
Simulation-driven Innovation

altairhyperworks.jp



32

Simulate Everything
Altair HyperWorks®は、業界で最も包括的なオープンアーキテクチャのCAEソリューションであり、
製品開発における機能性追求や軽量化検討など、あらゆる解析を実行するための最先端技
術を提供します。

HyperWorksには、クラス最高のモデリング、線形・非線形解析、構造最適化、熱流体解析、
電磁界解析、マルチボディダイナミクス解析、可視化、データ管理などの機能が含まれています。

Drive Innovation
Altairはシミュレーション主導の製品開発に関するパイオニアとして、過去30年にわたり、革新的
ものづくりを追求されるお客様のために高度な解析ソフトウェアを開発してきました。

Save Money
Altairは、特許取得済みのライセンス管理システムにより、製品パッケージ全体を従量制で利用
可能としました。

ソフトウェア活用によって得られる価値を基準にしたライセンスモデルはパートナー製品にも拡張さ
れており、オンデマンドで多種多様なソフトをご活用いただけます。 さらに、クラウドソリューションも
ご利用可能です。

目次

モデリングおよび 
データ可視化シミュレーション技術 設計および 

産業別ソリューション
クラウドおよび 
HPCソリューション

「HyperWorksは、魅力的な価格で多種多様なCAEツールを提供してくれます。 また、Altairパートナーアライアンスで提供されるサードパーティ製品により、
その可能性はさらに拡大しています」 – EADS Innovation Works社

06. OptiStruct®

08. RADIOSS®

10. AcuSolve®

12. FEKO®

14. Flux®

16. FluxMotor™

18. WinProp™

20. nanoFluidX™

22. Multiscale Designer™

24. HyperStudy®

26. MotionSolve®

28. HyperMesh®

30. HyperView®

32. HyperGraph®

34. HyperCrash®

36. SimLab®

38. MotionView®

40. HyperForm® 

42. solidThinking Click2Form™

43. solidThinking Click2Xtrude™

44. solidThinking Click2Cast™

46. HyperWorks Virtual Wind Tunnel™

48. solidThinking Inspire®

50. solidThinking Evolve®

52. solidThinking Compose™

54. solidThinking Activate™

56. solidThinking Embed™

59. Carriots Analytics™

60. Simulation Manager™

62. HyperWorks Unlimited™

64. PBS Works™
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「HyperWorksが存在しなければ、開発業務はもっと困難だったでしょう。 根拠のないエンジニアの勘に頼って多くの潜在的問題を対策することになったと思
います」 – Unilever社

従来のソフトウェアは、使用しているアプリケーションのトークンをスタックする（積み重ねる）方式です。 HyperWorksは独自のライセンスシステムで稼動します
が、最大の価値をもたらしている製品のトークン（HWU: HyperWorks Unit）のみで複数のアプリケーションを稼動させることができます。

HyperWorksライセンスシステムは、業界標準のスタッキングシステムと比べて非常に大きなコスト削減を実現します。 さらに、最大価値の製品のトークン数
に設定されることから、各企業がライセンス追加時に支払うコストは、得られる価値の増分に見合ったものになります。

► 詳細は、 www.altairhyperworks.jpをご覧ください。

高い価値の提供 - ソフトウェアの経費削減

複数のユーザーに対してライセンスコストの平坦域が発生します。 
これは、企業が増分使用量に対してのみ効果的に支払っているという事実を示すものです。

「Altairは単なるソフトウェアサプライヤーではなく、当社の信頼できるパートナーとして、完璧なソフトウェア製品群を提案し、専門技術者を派遣し、当社が
抱える技術課題に沿ったテクニカルサポートを提供してくれます。 HyperWorks UnitでAltairパートナーアライアンス製品群を利用し、所有ライセンスをさら
に効果的に活用しています」 – SEGULA Technologies社

Altairは15年以上にわたり特許取得済みのライセンス管理システムを製品に適用しており、 HyperWorks Unit（HWU）と呼ばれるライセンストークンです
べてのAltair製品を従量制で使用できます。 このシステムは独立系ソフトウェアベンダー（ISV）パートナーのサードパーティ製品にも拡張され、Altairパートナー
アライアンス（APA）を形成しています。

HyperWorksのユーザーであればHWUによって、拡張を続ける広範なAPA製品を、僅かな追加コスト、または全く追加コストなしで使用することができます。＊
これは、お客様とさまざまなパートナー企業をつなぎ、オンデマンドにCAEアプリケーションを提供するための画期的なパラダイムです。

＊HyperWorksの年間ライセンスをお持ちのお客様に限ります。

Altairパートナーアライアンス - サードパーティ製ソフトウェアへのオンデマンドアクセス

► 詳細は、 www.altairhyperworks.jp/APAHome.aspxをご覧ください。

現在のAPAに含まれる解析機能

• 積層造形
• コラボレーションと自動化
• 複合材
• 数値流体力学（CFD）
• 衝突安全
• 設計

• 疲労強度
• 電磁気学
• 製造
• 材料管理
• 騒音・振動・乗り心地（NVH）
• 最適化

• 構造解析
• システムレベル設計
• 車両動力学

コスト削減

ラ
イ
セ
ン
ス
コ
ス
ト

ソフトウェア製品の使用数

従来のソフトウェアライセンス方式 HyperWorksライセンスシステム

スタッキング

HWUの 
使用数

製品3

製品3

製品2

製品2

製品1

製品1

従来のソフトウェアライセンス方式 HyperWorksライセンスシステム
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メリット
高速で高精度なソルバー技術
• NVH解析のための最先端ソルバー： 騒音・
振動 ・乗り心地（NVH）の効率的かつ詳細な
解析と診断に必要とされる最先端の機能と
結果出力をサポートしています。

• 非線形解析とパワートレインの耐久性に対
応するロバストなソルバー： パワートレイン解
析に必要な幅広い物理現象をサポートするた
め、熱伝導解析、ボルトやガスケットのモデリン
グ、超弾性材料定義、効率的な接触アルゴリ
ズムなどの機能を備えています。

• 包括的な非線形解析ソルバー： 温度依存の
材料非線形、形状非線形、接触を含む静解
析および過渡応答解析に対応しています。
荷重および摩擦を擬似時間ベースにすること
ができます。要素破壊、超弾性材料、ユーザー
定義材料、継続的なスライドに対応しています。
パワートレイン解析用のボルトプリテンションお
よびガスケット材料に対応しています。 複数の
コアを使用した解析を加速するために、領域
分割法が使用されています。

• 高度な並列処理ソルバー： 領域分割法など
を活用して数百コアを使った解析を実行可能

です。 それによって、高度なスケーラビリティを実
現します。

• 既存プロセスへのシームレスな統合：  高機能
なソルバー OptiStructを含む統合 CAEソフト
であるHyperWorksを活用することで、解析
ワークフローの改善が容易になり、同時に費用
を大幅に削減することができます。

数々の受賞歴のある最適化
• 革新的な最適化技術： OptiStructは過去

20年にわたり、応力と疲労強度を考慮したト
ポロジー最適化、 3Dプリンターで作成可能な
ラティス構造を対象としたトポロジー最適化、
複合材などの先進材料を扱った構造設計や
最適化技術など、数多くの先進機能を業界
初導入することで最適化技術の発展をリード
してきました。

機能
高速な大規模固有値解析ソルバーを統合： 
標準機能として実装された自動マルチレベルサ
ブストラクチャリング固有値ソルバー（AMSES： 
Automated Multilevel Substructuring 
Eigen Solver）により、数百万自由度における

数千モードの固有値計算が高速実行可能とな
ります。
高度なNVH解析： ワンステップ TPA（伝達経
路解析）、パワーフロー（振動インテンシティ）解
析、モデル縮退（CMSおよび CDSスーパーエレメン
ト）、感度解析、 ERP（等価音響放射パワー）な
ど、 NVH最適化のための優れた先進機能を備
えています。

設計コンセプトの創造
• トポロジー最適化： OptiStructのトポロジー
最適化テクノロジーにより、革新的なコンセプト
案を創造することができます。 ユーザーが定義
した設計変数、目的関数、製造性制約条件
などに基づき、最適形状案が生成されます。
トポロジー最適化は１次元、２次元、３次元
の設計空間に適用できます。

• トポグラフィー最適化： 薄肉構造物の強化に
は、ビードやスエージがよく使用されます。 トポグ
ラフィー最適化は、与えられた許容寸法の範
囲内で、構造強化に最適なビードパターンを生
成するなど、革新的な設計案作成に役立ちま
す。 典型的な適用例には、パネルの変形量
低減や固有振動数の制御などがあります。

• フリー寸法最適化： フリー寸法最適化は、切
削加工を必要とする金属製部品の板厚分布
最適化、積層複合材のプライ形状最適化な
どに幅広く用いられています。 フリー寸法最適
化では、各材料層の要素厚さを個別に設計
変数として定義することができます。

設計変数の微調整を目的とした最適化
• 寸法最適化： 寸法最適化では、材料特性、
断面寸法、板厚などを設計変数として扱うこ
とが可能です。

• 形状最適化： 形状最適化は、ユーザーが定
義した形状変数を変更して、既存設計を改
善するときに活用します。 形状変数は、
HyperMeshに搭載されたモーフィングテクノロ
ジーであるHyperMorph®で生成します。

• フリー形状最適化： OptiStructの独自手法
であるノンパラメトリック形状最適化を使用す
ることで、形状変数を自動生成し、設計要件
を満たす最適輪郭形状を決定することができ
ます。 この手法では形状変数を定義する必

要がなく、より柔軟に設計を改善できます。 フ
リー形状最適化は、応力集中を緩和するため
の形状探索などに対して非常に効果的です。

積層複合材の設計と最適化： OptiStructに実
装された独自の３段階の最適設計プロセスを使
用することで、積層複合材の設計および最適化
が容易になります。 このプロセスは、直感的で使
いやすいプライベースのモデリング手法に基づいて
います。 また、積層複合材の設計に特有な積
層減少率など、さまざまな製造性制約条件を考
慮可能です。 このプロセスでは、最適プライ形状
（第１段階）、最適プライ数（第２段階）、最適プ
ライ積層順序（第３段階）を段階的に求めます。

3Dプリンティング用ラティス構造の設計と最適
化： ラティス構造は、軽量性や熱的性質など数
多くの魅力的な特性を有し、また、多孔質である
ことに加え、細胞組織と結合しやすい小柱構造
を持つため、たとえば生体用インプラント構造とし
て高い適性を持っています。 OptiStructには、ト
ポロジー最適化に基づいてラティス構造を設計で
きる独自のソリューションが備わっています。 応力、
座屈、変位、固有振動数などの詳細な目的関
数を考慮しながら、ラティスビーム（格子梁）構造
を対象とした大規模な寸法最適化スタディを実
施可能です。

主な解析手法と機能
剛性、強度、安定性
• 形状非線形、接触と塑性変形を考慮した非
線形の静解析

• 超弾性材料および継続的な滑りを持つ大変
形解析

• 高速な接触解析
• 座屈解析

騒音振動解析
• 実固有値・複素固有値解析のためのモード
解析

• 直接法とモーダル法による周波数応答解析
および過渡応答解析

• ランダム応答解析
• 応答スペクトル解析

• 非線形解析結果を初期荷重として与えた座
屈解析、周波数応答および過渡応答解析

• ローターダイナミクス
• 流体構造連成（NVH）解析
• AMSES大規模固有値解析ソルバー
• 高速大規模周波数応答解析ソルバー
• ピーク応答周波数における結果の出力
• ワンステップの伝達経路分析
• 放射音解析
• 周波数依存性、多孔質構造を考慮した材料
特性定義

• ブレーキ音解析

パワートレイン耐久性解析
• １次元および３次元ボルトプリテンション
• ガスケットモデリング
• 加工硬化を伴う塑性変形特性
• 温度依存の材料特性

熱伝導解析
• 線形・非線形定常解析
• 線形過渡応答解析
• 非線形熱構造連成解析
• ワンステップ法による非定常熱応力解析
• 接触を考慮した伝熱解析

動解析および機構解析
• 静解析、準静的解析、動解析
• 荷重の抽出と入力の予測
• システムにおける剛体機構と弾性構造の最適化

構造最適化
• トポロジー、トポグラフィー、フリー寸法最適化
• 寸法、形状、フリー形状最適化
• 積層複合材の設計と最適化
• 3Dプリンティング用ラティス構造の設計と最適化
• フェールセーフ設計のためのトポロジー最適化
• スポット / シーム溶接の疲労制約
• 等価静的荷重（ESL）法
• マルチモデル最適化

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [OptiStruct]

製品の主な特長
• NVH解析のための最先端ソルバー

• 非線形解析に対応する機能を備えた
ソルバー

• 高度に並列化されたソルバー

• 20年間の実績を持つ 
構造最適化技術

• 高度な積層複合材の最適化機能

OptiStruct は、 静荷重および動荷重下の線形および非線形シミュレーションのための、 業界が認めた最新の構造解析ソルバーであり、
構造設計と最適化のためのソリューションとしてあらゆる業界で幅広く使用されています。 OptiStruct を活用した強度、 耐久性、 NVH など
の性能評価および最適化により、 革新的で、 軽量かつ構造的に無駄のない製品を迅速に開発することが可能となります。

パワートレイン耐久性に対応した 
完璧なソリューション

フルビークル騒音および振動解析 ラティス構造のトポロジー最適化

OptiStruct®

構造解析・構造最適化ソルバー
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RADIOSS®

非線形・衝撃解析・マルチフィジックスソルバー

メリット
安全性、品質、ロバスト性

RADIOSSの高度なマルチプロセッサソリューション
（ハイブリッド超並列処理）は、大規模で強い非
線形の構造シミュレーションに対して、業界で最
高のスケーラビリティを実現しています。 特別な
実装手法により、並列計算で使用するコンピュー
タのコア数、ノード数、またはスレッド数に関係なく、
結果の完全な再現性が保証されており、高品質
のソフトウェアゆえに、結果の数値の分散が極め
て最小限に抑えられます。

