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アーバン・エア・モビリティ (UAM) のシミュレーション
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表紙 : PowerFLOW による離陸中の電動垂直離着陸機 (eVTOL) コンセプトの CFD シミュレーション。「リインベント・ザ・スカイ」というテーマに新しいエアモビリティサービスで取り組んでいます。

ごあいさつ

航空宇宙分野におけるイノベーション :
確かなテクノロジーに裏付けられた
無限の可能性

航

空宇宙産業は進化し続けています。スタートアップ企業や

エンジニアリングのすべてを活用できます。乗り心地や人々の生活

業界をリードする企業はあらゆることを見直しており、そ

を犠牲にすることなく、安全性と信頼性を考慮した独自のエクスペ

の範囲は航空機だけに留まらず、太陽エネルギーで動く農

リエンスを連携して創出することができるのです。

業用ドローンや電動垂直離着陸機 (eVTOL)、超音速飛行機、玄関先

今回の SIMULIA Community News では、航空宇宙分野のエ

への荷物の自動配送にまで及びます。私は、ダッソー・システムズ

ンジニアリングの未来に向けたダッソー・システムズの取り組みに

がこのような航空宇宙分野のインダストリー・ルネサンスの只中に

焦点を当て、お客様と緊密に連携しながら長年にわたって開発して

いるお客様をサポートできる重要な存在であることを非常に喜ばし

きた高度な機能について紹介します。主なトピックは以下のとおり

く思っています。弊社のソリューションは、進化し続ける航空宇宙

です。

関連企業や私たちの地球が直面する課題に対して、安全で持続可能
なソリューションを提示します。

• 「未来をよむ」(8 ページ) では、近年の電動垂直離着陸機 (eVTOL)
の飛躍的な進歩について、また、あらゆる物理特性をカバーする

今日のコンセプトが革新的なので、航空宇宙分野におけるエンジ

ダッソー・システムズの一連のシミュレーション機能を活用する

ニアリングや設計のプロセスは時代とともに劇的に変化したとお考

と、こうした画期的な機能をどのように開発・認証できるのかも

えになるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。航空機

説明します。

業界では常に、空気力学的には効率性に優れ、構造的には安定して、 •「XSun 社のケーススタディ」
(13 ページ) では、UAV (無人航空機)
堅牢性と安全性に優れた航空機を設計する必要がありました。そし

を扱うスタートアップ企業を特集します。この企業は、SIMULIA

て今日のコンセプトもこれまでと同じように、物理学の基本法則に

の高精度 CFD シミュレーション機能を利用して空気力学的に最

従い、既存の設計要件や規制上の要件を順守する必要があります。

も効率性に優れたデザインを実現しています。

SIMULIA には航空宇宙分野のアプリケーションに対して包括的な
エンジニアリングソリューションを提供してきた確かな実績があ

• 4 ページからは製品やソリューションに関する最新情報です。
SIMULIA が提供する強力なテクノロジーの最新の機能について

り、それらの優れたツール群は、航空宇宙分野の次なるルネサンス

説明します。

でも引き続き活用することができます。

今回の SIMULIA Community News ではさらに、クラウドかオ

ダッソー・システムズは長年にわたって大手航空機メーカーと提

ンプレミスかによらず、スタートアップ企業と大企業どちらに対し

携関係にあり、より高速でより効率性に優れた航空機を作り出す新

ても多くのメリットを提供する、SIMULIA の航空宇宙産業向けソ

たな方法を協力しながら開発することで、そうした航空機メーカー

リューションをご紹介します。特に、エンジニアが確かなデザイン

は成果を出し続けています。3DEXPERIENCE プラットフォームで

を 3DEXPERIENCE プラットフォーム上で作成できるようになる

あらゆる「点」を線でつなぐことにより、概念設計から認証に至る

方法を、構造や通信システムの設計、空気力学的性能、航空機によ

までのあらゆる段階で航空宇宙産業が直面するほぼすべての問題に

る都市騒音などに焦点を合わせて詳しく説明します。

取り組むことができるようになります。お客様は「サイロ化した状

将来を見据えたイノベーションは常に魅力的です。シミュレー

況」ではなく「統合化された環境」で問題を解決できるようになり、 ションを活用することで、私たちはともにこの進化を後押しするこ
社内に蓄積されてきた知識や財産、ジェネレーティブなデザインや

とができるでしょう。

DAVID HOLMAN
研究開発担当バイス・プレジデント兼 SIMULIA ブランド責任者
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プロダクト アップデート
R2019X:

業界特有のプロセスを包括的にサポート

最

初の Abaqus FEA バージョンから現在の 3DEXPERIENCE

シミュレーション製品シリーズで提供されている多彩なマ

値を得ることができます。
業界のワークフローに対する機能強化はタイムリーに盛り込ま

ルチフィジックス ツールに至るまで、SIMULIA が提供で

れます。たとえばモデルベースのエンジニアリングや高度な製造プ

きる機能が発展し幅が広がっていることを誇りに思います。また、こ

ロセス、第 5 世代移動通信システム、そしてインダストリー 4.0 に

れらのツールを皆様がますます高度にご利用くださっていることも、

関連する複雑な機能のすべてが、すでにあらゆるところで企業に影

私どもは誇りに思います。

響を及ぼしており、その範囲は大企業からエネルギッシュなスター

皆様が我々のソフトウェアで実現したいと考える領域が広がる

トアップまでさまざまです。お客様の企業規模にかかわらず、私ども

につれ、当然ながら、常に新しいご要望が出てくることと思います。

はいつでもお客様とともに歩む準備ができており、最初の一歩を踏

私どもダッソー・システムズは、今回リリースされる R2019X ポー

み出し、ゆるやかに速度を速め、自在にイノベーションを進め、競

トフォリオがそのような皆様のご期待に応えていることを願って止

合他社を抜き去るお手伝いをさせていただきます。

みません。今回も物理学関連機能の適用範囲や効率性、拡張性を

皆様の歩みをより確かなものとするために、3DEXPERIENCE プ

大幅に強化しましたが、皆様に最も評価いただけると考えているの

ラットフォームで可視化し、連携し、意思決定を行う能力を手に入

は、今回のアップデートによって製品全体がより緊密に連携して機

れてください。

能するようになったその「しくみ」です。
お客様が業界をリードする製品を生み出すためには、それぞれ

R2019X リリースで追加された主な機能

シミュレーションの Power ’By 機能
の業界特有のあらゆる複雑な物理特性を余すことなく捉えられる、
現 在 SIMULIA ス タ ンド ア ロ ン ツ ー ル を お 使 い の お 客 様 は、
優れた機能を持つさまざまな補完的ツールが必要です。自動車、航
3DEXPERIENCE プラットフォームで提 供されているソーシャル・
空機、携帯電話、タービン、医療機器など、どのような製品を作る
コラボレーション・サービスや PLM コラボレーション・サービスを
にしても最終的な製品性能を左右する多くの変数があります。その

ため、お客様が時間やコスト、品質で最高の結果を出すためには、
ご利用になるツールは拡張性に優れ、再現性が高く、完全な接続性
と統合性が相互に確保されていなければいけません。

業界のプロセスに包括的に対応

複数の SIMULIA 製品をご利用くださるお客様がますます増えて

使用すれば、データや作業、手法を共有することで大きなメリット
が得られます。たとえばベストプラクティスの取り込みや公開、シ
ミュレーション ジョブの投入 (Abaqus 向けのオンクラウドのバース
ト処理も含みます) 、結果や手法の表示・最適化・共有・追跡・連
携、専門家ではないユーザーとの完全な統合などが可能になりま
す。所属するチームや 企 業 全 体を通して、データや手法、シミュ

いますが、生産性を最大化するために必要なすべての機能まではま

レーション結果が適切に管理され、アクセスや可視化が容易にな

だご利用でないかもしれません。業界ごとに、業務を適切に行うた

り、価値もより高まります。その一方で、現在お使いの手法やツー

めの独自の特徴をもったプロセスがあります。たとえば電気自動車

ルにはいっさい影響を及ぼしません。

(EV) の騒音解析や振動解析を例に挙げると、ホワイトボディ設計

R2019X では、29 のユーザーロールのうち 28 のロールをクラ

のデザインやミラー周辺気流、モーターの騒音、タイヤの騒音、断

ウドで利用できます。具体的な強化点としては、XFlow Analyst

熱材の性能、車両フレームの振動、他にも非常に多くのことが対象
になります。さらに、シミュレーションだけでなく、エンジニアリン

(流体シミュレーション) と Multibody Analyst (Simpack による
マルチボディ シミュレーション) の両方のロールで結果のデータや

グの課題も検討する必要があります。たとえば電気駆動装置の性

プロット、アニメーションのアップロードが可能になりました。また、

能、外部流れ、シャシーのサスペンション、熱マネージメントなどが

Structural Mechanics Analyst ロールを使用して Abaqus の構

あります。皆様の業界に特有なプロセスの全体像はどのようなもの

造シミュレーションを実行する際に、新しく、オンクラウドでもユー

でしょうか。

ザーサブルーチンを使えるようになりました (つまり Abaqus を拡

お客様がシミュレーションの詳細と、イノベーションに必要な広
範なエンジニアリングの課題の双方を十分に把握できるようにす
るために、ダッソー・システムズでは分野を問わず、お客様が直面

張して独自の材料や要素、手法を使えるようになります) 。さらに、

CST Studio Specialist ロールで、電磁界シミュレーションで 3D
CAD (CATIA) のアセンブリを使えるようになりました。

する課題の多くに対応した業界特有のプロセスワークフローを提供
しています。R2019X ではさまざまな強化機能が高度なレベルで
統合され、
「すぐに使える」包括的な業界向けアプリケーションにな
りました。個々の機能のアクセス性が向上して使いやすさがより高
まっただけでなく、より緊密に連携してかつてない高度なレベルの
ユーザー・エクスペリエンスも実現します。

設計者もしくはエンジニア向けの流体シミュレーション
R2019X では引き続き数値流体力学 (CFD) に関連するさまざまな
機能を強化しています。これは主流となる CFD シミュレーション
と業界特有の CFD シミュレーションの両方が対象になります。主
流となる CFD シミュレーションは Fluid Dynamics Engineer ロー

ダッソー・システムズはこうした業界特有のワークフローを、これ

ルを介して利用でき、定常シミュレーションや長時間の非定常シ

までと同じように個々のお客様とより緊密に連携しながら開発して

ミュレーションで迅 速なターンアラウンドを実現し、CFD の専門

います。なぜなら、自社の製品を誰よりも適切に把握し、何を実現

家と同じ機能を利用できます。この新しいロールは以前の Fluid

したいのかを認識しているのはお客様ご自身だからです。通常通り

Mechanics Analyst ロールと Fluid Dynamics Engineer ロール

に業務を行う中で、問題を解決できるツールを適切に組み合わせて

を統合したものであり、お客様が必要な機能をすべて網羅していま

使用することで、お客様はソフトウェアに対する投資から最大の価

す。完全に自動化されたお客様のシミュレーションプロセスと再使
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Tosca を使用したステアリング ナックルの形状最適化

Abaqus における繊維配向マッピング

用可能なワークフローテンプレートを １ つの環境にまとめたこと

や生産性を高めることで積層造形法の真のパワーを解き放ち、積層

で、お客様の製品イノベーションが加速されます。

造形法に対する投資効果を最大化できるようにすることです。

ガイド付き環境には新しい輻射ソルバーや、熱的快適性評価の
ための人体全身モデル、キャビン快適性評価のための電子冷却物
理特性が含まれています ( 運輸業界と航空宇宙産業の両方で重要
です) 。パワートレイン エンジニアリングの分野では、特許を取得し
た収束率自動更新機能向け M メソッド、自動セル処理による安定
性の向上、インテリジェントなエッジ捕捉によって削減されたメッ
シュのセル数カウント機能 (最大 4 倍 ) などが強化されました。航
空宇宙・防衛産業向けのワークフローでは、新しい連成ソルバーに
より、高マッハ数の流れにおける高度な衝撃波捕捉法の精度と性能
が高まりました。
業界特有の CFD シミュレーションのワークフローも、自動車・輸
送機械・モビリティ業界や航空宇宙・防衛産業、天然資源産業など、
さまざまな業界の高価値プロセスで利用できます。

