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ごあいさつ

シミュレーションの新時代に向けて
私はシミュレーションが新たな時代の転換期にさしかかっていると確信しています。大袈裟な言い方
のように思われるかもしれませんが、これを裏付ける事実が存在し、本号の記事もその 1 つなのです。

今からご説明しましょう。

SIMULIA は、エンジニアリング問題の解決に貢献するリアリスティックシミュレーションの手法を長年
にわたって開発してきました。Abaqus の初期バージョンが開発、発売されたのは、もう 33 年前のこと
です。この最初のバージョンのユーザーは、シミュレーションがまだ珍しく、コンピュータも小さく遅いも
のでした。モデル作成と結果表示のための対話型ツールも存在しませんでした。1000 節点が大規模モ
デルの部類に入っていました。シミュレーションは大学や企業の研究活動の一環として行われていまし
た。それは、長年修行を積んだ名工が作品を作り上げるときの職人芸のようでした。
今日、状況はずいぶんと変わりました。現在、超大規模モデルと呼ばれるものは、5000 万節点（または、
それ以上）にも達します。対話型の自動化プロセスによって、解析者はこのようなモデルを簡単に作成し、
シミュレーション結果の大量のデータセットを処理することが可能です。
シミュレーションは、もはや単なる研究活動でも職人芸でもありません。それが設計や製造分野に明
確かつ決定的な価値をもたらしてきたことは、ウィーンで開催された 2013 SIMULIA Community
Conference で発表された多数の素晴らしい論文を見ても分かります（論文はオンラインでご確認いた
だけます）。
シミュレーション技術が重要であるのと同時に、ユーザーコミュニティの皆様は、シミュレーションプロ
セス全体の重要性も増していると実感しています。シミュレーションプロセスをキャプチャし、標準化す
るための戦略や方策が定期的に取られており、信頼できる質の高い実証済みの技術と手法に確立され
た、性能ベースの設計意思決定に貢献しています。管理されたシミュレーションプロセスが、工場の作
業台上で行われるようなレベルを超えて、次第に組立ライン方式で適用されるようになっています。
しかし私が言うところの新時代は、このような実情のさらに上を行くものです。すなわち、こうした能力
拡大をベースとして皆様が踏み出そうとしている次なるステップのことです。多くの皆様が、試作するこ
となく複雑な製品を確実に繰り返し設計できるようにするため、シミュレーションプロセスの利用を拡大
させています。本号の Schaeffler 社や MicroPort 社の記事は、こうした傾向を浮き彫りにしています。
Schaeffler 社は、実際に治具を試作することなく、世界最大の軸受試験装置を設計し組み立てるためシ
ミュレーションを応用しました。MicroPort 社は、Abaqus Knee Simulator（AKS）を活用して 2 種類
のインプラントの長所に関する貴重な手掛かりを得ました。その結果、試作実験の削減により時間とコ
ストが大幅に節減され、将来的には MicroPort 社製品の臨床試験の期間短縮も期待されています。ま
た、民間航空宇宙分野の現在の合い言葉が“試験で確認し、シミュレーションで証明する”であるとい
うのもよく知られています。
私がお伝えしたいのは、シミュレーションは現在多くの場面で設計の最前線にいるということです。そ
れらは特に、試作実験が不可能な複雑で高価な製品、コストのかかる実機試験を含む長期の設計サイ
クルが許されない競合圧力の激しい業界の製品、あまりに高価すぎて試作することができずいきなり製
造にとりかからなければいけない製品、医療機器の人体実験のように実物試験が倫理的な制約を受け
る製品、あるいは、あまりに複雑すぎて時間的にも予算上も十分な試験を行うことができない製品です。
我々が迎えようとしている新時代は、シミュレーション主導による設計の時代です。それは、製品のシ
ミュレーションやプロセスシミュレーションから得られる革新性や独創性が、設計プロセス自体を駆動
するというものです。これを可能にするためには、シミュレーションツールが挙動や性能を的確にキャ
プチャできなければいけません。SIMULIA 製品群は、弊社の強力なローカルオフィス“Centers for
Simulation Excellence”とともに、ユーザーの皆様のためにシミュレーション主導の設計を実現してい
きます。
皆様はこのような動向の最前線にいます。そして我々は、弊社製品がシミュレーション主導の設計に本
来備わる技術、効率性、トレーサビリティ、管理の容易性などを提供できるよう懸命に取り組んでまい
ります。さらに、シミュレーション主導の設計ならびにシミュレーション実務におけるその他の革新的動
向についての理解を深めていただくため、是非 SIMULIA ラーニング・コミュニティに参加されることを
お勧めします。

Sumanth Kumar
SIMULIA Portfolio Experience、VP

www.3ds.com/simulia
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ケーススタディ

宇宙船打ち上げ用
ロケットエンジンのシミュレーション
ATA Engineering 社、Abaqus FEA ソフトウェアを
用いてエンジンノズル性能のマルチフィジックスを解明
トルの 30 年に及ぶ飛行の歴
スペースシャ
史を通じて、スペースシャトル主エンジ

ン（SSME）が原因となってミッションが失
敗したことは一度もありません。NASA の
ウェブサイトに引用されている同機関所属の
あるエンジニアの言葉を借りれば、
「エンジ
ンをうまく作ることができなければ、宇宙
へ行くことはできないのです」。長年にわた
る SSME の成功を経て、2011 年、NASA
はアトランティス号の飛行を最後に、スペー
スシャトル計画を終了させました。しかし
SSME は（最初から再使用が可能なように
設計されていたので）、NASA が重量物運
搬ロケットの開発を目指して実施中の
「スペー
ス・ローンチ・システム（SLS）」計画におい
て新たな道を歩むことになりました。

実績ある設計から、安全かつ
コスト効率良く重量を削減する

現行の NASA 開発計画の合い言葉は「バ
ジェット」です。資金が一定で、計画のあら
ゆる側面において、最高レベルの安全性と
効率性を維持しながら、コストダウンに努め
なければなりません。ロケットエンジンも、
そうした圧力と無縁ではありません。SSME
設計を再利用することは、このエンジンの信
頼性に関する実績を前提とした論理上の話
でした。しかし、新型ロケットのためにその
重量や性能をさらに微調整する場合はどう
でしょうか？
「後で予期せぬことに遭遇しないように、エ
ンジン設計プロセスの初期段階でやれるこ
とは何でもやることが大切です」と、サンディ
エゴ に 本 社を置く ATA Engineering 社
で南東地区事業部のディレクターを務める
Eric Blades 氏は述べています。
彼の会社は、
航空宇宙、防衛、生物医学、自動車その他
の製品に組み込まれる厳しい動的負荷を受
ける最先端の複雑な機械類や電気機械類の
設計、解析、実験において数十年の経験が
あります。ATA 社は、30 年以上にわたり、
打ち上げロケットとロケットエンジンのシミュ
レーションに携わってきました。
「安全側に配慮したロケット設計は、一般に
重量が増す傾向にあります。コンポーネント
が重くなると荷重が増加するため支持構造
も重くなってしまいます。よりロバストな設計
によって 1 ポンドでも節減し軽量化すれば、
それだけ多くの積載物を宇宙に送ることが
できます。動的負荷を見積もる予測ツールの
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信頼性が高ければ高いほど、安全係数を下
げることができ、重量も削減できるのです」
と Blades 氏は述べています。
ロケットエンジンの場合、ノズルが総重量
の大部分を占めています。
「非常に大きな負
荷のかかる打ち上げ時のノズル荷重を正確
に予測することで、ノズル構造を最適化する
チャンスも生まれ、それによって軽量であり
ながら確かな性能を実現できるのです」と
Blades 氏は話しています。
このノズルが示す挙動はとてもユニークで
す。エンジン点火後 2 秒間で、ノズルが揺
れて変形し始めます。すると、ノズルを通過
する気流は内壁から剥離し、ノズル内の他
の位置に移行して、ノズル周方向に変化す
るパターンを作ります。これによって、側壁
荷重と呼ばれる力のアンバランスが生じます
が、それがさらにノズル形状を円形から楕
円形に変化させ、その最大変形量は数イン
チに及びます。この程度の変形は問題なさ
そうに思えますが、打ち上げ時のこのような
マルチフィジックスの連成は、エンジンパッ
ケージ全体の健全性と出力に重大な影響を
及ぼすのです。

シミュレーションがロケットの
フィールド試験の過酷さを最小限
に抑える
ロケット設計者たちは、ずっと以前から、こ
のようなタイプの流体 - 構造連成（FSI）が
ノズルに存在することを知っていました。そ
して時間をかけて、彼らはこの影響を調整

Xw

( f,n+1)

しようと努めてきましたが、うまくいくとき
もそうでないときもありました。これまで、
ノズル設計の評価は、主に目視観測と地
上試験に頼っていました。結果はいつも
理想的とはいきません。ある NASA 以
外の試験では、海外で設計されたエンジ
ンの過大な側壁荷重がアクチュエータを
故障させ、その循環冷却チューブを破断
させる結果となりました。別の例では、大
きな側壁荷重によって、同様のエンジンの
ジンバルブロックの保持ボルトが破損しま
した。
そうした実環境試験を繰り返すには、時
間もコストもかかります。他にも、ノズル
に特有の特性があると Blades 氏は話し
ています。
「測定機器自体、極端な試験
環境に耐えられないため、それらの測定
は不可能です。我々にとって興味のある
特性のいくつかは、シミュレーションを通
じて究明するほかありません」
ATA 社で使い続けられてきたシミュレー
ションツールは、Abaqus 有限要素解析
（FEA）ソフトウェアでした。
「航空宇宙
分野の手法開発会社として、我が社はダッ
ソー・システムズ社と長年にわたって協力
してきました。我々が SIMULIA と協力
する理由は、彼らが、物理現象を現実的
にシミュレーションするための手法を継続
して提案しているからです。我々は、設
計を推進し最適化する上で、シミュレー
ションが極めて有効だと考えています」と
Blades 氏は話しています。

連成解析で、流体 - 構造連成の
R&D を推進

最近 ATA 社が集中的に取り組んだのは、
エンジンノズル挙動を評価するために、流
体－構造連成のシミュレーション手法を開
発することでした。SSME について豊富
な知識があり、データも入手可能なことか
ら、この妥当性評価の対象として SSME
が用いられました。以前に NASA マー
シャル宇宙飛行センターで実施された研
究では、ノズル形状に対する側壁荷重の

CSE マッピング
CHEMAbaqus

Xw

(s,n+1)

グリッドの変形

Abaqus

CHEM
CFD ソルバ

CSE マッピング
Tw

( f,n)
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Fw
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ATA 社の FSI シミュレーション手法は、Abaqus FEA、CHEM CFD、および SIMULIA CSE を
用いて FEA と CFD の両シミュレーションを連成させている。メッシュの計算結果が、時間ステップごとに
両ソルバ間で繰り返し交換される。

SIMULIA Community News 2013 年 6 月号

www.3ds.com/simulia

ジン形状を調べる必要があると考えました」
と Blades 氏は話しています。

（側面図） t=0.7932 秒

t=0.7966 秒

t=0.8000 秒

最初のシミュレーション結果から、次のシ
ミュレーションのための初期ノズル形状が決
定されました。それは NASA に対して、ノ
ズルの変形状態、変形量、そして関係する
側壁荷重の大まかなイメージを与えました。
ノズルの低周波域の構造応答のシミュレー
ション結果は、SSME の試験と運用時の以
前の観測結果と整合していました。
「我々の
予測結果はすべて、NASA が予想していた
ことと一致していました」と Blades 氏は話
しています。

