージョン3.4.5から、マテリアルサンプルの
マイクロ構造を解析する際に通常使⽤されるTXMファイル
形式のサポートにより、CTシステムでのDICOMまたはTIFF
の時間のかかる書き出しや、VGSTUDIO MAXへの⼿動で
の読み込みが不要になります。

ファイル⼊⼒／出⼒

画像保存時の画⾯オプション

バージョン3.4.5から導⼊された新しい画像保存オプション
により、現在選択しているワークスペース画⾯、または⼿動
で定義したワークスペース画⾯の組み合わせのいずれか
を保存できます。どちらが便利なのかは⼿動検査ワークフ
ローによって異なります。ダイアログの新しいオプションで
は、ショートカットとその他の画像設定の⾃動保存を変更
することなく両⽅実⾏できます。



⾓度操作位置のリスト

画質品質の向上により、バージョン3.4.3以降のProject 
SDKを通じて⾃動再構築でスキャンされたオブジェクトの
実際の⾓度位置を使⽤できるようになりました。

⾓度位置のサポート

実測⾓度位置を使⽤するためにJSONファイルを読み込み
ます。バージョン3.4.3以降ではメーカー独⾃の形式とは異
なる標準に基づき、 オープンな、JSONファイルサポートし
ます。

CT再構成

ワークスペース全体の画像保存

ワークスペース全体の画像をそのまま保存します。この新
しい画像の保存オプションはWYSIWYGであるため、作成
された画像はワークスペースの全体的なサイズを反映し、
不規則なレイアウトの場合でもウィンドウの完全⼀致した
位置を維持します。

新たなファイル⼊⼒／出⼒機能

• ”クイック読み込み” 機能で⼀度に複数のファイルを読み
込むことができます。特定のファイルタイプに対して選択
した設定は、同じタイプの後続のすべてのファイルに適⽤
されるため、ユーザーの作業を減らすことができます。

• ドラッグアンドドロップでファイルを読み込みます。Altキ
ーとマウスの左ボタンを押したままファイルをアプリケー
ションにドラッグします。以前のオプションではマウスの右
ボタンでドラッグしていたのですが、より直感的に操作を
⾏うことができます。



幾何要素サイズの変更

”要素サイズ変更” と呼ばれる新しい結合幾何要素タイプ
を使⽤して、フィット点を変更せずに幾何要素のサイズを変
更できます。この機能で、軸を特定の点まで拡⼤して、要素
がソース要素の外側に表⽰されるように、幾何要素をより
⾒やすくすることができます。

座標計測

CADモデルのミラーリング

CADモデルをVolume Graphicsソフトウェアで直接ミラー
リングします。例えば、ミラーリングしたパーツを測定する
際、ミラーリングしていないCADモデルのみが設計者また
は顧客から提供された場合、サードパーティ製のCADソフ
トウェアを使⽤せずにミラーリングを実⾏できるようにな
りました。

追加された新しい座標計測機能

• CAD選択速度の向上：フィット点を設定せずに選択した
サーフェスのみを視覚化すると、多数のCAD⾯を選択し
てそれらを⾃由形状のパッチコンパウンドに追加すると
きに、より素早くパッチコンパウンドを作成できます。

• すべてのCADパッチの選択：GD＆Tコールアウトを作成
するためにほぼすべてのサーフェスを選択する場合、⼿
動でサーフェスごとに選択するよりも、すべてを選択して

（Ctrl＋マウスの中ボタンで）いくつかの選択を解除する
⽅が、素早く作業ができる場合があります。特に、多数の
CAD⾯を選択して、それらをフリーフォームパッチコンパ
ウンドに追加する必要がある場合に便利です。



四辺形メッシュプレビュー

新しいオプションを使⽤すると、4分割メッシュをプレビュー
して、計算量の多い⾯の作成を開始する前に、パッチレイア
ウトに関するフィードバックを得ることができます。

リバースエンジニアリング

同等セル／粒⼦直径

フォーム／パウダー解析の等価セル／粒⼦径を計算しま
す。バージョン3.4.3で導⼊されました。同等のセル／粒⼦
の直径は、セルや粒⼦として同等の体積がある球の直径
を表⽰します。セル／粒⼦の体積よりも理解しやすくなりま
した。