積層造形法による製造能力の強化

革新的で以前は想像もできなかったようなデザインを実現する積
層造形技術 (AM) の将来性は、この革新的なテクノロジーの実情や
複雑さとバランスの取れたものでなければいけません。ダッソー・シ
ステムズは、
3DEXPERIENCE プラットフォーム上であらゆる作業に
対応できる包括的なデジタル積層造形ソリューションの実現に取り
組んでいます。これにより皆様は、実用的なジェネレーティブ デザ
インから製造計画、部品性能評価に至るまで、積層造形のすべての
工程に問題なく対応できるようになるでしょう。
このソリューションでは、Additive Manufacturing Researcher
ロールで、材料のビルドアップや冷却の際のゆがみを予測・考慮し

製品別ハイライト
Abaqus: リアリスティック・シミュレーションのための

完璧なソリューション
Abaqus Unified FEA は、さまざまな産業アプリケーションの幅
広いエンジニアリング課題に対応するソリューションであり、日常
的な問題から高度な問題までをカバーするパワフルで完璧なシミュ
レーションパッケージです。
業界をリードする多くの企業が Abaqus

Unified FEA を活用しており、プロセスやツールを統合し、コスト
を削減して非効率性を改善し、競争力を高めています。

Abaqus 2019 の新機能の概要
• Abaqus/Explicit でも新しく四面体 2 次要素 (C3D10) が使える
ようになりました。これまで使うことのできた四面体 2 次要素
(C3D10M) よりも大きな安定時間増分が使われ、計算効率も向
上します。

• Abaqus/Standard に新たにせん断パネル要素 (SHEAR4) が加
わり、航空機胴体などに使われる薄い補強板の効率的なモデリ
ングが可能になりました。

• 静的予荷重の解析に続いて動的衝撃を扱うワークフローで使用
される、Abaqus/Standard と Abaqus/Explicit の間の結果転
送機能が強化されました。

• Abaqus/Standard の一般接触アルゴリズムが、新たに伝熱プロ
シージャ、熱 – 電気プロシージャで使用できるようになりました。
• Abaqus/Standard の一条ねじボルト機能で、実際にメッシュを
作成することなく、ねじ山をより正確に表示できるようになりまし

ながら積層造形部品のリアリスティックで高精度な熱 - 構造連成

た。この汎用性の高いユーティリティは、ねじボルトを使用した

シミュレーションを行います。R2019X ではさまざまな機能が強化

パワートレイン、エンジン、フランジなどの解析で利用できます。

されたため、積層造形の効率性や利便性が高まり、
「実際に使える

• 線形動解析ソルバーでは、モードベースのプロシージャにおける
結果リカバリ機能で新たに SMP での並列処理がサポートされ、

部品を作れる」確信も強く持てるようになりました。主な強化点は
アセンブリ、サポート材、熱の最適化、なめらかな形状を再構築す
る処理の自動化、固有歪み法の改善、新しいボクセルベースのメッ
シャーによる複雑な形状の単純化などです。

Additive Manufacturing Researcher ロ ー ル は Functional
Generative Design ロ ー ル と Additive Manufacturing
Programmer ロ ー ル を 統 合 し た ロ ー ル で あ り、 新 し い
3DEXPERIENCE Marketplace との統合を含め、設計からプロセ

効率性が向上しました。

• 新たに節点位置に出力したテンソル値を表示できるようになりま
した。

• Abaqus/Explicit の並列化のスケーラビリティが飛躍的に向上
し、50% に迫る向上率を示しています。
• Tosca: 形状最適化は、感度法において随伴法による感度取得に
より非線形解析に対応できるようになりました。

ス、製造に至るまでのデジタルな連続性を提供します。ダッソー・
システムズの使命は、お客様がベストプラクティスを活用して精度

www.3ds.com/simulia
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プロダクト アップデート

XFlow 2019x の Abaqus との協調シミュレーション機能

等値面表示機能が強化された XFlow 2019x

fe-safe: FEA による構造解析結果をベースにした

耐久性・疲労解析シミュレーション
fe-safe はパワフルで分かりやすく使いやすい、有限要素モデルを
用いる疲労解析ソフトウェアで、拡張パッケージで Abaqus と連携
してご利用いただけます。市販の構造解析 (FEA) ソフトウェアと共

XFlow: 実世界のパフォーマンスを改善する
流体シミュレーション
XFlow は SIMULIA の流体シミュレーション・ポートフォリオの一
部であり、高精度数値流体力学 (CFD) アプリケーションに対応する
粒子法ベースの格子ボルツマン法を提供します。XFlow の最先端

に使用して、疲労によるき裂がいつどこで発生するか、発生した場

のテクノロジーにより、ジオメトリを実際に動かしながらの高周波

(
合は進展するかを予測します。さらに、耐用年数の変動 「保証曲

非定常シミュレーション、複雑な混相流、自由表面流れ、実際の

線」) も予測します。主な適用領域は、鋼 (スチール) やアルミニウ

条件下における流体 - 構造の相互作用など、複雑な CFD ワークフ

ム、鋳鉄を用いた加工・鍛造・鋳造部品や高温の部品、溶接組み立

ローに対応できるようになります。

て、プレス成形部品の解析などがあります。fe-safe は、自動車や
大型トラック、オフハイウェイ車、船舶・海洋、防衛、発電、風力

XFlow 2019X の新機能の概要

いただいています。

• Power ’By 機能を強化したことにより、XFlow の計算結果やシ
ミュレーション モデルを 3DEXPERIENCE プラットフォームに

fe-safe 2019 の新機能の概要

• XFlow から Abaqus への一方向の連成シミュレーション機能が

エネルギー、医用工学など、業界をリードする多くの企業にご利用

アップロードできるようになりました。

• ソリッド要素を用いた溶接線定義のロバスト性が向上しました。
• Verity モジュールの溶接疲労解析で用いる節点力法が強化され、
メッシュ作成要件が一部緩和されました。

• インストーラーが Abaqus に統合されました。

Isight/SEE: パラメータの最適化やプロセスの自動化、

設計空間の検索、シミュレーション プロセス分析
Isight はシミュレーション プロセスの自動化や設計最適化の分野
で業界をリードするソフトウェアです。製品の性能や品質、信頼性
を高めながら解析時間の短縮、コスト削減を実現するソリューショ
ンを提 供します。SIMULIA Execution Engine (SEE) は、シミュ
レーションの流 れを 分 散・並列 化するテクノロジーを提 供します。

Isight と SEE を併用することで、お客様はウェブベースのフレーム
ワークを構築してシミュレーション プロセスの分散処理を行い、コ
ンピューティング リソースの最適化と全社的なコラボレーションを
実現できます。

Isight/SEE 2019 の新機能の概要

• TomEE と Microsoft SQL Server を組み合わせた SEE が利用
できるようになりました。

加わり、流体によって生じるわずかな構造変形を解析できるよう
になりました。

• XFlow と Abaqus の双方向の連成シミュレーション機能が強
化されました。

• 体積熱源の境界条件と共役熱伝導 (CHT) の境界条件を同じ固
体に対して適用できるようになりました。

• 多段解像度領域によるシミュレーションで等値面表示機能が強
化されました。

PowerFLOW: シミュレーションにより

製品設計や製品開発を改善
SIMULIA PowerFLOW は 格 子 ボ ル ツ マ ン 法 を 利 用して 非 定
常 の 流 体 現 象を 解 析で きる高 性 能 な CFD ソリューション で す。
PowerFLOW は特に自動車・輸送機械分野で確固たる地位を築い
ており、空気力学や航空音響、熱マネージメント、空調システム、パ
ワートレイン、ダスト付着・水汚れなどの解析に関するソリューショ
ンを提供しています。PowerFLOW は航空宇宙・防衛産業の分野
でも確固たる地位を築いており、航空機全体の騒音や高揚力空力、
都市騒音、推進系の空気力学、エンジンの熱設計などに関するソ
リューションを提供しています。

• TomEE–based-SEE で ウェブ ダッシュボードを利用できるよう
になりました。

• TomEE–based-SEE のウェブトップやウェブ ダッシュボードで
HTTPS がサポートされました。
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FMK の流体シミュレーション用ガイド付きインターフェース

PowerFLOW 6 の新機能の概要

• 着陸や離陸などの飛行形態で特に問題となる、航空機エンジン
の噴射騒音が周囲に伝播して発生する騒音を正確に予測し、都
市騒音を低減します。

• 排気システムの騒音特性を作成することで、車両の HVAC システ

CST 2019-FD+Isolver の同時加振

CST Studio Suite 2019: 電磁界 (EM) シミュレーションと
マルチフィジックス・シミュレーションをリードする
業界最高レベルのソフトウェア パッケージ

電子部品やデバイス、それらを統合したコンポーネントは、さまざ

まな製品の正常な動作に必要不可欠であり、それらを実装した製

ムやエンジン冷却システムで検出されない騒音発生リスクを排除

品は増加の一途をたどっています。CST Studio Suite にはあらゆ

します。

る周波数スぺクトルに対応したソルバーが搭載されており、製品の

• ハイブリッド遷音速ソルバー : 効率性を高めて機体設計を早め、
エンジンと機体の相互作用が原因で発生する騒音を軽減します。

• 付着や再飛散パターンに基づいて液 膜流れのパターンを正確か
つ効率的に予測します。

• Selective Velocity Freeze 機能 : 非常に多くの車両構成がある
場合でも、エンジンルーム内流れを含む空力解析の計算速度を
最大 4 倍まで加速し、画期的な車両設計や WLTP 認証 (乗用車
等の国際調和排出ガス燃費試験法) を促進します。

Simpack: 機械設計やメカトロニクス設計のための
マルチボディシミュレーションソフトウェア
Simpack はさまざまな用途に対応したハイエンドの MBS (マルチ
ボディシミュレーション) ソフトウェアであり、機械システムやメカト
ロニクスシステムの時間領域および周波数領域における動解析を
行えます。エンジニアはバーチャル 3D モデルを作成し、変位や速
度、加速度、荷重、応力などを予測・可視化することができます。

Simpack は、コンセプトデザインから製造・再設計に至るまでのあ
らゆる設計段階において、製品性能を完全に理解し、設計を最適

設計・解析・最適化に必要なすべての機能をパッケージで提 供し
ます。世界をリードする先進的なテクノロジー企業やエンジニアリ
ング企業にご利用いただいている CST Studio Suite によって、製
品の性能を解析して電磁環境適合性 (EMC) や曝露限度値の法的
要件を満たしていることを検証することができ、リコール等の問
題を回避できます。

CST Studio Suite 2019 の新機能の概要
• CST Studio Suite のアセンブリモードにより、3D CAD のアセン
ブリ設計をサポートしました。

• データを安全に共有できるように (知的所有権の保護 ) 、CST モ
デルの暗号化に対応しました ( 過渡解析ソルバーのみ) 。
• System Assembly Modelling (SAM) の Array Task で、フル
アレイのポストプロセッシングの最適化が可能になりました。

• 高周波分散型コンピューティングのマージ時間が短縮されました。
• 低周波シミュレーションで 3 次元回転運動 (LT) が使えるように
なりました。

用年数を伸ばすことができます。

• 新しい静電 PIC (ES PIC) ソルバーが追加されました (プラズマな
どの低速運動向け) 。
• 3 次元でのケーブルを束ねる束定義が簡略化されました。
• 回路シミュレーションで新たに、高性能で使いやすい回路図エ