ロケットノズルに対する初の
シミュレーション

「このエンジン始動シーケンスの初期段階に
おける Abaqus と CHEM CFD を用いた
シミュレーションは、ロケットエンジンノズ
ルに対して初めて実施された、時間精度の
高い完全連成の 3D FSI シミュレーション
t=0.7966 秒
t=0.8000 秒
（端面図） t=0.7932 秒
でした。この連成シミュレーションは、現在
非定常 FSI シミュレーションにおける、ノズル変形形状と変形コンターの側面図と端面図。図に示す時間間隔での
NASA が行っているような CFD 単独のシ
最大変位は、ノズル後縁に生じている。
ミュレーションに比べ計算コストがかかりま
すが、それほど法外なものではありませんで
影響を正確に模擬することができませんで
を備えています。CSE の API を利用すれば、
した。CPU 時間は妥当な範囲内だったと思
した。計算流体力学（CFD）解析は多くの
たとえば Abaqus 構造ソルバと CD-adapco
います」と Blades 氏は述べています。
計算パワーを必要とするため、流体解析は、
の STARCCM+ CFD ソルバを簡単に、そ
ATA 社の次のステップは、彼らの FSI シ
常に構造解析と切り離されて“非連成”問
して追加コードなしで接続できます。
ミュレーションの妥当性を十分確認して、こ
題として解かれていました。そのため、ある
構造 FEA モデルは、ロケットエンジンのジ
の協調シミュレーション手法の精度を明示
仮定が設けられました。すなわち、ノズル
ンバル、ジンバルのアクチュエータ、ノズル
することで す。
「 ロケットエンジン分 野の
は完全に剛体で円形であると仮定されまし
周囲の補強バンド、主燃焼室、そしてノズ
NASA その他の組織は、この技術を用いて
た。こうした仮定のもとでは、エンジン点火
ル本体からなっています。流体モデルは「単
航空宇宙のさまざまな物理現象をより適切
時のノズル形状を予測することや、ノズルの
一種ガス」の値に基づいていますが、それ
に表現したいと思うことでしょう」と Blades
全体的な構造応答を正確に計算することは
はロケット燃料における水素と酸素の混合
氏は話しています。
できません。
特性を表現しています。流体領域のメッシュ
そうなる可能性は大いにあります。なぜなら、
ATA 社は、ロケットノズルのより現実に即
は MSU で開発されたメッシュ生成プログラ
ATA 社は最近、NASA の SLS 計画の中
した動特性を得るため、構造解析と流体解
ムで作成されました。
で研究を継続することが決まったからです。
析を連成させて完全な FSI 解析とするため
FSI シミュレーションでは、CHEM CFD
「次世代の打ち上げシステムでは、コスト目
の包括的な手法をテストすることにしました。
ソルバが流体メッシュで解析を行い、その
標や乗員の安全目標を達成するために、高
エンジニアは、彼らの Abaqus FEA ソルバ
メッシュ上でロケット推進力を計算して、そ
い推力重量比を実現する推進装置、軌道平
を流体ソルバとリンクするために SIMULIA
れらの計算結果を SIMULIA CSE を介し
均における比推力の向上、輸送船システム
Co-Simulation Engine（CSE）機能を利用し
て Abaqus 構造ソルバに転送します。一方
全体としての信頼できる性能、継続的に発
ました。今回使用した流体ソルバは、すで
Abaqus はエンジンの構造メッシュで解 析
生する費用の低減など、さまざまな技術革
に NASA で使用されていた、ミシシッピ州
を行い、CHEM から受け取った荷重によっ
新が必要になります。今回の研究で我々が
立大学（MSU）開発 の Loci/CHEM CFD
て構造変位を計算します。これらの変位は
ベースにした既存の SSME は、このロケッ
コードです。Rocketdyne 社から提供された
CSE を介して CHEM の CFD モデルに戻
トの第 1 段主エンジンとして用いられる予
ノズルのジオメトリ情報と有限要素モデルを
され、CHEM は新しいノズルの変形形状に
定ですが、NASA は上段エンジンの設計に
もとに、ATA 社は、NASA から入手済み
合わせて流体メッシュを更新し、この流体
も、我々の FSI シミュレーション手法を利
のシャトルロケットノズルの豊富なデータに基
メッシュで再度解析を行います。この往復サ
用しようとしています」と Blades 氏は説明
づいて、彼らの構造モデルと流体モデルを微
イクルは、シミュレーションの時間ステップ
しています。
調整しました。
ごとに繰り返されます。
CSE は、同時に走る複数ソルバのデータ同
ATA 社は、ノズルの動特性を完全に把握
期化と情報伝達を可能にするメカニズムに
するため、連続して 2 回の FSI シミュレー
よって、2 つのソルバを緊密に統合する“グ
ションを実 行しました。 最初の実 行では
ルー ( のり )”ソフトウェアとしての機能を果
SSME 点火直後のノズル形状が決定されま
たします。それは、サーフェスまたはボリュー
す。
「我々は、まだ多くの事象が進行する前
ム上のデータが重なり合うところで情報を伝
詳細は以下をご覧ください
の最初の数秒間をシミュレーションする計算
達するマッピング機能と、シミュレーション
リソースを持ち合わせていませんでしたが、
www.ATA.com
用クライアントプログラムのためのアプリケー
これから興味深いことが始める段階のエン
www.3ds.com/SCN-June2013
ション・プログラミング・インターフェース
（API）
www.3ds.com/simulia
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バードストライクの多大なショックを和らげる
HCL Technologies 社、Abaqus を用いて鳥と飛行機の衝突をシミュレーションし、
より安全な機体構造を設計して、実機試験の削減に貢献
ルミは衝撃に良く耐えますが、こうした新素
材は金属に比べて脆弱であり、衝撃に対し
強くありません。
「我々は、全複合材構造や複合材と金属の
ハイブリッド構造など、垂直安定板に対して
さまざまな材料オプションを調査しました。
それぞれの設計反復では、適切な安 全基
準を満たすかどうか確認するために、個別
のバードストライク解析が必要でした」と、
HCL 社のエンジニアリング R&D サービス
部門に所属する上級プロジェクトマネージャ
の Ganthimathinathan Perumal 氏は話し
ています。

1903 年に米国ノースカロ
ライト兄弟が
ライナ州キティホークで史上初の有人

飛行に成功してから 2 年足らず後には、弟
のオーヴィル・ライトが鳥と飛行機の初めて
の衝突事故について書き残しています。そ
れ以来 100 年以上の間に、航空機とその
運航数は増大し、鳥と飛行機が空中で遭
遇する機会も増えました。鳥類と飛行機が
空域を共有する限り、事故は避けようがあ
りません。
近年、バードストライク（今では、こう呼ば
れています）は、ますます日常的となり、犠
牲を伴う出来事となってきました。鳥は決
して助かることはありませんが、全体の 85
パーセントで、飛行機は損害を免れていま
す。残りのケースでは、航 空機は損傷し、
場合によって人的被害を伴うような大事故と
なっています。米国だけで、民間航空機の
バードストライク事故は年間約 10,000 件に
ものぼり、民間機と軍用機を合わせて 6 億
5000 万ドル以上の損害が生じています。ま
た世界でも、1988 年以来 220 人以上の死
亡者が出ています。
この深刻化する問題に対処するため、米国
連邦航空局（FAA）と国内外のバードスト
ライク委員会は、事故の影響を検証するとと
もに、バードストライク事故の防止策に関し
て、空港、航空会社、そしてパイロットと密
接に協力しています。航空エンジニアたちも

6

この問題に注目しており、どのように機体構
造を強化すれば、事故が避けられなくても、
損害を最小限に抑えて安全な飛行を確保で
きるかということに全力で取り組んでいます。

鳥の衝撃を考慮した設計

鳥と飛行機の衝突は、機首先端部、コック
ピットのフロントガラス、エンジンのカバーや
ブレード、主翼と尾翼の前縁部など、航空
機の前方に面した場所で発生するのが普通
です。その衝撃力は、鳥の重量ならびに衝
突の速度と方向に関係しています。そのエ
ネルギーは、2 つの物体間の速度差の二乗
に比例して増大するのです。たとえば、12
ポンドのカナダ雁が時速 150 マイル（通常
の離着陸時の速度）で飛行する飛行機に衝
突した場合、10 フィートの高さから 1000 ポ
ンドの重りを落としたときと同じ運動エネル
ギーが発生します。これは重大かつ壊滅的
な損傷を与えるのに十分な威力です。
インド・バンガロール市のエンジニアリング
サービス会社、HCL Technologies 社の最
近のプロジェクトは、民間旅客機の尾翼に
用いられる垂直安定板の設計・開発に関わ
るものでした。この業務では、燃料効率化
と構造 重量削減へのプレッシャーのもと、
エンジニアリングチームは従来の金属製に代
わる、より軽量な代替案を設計するよう求め
られました。しかしアルミニウムを複合材に
置き換えることは大きなチャレンジです。ア
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飛行資格を得るには、FAA や EASA（欧
州航空安全機関）の規制を満たす必要があ
ります。すなわち、すべての民間航空機は、
巡航速度で飛行中に、いかなる位置で 4 ポ
ンドの鳥と衝突した場合でも、それに耐え
て安全に飛行を継続し着陸できるよう設計
されなければなりません。さらに米国では、
FAA の規制によって、航空機の尾部構造
は巡航速度で 8 ポンドの鳥と衝突した場合
にも耐えうることが要求されています。

バードストライクの
シミュレーション

バードストライク要件を満たすため、航空機
エンジニアには、従来からすべての構造に対
し実機試験を行うことが義務づけられてき
ました。これは、既知の質量と密度の物体
を、圧縮空気砲で構造体に向けて発射する
ものであり、非常に時間とコストのかかるプ
ロセスです。彼らは以前から、実験を補完
するため、開発段階でコンピュータモデリン
グも利用してきました。シミュレーションが、
剛体面に向けた単純な圧力パルスから、今
日の非常にリアルな解析へと進化するにつ
れて、それは衝突時に発生する現象の予測
が可能なコスト効率の良いツールとして、次
第に受け入れられるようになりました。
HCL 社の R&D チームは、彼らのシミュ
レ ーションの 必 要 性 か ら Abaqus 有 限
要 素 解 析（FEA） を 使 用してきまし た。
「 バードストライクは、 非常に高度な動的
非 線 形 事 象 で す。 特 に 衝 突した 後、 壊
れ た 構 造 体 や鳥 の 破 片 が 機 体 の 他 の
部 分 に ぶつ かる 場 合 には、 複 雑 な 接 触
挙 動 を 伴 いま す。Abaqus は、 こうし た
マルチフィジックス問題を適切に処理します」
と HCL 社のプロジェクトマネージャである
Anwar Ibrahim 氏は話しています。
このツールはまた、新素材の調査に役立つ

www.3ds.com/simulia

材料モデルの広範なライブラリも備えていま
す。
「複合材に対しては、我々は Abaqus に
内蔵されている“進行する損傷および破壊モ
デル”を使用しています。これには、引張
時の繊維破断と繊維座屈の現象、そして母
材のひび割れ、せん断、および圧壊の現象
が含まれています」と、彼は話しています。
インド各地の R&D 部署で FEA を使用し
ている HCL 社のエンジニアにとって、付加
的なメリットもあると Ganthimathinathan
氏は指摘しています。「我が 社の顧客は設
計開発段階でさまざまなソフトウェアを使用
していますが、我々はそれらすべてと連携
できなければなりません。Abaqus はベン
ダー中立的なソフトウェアであり、他のさま
ざまなツールと互換性があります。そのため
我々はもう 10 年以上 Abaqus を使用して
きました」

モデル、手法、そして材料の評価

安定板解析の最終ゴールは軽量設計案の探
求でしたが、まずベースラインを設定するた
め、金属製安定板モデルを検証することか
ら調査が開始されました。
「以前の解析は金
属製の機体 構造に焦点を置いていたため、
我々はアルミニウムを用いて、問題に着手す
る最善の方法を見つけ出すことにしました」
と Ganthimathinathan 氏は話しています。
鳥と飛行機の衝突は大きな材料 変形をも
たらすため、さらに柔軟体の衝撃をモデリ
ングする手法をテストする必 要もあったと
Ibrahim 氏は述べています。「我々は、ラ
グランジュ法と連成オイラー・ラグランジュ
（CEL）法のどちらのメッシング方式が、最
も正確な結果をもたらすか確認したいと思
いました。Abaqus には両方の機能があり
ます」
最初に R&D チームは、ベンチマークのた
め、毎秒 150 メートルの速度で移動しなが
ら外板厚 1.5 mm の金属製安定板に衝突す
る 4 ポンドの鳥をモデル化しました。その
結果、CEL 法と単純化したメッシングの組