アドバンスト マス スケーリング（AMS）法とインテリ
ジェントな単精度計算オプションを使用すること
で、結果の精度を保ちながら、シミュレーション速
度を桁違いに向上させています。 AMS法により、
モデルに小さなメッシュサイズがローカルに存在す
る、準静的な問題に対して、より高速に解が得ら
れます。 さらにAMS法は、接触、複雑な材料挙
動、または破壊モデリングにおける強い非線形性
によって収束性の問題を抱える、陰解法の非線

形シミュレーションの代わりにもなります。

RADIOSSのマルチドメインアプローチを使用すれ
ば、詳細で精度の高い解析を非常に短い時間
で実行できます。 モデルは異なるドメインに分割
され、それぞれが独自の適切な時間ステップで
計算されます。 全体構造に対して一部を詳細
なメッシュとする場合や、ディッチング（流体と構
造を別のドメインに入れて処理）などの用途には、
RADIOSSマルチドメインアプローチによる大きなメ
リットがあります。

衝突解析、乗客安全解析、衝撃解析の 
業界標準

RADIOSSは30年以上にわたり、衝突 / 安全 / 

衝撃解析に関するリーダーとしての地位と業界
標準を確立してきました。 ユーザー数は現在も
驚くべき割合で増加を続け、世界中で1000社
を超える企業が RADIOSSを使用しており、その
40%は自動車産業のお客様です。

またRADIOSSは５つ星評価の衝突解析ソフト
ウェアとしてランク付けされています。 自動車や航
空機の衝突・衝撃シミュレーションなど、複雑な
状況における設計の挙動の理解と予測に対す
るRADIOSSの貢献が評価されています。

RADIOSSでは有限要素のダミー、バリア、および
インパクターのモデルの大規模なライブラリを直
接利用して、車両の乗客の安全シミュレーション
を実行できます。 先進的な衝突・安全テスト施
設やモデルプロバイダーと提携することで、業界で
最も包括的で高品質なツールセットを提供して
います。

さらに、 AltairのHyperCrashは、 RADIOSSに
よる自動車の衝突安全シミュレーションに優れた
モデリング環境を提供します。

包括的な材料および破壊ライブラリ

RADIOSSには、 300を超える組み合わせの包
括的な材料および破壊ライブラリが備わっていま
す。 線形および非線形の材料や破断および破
壊のモデルによる包括的な機能が、複雑な事象
のモデリング用に提供されています。 相互関係
のある材料則と破壊基準には、コンクリート、発
泡体、ゴム、スチール、複合材、生体材料などに
関する定義が含まれており、どの材料にも複数の
破壊基準を適用できます。多層構造に対しては、
拡張有限要素法（XFEM）を使用して亀裂進行
を解析できます。

高度なマルチフィジックスシミュレーション

RADIOSSでは、ラグランジュ型有限要素法のほか
にも、 Euler、 Arbitrary Lagrangian-Eulerian
（ALE）、 Smoothed-Particle Hydrodynamics
（SPH）、有限体積法（FVM）などの技術を使用し
ています。

Euler法、 ALE法、 SPH法の定式化によって、
複数の流体を考慮に入れた流体 -構造連成
（FSI）シミュレーションが可能になっています。

革新的な有限体積法により、車両全体モデル
において、エアバッグの完全なFSIシミュレーションを、
高い精度と速度で実行できるようになっています。

最適化

HyperWorksとの統合により、 RADIOSSは強
力な設計ツールとなります。 モデリングや可視
化に加えて、 RADIOSSモデルは最適化できる
準備が整っています。 Altairの OptiStructお
よびHyperStudy製品を使用することで高度
な設計最適化とロバスト性の評価が簡単に実
行でき、設計の性能を向上させることができます。
RADIOSSの高度なスケーラビリティ、品質、および
ロバスト性は、数値最適化には欠かせないもの
です。

ハイパフォーマンスコンピューティング

パフォーマンス、信頼性、安全性、および革新
性の向上に取り組む先進的な顧客とともに、 
RADIOSSチームは最新の高度なコンピューティン
グアーキテクチャをサポートし、新しいテクノロジー
の統合によってパフォーマンス、スケーラビリティ、使
いやすさを向上させることに全力で取り組んでい
ます。RADIOSSは、多数の最先端のコンピューティ
ングハードウェアの可能性を理解し、複雑な解析
を行うアプリケーションや環境を強化するための、
業界のリーダーです。

機能
解析タイプ
• 非線形の陽解法動解析または陰解法構造
解析

• Lagrangian、 Eulerian、お よ び Arbitrary 
Lagrangian-Eulerian（ALE）法の定式化

• 有限体積法（FVM）ベースのエアバッグシミュ
レーション

RADIOSSの用途領域には、衝突安全、落下と
衝撃、爆風と流体力学衝撃、流体 -構造連成、
終末弾道学、超高速衝突、フォーミング、複合材
マッピングのシミュレーションが含まれています。

主な機能
• ３次元シェル要素とソリッド要素
• 剛体、バーとビーム、高度なスプリング要素
• 構造の接触インターフェース、流体および流体 -
構造連成解析

• さまざまな破壊モデル（XFEM）、状態方程式、
熱挙動を含む大規模な材料ライブラリ

• あらゆる種類の境界条件（与えられる運動、
与えられる力と圧力、初期状態など）

• 流体に特有の境界条件（流入、流出、サイレン
トなど）

• 逆流ベントホールを使用した有限体積法
（FVM）ベースのエアバッグシミュレーション

• センサー、要素のアクティベーションまたは非アク
ティベーション

セーフティモデル
• 正面、側面、後面衝突の大人と子供のモデル
（Humanetics社との提携によって開発）

• 歩行者インパクター
• 人体ダミーモデル
• 正面、側面、後面バリア（CELLBOND社との提
携によって開発）

• IIHS-RCARバンパーバリア

製品の主な特長
• 大規模で高度な非線形動的問題を
扱うために最適化された並列計算の 
スケーラビリティ

• 多種多様な材料構成則ライブラリ

• 高精度エアバッグシミュレーションに特化
した独自機能

• マルチフィジックス解析機能

• ダミー、バリア、インパクターなどの自動車
衝突解析に必要な汎用モデル提供

Altair RADIOSS は、 衝突解析や破壊解析などの高度な非線形動的問題を扱うために開発された先進的な構造解析ソルバーです。
並列計算のスケーラビリティ、 解析精度、 解法のロバスト性において優位性を持ち、マルチフィジックスシミュレーション機能や複合材モデリ
ング機能を備えています。 RADIOSSは、世界中のさまざまな産業において、耐衝撃性や安全性の改善および生産技術課題を扱うソルバー
として活用されています。

材料破壊を伴うボルトモデリング FSIの適用例： 爆発荷重をかけた鋼製ケーシング
とコンクリート壁（流体 -構造連成）

ガラス破損のシミュレーションに対する 
拡張有限要素法（XFEM）

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [RADIOSS]
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AcuSolve®

熱流体（CFD）解析ソルバー

メリット
AcuSolveの開発方針において、解析精度を追
求するためにロバスト性や利便性を犠牲にする
ことはありません。 AcuSolveを使用すれば、こ
れまで数日、場合によっては数週間も要したメッ
シュ品質改善作業が不要となります。 非構造
メッシュを構築し、ソルバーを実行するだけで、高
精度な解を安定的に得ることができます。

複雑な物理現象も問題なし

現在お使いの CFDソルバーで扱うのが困難な課
題をお持ちですか。 例えば、乱流解析、移動メッ
シュ、流体 -構造連成などでしょうか。 AcuSolve
のシングルソルバーテクノロジーは、こうした高度な
解析課題を単純化します。 AcuSolveを使用し
て複雑な物理現象を扱う場合、スキームの相違、
時間積分設定、 CFLベースの安定限界などの
詳細なソルバー設定は不要です。 サポートされる
物理モデルが１つのソルバーで処理されるので、特
定用途向けの調整が必要ありません。

高速、並列処理性能

製品開発において効果的にCFDを活用するた
めには、設計初期段階における効率的な解析
実行が鍵となります。 AcuSolveは以下の特徴
により高速解法を実現しています。
• 完全に連成された圧力 / 速度の方程式を解
き、すぐれた非線形収束を実現

• 分散メモリ、共有メモリを含むハイブリッド並列
処理を可能とする効率的な並列アーキテクチャ

• 数千コアに対して性能を発揮する並列計算ス
ケーラビリティ

シミュレーション機能
流体モデリング

AcuSolveの流体シミュレーション機能は、非圧
縮性流および亜音速圧縮性流に対応しており、
ニュートン / 非ニュートン流動場を解析することが
可能です。 Navier-Stokes方程式を必要としな
い課題に対してストークス流などの特殊な流動

モデルを準備しています。

熱伝導と輻射のモデリング

AcuSolveでは、固体と流体の伝熱問題を解くこ
とができます。以下の機能がサポートされています。
• 共役熱伝達
• 自然対流
• 灰色体閉鎖空間の輻射
• 太陽輻射
• 薄肉構造の伝熱解析用シェル要素
• 熱交換器モデル

乱流モデリング

AcuSolveには、高度な技術要求に応えるため
に豊富な乱流モデルが備わっています。 使用可
能なRANSモデルには以下が含まれています。
• Spalart-Allmaras

• SST

• k-omega

高精度な非定常解析用に、以下のモデルがサ
ポートされています。
• Spalart-Allmarasベース Detached Eddy 

Simulation（DESおよびDDES）
• SSTベースのDetached Eddy Simulation
（SST-DES）

• Samgorinskyおよび動的サブグリッドスケール
LargeEddySimulation

メッシュ移動機能

AcuSolveは変形メッシュの処理に対して２
つの手法をサポート しています。 Arbitrary 
Lagrangian-Eulerian（ALE）法のメッシュ移動
アルゴリズムは、複雑な動きに適応する一般的
なソリューションです。 動作を単純化できる場合、
AcuSolveの境界条件ツールで設定します。 この
ツールは、境界表面の動きをモデル全体に伝える
ための定義をします。

ユーザー定義関数（UDF） 

ユーザー独自の関数を作成することで、材料モデ
ル、境界条件、ソース項、およびソルバーの多くの
機能をカスタマイズ可能です。 UDF内にあるデー
タアクセス関数の標準セットに加えて、クライアン
トサーバープログラミング機能も提供されています。
これにより、 CFDシミュレーションを、制御システム
コードなどの外部アプリケーションと連携することが
できます。

マルチフィジックス機能

過渡流体解析や変形メッシュを扱う上での強み
を持つAcuSolveは、外部コードとの連携なしに、
以下のマルチフィジックス解析を行うことができ
ます。

• 接触を考慮しない剛体動力学
• 線形構造変形

HyperWorksの他製品との連成により、さらに以
下の解析が可能となります。
• 質量粒子パーティクルトレース（AcuTraceとの
連成）

• マルチボディ動力学（MotionSolveとの連成）
• 非線形構造変形（RADIOSSとの連成）

プリプロセッシング機能
AcuSolve専用のグラフィカルユーザーインター
フェースであるAcuConsole®を活用することで、効
率的にモデリングを行うことができます。 これらの
機能はAcuSolveを完全サポートしており、対話
ツールまたはバッチプロセスの自動化プラットフォー
ムとして使用できます。

ポストプロセッシング機能
AcuSolveの解析結果は AcuFieldView™に
よってポスト処理されます。 これは、 Intelligent 
LightのFieldView CFDポストプロセッサのOEM
バージョンです。AcuFieldViewは、クライアントサー
バーベースの並列処理を使用してAcuSolveシ
ミュレーションのポストプロセスを実行可能にし、自
動化するためのツールも備えています。

攪拌タンク内の流動パターンを示す流線

カルマン渦によって自励振動する 
海底パイプライン

スタティックミキサーにおける 
流れのパターンと流速場

横風による列車まわりの圧力場と流線

ガスタービンの熱電対冷却流路を通る流線

スポーツカーまわりの 
Detached Eddy Simutation（DES）

製品の主な特長
• 効率的で柔軟なワークフロー
• 流れ、乱流、伝熱解析に適応した物理
モデル

• メッシュ品質に依存しない高い精度と 
安定性

• 非定常・定常解析両方に対応する 
高速解法

• 数千コアの活用に対して有効な 
並列計算スケーラビリティ

• 剛体と弾性体の連成を含む高度な 
マルチフィジックス機能

AcuSolveは、 Altair が持つ強力な数値流体力学（CFD）ツールです。 ロバストかつスケーラブルなソルバーテクノロジーによって、 流れ、 伝
熱、 乱流、 非ニュートン流体シミュレーションを簡単に実行できます。 精度検証された物理モデルが非構造メッシュに適用されるため、 効
率的に高精度な解析を実行することが可能であり、 その結果、 モデル生成時間を大幅に短縮し、 より多くの時間を製品開発に割けるよ
うになります。

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [AcuSolve]
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FEKO®

電磁界（EM）解析ソルバー

メリット
複数のソルバーを包括したソリューション

FEKOには多種多様なソルバーが搭載されていま
す。 ユーザーは課題に対する最適な解析手法を
選択し、複数のソルバーを使用して交差検証を実
施できます。 FEKOソルバー群は１つのソフトにまと
められており、 Altair HyperWorksライセンスシス
テムの一部です。

