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Autodesk社のSimulationへの取り組み   
～ Simulation Solution群のご紹介 ～ 

 
オートデスク株式会社  
製造営業本部 シミュレーション営業部 



 Autodesk, Inc. 

 設  立：1982年（カリフォルニア州サンラファエル） 

 代  表 者：Carl Bass  (カール・バス）社長兼CEO 

 従業員数：7,200名 

 上場市場 : NASDAQ市場 

 

 
 オートデスク株式会社 

 設  立：1985 年 4 月 1 日 

 資  本  金：1 億円 （米国 Autodesk, Inc. 100% 出資） 

 代  表  者：代表取締役社長 ルイス・グレスパン 
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 営業拠点：東京・大阪・名古屋 

会社概要 



製造／生産  

デザイン／設計        
エンジニアリング  

試験／検証 

製造サイクルの早い段階で、 
各工程のさまざまな検討、 
検証を一貫して 
デジタルデータで行うこと。 
            
「デジタルプロトタイプ」を 
Autodeskは提唱しています 
 
早期の品質の造り込み、 
最適化が可能になります 

オートデスクの｢デジタルプロトタイプ｣ 

セールス 
マーケティング 



製造業における 
 
製品設計/金型設計/製品機能開発を 
 
シミュレーションで支援する 

Autodesk Simulationのミッション 
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金型製作 量産成形 製品設計 

設計起因の問題 
 

 
薄肉未充填 

ウェルドライン 
ヒケ 

ゲート位置 
肉厚不均一 
製品強度 
複合化 

成形材料選定 
反り変形 
組立性 

製品性能 

金型起因の問題 
 

金型強度 
バリ 

耐用ショット数 
廃棄ランナー 

冷却回路 
サイクルタイム 

成形起因の問題 
 

成形条件 
歩留り 

製品管理 

フロントローディングとQCD 



解析がない開発プロセス 

新規金型の平均修正回数を「3回」とした場合 

試作トライ 再トライ 金型運搬/加工 再設計 修正打合わせ 

1日～2日 ２日～１週間 

※ プロセスを２回繰り返し 

1回の試作で「成形者」「設計者」「加工者」に多大な作業時間が発生する 
 

仮に3者の工程合計を12時間（試作2h、設計2h、加工8h）とした場合 

修正1回：￥36,000- 修正3回だと￥108,000- 

年間100型作成した場合の人件費は1080万円※ 

※ 金型修正費用・運搬費用・材料費用・成形機チャージは別途発生 

製品設計/金型設計の効率化と高収益化 

平均的な社員の工賃が￥3,000/ｈのとき 



解析を活用した開発プロセス 

試作トライ 

複数の設計案を解析で確認 

最良の結果で金型作成 

不具合の事前予測と対策で金型修正回数は大幅に低減。 
 

仮に修正回数を「1回」とし、工程合計が12時間の場合 

平均的な社員の工賃が￥3,000/ｈのとき 

修正1回：￥36,000- 年間100型作成なら人件費360万円 

樹脂流動解析の活用で720万円の削減 
工期も1/3に短縮 

製品設計/金型設計の効率化と高収益化 

各種解析 
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プラスチック業界では軽量化、ハイサイクル化にフォーカスし、
材料技術や製造プロセスで優位なものが選択されている。 
 

業界トレンド（軽量化とハイサイクル化） 

• 長繊維複合材料 
• 短繊維および長繊維材料を

使った金属代替 
• 射出圧縮成形 
• 発泡(Mucell)成形 
• ガスアシスト成形 
• コンフォーマル冷却 

 



2005 2007 2008 2009 2011 2013 

Autodesk 
Product Design Suite 

Autodesk 
Simulation 
Moldflow 

Autodesk 
Simulation 
Mechanical 

Autodesk 
Simulation 
CFD 

Autodesk 
Simulation 
Composite * 

Autodeskのテクノロジーへの投資 
シミュレーション分野にフォーカスした戦略的買収 

$500M+  
シミュレーション 

分野への投資 

 
230+  

シミュレーション 
開発スタッフ 

http://www.cfdesign.com/Default.aspx
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Simulation 

Mechanical 

Simulation 

CFD 
Simulation 
Moldflow 

熱流体解析 樹脂流動解析 構造解析 

Autodesk® Simulation プロダクトラインナップ 



 プラスチック製品の課題を解決 
 

• コスト削減： 軽量化（薄肉化）、材料削減、金属代替、サイクルタイム短縮 

• 品質の向上： 外観品質、複合化、高精度化 

• 納期の短縮： 開発期間短縮、試作レス 

 
 製品ラインナップ 

 

