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  450,000種類以上の材料特性

  3,000以上の先進的なデータソース 

  金属、ポリマー、セラミクス、複合材料

  応力- 歪み線図150,000以上

  74規格

  繰り返し特性を含む材料35,000種類以上

  国際的クロスレファレンス表

  特性推測と補間

  化学成分

  CAEソフトウェアへのデータエクスポート機能

  機械的特性・物理特性

  未知材料特定機能

  複数材料比較機能

  規格と材料アップデートのトラッキング機能

内容は

450,000種に及ぶ金属、非金属材料に関する特性記録 
20,000,000 件を26か国語にて提供いたします。

www.totalmateria.com



Total Metalsは世界中で群を抜く最大の金属材料特性データベースでグローバルエンジニアリング
コミュニティにお仕えするデータセットコレクションと種々のモジュールへのゲートウェーとして 

提供させていただくTotal Materiaの中心的な存在です。

データベース構成項目

データモジュールと機能の組み合わせにより究極のオールイン 
ワン・ソリューションを用意いたしております。

www.totalmateria.com
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THE WORLD ’ S MOS T COMPREHENSI V E M ATERI A L S DATA BA SE PRESENT S

74ヶ国/規格

材料45万種

特性記録2000万件

  材料450,000種以上の特性データ

  金属、ポリマー、セラミクス、複合材料 

  規格数74規格

  国際的クロスレファレンス（相互参照）表

  化学成分

  機械的特性および物理特性

  複数材料の比較機能

  詳細なデータのソースは3,000以上

  応力－ひずみ曲線150,000以上

  繰り返し特性含む材料35,000以上

  特性推測と補間法採用

  CAEソフトウェアーへのデータ　エクスポート機能

  未知材料の特定認識

  規格及び材料アップデート管理

Total Materiaは世界で最も包括的な材料データベースで450,000種以上の金属、
ポリマー材料、セラミクス材料、複合材料の特性に瞬時でアクセスすることができます。

www.totalmateria.com



www.totalmateria.com

Total Materiaは可能な限りの材料データのニーズを満たすため理想的なソリューションを提供するため慎重に作り上げたさまざま
なパッケージを提供いたします。

製品パッケージ

ひとつのデータベースに全材料が収録

コンサルタント、小、中企業から大規模な多国籍企業に至るまでTotal Materiaは
ニーズに適う各種製品パッケージとライセンスオプションを取り揃えております。

フル機能のTotal Materiaデータベースには74の国/規格から収録された金属合金特性や450,000種以上の合金 - 鋼、鉄、アルミニウム、チタン、
銅、マグネシウム、錫、亜鉛、鉛、ニッケル、コバルト、その他-　等の 特性記録20,000,000件以上が収録されております。 

データベース構成項目

基本パッケージ
以下のモジュールを含みます：

アドオン
Extended Range - 応力歪み線図、成形性、疲労、クリープデータ

SmartComp - スぺクトロメータやその他分析手法から得た化学組成をも
とに、金属材料を特定
Material Console - パーソナライズ機能で、より効率的かつ正確な材料選定
とデータ出力をサポート

Compliance - 材料と物質の国際規格に関する情報を提供

Total Materials - 世界で最も広範な材料特性データベース(金属/非金属材料)

Tracker - 材料データの変更履歴とその内容を全て正確に掲載

DataPLUS - 接合(溶接)、腐食、トライボロジ、コーティング、照射などのデータ

Suppliers - 世界中の材料仕様とサプライヤとの確かな関連性

Total Materiaはお 同じくお1人専用ウェブ版、大中小企業へおすすめの複数のユーザーが同時に使用可能なけマルチユーザー、グ
ローバル企業向け法人版などさまざまな製品よりデータベースへアクセスすることができます。

Total Materiaウェブ版データベースはインターネット接続環境とブラウザのみでご使用できるため、手間のかからぬターンキーソリ
ューションにより世界で最も包括的なデータベースへアクセスすることができます。

製品



世界で 最も包括的な材料データベース

世界で最も包括的囲な金属データベース

課題
 k 外国の等価材料検索と代替材料の並列比
較を行うには？

 k 特定の化学組成や機械的特性をもとに材
料を世界的に探索する方法は？

 k 材料の特徴を読み取り、特定のアプリケー
ションに適した正しいグレードの材料を見
つけるには？

 k 異なる条件、温度における機械的・物理的
特性やその他諸性質の信頼できてかつ精
確に必要に応じて情報更新されるデータを
探すには？

ソリューション
 ベーシックから複雑なエンジニアリングに必要な最大の金属

特性リソースをご利用いただけます。

 74ヶ国の国際的クロスレファレンス（相互参照）は類似材料と
同等材料を特定するうえで最高のお手伝いをいたします。

 メーカー独自の開発による数千もの材料や他のソースから得
られた標準データによるソリューション。

利点
 k 驚異的な時間の節約

 k 正確性と信頼性の増強

 k 所属機関全体を通して繰り返し結果の閲覧が可能な共通プラットフ
ォーム 。

Total Metalsは世界で最も包括的な金属材料データベースであり、Total Materiaの提供する
製品の中で中心的な商品です。比類ないデータセットコレクションと機能をお客様にご提供し、