真のハイブリッド化

FEKOには、最先端のハイブリッド機能が搭載され
ており、異なるソルバーを組み合わせてメリットを足
し合わせることができます。 電気的サイズが大きく、
複雑なマルチスケールの問題に対して効率的かつ
高精度に解を得ることが可能です。

ソルバーの精度とパフォーマンス改善

FEKOが搭載する複数の解析手法および拡張機
能の精度は、詳細な精度検証により保証されて
います。 業界最高の計算効率を達成するために、
ソルバーのパフォーマンス、並列計算のスケーラビリ
ティは絶えず最適化されています。

専門分野に特化したソリューション

FEKOは特性モード解析（CMA）ソルバーを初めて
実装した製品であり、今日でも最高の実績と信頼
性を誇っています。 FEKOには、ケーブルの双方向
連成、ガラスアンテナモデリング、大規模な有限周
期配列などの専門分野に特化したソリューションが
含まれています。 従来のアンテナ配置、 EMC問
題に対してモデル分解ワークフローを適用すること
で、送信 / 受信アンテナなどの等価表現が可能に
なりました。

機能
ソルバーの概要

• 周波数および時間領域の全周波数域（フル
ウェーブ）ソルバー： MoM、FDTD、FEM、
MLFMM

• 漸近法： PO、 LE-PO、 RL-GO、 UTD

• 解析手法の真のハイブリッド化により、複雑かつ
電気的に大きなマルチスケール問題を解くこと
が可能

• ユニークなCMAソルバーでは、モーダル電流、固
有値、モード有意性、特性角を計算

ソルバーパフォーマンスを改善する技術
• 完全並列処理ソルバーであり、複数の分散メモ
リ型CPUリソースに合わせて最適化

• ソルバーのGPUアクセラレーション
• 最適化されたアウトオブコアソルバーであり、

RAMが使用上限に達しても解を導出可能

ユーザーインターフェース
• 最先端の3Dパラソリッド CADモデリングインター
フェース。 さまざまなCAD形式やメッシュ形式の
インポート / エクスポートなどに対応

• 統合されたメッシュエンジンにより、三角形、四
面体、ボクセルのシミュレーションメッシュを生成

• Altair HyperMeshへのインターフェース
• 包括的なポストプロセッシング。 1D / 2D / 3Dプ
ロット、測定結果のインポート、レポート生成など
の機能を搭載

• Luaスクリプトの全自動化により、モデリング、設
定、ポストプロセッシングを実行。 マクロレコードに
も対応

最適化
• 複数の最適化アルゴリズム（遺伝的アルゴリズム、
粒子群アルゴリズムなど）を用いて、多変数・多
目的問題の最適化を自動実行

• 最適化プロセスをリアルタイムでモニタリング
• Altair HyperStudyへのインターフェース

専門分野に特化したソリューション
• 任意のケーブルパスを通る複雑なケーブルバンド
ルの双方向連成

• 多層ガラスアンテナを効率良く解析するための

特殊なソルバー
• 有限 / 無限アレーおよび周期構造の効率的な
解析手法

• メタマテリアルおよび複合材

モデル簡略化と領域分割
• 一部の電磁界問題を分解して計算コストを削減
• 複雑な送信・受信解析において簡略化された
モデルを活用することで大幅な効率化が可能

非放射ネットワーク
• 線形集中定数回路モデルをシミュレーションに
含めることが可能（主に整合ネットワークで使用）

• S、 Z、 Yパラメータファイルまたは SPICE回路ファ
イルのネットワーク定義

CADFEKOの機能
CADFEKO GUI上で、形状モデリングからメッシュ生
成など、解析実行に必要となる全てのセットアップ
作業を行うことができます。
• Parasolid、 AutoCAD DXF、 IGES、 STEP、 Pro/

ENGINEER®、 Unigraphics、 CATIA V4 & V5、
ACIS Exchange（SAT）など、主要CADおよびメッ
シュデータのインポート / エクスポートをサポート

• プリント回路基板用のGerber、 ODB++、 3Di
フォーマットをサポート

• CADデータ修正機能により不要要素削除、欠
落部補完や穴埋めを実行

• 標準的に準備された材料特性に加え、ユーザー
定義材料のデータを管理するメディアライブラリ

• 手動 / アダプティブ計算による微調整が可能な

サーフェス / ボリューム、平面 / 曲面のメッシュ生成
のための強力なメッシングアルゴリズム

• 整合回路の自動設計を行うOptenni Labへ
の直接リンク

• コサイト干渉解析のためのEMITインターフェース
• Cadence Sigrity、 FEST3D、 GRASP、 CST、

SEMCAD、 Orbit/Satimo測定およびTouchstone
ファイルからの結果インポート

POSTFEKOの機能
多才なポスト処理機能を持ったPOSTFEKO GUI
により、シミュレーションと測定の結果を可視化お
よび比較検証することが可能です。
• 近傍界 / 遠方界の放射パターン、電流、 SAR
の２次元 / ３次元プロットとアニメーション

• インピーダンス、 Sパラメータ
• 外形、等値面、直交断面
• 直交座標グラフ、極座標グラフ、スミスチャート
• 複数モデル、複数ビューの表示
• 計算過程の管理
• インポートしたデータ管理や各種測定機能
• 各種データフォーマット、イメージ、アニメーションの
エクスポート

レポートの生成
実行中のPOSTFEKOセッションをPowerPoint、
Word、またはPDF形式のレポートとしてエクスポー
トできます。 クイックレポートオプションを活用する
ことで、定型レポートの自動作成が可能です。

製品の主な特長
• アンテナの設計と配置、およびRCSのた
めの最先端のシミュレーションツール

• エミッション、イミュニティ、遮蔽の効率性
を含む EMC解析

• 大規模で複雑な問題を解決するため
の一連の幅広いハイブリッド型手法

• ウィンドウアンテナ、配列、ケーブルモデリン
グ、特性モード解析（CMA）などの特殊
なツール 

• HPC対応の効率的で信頼できる、精度
の高いソルバー

FEKO は、 複数の周波数領域および時間領域の解析手法を使用する先進的な電磁界シミュレーションソフトウェアです。 これらの解析
手法は真にハイブリッド化されており、 主にアンテナの設計と配置、 散乱、 レーダー反射断面積（RCS）、 電磁両立性（EMC）に関連す
る多種多様な電磁界問題を効率的に解くことが可能です。 電磁界問題には、 電磁パルス（EMP）、 落雷、 高強度放射電界（HIRF）、
放射線障害などが含まれます。

コルゲートホーンアンテナの解析 ACC車両レーダー統合 携帯電話の頭に対する放射パターン 
（ハンドファントム使用）

自動車ケーブルカップリング問題の 
セットアップ

倉庫環境のRFID調査 海軍のアンテナ配置結果の可視化

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [FEKO]
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Flux®

電磁界 / 熱シミュレーション

メリット
高い解析精度

実機試験に近い結果を導出し、複雑な現象を
高い精度で再現できる Fluxは、長年にわたって
確かな実績を積み上げてきました。 Fluxで信頼
性の高い結果を得ることによって、エンジニアはイ
ノベーションに集中できるようになります。 解析速
度を極限まで高めるために絶えず進化を続けて
いるFluxソルバーを利用することで、数千もの設
計構成を評価することが可能になります。

柔軟性

Fluxでは、さまざまなシミュレーションのニーズに容
易に適応できます。 モデルおよびソルバーを細かく
調整するためのオプションが豊富なため、きわめて
効率良く高精度の結果が得られます。 標準装
備のスクリプトツールとマクロ作成機能を使って、シ
ミュレーションプロセスをプログラム化して自動化す
ることで、日常業務を迅速に処理できます。

パラメトリックシミュレーション

幾何寸法や物理特性のパラメータ化は、 Flux
の中核機能の１つです。 方程式を使って複数の
パラメータをリンクすることも簡単に実行できるほ
か、直感的な操作で各パラメータの影響を調べる
ことができます。

計算の分散処理にも対応しているため、数多く
の設計構成をきわめて高速に評価できます。

相互運用性

Altairソフトウェアと接続できるため、世界中の設
計環境を統合することができます。 業界最先端
の３次元解析ソフトウェアと連携することで、マル
チフィジックス連成解析を実行したり、物理現象
を極限まで忠実に再現したりできます。 またシス
テムレベルシミュレーションツールと連携することで、
制御系を設計できます。

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [Flux]

概要
Fluxは、電磁場および熱場の複雑な現
象を捉え、将来の製品の挙動を高い精度
で予測することができます。

さまざまな適用分野
• 電気モーター 
• アクチュエーター 
• トランスとインダクタンス 
• 熱処理 
• センサー 
• ケーブルとバスバー 
• 電磁両立性 

先進的な電磁界 / 熱シミュレーションソフトウェアである Fluxは、 30年以上にわたり世界中の大手企業や大学研究室で使用され、 高
精度の結果が得られることから、 業界標準としての地位を確立しています。 多機能で効率性にも優れ、 ユーザーフレンドリーなインターフェー
スを備えた Fluxは、 絶えず技術的な進化を続けており、 より短い時間、 より少ない試作品数で、 最適化された高性能な製品を開発
できます。

機能
高性能の幾何記述
• 完全にパラメータ化されたモデル構成要素を
含むスケッチャーとモデラーを標準装備

• 高度なCADインポート / エクスポート機能
• フィーチャー削除と形状簡略化機能
• 電気モーター専用の設計環境（２次元 / 

３次元）
• 2.5次元のスキューモデルを用いることで、所要
時間の長い３次元解析を回避

簡単かつ柔軟なメッシュジェネレーター

２次元および３次元のどちらの環境でも組み合
わせて使用できるさまざまメッシュテクノロジーが用
意されており、高精度のメッシュを素早く生成する
ことができます。
• 自動のスマートメッシングと、手動によるメッシュ
サイズおよび粗密分布の微調整

• 同一の形状エンティティ間でメッシュをリンク
• ２次元および３次元の解析中に、アダプティブ
メッシュを自動的に微調整

高度なモデリングにより、高精度の結果を迅速
に導出
• メッシュなしコイル
• 肉薄領域をサーフェスモデルで表現（厚さ方向
のメッシングが不要）

• 異方性材料の非線形挙動（ヒステリシス）モデ
リング

• 巻線の表皮および近傍界の損失

解析プロセス： 高速かつロバストなソルバー

幾何寸法または物理特性のパラメータスイープを
可能にする、完全なパラメトリックソルバー
• マルチプロセッシング（並列計算）に対応した、
複数の反復法 / 直接法線形解析ソルバー

• ロバストな非線形解析ソルバー

• 複数のコアまたはコンピューターを用いてパラメ
トリック解析を分散処理

結果のポストプロセス： 解析結果から説得力の
あるデータを抽出

多種多様な機能が網羅的に搭載されたポストプ
ロセッサーにより、マルチパラメトリック解析の結果
を分析できます。 以下のような量を導出できます。
• ポテンシャル、束密度、温度、電場 / 磁場
• グローバルな量： 磁束、インダクタンス、蓄積 
エネルギー

• 鉄損、コンダクターのジュール損失、表皮効果
の可視化

• 電気部品に関する量： 電流、電圧、電力、 
インダクタンス

• 機械的性質に関する量： 位置、速度、力、 
トルク、速さ

マルチフィジックス
熱伝達の精密な評価

電磁機器設計では、熱は重要な要素です。 従
来、 Fluxに搭載された磁気 -熱シミュレーション
では、熱交換係数で対流による熱伝達を定義
することで熱現象に対応していましたが、熱伝達
の評価精度を向上させるため、新たに数値流体
力学（CFD）ソルバーであるAcuSolveとの連成機
能が追加されました。 Fluxで計算される損失を
AcuSolveに送る一方向連成により、温度分布
を計算できます。

電気機器の振動の最小化

FluxとOptiStructの連成により、電気機器内部
の電磁力によって発生する振動を計算できます。
この連成機能の主眼は、振動を最小限に抑え
ることです。

省エネの電気駆動系の設計
Fluxには独自の電気回路エディターが実装されて
いますが、複雑な駆動系の設計や衝撃荷重の
解析など、より高度な解析が必要な場合は、シス
テムシミュレーターであるsolidThinking Activate
との連成シミュレーションが非常に便利です。 ２次
元 / ３次元 / スキューモデルで連成シミュレーション
が利用できるようになったことで、モーター、センサー、
トランス、線形アクチュエーターなどの機器を考慮で
きるようになりました。 連成シミュレーションでは、運
動や渦電流を考慮することで、制御戦略を実装
したり、あらゆる関連損失を計算したりできるため、
システム全体のパフォーマンスに関する知見が得ら
れます。

電気システムの効率的な最適化
電気機器設計では、設計空間を効率よく探索
して最適解を見つけるために、しばしば最適化ソ
フトウェアが必要になります。 Fluxでは、電気機
器単体または電気システム内の損失最小化、レ
スポンス時間向上、トルク増大と寸法 ・重量削
減などを効率よく実現できます。 電気モーターの
騒音低減といったさらに複雑なケースの場合は、
最適化ソリューションであるHyperStudyを利用
することにより、様々な物理現象を考慮しながら、
結果の正確度を損なうことなく計算時間を最小
限に抑えることができます。

誘導電動機の回転子スキューの密度解析 誘導加熱装置の解析 アクチュエータ応答時間の最適化で15％の向上
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FluxMotor™

電気モーターの事前設計

メリット
高い生産性

電気モーターのモデルを短時間で作成、評価す
る効率的な作業環境です。 モーター基本設計
における優れたテクノロジーと経済的なメリットを
すぐに感じていただけます。 モーター性能の可視
化機能も備えています。

幅広いユーザーに対応

技術者、研究者、モーター設計者のほか、設計、
製造、実装の担当者が求める幅広いニーズに応
えます。 ビギナーから上級者までのレベルに応じ
たモードを備えているほか、モーターの選定、基本
機能設計、性能評価などの各種タスクも網羅し
ています。