Simpack 2019X の新機能の概要

• チップ インターフェースに Cadence Virtuoso プラグインが追加

化するのに役立ちます。その結果として、実機プロトタイプによるテ
ストを減らし、開発期間を短縮し、製品の品質を高め、さらには耐

ディタが使えるようになりました。

• 弾性体のための Abaqus とのコ・シミュレーション機能が強化さ

されました。

れました。

• 歯車対において歯先で生じるかみ合い力を考慮できるようにな
りました。

• 新しいリザルト要素「加速度計」が追加されました。
• レールのスラックを設定できるようになりました。

詳細情報
SIMULIA 製品の詳細につきましては、ダッソー・システムズの
担当者までお問い合わせください。
また、www.3ds.com/products-services/simulia/
products/3dexperience/whats-new でもご確認いただけます。

www.3ds.com/simulia
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未来をよむ :

空に向かう都市交通
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国

連の経済社会局が発行した報告書によると、今世
紀末までには地球の人口の 80% から 90% 程度
が都市部に居住します。世界の人口は現在 76 億人

ですが、2030 年までには 86 億人に、2050 年ま
でには 98 億人に、そして 2100 年までには 112

億人に達すると予測されています。
交通状況は至るところでさらに悪化するでしょう。世界の中心都

市は、光景や文化的多様性には目を見張るものがありますが、ど
の都市も、現在でもすでにラッシュアワーの混雑と格闘しています。
問題は、個々の乗り物ではなく、都市に住んでいる人々と彼らの目
的地をつなぐ、乗り物や道路で構成されているシステム全体にある
のです。公共の交通機関を利用するという手もありますが、人口が
毎年 8,300 万人増えていくとすると、世界は 2100 年よりもかなり
前に悲惨なまでの交通渋滞に見舞われることになります。
地上における都市交通のこうした課題にはどのように対処すれ
ばよいのでしょうか。解決策の 1 つは、空への進出です。最近で
は、航空宇宙分野の第三の革命とも呼ばれているアーバンエアモビ
リティ (UAM) が注目を集めています。電動化や低騒音、リサイクル
可能部品などの環境的持続可能性を重視する UAM の最大の目標
は、安全・クリーン・安価というコンセプトのもとで地上の都市交
通を空へと拡張することです。これには世界中の航空宇宙・自動車
産業が熱い視線を送っており、人々を空へと送り出せる自家用の空
飛ぶタクシーの開発に多くの時間と資金をつぎ込んでいます。

UAM テクノロジーを開発している企業は現在 50 社以上あり、
Uber 社は 2023 年までにダラスとロサンゼルスで空飛ぶタクシー
サービスを始めることを計画しています。今年の CES (コンシュー
マー・エレクトロニクス・ショー) に足を運ばれた方は、ダッソー・シ
ステムズだけでなく、Bell 社や Volocopter 社、SureFly 社などの
展示ブースをご覧になられたでしょう。
大手企業 (そして一部の新興スタートアップ企業) が近い将来に
導入しようとしている航空機の多くにはハイブリッド式の電気推
進装置が採用されています。これは、電池のエネルギー貯蔵技術が
いまだ成長過程にあるからです。しかし、電気だけで動く電動垂直
離着陸機 (eVTOL) は、過密する都市にとってはその低公害・低騒
音という潜在力が最高の組み合わせとなるため、誰もが何としても
達成したいと考えている目標です。規模が小さめの、もうひとつの
重要なアーバンエアモビリティ (UAM) アプリケーションが、UAV

(unmanned air vehicles) と呼ばれる無人航空機です。特に「ドロー
ン宅配便」は、商品を購入者の自宅に直接届けられることから、交
通量の削減に寄与するでしょう。航空機が何であるにせよ、その多
くはヘリコプターやティルトローターのような既存の回転翼機と形
状が類似しており、一方で都市空間の限られたスペースによって決
まってくる独自の推進・誘導のしくみも備えています。
そうした航空機を設計し、限りなく複雑な都市環境で利用でき
る信頼性を確保するにはさまざまな課題があります。空力音響学や
流体力学、流体 - 構造の相互作用 (FSI) などのさまざまな専門領域
をカバーして解析を行う必要があり、(規制当局が定める数千マイル
という飛行距離に対して最適化された) 厳格な性能規準も満たさな
ければいけません。そのために必要になる莫大な量のデータを管
理するには、連携が可能なプラットフォーム上でバーチャルなプロト
タイピングやあらゆる物理特性をカバーしたシミュレーションを実
現する、高度に統合されたプロジェクト管理機能が必要です。

www.3ds.com/simulia
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刻一刻と迫りくる未来に向けた航空機モビリティを考える際に設

よって発生します。この現象は航空機が飛ぶ軌跡にも大きく依存す

計者やエンジニアが直面するこうした課題のいくつかについて、以

るため、飛行力学、空気力学、空力音響学を連成して推進系を最適

下で詳しく見ていきましょう。

静粛性の確保

アーバンエアモビリティ (UAM) の喫緊の課題の 1 つが、航空機の
音響シミュレーションです。都市では昼も夜も、リズミカルな音や
さまざまな生活音があふれており、航空機からこれ以上の騒音を出
したいという人は誰もいません。Uber は「我々が参入するからには、
この業界にはこれ以上の都市騒音は出させないとお約束します」と
公式に述べて、この問題に関する自社の考え方を明確にしました。
弊社主催の「Science in the Age of Experience」カンファレン
スや各地域でのユーザー会議に昨年参加なさっていれば、SIMULIA
のプレゼンテーションの中で、複数の回転翼を備えた自家用航空機
がいかに複雑な気流を発生させるのかをご覧になったことでしょ
う。また、低空飛行している航空機のシミュレーション動画では、民
間航空機の周辺の気流 (エンジンの排気も含む) によって発生する
騒音のシミュレーション結果を聴くことができました。空港周辺地
域の騒音コンターをアニメーションにしたものでは、地上にいる人
には航空機の音がどのように聞こえているのかを実際に聴いてみ
ることができました。
騒音の観点から飛行経路を最適化するためには、必ずすべての
段階で航空機の高度と速度を把握する必要があります。たとえば
「高さ 50 フィートに達するまでは 4m/s の離陸速度、その後は回転
翼を 3 度傾けて前進速度を 2m/s 加速する」という具合です。こ
の情報は騒音の最小化に有効なだけでなく、引き続き行う解析の入
力情報として、電池寿命の最大化や摩耗の最小化、航空機内部や
外部の安全性確認などの解析で利用できます。

化する必要があります。航空機は複数の回転翼を備えていることが
多く、一部は同軸上で逆回転していたり、傾けたり速度を変えたりす
ることもあるため、こうした点を考慮すると問題はさらに複雑にな
り、従来の数値流体力学 (CFD) の手法では対応できないほど複雑
になります。SIMULIA の PowerFLOW と XFlow では現在、より
効率性に優れた格子ボルツマン法をご利用いただけます。Vertical
Flight Society の第 75 回年次フォーラムへの参加を予定してい
るお客様は、ブレードの渦干渉に関する我々のプレゼンテーション
をご覧いただけるでしょう。このプレゼンテーションでは、流れ解
析に変形可能なブレードを取り込む重要性を説明します。
回転翼機では音響学と空気力学が密接に関係しています。垂直
離着陸機に使われるメインローターなどの複雑な機械システムの
シミュレーションには、SIMULIA のマルチボディダイナミクスソル
バー、Simpack が最適です。Simpack は、非常に詳細な 3D モデ
ルを用いて、歯車伝達装置を音響領域まで高精度にシミュレーショ
ンできます。また、複雑な飛行制御メカニズムの解析にも適してい
ます。
推進系には構造学的、音響学的に独自の課題があります。そのた
め、設計フェーズの早い段階から、すなわちダクトのファン取り付け
台の最適な挿入方法の判断から、さまざまな進行率や流れ入射角
を考慮した変速ローター設計の最適化に至るまで、推進装置の最
適化サイクルに必要なパラメトリックなジオメトリモデルを CATIA
で管理します。

自動車業界における経験の活用

航空機はすべて、乗客の快適さを考慮して最適化する必要がありま

騒音源や騒音伝播を正確に把握するのに必要な非定常空気力

す。こうした側面から有効なのが、SIMULIA が提供している「レイ

学のシミュレーションに格子ボルツマン法 (LBM) を活用する可能

ノルズ平均ナビエ・ストークス方程式 (RANS)」法や自動トポロジー

性を考慮すると、さらに興味深い解析結果が得られます。建物が

最適化機能であり、流路を介した客室の換気などのテーマに対応

密集する都市環境の中を飛ぶ航空機を設計する際には、騒音が複

することができます。

雑な建造物や地形によって反射されるため、こうした手法が極めて

最も優先すべき課題は、当然ながら、乗客の安全です。航空機

有効になります。長い目で見れば、このような完全に最適化された

の内装は危険な状態での着陸やその他のトラブルから乗員を守れ

経路を持つことで、自立型の電動垂直離着陸機 (eVTOL) を実現で

なければいけません。航空機の設計担当者が現在直面しているこう

きるでしょう。

した内装の物理的問題とほぼ同じ問題には、すでに、自動車業界で

垂直離着陸を行う航空機の場合、騒音は主に、メインローター
のブレードがその前にあるブレードで発生した渦とぶつかる衝撃に
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我々の製品をお使いのお客様が SIMULIA 動的陽解法ソルバーを
用いて取り組んでいます。
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そのため目標は明確です。自動車業界で起こした製造パラダイム
を新しい空のビジネスへと拡張すればよいのです。航空機は構造的

アーバンエアモビリティ (UAM) のワークフロー

こうした問題は、自動車・航空宇宙分野の企業が都市で使われる航

に頑丈かつ軽量でなければいけませんので、こうした観点から大

空機を設計する中で取り組んでいる多くの課題のほんの一例にす

きな課題となるのが繊維材料構造物の連続生産です。ボーイング社

ぎませんが、都市で使われる航空機は、過密化と都市化が進む地

は 2004 年に、当時の最先端技術である VCCT 法を用いた複合材シ

球の未来のモビリティを解決する上で重要です。このような果敢な

ミュレーションを実用化するために Abaqus を採用しました。それ

挑戦が求められる分野では、SIMULIA が提供している優れた製品

以来、SIMULIA は 10 年以上にわたって航空宇宙産業における複

やテクノロジー、機能が必要不可欠です。ダッソー・システムズで

合材のシミュレーションをリードしてきました。

は現在、こうした機能すべてを一連のインダストリー・ワークフロー

課題は先端材料だけにとどまりません。どの車両設計者も口に
することですが、重要なのはどれだけの材料があるかではなく、今

に集約し、3DEXPERIENCE プラットフォーム上で提供しています。
3DEXPERIENCE プラットフォームには、上記の課題を解決するた

ある材料を適切な場所に配置することです。SIMULIA が提供して

めの個々のプロセスで必要な物理法則が組み込まれており、適切な

いる包括的なトポロジー最適化機能では、複数の非線形荷重に対

ツールも提供されています。主な特長は以下のとおりです。

するアセンブリ内のコンポーネントの応答を調べて最適な形状をけ
ずり出します。このようにしてトポロジーが最適化された部品は多く

• 揚力推進システムの寸法決め

の場合、鳥と同じように非常に有機的な構造になっています (鳥は

• 通信・探知システムの性能

究極の VTOL ユーザーです！) 。そして SIMULIA と CATIA のテクノ

• 垂直方向 / 水平方向の流体力学

ロジーを連携させて、そのようなデザインを製造可能なかたちに作
り直します。こうしたテクノロジーを駆使すれば、たとえばオーバー
ハング制約やサポート構造など、積層造形につきものの製造上の
制約事項にも対応することができます。

バッテリーと電子部品

このような新しい航空機に必要不可欠なエネルギー源は、当然なが
ら、バッテリーです。個々のセル内部ではゲルマトリックスに積層複
合材料が封入されています。このような構造は機械的にはゴム支承