　　　　　　　グローバルエンジニアとしての入口としてお仕えします。

特性記録1500万件 材料35万種 74ヶ国/規格

Total Metals

www.totalmateria.com



標準規格の金属特性に重点を置いて、Total Metalsは74ヶ国・規格にわたる
35万種類以上の材料1500万件以上の特性記録をお客様にご提供します。

技術カタログ

35万種類以
上の材料
74カ国（規格

相互参照

比較

規格

オリジナル仕様の
データシート

実験データ

金属組織図

化学組成

機械的特性

物理的特性

熱処理

磁気特性

被削性データ

世界で最も包括的囲な金属データベース

最も広範で最高品質のデータベース 
化学組成分、相互参照表、室温や昇温過程・低温域での機械的・物理的特性や、さらに熱
処理、金属組織図、切削加工性などの情報まで、Total Materia は最高品質と信頼性を兼ね
備えた業界で唯一認証を受けたデータベースを提供します。

最も早く、パワフルな相互参照 
1500万件以上の世界中の等価材料に関する世界一広範な相互参照表であり、分類機能は
商標登録されています。さらに特許保護付きSmartCross2 アルゴリズムによって組成、機械
的特性およびその両方の類似性から未知の等価材料の識別を可能となっております。

他の追随を許さない開発とカスタマーサポート 
Total Metals の材料および特性データは毎月更新され、お客様のもとに常に最新の規格と
開発状況をお届けし、同時にデータセット、ユニークなアルゴリズム、ソフトウェアも随時更
新いたします。Total Materia のすべての側面は300年以上にわたって培われた業界の知識
と経験を兼ね備えた弊社専門家チームの献身的な努力によって支えられており、ご契約者
の皆様は無料にてテクニカルサポート相談をご利用いただけます。

www.totalmateria.com



世界で 最も包括的な材料データベース

数千種の非金属材料の特性データ

課題
 k ポリマー、複合材、セラミックに関する追跡可
能な規格と商標登録された材料特性データを
探しています

 k 金属と非金属材料データをひとところで一緒
に比較し最適な代替品を探せる方法は無いで
しょうか？

 k 非金属材料用の高度なCAEやFEA計算を行う
ための応力ひずみや疲労特性を含む詳細な
特性データを探す事はできますか？

利点
 k すべての材料特性データの需要に応えるワンストップリソース

 k あらゆる材料の物性比較によってもたらされる新たなデザインの可
能性

PolyPLUSは非金属材料の特性データセットであり、数千種類のプラスチック、 
セラミック、複合材に関して商標登録済みのおよび標準規格準拠の材料データ、 

さらに高度な特性データも扱っております

解決策
 数万種のプラスチック、セラミック、複合材料などの非金属材料特

性データ

 一般的な材料やメーカー独自開発製品ともに数千種類も材料が
登録されております 

 応力歪み曲線、繰り返し特性など非金属材料の先進的な特性デ
ータを容易に検索することができます

PolyPLUS

www.totalmateria.com
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成分組成

機械的特性

物理的特性

熱物性

電気的特性

製造情報

応力歪み特性

標準物質

製造者データシート

実験データ

ポリマー

セラミック

複合材

繊維

セメント

発泡

ハニカム

材木

数千種の非金属材料の特性データ

35万種類を超える合金特性を記録するTotal Materiaデータベースと
統合されていることで、PolyPLUSは需要に完全に応えるワンストップ

ソリューションとしての役目を果たします。

すべての材料特性の需要に応える究極のワンストップリソース
世界で最も包括的な金属材料データベースと関連させることで、PolyPLUS はTotal Metals 
データベースのあらゆる特典を数千種類のプラスチック、セラミック、複合材料の非金属材
料に関する特性データに対し提供しています。それらはワンクリックで全て手に入ります。

非金属材料に関する高度な特性データ
金属材料に関するユニークな高度の特性データを記録しているのと同様に、Extended 
Range では非金属材料に関する応力歪み曲線と疲労特性の総合的なデータを提供いたし
ます。