高精度

FluxMotorは、結果の精度を維持しながら、計
算時間を短縮する最適化技術を備えていま
す。 35年にわたる電磁界 / 熱シミュレーションソフ
トウェア Fluxの開発経験に基づく高速かつ高精
度の計算手法を使用し、タスクに適した精度とス
ピードを設定できます。

さらに高度な研究へ接続

偏心、音響解析などの高度な解析を行うための
Fluxへのエクスポート機能を備えており、解析に
必要なパラメータがすべて継承されます。

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [FluxMotor]

製品の主な特長
• 電気モーター設計に特化し、形状設定、
テスト、レポートが容易

• 高速高精度

• 豊富でカスタマイズ可能な材料データ
ベースと部品ライブラリ

• カタログを利用したプロジェクト管理

• Fluxとのシームレスな接続

FluxMotor は、 電気モーターの基本機能設計ソフトウェアです。 さまざまな形状テンプレートに、 巻き線、 材料などを設定してモーターモ
デルを作成し、 解析、 ポスト処理、 結果の比較を行います。 電磁界 / 熱シミュレーションソフトウェア Fluxへモデルを出力し、 さらに複雑
な現象を計算することもできます。

機能
電気モーター設計専用インターフェース

定義済みのモーター構成を選択し、シャフト、ロー
タマグネット、スロット、ステータの巻線、ハウジング
などを段階的に設定してモーター設計を完成さ
せるモーター設計に特化したユーザーインターフェー
スです。

ユーザー指向の巻線ツール

４つのレベルの巻線設定モード（automatic、
easy、 advanced、 expert）から選択できま
す。また、設定した内容がデータシートに反映され、
巻線の構築に役立ちます。

包括的でスケーラブルな材料データベース

積層、マグネット、電気導体、電気絶縁体などの
代表的な材料データを豊富に用意しているほか、
ユーザーによる材料管理や、 B-H曲線、鉄損の
パラメータの簡易定義をすることもできます。

モーター部品ライブラリ

多数のスロット形状とマグネット形状を提供してお
り、すべてのトポロジーをパラメータで変更できます。

強力なプロジェクト管理

モーターカタログでモーターやプロジェクトを容易に
管理できます。 プロジェクト管理、過去のデータへ
のアクセス、性能比較が素早く行えるほか、内蔵
コンパレーターによりモーターの一般的なデータと
性能を比較できます。

テストと評価

各種テストポートフォリオが予め用意されており、そ
れぞれの入力パラメータでユーザーがテスト条件を
制御できます。 計算後に結果が自動的に表示
されます。

実行できるテストの一覧
• モーター性能の包括的な合成を提示するデー
タシート

• Flux、インダクタンス、トルク、鉄損などのマップ
• コギングトルクと逆起電力によるオープン回路
試験

• トルク速度曲線と効率マップ

自動レポート生成

設計およびテスト用にすべての実施項目を記述
できます。 htmlまたはpdf形式でファイルをエク
スポートし、簡単に性能を比較できます。

Fluxとのシームレスな接続

電磁界 / 熱シミュレーションソフトウェア Fluxのモ
デルを生成し、より高度な調査（偏心、振動 -音
響、高度なドライブ&コントロール戦略など）を開
始できます。

Magnet manager 材料データベース 巻線ツール

効率マップ 逆起電力の回路試験結果 コンパレーターを使ったモーターカタログ

設計 試験

レポート

モーター
カタログ

比較＆選択

部品 
ライブラリ
部品 
工場

材料

ソースデータ

モーター工場 解析的手法
有限要素計算
最適化
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屋内 / キャンパス

静止軌道（GEO） 
/ 低軌道（LEO）衛星

都市 / 郊外地方 / 住宅地

トンネル / 地下 車両内 / 時間変動

WinProp™

電波伝搬と無線ネットワークプランニング

シナリオと適用分野 

WinPropには、高精度で非常に高速な電波伝
搬モデル（経験的 / 決定論的モデル）が用意され
ており、多種多様なシナリオに適用できます。
• 地方 / 住宅地 

• 都市 / 郊外 

• 屋内 / キャンパス 

• トンネル / 地下 

• 車両内 / 時間変動 

• 静止軌道（GEO） / 低軌道（LEO）衛星 

WinPropは、セルラー基地局、放送中継局、人
工衛星、リピーター、リーキーフィーダーケーブルなど
の任意の送信機をサポートしています。  

データベース 

シナリオによっては、トポグラフィー（ピクセル）、クラッ
ター（ピクセル - 高さとクリアランスあり / なし）、都
市の建物（ピクセルまたはベクトル）、 3D平面オブ

ジェクト / 壁（ベクトル）のデータベースに基づいた予
測を導き出すことができます。  

予測では、様々な種類のデータベースを同時に
使用でき、データベース間の移行は自動的に計
算されます。

全タイプのデータベースで、グラフィカルエディター、
CADツール、各種変換機能を使用できます。  

電波伝搬モデル 

WinPropの強力な電波伝搬エンジンには、経
験的 / 半経験的なモデル（測定結果に基づい
た校正が可能）、厳密な３次元レイトレーシン
グモデル、そして独自のDominant Path Model
（DPM）が含まれます。

パスロスの予測だけでなく、遅延スプレッドと角度
スプレッド、 LOS/NLOS、方向チャネルインパルス
応答、角度プロファイル、伝搬路も計算できます。

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [WinProp]

製品の主な特長
• FEKOでシミュレーションしたアンテナパター
ンをインポート可能 

• 革新的な電波伝搬モデル（経験論的 / 
決定論的モデルおよび光線光学モデル）
により、 短時間で正確な結果を導出

• 多様なシナリオとマップデータをサポートし、
複数種類のシナリオを組み合わせたハ
イブリッド解析も可能 

• LTE 以上のセルラー基地局やW-LAN
など、 ほとんどの業界標準をサポートす
るネットワークプランニングモジュール 

• 柔軟なWinProp API により、 電波伝
搬モデルとネットワークプランニングモ
ジュールを他のソフトウェアに統合可能

WinProp は、 電波伝搬と無線ネットワークプランニングのための最も完成された製品群です。 大気圏外の人工衛星から、 地上の地方、
都市、 屋内までの使用環境をカバーでき、 革新的な電波伝搬モデルにより、 短時間で正確な結果を求めることができます。

WinProp APIとエンジン
WinPropでは、電波伝搬エンジンとネットワークプ
ランニングモジュールの両方のAPIが用意されてい
ます。 APIの使い方は非常にシンプルなため、電
波伝搬モデル（およびネットワークプランニングエン
ジン）を独自ソフトウェアやサードパーティー製ソフト
ウェアに統合できます。

空気界面と適用分野
WinPropでは、様々な空気界面と適用分野が
あらかじめ定義されています。

さらに、要件に適合するように空気界面の個々
の特性を定義することも可能です。 ネットワーク
プランニングに加え、 ICNIRPおよび磁界の規制
も分析できます。

解析とシミュレーション
適用分野によっては、静的 / 動的ネットワークシ
ミュレーションやモンテカルロ法によるネットワークシ
ミュレーションを実行できます。 WinPropでは、カ
バレッジやキャパシティのプランニングのほか、ネット
ワークシミュレーション（アルゴリズムのパフォーマンス、
遅延の解析など）も可能です。 ユーザーは、回路
交換ネットワークおよびパケット交換ネットワークの
位置依存のトラフィックを定義できます（統計的
な分布、モビリティなど）。

カバレッジ
様々な伝送モード（帯域幅、 MCS、データレート、
SNIR目標値、信号のしきい値、送信電波強度
など）を定義でき、各伝送モードについてカバレッ
ジマップ（セルの割り当て、ベストサーバー、アクティ
ブセット、回線品質、ダウンリンクとアップリンクの受
信電波強度、 SNIRなど）が個別に計算されます。
適応変調が考慮され、電波伝搬モデルで予想さ
れた回路品質によって変化します。 カバレッジエリ
ア内の各地点について、最大受信強度と理論上
の最大データレートを正確に予測できます。

キャパシティ
WinPropでは、カバレッジ解析とトラフィック定義
に基づき、ネットワーク内の各無線リンクとセルの
キャパシティ（スループット、最大データレート、パケッ

ト遅延、 QoSなど）を計算できます。

キャパシティ限界と過負荷セルを簡単に検出で
き、高いキャパシティとスループットの両方を達成
するためにネットワークを最適化できます。 洗練
された決定論的な電波伝搬モデルを用いること
で、 MIMOやビームフォーミングによるキャパシティ
の改善を正確にモデル化できます。 任意のアン
テナ構成（線状、円形など）を選択可能で、ネット
ワークプランニングでは、アンテナ構成が無線チャ
ネルに与える影響（電波伝搬解析時に求める）
が考慮されます。

FEKOとWinProp間の連携
電磁界シミュレーションは、アンテナ設計に加え、
放射特性の3Dアンテナパターン表示にも使用で
きます。この目的のために、FEKOの様々なソルバー
を適用できます。 シミュレーションによって求めら
れた3Dアンテナパターンは遠方界の放射特性を
示しており、このパターンを、 WinProp電波伝搬
モデルで算出された3D無線チャネル上に重ねる
ことができます。

WinPropには、 FEKOの3Dアンテナパターンをイ
ンポートして処理できるインターフェースが搭載され
ています。 シミュレーション時間を短縮したい場
合は、車両などの複雑なオブジェクトをレーダー反
射断面積（RCS）（FEKOで計算する場合はバイス
タティックRCS）に置き換えることができます。

都市の建物とトポグラフィーに基づいた 
カバレッジ

都市の伝搬路の表示 市と複数階建物の屋内環境を組み合わせた 
シナリオ

PLACE IMAGE HERE

オフィスビルの複数階の予測 屋内２地点のチャネルインパルス応答と 
空間チャネルプロファイル

３セクター基地局を使用した 
都市無線ネットワークプランニング
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nanoFluidX™

粒子法ベースの流体シミュレーション

メリット
粒子法に基づくnanoFluidXでは、シミュレーショ
ン中に大きな変形を伴う流れ（スロッシングなど）
や激しい混相流、複雑なジオメトリ内を高速に
運動する流れについて、画期的かつ効率的な手
法で解析することができます。

シンプルなプリプロセッシング

従来手法のようなメッシングは必要ありません。
ジオメトリをインポートし、要素を選択し、粒子を
生成するだけで済み、プリプロセッシングや適切な
メッシュの検討に余計な時間を割く必要がなくな
ります。

GPUコンピューティング

nanoFluidX の チ ー ム は NVIDIA社 の Elite 
Solution Provider（エリートソリューションプロバ
イダー）であることから、コード最適化とパフォーマ
ンスに関して高い競争力を有しています。 GPUコ
ンピューティングにより、効率の劣るCPUコンピュー
ティングと比較してパフォーマンス面で大きな優
位性が得られるほか、消費電力も節約できます。
数千RPMで回転するギアの回転シミュレーショ
ンの場合、有限体積法を用いた従来の CFDで
は、数週間計算しても数回の回転しかシミュレー
ションできませんが、 nanoFluidXであれば、わ
ずか数日で多くの回転をシミュレーションできます。
nanoFluidXでは、プリプロセッシング効率化、高
度なGPUテクノロジーを利用したシミュレーション
時間短縮、ポストプロセッシング簡素化を実現で
きます。 工数の大幅削減により、人件費および
ハードウェアコストの節約も達成できます。

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [nanoFluidX]

製品の主な特長
• 粒子法（SPH法）ベースの流体力学シ
ミュレーション

• メッシュを切らずに複雑な流体流れをシ
ミュレーション可能

• 高密度 GPU コンピューティングを利用し
た高速計算

• パワートレインの精密なシミュレーション
（ギアボックスやクランクシャフトなど）に
最適

nanoFluidXは、複雑な運動を伴う複雑なジオメトリ内の流れを予測するための、粒子法（SPH法）ベースの流体シミュレーションツールです。
シャフトやギアが回転しているパワートレインシステム内のオイル掻き揚げ挙動の予測のほか、 パワートレインシステムの個々の部品に生じる
力やトルクの解析に使用できます。 GPU テクノロジーの活用により、 実際のジオメトリに基づいた高速なシミュレーションを実現しています。

高密度比の混相流

Smoothed Particle Hydrodynamics（SPH）
法を採用したことにより、計算時間を増大させる
ことなく、高密度比の混相流（水と空気など）を
難なく扱うことができます。 SPH法では、流体の
境界面が自然に生成されるため、追加で境界
面を再構築する必要がなく、計算時間の削減に
つながります。

剛体運動

nanoFluidX では、 入力ファイルで規定されてい
る要素の軌道を扱うことができます。 定義した並
進固体や回転固体と、 周囲の流体との相互作
用を解析できます。流体力や体積力（重力など）
の影響を受ける固体の運動を観察できます。

活用される産業
nanoFluidXは、広範な産業の様々な分野に
最適です。

一般的な自由表面流れ

パワートレインシステム内のオイルのスロッシング、
開いた環境や高速に運動している開放型（また
は閉鎖型）タンク内で自由に流れる流体などを
シミュレーションできます。

パワートレイン内のギア、クランクシャフト、 
接続ロッドの回転

様々な種類の運動を規定できるオプションが実
装されているため、ギア、クランクシャフト、接続ロッ
ドの回転を容易にシミュレーションできます。 また、
周囲の流体との相互作用によって固体が受ける
力やトルクを計測することも可能です。