• 流体力学と空力音響学の変換
• 航空機の都市騒音
• システムの最適化
• バッテリー工学
• 軽量化
• 乗客快適性
• 安全性

やタイヤとそれほど違いはなく、SIMULIA はこれらの業界でも長い
あいだ大きな成功を収めています。こうしたシミュレーションで必
要になるのは、熱、構造、電気、そして化学の問題を解析する機
能です。たとえば、SIMULIA のソリューションを使用すると、フル
充電されたゲルバッテリーに金属の釘が突き刺さった時に何が起こ
るのかを知ることができます。
都市で使われる航空機には、あらゆる電磁界シミュレーション
を行う必要があります。航空輸送システムで安全に運用するために
は、低空を飛行するすべての航空機は確実に連絡・調整できなけれ
ばなりません。アンテナの配置は、航空機の空力性能の妨げにな
らないことが重要です。アンテナの配置場所に加えて、コサイト干
渉や落雷、電磁環境効果 (E3) の問題などもあります。

www.3ds.com/simulia

詳細情報

インダストリー・ワークフローを利用してチームをより適切に連携
させる方法の詳細は、www.3ds.com/products-services/
simulia/trends/urban-air-mobility を参照してください。
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ニュース
エアバス社とダッソー・システムズが
欧州における航空宇宙産業の未来を切り拓く
戦略的パートナーシップを締結

エ

アバス社とダッソー・システムズは、三次元の協調設計や

ダッソー・システムズの副会長兼 CEO、ベルナール・シャーレス

エンジニアリング、製造、シミュレーション、インテリジェ

は次のように述べています。
「航空機分野ほどテクノロジーや科学、

ンスなどのアプリケーションに関して協力するという 5 年

アートが交差している例は他には見当たりません。業界がどのよう

間の合意覚書 (MOA) に署名しました。これはエアバス社にとって

な過程を経て今日の状況へと進化してきたのかを振り返ると、そこ

は自社のデジタル・トランスフォーメーションを前進させる大きな一

にあるのは専門的な技能やデジタルの精度、インスピレーションの

歩となり、欧州における航空機産業の新しいエコシステムの基盤と

融合です。航空宇宙産業の変革のスピードには確かな実績があり、

なるでしょう。

他のほとんどの業界よりも速いのです。非常に複雑で規制の多い

今回交わした MOA の下で、エアバス社はダッソー・システムズ

環境で、質の高いイノベーションと新しい運用サービスを実現して

の 3DEXPERIENCE プラットフォームを導入します。この導入に

います。3DEXPERIENCE プラットフォームが、エアバス社のデジタ

よって、単一のデータモデルで設計から運用までデジタルに連続で

ル・トランスフォーメーションを加速するでしょう。エアバス社は自

きるようになり、統一されたユーザー・エクスペリエンスが実現し、

社のエコシステム全体から物事の本質やノウハウを捉え、デジタル

社内のあらゆる部門・生産ラインで「デジタル化された設計・製造・

ワールドでしか実現できない新しいエクスペリエンスを創出するこ

サービス (DDMS)」が可能になります。

とができます」

DDMS とはすなわち、逐次的な開発プロセスから同時並行によ
る開発プロセスへの移行を意味しており、DDMS によって新しい製
品設計や運用パフォーマンス、サポート・保守、顧客満足度、新し
いビジネスモデルにおける飛躍的進歩に向けた道が切り拓かれま
す。エアバス社は最初に製品の性能に焦 点を合わせるのではなく、
次世代の航空機を、それを製造することになる設備とともに協調設
計して開発できるようになるため、コストの削減と市場への迅速な
投入を実現できます。

「3DEXPERIENCE プラットフォームが、エ
アバス社のデジタル・トランスフォーメー
ションを加速するでしょう。エアバスは自
社のエコシステム全体から本質やノウハ
ウを捉え、デジタルワールドでしか実現
できない新しいエクスペリエンスを創出す
ることができます」
̶ ダッソー・システムズ副会長兼 CEO、
ベルナール・シャーレス
エアバス社の民間航空機部門社長、Guillaume Faury 氏は次の
ように述べています。
「我々は単にデジタル化や 3D エクスペリエン
スの話をしているのではありません。顧客満足度を念頭に置いてプ
ロセスの効率化とスピードアップを進め、航空機の設計・運用方法
を見直そうとしているのです。DDMS が変化を後押ししてくれます
ので、我々は欧州の航空機産業向けに、最先端のテクノロジーを駆
使して新しいモデルを開発するつもりです。目標は、製品開発のリー
ドタイムを短縮できる、しっかりとした生産設備です」
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3DEXPERIENCE

プラットフォームで
太陽を追いかける
フランスのスタートアップ企業、XSun 社が
設計やシミュレーションのニーズに対応する
ためダッソー・システムズのクラウドベース
ソリューションを導入

も

し彼の口から出れば、
「鳥瞰図」という言葉ははる

これまで 20 年間の大半を、地表を空から見下ろすより良い方法

かに広い意味を持つことになりそうです。フランス

を探すのに費やしてきた同氏にとっては、これは特に目新しいテー

のゲランドに拠点を置く XSun 社の設立者兼 CEO

マではありません。2001 年にナント大学大学院工学研究科で学

(最高経営責任者 ) 、Benjamin David 氏は次世代

位を取ると、同氏はフランス国立宇宙研究センター (CNES) や欧州

の UAV (無人航空機、通常はドローンと呼ばれてい

宇宙機関 (ESA) でインターンとして勤務しました。その後エアバス・

ます) を開発しています。ドローンと聞くとほとんどの人は、戦 場

ディフェンス・アンド・スペース社に就職すると、当初は英国国防省

での偵察や隣家の裏庭をのぞき込むイメージを思い浮かべますが、

の SKYNET5 プロジェクトで航空機関士として勤務し、後に ESA

Benjamin David 氏が設計しているものは、農場経営者が作物に
関する適切な情報をリアルタイムで把握できるようにしたり (スマー
ト農業) 、漁師が好ましくない魚の捕獲を回避できるようにしたり
(スマート漁業) 、消防隊が森林火災を消火するのを支援したり ( 環
境保全) するのが目的の、自律飛行してコスト効率性に優れた航空

の測位システム Galileo の衛星配置制御システムを担当する現場
責任者として勤務しました。

機です。

www.3ds.com/simulia
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ケーススタディ
2016 年になると、Benjamin David 氏は新たな挑戦を始めまし

術、3D プリンターで作成されたエレキバイオリン、いつの日か人類

た。エンジニアや技術アドバイザーといった仲間たちと共に、独自

を絶滅から救うことになるかもしれない小惑星捕獲のための望遠

のビジョンを掲げる会社を立ち上げました。数日、あるいは数週間、 鏡など、さまざまなプロジェクトを後押ししています。
マートドローン部隊を展開するのです。さらに、このドローン部隊は

Benjamin David 氏は次のように振り返ります。
「3DEXPERIENCE
Lab への参加を認められてとても幸運でした。一連の高度なソフト

人が誘導する必要はなく、自律飛行します。さまざまなセンサーや

ウェア ツールを利用できることはとても重要でしたが、他にもたく

カメラを搭載し、眼下に広がる地球上のほぼすべての地点を地図に

さんのメリットがありました。たとえば、直接指導していただきまし

描き、監視・測定することができます。Benjamin David 氏は次の

たし、トレーニングやイベントにも招待されました。また、他の起

数ヵ月でも空中にとどまり続けることができる、太陽電池で動くス

ように説明します。
「この機体は、人工衛星のデザインからアイデア

業家とアイデアを共有する機会もいただきました。本当に良い経験

を思いつきましたが、人工衛星のような打ち上げ費用はかかりませ

になりました」

ん。人工衛星と同じように、太陽エネルギーで搭載バッテリーに充
電し、実行する機能も多くは人工衛星と同じです。それが我々の目
標です」

「 クラウド で 利 用する 3DEXPERIENCE
プラットフォームはさまざまな使い方が
でき、まだ試したことがない機能もあり
ます」
̶XSun 社、空力エンジニア、Andrea Viti 氏

ダッソー・システムズと協力

この夢を実現するために XSun 社が使用したツールが、設計やシ

自律型航空機

XSun 社のチームは引き続き、SolarXOne と命名された画期的な
UAV (無人航空機 ) の最終調整作業をしていますが、これまでに飛
んできた 17 のミッションのことや、多くの進行中のミッションのこ

とも、当然ながら誇りに思っています。二枚の翼を備えた機体の仕
様は全幅 4.6 メートル、全長 2.6 メートル、総質量 25 キログラム
未満で、高性能カメラや赤外線映像装置、土壌組成の測定等を行
うための「小型ハイパースペクトル」センサーなど、そうそうたる機
材を搭載しています。機体にはライダー (LIDAR: Laser Imaging,

Detection And Ranging) も搭載されており、眼下に広がる地形や
構造物の高精度デジタル 3D 画像を作成することができます。
最 終 的 に 実 現 し た い と 考 え て い る 課 題 は、 太 陽 の 利 用
方 法 で す。SolarXOne は 充 電 式 バ ッ テ リ ーで 動 い て い ま す

ミュレーションを行うためのクラウドベースの 3DEXPERIENCE プ

が、BenjaminDavid 氏 はそ れも 変 わ ることに なると 語 りま す。

ラットフォームです。Benjamin David 氏は次のように語ります。
「材

「SolarXOne は バッテリーだけでも長 時 間 飛 ぶことができますが、

料構造や空気力学、電気系統、エネルギー消費などに対応できる、

次のプロトタイプでは太陽光を利用して飛行中にバッテリーを充電

さまざまな専門領域をカバーするエンジニアリングソフトウェアが

するようにします。この目標が達成されれば、より多くの機能を備

必要でした。航空機を飛ばして、上空に長い時間とどめておくため

え、自律飛行する大規模なドローン部隊を展開するのにそれほど時

には、本当に何もかもが必要でした。私はエアバス社にいましたの

間はかからないでしょう」

で、CATIA と SIMULIA が役に立つことはわかっていました」
同氏のチームは、特に XSun 社のようなスタートアップ企業向

Benjamin David 氏によると、呼び方はどうあれ、彼らの UAV
は 1903 年にノースカロライナ州キティホークで空を飛んだ、空気

けのアクセラレータープログラムである、ダッソー・システムズの

より重い世界初の動力飛行機、すなわちライト兄弟のフライヤー号

「 3DEXPERIENCE Lab」に申請して参加を認められました。この

3DEXPERIENCE Lab は、コラボレーションや変革、リーダーシッ
プのネットワークを介して最先端の企業を支援・育成し、たとえば
ロボット車椅子や、エネルギー生産分野の海上輸送メンブレン技

(Flyer I) と、(少なくとも構造概念は) それほど違いはないと語ります。

3DEXPERIENCE Lab との連携によって
可能になった設計・エンジニアリング機
能のほんの一部に過ぎません。Viti 氏は
次のように語ります。
「この機体の設計は
本当に大変な作業です。あらゆるマルチ
フィジックス解 析に対応できる優れたソ
フトウェアを使えるということがとても重
要でした」
チームはまもなく、放熱と乱流域の問
題に重点的に取り組まなければならない
ことに気が付きました。それぞれの問題
で最適なデザインを判断し、個々の設計
反復作業のパフォーマンスを把握するの
に役に立ったのが SIMULIA ツールでし
た。その結果、物理試験の必要性も最小
ただし、今となっては旧式のフライヤー号では二枚の翼が上下に

化することができました。CATIA と SIMULIA は緊密に統合されて

配置されていましたが、SolarXOne では前後に配置されています。

いるため、デザインのリビジョンが新しくなるたびにシミュレーショ

この二枚の翼を前後に配置するタンデム翼機では、他の形態よりも

ンモデルが自動更新されました。

太陽電池パネルの面積を広くできるため、より多くの電力を得られ

Viti 氏は「クラウドで利用する 3DEXPERIENCE プラットフォー

ます。二枚の翼を持たせることには空力的なメリットもあります。た

ムはさまざまな使い方ができ、まだ試したことがない機能もありま

とえば悪天候における安定性が向上し、一定量の揚力に対して機

す」と語ります。
「このような複数の専門領域をカバーした解析機能

体をより簡単に軽量化できるようになります。比べてみると、ライト

を使えるのにはとても助かっています。さらにスマートフォンやタブ

兄弟のフライヤー号は全幅 12.3 メートル、重さは 274 キロありま

レットなども使え、離れた場所の仲間とも協力して問題に取り組め

した。

ることにもとても助かっています。自分たちでは答えを見つけられ

Benjamin David 氏は次のように指摘します。
「ほとんどの UAV
のデザインでは単葉の ʻスーパーウィングʼ が採用されるため、この
点では我々のデザインはユニークです。そうは言っても、適切なバ
ランスを探し出すのが大変でした。一時は本当に、振り出しに戻って
一からやり直すのが一番近道だと思ったこともありました。この点に
関しては、CATIA と SIMULIA がありましたので、繰り返し行うテ
ストにも極めて迅速に対応することができました。こうして生まれた
のが今のデザインです」