他に類を見ない開発とアップグレード
PolyPLUS チームの献身的な活動によって新しいデータと機能は毎月更新され、弊社の非
金属材料データベースはエンジニアの皆様に欠くことのできないリソースとして成長しま
す。

www.totalmateria.com



高度な計算に必要な他に類のない材料特性ソースです

世界で 最も包括的な材料データベース

www.totalmateria.com

課題
 k CAE(コンピュータ支援エンジニアリング）や
FEA（有限要素分析法）応用に情報を直接
得る事が可能か？

 k さまざまな温度、異なるひずみ速度におけ
る応力－ひずみ曲線の検索は？

 k アメリカ、ヨーロッパ、アジアの材料の疲労
特性の比較方法は？

ソリューション
 重要な開発設計に使われる先進的な特性データを提供いたしま

す。

 高度な計算に必要とされる信頼のおける材料特性情報を探すた
めに使われる時間消費の効率化 。

 メーカー独自開発材料の実験データは1,800以上の参考資料、論
文などによるものです。

利点
 k 危険かつコストのかかるミスの回避

 k 最適かつ費用効果の高いデザイン設計の可能性

 k 製作の全行程にかけて正確性と効率性の向上。

応力歪み線図 成形性 疲労特性 クリープ特性

Extended Rangeは重要な開発設計に使われる先進的な特性データを提供いたします

Extended Range



www.totalmateria.com

Total MateriaのExtended Rangeデータセットは高度な構造、温度
　　計算や分析に必要な応力歪み線図、成形性、疲労特性等を含め、

他に例を見ない材料特性情報を提供します。

高度な計算に必要な他に類のない材料特性ソースです

数千種類の応力歪み曲線
50,000種類以上の材料について、塑性域計算に必要な応力歪み曲線を150,000以上、異なる熱処理、
処理温度、準静的から1,000(1/s）までのひずみ速度とともにユニークに収録しています。真応力・公称
応力曲線を、ユーザー定義の温度とひずみ速度の内挿曲線を含めて取得可能です。

最も広範な繰り返し特性
35,000以上に材料に関する応力寿命・ひずみ寿命パラメータと、様々な熱処理、荷重条件のe-N曲
線、S-N曲線を収録する最も広範なデータベースです。当てはまる場合は統計的な疲労パラメータを参
照できるように単調な特性も含められています。

商標登録された特性推定方法
Total Materiaの 相互参照表と同等材料の特性に基づいて、Extended Rangeは4万件以上の応力歪み
曲線とさらに5万5千件もの繰り返し特性の推定をご提供します。推定値が完全に実験データを置換
することができなくとも、さらなる調査や計算をするための重要な出発点をご提供します。

設計・シミュレーションに必要なより高度な特性データ
鍛造や引き抜きその他の成形法のシミュレーションに必要な限界・高ひずみ曲線を広い温度領域に
関して構成しています。破壊メカニズムK1C、KC、切り欠き成長やパリスの法則パラメータを関連した
グラフとともに記録しています。異なる温度における降伏応力やクリープ破断強度を含むクリープ特
性も、ラーソン・ミラー・パラメータと構成要素の残り寿命とともに記録しています。
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DataPLUS
世界で 最も包括的な材料データベース

材料溶接情報、潤滑剤、トライボロジー、寸法およびコーティング情報

課題
 k 実際のアプリケーションに関する材料の選択の課
題を理解する

 k 新しい設計プロジェクトにおける意思決定をサポ
ートするデータの検索

 k １つの統合プラットフォームで材料特性データとア
プリケーション情報を検索

 k 潜在的なエラーを回避するための設計部門と購買
部門のコミュニケーション

利点
 k より正確な材料の選択を推進します
 k エンジニアリングおよび購買の両部門に共通のツールとして
 k アプリケーションに応じて材料の選択を最適化できます

DataPLUSは、数千種類の金属および非金属材料の接合部情報、潤滑剤および冷却材、
材料寸法、トライボロジー、およびコーティングをカバーするデータサブセットを提供す

る追加モジュールです

ソリューション
 DataPLUSは、5つのデータサブセット内の幅広い情報をカバーし、 

材料選択プロセスの重要な追加リソースとして機能します 

 完全に統合されたDataPLUSは、化学組成、相当材のテーブル、機械的お
よび物理的特性などの他の重要な情報にシームレスに接続します

寸法 コーティング接合 潤滑剤および冷却剤 トライボロジー
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材料溶接情報、潤滑剤、トライボロジー、寸法およびコーティング情報

規格

特性データシート

実験データ

技術カタログ

接合
•

•
•

材料溶接性に関する特性
溶接材料特性
溶接データ

潤滑剤および冷却剤
•
•
•

動粘度
引火点
粘度指数

トライボロジー
•
•
•

焼き付き閾値
重量減少率
摩擦係数

寸法
•
•
•

直径と厚さ
許容公差
製品の標準的な形状

コーティング
•
•

•

質量と厚さ
硬度
摩擦係数

主材料データベースであるTotal MetalsおよびPolyPLUSと相乗効果を発揮するDataPLUS
は、材料の選択および使用に関する選択を的確に支援することにより、主要な産業アプリ