車両および航空機のタンク内のスロッシング

急激な加速度が生じるとき（ブレーキや急な車
線変更時）にタンクや車両にかかる力を計測でき
ます。

FluiDyna社について
FluiDyna 社は多種多様な研究開発サービスを
提供しています。 “Fluid（流体）” と “Dynamics
（力学）” から成る会社名を見れば、 FluiDyna
社のノウハウと最大の武器が何であるかは一目
瞭然です。 FluiDyna 社の核を成す専門性は、
流体シミュレーションと熱力学向けの数値的な手
法の開発および応用です。

さらに流体機械の問題にGPUベースのハイパ
フォーマンスコンピューティングを活用するという、高
い技術力が要求される分野の専門性も有して
います。 FluiDyna社は、 GPUベースのスーパー

コンピューティングシステムの構成方法についてア
ドバイスを求める顧客だけでなく、特別にプログラ
ミングされたカスタムCFDソフトウェアを必要とする
企業や組織も支援しています。

既存のソフトウェアツールチェーンの限界に達した
多くの顧客からの依頼に応じて、完全オーダーメイ
ドのツールを作製しているほか、流体機械の問題
のモデリングとシミュレーションのタスクも引き受け
ています。

創 業 は 2006年 な が ら、 FluiDyna社 は す
でに各社から高い評価を得ており、 Altair 
Engineering, Inc.と協力関係を築いています。
FluiDyna社のソリューションは、研究機関や公共
機関のクライアントにとどまらず、乗用車 / 商用車
や民間機 / 軍用機のメーカーとサプライヤー、製
薬企業とそのサプライヤーを筆頭とする産業界か
らも注文が相次いでいます。
＊ 本製品はAltairパートナーアライアンスでご利用いただけます。

エンジンのオイル掻き揚げ オイルの空気巻き込み タンクのスロッシング

「nanoFluidXには、パワートレインのオイル掻き揚げやタンクのスロッシングといった難
しいCFD問題に対応できる、独自の強力なシミュレーション機能が揃っています。GPU
テクノロジーを利用した超高速なシミュレーションにより、nanoFluidXは抜群の品質と
効率性を発揮します」

Dr.-Ing. Thomas Indinger, CEO 

FluiDyna GmbH
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Multiscale Designer™

マルチスケールモデリング

メリット
マルチスケールモデリングのフレームワークは数多く
存在しますが、 Multiscale Designer は、 実
用性や計算精度において他のソフトウェアと比較
して大変優れた特徴を有しています。

計算時間の大幅な短縮

Multiscale Designer は特異な計算モデル縮
退テクノロジーを搭載しています。 何十万もの有
限要素からなる複雑なユニットセルモデルにおい
て、 計算精度に大きな影響の無い範囲で自動
的に変形モードや状態変数を選択し、 縮退す
ることで、 計算時間の大幅な短縮を実現してい
ます。

効率的なパラメーターライブラリ

内蔵の CAD およびメッシングツールによって自動
生成可能なユニットセルモデルのパラメータライブ
ラリが搭載されています。 本機能では一般的な

ユニットセルモデルを寸法パラメータのみの入力で
作成可能で、 最適化や物性値の確率的なばら
つき計算を大変効率的に実行できます。

本ユニットセルモデルのパラメータライブラリには、
長繊維、 織物、 短繊維、 粒子、 ランダム材の
ミクロ構造が含まれており、 ユーザー定義のユニッ
トセルモデル（CAD や FE モデル）をインポートす
ることも可能です。

計算精度

Multiscale Designer は、 競合のマルチスケー
ル解析ソフトウェアと同様にスケーリング処理が内
部計算で自動的に実行されるため、 スケール変
換処理が不要なうえ、 結果はメッシュの品質に
大きく左右されない特徴があります。 材料物性
値の同定においては、 ミクロスケールの物性値か
らマクロレベルの物性値の同定だけでなく、 クーポ
ン試験結果からミクロ構造を構成する各材料の
物性値への分離も可能です。

また、 一般的な複合材において、 損傷や最終
破壊に大きく影響する界面を考慮したモデリング
も、 ライブラリを使用することで容易にモデリング
かできる仕様となっています。

機能
Multiscale Designer - Mechanical は、マイ
クロメカニクスアプローチに基づき、 ユニットセル
モデルの作成とミクロ相とその境界面における物
性からマクロレベルの線形 / 非線形の材料物
性値を同定します。 同定した線形の物性値は
自動的にファイルにエクスポートされ、 また同定
の非線形特性を用いて RADIOSS、 ABAQUS、
LS-DYNA とのマクロソルバーインターフェースにより、
ユーザー材料定義を使用した解析も実行可能
です。

この物性値を同定する機能は Stochastic、
Fatigue、 Multiphysics へ拡張されており、 本
ソフトウェアの基盤となっています。

Mechanical

Multiscale Designer - Mechanical は、マイ
クロメカニクスアプローチに基づき、 ユニットセル
モデルの作成とミクロ相とその境界面における物
性からマクロレベルの線形 /非線形の材料物

性値を同定します。 同定した線形の物性値は
自動的にファイルにエクスポートされ、 また同定
の非線形特性を用いて RADIOSS、 ABAQUS、
LS-DYNA とのマクロソルバーインターフェースにより、
ユーザー材料定義を使用した解析も実行可能
です。

この物性値を同定する機能は Stochastic、
Fatigue、 Multiphysics へ拡張されており、 本
ソフトウェアの基盤となっています。

Stochastics

Multiscale Designer – Stochasticsでは、 ミ
クロスケールのジオメトリや材料物性のばらつきを
考慮した、マクロスケールにおける材料物性値の
ばらつきを確率的に計算します。また、マクロスケー
ル（試験片）レベルの実験データのばらつきから、
ミクロスケールの材料物性値のばらつきも計算可
能です。 本機能により、 一般的に鋼材と比較
してばらつきの大きい複合材の物性値を確率的
に把握し、 検討することができます。

Fatigue

Multiscale Designer - Fatigue は、 S-N 線
図およびサイクル - ダメージの関係を把握するた
めの機能です。 時間に対しては２スケール漸近

展開法を、 空間に対しては低減積分法を使用
しており、 あらゆる材料構造や、 ミクロ相の構
成式に適用できます。 本機能は、 化学的気相
含浸（CVI） / 溶融含浸（MI）セラミック複合材、
および PMR-15/MVK-14強化炭素繊維複合
材で妥当性が確認されています。

Multiphysics

Multiscale Designer - Multiphysics には、
高分子材料やセラミック基複合材の環境劣化
において特に問題となる水の拡散による物性値
の劣化を、マルチスケールの機械 - 拡散 -反応
の統合連成モデルを使用して把握する機能が
あります。 酸素や水分の拡散・反応・変態な
ど、 複数スケールにまたがる複数の物理領域の
処理を連成し、 計算を実行します。

大きな特徴は、マルチフィジックスプロセスのモデ
ル縮退によって実現される計算効率です。 PMR-
15/MVK-14強化炭素繊維複合材、 および溶
融含浸 CMC-NASA N24A 材料系などで妥当
性が既に確認されています。製品の主な特長

• 均質化法を用いたマルチスケールモデリン
グと材料物性値の同定、およびマクロス
ケールの材料特性からミクロスケールの材
料物性値を同定することも可能

• UD材、クロス材、チョップ材、粒子複合材な
どの一般的な複合材において、寸法パラ
メータの入力のみでユニットセルモデルの作
成が可能

• 非線形材料特性を考慮

• 試験結果から確率的な材料物性値の
分布評価や疲労限度評価が可能

• 汎用FEAソフトウェアとのユーザー定義の材
料則を用いた効率的なプラグイン

Multiscale Designer は、連続繊維（UD材） / 織り物・編み物（クロス材） / 短繊維複合材（チョップ材）、ハニカムコア、補強コンクリート、土、
骨などの多種多様な不均一材料のマルチスケールモデルを効率良く作成・シミュレーションできるツールです。 材料設計のためのマルチスケー
ルモデリング、 最終破壊 / 確率的な材料物性値のばらつき / 疲労限度評価、 および水の拡散による劣化評価が可能です。 OptiStruct、
RADIOSS、 LS-DYNA、 Abaqus などの汎用 FEA ソルバーのプラグインも搭載されています。

平織ユニットセルのワープおよび充満相

マルチスケール解析に基づく 
マトリックス相の損傷解析（有孔引張試験）

マトリックス層と均質化平織ユニットセル

試験結果を考慮した仮想許容度と、 
疲労シミュレーション結果

均質化平織ユニットセル積層構造

マルチスケール解析に基づく 
マトリックス相の損傷解析（低速衝突）

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp
[製品] > [Multiscale Designer]
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HyperStudy®

複合領域設計性能スタディ・最適化

メリット
HyperStudyは、以下を実現するために、最先
端の設計検討手法とデータマイニングツールを備
えたユーザーフレンドリーな環境をエンジニアや設
計者に提供します。

• 設計パラメータと目的関数間の相関性把握
• 大規模な実験計画データ作成、解析実行管
理、結果検証

• 競合設計要件間でトレードオフ分析
• シミュレーションモデルとテストデータのコリレー
ションスタディ

• 製品寿命とロバスト性の向上
• 設計開発サイクルの短縮
• CAEソルバー投資効果の増大

機能
実験計画法（DOE）

実験計画法（DOE）は、個々の設計パラメータが
システム性能に及ぼす影響を定量化します。

HyperStudyの実験計画法には以下のものが
含まれます。

• 完全実施要因計画
• 一部実施要因計画
• Box-Behnken計画
• Plackett-Burman計画
• 中央複合設計計画
• ラテン超方格計画
• Hammersleyサンプリング
• ユーザー定義
• 直接入力の外部ランマトリックス

回帰分析（メタモデル構築）

回帰分析は、計算コストの掛かる詳細シミュレー
ションを置き換えるメタモデル（予測式）構築に使
用されます。 また、複雑な現象を低次関数によ
り滑らかに表現することができるため、最適化アル
ゴリズムを効果的に適用するための前処理として
も活用されます。 得られたメタモデル上で、 DOE、
最適化および確率統計スタディが実行可能です。
HyperStudyの回帰分析モジュールは、以下の
フィット手法を使用できます。

• 最小二乗法
• 移動型最小二乗法
• 放射基底関数
• ハイパークリッギング法

最適化

HyperStudyは、複合領域最適化に加え、信
頼性評価およびロバスト設計機能を備えてい
ます。 複合領域の設計最適化により、システム
全体の性能を効果的に改善することができます。
設計公差、製造誤差や使用条件のバラツキが
品質保証上重要である場合、信頼性評価およ
びロバスト設計機能を活用して、これら不確定
性から影響を受けにくい製品を設計することが
可能です。

HyperStudyには、以下を含む包括的な最適
化アルゴリズム群が実装されています。

• Altair独自の逐次更新型応答曲面法
（ARSM）と大域的応答曲面法（GRSM）

• 逐次２次計画法（SQP）
• 可能方向法（MFD）
• 遺伝的アルゴリズム（GA）
• 多目的遺伝的アルゴリズム（MOGA）
• 逐次最適化と信頼性解析（SORA）
• シングルループアプローチ（SLA）
• ユーザー定義の最適化アルゴリズム（付属の

APIを使用）

確率統計スタディ

HyperStudyの確率統計スタディ機能は、設計
の信頼性評価とロバスト設計を可能にし、その
評価に基づいて改善、最適化するための方向性
を示します。 確率統計スタディでは、有限要素
法モデルだけでなく回帰分析から得れたメタモデ
ルを使用することも可能です。

HyperStudyのサンプリング手法には以下が含ま
れます。

• シンプルランダムサンプリング
• ラテン超方格計画
• Hammersleyサンプリング
• 確率分布関数（正規分布、一様分布、三角
分布、 Weibull分布、指数分布）

ポストプロセッシングとデータマイニング

HyperStudyは、多彩なポストプロセッシングと
データマイニング機能を有し、エンジニアが設計課
題をより深く考察するヒントを提供します。 これに
より、大規模なデータセットの並べ替え、解析実
行、および検討作業が大幅に簡略化されます。

使用可能なツールには、以下のようなものがあり
ます。

• 相関マトリックス
• 散布図
• 主効果と交互作用のテーブル / プロット
• ヒストグラム
• パラレルコーディネートプロット
• 箱ひげ図

解析モデルのパラメータ化

HyperStudyは、 HyperMesh、 MotionView、
Spreadsheet、 Workbench、 SimLab、 FEKO
をはじめとする数多くのソフトウェアと連携す
るためのモデルを持っています。 HyperMesh、
MotionView、 お よ び SimLab モ デ ル は、

Altairのプ リプ ロセ ッ サである HyperMesh、
MotionView、お よび SimLab と HyperStudy
を直接的に統合したものです。 これらモデルで
は、 CAEソルバーに対する有限要素、マルチ
ボディ、および流体力学ソルバーの入力データ
を直接パラメータ化することができるため、パラ
メータスタディを効率的に実行できます。 FEKO、
Spreadsheet、およびWorkbenchモデルでは、
設計パラメータと応答を直接インポートできるの
で、 HyperStudyと組み合わせることで作業が
容易になります。 HyperStudyは、テキストおよ
び数値を対象としたパラメータ化ツールが備わっ
ているため、その他ソルバーとの連携も可能です。

モーフィングテクノロジーを使用した 
形状パラメータ定義

HyperMeshの強力なモーフィングテクノロジーを
使用することで、複雑な有限要素モデルの形状
を制御することが可能になります。 モーフィング機
能で制御される形状は、 HyperStudyの形状
パラメータとして扱うことができます。

一般的なソルバーへのダイレクトインターフェース

HyperStudyは、以下を含む多数のソルバーのプ
ロットやアニメーションデータを直接読み込みます。
データフィルタリングや変換ステップは不要であり、
CAEプロセスを合理化します。