A)

B)

C)

図 1. HCL 社のエンジニアは、彼らのバードストライク解析手法のベンチマークテストを行うため、Abaqus を
用いて数種類の全アルミ製垂直安定板を解析した。図（A）と（B）はラグランジュ法を用いた場合の、衝突時
の異なる時間ステップにおける非現実的な鳥の変形を示している。図（C）と（D）は CEL 法を用いた場合の、
衝突時の厚さ 1.5 mm の安定板の破壊挙動（C）と、より現実的な柔軟体の材料挙動（D）を示している。

み合わせが、現実により近い結果を生み出
し、しかも実行時間の短いことが判明しま
した（図 1）
。
次に彼らは、これら検証されたモデルと手
法を用いて、全複合材構造とハイブリッド構
造の一連の安定板設計を解析しました。毎
回、積層構成のプライ数と材料組成を変更
しながら、バードストライク解析が実行され
ました。各構造が合格するには、安定板の
前縁が“仮想衝撃”に耐えなければなりま
せん。
30 プライの全複合材構造の（ガラス繊維と
アラミド繊維から成る）設計案は、4 ポン
ド鳥モデルの衝撃に耐え抜きましたが、同
様の 20 プライの設計案は合格しませんでし
た。より軽量な 20 プライ案の強度を高める
ため、エンジニアは最外層のプライを単一の
アルミ層（厚さ 0.9 mm）で置き換えました。
このハイブリッド設計案では、鳥モデルと衝
突したとき、外側金属層は損傷しましたが、
その下の複合材層は重大または壊滅的な損
傷を免れました（図 2）
。この成功したハイ

ブリッド設計案に対する実機試験が、飛行
資格を得るため現在予定されています。

変化するシミュレーションと
実験の役割

航空機エンジニアは、軽量な機体構造を設
計するため、ますます複合材やハイブリッド
材に目を向けつつあります。彼らは、バード
ストライクのような事象に対して、設計案が
業界の厳しい安全要件を満たしているか確
認しなければなりません。シミュレーション
と実験は、どちらも妥当性確認と認証手続
きに一定の役割を果たしていくことでしょう。
しかし両者のバランスは変化しつつあります。
FEA は、長くエンジニアに受け入れられて
きました。Ibrahim 氏は次のように話してい
ます。
「シミュレーションを用いれば、我々
の設計オプションが広がるだけでなく、規制
を満たす設計案を見いだすまで、容易に変
更を繰り返すことが可能です。解析プロセ
スの適用によって、我々は実物試験を最小
限に抑え、開発コストと期間を短縮できるの
です」
規制機関もまた、この技術を支持しています。
欧州統合航空規則（JAR）によれば、バー
ドストライク要件への準拠は、類似デザイン
の代表的構造で実施された試験をベースに
解析で証明することが許されています。こう
した規制方針は、開発プロセスのさらなる
合理化につながり、メーカーにとって大きな
節減となることでしょう。

図 2. この軽量垂直安定板を用いたバードストライクのシミュレーションでは、Abaqus を用いて複合材の挙動
が解析された。（図左から右へ）繊維の引張、繊維の圧縮、母材の引張、そして母材の圧縮の結果が示されて
いる。この安定板は、最外アルミ層とその下の 19 の複合材層から成る、20 プライのハイブリッド設計案である。

www.3ds.com/simulia

D)

詳細は以下をご覧ください
www.hcltech.com
www.3ds.com/SCN-June2013
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SIMULIA Learning

製品の新機能について学んだり、スキ
ルを磨き直したりしてみませんか？ 技
術的な問題の参考資料や解説は必要
ありませんか？

SIMULIA ラーニング・コミュニティでは、Abaqus
チュートリアル、トレーニング資料、マニュアル類、
技術解説書などのライブラリ一式を提供していま
す。何千人ものユーザーと交流し、共有し、イノベー
ションを呼び起こしましょう。
Space Navigator を手に入れよう！

7 月末まで、自作チュートリアルの応募を受け付
けています。他の SIMULIA ユーザーにも使っ
てほしいと思う役立つチュートリアルを作成した
ことはありませんか？ あるいは、チュートリアル
の素晴らしいアイデアを思いついたのに、作成す
る時間がなかったことはありませんか？ 今がチャ
ンスです！
チュートリアルの応募締め切りは 7 月 31 日です。
そして 8 月に受賞者を発表します。受賞者には
3Dconnexion 製 Space Navigation マウスが贈
られます。このチャンスをお見逃しなく！

地域別ユーザーミーティング
論文募集のご案内を開設！

地域別ユーザーミーティング（RUM）が近づい
ています。公開しても良い興味深いトピックが
ありましたら、お近くの RUM で発表するため、
是非アブストラクトの提出をご検討ください。ま
ずは、SIMULIA ラーニング・コミュニティにア
クセスして、今年予定されている RUM の開催
地をご確認ください。
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SIMULIA Community Conference
2013

本年 5 月、世界中のユーザーがオーストリア・
ウィーンで開催された SIMULIA Community
Conference に集結しました。2 日半にわたる
カンファレンスでは、ダッソー・システムズ会長
兼 CEO Bernard Charlès、SIMULIA CEO
Scott Berkey、および SIMULIA CTO Bruce
Engelmann からのプレゼンテーションの発表
がありました。基調講演者は、BMW Group
の Rudolf Blaim 氏と Ethicon Surgical Care
社の David Smith 氏でした。さらに、ユーザー
の皆様、3DS 社員、そして 3DS アライアンス・
パートナー各社による 100 以上のプレゼンテー
ションがありました。
今年参加できなかった方々も、カンファレンス
のビデオ視聴が可能です。ホームページで
“SCC
2013 Videos”というタイトルをお探しください。

www.3ds.com/simulia

connect and share,
we can spark innovation

g Community
Lori Bonynge との E ラーニング・
インタビュー

SIMULIA シニア・ナレッジ・コンサルタントの
Lori Bonynge が、 毎月、SIMULIA ラーニン
グ・コミュニティに E ラーニング・ブログを投稿
しています。この中には、SIMULIA のソフトウェ
アを用いた特定項目の操作方法について、役立つ
チュートリアルや使用説明が含まれています。こ
の 5 月、Lori と我々は、コミュニティの E ラー
ニング部分における彼女の目標と、今後我々が期
待する内容について話し合いました。

注目のブログ：ThermoAnalytics 11.0 で
CAE 解析のワークフローを加速

Vienna, Austria

Thank
You!



SIMULIA 顧客満足度調査の結果を
公開中！

毎年、ユーザーの皆様には、顧客満足に関する
ご意見ならびに SIMULIA 製品の改善に関する
アンケートにご協力いただいています。これらの
結果は慎重に審査され、ユーザーエクスペリエン
ス全体の向上に活用されています。今回の顧客満
足度調査の結果で興味深い発見の 1 つは、シミュ
レーションジョブ実行時の CPU 使用量が継続し
て上昇傾向にある点です。コミュニティにログイン
して、詳細をご覧ください！

最新の Abaqus エクスポート機能は、伝熱解析結果
とジオメトリを Abaqus ODB フォーマットで書き出す
ことが可能です。これによって Abaqus で熱応力解
析を実行できます。定常および非定常の結果がサポー
トされ、シェル要素とボリューム要素が使用可能で
す。また、単一の ODB ファイルにエクスポートできま
す。この Abaqus エクスポート機能は、既存ファイル
への上書きと追加の両方に対応しています。新機能
の詳細については、投稿の全文をご覧ください。

注目のブログ：Isight コーナー Isight を用いた信頼性解析

Isight は、プロセス統合と設計最適化が可能で
あることは良く知られています。しかし、最適化
された設計の信頼性についてはどうでしょうか？
機械加工公差がわずかに変化すると、最終製品
の品質にどの程度影響するでしょうか？ プロセス
入力の 1 つに小さな不規則変動があると、プロ
セス全体にどのように影響するでしょうか？ これ
らは、実環境における重要な問題です。Isight は、
信頼性解析用に特別に作られた一連のコンポーネ
ントによって、このような問題にも回答を与えます。

詳細は以下をご覧ください
www.3ds.com/simulia-learning
www.3ds.com/simulia
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リアリスティックシミュレーションで
涼しさを保つ
自動車技術コンサルタントの AVL 社、
電気自動車用リチウムイオン電池の
熱モデリングに Abaqus を活用

現 代の電気自動車に電力を供給してい
るリチウムイオン電 池には、 最 新の

電子工学と高度な制 御 技 術 が 必 要で す。
「大まかに言えば、バッテリーマネージメン
トシステムの役 割とは、バッテリーパック
内のセルの 1 つ 1 つを常に監視しながら
保護することです」と、AVL 社の技術ス
ペシャリスト Kim Yeow 氏は述べていま
す。「さらに、エンジンその他の制御系と
常に情報をやり取りすることで、バッテリー
パックの安 全で効率的な動 作を保 証して
います。バッテリーシステムには、過 酷な
環境にも耐えながら正常に機能することが
求められますが、車両走行状 態の変化に
も素早く、完全にリアルタイムに応答しな
ければいけません。それは極めて複 雑な
システムです」
Yeow 氏は、ミシガン州プリマスの AVL 技
術センターにおいて、ここ数年、さまざまな
顧客のためにリチウムイオン・バッテリーシ
ステムの評価・研究を行ってきた、同社先端
シミュレーション技術チームの一員です。ガ
ソリン車を改造してレンジエクステンダー搭
載電気自動車の実証プラットフォームを開発
する社内 R&D プロジェクト（EVARE プロ
ジェクト）に携わっていた同チームに、バッ
テリーパックの効率的な冷却システムを考え
出すという課題が与えられました。このバッ
テリーパックは、市販の 14 個のバッテリー
モジュールで組み立てられ、最適な熱性能
と電気性能が得られるように規定されたス
ペース内にパッケージされていました。
「その
とき明らかになったのは、バッテリーの動作
温度を予測するには、有限要素解析（FEA）
によるリアリスティックシミュレーションが必
須だということでした」と Yeow 氏は話して
います。
リチウムイオン電池が世に出て数十年になり
ます。今 FEA は、どんな秘密を暴くことが
できるのでしょうか？「まだまだ学ぶべきこと
はたくさんあります」と Yeow 氏は話していま
す。
「市場の急激な変化を受けて、ここ数年
AVL 社内では、車両電化技術の徹底した研
究が行われてきました」
。Yeow 氏が携わった
研究の多くは、バッテリーパックの熱管理に
関するものです。
車両電化技術（EV、PHEV、または HEV）
で用いられるバッテリーシステムの設計に
は、電力容量、セルの選定、セルおよびモ

10

ジュールのパッケージング制約、パックの基
本構成、パックの体積および重量エネルギー
密度、コスト、各負荷条件下でのバッテリー
システムの構造耐久性、そして限界周囲温
度など、考慮すべき項目が多数存在します。

「我々はバッテリーシステム
の熱挙動を解析するための
ツールを必要としていました
が、Abaqus FEA の電気 熱解析機能は我々のニーズ
に完全に合致していました」
AVL 社、技術スペシャリスト、
Kim Yeow 氏

