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アジェンダ

 プラスチック成形品外観不良の可視化
流動解析結果をVisualizationのツールへ
AUTODESK Simulation Moldflow⇒AUTODESK VRED/Showcase

 コンフォーマル冷却解析
複雑な金型冷却構造を高精度に解析
AUTODESK Simulation Moldflow⇔AUTODESK Simulation CFD

 短繊維/長繊維配向影響を考慮した構造解析
繊維配向による異方性機械強度を考慮した構造解析の高精度化
AUTODESK Simulation Moldflow⇒AUTODESK Simulation Mechanical

 解析をクラウド上で
構造、流体、流動解析を包括したパッケージ：クラウドを活用し、いつでもどこでも解析を実行
AUTODESK Sim 360 Pro/Moldflow with Local Solve

 複合材料の物性を解析するAUTODESK Simulation Composite



プラスチック成形品外観不良の可視化
流動解析結果をVisualizationのツールへ
AUTODESK Simulation Moldflow⇒AUTODESK VRED/Showcase



プラスチック成形品外観不良の可視化

 プラスチック成形品には外観不良が発生しますが、事前に外観不良現象
を定量的に予測することはとても難しいことです。

 MoldflowとAUTODESKのVREDやShowcaseなどのビジュアリゼーション
ツールを利用することによって射出成形品の外観不良をシミュレーションす
ることが可能になります。



プラスチック成形品外観不良の可視化
自動車内装部品のヒケ可視化



自動車内装部品のヒケ可視化

内装部品イメージ

ドアパネル

グローブボックス



自動車内装部品のヒケ可視化

ドアパネル成形品(実物写真)
シボあり

ビジュアリゼーション結果
D21 シボにてOK



自動車内装部品のヒケ可視化

グローブボックスの金型構造
：ランナー/冷却システム

ヒケ予測結果[mm]



自動車内装部品のヒケ可視化

グローブボックス(ビジュアリゼーション)
- 成形条件：低圧力

グローブボックス(実物)
- 成形条件：低圧力



自動車内装部品のヒケ可視化

グローブボックス(ビジュアリゼーション)
- 成形条件：中圧力

Part weight 372 g 
ok with D21 graining

グローブボックス(実物)
- 成形条件：中圧力



コンフォーマル冷却解析
複雑な金型冷却構造を高精度に解析
AUTODESK Simulation Moldflow⇔AUTODESK Simulation CFD



AUTODESK Simulation CFD –熱流体シミュレーションツール-

 熱と流れの問題を考慮した設計環境を実現
 コスト削減： 試作レス、小型軽量化、高効率

 熱設計： 高密度レイアウト設計における排熱性能

 環境規制対応： エコ、省エネ

 製品ラインナップ
 Autodesk Simulation CFD

 非圧縮、定常流れ

 熱伝導、対流

 Autodesk Simulation CFD Motion

 機構 - 熱流体連成

 回転領域モデル（ファン/ブロワー/ポンプ/タービン/コンプレッサー）

 移動物体モデル（直線/回転/各種運動組合せ/自由運動）

 Autodesk Simulation CFD Advanced

 非圧縮、定常流れ圧縮性、非定常流れ

 湿度、スカラー混合モデル

 ふく射（日射）、ジュール発熱

 自由表面(VOF)



コンフォーマル冷却機構設計のためのSimulation CFD

 MoldflowのGUI上からSimulationCFDを
意識せずにアクセス可能です。

 大きく異なるデザインコンセプトを
すばやく検証可能です。

 冷媒流れ/圧力、非定常の加熱冷却、
その応答を確認可能になります。

 この解析を活用することにより、
最小限の試作回数で最先端の

生産手法を導入可能になります。
レーザー焼結積層造形(金属光造形)
5軸切削加工



コンフォーマル冷却例

精密に金型冷却を制御することにより、
そり変形の低減、サイクルタイムの削減が達成可能になります。



コンフォーマル冷却例

ファンの冷却管最適化イメージ



コンフォーマル冷却例

ファンの冷却管最適化イメージ



コンフォーマル冷却例

表面温度比較



コンフォーマル冷却例

固化層比率 ⇒サイクルタイム削減に効果



短繊維/長繊維配向影響を考慮した構造解析
繊維配向による異方性機械強度を考慮した構造解析の高精度化
AUTODESK Simulation Moldflow

⇒AUTODESK Simulation Mechanical



AUTODESK Simulation Mechanical –構造シミュレーションツール-

 設計者のアドバンスト解析ニーズをカバー
 Moldflow連携： 繊維配向を考慮した構造解析が可能!!