• ABAQUS
• Adams
• ANSYS
• DADS
• Excel
• Fluent
• LS-DYNA
• MADYMO

• MARC
• Matlab/Simulink
• MotionSolve
• NASTRAN
• OptiStruct
• PAM-CRASH
• RADIOSS
• StarCD

トレーリングアームの耐久性を最適化 自動車のシートの重量を7%低減 火星探知機の信頼性の最適化

製品の主な特長
• 最先端の設計検討、メタモデリング、 
および最適化手法

• 直感的で効果的なデータマイニング 
ツール

• 主要CAEソルバーに対するダイレクト 
インターフェース

• HyperWorksとの完全な統合、
HyperMorph®によるシームレスな形状
最適化

HyperStudy は、 エンジニアと設計者向けに開発された設計検討および最適化ソフトウェアであり、 複数の技術領域を対象とした設計
検討や多目的最適化を可能にします。 HyperStudy は、 実験計画法、 メタモデリングおよび最適化手法を駆使して、 合理的な設計バ
リエーションの作成、 解析実行管理、 データ収集などを行います。 ユーザーは、 設計変更の効果を把握し、 トレードオフ分析を行い、 製
品性能と信頼性を最適化することができます。 HyperStudy の直感的なユーザーインターフェースは HyperWorks とシームレスに統合されて
おり、 非専門家にも扱いやすい最適設計環境を提供します。

•損傷を16%削減

•質量を31%削減

信頼性が17%向上

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [HyperStudy]
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MotionSolve®

マルチボディダイナミクス（MBD）ソルバー

メリット
製品開発リードタイムの短縮

MotionSolveは、設計の早期段階でコンセ
プトモデルを構築し、設計の進度に合わせ
て段階的に詳細化するための多数のモデリ
ング要素および多様な解析手法をサポー
トしています。従来の試作品製作・試験を
シミュレーションによる仮想試作に置き換
えることで、工数とコストを削減し、製品開
発を促進します。

製品品質の改善

製品の性能評価を行うために、その機構と運動
を正しく表現し、実際の挙動を忠実に再現する
マルチボディモデルを構築します。 シミュレーション
上で製品動作検証を行うことで、設計要件の充
足が確認できます。

革新的な製品開発の推進

複雑なシステムの場合でも、製品が使用され
る条件を与えた挙動評価が可能です。 Altair 
HyperStudyと組み合わせてパラメータスタディを
実施することで、実験計画法（DOE）や確率統
計シミュレーションなどを活用したシステム最適化
ができます。 また、 Altair OptiStructとの組み
合わせにより、 MotionSolveで得られた荷重を
使用して個別部品の形状最適化ができます。

設計および製造リスクの低減

仮想試験を活用することで、幅広いコンセプト案
および設計案を効率的に比較検証し、最適な
設計を選択することができます。 設計の進度に
合わせて、前フェーズで構築されたモデルを用いた
改善案検討も可能です。

機能
モデリング

MotionSolveは、豊富なモデリング要素をサ
ポートしているため、ユーザーが必要とするレベル
に合わせたマルチボディシステムの構築が可能で
す。 MotionSolveには、 CAD、 FE、 Controls、
Hydraulics、 CFD、 Optimizationとの連携機
能が組み込まれています。

モデリング機能には、以下のようなものがあります。

• 共通のシステムモデリングエンティティ
 –質量 / 慣性を有する剛体要素
 –拘束コネクターのライブラリ
 –荷重コネクターのライブラリ
 –一般的な３次元接触
 –汎用的な非線形の代数 / 微分方程式
 –運動入力

• 高度なモデリング要素
 –弾性体
 –ジョイント摩擦
 –サーフェスとカーブ間の高次対ジョイント
 –可変形カーブ / サーフェス間の接触
 –分布荷重
 –伝達関数と状態マトリックス
 –試験データ入力のためのスプライン
 –周波数および変位
 –依存性を有するブッシュ
 –イベントセンサー
 –非標準化エンティティをモデル化するための
ユーザー定義要素

解析

MotionSolveでは、システムの動的挙動評価、
振動特性調査、製品使用状況における制御シ
ステムの性能評価、パッケージング検討、部品の
信頼性を評価するための荷重定量化、システム

全体の最適化などを実施できます。 これらは全
て標準ソルバーにより実行されます。標準ソルバー
で対応できない現象の場合、ユーザーが開発し
た独自ソルバーを用いたMotionSolve解析も可
能です。

MotionSolveでは、システムの挙動を調査するた
めに多数のオプションを使用できます。

• 多種多様な動力学問題を解決するために６つ
の積分手法を実装（陰解法 / 陽解法、スティフ 
/ 非スティフ、 DAE / ODEベースの数値積分法）

• 静的均衡構成および荷重を計算するための
４つの静解析 / 準静的解析ソルバー（すべて
のアルゴリズムで、力の不均衡およびエネルギー
最小化手法に対応）

• 過剰拘束の自動検出と削除
• 駆動システムにおける運動学解析
• 状態マトリックスのエクスポート、固有値計算、
およびモーダルエネルギー分布テーブルによる線
形解析

• マルチフィジックス解析を実行するための連成
シミュレーション

• ユーザーサブルーチンによるカスタム解析

車両動力学、耐久性評価、 NVHシミュレーション

MotionSolveには、自動車業界に特化したツー
ルが含まれています。 ウィザード主導の車両ライ
ブラリにより、高度な車両モデルを簡単に生成す
ることができ、ハーフビークルイベントとフルビークル
運転操作を実行することも可能です。さらに、ユー
ザー定義イベントを実行するためのスクリプト作成
もサポートします。 TNO、 FTire、 CD Tireのサ
ポートにより、 MotionSolveはユーザーの用途に
対する多様な忠実度のタイヤと道路を提供して
います。 自動レポート機能により、車両の動的挙
動を容易に理解できます。 これらの機能によって、
車両動力学を調査し、コンポーネントの耐久性に
対する悪路のシミュレーションを実行し、車両の
NVH特性を調査することができます。

一般的な機械および機構のシミュレーション

MotionSolveの３次元接触機能は、数千の接
触を含む複雑なシステムの構築と解析を実現し
ます。 並列処理することで、解析の高速化が実
現されます。 レポート自動生成機能は、システム
の挙動把握を確認、理解し、他のユーザーと共
有することができます。

便利なカスタマイズ機能

MotionSolveは、 Fortran、 C、 C++、 Python
のユーザーサブルーチンによって簡単にカスタマイズ
可能です。 ソルバー関数およびサブルーチンの開
発により、独自製品に関する運動を正確に再現
できます。 ソルバーメッセージのカスタマイズにより
ユーザーの特殊要件を満たしたり、カスタム解析
をMotionSolveで定義されたモデルに対して実
行することもできます。 解析結果は、任意のCAE
フォーマットに合わせて調整可能です。

HyperWorksとの統合

MotionSolveは、 HyperWorksを構成する機
構システムのシミュレーション環境で、以下のことを
実行できます。

• MotionViewおよびHyperMeshで、マルチボ
ディモデルを効率的に構築

• MotionSolveで解析実行
• HyperViewおよびHyperGraphで、システム
の挙動を可視化し観察

• OptiStructのモード解析から得られた縮退弾
性体モデルを活用することで、弾性体を含むシ
ステムのモデリング精度を向上

• HyperStudyで、システムレベルの実験計画法、
最適化、および確率統計スタディなどのパラ
メータスタディを実行

• OptiStructで部品形状最適化スタディを実行
• AcuSolveとの連携により、流体力を受ける剛
体運動を再現

製品の主な特長
• 機構システムの性能を最適化するため
の包括的なマルチボディソリューション

• 機構システムの簡単なモデル化、解析、
結果検証、および最適化

• 複数の自動車、航空宇宙、および機械
メーカーで導入実績

• お客様とのパートナーシップにより、テスト
データとの相関性を改善

MotionSolveは、マルチボディシステムの解析と最適化を行うための統合型ソリューションです。 MotionSolveは、 複雑なシステムのシミュ
レーションのための強力なモデリング、 解析、可視化、 および最適化機能を提供します。 運動学解析、 動解析、 静解析、 準静的解析、
線形解析、 および振動解析の実行により、 MotionSolveは、 製品性能の把握および改善に貢献します。

数値流体力学（CFD）と 
マルチボディダイナミクス（MBD）の連成

ショベルの弾性体シミュレーション 無人航空機の動力学解析

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [MotionSolve]
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HyperMesh®

高速・高性能汎用CAEモデリング

メリット
オープンアーキテクチャ設計

商用CADおよび CAEのダイレクトインターフェース
に加えて、リーダーをカスタマイズすることも可能で
す。 HyperMeshはさまざまなシミュレーション環
境にシームレスに適合する汎用ツールです。

高速かつ高品質なメッシング

モデリングプロセスを合理化し、複雑な製品形状
を効率的にモデル化するためのツールセットを提
供します。

モデル構築とアセンブリ

HyperMeshは、個別部品のモデルを組み合わ
せてモジュール化することができます。 単一部品
に対してメッシュバリエーションを持たせたモデリン
グが可能であり、技術領域の異なる解析を実行
する際のアセンブリ構築作業が効率化されます。
コンカレントモデリングのための作業パッケージ配
布も可能であり、 PDMデータをリンク管理するた
めの双方向通信機能を備えています。

エンドユーザーのモデリング効率の向上

高度なバッチメッシングテクノロジーにより手動の

形状クリーンアップやメッシング作業が不要となり、
モデル作成プロセスが短縮されます。

高度な３次元モデルの可視化

すべての要素タイプ（１次元、２次元、３次元要
素）が３次元的に可視化されるので、モデルの視
覚的な検証を効果的に行えます。

モデルのセットアップ

モデルを効率的にセットアップするための高度な
ツールを備えています。 ID Managerは、インクルー
ドファイルも含めたモデル内の全エンティティに対し
てユーザー仕様に基づく ID管理を行い、モジュール
性を確保します。 HyperMeshは、数百もの部品
で構成されるアセンブリ作業を効率化するために、
スポット / シーム溶接、接着剤、ボルトなどのコネク
ター要素を自動生成するツールを装備しています。
また、自動化された接触管理ツールにより、部品
間の接触定義作業工数を大幅に短縮できます。

複合材モデリング

プライおよび積層エンティティにより、個別層の形
状や積層順序を含む複合材モデリングが容易
となります。 CATIA CPDおよび Fibersimリーダー

が抽出した複合材データを、自動的にFEメッシュ
にマッピングすることも可能です。 プライとプライ角
度は３次元的に視覚化され、モデル検証作業を
効率化します。

メッシング機能
HyperMeshは、 CAEモデルの構築および編集
のための、使いやすい先進のツール群を提供しま
す。 ２次元および３次元モデルの作成時には、さ
まざまなメッシュ生成機能に加え、 HyperMesh
の強力な自動メッシング機能が活用可能です。

高品質なメッシング
• サーフェスメッシング
• ソリッドマップヘキサメッシング
• テトラメッシング
• CFDメッシング
• 音響空間メッシング
• シュリンクラップメッシング
• SPHメッシング

サーフェスメッシング

HyperMeshのサーフェスメッシングモジュールには、
ロバストなメッシュ生成エンジンが実装されており、
卓越した柔軟性と機能性を実現しています。 こ
れには、メッシュパラメータを対話形式で調整したり、
ユーザー定義の品質基準に基づきメッシュを最適
化するなどの多様な先進機能が含まれています。

ソリッドメッシング

HyperMeshでは、標準手法とより高度な手法
により、テトラ / ヘキサメッシング用にソリッド形状を
結合、分離、または分割することができます。 形
状に対してヘキサメッシングの可否が補助表示さ
れるため、迅速かつ容易な形状分割が可能です。
これらにより、ソリッドメッシングのベースとなる形状
データが効率的に準備され、複数のボリュームに
対して一括で高品質なメッシュを生成します。

メッシュコントロール

メッシュコントロールは、サーフェスメッシングの自動

化、バッチメッシング、アダプティブ / ボリュームメッシュ
などの作業を促進するために、モデル全体・個別
フィーチャー ・領域を対象としたローカル / グローバ
ルメッシュパラメータ制御を詳細に行う機能です。
メッシュコントロール設定値はデータベース化する
ことで再利用可能です。 メッシュ仕様の標準化
や品質管理に役立ちます。

バッチメッシング

HyperMeshのBatchMesher™を使用すること
が、大規模アセンブリ向けに自動で高品質な有
限要素メッシュを生成する最速の方法です。 ス
タンドアロンのアプリケーションとして使用することも、
HyperMesh内でダイレクトに使用することもできます。

自動メッシングにより手作業の工数が減少
し、より付加価値のある製品開発に向けた
シミュレーションを実行する時間が生まれます。
BatchMesherには、メッシング条件および形状ク
リーンアップパラメータや、出力ファイル形式ををユー
ザー定義する機能が備わっています。

さまざまな用途に合わせたメッシング

HyperMeshは、 NVH用の音響空間メッシング
やコースメッシュ生成、シュリンクラップメッシングまた
は SPHメッシングなど、さまざまな業界や技術領
域に対応する多様なメッシングアルゴリズムを提
供します。 さらに、 CFDメッシングに関しても優位
性のあるツール群を提供します。

CADの相互運用性
HyperMeshは、一般的なCADデータ形式に対
応するダイレクトリーダーを備えています。 さらに、
インポートされたCAD形状におけるギャップ、重複、
ズレなどをクリーンアップする修正ツールも含まれて
います。 最終的に要素データにマッピングするこ
とを意図して、境界条件を形状サーフェスに適用
することも可能です。
• ACIS
• CATIA V4/V5
• IGES
• Inspire