ケーションのニーズをサポートします

グローバルな材料、消耗品に関する溶接用データ 
接合部での機械的特性、溶接材料組み合わせ情報、ベース材料特性データ、消耗品の特性、溶接技
法などの溶接に関する情報を探すことができます。

寸法と公差を瞬時に検索 
エンジニアリングと調達部門のギャップを埋めるため、材料の寸法と公差データセットにより 材料寸
法と許容誤差に関連する情報を探すことができます。

コーティング性能を把握するためのコーティング情報を探す 
寸法や特性データのほか数１００種のコーティング表記情報が収録されておりコーティングの選定と
その性能を正しく把握するのに役立ちます。検索インターフェースを使い寸法、最高使用温度、高度な
どの特性を探します。

潤滑剤および冷却剤の材料および特性 
適切な潤滑剤および冷却剤についての重要な決定を下す事が出来、部品の寿命を最適化することに
よってコストを削減します。 何千もの材料のトライボロジーデータと組み合わせて、表面相互作用の
完全な情報を得ることができます。 
トライボロジーデータを検索して、何千もの国際的な材料の摩擦と摩耗の可能性を理解することによ
って、潤滑剤とクーラントを正しい選択でき、不要な動力損失と部品劣化を避けることができます。
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Enviro
世界で 最も包括的な材料データベース

腐食データ、照射、風化およびエイジング情報を提供する無料のデータモジュール

課題
 k 開発におけるリスクと潜在的な致命的欠陥

 k 外部効果に起因する様々な影響下での製品寿命
の予測

 k 製品の耐用年数の間に品質と性能の課題が増え
てきた

 k 完全かつ徹底的な材料の選択の意思決定を支援
することにより、技術革新をサポート

利点
 k リスクを軽減し、開発の安全性を高めます

 k 製品ライフサイクル中の材料破壊のより高い防止率

 k 設計と材料選択の決定に関するより多くの重要な情報

Enviroは、数千種類の金属および非金属材料の腐食データ、照射、 
風化および経年変化の情報を提供する追加モジュールです

ソリューション
 Enviroは、Total Materiaの完全に統合されたプラットフォーム内で提供さ

れる情報にさらに幅広く深みを与える4つの無料データセットに焦点を
当てています

 Enviroは、腐食、耐候性、照射、各種エージング・エフェクトをカバーし、
より高品質で長寿命の製品を設計、製造、販売するための重要な情報を
提供します

腐食 耐候性 エイジング 照射
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腐食データ、照射、風化およびエイジング情報を提供する無料のデータモジュール

照射
露光時間
放射線量
膨潤、クリープ、脆化

エイジング
時間 ‒ 温度（t-T）
液体分解
UVエイジングの影響

耐候性
日射
汚染物質への暴露
水分の存在

腐食
数千種類におよぶ媒体
温度関連データ
PREN、穴あけ、抵抗

主材料データベースであるTotal MetalsとPolyPLUSと相乗効果を発揮するEnviroは、多種多様な
影響を受けた材料の挙動を包括的に理解することによって、材料用途の決定を支援します

耐候性および環境の暴露情報 
典型的には、ポリマーに関連して、耐候性情報は、太陽、水分、熱、汚染物質、生理食塩水、および何
千もの物質に対する微生物攻撃の重要な曝露情報を提供します。 化学プロセスの変更、材料特性
の弱体化、および、そのような着色などの審美的な問題を回避することにより、主要材料の整合性の
問題に取り組むことができます。

エイジングの影響と関連する特性データ 
材料の完全性の一般的な劣化を引き起こし、材料の長期適用に重大な影響を及ぼす可能性がある
ひとつ、または複数の追加因子の組合せの一連の経時（時間）情報を提供します。 時間と組み合わ
せて考慮する追加要素には、熱、化学、および風化の影響を含みます。

材料の動作に及ぼす照射の影響 
原子力産業にとって重要なデータセットである照射データは、暴露時間、放射線量、およびその後の
材料特性への影響の間に明確な関係を提供します。 材料の照射は、露出した材料の膨潤、クリープ
および一般的な脆化に関連する潜在的に破局的な欠陥を引き起こす可能性があります。

数千種類におよぶ材料の腐食データ 
酸と水性環境における温度条件の範囲での材料の腐食速度及び耐食性についての情報を見つける
ことができます。 直感的なフィルタを使用して、媒体、温度、暴露時間、腐食タイプなど、最適な条
件を選択して特定の材料の直接情報を検索できます。
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Compliance
世界で 最も包括的な材料データベース