 線形接触解析： 高速な接触解析ソルバー

 疲労解析・落下テスト： ウィザードを使った簡単セットアップ

 主要な機能
 線形・非線形接触解析

 固有値・応答解析

 疲労解析

 落下テスト

 非線形解析（材料非線形、MES）

 衝撃解析(DDAM)

 マルチフィジックス（構造・機構・熱・電場）



長繊維強化プラスチック成形品の利用拡大

強度を向上させるために
長繊維配合プラスチックを利用することが多くなってきています。



流動解析と構造解析の連成

Simulation Moldflow

Simulation Mechanical



流動解析と構造解析の連成-長繊維破断の影響

繊維長が破断により
短くなっている



流動解析と構造解析の連成-長繊維破断の影響

数平均繊維長

射出時間5sec

射出時間1sec

射出時間0.5sec



流動解析と構造解析の連成 引っ張り試験：Mises応力結果(スケールは同じ)

破断解析(充填時間0.5sec)

破断解析なし等方性材料物性

破断解析(充填時間1sec) 破断解析(充填時間5sec)

繊維配向および破断を考慮した
高精度な構造解析が可能に



モデル修正/簡略化 データ管理

繊維配向分布
体積収縮/応力

熱荷重/圧力分布

コンフォーマル冷却

解析結果ビジュアライズ

AUTODESKソフトウェア間の連携



AUTODESK Simulationの連成解析

 簡単な設定で連成が可能です

 各解析に最適なメッシュを利用することで精度を確保しつつ、
高速に解析が可能です

 より高度な解析結果をすばやく得られます

 連成解析を行うには・・・
Sim360 Pro/Moldflow (with Local Solve) もしくは
各デスクトップ製品(CFD/Mechanical/Moldflow)
の導入により、実行可能です。
※コンフォーマル冷却解析はクラウド製品とデスクトップ製品間では対応しておりません



解析をクラウド上で
構造、流体、流動解析を包括したパッケージ：クラウドを活用し、

いつでもどこでも解析を実行
AUTODESK Sim 360 Pro/Moldflow with Local Solve



AUTODESK Sim 360 Pro / Moldflow
-シミュレーションをクラウドのパワーを使って実行-

AUTODESK® 
Sim 360



ユーザーのメリット
フレキシブル

・複数のシミュレーション製品に同
時アクセス可能

・ソフトウェア, ハードウェア
およびITコストを削減し、
必要な計算分だけ支払い

アクセス

・どこにでもインストール、
ログイン可能

・専門家に限定されていたシ
ミュレーションツール
利用を拡大

・専用のハイエンド
ハードウェアが不要

コンピュータ
パワー

・大規模モデルの
解析を実行

・多くの解析ジョブを
同時実行

例) 最適化、
DOE(実験計画法)

• 複数の解析のパッケージ
• 統合ジョブモニター
• アカウントに紐付いた運用



クラウドにおける無限のコンピュータパワー

計算 – シナリオ 1

デスクトップ

計算 – シナリオ 1 

計算 – シナリオ 2 

計算 – シナリオ 3

計算 – シナリオ 4

計算 – シナリオ 5  

クラウド

パラメトリックスタディなど、複数ジョブの同時実行が可能



いつでもどこでもアクセス可能

複数のPCにインストールし、アカウントログインにて
どこでも、いつでもアクセス可能



フレキシブル

ジオメトリ

ビジュアライゼーション

データマネージメント

フレーム解析

最適化強度解析（線形）

機構解析

AUTODESK Product/Factory
Design Suite

樹脂流動解析

ひけ & そり解析 金型冷却

AUTODESK
Simulation 
Moldflow

流体解析 伝熱解析

AUTODESK
Simulation CFD

落下テスト疲労解析

熱解析
強度解析

（線形・非線形）

機構 ・ 構造連成
解析

AUTODESK
Simulation
Mechanical

AUTODESK Simulation
Sim 360 Pro

AUTODESK Simulation
Sim 360 Moldflow



信頼あるセキュリティ –Amazon Web Service-

 情報セキュリティ
a) クラウド間のデータ転送および移動に対するデータの保護
b) クラウドサーバーに蓄積される静的データの安全保護対策

 物理セキュリティ
サーバーが設置されている建物における物理安全規定
盗難、破壊、火事、洪水他からの保護を含む

 運用セキュリティ
クラウドサーバーにアクセスする担当者監視規定
担当者は監視され、手続きに従い、セキュリティ違反事項がすべてレポートされる

ISO 27001
https

計算

クラウド

簡略化

メッシュ

結果

デスクトップクライアント



Sim 360 Pro / Moldflow 利用環境
Desktop

(ローカルPC)
Cloud

(クラウド環境)
P

e
rp

e
tu

al
(ラ

イ
セ

ン
ス

＋
保

守
)

T
e
rm

e
d

(期
間

契
約

)