• Intergraph
• JT
• PARASOLID
• PTC Creo

• SolidWorks
• STEP

• Tribon
• NX

環境に合わせたHyperMeshの 
カスタマイズ
ドラッグ＆ドロップのできるツールバー、設定変更可
能なプルダウンメニュー、キーボードショートカットな
ど、使い勝手の良いインターフェースにカスタマイズ
できます。

カスタムユーティリティ： HyperMeshのインター
フェース上でカスタムアプリケーションやツールを作
成することが可能です。

ソルバー入力データのトランスレーター： 自社開
発ソルバーなどの入力データを読み込むトランス
レーターを作成することで、HyperMeshのインター
フェースを拡張します。

ソルバー出力データのテンプレート： 出力テンプ
レートは、 HyperMeshデータベースをユーザー定
義フォーマットへ書き出し可能であり、非対応ソル
バーにも対応します。

CAEソルバーのインターフェース
HyperMeshは、主要なソルバーデータのインポー
ト / エクスポート機能を標準装備しています。また、
各ソルバーのモデル作成に合わせた効率的な作
業環境を提供します。
• Abaqus
• Actran
• AcuSolve
• Adams
• ANSYS
• CFD++
• EXODUS
• Femfat
• Fluent
• HyperMath
• LS-DYNA
• Madymo
• Marc

• Moldex3D
• Moldflow
• MotionSolve
• Nastran MSC
• Nastran NX
• nCode
• OptiStruct
• PAM-CRASH
• PERMAS
• RADIOSS
• Samcef
• Simpack
• StarCD

製品の主な特長
• 全自動または手動制御による、強力な
シェルおよびソリッドメッシングアルゴリズム

• CADシステムとの優れた相互運用性

• 包括的な複合材モデリング機能および
アセンブリモデル管理機能

• 主要ソルバーに対応したインターフェース

HyperMesh は、 製品開発における CAE ワークフローを効率化するための高機能な有限要素モデリングプリプロセッサであり、 高度な対
話型 GUI を備えています。 HyperMesh は、 幅広い商用 CAD および CAE システムに対応するダイレクトインターフェースと、 CAE モデル構
築および編集に特化した豊富なツールを備えており、 あらゆる業界を対象として着実に進歩を重ねてきた実績のある解析プラットフォームで
す。

最新の効率的なCAEモデリング環境 高品質なメッシュ生成 効率的な複合材モデリングと 
最新の積層構造可視化機能

左ハンドル

固
定
ル
ーフ

右ハンドル

パ
ノ
ラ
マ
ル
ーフ

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [HyperMesh]
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HyperView®

ポスト処理と可視化環境

メリット
生産性の向上

• 卓越した３次元グラフィックス操作性とアニメー
ション処理速度

• 標準装備された主要CAEソルバーのダイレクト
リーダーに加えて、ユーザー定義の結果トランス
レーター作成が可能

• 効果的な２次元 / ３次元グラフ作成機能
• ユーザーニーズに合わせてGUIやインターフェース
をカスタマイズ可能

• Altair HyperView Playerを活用したWeb
データ作成および配信機能

高度なデータ可視化機能を活用した考察

• 有限要素解析やマルチボディダイナミクス解析
結果と、結果のXYプロットおよびビデオデータを
同期表示

• 異なるCAEモデルの結果を１つのウィンドウに
重ねて表示

• CAEモデルに実験を撮影した動画を重ねて表示
• ユーザー定義関数に基づきデータを演算処理
することで破壊指標などをカスタマイズ

• ユーザー定義の評価基準に基づく詳細なクエ
リーモデル

自動化とレポート作成

• セッションの自動構築： アニメーション、グラフや
表の作成および表示を自動化するための
“Report： Overlay”機能を活用することで、迅
速な結果比較や相関分析が可能となります。

• レポート生成： HyperViewで表示されるペー
ジやウィンドウは、静止画、動画、 H3Dなどの
形式で、 HTMLやPowerPointにエクスポート
することができます。

拡張可能なユーザーインターフェース

• Templexプログラミング： ユーザー定義関数
の作成、注釈やラベル内へのデータ表示機能、
およびテキストファイルのパラメータ化を行います。

• カスタムプルダウンメニュー： レポートやグラフ

生成マクロ、カスタムウィザードなど、頻繁にアク
セスする操作をユーザー定義メニューとしてまと
めることで作業が効率化されます。

• Tclプログラミング： Tcl/Tkコマンドを用いたプ
ログラミングによりプロセス自動化が可能です。

• インポート / エクスポートテンプレート： XYプ
ロットデータの読み取りおよび書き込みのため
のカスタマイズ可能なインポート / エクスポートテ
ンプレートを定義できます。

CAEアニメーションおよび 
データプロッティング機能
HyperViewは、対話形式のアニメーション描画、
データプロッティングおよびデジタルビデオ機能一
式を提供します。

アニメーション

• コンター（スカラーおよびテンソル）
• ベクトルプロット
• テンソルプロット
• 変形プロット
• CFD解析結果の流線プロット
• 変形形状のアニメーション表示
• 線形アニメーション
• モーダルアニメーション
• 時刻暦アニメーション
• 弾性体を含むマルチボディダイナミクスアニメーション

HyperViewは、実験データとシミュレーション結果を
重ねて表示することで相関性分析を容易にします。

HyperViewがサポートする 
その他の機能
• 展開表示
• 等高面表示
• 部品の変形軌跡トレース
• インタラクティブな断面カット表示
• 注釈追加
• ビデオや静止画の重ね描き
• ３次元の立体視表示（3Dメガネを使用）
• フリーボディダイアグラムと結果のプロット
• 対称表示

レポート生成
標準的なレポートは、 HyperViewの Report 
Templates機能とPublish PowerPoint機能
を使って簡単に生成可能です。 レポートの内容
はHyperViewとPowerPoint間で同期される
ため、 HyperViewで加えられたデータ変更が、
PowerPointレポートに反映されます。 レポート
のフォーマットや内容は、ユーザー側で詳細に定
義可能です。 ユーティリティは、画像やビデオのす
べての一般的なファイル形式に対応しています。

HyperView Player

３次元データビューアであるHyperView Player
はライセンス不要なソフトウェアです。 解析結果
を共有し、可視化するツールとしてご活用いただ
けます。 ３次元アニメーションの結果をAltair独
自のH3Dフォーマットによりコンパクトなデータとし

てエクスポートし、それをHyperView Playerで
可視化、操作することができます。 HyperView 
Playerは PowerPointプレゼンテーションまた
はWebページにオブジェクトとして挿入可能です。
解析結果を関係者に効果的、効率的に伝達す
るための理想的なソリューションです。

ソルバーインターフェース
HyperViewは主要ソルバーのダイレクトリーダー
を備えており、 CAEシミュレーション結果に対して、
柔軟かつ一貫性のある高機能ポストプロセッシン
グ環境を提供します。 ユーザー定義の結果トラン
スレーターによって、自社開発ソルバーなどの結果
をAltair独自のH3D圧縮バイナリフォーマットに
変換することも可能です。

また、 HyperWorksはHvTransとHgTransとい
う２つのトランスレーターを備えており、あらゆる種
類のエンジニアリングデータを扱うことができます。
HvTransは、 CAE結果の抽出、変換および圧
縮を行います。 HgTransは変換、圧縮および関
数ライブラリを用いた数値演算を行います。

サポートされているソルバーは以下のとおりです。

製品の主な特長
• FEA、 CFD、およびMBDなどさまざまな 
解析結果の可視化環境

• マルチページおよびマルチウィンドウの 
ポストプロセッシング

• 複数のシミュレーション結果を効率的に
評価するためのレポートテンプレート

• 複合材結果の包括的な 
ポストプロセッシング

• 主要ソルバーの解析結果に対する 
ダイレクトリーダー

• NVH、航空宇宙、衝突安全、 CFD、および
プレス成形などの各業界向けツールキット

• 解析と実験結果の相関性分析

Altair HyperViewは、 有限要素解析およびマルチボディダイナミクス解析等のシミュレーション結果だけでなく、 デジタルビデオおよびエン
ジニアリングデータを対象とした可視化ツールです。 極めて高速な３次元グラフィックス、 オープンアーキテクチャ設計と比類ない機能性を備え、
その処理速度と統合性は CAE ポストプロセッシングの新標準となりました。 高度なプロセス自動化ツールを活用することで、 結果の可視化
や相関性検証、 さらにレポート作成の効率が劇的に改善します。

アニメーションの断面面表示

複合材料に特化した表示機能

可視化方向を考慮したシェル要素の 
コンター表示

ビデオの重ね描きと、 
複数ポイントを用いた遠近法調節

分解表示機能による効果的な可視化

CFD解析結果の可視化

• RADIOSS
• OptiStruct
• MotionSolve
• Abaqus
• Adams
• ANSYS

• DADS
• LLNL DYNA
• LS-DYNA
• MADYMO
• MARC
• MOLDFLOW

• Nastran
• NIKE3D
• PAM-CRASH
• SIMPACK

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [HyperView]
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動化プログラミングが可能です。
• インポート / エクスポートテンプレート： XYプロッ
トデータの読み取りおよび書き込みを行います。

• ユーザー定義関数： HyperGraph上で関数を
カスタマイズしたり、外部でプログラミングされた
Cおよび Fortranサブルーチンを登録することに
加えて、 HyperMathの活用も可能です。

• カスタムプルダウンメニューとコンテキストメニュー： 
レポート、プロットマクロ、 Tcl/Tkユーティリティ、
およびサードパーティモジュールに効率的にアク
セスするためのカスタマイズメニューを作成する
ことができます。

• NVH、衝突安全、プレス成形、またはマルチボ
ディダイナミクスなど業界向けのツールキット。

プロットビルダーによる 
プロット詳細定義
自動プロットビルダーにより、アノテーション表示さ
れた XYプロット、極座標プロット、棒グラフ、および
複素平面プロットをエンジニアリングデータファイル
から直接生成します。アノテーションの仕様はユー
ザー定義が可能です。 幅広いファイル形式に対
応しており、プロットデータの表示仕様や、セッショ
ン内の各ページにおける複数グラフの配置などを
詳細に指定することができます。 作業効率を高
める目的で開発された直感的インターフェースによ
り、複数グラフを対象とした詳細仕様（軸、ヘッダー、
フッター、凡例、カーブなど）の編集または変更が
容易に実行できます。

データ解析
ユーザー定義関数や、既存ライブラリから選択さ
れた関数を既存のデータカーブに適用することで、
工学的な検討に用いるためのカーブ生成が可能
です。 またHyperGraphには、以下の演算を実
行したり、関数をカスタマイズするための高度な数
学エンジンが搭載されています。

• 衝突解析における乗員傷害指標
• 信号処理
• カーブフィッティング
• フィルタリング
• 固有値解析
• 微分・積分
• 確率統計解析
• ユーザー定義関数
• ユーザー定義式

レポート生成
標準レポートの生成は、 HyperGraphのReport 
Templates機能とPublish PowerPoint機能
を使って簡単に実行できます。 レポートの内容は
HyperViewとPowerPoint間で同期されるため、
HyperGraphで個々のデータに変更を加えた場
合は、 PowerPointのプレゼンテーションに反映
されます。 書き出す形式や内容は、ユーザー側
で細かく調整することができます。 ユーティリティは、
画像やビデオなど一般的なファイル形式に対応し
ています。

• レポート出力形式： PowerPoint

• データ同期： PowerPointプラグインまたは
HyperViewから可能

• エクスポート可能なビデオファイル： AVI、 H3D、
GIF

• エクスポート可能な画像ファイル： BMP、 JPEG、
PNG、 TIFF

• サマリーデータのエクスポート： 複数コラム情報
を有するサマリーデータをユーザー定義可能

サポートされるデータ形式
HyperGraphは130を超えるデータ形式をサポー
トしています。 主な形式は以下のとおりです。

• Altairの形式 
（.H3D、 .abf）
• Abaqus 
（.odb、 .dat）
• Adams
• ANSYS
• DADS
• DIAdem
• Excel（.csv）
• HDF 5.0
• ISO / ISO-MME 
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• ISO 6487
• LS-DYNA
• MADYMO

• MotionSolve
• Multi-column ASCII
• Nastran 
（.op2、 .pch、 .f06）
• nCode
• OptiStruct
• PAM-CRASH 
（.dsy、 .thp）
• RADIOSS
• Rideデータファイル
（PamCrash）
• RPC-3
• Universal Block 58
および XRF

• XYデータファイル

HyperGraph®

CAE・実験データ解析とプロット作成

メリット
HyperGraphは、解析、設計、実験エンジニアに、
直感的なグラフ作成およびデータ解析環境を提
供します。
• ２次元および３次元グラフ作成環境： XYプ
ロット、複素平面プロット、極座標プロット、およ
び 棒 グ ラ フ で デ ー タ を 観 察 し ま す。
HyperGraph3Dによる３次元ライン / サーフェ
スのプロットも可能です。

• 膨大なデータのグラフ化： HyperGraphの高
度な機能は、複雑なデータファイルの構造を読
み取り、効率的に必要なデータを抽出し、ラベ
ル付けされたプロットを作成します。

• サマリーテーブル： 複数のグラフとページを含む
大規模なセッション中から、影響度の高いKPI
（重要性能評価指標）を効果的に定量化し、
確認することができます。

• グラフの繰り返し生成作業を効率化： 複数
ページやウィンドウを含むセッションの表示設定
を保存し、類似プロジェクトやバリエーションモデ
ルの結果表示に再利用します。