材料・物質のグローバル規制モジュール

課題
 k コンプライアンス違反による、高額な罰則や市場
からの排除

 k 国や地域によっても異なる、複雑で多様化したル
ールの解読

 k 刻 と々変化する規則や規制に対応した、最新情報
の維持

 k 情報収集と製品ラインへの応用に要する、膨大な
時間と労力

利点
 k コンプライアンス違反のリスクを低減することで、事業を保護します。

 k 材料選択のプロセスに新たな次元を追加します。

 k コンプライアンス分析とデューデリジェンスにかかる時間を大幅に短縮します。

Compliance モジュールは、材料や物質に関するグローバルな 
規制に関する情報を単一の情報源として提供します

ソリューション
 Compliance モジュールでは、材料と物質の両方に関する最新の規制を

グローバルに見ることができます。製品、部品、使用する材料に関連す
る法的義務を果たすことが企業に求められるようになっています。

 Compliance モジュールは、新製品の設計と発売、既存のポートフォリオ
を規制ガイドラインに適合させるための変換、ベンダーの承認、材料の
管理など、さまざまな複雑な作業を支援します。

化学物質 ハザード識別 輸送規制物質
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材料・物質のグローバル規制モジュール

化学物質イン
ベントリ

- REACH指令
- 特定のEU規制
- 国際棚卸資産
- 連邦および州の
  規制

輸送規制

ハザード識別 物質

Compliance

一般的な基準

Total Metals

PolyPLUS
- グローバルハー
  モナイゼーション
   システム（GHS）
- 分類、表示、包装
- OSHA HCS 

- RoHS
- 生体適合性
- 食品接触
- 微生物抵抗性

- CAS / EC / MITI番号
- 物質識別子
- 物質ハザードID
- インベントリリスト

- 国連識別番号
- 輸送危険クラス
- 環境ハザード

何千もの材料のインベントリリスト、危険有害性の識別、輸送情報、その他多くの情報が含まれて
います。Compliance モジュールには、REACHやRoHSなどの国際的な規制、米国から日本、中国、
ロシアまでの国内規制、食品産業、水、衛生などの専門的な規制が含まれており、すべて材料特

性情報と統合され検索可能です。

国際的なサプライチェーンにおける材料の適合性を迅速に評価 
国際的な規制と国内の規制を網羅しているため、Compliance モジュールは、例えば、米国で設計さ
れ、日本からの部品を使用して中国で製造され、現地の原材料や物質を使用して最終的にEUに輸出
されるような、グローバルに作られた製品を迅速に評価することができます。

全社一元化された最新のコンプライアンス情報リソース 
目的が概念設計での新材料の評価、既存製品の材料表の改訂、ラボでの新部品のテスト、デューデリ
ジェンス文書の作成、または新規サプライヤーの評価のいずれであっても、Compliance モジュール
は、一元化および統一された最新情報への迅速かつシンプルなアクセスを提供し、ワークフロー全体
でのエラーを排除します。

新しいレベルの統合性 
基本的な材料特性や高度な材料特性の膨大なリソースと組み合わせて、コンプライアンス情報や物質
のコンプライアンス、関連するすべての国際的な規制を、製品ライフサイクル管理や企業資源計画な
どの社内ITシステムに容易にエクスポートすることができ、大幅なコスト削減と情報の流れを強化す
ることができます。



世界で 最も包括的な材料データベース

未知材料を瞬時に特定

1 2 3

Total Materia独自のアルゴリズムに 
よりすぐに一致する材料を探します

Total Metalsのフルパワーにより 
材料とデータを見て比較します

ドキュメント等から得た未知の 
材料の化学成分を入力します

材料、特性などを見ますすぐに結果がでます測定器、試験結果

ステップ

迅速な材料特定による驚異的な時間とコストの節約、それに伴う経営体質の強化に加え、
供給メーカーの信頼性から材料試験に至るまで、専門的な推定が正しく

すばやい意思決定を後押しします。

SmartComp、このTotal Materiaの追加機能はスペクトロメータ－や
その他分析手法から得られた化学組成分をもとに金属を特定します。

ステップ ステップ

SmartComp

www.totalmateria.com



詳細な材料特性表

材料クロスレファレンス

化学分析

Total Metals

適合可能性リストエキスパート推定機能

特許保護付きアルゴリズムによってSmartCompは調査に要する時間を大幅に
削減し、研究と調査ビジネス活動の効率性を高めます。さらに、Total Materiaと

シームレスに統合されており、材料と詳細な特性、相互参照に投下材料の
比較まで、数秒で特定することを可能にします。

特許取得済み技術による専門的な推定
専門家のように”考える”よう設計されたSmartCompは、非常に時間的に重労働な調査を数秒のうち
に実行します。SmartCompに搭載された技術は、紛らわしい元素や不純物、少数元素によって識別
を邪魔されることなく、必要とする最も重要な元素に焦点を絞って検索することを保証します。

世界で最も包括的な金属データベースによる補完
優秀なエキスパートでさえ、検索や比較検討のためのデータ書庫なくしては多くの調査はできませ
ん。SmartCompは、そこでTotal Materia データベースと統合されており、35万種を超える組成データ
と入力された化学組成を比較して、適合する材料を面倒なプロセスを要することなく検索できること
を保証します。