電気自動車のリチウムイオン電池
（緑色の部分）

動作条件であっても、バッテリーパックの最
適な温度範囲を維持できるようにしたいと思
いました。バッテリーが高温になり過ぎたと
きは冷やし、低温になり過ぎたときは暖める
必要があります」
3D FEA モデリングによって、バッテリーパッ
ク全体にわたり個々のセル温度パターンを評
価することが可能です。FEA モデルを用い
てパック内のセル温度分布を特定できれば、
バッテリーパックの動作温度をモニターする
温度センサー配置の指針になります。
「パック
の電源能力は、パック内のセル温度に大きく
影響されます」と Yeow 氏は話しています。
「セルの温度が高すぎると、パック全体として
の出力を抑えて、セルがオーバーヒートするの
を防がなければいけません。逆に温度が低
すぎると、低いセル温度が出力を制限するの
で、暖めてやる必要があります」
。セルの最
大温度と最大温度差が、セルの安全性と耐
久性にとって重要な要因となります。
EVARE プロジェクトでチームに求められた
のは、できる限り低コストで最も効率的な
バッテリー冷却を実現するパック構成を開発
することでした。この任務で鍵となるのは、
パック内部で生じていることを十分に把握す
ることです。
「我々はバッテリーシステムの熱
挙動を解析するためのツールを必要としてい
ましたが、Abaqus FEA の電気 - 熱 解 析
機能は我々のニーズに完全に合致していまし
た」と Yeow 氏は述べています。このソフ
トウェアは、すでに AVL 社内で、エンジン
コンポーネントの熱 - 機械解析やエンジン以
外の解析に広く使用されていました。

さまざまな形状をしたセルの電気 - 熱モデル

「バッテリーパックの熱管理は、多くの検討項
目の 1 つに過ぎません」と Yeow 氏は説明
しています。
「我々は、バッテリー性能と安全
性の観点から、どのような周囲温度あるいは
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しかしこのツールはバッテリー専用に設計
されていなかったので、AVL 社のチーム
は特別なサブルーチンを開発し、それらを
Abaqus と組み合わせました。
「このソフト
ウェアの良い点は、ユーザーサブルーチンと
容易にインターフェースが取れることです」
と彼は話しています。
「その結果、我々は自
社のソフトウェアを用いてリチウムイオン電池
セルの特性を記録し、それらを Abaqus の
FEA モデルとリンクすることができました」
この EVARE プロジェクト用に開発された
サブルーチンによって、AVL チームは、多
種多様なセル形 状や構成ごとの熱挙動と、
各冷却方式の効率を評価できるようになりま
した。
「リチウムイオン電池にはさまざまなタ
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チームのバッテリーモデリングは、通常、
1D シミュレーションから開始されます。
「こ
れによってパックが動作する様子が分かり
ます。それをもとに、我々はセルの選定と
冷却システムの条件を調整することができ
るのです」と Yeow 氏は説明しています。
パックの冷却システムに関して十分な情報
が得られたら、AVL チームは詳細な 3D
評価を行います。これはモジュールの電気 熱解析からスタートします。
「我々は当初、たとえば冷却板とセルが密
着しており、両者間で良好な伝熱経 路が
保たれていると仮定しました」と Yeow 氏
は話しています。
「Abaqus は接触の取り
扱いに優れており、これらのコンポーネン
トはすべて互いに接 触していました。 設
計 が固まってきたので、我々は隙間が生
じているかも知れない場所を調べて、そう
した隙間を最小限に抑える方法を探るため、
さらには特定領域の隙間がバッテリーセル
の冷却にどのような影響を及ぼすか再評価
するために、組み立て条件のシミュレーショ
ンを行うことにしました」
しかしセル構造自体の複雑さが、この作業
を困難なものにしていました。1 つのセルは、
その容量に応じて最大 50 組の薄い陽極 - 陰
極層で構成されていますが、各層の厚みは
約 200 ミクロンです。
「バッテリーパック内
には 96 以上のセルがあるため、工学的にも
実用的にも、そのような細部までセルをモデ
ル化することは現実的ではありません」と
Yeow 氏は話しています。
「そのため我々は
1 つのセルを等価な 1 ～ 3 層で近似し、こ
の等価な複合特性を用いて、マクロレベル

基準モデル
HTC=60 W/m2.K

37
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35
34
33

温度 [°C]

イプがあります。そのため、異なるセルタイ
プであれば（どんな形状あるいは化学的性
質の違いでも）、そのジオメトリ情報と性能
情報が我々のサブルーチンへの入力となり
ます。このようにして、さまざまなセルの特
性評価が可能になりました」と Yeow 氏は
話しています。
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セル温度の測定結果
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図 1. 連続放電 - 充電条件下における間接空冷モジュールの優れた相関性

でバッテリー挙動を評価することにしました」
「大変なのは、正確な材料データを探し出
すことです」と彼は付け加えています。
「そ
れは常に謎解きを必要とします。セルのメー
カーから概算値は得られますが、ほとんど
の場合、より正確な数値を得るには、文献
を調査したり、他の研究者に依頼したりし
なければいけません。しかし大抵は、ある
範囲の材料値が得られるだけです」
「それはすべて、モデル結果に影響します」
と彼は指摘しています。
「そうした仮定の妥
当性は、試験で確認することになります」

「我々の目標であったにもかかわらず、均一
冷却は不 可能であることが分かりました。
しかし我々は、今後も継続してモデルの信
憑性を高め、仮定を絞り込み、追加のパラ
メータを組み込んでいく予定です。Abaqus
は、リチウムイオン電池の電気的・熱的挙
動の評価に最適な解析ツールです。我々は
以前から、Abaqus で構造の完全性評価を
行ってきました。将来は、バッテリーシステ
ムの電気 - 熱モデルを、対応する構造モデ
ルや CFD モデルとさらに緊密にリンクさせ
たいと考えています」

多くの難題に直面しながらも、Yeow 氏は彼
らのモデルが実験室での測定結果と良く一
致したと述べています。それらは、連続放
電条件または連続放電 - 充電条件、液体冷
却または空気冷却、そして直接冷却または
間接冷却システムのもとで行われました。こ
の相関の取れたモデルを用いて、バッテリー
システムの設計がさらに改良され最適化され
ました（図 1、2）
。
Yeow 氏は、新興技術が皆そうであるよう
に、それらは未完成品だと指摘しています。

設計案 1
HTC=80 W/m2.K

図 2. 3 種類のモジュール設計に対する安定したセル温度の Abaqus FEA モデル（同様の定常温度）。基
準モデルと比較して、設計案 1 と 3 は小型であるが、設計案 1 はより高速の気流を必要とする。
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モジュール

設計案 3
HTC=40 W/m2.K

詳細は以下をご覧ください
www.avl.com
www.3ds.com/SCN-June2013
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カバーストーリー

試験装置の締め付けユニット
に生じる平均応力と両振り応
力の Abaqus FEA の結果

Schaeffler Technologies 社、
リアリスティックシミュレーションで
世界最大の軸受試験装置を検証
Abaqus FEA が、風力タービン用大型軸受試験の
信頼性確保に貢献
風 力タービンの発電 量を引き上げるため、
業界は、より長大なブレードを備えた、より
背の高い構造を目指すようになりました。上
空 100 メートルの風は、上空 80 メートルよ
りも安定しており、4.5 パーセント高速であ
るため、発電量は約 14 パーセント増加しま
す。ブレードが長くなると回転速度は遅くな
るのですが、より多くの電力が得られるの
です。昨年、米国で建設された新型タービ
ンの 5 パーセント近くは 100 メートル級の高
さでした。この傾向は、今後も世界中で続
くだろうと予想されています。
しかしサイズが大きくなれば、物理的にも設
計上も多くの課題が生じます。そして、風力
タービンの主要部品である中央軸受にかか
る負荷も、さまざまな形で増大します。ター
ビンローターとハブの重さだけで、静的なラ
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ジアル荷重と縦揺れモーメントが発生しま
す。風の力を受けると、
軸受とローターブレー
ドの両方に、静的および動的なアキシアル
荷重が加わります。さらに風によって、回転
するブレードの位置に応じて繰り返される縦
揺れモーメントと偏揺れモーメントも生じま
す。これら荷重の影響は、風力タービンの
サイズが大きくなるにつれて増大します。
風力タービンの建設と保守や修繕には多大
なコストがかかるため、
当然のことながらメー
カーは、このように大型化した新型タービン
の設計を事前に徹底して検証するよう求めま
す。そうした重要な検査の 1 つは、すべて
のタービンの中心にある軸受装置が、予想
されるあらゆる状況のもとで、構造的・環境
的ストレスにできる限り長期間耐え抜くこと
の確認です。
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これまで業界では、標準サイズのタービンの
性能評価用に作られた、さまざまな小型軸
受試験装置を利用してきました。最近まで、
最新の大型風 力タービン軸受に対しては、
実環境試験を実施する手だてがなかったの
です。
転がり軸受のスペシャリストであるドイツの
Schaeffler Technologies 社の場合はどうで
しょうか。同社の転がり軸受アセンブリの
カタログは業界最大規模を誇り、INA およ
び FAG というブランドの 40,000 種以上の
製品によって、ほとんどの産業用途および民
生用途をカバーしています。Schaeffler 社
の CAE インテグレーション部門のエンジニ
アである Martin Stief 氏は次のように述べ
ています。
「多くの人は、転がり軸受あるい
は転がり軸受部品が、ほぼすべての産業で
使用されていることを知りません」FAG の
100 年の歴史の中で、
ハイライトの 1 つは
「ロ
ンドン・アイ」
（別名：ミレニアム・ホイール）
でした。これは世界最大・最重量級の観覧
車であり、高さ 135 メートル、周囲 424 メー
トル、
重量は 2,100 トンもあります。幅数メー
トル、重さ数トンの 2 つの FAG 球面ころ軸
受が、この観覧車の滑らかな回転を支えて
います。
軸受の出荷前試 験に長年の経験を有する
Schaeffler 社は、風力タービンの大型化が
www.3ds.com/simulia

さらに進めば、これまでの規模をはるかに
越えた試験装置がすぐに必要となるのは間
違いないと予想していました。
「大型の風力タービン軸受に対する高価な実
環境試験の実施を検討する前に、試験期間
とコストを最小限に抑えるため、その限界運
転条件を数値化する必要がありました。ま
た、そうした大型軸受に最適な試験装置を
設計し組み立てるためにも、こうした情報が
必要でした」と Stief 氏は話しています。そ
して、有限要素解析（FEA）がこれら両方
の知見をもたらしました。

大型軸受に必須の大型試験装置

「FEA によって、大型軸受
の寿命をより正確に決定で
きるようになりました。そ
の結果、リエンジニアリン
グと設計プロセスの期間
短縮が実現されています」
Schaeffler Technologies 社、CAE
インテグレーション部門エンジニア、
Martin Stief 氏

Schaeffler 社は、小型のころ軸受に対し実
荷重を模擬して適用できる小規模な装置を
所有していましたが、数メガワット級の商用
風力タービンの稼働条件を模擬できるような
大型の試験装置は所持していませんでした。
「大型試験装置プロジェクトの立案に当たっ
ては、小型軸受の経験をもとに大型軸受の
寿命試験法を導くため、我々は安全側のエ
ンジニアリングを心掛けることにしました。
FEA によって、大型軸受の寿命をより正確
に決定できるようになりました。今では、特
定のタービン構造に必要な軸受のサイズを
正確に設計できるようになり、コストの低減
維持に役立っています。さらに我々は、軸
受と顧客から提供されたアセンブリの両方を
もとに、オリジナル部品の運動学解析も実
施できるようになりました。その結果、リエ
ンジニアリングと設計プロセスの期間短縮が
実現されています」と Stief 氏は説明してい
ます。
完成した試験装置は、長さ 16 メートル、幅
6 メートル、高さ 5.7 メートルの大きさで、
質量は約 350 トンあります。現 場の風 力
タービンと同様に、この試験装置も 5 度傾
斜しています。それは 5 つのサブアセンブ
リ、すなわち、駆動系、ローディングフレー
ム、補助軸受、供試軸受、そしてテンショ
ンフレームで構成されています。そして合計
8 基のラジアルシリンダーとアキシアルシリン
ダーが、実環境荷重を模擬します。補助軸
受と供試軸受を取り付けるには、約 500 本
ものボルトが必要です。この試験装置では、
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直径約 3.5 メートルまでの軸受の試験が可
能であり、世界でも最大かつ高性能な最新
鋭の大型軸受試験装置となっています。約
7 百万ユーロもの資金を投じて完成したこの
装置は、再生可能エネルギー分野はもちろ
んのこと、建設、採鉱、掘削に用いられる
重機など他の大型軸受の利用分野において
も、Schaeffler 社の今後の発展に向けた重
要な投資でした。
この試験装置の設計と組み立てには 2 年の
歳月が費やされましたが、有限要素（FE）
シミュレーションに要した期間は、強度評価
とモーダル解析を合わせてわずか 2 か月で
した。
「風力産業は目下急成長しているため、
我々はできるだけ早く試験装置を作りたいと
思いました。そのためには、転がり軸受アセ
ンブリを迅速かつ正確にモデル化し、解析
して検証するための手段が必要でした。そ
れによって、作動中の軸受の正確な測定が
可能な試験装置を作ることができるのです」
と Stief 氏は話しています。