Moldflow

Mechanical

CFD

Sim 360 Pro / Moldflow
with Local Solve



デスクトップ製品とクラウド製品の比較
Desktop Cloud

コスト
・計算ジョブ数が多い、もしくはある程度の継続利用では

トータルコストは安い
・必要に応じて高性能PCの購入が必要

・初期導入コストが安い
・解析用高性能PCの購入必要なし

（ただしプリ/ポスト処理のパフォーマンスは要確認）

ユーザータイプ
および用途

・既CAEユーザー
・解析ヘビーユーザー

・初めてCAEを始めるユーザー
・特定プロジェクトでの利用
・一定期間での利用

計算
パフォーマンス

・社内で高性能PC所有の場合は圧倒的に計算時間は短い
・所有ソルバー数の範囲でのジョブ同時実行
（MFLO Insightの場合1ライセンス3ソルバー）

・解析用データUpload/Downloadの時間が発生する
・社内に高性能PCを所有してない場合は

トータルで短時間となるケースもある
・複数ジョブの同時実行が可能

データ
セキュリティ

・社内データセキュリティポリシー確認必要なし
・システムとしてデータセキュリティは保障されるが、

社内データセキュリティポリシー確認が必要

メンテナンス
・過去3バージョンまでの利用が可能で、

レガシーデータの管理やバージョン間の検証などが可能
・契約期間において常に最新バージョンのみが提供される

拡張性 ・APIによるカスタマイズや外部システムとのシステム開発が可能 ・基本的にはカスタマイズ不可（利用期間に対する制限）

柔軟性
・柔軟な製品モジュール構成が可能
（プリ/ポストおよびソルバーモジュールの異なるライセンス数、異
なる製品機能）

・必要に応じてライセンス契約を増減可能
・製品機能として複数製品の利用が可能



複合材料の物性を解析する
AUTODESK Simulation Composite



複合材料とは？

薄膜 積層板構成成分

繊維

母材

繊維および母材
から構成される

・繊維: カーボン, ガラス, 
ケブラー, 金属…
・母材: プラスチック, 金
属, セラミック…

薄膜 (層) を作成する
ために繊維および母材
を異なる比率で組み
合わせる

層が様々な角度で積
層される。求める物性を
得るために積層方向や
順番を調整

積層材料は複合構造
を構築するために使用



なぜ複合材料が必要とされているのか？

複合材料は多くの業界で様々な目的で使用

 軽量化 (高い強度重量比) および熱膨張

 高剛性、強度および腐食/疲労抵抗

 機械特性が設計要求を満たすために適合しているかどうか

 より優れた性能 (パーツ強化)

 信頼性改善 (安定した製造)

Weight Thermal 
Expansion

Stiffness Strength Fatigue 
Resistance

Steel Aluminum Composites



AUTODESK Simulation Compositeの適用範囲

 複合材料における特別な設計や解析のためのツール

 初期開発サイクルにおける設計の改善

 バーチャルプロトタイピングの実現

 材料特性テストの削減

 シミュレーション技術によるリスクおよびコスト削減

複合材料に対するシミュレーション技術の適用



AUTODESK Simulation Composite Design

 複合材料設計エンジニアリングのデスクトップツール

 1,000 を超える既存ユーザー

 フロントエンド設計および解析ツール
( FEA 前段階もしくはFEAを使っていないユーザー)

 1つのインターフェースの中に複数の複合材料解析
ツールを装備

 機能 – 効率 – 価格において非常にポピュラー



AUTODESK Simulation Composite Design

材料解析 積層材解析
単純な

構造解析
アドバンスト
積層材解析

ユーティリティ

材料ライブラリ:

ミクロメカニズム
からの薄板:

繊維/母材の
入力、薄板お
よび積層データ

等価積層特性: プレート解析
:

薄板/積層データの
FEAへのエクスポート:

ファブリックビルダー:

サンドウィッチ解析:

ビーム/チューブ解析:

破壊進行:

破壊包絡線:

積層応答

安全率

複合材料破壊基準:

http://www.simulia.com/
http://www.simulia.com/


AUTODESK Simulation Composite Analysis

 複合材 – CAEパッケージへの特別なエンハンス
(Abaqus/ANSYS)

 ダメージを含めたより現実的な非線形複合材の
シミュレーションが可能に

 使い易さ および 迅速な設計プロセスへの組み
込みに対する開発

複合材シミュレーションプラットフォーム



AUTODESK Simulation Composite Analysis

製品開発サイクル
初期段階での設計改善

材料特性テストの削減 複合材設計&解析に対する
短期間での操作習得

実際の破損シミュレーション
によるリスク削減

設計期間の短縮

複合材料におけるシミュレーションを手軽に実施



モデル修正/簡略化 データ管理

繊維配向分布
体積収縮/応力

熱荷重/圧力分布

コンフォーマル冷却

解析結果ビジュアライズ

AUTODESKソフトウェア間の連携



AUTODESK Simulation：包括的な設計検証シミュレーションの実現

マルチフィジックス

最適化

パーツ

フレーム解析

流体解析

機構解析熱解析

疲労解析

樹脂流動解析

ひけ&そり

アセンブリ

金型冷却

落下テスト
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AUTODESK Simulation User Group 「ASUG」
 AUTODESK SIMULATIONのユーザーグループ

http://www.autodesk.co.jp/asug
ユーザー交流会やメールマガジンの発行など
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AUTODESK Simulation Hub
 AUTODESK SIMULATION開発者とのコミュニティーサイト

http://simhub.autodesk.com/ (英語サイト)
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AUTODESK MFG Online
 過去開催したAUTODESKのセミナーをオンデマンド/ライブ配信

http://www.autodesk.co.jp/mfgonline
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