高度な識別オプション
標準の識別モードに加え、高度な専門モードでは合金の各組成分の相対的な重要性を検討し、特定
の問題に対し、符合する合金をより精確にお答えします。材料参照というもうひとつ別の機能はスペ
クトロメータ調整に必要な材料検索を容易にします。

成分識別を超えて
符合する材料を識別することはそれだけにとどまりません。Total Materiaは符合する材料リストから
ダイレクトに材料特性にアクセスでき、より詳細に候補材料やその特性を横に並べて比較することが
できます。そして材料等価表とSmartCross2機能を用いて化学組成分と機械的特性を比較統合できま
す。

未知材料を瞬時に特定

www.totalmateria.com



世界で 最も包括的な材料データベース

データソースとCAEソフトウェアーの橋渡しをいたします

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

課題
 k 線形・非線形CAE解析に必要な高度な特性
データをすぐに解析ソフトに入力できる形
で手に入れる方法は？

 k 余計なデータ処理、コピー、貼り付けや再
度入力することなく、情報ソースからのデ
ータをCAEソフトウェアにインポートする方
法は？

 k 信頼できる材料特性を取得し、危険かつ
コスト増大の原因となるエラーを避けるに
は？

 k マルチに何回もデザイン設計するために最
も効果的な方法は？

利点
 k 驚異的な時間短縮、退屈な再入力作業からの解放

 k 編集ミスの解消による正確性の向上

 k スマートな情報移行による作業効率の向上

ソリューション
 様々な開発設計業務に使われる機械的特性から応力歪みデー

タに至るまでの豊富なデータをExportいたします

 Exportはデータを選択し確認をしてCAEソルバ－フォーマットへ
インポートという3つの簡単なステップでおこないます

 データの処理や再入力などの必要はなくデータ転送はすばやく
正確におこなわれます

eXporterは情報ソースとCAE(Computer Aided Engineering)の
ギャップの架け橋となるよう設計されました。

eXporter

注： 契約期間中における同時使用ライセンスのデータセットエクスポートのカウント数は最大１００回迄となります。 
前回エクスポートされた全ての項目をいつでもご利用でき、契約期間中はそれらの項目を何度でもご使用可能です。

www.totalmateria.com



機械的特性
物理的特性

応力歪み線図
疲労特性

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

特性を選択
ステップ 1

フォーマッ
トを選択

ステップ 2

CAEにエク
スポート

ステップ 3

機械的特性
物理的特性

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Total MateriaからCAEソフトウェアにダイレクトに情報を送信したい場合、また
は単純にエクセルにエクスポートしたい場合など、eXporterはお客様の全ての
ご要望にお応えいたします。3つのステップを踏むだけで複雑なフォーマット

デ―タをほんの数秒でエクスポートできます。

究極的なリソースからのエクスポート
Total Materia は世界で最も包括的な材料特性リソースであり、現在45万種類以上の材料に関する
2000万件以上の記録を選択・閲覧が可能で、デザインプロセスの次の過程に迅速に移行することが
できます。

CAEソフトウェアフォーマットの広範な選択肢
eXporter は高度な解析に必要な機械的・物理的特性、応力歪み、繰り返し特性データの重要な材料
情報を多くのCAEソフトウェアの互換性のあるフォーマットに移行させることができます。特殊なxml.
拡張子から、シンプルなxls.拡張子までeXporterはソースからソフトウェアまですばやく簡単にデータ
を移行します。

Total Materia の機能とのシームレス統合
eXporter の可能性を最大化するためにすべてのTotal Metals とExtended Range データがお探し
の特性を見つけ出します。世界で最も大きい相互参照表と比較機能へのフルアクセスによってTotal 
Materia は全力で、エクスポートするための広い情報に基づきそれに起因する決定に支えられたデー
タ選択を保証します。

データソースとCAEソフトウェアーの橋渡しをいたします

注： 契約期間中における同時使用ライセンスのデータセットエクスポートのカウント数は最大１００回迄となります。 
前回エクスポートされた全ての項目をいつでもご利用でき、契約期間中はそれらの項目を何度でもご使用可能です。

www.totalmateria.com
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世界で 最も包括的な材料データベース