クラウドを活用

空力エンジニアの Andrea Viti 氏は XSun 社のドローン開発チーム

ない状態になった時には、ダッソー・システムズの担当者が助けてく
れます。いろいろな面で、本当に素晴らしいソリューションです」

サービス開始の準備

Benjamin David 氏は、自分たちのプロトタイプはさらに進化する

と考えています。長期的に見据えているのは、ドローン部隊と、中核
となる管理・運用センター (最終的には複数 ) の立ち上げです。XSun
社が、リアルタイムの調査・解析・デジタル地図作成サービスを陸
や海で、必要としているすべての人にどちらかというと低コストで提
供します。航空機やヘリコプターを飛ばすと、そのたびに数千ドル
ものお金がかかるので、同氏は十分に勝てると語ります。

の一員で、チームの同僚たちは世界中のさまざまな国々で作業を

「運用コストは他のどの UAV ソリューションよりも低く抑えられ

行っています。上司の Benjamin David 氏と同じように、Viti 氏も、

ますし、柔軟性についても負けることはないでしょう。この種のサー

ダッソー・システムズの 3DEXPERIENCE クラウド機能を利用する

ビスをお探しの方はぜひ弊社にお問い合わせください。デザインも

と数百キロあるいは数千キロ離れた同僚たちと簡単に連携するこ

完成に近づきましたので、まさに新しいビジネスチャンスを探して

とができ、生産性も高められているということを今から話します。両

いるところです」

氏がこのソフトウェアの大ファンだという事実は、この際、棚に上
げておきましょう。

Viti 氏は次のように語ります。「我々は設計の仕事をしています

空力エンジニアの Viti 氏も同じ考えで、基本となるデザインは最
適化され、太陽を追いかける準備は整っています。Viti 氏は次のよ
うに語ります。
「タンデム翼機のメリットは、高度な柔軟性を持ちな

が、簡単に言うと気が遠くなるような作業です。表面特性や空気力

がら安定性にも優れていることで、従来の航空機よりずっと安定し

学、個々のコンポーネントの全体的なジオメトリなど、すべてが完璧

ています。3DEXPERIENCE プラットフォームのおかげで、さまざま

でなければ飛行機は飛びません。そしてそれらをすべて CATIA が

な気象条件や地形で飛べることがわかりました。太陽電池パネル

やってくれます。CATIA は、特に我々のようなミッションクリティカ

が取り付けられれば、空中に必要なだけ長い時間とどまっていられ

ルな要件を持つ人たちに世界中で使われています。最高の 3D CAD

るでしょう。りっぱに飛んでくれますよ」

製品だと思います」
リアリスティック・シミュレーションも必要不可欠です。そのた
め、Viti 氏と彼の仲間たちは 3DEXPERIENCE プラットフォーム上
で SIMULIA ポートフォリオを利用しています。別の材料を用いて機
体をモデル化したり、さまざまな配線条件をテストしたり、気流を
モデル化して構造的に問題がないかを確認したり、こうしたことは

www.3ds.com/simulia

詳細情報

https://3dexperiencelab.3ds.com/en/projects/life/xsun
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航空機の
空力性能

詳細な航空機ジオメトリから
複雑な流体挙動を解析

ほ

とんどの人は飛行機に乗るのに慣れていますが、航空機の

SIMULIA の流体解析ソリューションを利用すると、エンジニア

性能に影響を及ぼすさまざまな要素に思いを巡らせる人

は航空機開発で最もコストがかかる飛行試 験フェーズに入る前か

はほとんどいません。私たちは空中で何時間か過ごし、大

ら、実機の性能を確信できます。過去 20 年間の主要な航空機開

きな揺れを感じることもなく、快適に空を旅しています。しかし、こ

発計画のほぼすべてにおいて、飛行試験フェーズで大幅な遅れが発

うした航空機を作っているエンジニアや設計者は、最適なスピード

生しており、その多くは風洞試験実施中に発見されなかった予想外

で効率的に飛びながらも、できるだけ安全で快適な空の旅を提供

の空力効果が原因でした。SIMULIA の流体解析ソリューションを

できるようにするために膨大な労力を費やしているのです。

ご利用いただくと、飛行試験に入る前に複雑な物理特性、たとえば

離陸から着陸に至るまでのすべての段階で、エンジニアが航空

離陸や着陸、上昇性能、失速特性、安定操縦性、操縦性、地上操

機の性能を評価することが必要不可欠です。これには地上での移

縦性、高速バフェットなどに関係する物理特性を予測することによ

動、上昇中や巡航中、降下中のすべての挙動が含まれます。エンジ

り、予期しなかった遅れが発生するリスクを軽減できます。

ニアは、たとえば高速飛行中には航空機は突風にどのように反応す

SIMULIA の流体解析ソリューションは、たとえば非定常流で利

るのか、あるいは牽引すると着陸装置にどのような影響があるのか

用する格子ボルツマン法ベースの手法に加え、巡航状態に対しては

などを評価します。航空機はより速く、より効率的に飛ぶように設

ナビエ・ストークス方程式をベースにしたソルバーも利用できるな

計されますので、設計者やエンジニアは、より速くなり、より軽量

ど、適切な精度の数値流体力学 (CFD) 手法を網羅したポートフォリ

化されたらどのように動作するのかも見越しておく必要があります。

オを提供します。こうしたソリューションは、
3DEXPERIENCE プラッ

航空機メーカーが新しい航空機を認証するためには、その航空

トフォームへの完全統合に向けて進行中であり、現在はハードウェア

機が全飛行領域 (フル・フライトエンベロープ ) で安全に飛べること

の用意なしに簡単にアクセスできる SIMULIA クラウドでご利用い

を証明する必要があります。航空機は 100,000 もの異なる飛行形

ただけます。規模の大小を問わずあらゆるお客様が、大規模な投

態でテストしなければいけません。従来の数値流体力学 (CFD) の

資を行うことなく、包括的なシミュレーション テクノロジーのメリッ

手法では、このうちのほんの一部にしか対応できません。飛行形態

トを享受することができます。

の大半では、依然として物理的なテスト、特に費用と時間のかかる
風洞試験が唯一の選択肢です。

航空宇宙・防衛産業は引き続き成長し続け、空の旅の需要も向こ
う 15 年間で倍増すると予想されています。新しい企業が、数十年

SIMULIA の流体解析ソリューションには非定常シミュレーショ

にわたって業界をリードし続けてきた大企業に挑んでいます。規模

ン向けに格子ボルツマン法ソルバーが搭載されており、この分野で

の大小にかかわらず、企業が競争力を維持し続けるためには常に最

飛躍的進歩を実現しています。全飛行領域 (フル・フライトエンベ

高のツールを改善・活用しなければいけません。SIMULIA の流体

ロープ) に対応できる CFD 手法がはじめて搭載され、たとえば高

解析ソリューションと 3DEXPERIENCE プラットフォームは航空機

揚力形態や高速バフェットなどを始めとする非定常のシミュレー

とその動きのあらゆる側面をカバーする手段を提供し、今後も懸命

ションが必要な多くの飛行形態で、数千に及ぶ風洞試験をシミュ

に努力して業界の要件を満たしながら、お客様がビジネスで最大

レーションに置き換えられる可能性があります。格子ボルツマン法

の能力を実現できるようお手伝いさせていただきます。

ベースの CFD 手法は多くの場合、従来の非定常 CFD 手法よりも何
倍も高速であり、開発プロセスの早い段階から高精度の CFD 手法
を利用できるようになります。物理試験と比べると、こうした効率
性に優れたシミュレーションを活用すると大幅なコストの削減、リ
スクの軽減が可能になります。

詳細情報

www.3ds.com/products-services/simulia/solutions/
aerospace-defense/aircraft-aerodynamic-performance
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航空機の
都市騒音

航空機の全コンポーネントから
音響圧力を予測

離

陸時や着陸時に航空機から発生する騒音は、航空機産業

SIMULIA の流体解析ソリューションを使用して着陸装置やフラップ

の発展にとっては大きな障害となり、空港周辺地域の反対

の騒音特性を改善されているお客様は、広い周波数帯域にわたって

運動の原因ともなります。ますます多くの空港管轄当局

が、時間あたりの運航便数や運用時間を制限したり、空港を利用で

きる航空機の大きさを制限したりして、騒音を抑えるよう空港に求

騒音を 3 デジベル軽減できており、これは騒音強度では 50% の
低下に相当します。
乗客の快 適さも同じツールでシミュレーションすることができ、

めるようになっています。騒音が少ない航空機であれば、こうした

信号処理機能を用いて音声信号を解析・生成し、耳で直接聴いて騒

騒音規制の影響を受ける可能性が少なくなるため、航空会社には新

音品質を評価することができます。騒音伝播機能では、騒音伝播

たなチャンスとなりますし、空港と周辺地域の関係も改善されます。

だけでなく、内部の風切音の騒音レベルも評価できます。

航空機には、離散周波数騒音 (単一の周波数が中心となる) と広

ダッソー・システムズの Aircraft Aerodynamic Performance ソ

帯域騒音 ( 可聴音域全体) の両方に複数の騒音源があります。エン

リューションと組み合わせてご利用いただくと、空気力学的には航

ジンのファンやジェット噴射は明らかに騒音源となりますが、着陸

空機の性能に影響を及ぼさないことを確認しながら、騒音軽減戦

装置や動翼などの突き出たコンポーネントの周りの乱気流もかなり

略を解析することができます。

の騒音を発生させます。

SIMULIA ではさまざまなモジュールを提供しています。たとえ

こうした 細 か いところが 航 空 機 の 音 の 特 徴 を 左 右 すること

ば、音響信号の解析・ポストプロセス用モジュール、さまざまなサー

に なりま すの で、 騒 音 を 正 確 に予 測 するた め に は、 航 空 機 の

フェスの騒音伝播をシミュレーションするためのモジュール、遠距

すべ てのコンポーネントの 全 ジオメトリデータが 必 要 になります。 離場の音響シミュレーション機能を使 用して都市騒音を評価する

3DEXPERIENCE プラットフォーム上でダッソー・システムズのソフ

ためのモジュール、また、騒音源を検出してその騒音を誘起するコン

トウェアをご利用いただくと、エンジニアは実機プロトタイプを作成

ポーネントを特定・再設計するためのモジュールもあります。航空機

することなく、高精度のジオメトリデータを使用してすべての騒音源

の音響特性をシミュレーションすることにより、エンジニアは設計プ

を取り込み、バーチャルな航空機による騒音評価作業を行えます。

ロセスの早い段階に、すなわち実機プロトタイプの作成に本腰を入

SIMULIA の流 体解 析ソリューションには格 子ボルツマン法を
ベースにした CFD ソルバーが搭載されているため、非定常な圧縮性

れて取り組む前に、潜在的な騒音源を特定して再設計することがで
きます。これにより、試験飛行や認証の段階で騒音の問題に直面す

流れを解析することができ、圧力波の発生や伝播、乱流によって誘

るリスクを軽減できます。こうした段階では、航空機コンポーネント

起される騒音などを直接かつ迅速にシミュレーションすることがで

の再設計は高くついてしまうだけでなく、プロジェクト全体が遅れて

きます。従来の CFD テクノロジーでは一般的に簡略化された音源モ

しまうことにもなりかねません。こうした機能は、騒音特性の低減

デルまたは音響伝搬モデルを使いますが、この最先端のソルバーテ

を見据えながら航空会社と空港管理者の両方にとってより魅力的

クノロジーではモデルを簡略化しなくても音場を直接、正確にシミュ

な航空機を製造しようとしている航空機メーカーを強力に後押しし

レートすることができます。

ます。

こうした SIMULIA ソリューションを使用すると騒音源を特定す
ることができ、デザインに手を加えると騒音出力にどのように影響
を及ぼすのか、また、プロトタイプを最適化するベストな方法もわ
かります。遠 距離場の騒 音シミュレーションを実行できる独自の
機能により、エンジニアは動いている機体や止まっている機体から
発生する都市騒音のレベルや騒 音基準を評 価することもできます。

