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 建設機械事例 –小型木材運搬機

 コンシューマー事例 –フットボールヘルメット

 HVAC事例 –工場エネルギー削減

 その他事例

Autodesk Simulation 海外適用事例



建設機械事例 –小型木材運搬機



 Vimekはマーケットリーダーとして、森林破壊に影響の少ない最新の製品ラ

インナップを揃えています。頑丈で、信頼性が高く、燃費が良く、メンテナ

ンスが楽なマシンです。

 本社: Vindeln, Sweden

 世界中に顧客ベース

 社員数 19 人

 売上高 € 6 million

Vimek AB





Autodesk デジタルプロトタイピングの利用

産業機械におけるソリューション



コンセプトデザイン

エンジニアリング設計

シミュレーション
エンジニアリング

図面

ビジュアライゼーション

Autodesk デジタルプロトタイピング



コンセプトデザイン



デザイン
スケッチ

フリーボディ
ダイヤグラム

最終デザイン

外観

2D 構想

パーツサイズ機構スタディ

パッケージング
デザインレビュー
および最終決定

コンセプトデザイン



コンセプトデザイン フリーボディ
ダイヤグラム

 インタラクティブ手書きスケッチ

 複数デザインの検証

 モーションの理解

 アクチュエーターのサイズ決定

https://forceeffect.autodesk.com/fe.html
https://forceeffect.autodesk.com/fe.html


コンセプトデザイン – Force Effect Motion to Force Effect



コンセプトデザイン – Inventor, Dynamic Simulation



エンジニアリング



電気設計
油圧および空圧

スタイリング

プラスチック
材料選定

メカニズム

シミュレーション

機械設計

エンジニアリング



 インタラクティブなガイド…

 製造性における問題は?

 充填できるかどうか?

 材料コストは?

 材料の選択は?

 環境への影響は?

 冷却水の使用量は?

プラスチックコンポーネントデザイン



Simulation DFM
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シミュレーション



フレーム解析

コンポーネント
サイズ

材料最適化
プラスチック
製造品質

オペレーション
性能

メカニズム

静的応力

モーダル
解析

シミュレーション

材料コスト
およびインパクト



アドバンストシミュレーション

材料最適化

プラスチック
製造品質

熱計算

メカニカル
ダイナミクス

非線形応力

CFD

座屈

疲労



アドバンストシミュレーション

材料最適化

最適化
 重量最小化

 パラメトリックスタディ



Vimek における次のステップ

Simulation Mechanical/
Sim 360
 座屈
 疲労
 モーダル解析



サマリー

コンセプトデザイン
 ForceEffect Motion

 ForceEffect

 Dynamic Simulation および FEA



サマリー

エンジニアリングシミュレーション
 フレーム解析

 Dynamic Simulation & FEA

 単体パーツ FEA

 パラメトリック最適化 FEA

 ECO Material Advicer

 DFM



サマリー

アドバンストシミュレーション
 静的応力

 座屈

 周波数応答

 熱伝達



コンシューマー事例 –フットボールヘルメット



 安全性は非常にホットな
トピック

 脳震とう
 頭蓋骨損傷 (CTE)

 脳外傷
 熱射病
 プレー続行の決定
 健康および安全性の考慮
がゲームを変える !! 

今後のゲームでは
何が重要になるか?
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フットボールヘルメットの進化 –現在

Schutt Sports ION 4D Riddell 360

Zenith X2 Rawlings Quantum +

SGH Helmet Guardian Cap
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プラスチック製品設計および製造におけるチャレンジ

 複雑な製造プロセスで、高価な装置
および金型

 製造、テストまたはフィールドでの
製品欠陥は、コストと時間がかかる

 1,000以上の材料のプラスチック製品
の設計および製造は多くの方法が考
えられる –１つの方法 vs. これが本当
に最適かどうか?



カスタムプラスチック射出金型メーカー

 Macedonia, Ohio

 38 射出成型機

 様々なカスタムベース

 高度な自動化

 補助オペレーション

ツール設計 & 製作

 エンジニアリング

 ツールルーム

Design Molded Plastics



問題: 充填後のウェルドライン

 この位置での亀裂発生

 外観 & 性能の問題

 異なるスタイル、サイズ、材料
ですべて異なった挙動

 ロバストソリューション提案の
難しさ

ヘルメットウェルドラインの問題



Moldflow シミュレーション

 シミュレーション結果はモールド
パーツと一致

 ゲート位置によって異なる充填パ
ターン

 形状は結果影響度大

 プロセスは結果影響度小

ソリューション

 より適切な位置にウェルドライン
を移動させる

 “オフシーズン” に修正の可能性を
顧客に提示可能

Moldflow およびソリューション



実際の使用状況における確認:



ヘルメット空気の流れを理解:



 安全性および性能向上が
まだまだ重要

 物理テストは時間がかか
り高額

 シミュレーションがイノ
ベーションのキー!

今後のチャレンジ?

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KQ2h7yuOEs6woM&tbnid=qf7JH_rdwp5ZoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.newyorker.com/reporting/2009/10/19/091019fa_fact_gladwell&ei=8pRiUpixIO7G4AOSwYBA&bvm=bv.54934254,d.dmg&psig=AFQjCNHnRMFkuJNNTLtdOwlgLGJOV0Gbqw&ust=1382278759516883
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KQ2h7yuOEs6woM&tbnid=qf7JH_rdwp5ZoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.newyorker.com/reporting/2009/10/19/091019fa_fact_gladwell&ei=8pRiUpixIO7G4AOSwYBA&bvm=bv.54934254,d.dmg&psig=AFQjCNHnRMFkuJNNTLtdOwlgLGJOV0Gbqw&ust=1382278759516883
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1bKvp2MAt-Kv9M&tbnid=wXcw-o5bh2n5vM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.popularmechanics.com/outdoors/sports/football/crash-testing-helmets-to-make-super-bowls-safer&ei=HBFfUqHHM5Ha9ATf-4CYDQ&bvm=bv.54176721,d.aWc&psig=AFQjCNGpRXZdiSCiwNb1qoEKUy1uXWY8wA&ust=1382048319065864
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1bKvp2MAt-Kv9M&tbnid=wXcw-o5bh2n5vM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.popularmechanics.com/outdoors/sports/football/crash-testing-helmets-to-make-super-bowls-safer&ei=HBFfUqHHM5Ha9ATf-4CYDQ&bvm=bv.54176721,d.aWc&psig=AFQjCNGpRXZdiSCiwNb1qoEKUy1uXWY8wA&ust=1382048319065864


HVAC事例 –工場エネルギー削減



シミュレーションプラントエリア



2D 図面合成



最終CADモデル

潤滑マシンの数の最小化

環境、コスト削減最大化
マシン、冷却水、廃棄削減によるグリーン化



夏季ベースライン
温度

平均 = 76°F (25.6°C)



プログラムレイアウト – HVAC ディフューザーゾーン



夏季

冬季



シミュレーション検証
CFD 結果を検証するために赤外線カメラを使用

CFD IR Camera



シミュレーション検証
赤外線カメライメージ

CFD IR Camera



空気量の削減

 HVAC空気量 25% 削減

 必要なファンパワー 58% 削減

 年間のコスト削減 ~ $83,000
 464 kW / 1,000,000 square feet

 $0.08 / kWH



 大規模プロジェクトにおける実際の計算 + CFD

 空気流れおよび熱伝達の可視化

サマリー
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