設計課題の克服

Schaeffler 社は、実装置の妥当性を確認す
るため仮想プロトタイプを作成することから
作業を開始しました。これは、風力タービ
ンのころ軸受に対する実際の状況を再現す
るものです。そのため、Stief 氏は 5 人の専
任メンバーと 2 人の兼任メンバーからなる
シミュレーションチームを結成しました。彼
らはすべて Abaqus 有限要素解析（FEA）
の使用経験者です。
「Abaqus はもう何年も
Schaeffler の主要 FEA ツールとなっていま
す」と Stief 氏は話しています。
チームは、この試験装置の解析を、扱いや
すく機能的ないくつかの小規模サブモデルに
分割しました。その後、それらは試験装置
の全体モデルに統合されます。彼らは、こ
の全体モデルの精度を確保するため、FE
サブモデル間の荷重、移行領域、そして境

界条件（剛性、質量、減衰など）を定義す
る上で工学的判断を駆使しました。サブモデ
ルの一部は、解析的あるいはシミュレーショ
ンベースの計算で決定したインターフェース
条件で置き換えられました。こうしたアプ
ローチは、サブモデルのサイズ縮小に役立
ち、作業モデルの作成時間を大幅に短縮し
ました。
Stief 氏は次のように話しています。
「我々は
Abaqus を用いて、ジョイントの強度をテス
トし、特定の結合部をチェックしました。試
験装置の全体設計が固まってくると、我々
は Abaqus を用いて各サブモデルの強度検
証を開始しました。これらの結果をもとに、
たとえばリブを大きくして強度を上げるなど、
基本的な機械工学の知識を用いて試験装
置の設計を改良していきました。そして再度
Abaqus を用いて、サブモデルの強度評価
を実施しました」
チームは、試験装置全体のモーダル挙動を
手早く評価するためと、サブモデル間の境
界条件定義が妥当であることを確認するた
めに、別の FE モデルも作成しました。こ
のモーダル解析では、試験装置の固有振動
数も予測されます。
「もちろん我々は共振を
避けねばなりません。試験装置がバラバラ
に壊れては困ります」と Stief 氏は話してい
ます。
通常、風力タービンは毎分約 16 回転します
が、彼らは試験装置を毎分 60 回転（危険な
励振周波数である 1 Hz と同じ）まで稼働さ
せたいと思いました。モーダル解析では、試
験装置の 1 次固有振動数が、この 1 Hz を
十分上回る 13 Hz であったことから、問題な
いことが確認されました（2 次以降はさらに
高い振動数です）
。
仮想プロトタイプの妥当性を確認するため、
14 ページに続く

大型風力タービンのナセル
（左）
から見える銀色の軸受と、Schaeffler 社の大型軸受試験装置（右）
に設置された
銀色の軸受
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Schaeffler 社は多数の荷重ケースを用いて
試験装置の全体 FE モデルを Abaqus で
解析しました。全体モデルは非常に粗いメッ
シュであったにもかかわらず、この荷重ケー
スの計算では、当初、利用可能な計算能力
の限界に達しました。32 GB の RAM のも
とで、17 荷重ケースの計算に 48 時間も要
しました。しかしこの時間は、その後、高
速な CPU と多くの RAM を搭載した新設
の HPC Linux 計算クラスターを用いて 10
時間まで削減されました。

外輪
内輪
内輪アダプター

助けとなったソフトウェアの機能

Abaqus のさまざまな機能が、モデル作成を
効率化し迅速化することに役立ちました。た
とえば Abaqus には、何百種類ものユーザー
定義要素（ユーザーがモデル内に独自の要
素挙動を定義できるサブルーチン）がありま
す。軸受パッケージのサブモデルでは、軸受
の転動体が、その剛性を正確に表現する特
別なユーザー定義要素といくつかの自由度で
置き換えられました。もちろん、それらは前
もって別に計算する必要があります。これら
の特殊要素によって、自由度は数オーダーも
（105 程度から約 102 まで）削減されました。
その結果、各転動体の 3D モデリングとメッ
シングに要する時間と労力そしてコストは、
大幅に節減されました。解析に要する計算
時間も、約 5 時間から約 5 秒に急落しまし
た。
「この大型軸受試験装置には、少なくと
も 500 個の転動体が含まれています。ユー
ザー定義要素がなければ、どんな FE 計算
も不可能だったでしょう」と Stief 氏は述べ
ています。
他の Abaqus の機能も、応力解析や強度検
証の効率化に役立ちました。ねじボルトの
モデリング機能について Stief 氏は次のよう
に話しています。
「実際の応力とひずみの値
を用いて予荷重を与えるべきボルトは多数あ
ります。そのため、この機能は極めて有用
でした」。この機能によって、彼らはボルトモ
デルを作成し、メッシュ分割して、3D モデ
ルに必要なだけ何回でもコピーできるように
なります。後に続くコピーは、すべて FE 解
析用に自動的にメッシュ分割されます。
ジオメトリベースのモデリング機能では、チー
ムは全体モデルや多数のサブモデルの派生
モデルを素早くメッシュ分割することができま
した。スクリプト記述などのプロセス自動化
機能では、モデリングと結果評価が簡単か
つ迅速化され、強度検証は大いに簡素化さ
れました。アセンブリ/ パーツ/ インスタンス
の機能は、メンバー間でパーツを交換すると
きや、設計または FE プロパティが変更され
た場所でインスタンスやパーツを置き換えると
きなど、チームの協調作業を促進しました。
モデル化（たとえば、質量、剛性、コネクター
など）に関する Abaqus のオプションについ
て、Stief 氏は次のように話しています。
「大
型の 3D 構造をシェルまたはビーム構造で置
き換えたり、全モデル部分を適切なインター
フェース条件で連結したりすることで、モデ
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転動体
（ユーザー定義要素）
外輪アダプター

軸受パッケージのサブモデルには、軌道（外輪と内輪）、内輪アダプター、および転動体が含まれている。Abaqus
FEA の解析では、転動体は、その剛性を正確に表現する特別なユーザー定義要素と、対応する自由度で置き換え
られた。軸受剛性の的確なモデル化によって、計算時間が大幅に削減された。

ル規模を大幅に削減できました」

解析が最適化と時間節減を可能に

応力解析の後、チームはドイツの解析的強
度評価のための FKM 指針と、ねじ結合の
ための VDI 2230 規格に従った強度検証に
集中的に取り組みました。結果は、ねじ結
合の最適化、信頼性向上に向けたコンポー
ネントの追加、応力を低減するための半径
寸法の最適化、補強リブの追加など、試験
装置のさらなる設計変更を促すものでした。
「我々が作成したシミュレーションモデルは、
この大型軸受試験装置があらゆるタイプの
大型軸受に確実に適用可能であることを証
明しました」と Stief 氏は話しています。い
ずれは、試験装置の稼働によってシミュレー
ションの妥当性が立証され、荷重分布、圧
力分布、接触角などの軸受特有の値や、高
い予荷重を受ける軸受コンポーネントの弾性
挙動に関する重要データが Schaeffler にも
たらされるでしょう。
「そうすれば、軸受の
寿命計算は、さらにリアルなものとなるはず
です」と Stief 氏は話しています。
彼らの現行の取り組みは、Schaeffler 社が
大型軸受の開発初期段階から限界運転条
件を特定することや、試験装置上での試験
時間を（その運用コストとともに）最小限
に抑えることに役立っています。結果として
Schaeffler 社は、すべての設計段階でより早
くより簡単に軸受製品を最適化できるように
なり、ころ軸受部の摩擦低減に、さらに専
念できるようになるのです。
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全体として、Abaqus FEA によるシミュレー
ションは、Schaeffler 社の製品だけでなく、
彼らの顧客の製品に対しても、それらの性能
を最大限に高めることに極めて有益であった
と Stief 氏は話しています。
「風力業界におい
て、我々は、完成したタービンの運用と保守
管理のさらに詳細な説明書を作成できるよう
になりました。それは結果として、風力ター
ビンの最適な立地や組み立て法について、
我々が顧客により適確な提案を行うことに役
立つことでしょう。さらに、この新しい試験
装置によって他の産業の顧客にも対応できる
ようになります」と彼は話しています。

詳細は以下をご覧ください

www.schaeffler.com
www.3ds.com/SCN-June2013
www.3ds.com/simulia

学術研究
旅客バス用 3 車軸サスペンションフレームの設計解析
Ismael I. Ayala 氏、Edgar Ramírez 氏、Osvaldo Ruiz 氏、および Armando Ortiz 氏
（メキシコ国立自治大学）
新のサスペンションシステムが、旅客バ
最スの性能向上に貢献しています。新型

サスペンションの開発においては、安全設計
を実現するため、パッケージング要件、荷重
伝達、および構造特性の慎重な検討が必要
です。本論文では、市販の 3 車軸エアサス
ペンションを組み込んだ旅客バスのフレーム
設計案について説明しています。システムレ
ベルの CAE 評価によって、この設計案の
検証と最適化がなされました。
設計プロセスは、サスペンションに対する一
連の有限要素シミュレーションからスタート
します。必要なスペースは、バス全体の構造
設計によって決定されました。これらの情報
をもとに、フレーム設計に対して数種類のコ
ンセプトが提案され評価されました。すなわ
ち、3 つの車軸のそれぞれに対し詳細設計
案が提示され、最終段階まで絞り込まれ、
そして最終構造に組み込まれた状態で評価
されました。
こうした方法に従うことで、選定した市販サ
スペンションに適応可能な構造が得られまし
た。最終設計案は、各部ならびに組み立て
られたフレームアセンブリに対し SolidWorks

a)

b)

バスのサスペンション構造に対する Abaqus モデル、a）前車軸構造と b）駆動車軸構造

で作成された詳細な CAD ファイルで構成さ
れています。
本プロジェクトの詳細については、以下の
論 文をご 覧ください。
「旅 客バス用フレー
ムの解 析と最適化」
、メキシコ国立自治大
学、Reyes Ruiz Carlos A.、Ramírez Díaz
Edgar I.、Ruiz Cervantes Osvaldo、および
Ortiz Prado Armando

航空エンジンの予備設計段階の改善と
迅速化に向けたシステム統合
Philipp Kupijai 氏、Dieter Bestle 氏（ブランデンブルク工科大学）、
Daniel Kickenweitz 氏（Rolls-Royce Deutschland 社）
型航 空エンジンの開発は、通常、推
新進装置の基本要件を定める航空機メー

カーからの依頼によって開始されます。その
後、航空エンジンメーカーにおいて、最初の
設計段階である予備エンジン設計が始まり
ます。彼らの任務は、すべての要件を満たす
適確なエンジンコンセプトを、できる限り短
期間で開発することです。