• Autodesk Simulation Moldflow Adviser 
− Standard （単品充填） 

− Premium （多数個・セット取り） 

− Ultimate （保圧、金型冷却、そり変形） 

• Autodesk Simulation Moldflow Insight 
− Standard （充填、保圧、熱可塑/熱硬化、DOE） 

− Premium （金型冷却、そり変形、繊維配向） 

− Ultimate （射出圧縮成形、圧縮成形、 

  サンドイッチ成形、ガスアシスト） 

Autodesk Simulation Moldflow 
プラスチック射出成形シミュレーションツール 
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Moldflow 
68% 

T社 
16% 

C社 
12% 

Other 
4% 

射出成形CAEのリーディングソフトウェア 

医療分野 

設備、機械分野 

自動車部品 

船舶部品 

住宅設備、什器 航空機部品 

家電、OA機器 

2012年度国内流動解析ソフトウェア販売実績 
矢野経済研究所調査 
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Moldflow Adviser 活用事例 

充填パターン、ウェルドライン予測 
熱可塑樹脂に限定 ランナーバランスとランナーの最小化検討 

冷却回路の最適化・ハイサイクル検討 反り変形の傾向予測と反り原因の究明 
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Moldflow Insight 活用事例 

充填パターン、ウェルドライン予測 
熱可塑、熱硬化 

ランナーバランスとランナーの最小化検討 

冷却回路の最適化・ハイサイクル検討 樹脂、金属インサートの温度影響、変形予測 反り変形予測と反り原因の究明 

繊維配向予測と反り変形予測 

1st Shot 2nd Shot 

2色成形と反り変形予測 

ヒケ、ボイドの予測 
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Moldflow Insight 活用事例 

コネクター部品 電装、ECU、センサー部品 製品耐久性の予測 

反り変形の正確な予測 
ホットランナー、カートリッジヒーター対応 

シーケンシャルバルブゲート対応 

非定常冷却解析による温度変化 
Heat&Coolにも対応 

その他、特殊成形に対応 
 
・射出圧縮成形 
・ガスアシスト成形 
・サンドイッチ成形 
・複屈折解析 
・Mucell解析 

半導体ワイヤー（金線）流れ予測 
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 Moldflow Insightは1ライセンスで３解析同時計算が可能 
 

Moldflow Synergy （プリポスト） 

Moldflow Insight 
 
 
 
 

Solver Solver Solver 



AMA AMA AMA 

1ライセンス１ユーザーなので、解析者数に
合わせてライセンスを増設する必要あり 

解析計算ライセンスと、プリポストライセンス
が分離しているため低価格で増設可能 

設計者向け Moldflow Adviser 技術者向け Moldflow Insight 

AdviserとInsightのライセンス形態の違い 

Synergy Synergy Synergy 



 
 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 ： アセンブリモデルにおける高速な接触解析ソルバー 

• 疲労解析・落下： ウィザードを使った簡単セットアップ 

 
 製品ラインナップ 

 

• Autodesk Simulation Mechanical 
− 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） 

Autodesk Simulation Mechanical 
アドバンスト構造シミュレーションツール 

http://www.applycon.com/examples/vibration/


Simulation Mechanicalの事例 

静的応力解析 

線形動的解析 剛体/弾性体モーション 線形/非線形接触解析 

疲労解析 動的解析 



 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、高パフォーマンス製品 

• 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 Advanced 
− 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) 

• 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 
熱流体シミュレーションツール 



Simulation CFD事例 

ブレーキディスクの 
冷却シミュレーション 

自動車ボディ塗装の 
乾燥ノズルシミュレーション 

CPUファンの放熱効果 
シミュレーション 

スイング逆止弁バルブの 
開閉シミュレーション 

スプリングバルブ 
動作時の流量変化 

翼形状に対する 
吸入効率の確認 

Animation/Industries/Automotive/BrakeRotor/Vector.VTF
Animation/Industries/Automotive/CarPaint/Pressure.VTF
Animation/Industries/Valve/ShuttleValve/Vector.vtf
Animation/Industries/Valve/SpringValve/Pressure.vtf
Animation/CPUFan.vtf
Animation/Industries/TurboMachinery/RotatingMotion/Vector.vtf


Simulation CFD事例 

コンピューターサーバールームの 
換気ダクトレイアウト 

航空機キャビンの空調設備設計 工場内エアコンダクト 
吹き出し口の設計 

食品ショーケースの 
エアーカーテン 

回転撹拌インペラによる 
流体混合 

ヘアドライヤーの 
電気発熱 

Animation/HVAC_example_video.avi
Animation/AirCartain.vtf
Animation/Industries/Industrial/MixingTank/Vector.vtf
Animation/Industries/Other/HairDryer/Temp.vtf


Autodesk Simulation Flexシリーズ 
シミュレーションをクラウドのパワーを使って実行 

Autodesk®  
Simulation Flex 

・どこにでもインストール、ログイン可能 
・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 
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Autodesk Simulation Compositeの適用分野 