詳細情報

www.3ds.com/products-services/simulia/solutions/
aerospace-defense/aircraft-community-noise

www.3ds.com/simulia
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航空機の通信・
探知システムの
性能

航空機へのアンテナの配置と
実際に設置された場合の性能

飛

いるのかをパイロットがいかに正確に把握できるかに委

CST Studio Suite は 3DEXPERIENCE プラットフォームにリン
クされており、CATIA からデータを直接インポートすることができ

ねられます。この状況把握のために、航空機乗組員は近

ます。そのため、アンテナシステムの解析作業では最新の状態に

行の安全性は、空港でも飛行中でも、周囲で何が起こって

隣の航空機や航空交通管制との無線リンクに頼り、他の航空機や

更新されているモデルを利用でき、電気系設計者と機械系設計者

地形、荒天を検知するためにレーダーやトランスポンダーを使用し

の間のリアルタイムな連携、部門間やサプライヤーとの効率的なコ

ます。こうしたシステムはすべて、アンテナが頼りです。アンテナの

ミュニケーションを実現します。さまざまな提供元からの入力情報、

航空機への設置場所、あるいは近くで使われている他の無線シス

たとえば機械設計部門からの CAD ファイルや、Antenna Magus

テムによる干渉などもアンテナの性能に影響を及ぼす可能性があ

からのアンテナモデル、サプライヤーから提供される測定済みのア

るため、通信・検知システムを設置するエンジニアは航空機の全体

ンテナパターンなどを、1 つのシミュレーションモデルに統合するこ

的なシステムや、関連するすべてのシステムを考慮する必要があり

とができます。電気系設計者と機械系設計者の間でリアルタイムに

ます。ダッソー・システムズの電磁界 (EM) シミュレーションをご利

連携した作業ができれば、変更が必要になった場合、デザインが更

用いただくと、設計プロセスの早い段階にリアルな環境でアンテナ

新されるまで何時間も何日間も待つ必要はなく、数分間もあれば

の性能を予測することができ、試験飛行に入ってから重大な問題に

変更できます。

直面するリスクを軽減することができます。

設 計サイクルの早い段階でアンテナの性能についてシミュレー

航空機のアンテナシステムを設計する際には、いくつかの設計

ションを行い最適化することにより、たとえばアンテナのレーダー

目標をバランスさせる必要があります。空を飛ぶアプリケーション

ドーム (レドーム) を空力解析の対象に含めるなど、無線システムや

では大きさや重さ、強度、空気力学的性能が常に重要ですが、航

レーダーシステムを設計プロセスの他の作業に統合することができ

空機というプラットフォームの場合はスペースが限られているため、

ます。アンテナの性能をあらかじめ見極めておけば、飛行試験に

アンテナの設置場所がさらに制限されることになります。機器の

入ってから干渉の問題が発生するリスクを軽減することもでき、求

誤作動を引き起こす可能性のある無線周波数の干渉が発生するリ

められる認証や安全基準に完全に準拠するために必要になる、
コス

スクを限定することが重要であり、機器については必ず、法律で定

トのかかるプロトタイプの作成数や測定データ件数を減らすことが

められた基 準 (たとえば DO-160 (RTCA) や EURO CAE/ED-14 、 できます。

DEFSTD-59-411、MIL-STD-461 などの電磁環境適合性 (EMC)
基 準) で求められる認証試 験に合格する必要があります。場合に

つながり、規制当局の要件だけでなく、高速なブロードバンド通

よっては、レーダーシステムによって航空機が探知される可能性を

信や機内ストリーミングサービスなどの顧客の要望も満たす必要が

最適化することも重要です。

航空機は今後数十年にわたってますます多くのネットワークに

あり、航空機に設置されるアンテナシステムの数は増加するでしょ

ダッソー・システムズが提供している電磁界 (EM) シミュレーショ

う。SIMULIA の電磁界シミュレーション ツールをご利用いただく

ンである SIMULIA CST Studio Suite をお使いいただくと、航空

と、航空機メーカーはこうした要望を満たし、未来の航空機製造に

機システムを設計するエンジニアはあらゆるアンテナの形状・配置

向けて絶好の位置に付けることができます。

を評価することができ、物理試 験を行わなくても、実際に設置さ
れた場合の性能を即座に解析することができます。設計ツールの

Antenna Magus にはさまざまなアンテナデザインが同梱されて
おり、周波数や偏波などの仕様に合わせてモデル化することができ
ます。Antenna Magus と CST Studio Suite を連携させてお使い
いただくと、用途に合わせてカスタマイズされたアンテナデザイン
を極めて迅速に作成することができます。
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詳細情報

www.3ds.com/products-services/simulia/solutions/
aerospace-defense/aircraft-communication-detectionsystem-performance
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サブシステム
レベルの
構造確認

複合パネルの座屈

航

します。この完全統合には多くのメリットがあります。ユーザーは

認証要件についても、ますます厳しさと複雑さが増しています。

されたモデリング機能や、CAD ジオメトリ更新時にシミュレーショ

空宇宙・防衛産業は今日、かつてないほど差し迫った新た

な課題に直面しています。航空機の設計・製造スケジュー

CATIA Fastening からファスナを直接インポートしたり、構造モデ

ルはますます短くなっており、航空機メーカーはできる限

ル内で CATIA Composite の設計データを再使 用したりすること

りコストを抑えながら生産性を高めようと奮闘しています。さらに、 ができます。バッチメッシングや中間サーフェスの生成などの自動化
シミュレーションが 使 えなければ、エンジニアはこうしたスケ

ンモデルを自動更新する機能を活用することにより、モデルの設定

ジュールやコスト、
認証要件に適切に対応することが極めて厳しくな

を完全に再定義する必要がなくなり、設計と解析の繰り返しを減ら

るでしょう。航空機を設計して認証するためには、航空機構造全体

せます。

から試験片に至るまで、さまざまなレベルで構造シミュレーション

コラボレーションを本質とする 3DEXPERIENCE プラットフォー

を実行する必要があります。こうしたさまざまなレベル間で荷重条

ムをご利用いただくことで、エンジニアはジオメトリや部品のアセン

件やモデリング手法を受け渡そうとすると、複雑なデータ管理や異

ブリ情報、ファスナのデータ等を時間をかけずに探し出せます。あ

なるシミュレーション機能の統合などが必要になることが多いため、 らゆるレベルのシミュレーションをカバーできる CAD 統合ツールを
難しい作業になりがちです。
こうしたさまざまなレベルでシミュレーションをシームレスに管
理できる統合ツールが業界で使われていれば、デジタルスレッドを
活用して設計に要する期間を短縮し、認証取得を確実にし、コスト
がかさむ困難な物理試験を減らし、シミュレーション主導の設計上

お使いいただくと、設計プロセスの早い段階からシミュレーションを
実行して意思決定を支援できるようになり、優れた性能と信頼性を
備えた製品を実現できます。

SIMULIA のシミュレーション ツールを利用して自社の航空機
設計を改善したよく知られたお客様の一社がエアバス社です。エア

の意思決定が可能になります。このデジタルスレッドは製品開発手

バス社のエンジニアは SIMULIA のシミュレーション ツールを利用

法の一つで、製造業務やライフサイクル支援業務でデジタルモデル

してリアリスティックな非線形解析を実施し、設計プロセスの極めて

とシミュレーションを活用し、最初から品質と信頼性の高い製品を

早い段階で航空機構造の強度や挙動を予測しています。CATIA の

作れるようにします。製品を問わず開発や製造、実稼働のあらゆる

設計情報を用いて、大規模なシミュレーション モデルを作成し、構

段階で、デジタルスレッドが全データの接続性を実現し、デジタル

造物が特定の状況で実際にどのような性能を発揮するのか詳細に

ツインがデジタルによる表現を実現します。

把握できます。

ダッソー・システムズは、航空機設計に必要なさまざまなレベル

航空機設計でシミュレーションを活用するのはどちらかというと

の構造シミュレーションのデータやシミュレーション、解析結果を

当たり前の作業になっていますが、SIMULIA のテクノロジーによっ

管理するためのテクノロジーを提供します。このテクノロジーにはマ

てその効率性をさらに高めれば、エンジニアはシミュレーションに

ルチスケールモデルの作成と使用、高性能の可視化機能、計算機能

割いていた時間をより有効に活用し、新たなイノベーションを実現す

などがあります。さらに SIMULIA テクノロジーをお使いいただくこ

ることができます。

とで、お客様はグローバルからローカルへの荷重の受け渡しやサブ
ストラクチャを管理できるようになり、業界最高レベルの Abaqus ソ
ルバー テクノロジーを使用した高度なシミュレーション機能もご利
用いただけます。エンジニアはスケーラブルなシミュレーション ソル
バーを利用でき、大規模なシミュレーションデータの効率的な後処
理も可能になります。

SIMULIA テクノロジーは 3DEXPERIENCE プラットフォームに
完全に統合されており、情報とトレーサビリティの一元管理を実現

www.3ds.com/simulia

詳細情報

www.3ds.com/products-services/simulia/solutions/
aerospace-defense/sub-system-level-structural-validation
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インダストリー ハイライト

複数分野間の
トレードオフ
分析

機体コンセプトの評価

テ

クノロジーが進歩するにつれて、航空機設計にはより多く

の低減など、機体の全体的な性能や品質を最適化できることなど

の新しいテクノロジーが統合され、航空機はますます複雑

があります。エンジニアは SIMULIA のテクノロジーを使用すること

化しています。今日の航空機の開発では、油圧工学や飛行

で航空機を最初から適切に設計できるため、後で設計変更が発生

力学、構造、航空電子工学、騒音・環境的側面などを考慮する必

するリスクや、物理設計やプロトタイプの必要性を最小化します。

要があります。今日の航空機設計がますます複雑化しているという

SIMULIA のテクノロジーは 3DEXPERIENCE プラットフォーム

ことは、さまざまな専門領域が関連する複雑なワークフローの中で

に統合されており、管理者や設計者、エンジニアは分野を問わず、構

性能を予測したりトレードオフを考慮したりすることが難しくなって

造設計や構想設計を連携して行うことができます。プラットフォー

いることを意味します。エンジニアは、分野間の複雑な相互作用を

ムを利用するユーザーは、感度解析機能や what-if シナリオを使

見落とし、設計に影響を及ぼすすべての状況の全体像が把握でき

用してコンセプトの信頼性やロバスト性を簡単に評価することがで

ていないというリスクに直面します。

きます。すべての関係者がすべてのデータをいつでも利用できるた

しかし、航空機に組み込まれるテクノロジーが進化するのであれ
ば、設計プロセスの管理に使われるテクノロジーも同じく進化しま
す。3DEXPERIENCE プラットフォームをお使いいただくと、エンジ

め、イノベーションが促進され、繰り返し 1 回あたりのエンジニア
リング サイクルタイムも短縮されます。
競争がますます激しくなる中で、今日のすべての航空機メーカー