この初期設計段階では、シンプルなモデル
しか利用できませんが、そこでなされた決定
は後々まで影響するため、的確なものでなけ
ればいけません。そのため、予測精度を上
げる目的で、エンジンコンポーネントのスケー
リングツールが用いられます。これらの手法
は、コンポーネントごとに異なる専門家によっ
て開発されているので、それらを利用する場
合、手作業によるデータ転送が必要であり、
また設計は常に反復プロセスであるという事
実から、かなりの労力が強いられます。
本論文では、Java ベースの Isight コンポー
ネントを用いた自動設計プロセスについて紹
介しています。これは、一般に用いられるよ
うなスプレッドシートの代替となる、ロバスト
www.3ds.com/simulia

ことでした。これらの事例では、経験に基
で安全で効率的な方法であり、優れた解決
づく人手による探索と比べた場合の節減時
策にもなり得ます。このプロセスが、2 つの
間や精度向上など、達成効果が示されてい
事例に対する設計最適化スタディをもとに説
明されています。最初の例は、
「クレッシェンド」 ます。
という名の欧州プロジェクト（2009 ～ 2012）
における設計スタディであり、さまざまなパー
トナーが連合し協力して航空機エンジンの最
適化解析を実施しました。2 番目の例は、多
目的設計最適化に関するもので、その目的は、
燃料消費量とエンジン質量を最小限に抑える

C3PO

Engine
iteration

init process

Mars

Intake

Fan

ESS

OGV

Booster

KBE post processing
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Cooling

SOT

予備設計段階におけるエンジンの数値最適化問題（C3PO）

SIMULIA Community News 2013 年 6 月号

15

ケーススタディ

MicroPort 社、膝関節
のシミュレーションを
立ち上げる
Abaqus Knee Simulator が
インプラントのリアルな評価に貢献

べき能力を発揮します。フィ
膝関節は驚く
ギュアスケートのトリプルアクセルの回

転力を支えることや、ホッケーのヒップチェッ
クの衝撃力を受け止めることも可能です。も
ちろん、日常生活において階段を上ったり、
歩いたり、立ったり、座ったり、体重を支え
たりするときの、ごく普通の負荷やストレス
も難なくやり過ごします。しかしそうした運
動が多大な苦痛を与えるようになると、人工
膝関節置換術（TKR）を勧められるかもし
れません（TKR については、捕捉記事“人
工膝関節の過去、現在、未来”をご覧くだ
さい）
。
ただし外科医が手術に取り掛かる前に、医
療器具の開発者やメーカーは、できる限り
長期間機能し続ける TKR インプラントを作
らなければなりません。有限要素解析
（FEA）
ソフトウェアによるリアリスティックシミュ
レーションが、今ではそうしたプロセスに必
須となってきました。
「シミュレーションが、
試作品の削減と、構造試験や疲労試験の期
間短縮に役立っています。さらに重要な点
は、シミュレーションによって、費用と手間
のかかる実験を行わなくても、設計案の生
体力学的な性能評価が可能になることです」
と、Shanghai MicroPort Orthopedics 社

16

の R&D エンジニアである Wind Feng 氏
は話しています。
MicroPort 社は、時間短縮と効率改善を目
標に掲げて、ダッソー・システムズの 3D エ

図 1. Abaqus Knee Simulator では、設計者用と
解析者用の各アプリケーションが、モデル作成から結
果評価までユーザーをガイドする。

クスペリエンス・テクノロジーから生まれた
SIMULIA Abaqus Knee Simulator
（AKS）
を選択しました（図 1）
。
中国の整形外科用器具とインプラントの大
手開発・製造会社である MicroPort 社は、
すでに成功を収めていた脊椎関連製品を補
助するため、TKR インプラントの研究に乗
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り出しました。
「特に人工膝関節など、整形
外科用インプラントの市場は大きく拡大して
います。我々はそこで優位に立ちたいのです」
と Feng 氏は話しています。
初期の概念実証段階として、MicroPort 社
は、今後どのような種類の TKR インプラン
トモデルに注力すべきか調査を進めていま
す。チームは最も一般的なインプラントタイ
プである、固定ベアリング（FB）と可動ベ
アリング（MB）の 2 種類を調査してきまし
た（図 2）
。どちらの設計にも、下腿骨の上
端に埋め込まれる金属製の脛骨トレーが含
まれます。このトレーの上に、半月板の代わ
りをする超高分子量ポリエチレン製のベアリ
ングが置かれます。そして、このベアリング
上に金属製の大腿骨コンポーネントが据えら
れます。FB インプラントでは、ベアリング
が脛骨トレーに取り付けられますが、可動ベ
アリングは、トレー内でわずかに回転できる
ようになっています。Feng 氏は次のように
話しています。
「FB インプラントと MB イ
ンプラントには、それぞれ支持者がいます。
しかし我々は、自分たちで両者を比較したい
と思いました。画期的な製品を生み出すに
は、自ら研究開発を行うべきであるというの
が我々の信念です」
。それ以外の比較検討

www.3ds.com/simulia

Loading の機能が用いられました。このシ
ミュレーションの目的は、大腿脛骨部と膝蓋
大腿部の運動学的特性、インプラントのパー
ツ同士（および足自体）の接触機構、なら
びに通常の日常生活における生理的負荷条
件下でのコンポーネント応力を評価すること
でした。
「我々は最初に歩行について解析し
ました。しかし、我々の製品はアジア市場
を対象としているため、これらの社会で一
般的な負荷となる、しゃがむ動作をモデリン
グすることにも興味がありました」と Feng
氏は話しています。

図 2. 人工膝関節置換術（TKR）のための固定ベアリング
（左）
と可動ベアリング
（右）

「我々がこの研究用に AKS を
選択したのは、それが高度な
陽解法解析を半自動で作成
できたからです。これによっ
て、我々のシミュレーション
効率は大幅に向上しました」
Shanghai MicroPort Orthopedics
社、R&D エンジニア、Wind Feng 氏

で、MicroPort 社が特に興味を持ったのは、
MB の回転のしやすさが、目に見える形で
TKR の性能を向上させるかどうかの調査で
した。
AKS は、単に FB と MB の構成を徹底評
価するだけのツールではありませんでした。
それは MicroPort 社において、設計案の試
験と分析の新たな近道を切り開いたのです。

FEA モデリングを楽々とこなす

シミュレーションが広く受け入れられるよう
になるまで、TKR に関する業界の試験デー
タの多くは Kansas Knee Simulator（KKS）
と呼ばれる卓上試験装置で収集されていま
した。これは複雑な機械装置であり、人間
の膝が日常生活において受ける動的負荷を
模擬します。このシミュレータは、通常、死
体膝関節を利用します。そして試験は、特
に ISO 規格などの規制要件に配慮して行わ
れます。Feng 氏は次のように話しています。
「Kansas Knee Simulator は正確なデータ
をもたらしますが、実験室でのプロトタイプ
試験には多くのコストと時間がかかります。

www.3ds.com/simulia

その使用を最小限に抑えることができれば、
製品開発に大きなメリットとなるでしょう」
FEA が KKS など実物試験の代用となり得
た理由は、すでに膝関節インプラントに対し
て、実験室とフィールドの両方で大量の情報
が収集されていたからです。このデータをフ
ルに活用するため、2012 年 10 月 Abaqus
Knee Simulator が発売されました。このソ
フトウェアは妥当性の認められたツールであ
り、膝関節インプラントの基礎的な解析か
ら高度な解析まで一連の解析が可能です。
「我々がこの研究用に AKS を選択したの
は、それが高度な陽解法解析を半自動で作
成できたからです。これによって、我々のシ
ミュレーション効率は大幅に向上しました」
と Feng 氏は話しています。

歩いたりしゃがんだりすることは簡単そうに
思えますが、実際は、骨、筋肉、腱、そし
て言うまでもなく運動が互いに絡み合った
非常に複雑な物理プロセスです。そのため、
それらを非線形解析で捕捉するためのモデ
ルも非常に複雑です。すなわち、それらは
筋力の制御、生体内試 験から得られた実
データ、そして骨構造の各剛体をすべて組
み込む必要があります。インプラントをモデ
ル化するため、エンジニアは 自社の FB と
MB の TKR ジオメトリを取り込みました。
このプロセスで AKS は、各コンポーネント
を自動的にメッシュ分割し、大 腿遠位部、
脛骨近位部、膝蓋骨、および膝関節を取り
巻く軟部組織とともに、それらを AKS 内
で組み合わせます。靱帯は 1D または 2D
要素でモデル化が可能です。
18 ページに続く

AKS に内蔵されている解析機能には以下の
ものがあります。

• Contact Mechanics： 屈曲時の各静止姿
勢における大腿脛骨部の接触機構の評価
• Implant Constraint： 大腿骨コンポーネン
トと脛骨コンポーネントとの間の緩みの定
量化（軟部組織を無視した場合）
• Tibiofemoral Constraint： 同じく緩みの
定量化（軟部組織を含めた場合）
• Wear Simulator： 歩行周期にわたる下部
（脛骨）コンポーネントの摩耗の予測
• Basic TKR Loading： 日常活動（歩行、
しゃがみ動作など）の基本的な筋肉負荷
状態における人工関節機構全体の評価

AKS の性能を試す

FB と MB のシミュレーションには、生理的負
荷の動的解析に焦点を合わせて、Basic TKR

図 3. Abaqus Knee Simulator（AKS）の解析用にメッ
シュ分割された TKR の有限要素モデル。2D 長方形
エリアと鉛直ラインは腱を表しており、青色部分が TKR
コンポーネントで、緑色の 2 つの大きなこぶ形は、脛骨（下
側）と大腿骨（上側）である。
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グラフ 1～6：上記の各グラフは、
しゃがむ動作における膝蓋大腿部の解析結果を示している。この解析では、可動ベ
アリング
（右）が従来の固定ベアリング
（左）
よりも優れていることを示す明確な証拠は見つからなかった。こうした結
果は文献でも裏付けられている。

AKS によるさらなる前進

シミュレーションは、膝関節インプラントの
固定ベアリングと可動ベアリングの各長所
を知る手掛かりを与えました。当然ながら、
MB の方が回転量は多くなります。しかし
それはほんのわずかです。しゃがみ荷重条
件下の挙動には、ほとんど差は認められま
せんでした。
「可動ベアリングが従来の固
定ベアリングよりも優れていることを示す明
確な証拠は見つかりませんでした。こうした
結果は文献でも裏付けられています。我々
は、病院や大学とも協力して両方の研究を
進めていく予定です。そしてもちろん我々は
AKS を使い続けます」と Feng 氏は話して
います。
MicroPort 社の AKS による研究では、FEA
が設計や開発に有効なだけでなく、ビジネス
上もメリットのあることが示されました。Feng
氏は次のように話しています。
「シミュレーショ
ンは、試作実験を減らすことによってコストと
開発期間を大幅に削減しています。結果とし
て、エンジニアは製品の設計と最適化に専念
できるのです。将来は、臨床試験の時間短
縮にも役立つかもしれません」

詳細は以下をご覧ください

www.microport.com
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解析を実行しているときも時間節減は続きま
した。モデルの複雑さと利用可能な計算能
力にもよりますが、AKS はほとんどの解析
を数時間から 2 ～ 3 日で完了させます。そ
れに比べて、たった 1 個の試作インプラン
トを実験するにも数か月は要するでしょう。
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Shanghai MicroPort Orthopedics 社、
R&D エンジニア、Wind Feng 氏

荷重、境界条件、そして相互作用まで設定
する AKS がなければ、モデルをここまで
リアルに仕上げることはとても困難だったで
しょう。
「それらの複雑さや荷重条件を考え
ると、2 つのモデルを手作業で設定したな
ら、優に 1 週間はかかったと思います。そ
れに引き換え、AKS では 1、2 日しかかか
りませんでした。AKS は、研究機関が行う
ような詳細なシミュレーションを、製品開発
会社が実施できるくらい実用的なツールで
す」と Feng 氏は話しています。
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「シミュレーションは、試作実
験を減らすことによってコスト
と開発期間を大幅に削減して
います。結果として、エンジ
ニアは製品の設計と最適化に
専念できるのです」
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人工膝関節の過去、現在、
未来