規格と材料のアップデートを探します

課題
 k 仕事に必要な情報の最新のものを保証して
ほしい

 k 信頼性が高く、正確で遅れをとらない情報
を他のビジネス分野にも提供したい

 k 材料、規格、仕様の変更に常についていき
たい

 k 情報活用、環境設定管理、品質保証につい
て会社にとって最善の実行に貢献したい

ソリューション
 使用されているデータは最新のものですので最も信頼性のある

情報を得られます

 データベース変更箇所や特性データ変更に関する規格バージョ
ンアップデートがいつ行われたかをご覧ください

 エンジニアリングのニーズによりお気に入りの材料やそれらの変
更部分を探します

利点
 k 正確で最新の情報を扱っていることへの自信

 k 標準規格入手にかかる不必要なコストの削減

 k 情報活用の流れを最適化し、優れたビジネススタイルの実践

今日の増える一方の国際規格の変更とそれぞれの生産者の仕様に対し、
Total MateriaのTrackerがお客様の重要な材料情報の変更に後れを取りたくない

というご要望にお応えします。

毎月のお知らせサービスを前提に、Tracker は重要な規格や材料のアップデートにと
どまらず材料のどこが変更されたのかという情報まで、それが重要 

特性のアップデートであれ完全に新しいデータセットの追加であれ、 
正確にお届けします。

Total Metals

Extended Range

PolyPlus

Total Materia
月例アップデート

材料アップデート

規格バージョンアップ

アップデートまた
は新しい特性

製造業者アップデート

お気に入り材料
のアップデー
ト履歴

Tracker

メーカー材料 お気に入りを探す規格
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世界で 最も包括的な材料データベース

材料サプライヤーのディレクトリーと検索エンジン

材料の直接のサプライヤー 同等材料のサプライヤ- クロスレファレンス

課題
 k 材料の入手先をチェックするには？

 k 低価格市場での代替品探索による価格変動へ
の対処と納期期限を守るためのより良い対応方
法は？

 k 他国で同等品を購入するためにそれにふさわし
い材料サプライヤーを見つけるには？

 k 技術、購買、製造各部署間でのコミュニケーショ
ン強化の方法は？

Total Metalsとの相乗効果によりSuppliersは世界中の材料仕様と
世界中のサプライヤーとの確かな関連性を提供致します。

利点
 k エンジニアと購入部門の双方に

 k 情報ソースのコスト削減について新たな可能性を開きます

 k 材料とサプライヤーを関連させることで意思決定プロセスにおいて
損失の大きいミスを避けることができます

解決策
 調達部門と製造部門をつなぐ貴重なコミュニケーションツール

 国際的なクロスレファレンス表との相乗作用により材料の購入と
ソーシングへのグローバルなアプローチ

 Total Materiパッケージと有機的に融合しているのでボタンを1回
をクリックすることで代わりのサプライヤ‐を探せます

検索を行うと瞬時に世界中から金属材料サプライヤーを見つけます。 
Suppliers はコミュニケーションを最大限可能にし、 

購入プロセスの重要な起点となります。

代替サプライヤー

直接サプライヤー

規格
規格番号

鉄鋼グループ
材料配達フォーム

熱処理 
代替材料機械的特性

類似性

化学組成

相互参照

Total Metals

2

1

1  - 対象材料のサプライヤーを探す    2  - 同等材料のサプライヤーを探す

Suppliers



世界で 最も包括的な材料データベース

生産性と正確さの向上に新しい材料データベースプラットフォームをご用意いたしました

社内の材料データ +            Total Materia =             Total Materia Integrator

課題
 k 整理しきれていない散在した多様なデー

タソースの管理
 k 正確な材料データ－を社内どこでも容易

に利用できるようにする
 k トレーサビィティを維持し、情報の正確さ

と最新情報であることを保証する
 k 材料規格においてますます速まりつつあ

る変更のテンポに遅れをとらない

ソリューション
 シンプルで使いやすく、しかも材料、特性、関連情報の取り込

みと管理に必要なパワフルなウェブアプリケーションです。
 トレーサビリティにより変更されるすべての項目を追跡
 ユーザー定義のさまざまな特性、データセット、ドキュメント等

が追加できる順応性
 高度な特性検索、材料及びデータセットの比較、データ－転送

など瞬時に処理

Total Materiaイ イインテグレーターは民間企業の材料データベース構築のために準備された新しい
ソフトウェア‐で、インテグレータ－は社内規格、規定、試験データ－、外部データ－ソースを問わず

取り込むことができます。

利点

簡単：パッケージ選択にフレキシブル対
応、オンラインまたはインストールベー
スを利用いただけます。

スピード：わずか数時間でアクセスが
承認されます。

最新情報：最新の機能と毎月更新される
データ－をお届けいたします。

使いやすさ：標準仕様のTotal Materiaで
すぐにデータを探すことができます。

パワフル：Total Materiaの提供するデー
タとの組み合わせにより非常に重要な
データマネージメントツールを提供い
たします。

手ごろな価格：価格は市場の他の製品と
比較できる価格です。

www.totalmateria.com



究極の対費用効果 
インテグレータは自分個人の材種用のさまざまな特性、線図、曲線などの他ユーザー

定義によるデータセットやドキュメントなどをデータベースに加えることの出来る柔軟性を有するイン
ターフェースの使いやすさと簡素さを備えております。前例のない迅速なデータベースへの展開、生産
性、正確さにより得られるもの、世界規模のサポートなどによってり大きな価値をみいだすことがで
きるでしょう。