ニアは流体や構造、電子部品や制御装置から要件一覧、プロジェク

にとって期間短縮とコスト削減は頭を悩ませる問題です。しかし、だ

ト管理、生産計画に至るまで、設計プロセス全体を通してさまざま

からといって安全性や品質が損なわれてはなりません。SIMULIA

な分野を統合することができます。プロジェクト管理者やエンジニ

のテクノロジーをご利用いただくと、メーカーは顧客の要望に迅速

アはフェーズを問わず、常に開発状況を追跡することができ、エン

に対応して競争力を維持し、一方では航空機業界の厳格な基準を

ジニアリングに関する意思決定がプロジェクト全体に及ぼす影響を

順守することができます。

即座に評価することができます。

実際のところ、規制当局の要件が設計仕様の一部になっており、

昔は試作機を使用して航空機が開発されていたため、時間もコ

こうした要件を満たしていることを自動解析ツールが追跡し、満た

ストもかかり、この試行錯誤による手法に何か不具合が起こると本

していない場合は自動で警告してくれます。このように、SIMULIA

当に致命的でした。これと比べると、今日のテクノロジーを利用す

のテクノロジーが開発を加速させ、コストを削減していても、安全

るエンジニアは航空機全体をバーチャルに開発することができ、構

性と品質は常に最優先されます。

造部品や安全性、飛行性能を即座に評価できます。

シミュレーションモデルを使用すると、エンジニアは数千に及ぶ

シミュレーションを利用すると、設計フェーズの極めて早い段階

モデルを迅速に評価し、材料や荷重、公差、動作条件等のパターン

から開発期間を短縮できます。バーチャルな環境で開発すると、要

を考慮することで、信頼できる万全なデザインを作成できます。たと

件を考慮してそれに対応しながら複数の設 計バリエーションを迅

えば詳細なボディ構造のエンジニアリングの場合、従来の手法と比

速に評価することができるため、航空機の軽量化や静粛性、燃費

べると、エンジニアは 10 倍も多くのコンセプトを評価できます。そ

向上につながります。

うして、3 日から 5 日を要していた所要時間はわずか 30 分に短縮

SIMULIA では高精度な一連の計算ツールが提供されており、た

できるのです。

とえば構造力学、流体シミュレーション、電気・電子部品、システ
ムズ・エンジニアリング、最適化などの機能が網羅されています。こ
うしたシミュレーション ソリューションでは効率性の高い計算処理
を行うため、物理試験を行うよりも所要時間を大幅に短縮できます。

SIMULIA のテクノロジーをご利用いただくメリットには、適切な
機体構造を選択できること、そして燃費や航続距離の改善、騒音
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詳細情報

www.3ds.com/products-services/simulia/solutions/
aerospace-defense/multi-disciplinary-trade-off-analysis
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アカデミック ケーススタディ

実機プロトタイプを使わずに
無人航空機システムを
解析・テストする

過

酷な環境条件や未知の領土はしばしば、戦争や平
和維持活動において兵士の安全を危険に曝します。
偵察任務中に必要な機密情報を収集するにしても、

よく知らない建物内で兵士を警護するにしても、ド
ローン (あるいは無人航空システム、UAS) は役に立

ち、人命を救助できることがわかっています。理由は、その大きさや

ステルス性、操縦者が安全な地上で遠隔操作して飛ばせることです。
ジョー ジ ア 工 科 大 学 の 航 空 宇 宙 シス テム デ ザ イン 研 究 所

(Aerospace Systems Design Lab: ASDL) でリサーチエンジニアを
務める Simon Briceno 氏は次のように語ります。
「UAS のようなシス
テムはますます複雑化しています。これは、
より多くの用途で使われる
ようになり、使われる状況もますます変化して難しい状況で使われるよ
うになっているからです。建物の中を飛んだり、敵の領土で屋外を飛
んだりといったドローンが進化する環境には、高度な適応性を備えた
システムが必要です。そのため、過去 50 年間のあいだに、リスクや
開発期間が受け入れがたいレベルにまで増大してしまいました」

www.3ds.com/simulia
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複雑なシステムである UAS には多くのコンポーネントが組み込ま
れており、そうしたコンポーネントが互いにさまざまなやり取りをし
ながら、全体としてのシステムの動作を決めています。数千に及ぶ
ドローンの飛行形態で対応できる状況は数千に及ぶため、Briceno
氏と ASDL の学生たちは、実機プロトタイプを作成する前に、そう
したさまざまな条件に関するより多くの情報やノウハウ、詳細な内
容を構想フェーズで使えるようにして、時間の短縮とコスト削減を
実現したいと考えました。

Briceno 氏は次のように語ります。
「デザインごとに実機プロトタ
イプを作成してテストするこれまでのやり方では、コストと時間が
あまりにもかかり過ぎます。そのため、UAS の設計や統合、テスト
に要する時間を短縮する必要がありました。我々が採用したのは、
バーチャルな環境で設計や挙動を作成・解析・テストする方法です」
米国の陸軍研 究 所から資金の 提 供を受けて、ASDL はリアル
タイムの情報を分隊レベルで中継する UAS の開発を目指しまし
た。ASDL は他の学術機関や研究機関と連携してバーチャルなプ
ロトタイピングのフレームワークを作成しました。このフレームワー
クでは、広大な概念空間において、また、さまざまな任務に向け
て、1 つまたは複数の UAS の挙動を設計・シミュレーション・解

ジョージア工科大学の Aerospace Systems Design Lab (ASDL) は、
ダッソー・システムズのウィニング・コンセプトを使用して無人航空機
システム (UAS) を設計・解析・テストしています。

析・予測するための、複数の専門領域をカバーする一連のツール
を統合します。ただし、ASDL のチームには、このフレームワーク
を効率的に実行して要件のトレーサビリティを確保するという課題
がありました。

3DEXPERIENCE ビジネス・プラットフォームで
成功を目指す

ASDL のチームには、異なるツールで構成されているフレームワー
クを一元管理するためのプラットフォームが必要でした。そして同
チームは、ダッソー・システムズの 3DEXPERIENCE プラットフォー
ムと、ENOVIA や CATIA、SIMULIA、3DVIA のアプリケーション
で構成されている、航空宇宙・防衛産業向けの「ウィニング・コンセ
プト」インダストリー・ソリューション・エクスペリエンスを使用しま
した。このウィニング・コンセプトは、コンセプト設計の検討を最
適化するためのプラットフォームを提供します。提案プロセスに関す
る情報を包括的に蓄積できるようになり、将来のコンセプトでの繰
り返し利用や再使用が可能になります。
ウィニング・コンセプトは、バーチャルなプロトタイピングのフレー
ムワークや手法を支える柱となりました。これは、ウィニング・コン
セプトによって、設計・製造・解析・検証などの機能を、顧客の要件
を満たす適切なコンセプトを短時間でバーチャルに特定・計画・設
計・構成する機能に統合されたためです。

します。Briceno 氏は次のように説明します。
「製品はシステムで構
成されていますので、単に形状だけを考えるのではなく、システム
の複雑さ、すなわちそれを構成するコンポーネントや、それぞれの
コンポーネントの間の関係、さらにはシステムが全体的なデザイン
にどのようにフィットするのかなども考慮することがとても重要で
す。全体像を把握するという点では、バーチャルなプロトタイピング
はよりコスト効率性に優れた方法です」
ウィニング・コンセプトは学生たちに、バラバラなソリューショ
ンの寄せ集めではなく、多くのアプリケーションが統合された環境
で作業できるチャンスを提供しました。学生たちは瞬く間に使い方
を習得し、夕方の自由時間にはシステムで遊ぶ余裕さえありました。
自分たちの独創性を披露したり、搭載されている機能を片っ端から
使って新しいことを試したりしたかったのです。

統合されたフレームワークを利用するメリット

ASDL にとって優先事項の 1 つが、要件を追跡するだけでなく、そ
うした要件に対応するコンフィギュレーションも把握する機能でし
た。ENOVIA アプリケーションで強化されているウィニング・コンセ
プトは、設計プロセスが進む中で要件が変更されるとそれを知らせ
てくれます。そのため、設計者はそうした変更がシステムにどのよう
な影響を及ぼすのか追跡し、要件を順守するにはシミュレーション

ASDL が焦 点を合わせている研 究 対 象はコンセプト設 計です。 を再度実行する必要があるのかどうかを見極めることができます。

設計フェーズの早い段階により多くの情報をもたらし、現実世界に
おける製造や認証といった後工程で「想定外」が発生しないように

こうしたトレーサビリティ機能は設 計変更や製品展開を管理す
る際に有効で、要件の変更が選択したコンポーネントにどのような
影響を及ぼすのか、あるいは特定の変更を行ったコンセプトはどの
ようになるのかなどを確かめて理解できます。

「製品はシステムで構成されていますので、 考えられる UAS デザインすべてを検討できるようにするために、
単に形状だけを考えるのではなく、シス SIMULIA アプリケーションには要件に対応するのにベストなコン
テムの複雑さや、システムが全体的なデ フィギュレーション繰り返し回数を自動提案する機能が組み込まれ
ています。ベースになるのは、ENOVIA に保存されているスマートコ
ザインにどのようにフィットするのかなど ンポーネント ライブラリです。
も考慮することがとても重要です」
システムにはトレード分析機能も組み込まれており、ASDL は天
̶ ジョージア工科大学、航空宇宙システムデザイン研究所
(ASDL)、リサーチ・エンジニア、Simon Briceno 氏
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文学的な数の探索件数を対応可能な件数にまで絞り込むことがで
きました。Briceno 氏は「この点で、我々はそのコンセプトが実際

www.3ds.com/simulia

にはどのようになるのかを必ずしも正確に知る必要はありませんが、
それが特定の方法で機能しなければならないこと、そしてこの機能
には特定のロジックがあることは知っています」と語ります。

成果物なども定義することができます」と付け加えます。
コンセプトが完成すると、ウィニング・コンセプトはすべての要件
が満たされていること、
そして実際に考えていたとおりに機能するこ

バーチャルな世界を活用すると、ASDL は自分たちのデザインに

とを顧客に納得してもらえるように支援します。Briceno 氏は次のよ

対する自信を深めることもできます。ノウハウをコンポーネントに作

うに語ります。
「設計者は要件の概念的な側面から詳細な予備解析

り込み、バーチャルな環境でシステムを構築し、それを SIMULIA

に至るまで、設計内容にさまざまな切り口で対応できます。顧客に

でテストすれば、チームは設計プロセスの早い段階で自信を深めら

対して、我々のコンセプトを視覚的に、順を追って説明し、我々が

れます。実機プロトタイプ作成段階に入れば、そのコンセプトを実

顧客の要件に対応していることを目で見て確認してもらえます。そ

際に形にして思っていたとおりの性能を発揮できると確信をもって、

のソリューションを予算の範囲内でスケジュールどおりに顧客に提

できることに打ち込む自信を持たせてくれるのです。

供できることも、我々は早い段階からわかっています」

Briceno 氏のチームは、CATIA アプリケーションの機能ととも
にウィニング・コンセプト のコンポーネントベースの手法を使用し
て、UAS のスマートなサイバーフィジカル コンポーネントを設計して
います。こうしたコンポーネントに含まれているのは、単に形状に
関する CAD 情報だけではありません。市場で生産されるのか自
社生産するのかなどの行動特性に関する情報も持たせることがで
きます。こうしたコンポーネントを ENOVIA に保存しておけば今後
のプロジェクトで再利用することもでき、ASDL は設計時間を短縮
し、将来の学生たちも引き続きコンポーネントの知的所有権を利用
できます。

3D 環 境を構築して UAS の適 応性をテストする準備ができた
ら、Briceno 氏と学生たちは 3DVIA アプリケーションを使用してド
ローンのテストミッションを作成します。3DVIA を使用すると、学
生たちはバーチャル環境を表示し、物理特性等の関連データを収
集して CATIA で解析することができます。Briceno 氏は
「すべての
アプリケーションが完全に統合され、完全な互換性が確保されてい
るため、チームワークが促進されてデータもスムーズにやり取りでき