 複合材料の材料特性予測ツール 
 開発初期段階での設計改善 

 仮想試作の実現 

 材料物性試験の削減 

 シミュレーションによるリスクとコストの削減 

 

 

 

Autodesk Simulation Compositeは 
複合材料のシミュレーション環境を提供します 
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Project Sundance 

http://labs.autodesk.com 

1. Moldflowにより 
繊維配向を予測 

2. 構造解析モデルに 
  繊維配向をマッピング 

3. 非線形構造解析 

サンダンスはMoldflowの繊維配向結果から複合材料の非線形挙動を考慮した
材料物性を構造解析モデルにマッピングするツールです。 



“我々のエンジニアリングプロセスにAutodesk Simulation Compositeを
組み込むことで、より短時間で「バーチャルプロトタイプ」 が構築でき、
レーシングカーデザインの性能を改良することが可能になった“ 

  Christian Horner 
  Team Principal 

Red Bull Formula One 



シミュレーション効果を最大化するテクノロジー連携 
Autodeskの様々なソリューションと連携 
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Moldflow 
繊維配向 

マッピング 
構造解析 

Moldflowと構造解析の連携 
 

http://www.simulia.com/


MoldflowとCFDの連携 
~コンフォーマル冷却シミュレーション~ 

コンフォーマル冷却はより効率的な 
冷却チャネルのデザインに使用 
 

ヒート＆クールの解析にも対応 

Part shown with courtesy of http://www.hofmann-innovation.com/ 

http://www.hofmann-innovation.com/
http://www.hofmann-innovation.com/
http://www.hofmann-innovation.com/
http://www.hofmann-innovation.com/


CFDとMechanicalの連携  
~CFDからの圧力マッピング~  
 
 
 



ビジュアリゼーションとの融合 
Showcase連携による外観シミュレーション 

・ヒケをビジュアル化 
・外部流れをビジュアル化 
・構造解析のビジュアル化 

Moldflow,CFD,MechanicalとShowcase(CG)連携  



解析データ管理 
Autodesk Vault による解析ナレッジの構築・再利用 

エンタープライズでの 
管理 

解析データの 
蓄積 

複数サイト間 
のコラボレーションを強化 

グローバルに 
検索 

データ
共有 

再利用 

検索 

プロジェクト 

データ管理ツール「Autodesk Vault Basic」を無償提供 



重要なお知らせ 
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アップグレードポリシーの変更 

2014年度 

Ver. 製品名称 価格 保守 

最新版 Moldflow2015 ー ー 

ア
ッ

プ
グ

レ
ー

ド
対

象
 １世代前 Moldflow2014 

30%
Off 

同時
購入 

２世代前 Moldflow2013 

３世代目 Moldflow2012 

４世代前 Moldflow2011 

５世代前 Moldflow2010 

６世代前 ー 

2015年度 

Ver. 製品名称 価格 保守 

最新版 Moldflow2016 ー ー 

対
象

外
 

１世代前 Moldflow2015 

新規
購入 

同時
購入 

２世代前 Moldflow2014 

３世代目 Moldflow2013 

４世代前 Moldflow2012 

５世代前 Moldflow2011 

６世代前 Moldflow2010 

2015年1月31日まで 2015年２月1日から 
アップグレード版ライセンスの廃止 

http://www.autodesk.co.jp/campaigns/gfp/landing-page?mktvar004=596351 

現在、旧製品から最新版へのアップグレードは6世代前までが対象となり、 
新規購入価格の30%Offでご提供。 
 

2015年2月1日からは保守切れ製品は、全てが買い直し対象となります。 
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Autodesk Simulation User Group 「ASUG」 

 ASUGとは？ 
 オートデスク株式会社が運営するシミュレーション利用技術交流会です。 

 CAE の最新技術動向、各シミュレーションツールにおける利用技術、またメンバー同士の情報交換な
どを通してシミュレーション技術力の向上を目指します。 

 

 会員対象 
 Autodesk Simulation製品をお使いのユーザ様 

 または、構造解析、熱流体解析、プラスチック流動解析等を現在実施、または今後検討されているご
担当者様で、CAE の利用技術にご興味のある設計者およびエンジニア様 

 現在、180名が加入 

 

 アクティビティ 
 東京、名古屋、大阪でそれぞれ年1回/年ずつ開催されるオフサイトミーティング 

 オートデスクならびに販売パートナーによるSimulationイベント・ユーザー会 

 月1回のメールマガジン配信（Autodesk Simulation 製品に関しての最新情報、製品紹介、技術  
サポート情報等） 

 

 登録方法 

www.autodesk.co.jp/asug  

 上記WEBの 「Autodesk Simulation User Group」登録申込書 (PDF) へ必要事項をご記入の上、
ASUG 事務局へメール又は FAX にてお送り下さい。 

 送付先： <E-mail> info@asug.jp / <FAX> 03-5549-2465 
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