人間に関節がある限り、関節障害は避
けられません。フランスの整形外科医、
ベルヌイユによって 1860 年代に行われ
た手術が、恐らく最初の膝関節形成術
だと言われています。その後 1890 年代
に、ドイツの医者が損傷した膝関節部
位を象牙で置き換えるアイデアについて
研究しました。やがて素材と技術が進歩
し、医者たちは整形外科的ニーズにより
的確に応えられるようになりました。基
本のアイデアが生まれてほぼ 1 世紀たっ
た頃には、幾多の試行を経て、初期の
人工膝関節に見られた多くの設計課題も
徐々に解決され、手術の成功率も高まっ
てきました。1968 年には、膝関節置換
術（TKR）で初めて完全な人工膝関節
が移植されました。

年から 20 年です。
人工膝関節手術が一般的になるにつれ
て、その周辺技術も着実に進歩してきま
した。手術前の推理ゲームのようにして
始まったことが、今では広範囲にわたる
整形外科的評価によって適切に診断さ
れるようになりました。こうした病歴、理
学的検査、レントゲン、MRI などに基
づく膝関節の状態や機能の徹底した分
析が、TKR の必要器具と手術計画を
決定しています。この評価プロセスには
数週間ほどかかります。
米国では、完全置換も含めた人口膝関
節置換術に対する需要が、2030 年には
約 350 万件に達するだろうと予想されて
います。すなわち今後 20 年足らずで、
ほぼ 5 倍になると考えられています。

現在、金属とプラスチックを用いた TKR
手術は、米国だけで年間 60 万件以上
も実施されています。手術を受けた患者
の 90 パーセント以上で、膝の動きが大
幅に改善され、痛みが緩和され、ほとん
どの日常活動を行う能力が回復していま
す。通常、インプラントの耐用年数は 10

www.3ds.com/simulia

アライアンス
Abaqus と連携可能な非定常伝熱解析のソリューション
レーキは、 自 動 車、 鉄 道、
ディスクブ
航 空機など、あらゆる種 類の車両で

RadTherm の熱モデルは、ブレーキのサー
フェスメッシュとボリュームメッシュに基づい
て、放 射伝熱と伝導伝熱を直接予測します。
一方、対流熱伝達は 1 回の停止サイクル中
のさまざまな速度に対応した、いくつかの定
常 CFD モデルを用いて計算されます。この
非定常伝熱解析の結果が Abaqus に取り込
まれ、熱応力や熱変形の計算に用いられます。
この連携モデリング法は、計算効率とモデル
の複雑さのバランスを取りながら、わずかな
時間で正確に熱性能を予測します。

使用されています。重量の削減を通じた車
両の低 燃費化と高性能化が 求められてお
り、軽量なブレーキを設計することの重要
性も増してきました。しかし、ブレーキの
耐久性、材料コスト、伝熱性能、車両空気
抵抗などのバランスを図るとき、そこにはシ
ステムレベルの高度なトレードオフが存在し
ます。

最悪ケースのブレーキ試験シナリオでは、多
くの場合、ブレーキを過酷な熱環境下に置
いて一連の停止と加速を繰り返す必要があり
ます。冷却性能を最大限に高めるには、さま
ざまなディスク形状を比較検討するため、こ
の繰り返し停止シナリオの非定常シミュレー
ションが必須です。しかし、厳しい非定常
条件や急変する表面温度によって、さらには
伝熱の 3 形態（熱放射、熱伝導、対流熱
伝達）をすべて正確にモデル化する必要性
から、この試験シナリオのシミュレーション
は極めて難易度の高いものになります。
ThermoAnalytics 社の熱シミュレーション用
ソフトウェア RadTherm では、Abaqus との
連携によって、ディスクブレーキなど大規模
熱モデルの急速非定常伝熱シミュレーション

エンジニアは、この RadTherm と Abaqus
の連携モデリング法を用いて、熱処理や塗
装炉などの産業工程の高度な非定常伝熱 構造問題を解くことも可能です。
ThermoAnalytics 社の RadTherm による熱シ
ミュレーション

と構造シミュレーションを簡単に実施できるよ
うになりました。この組み合わせソリューショ
ンは、ディスクベント、エアベント、ダストシー
ルドなどを含む複雑な設計に対しても、コン
ポーネントとシステムレベルの性能を最適化
するロバストな手段を提供しています。

詳細は以下をご覧ください

www.thermoanalytics.com/
products/radtherm

NDEMC コンソーシアムが Abaqus で
小規模企業のチャンスを広げる

全米デジタルエンジニアリング製造コン
ソーシアム（NDEMC）は、小企業に

とって通常はアクセス困難なテクノロジーの
導入障壁を引き下げることにより、彼らの
成長を促進しようとする団体です。
NDEMC と提携する企業は、パデュー大学
やオハイオ・スーパーコンピュータ・センター
との協力関係を通じて、Abaqus 統合有限
要素解析（FEA）にアクセスでき、さらに
ソフトウェアの利用と解釈に必要なトレーニ
ングを受けることが可能です。これにより
Jeco Plastic Products 社は、わずか 5 か月
で、年に限られた数の仕事をこなすだけの
小さな会社から、大手一流メーカー数社と
取引するほどの会社へと変貌を遂げました。
Jeco Plastic Products 社は、回転成 形 法
やツインシート加圧成形法によって製造され
る、複雑な形をした大型で頑丈な特注プラ
スチック製品を得意とする小企業です。こ
のチャンスを活かして大手自動車メーカーと
の複数年契約を確保するには、Jeco Plastic
Products 社にとって、製品性能を予測し評
価するためのハイパフォーマンス・コンピュー
ティング
（HPC）とモデリングとシミュレーショ
ンおよび解析（MS&A）のリソースが必要

www.3ds.com/simulia

なったことで、Jeco 社はプロダクト・イノベー
ションの過程で創造的な解決策を見いだす
能力を手に入れました。
NDEMC と Abaqus FEA を利用できなけ
れば、Jeco 社はドイツの大手メーカーから
数百万ドル規模の注文を得ることも、向こ
う 5 ～ 10 年間にわたって年間 250 万ドル
の複数年契約を獲得するチャンスもなかった
でしょう。今回の Jeco 社と NDEMC の提
携は、航空宇宙、自動車、その他の製品共
同開発の分野で、同社が大手メーカーとの
ダッソー・システムズのソフトウェアで計算された、Jeco 社 有利な提携関係を導くことに大いに役立ち
のプラスチック製パレットの変形
ました。
でした。そして、同社の製造過程が納入先
企業の要求する複雑な特注パレットには不
適切であることが判明したのも、今回の解
析のおかげでした。
NDEMC の「ミッドウェスト」プロジェクト
を通じて、Jeco 社はパデュー大学の教授陣、
ネットワーク、そしてサポートにアクセスでき
るようになり、Abaqus FEA の利用が可能
になりました。通常は予算の制約から、こ
のような冒険は決して許されませんでした。
しかし、こうしたテクノロジーが利用可能に

詳細は以下をご覧ください
www.ndemc.org
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プロダクトアップデート
強力な設計最適化技術と射出成形シミュレーションで
3D エクスペリエンス・プラットフォームを補強

リアリスティックシミュレーションの幅と
奥行を広げることへのダッソー・システ

ムズの取り組みは、もう何十年に及び、以
前にも増して拡大しています。当初から、解
析の統合は CATIA 製品ラインのコアテク
ノロジーでした。実際、最初にデジタル化さ
れた航空宇宙関連モデルの目的の 1 つは、
構造シミュレーションだったのです。この戦
略は、1990 年代にシミュレーション技術を
SolidWorks へ組み込むことにつながり、幅
広い設計者層に向けて画期的なシミュレー
ション手段を届けました。さらに 2005 年、
Abaqus, Inc. を買収して SIMULIA を創設
したことが、PLM 市場に上質なシミュレー
ションの新たな基準を打ち立て、ダッソー・
システムズのシミュレーションチームを結束
させました。こうした絶え間ない R&D 投資
を通じて、常に SIMULIA は Abaqus の
実績ある線形・非線形機能と、そして最近
ではマルチフィジックス・シミュレーション機
能を拡充させてきました。
成熟したシミュレーション社会の新たな展
望として「シミュレーション・ライフサイク
ル・マネージメント（SLM）」が定着すると、
2008 年の Engineous 社の買収によって、
ワールドクラスのプロセス統合と分散実行
そして設計探索が可能になりました。また、
オープンな Modelica モデリング規格に基づ
くシステムシミュレーション用に Dymola と
Geensoft を CATIA ブランドに追加するこ
とで、我々のシミュレーション戦略はさらに
拡大を遂げました。
そして 2013 年、 我 々は 新 た に 2 社を
SIMULIA ブランドに加えました。それら
は、構造および流れの最適化分野のテクノ
ロジーリーダーであり、TOSCA の開発元で
ある FE-DESIGN 社と、プラスチック射出
成形シミュレーションの SIMPOE 社です。
これら最近の補強策は、製品ラインをさまざ
まな形で深化させるとともに、業界最高のロ

バスト性と拡張性を備えたリアリスティック
シミュレーションのソリューションを、すべて
の産業のすべてのユーザーに向けて提供し
ていくという、我々の継続的な取り組みなら
びに積極投資を実証するものです。

FE-DESIGN

FE-DESIGN 社は、 製 品開 発プロセスの
初期段階から革新的で製造可能な設計コン
セプトを生み出すため、特にシミュレーショ
ンの力を活用した最 適化 技 術の TOSCA
を開 発しました。TOSCA 製 品ラインに
は、ノンパラメトリック構造最適化のための
TOSCA Structure と、設定した設計空間
と流れの条件に対し革新的かつ最適なコン
セプトを生み出すことに CFD を活用した最
初で唯一の市販ツール TOSCA Fluid があ
ります。
その創成期から SIMULIA は FE-DESIGN
社と連携し、彼らのテクノロジーの育成を支
援するとともに、最適設計に素早く到達する
方法を探し求めていた SIMULIA ユーザー
に対して、同社の技術を利用できるように
してきました。そして両チームは、Abaqus
Topology Optimization Module（ATOM）
という名の TOSCA のサブセット製 品を
共同で開発しました。ATOM は 2011 年
に発売されて以来、Abaqus/CAE 環 境に
シームレスに統合されたソリューションとし
て、Abaqus ユーザー対して TOSCA のト
ポロジー最適化ならびに形 状 最適化機能
を提供しています。時間制約のある製品開
発 環 境においては、こうした設 計 最 適化
手法が、高性能化と資源効率化のバランス
を図る上でますます重要になってきていま
す。このテクノロジーがもたらす効果はすで
に多くの産業で形となって現れており、成
功を収めたユーザー事例も増加しています。
General Motors 社、BMW 社、SIEMENS
社、Suzlon 社など、世界 200 社以上の企業で、
すでに TOSCA の最適化技術が重要な役

割を果たしており、こうした企業がビジネス
上の意思決定や持続可能性、あるいは顧客
経験価値に適合した設計にたどり着けるよう
サポートしています。
SIMULIA 製品ラインには、すでに汎用の
プロセス統合と設計探索のための Isight が
含まれていますが、これに TOSCA が加
わったことで、我々ダッソー・システムズは
間違いなく設計最適化分野のテクノロジー
リーダーならびに市場リーダーとなりました。
一方で我々は、こうしたテクノロジーの持つ
潜在能力がまだまだ十分に発揮されていな
いと感じています。そのため我々は、いずれ
近いうちに、その能力を十分に発揮する統
合機能を提供していきたいと考えています。