認証を見据える

ASDL はまた、ダッソー・システムズと協力して、設 計に関する
意思決 定を行う早い段階に認証を行えるしくみを導入しています。

Briceno 氏は次のように説明します。「ASDL には、認証を重視し
た設計を専門とするチームがあります。これは、複雑なシステムで
は、認証は総原価に大きな影響を及ぼす要素だと考えているからで
す。性能や経済性を重視するだけでなく、特定のコンセプトで選択
されたシステムやコンポーネントの中では、認証、すなわちコンプラ
イアンスの手段に関するどのような側面が役割を果たすことになる
のかも重視することが重要だと考えました」

UAS に対する需要は、民間部門でも軍事目的でも引き続き伸び
ています。今後 50 年間で明らかになることではありますが、UAS
のテクノロジーや手法はこれからも改良され続けるでしょう。そして

Briceno 氏は最後に次のように語ります。「現在は、構想フェーズで
意思決定を行うことができ、我々のバーチャルなプロトタイピング
のフレームワークは 1 つのプラットフォーム上に統合されています」

ます」と語ります。
チームワークを足場にして、ENOVIA がその時点で利用できる最
新のデータを提供するため、プロジェクト チームは緊密に連携し、
同じモデルでリアルタイムに、並行して作業を進めることができま
す。Briceno 氏は「しかも、時間の経過とともにチームには別のタ
スクを割り当てることができ、全員が関係する作業はどれか、プロ
ジェクトの重要な節目はどこか、また、各人が提出することになる

www.3ds.com/simulia

詳細情報

www.3ds.com/customer-stories/single/
georgia-institute-of-technology
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AEROSPACE & DEFENSE

Improve Program
Execution with Simulation

THE PROBLEM WITH TODAY’S PROGRAMS…

only

18%

are delivered
on budget

19%

are canceled

44%

miss delivery

19%

require >10%
more resources

ifwe.3ds.com/aerospace-defense
THE SOLUTION: SIMULATE ACROSS
THE ENTIRE PROGRAM LIFECYCLE

Contract Bidding

Concept Design

Deliver Insights

Simulation provides insights
that develop winning bids

Simulation ensures that
requirements are met for
the concept baseline

By connecting
spreadsheets,
simulations and other
data – at all phases of
the program’s lifecycle

5 WAYS TO ADD VALUE

3

1

Increase accuracy of performance prediction
with multi-disciplinary simulations

4

2

Automate the finding of optimal designs
using trade studies

5

Prototyping
and Testing
Simulation identifies
secondary and tertiary
failure modes that can be
addressed simultaneously

Detailed Design
Simulation offers performance
insights for design decisions

Make sense of multiple analysis results
with Simulation Intelligence

Use low and mixed fidelity simulations to
provide early stage results and a route to
higher fidelity models
Track everything with
Simulation Data Management

Program delivered on time, on budget

パートナー ハイライト
き裂の評価 :
壊れるのか

金

属部品のき裂は、航空宇宙や電力、化学プロセス、石油、

パイプライン、重機などの多くの業界に影響を及ぼします。

き裂が見つかった時によくある 2 つの疑問が、
「壊れるの

か」と「あとどのくらいで壊れるのか」です。潜在的なき裂を検討す

る場合、どのくらいの大きさのき裂が破壊を引き起こすのでしょう
か。こうした問題には破壊力学解析を用いて対応します (API 579/

ASME FFS-1 standard [1]参照 )。航空宇宙分野の構造物はさまざ
まな材料から作ることができ、金属部品のき裂は評価できるため、
エンジニアは安全で信頼できる構造物を確保できます。

き裂モデル

き裂前縁に沿った応力集中メッシュ領域のクローズアップ。
個々のコンターで Abaqus が J 積分の値を計算する。

一部のジオメトリやき裂形状については既知の解が存在しているか

るには、弾塑性解析で複数の解析ステップで荷重を大きくしていき、

もしれませんが、そうではない場合は、最初の画像のタービンのモ

き裂前縁の塑性域が進展するようにします。き裂前縁の鈍化を捉え

デル [2] のように、有限要素解析用に独自のき裂モデルを作成する

るには、メッシュを十分細かくする必要があります。J 積分の結果

こともできます。この例では、タービン軸の周期対称モデルを使用

を使用して参照応力を決めます。参照応力は、FAD 評価点横軸の

して複数のき裂位置で検査しています。き裂モデルの重要な機能の

値である荷重比 Lr を求める際に必要になります。また、き裂モデ

1 つが、2 つ目の画像に示した集中メッシュ領域です。Abaqus で
は 6 面体要素による同心円状の閉曲線を使用してき裂前縁に沿っ
た J 積分の値を計算します。この際、個々の閉曲線の値を比較して

ルの弾性解析を実行して応力拡大係数 (K 値 ) を計算し、FAD 評価

正確な結果が得られていることを確認できます。

価点が来るまでき裂サイズが変化します。限界の欠陥サイズを把握

き裂の評価

破壊におけるき裂の評価にはいくつかの方法があります。たとえば
破壊評価線図 (FAD) 、き裂進展力、延性引き裂きの不安定性など

です。このタービンの評価には破壊評価線図 (FAD) が使われまし
た。3 つ目の画像は、2 つのき裂サイズの評価点を比較した FAD

点の縦軸の値である破壊比 Kr を決めます。
限界き裂解析を行うと、安定限界となる FAD の評価曲線上に評
しておくと、検査計画や検出する必要がある最小のき裂サイズを決
めやすくなります。

ソフトウェアの機能

Abaqus と FEACrack を組み合わせてお使いいただくと、エンジニ

アはき裂モデルの作成に関する課題に対応し、評価に必要なたくさ

プロットを示しています。10mm のき裂は安定していますが (FAD

んのき裂メッシュを迅速に生成できるようになります。疲労解析モ

曲線の下側 ) 、12mm のき裂は不安定になっている (FAD 曲線の上

ジュールは、繰り返し荷重によるき裂進展を予測します。Abaqus

側 ) ため、破壊が予測されます。

は、たとえばき裂メッシュをより大きなモデルに接続するための結

こうした破壊評価線図を作成するには、通常は Abaqus/CAE を

合接触や、き裂面が閉じるときの一般接触、非線形材料、サブモ

使用して全体的なジオメトリとメッシュを作成し、次にき裂のメッ

デル、J 積分の計算など、き裂解析に必要なさまざまな機能を提供

シュが追加される位置でモデルを分割します。その次のステップで

します。

は、分割した領域を FEACrack にインポートし、き裂メッシュ密度

SIMULIA Learning Community をご利用いただくと、き裂解

を選択し、材料や境界条 件を適 用してき裂メッシュを生成します。

析の方法をビデオで見ることができます。き裂解析の詳細に関する

生成されたき裂メッシュは、元の大きなモデルと結合するか、サブ

お問い合わせは、G.Thorwald@QuestIntegrity.com までご連絡

モデルとして実行します。き裂の評価に必要な J 積分の値を計算す

ください。

参考資料

1. API 579-1/ASME FFS-1, June 2016 “Fitness-For-Service”, The American
Society of Mechanical Engineers and the American Petroleum Institute,
API Publishing Services, 1220 L Street, N.W., Washington, D.C. 20005
2. G. Thorwald, V. Garcia, R. Bentley, and O. Kwon, “Steam Turbine Critical
Crack Evaluation and Ranking Cracks to Prioritize Inspection”, SIMULIA
User Meeting at Science in the Age of Experience conference, June 18-21,
2018, Boston.

タービン軸、8 分の 1 対称の 45 度モデル。複数の箇所でき裂を検査。
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詳細情報

www.questintegrity.com/software-products/feacrack

www.3ds.com/simulia

技術情報
Abaqus/Explicit を使用した

バードストライク シミュレーションの戦略

バ

ードストライクは柔らかい 物 体による高速 な衝 突として
分類されます。これは、接触領域で発生する応力が鳥の
強度よりはかなり大きく、衝撃を受ける構造物の強度より

手法 : ラグランジュ法またはオイラー - ラグランジュ連成

(CEL)

CEL 法ではメッシング作業が大幅に簡素化されます。これは、柔ら

は小さいためです。衝突体 (鳥) が変形しやすい場合は構造物の特

かい発射体のメッシュを作成する必要がないからです。代わりに、
オ

定領域以上に衝撃荷重が広がるため、特別なひずみ速度依存性材

イラー要素で構成されるシンプルで均一な有限要素メッシュを作成

料モデルを使用する必要があります。

し、解析中は常に発射体がメッシュ境界内に完全に含まれるように

構造物が変形する場合は、衝撃荷重は構造応答に依存し、同様

します。これを実現するには、解析の最初から最後まで発射体の軌

にその構造応答は衝撃荷重に依存します。実験によると、バードス

跡全体を取り囲むのに十分な大きさのある、動かないオイラーメッ

トライクは 3 つのステージ、すなわち (1) 衝撃波ステージ、(2) 圧力

シュを作成するか、あるいは、発射体が空間内を動くのに伴って追

解放ステージ、(3) 定常流動圧力ステージを特徴としています [1]。

跡・拡張・縮小してそれを囲い込むことができる、動くオイラーメッ

実験で得られる重要なパラメータは衝突力、圧力のピーク、定常流

シュを作成するのか、いずれかの方法を使用します。

圧力です。

結果

円筒型の発射体を使用することで、圧力のピークや定常流圧力の
解析的予測との直接比較が可能になります。ラグランジュ法と CEL
法の両方で、Abaqus と理論値の間に良い相関が認められます。

材料モデリング

鳥の材料は、文献で広く受け入れられている呼び方として、いわゆ
る「弾塑性流体力学的」材料モデルによって表現されます。高圧時
の、鳥の流体力学的な圧力 - 体積挙動は Abaqus/Explicit で次の
いずれかを用いてモデル化することができます : (a) 鳥の内部の衝
撃波 Us と粒子速度 Up の間に線形の Hugoniot 関係式を用いた

Mie-Grüneisen 状態方程式、または (b) 材料の流体力学的応答を
モデル化するのに非常に柔軟性が高い表形式の状態方程式。
さらに、Abaqus の延性損傷基準を使用して鳥の要素を削除す
ることにより、ラグランジュ要素の過度のゆがみや、そのゆがみに
関連して解析が失敗することを防ぎます。このようなゆがみは、水
のように均質化された鳥の物理的挙動 ( 流れ) によって生じます。要
素を削除することによって、シミュレーションの結果もより現実に近
くなります。

鳥と構造物の相互作用

円筒の圧力のピークを理論値と CEL 法、ラグランジュ法で比較。

結論

有効な Abaqus の柔らかい発射体モデルを使えば、複雑で時間
のかかるキャリブレーション作業を行うことなく、特定の構 造 部
品を直接解 析することができます。今回説明したモデルはすべて、

SIMULIA から Abaqus モデル データベース形式で提供していま

Abaqus/Explicit の一般接触機能を用いると、鳥と対象物の間の

す。このデータベース内の剛体対象物を解析対象の構造物に置き換

非線形な連成を十分に考慮した構造物全体の圧力分布を効率的に

えるだけで解析を行っていただけます。

モデル化することができます。一般接触アルゴリズムで使われるペ
ナルティ法では、接触している物体の機械特性の違いを考慮するこ
とができます。

詳細情報

詳細な結果につきましては、ベストプラクティスをご紹介している
以下のドキュメントを参照してください :

Article ID: QA00000008149; Abstract: Best Practices
for Bird Strike Simulations with Abaqus/Explicit;
Link: https://onesearch.3dS.com/mashup-ui/page/
document?q=docid:QA00000008149

www.3ds.com/simulia
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DASSAULT SYSTEMES SIMULIA
PLATINUM SPONSOR OF THE
NAFEMS WORLD CONGRESS 2019
6 月 17–20 | ケベック・シティー | カナダ

テクノロジー
セッションに
参加する

シミュレーション主導のエクスペリエンスで
インダストリー・ルネサンスに対応

あらゆる規模・物理特性に
対応したデザインで
トランスフォーメーションを体験

専門家がご来場をお待ちしています。
弊社のテクノロジーをぜひご確認ください！