世界で最大のデータベースの総合力  
Total Materiaデータベースとの結合によりインテグレータは高度な特性検索、材種や 
それらのデータセットを直感的に比較する機能、瞬時にCAEソルバ－を含む多様なフォーマットでデ
ータを転送する機能などの他に450,000種以上の材料データを提供することができます。
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Total Materiaデータベースとの相乗効果によりインテグレータはエンジニアリングに必要
とされる決断、時間節約、信頼性向上に確固とした基盤を提供いたします。

現在ご利用中のパッケージに、インテグレータを即時加える。
詳細はお問い合わせください。

www.totalmateria.com

世界で最も包括的な材料データベース



マルチユーザーライセンス：ネットワー
ク、法人版各種

Total Materia データベースの情報力、ナレッジを貴方
のイントラネットへアクセスし配信します。お客様や
その仲間の皆さまは法人ネットワーク環境でいつで
も”必要に応じて”データベースに直接アクセスするこ
とができます。

マルチユーザーソルーションには、これまでにないよ
うな柔軟性があります。お客様ニーズに一番適したラ
イセンスオプションをお選び下さい。

ネットワーク版: サーバーベースのライセンスで、小規
模のエンジニアチームから大規模グループに複数拠
点で対応しています。中規模や大規模な組織用にパ
スワードを必要としない利便性と分散型のアクセス
を提供いたします。

法人版: サーバーベースのライセンスで同時アクセス
数とサーバーの台数は無制限です。大企業や集中型
リソースセンターに完璧なコストパフォーマンスとな
ります。

マルチソリューションの利点とは 

すぐに使えるメンテナンスフリー型： お客様のサ
ーバーやコンピュータでのインストール、ダウンロー
ド、メンテナンスは必要はありません。

常に最新の状態で:  直近で更新されたデータベース
を使って常時作業を進める事ができます。

データベースとコンテンツへの迅速、簡単なアクセ
ス対応： ユーザーの方はログインとパスワード入力
で困る必要はありません。

優れた経済性: 複数の人が材料特性へのアクセスを
必要としている場合には最適な費用対効果のソリュ
ーションになります。必要な時に大勢の人がデータ
ベース情報にアクセスできます。

マルチユーザ－ソリューション
Total Materia ウェブ版のマルチユーザーライセンスは大小のグループ、オフィ

ス、企業にとって最も便利で費用効果の高いソリューションです。

ワークステーション

ワークステーション

ユーザ‐サーバー

Total Materia 
ウェブサーバー

価格

マルチユーザーライセンス価格は、如何なる状況での費用対効果を考慮して、Total Materiaへの同時接続数と
ご利用になる場所の数に基づき構成されております。

www.totalmateria.com
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1993年世界初の金属データベース

新機能装備のeXporterおよび
Trackerモジュールをそれぞれ発表

CAEヴェンダーとの最初の
パートナーシップ協定

私法人用のTotal Materiaのデータベースは
Total Materia Dataと一体型となっております

新しいデータモジュールである
DataPLUSには腐食，寸法，被膜に
ついての情報も含まれております

2013年事業成長率59%達成
KEY to METALSはTotal Materiaとして新たに生まれ変わりました

スティール　データ
ベースをオンライン
にて初めて発表

業界で初の品質および情
報セキュリティ－保証する
ダブル認証を授与される

非金属用モジュー
ルPolyPLUS誕生

主要スペクトロメータメーカー3社のう
ち1社とのOEMパートナーシップ協定

設計分野向けに
Extended Range発表

未知の金属特定の 
SmartCompの開発

2016 2017 2018

腐食データ、照射、風化およびエイジング
情報を提供する無料のデータモジュール

材料と物質のグロー
バル規制モジュール

会社概要
Key to Metals AGは個人所有のスイス企業でTotal Materiaデータベースやこ
れに関連するソフトウェアアプリケーション、カストマイズおよびOEMソリ

ューションなどの開発促進に専念いたしております。

使 命

材料特性データ情報の究極的ワン・ストッププレースを提供するグローバルリーダーとして
世界中のエンジニアー、業界プロフェショナル、企業の効率、効果、信頼性向上に役立つ事。

ビ ジョン

常に改良を続けているユニークなマルチ構造で、直感的なインフォメーションプラットフォーム
を提供して いくうえでナンバーワンの地位を維持し、現在と未来において世界中で多様化する
技術的課題を解決する 選択肢を提供してまいります。

基 本 方 針

   可能な限りの高レベルをめざし信頼性、一貫性のあるデータを提供し信頼構築と不確実さ
を低減させて

   サポート、地域での定着化、市場プレゼンスによる顧客への奉仕

   製品開発へのひたひたむきな投資によるイノベーションによるリーダーシップを維持

事 業 の 発 展 記 録
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