革新的な設計コンセプト
TOSCA は幅広い分野で使用されています。
風力タービンのハブ設計の事例では、設計
チームは、海上沖合の厳しい負荷条件に対
処することが求められました。
最初のステップは、最適化用の初期モデル
として、ハブの設計空間を定義することです。
それをもとに TOSCA Structure topology
（当時の名前）のトポロジー最適化機能が、
この初期設計空間から材料の除去と再分配
を行います。
続いて設計者は、この新しい設計案の応力
分布を評価した後、応力分布を均一化する
よう改善するための形状最適化解析を実施
して、さらなる改良を加えます。
このプロセスによって、材料の節減と組み
立て工程の簡素化が実現され、より軽くよ
り丈夫なだけでなく製造性にも優れた設計
コンセプトが出来上がりました。さらに良い
ことに、この新設計案の最初のプロトタイ
プは、すべての検査試験に合格し、この会
社は開発プロセス全体を加速させることが
できました。

設計空間

最適化結果

TOSCA Structure による風力タービン用ハブのトポロジー最適化と形状最適化では、軽量でありながら強度と剛性の高い設計
案が生まれた。上図には、
トポロジー最適化と形状最適化の各段階、ならびに新設計案の結果が示されている。
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Isight との連携
前に述べたように、すでに SIMULIA は、
プロセス自動化と設計最適化のための業界
トップクラスのソリューションである Isight
によって一連の強力な機能を提供していま
す。
「Isight と TOSCA の最適化技術はど
こが違うのか？」と疑問に思われるかもしれ
ません。簡単に言えば、TOSCA では、ユー
ザーが設計変数を予め設定しなくても、ト
ポロジー、形状、およびビードの最適化が
可能であるのに対して、Isight では、ユー
ザーが設計プロセス全体を取り込んでコント
ロールでき、その一部に対し定められたパラ
メータ空間内で最適化が可能です。加えて
Isight では、最適化の設計変数、制約条件、
および目的関数として使用できる変数タイプ
にまったく制限がなく、ユーザー定義の制約
条件も簡単に追加できます。
さらに強 力な設 計 探 索 が 必 要な場 合は、
TOSCA の形状または流れの最適化解析を
Isight のパラメトリックスタディに含めること
によって、広範なパラメータ（たとえば、さ
まざまな材料タイプ）に対して最適解を得る
ことも可能です。一例を挙げると、ユーザー
は Isight の実験計画法（DOE）を実施す
る際に、DOE の実行ごとに TOSCA の最
適化解析を実施できます。理論的には、同
じ構造に対して Isight は境界条件に対し
て、TOSCA は内部の質量を除去するため
に、同時に最適化解析を実行することも可
能です。
Abaqus と Isight さらに TOSCA を組み
合わせることによって、シミュレーションの
世界にプロセス統合、設計探索、そして設
計最適化のための新たな可能性がもたらさ
れます。

SIMULIA Community Conference
で発表された最適化関連の論文

本 年 5 月 21 ～ 24 日に オ ーストリアの
ウィーン で 開 催 さ れ た 2013 SIMULIA
Community Conference（SCC）では、Abaqus
と TOSCA の併用にハイライトを当てた 2
つの論文が自動車業界より発表されました。
GM Powertrain 社の Diwakar Krishnaiah
氏は、フレックスプレートの設計プロセスで、
剛性、強度、および質量を最適化するため
に TOSCA Structure がどのように用いら
れたかを説明しました。フレックスプレート
は自動変速機の部品であり、エンジンとトル
クコンバータを連結しています。
Hyundai Motor 社の Sehee Oh 氏は、厳し
い非線形性を考慮しながら、ルーフの強度を
最適化するために ATOM がどのように用い
られたか説明しました。結果として、最適構
造では 5.8% の体積削減が実現されました。

また、今回のカンファレンスでは、Springfree®
トランポリンのクリート部品の構造最適化に
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SIMPOE 社のプラスチック射出成形シミュレーションツールを用いることで、金型試作コストの大幅削減、
プラスチック材料の最適使用、そして新製品の開発期間短縮が実現される。

関する論 文もありました。Matrix Applied
Computing 社の Guido Quesada 氏の説明
によると、この独特なトランポリンのマット
は、
ガラス繊維強化ポリプロピレン製のクリー
トに取り付けられた柔軟性のあるロッドで支
えられています。ATOM の結果に基づいて
作成された新設計案は 28% の剛性アップと
2% の質量削減を達成しました。これによっ
て設計者は、調査用に形状変更案を作成す
る大変な作業からも解放されました。

SIMPOE

現在、全世界で生産されている部品の 25%
以上はプラスチック製であり、この数はさら
に増え続けています。最も一般的なプラス
チック成形法の 1 つである射出成形は、単
純なパーツから複雑なパーツまで大量生産
に利用されています。そのためプラスチック
メーカーは、より複雑なパーツを、より短時
間で、より多く生産するため、さまざまな制
約に対処しなければなりません。
こうしたニーズに応えるため、ダッソー・シス
テムズは最近、プラスチック射出成形シミュ
レーションの大手企業である SIMPOE 社
の買収を発 表しました。SIMPOE 社の製
品は、広く設計者に使ってもらえるように操
作性を重視してきましたが、その根底にあ
るシミュレーション技術はロバストであり汎
用性に富んでいます。今回の買収によって、
SIMULIA、CATIA、 そ して SolidWorks
の各アプリケーションが拡充され、材料関
連の製造シミュレーション分野で業界最強の
ソリューション製品が生まれます。SIMPOE
社は、大手部品会社や金型メーカーに所属
する 3,000 名以上の実ユーザーを抱え、日
本でもキヤノンやパナソニックなどが、同
社のプラスチック射出成形シミュレーション
ツールを利用しています。

SIMPOE 社とダッソー・システムズの間には、
多くの技術的相乗効果があり、これまで 5
年にわたり強固な協力関係を築いてきました。
現 在、SolidWorks と CATIA の両ブラン
ドは、プラスチック部品と金 型用の最先端
の設 計用ツールを提 供しています。しかし
SIMPOE 社の広範な射出成形シミュレーショ
ン機能が追加されると、これら両ブランド
は、ユーザーが設計と射出成形法の両方を
迅速かつ自信を持って検証できる、最も完
成された設計 - 製造ソリューションを構築で
きるようになります。すでに SIMPOE 社は、
SolidWorks と協力して SolidWorks Plastics
製品を開発してきました。発売後わずか 3 四
半期で、SolidWorks Plastics は、プラスチッ
ク部品や射出成形金型に携わる数百名もの設
計者のもとへ、使い勝手の良い射出成形シ
ミュレーションツールを送り届けています。

詳細は以下をご覧ください
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Tips & Tricks
以前の Abaqus 解析から
結果をインポートする方法

変形形状と材料状態の転送

Abaqus/Standard ソルバに最適（たとえば、タイヤの膨
解 析過程の一部が
張や定常転動の解析）であっても、別の部分は Abaqus/Explicit ソルバ

に最適（たとえば、転動するタイヤが突起にぶつかるときの解 析）であるような
場合、この機能を用いることによって解析に要する時間を大幅に削減できます。
この機能が特に役に立つのは製造工程の問題です。たとえばシートメタル成形の全
工程（初期の予荷重、成形、その後のスプリングバック）の解析が可能です。この
場合、最初の予荷重は Abaqus/Standard の静的解析プロシージャを用いて解析で
き、次の成形工程は Abaqus/Explicit で解析できます。そして最後のスプリングバッ
クの解析は Abaqus/Standard で実行できます。
Abaqus は、必要な解 析結果とモデル情報を Abaqus/Standard 解 析から次の
Abaqus/ Explicit 解 析へ、あるいは Abaqus/Explicit 解 析から次の Abaqus/
Standard 解析へと転送する機能も備えています。ただし解析を続行する前に、通
常は、追加のモデル情報を指定する必要があります。

変形形状と材料状態の転送
Abaqus/Standard

タイヤの縁石への衝突
Abaqus/Explicit

板成形のシミュレーション
Abaqus/Explicit

スプリングバックのシミュレーション
Abaqus/Standard

回転中のファン
Abaqus/Standard

ブレードの脱落
Abaqus/Explicit

操作方法：

1. リスタート出力要求を含んだ初期解析を作成して実行する（ステップモ
ジュール：［出力］→［リスタート出力要求］）
2. 初期解析のモデルをコピーして、後続のインポート解析用に新しいモデル
を作成する。
3. この新しいモデルを修正して、インポート解析を準備する。
解析したい問題に応じて、以下の操作を行います。
a. パートインスタンスの追加または削除
インポートされたパートインスタンスは修正できませんが、他のパー
トインスタンスの追加または削除が可能です。
b. ステップタイプの変更
c. 荷重と境界条件の修正
d. 相互作用と拘束の修正
e. 出力要求の変更
f. その他
以前の解析の最終状態をインポート解析の初期状態として取り込むため、
規定場を作成します。
a. モデルツリーから [ 規定場 ] をダブルクリックする。
b. [ 規定場の作成 ] ダイアログボックスで、[Initial] ステップを選 択し、
タイプとして [ 初期状態 ] を指定して [ 続ける ] をクリックする。
c. ビューポートから、初期状態のインポート先となるインスタンスを選択
し、プロンプトエリアで [ 完了 ] をクリックする。
d. [ 規定場の編集 ] ダイアログボックスで、以前の解析のジョブ名を入力
し、結果のインポート元となるステップとフレームを選択する。ここで、
Abaqus が参照状態を更新するかどうか指定できます。[ 参照状態を
更新する ] を選択すると、変位とひずみの結果は（初期解析の開始時
に対する合計値ではなく）、インポート状態に対する相対値として出力
されます。
e. [OK] をクリックする。
4. ジョブを作成して投入し、インポート解析を実行する。
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詳細は以下をご覧ください

SIMULIA Learning Community:
https://swym.3ds.com/#post:13024
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SIMULIA

2013 地域別ユーザー会議
2013 年 9 月 〜 2013 年 11 月
SIMULIA 地域別ユーザー会議は、SIMULIA ユーザーコミュニティの長年にわたる伝統です。それぞれの会議は、
産業界と学界の皆様が一緒になって、製品開発を加速・改善する最新のシミュレーション技術や手法を学ぶた
めの貴重な場を提供しています。参加者の皆様は、Abaqus の新機能や SIMULIA の将来戦略を聴き出すことや、
ソフトウェアの今後の機能拡張について意見を述べること、そして他のユーザーとの交流を通じて経験やアイ
デアを共有することが可能です。

北アメリカ

9 月 18 日 ロードアイランド州プロビデンス
9 月 25 日 ミネソタ州ミネアポリス
9 月 27 日 オハイオ州ウォーレンズビルハイツ

10 月 15 日 テキサス州ヒューストン
10 月 17 日 カリフォルニア州サンタ・クララ
10 月 24 日 ミシガン州プリマス
10 月 30 日 カナダ・トロント

ヨーロッパ / 中東 / 南アフリカ

9 月 18 ～ 19 日 イギリス・クルー
9 月 23 ～ 24 日スウェーデン・エーテボリ
9 月 26 ～ 27 日 ポーランド・ポズナン
10 月 15 日 チェコ共和国・プラハ
10 月 16 ～ 17 日フランス・ヴェリジー ヴィラクブレー
11 月 7 ～ 8 日 イタリア
11 月 12 日スペイン・マドリッド
11 月 13 ～ 14 日 オランダ・フーフェン

アジア太平洋

7 月 2 日 シンガポール
7 月 3 日マレーシア・クアラルンプール
7 月 4 日マレーシア・ペナン
10 月 16 日 日本・横浜
10 月 17 〜 18 日 韓国・慶州
10 月 22 日 インド・ベンガルール
10 月 24 日 中国・厦門
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How can you maximize the robust technology
of Abaqus FEA and Isight?
Connect with peers to share knowledge and get technical insights

Let the SIMULIA Learning Community be Your Portal to 21st Century Innovation
Discover new ways to e xplore how to leverage
realistic simulation to drive product innovation. Join
the thousands of Abaqus and Isight users who are
already gaining valuable knowledge from the SIMULIA
Learning Community.

For more information and registration, visit
3ds.com/simulia-learning.
Connect. Share. Spark Innovation.
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