フォーム／パウダー解析



評価テンプレートのカラーバーの読み込み設定

カラーバーの設定を維持したまま、評価テンプレートを読
み込みます。プロジェクトのグローバル解析カラーバーを、
評価テンプレートに保存されているカラーバーで上書きす
るかどうかを決定するだけです。

統合メッシュのアライメント

あらゆる種類の解析からのデータをボリュームメッシュ
にマッピングするために、統合メッシュの位置と⽅向を変
更できるようになりました。任意のシーンオブジェクト（ボ
リュームメッシュ、サーフェスメッシュ、CAD、ボリューム
など）の変換をコピーして貼り付けることで、検査済みボ
リュームオブジェクトまたは外部提供の座標系に従って
ボリュームメッシュを位置合わせすることが簡単にでき
るようになりました。

ABAQUSファイル（六⾯体要素）の読み込み

四⾯体要素に加え六⾯体要素が含まれるABAQUS 統合
メッシュを.inpファイル形式で読み込みます。バージョン
3.4.3でABAQUS.inp形式を読み込むためのインターフ
ェースを拡張することにより、VGSTUDIO MAXでのさま
ざまな解析の結果を六⾯体のABAQUSFEメッシュにマ
ッピングできるようになりました。よって、.inpファイルを
サポートするソフトウェアパッケージでマイクロメカニカ
ル情報を使ったFEシミュレーションが利⽤できるように
なります。

すべての解析



ボリュームメッシュ作成時のシャープなエッジ

シャープなエッジが含まれるコンポーネントのボリューム
メッシュを作成し、四⾯体要素の数を⼤幅に減らして、コ
ンポーネントの形状をより鮮明に表⽰します。バージョン
3.4.4から導⼊されたこの新しいオプションを有効にする
と、アルゴリズムはコンポーネントのシャープなエッジを特
定し、その上でFEノードを調整することでシャープエッジを
反映するメッシュを作成します。

メッシュ品質を最適にする”エッジ反転”オプ
ション

”エッジの反転” オプションで四⾯体ボリュームメッシュの
要素品質を最適化します。バージョン3.4.5以降、このアル
ゴリズムにより、メッシュノードが別々に再接続できます。こ
れによってローカルメッシュの品質が⼤幅に改善します。

ボリュームメッシュ

ボリュームメッシュ設定”シンプルモード”と”エキ
スパートモード”

CTデータの⾼品質四⾯体ボリュームメッシュをより簡単に
作成できます。バージョン3.4.3では、ボリュームメッシュの
ユーザーインターフェースに基本的なメッシュプロパティを
定義するための ”シンプル” モードと、より⾼度なメッシュオ
プションを定義するための ”エキスパート” モードを⽤意し
ました。”シンプル” モードにより、メイン設定の定義が簡単
にでき、⼀般的なメッシュのタスクで⾼品質なメッシュが使
⽤できるようになります。”エキスパート” モードを使⽤する
と、詳細設定を制御して、必要に応じてメッシュの品質をさ
らに最適化できます。



以前のバージョンでのフローティングライセン
スの使用

VGSTUDIO MAXおよびVGMETROLOGYフローティングラ
イセンスを以前のバージョンで使⽤できるようになり、すべ
てのクライアントを同時にアップグレードすることなく、フロ
ーティングサーバーに新しいフローティングライセンスファ
イルをインストールできるようになりました。これによって、
多くのフローティングワークスペースを新しいメジャーバー
ジョンにアップグレードする場合の更新プロセスがはるか
に簡単になりました。下位有効性は、VGSTUDIO MAXおよ
びVGMETROLOGY 3.4.4以降で利⽤できます。

ライセンス

ボリュームメッシュのNASTRAN書き出し

ボリュームメッシュのNASTRAN書き出しを使⽤すると、CT
データに基づいてNASTRANシミュレーションモデルを構
築する際にワークフローが簡素化されます。バージョン
3.4.5以降、VGSTUDIO MAX で作成した四⾯体ボリューム
メッシュを直接使⽤して、FEプリプロセッサなどの別のソフ
トウェアを使⽤せずにNASTRANシミュレーションを実⾏
できます。
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