• ブラウザベースのインターフェース： コンテキストメ
ニューのオプションにより、グラフ上の複数カーブを

対象とした数式定義や、マクロ実行が可能です。
• マーカーのトラッキング： ビデオ内のマーカーをト
ラッキングして、時刻歴変位データを作成します。

• 関数ライブラリ： 大規模な関数ライブラリに、
ユーザー定義関数を追加することができます。

• テストとシミュレーションの相関性分析： テスト
データとシミュレーションデータを比較検証します。

• 単位スケーリング： HyperGraphは、参照する
結果ファイルのメタデータに基づき自動的に単
位スケーリングを行います。

• インターフェースのカスタマイズ： エンジニアリング
環境に合わせて、使い勝手の良いインターフェー
スとツールにカスタマイズ可能です。

生産性の向上
• レポート作成： レポートに必要なグラフや表を
自動生成します。 「Report： Overlay」オプショ
ンを使用して複数の結果を比較し、相関性分
析を行います。

• プロットマクロ： プロットマクロを使用して、頻繁に
使用する関数や数式処理の実行を効率化し
ます。

• Tcl/Tkプログラミング： Tcl/Tkコマンドによる自

製品の主な特長
• 大規模な結果ファイル群から必要な
データを抽出し、ユーザー定義レイアウト
でグラフ生成

• レポートテンプレートを活用することで定
型グラフの繰り返し生成作業を効率化

• 複数モデル比較、またはシミュレーション
とテストデータ間の効率的な相関性分
析をサポート

• カスタマイズ可能なPowerPointレポー
ト自動作成機能

• 200を超える関数と高度な演算機能

• 130を超えるデータ形式のインターフェース

Altair HyperGraph は、 主要 CAE ソルバーの解析結果などのエンジニアリングデータを対象としたデータ解析およびグラフ作成ツールです。
直感的なインターフェースと強力な数学エンジンによって、 高度な数式計算も簡単に処理できます。 HyperGraph の高品質な表示出力を
活用することで効果的なレポート作成が可能となり、 さらにプロセス自動化機能によりレポート作成効率が劇的に改善されます。

HyperGraphは 
HyperWorksを構成するツールです

HyperViewアニメーションとの同期により、 
時刻歴データをゲージ表示

キャンベル線図とテーブル表示

モード寄与度を示すカラープロット

マウス移動に伴う注釈のハイライト表示

HyperGraph 3Dによる 
複雑なボトル形状表示

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [HyperGraph]
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HyperCrash®

衝突安全解析プリプロセッサー

メリット
• 高度なモデル管理手法により、アセンブリモデ
ル生成と荷重ケース設定にかかる時間を数時
間に短縮

• ソルバールールの自動考慮により、エンティティ
作成時のモデリングエラーを最少化

• 初期交差と初期貫通の管理、モデルアセンブ
リの接触設定、およびダミーポジショニングを
簡略化

• HyperCrashデータベースにより、各企業の解
析仕様 / 独自エンジニアリング手順とデータ構
造をシームレスにサポート

• コンポーネント、サブシステム、アセンブリ、すべての
モデリングレベルで部品入れ替えが可能

• 汎用データモデル活用により、モデル作成と変
更作業を簡素化および最適化

機能
GUI

HyperCrashでは、複雑な衝突シミュレーション
モデル構築のために合理化されたプロセスを提
供する、最新のグラフィカルユーザーインターフェース
（GUI）を採用しています。 ツリー形式のモデルブ
ラウザにポイント＆クリックでアクセスすることで、す
べてのレベルのモデリングデータと情報を可視化
および体系化し、管理することができます。 さらに、
ソルバー入力ファイルの準備と設定のための直感
的なツールセットも提供されています。

複数のソルバーに対応

HyperCrash は、 RADIOSS お よ び LS-DYNA
に対する包括的なインターフェースを備えた、マル
チソルバープリプロセッサです。 膨大なダミーのラ
イブラリをサポートしています。 モデルチェッカーに
よってモデルのエクスポート前にRADIOSSおよび
LS-DYNAで計算エラーになり得る項目をチエック
し、多数の調整されたパネルによってモデルの修

正ができます。 HyperCrashにはPAM-CRASH
モデルを読み込んで編集するためのインターフェー
スも備わっています。
• 1,000を超えるキーワードを包括的にサポート
• ダミーポジショニングに関する全ての定義が可
能なモジュール

• サポートするソルバー間のデータ変換機能
• シートベルト作成システム
• ジョイント
• 接合

メッシュの編集とモデルの接合

HyperCrashで衝突メッシュの変更、編集をしたり、
シームレスにHyperMeshを起動してメッシュ変更
などを行うことができます。 接触、荷重、境界条
件などの依存性は自動的に更新されます。 さら
にHyperCrashは、衝突解析用のメッシュを編集
および調整するための多数の手法やオプションも
提供しています。
• 節点の追加、複製、移動
• 有限要素の作成（１次元、２次元、３次元）
• 部品の分割と部品間の要素の移動
• 選択したエンティティ、部品、または完成モデル
の再番号付け

• 使用されていないエンティティの削除によるモデ
ルのクリーンアップ

• 剛体の作成、変更、チェック
 –接合タイプの完全サポート（スポット溶接、マ
スチック、接着剤など）
 –ユーザー定義の接合設定

Safety Toolsモジュール

衝突シミュレーションと解析について、安全に関
する特性全般の設定、編集、定義を行うための、
分かりやすくユーザーフレンドリーなインターフェース
が搭載されています。 標準的な安全ツール一式
に加え、ダミーとシートの交差に基づいて、シートの
座面と背もたれの両方でシートフォームを変形さ
せることのできる、独自のシート変形ユーティリティ
も用意されています。

安全に関する機能には以下のようなものがあります。
• ダミーモデルのポジショニング

 –ダミーモデルを対話形式でセッティング（胴、頭、
手足）
 –ダミー位置の読み込みと保存
 –モデルにダミーをマージ
 – LS-DYNAおよび FTSSダミーの操作

• シートベルトの作成とルーティング
• エアバッグの作成、折りたたみ用のツールセット
• シート変形： ダミーとシート間の初期貫通を
シート形状の自動変形により解消

Mass Balance

Mass Balanceモジュールが、個々のパートなら
びに衝突モデル全体の質量と慣性特性を管理
します。 すべてのパートとコンポーネントの質量設
定が終わると、 HyperCrashは前輪と後輪にか
かる質量にもとづいてモデルの全質量のバランス
を自動的に調整します。 HyperCrashは、部品、
剛体、モデル全体の重心位置を計算し、表示、
およびレポートします。各部品の質量はCADデー
タの質量を参照して自動的に定義されます。

品質

Qualityモジュールは、部品、コンポーネント、モデ
ルレベルでさまざまなチェックを行い、モデル品質を
評価するための、カスタマイズ可能なユーティリティ
です。 シンプルな要素チェックから部品間の接合
性、ソルバー入力ファイル上のモデリングエラー検出
まで、多岐にわたるチェックを実行します。 各チェッ
クの状態はステータス色（赤、オレンジ、緑）によっ
て示され、視覚的に確認できます。
• モデルクリーナー

 –不要なオプションの削除
 –溶接定義上のエラー、未接合部品、接合部
品のトポロジーなどをチェック
 –初期貫通の自動除去

• モデルチェッカー
 –数百項目で構成される独自チェックを実行
 –耐衝撃性基準に照らしたモデルのロバスト
性検証
 –ユーザー定義基準のチェックとフィルタリング

製品の主な特長
• 自動車の衝突安全性能評価に必要
な高品質、高精度なモデルを作成する
ためのプリプロセッサ

• サブモデリングやインクルードファイルなど、
複雑なモデルの管理

• ダミーポジショニング、シートベルトルーティ
ング、シート変形を扱う独自ツール

• エアバッグの折りたたみ（参照形状の生
成を含む）

• メッシュ品質モジュール、モデル、初期貫
通チェッカー

Altair HyperCrash は、 自動車の衝突安全性能評価に必要な高精度シミュレーションモデルを効率的に構築するためのプリプロセッシン
グテクノロジーです。 包括的なプロセス指向のツールセットである HyperCrash を活用することで、 複雑な衝突解析モデル作成作業が単純
化され、 作業効率が飛躍的に改善します。

ダミーモデルのポジショニング

ソルバーアルゴリズムを考慮した接触チェック

エアバッグの折りたたみ

板厚のコンター表示

エアバッグモデルにおける 
材料異方性レイアウト検証

降伏応力のコンター表示

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [HyperCrash]
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SimLab®

大規模アセンブリモデリングのための有限要素モデラー

メリット
効率性に優れた、フィーチャーベースの 
モデリング手法：
• モデリングの再現性と品質を向上
• フィレット、ガスケット、シリンダーといった、 CAD
環境内のフィーチャーを直接識別

複雑なアセンブリのモデリングタスクを自動化：
• メッシング
• 部品およびコンポーネントのアセンブリ
• アセンブリ接合面のメッシュ生成
• 部品結合

複雑なアセンブリのCAEモデル作成を 
スピードアップ：

• テンプレートベースの高度なメッシング処理を
採用

• 手動によるメッシュクリーンアップ作業が不要
• 荷重境界条件作成までの作業を簡略化

モデルおよびアセンブリの修正が容易に：
• 部品交換
• ソリッドモデル内でのリブの追加および変更
• フィレット / シリンダー / 穴径の変更
• 実験計画法（DOE）のモデルパラメータに高速
アクセス

SimLabは、特定のCADおよびソルバーに依存し
ないモデリング環境です。

機能
メッシング

SimLabは、さまざまなアプローチによって高品質
メッシュを生成します。 フィレットやシリンダーなどの
フィーチャーをCADモデルから有限要素モデルに
移します。 これらのフィーチャーは、元のCAD形状
に再度アクセスすることなく、プロセスの後段階で
も使用できます。

SimLabには、さまざまなタイプのメッシュを生成す
るための、ユニークで有用性の高いツールが多数

備わっています。 これらのツールはすべてテンプレー
トシステムによって統合され、 NVH、耐久性、疲
労、 CFDなど、任意の解析タイプの要件に沿った
最高品質のメッシュを生成するための効率化お
よび自動化されたプロセスになります。

自動メッシュ生成機能

• ソリッドのテトラメッシング
• サーフェスの四角形 / 三角形メッシング
• 部品間の接合や接触面を定義するための１
次元メッシュ作成

• 全自動ヘキサメッシング（オプション）

フィーチャーベースのメッシング

• CADフィーチャーの自動識別
• シリンダー、フィレット、穴などのフィーチャーのメッ
シュ作成に対するテンプレート基準の適用

• 接触面の自動認識
• テンプレートや形式化されたナレッジを活用して、
応力、 NVH、疲労など各解析に適したメッシュ
を生成します。

形状

SimLabは、ユニークな手法によってCAD形状を
操作して、高精度のメッシュを高速に生成します。

SimLabは、形状クリーンアップを必要としません。
ユーザーは形状データの検証や修正ではなく、メッ
シュ生成手順に重点を置くことができます。

SimLabは、以下のCADシステムのネイティブデー
タに直接アクセス可能です。
• CATIA V5

• Pro / Engineer

• UG

• ParasolidベースのCADシステム
（SolidsWorks、 SolidEdgeなど）

アセンブリの管理

• すべてのシステムコンポーネントを処理するため
の、ロバストで包括的なツールセット

• 嵌め合い部品と接触面の認識
• アセンブリ内のグループに対する効率的な境界
条件定義

• 共通の接合要素ライブラリ

荷重および境界条件

複雑なモデルやアセンブリでは、平均的な
モデルサイズが数百万要素になるため、個
別の節点や要素に対して境界条件を適用す
ることが、現実的でなくなります。

SimLabに実装された先進的なツールと
ユーティリティにより、これら作業を自動化
されたプロセスとして簡単に扱うことが可
能となります。

プロセス指向の機能

• 詳細メッシュから粗いメッシュへ、粗いメッシュか
ら詳細メッシュへの結果マッピング

• 軸受のモデリングと軸受圧力の適用
• 空間上の結果をモデル（例：熱解析結果の構
造解析モデルへマッピング）

• 以下のための自動テンプレート
 –ボルトモデリング
 –ガスケット、軸受荷重、およびジョイントのモデ
リング
 –質量特性
 –外部の材料および特性読み込み
 –接触検出（部品間）と接触のモデリング
 – AVL Exciteに対応する縮退モデルの準備

ポストプロセッシング

SimLabにはポストプロセッサが統合されています。
さらに、ボア変形や周波数応答などのカスタマイ
ズされた処理ツールも利用できます。

製品の主な特長
• プロセス指向、フィーチャーベースの有限
要素モデリングソフトウェア

• CAD形状のクリーンアップを必要としない
自動メッシュ生成

• フィーチャーレベル（フィレット、シリンダー、
穴など）の再利用可能なメッシュ仕様

• 接触検出、ボルト、クランクシャフトのモデ
リング用テンプレート

• OptiStruct、 Abaqus、 Nastran、
PERMASなどを含むソルバーインターフェース

SimLab は、 プロセスの効率化に特化したフィーチャーベースの有限要素モデリングソフトウェアです。 本ソフトウェアの活用により、 複雑なア
センブリを対象とした工学シミュレーションを迅速かつ高精度に実行することができます。 SimLabではシミュレーションモデル作成タスクを自
動化できるため、 有限要素モデルを手動で作成したり結果を解釈したりする際のヒューマンエラーの削減および時間の節約が可能になりま
す。 SimLab は、 従来のプリ ・ポストプロセシングソフトウェアとは異なり、 シミュレーションプロセスの形式化と自動化のための機能を備えた
専用アプリケーション開発プラットフォームです。

複雑なアセンブリのメッシング

音響シミュレーションのための 
楕円メッシュの生成

テンプレートに基づく自動接触定義

既存メッシュの変更

ディファレンシャルギアキャリアの 
メッシュ作成

軸受圧力のコンター

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [SimLab]
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MotionView®

マルチボディシステムのモデリングと可視化

メリット
革新的な製品開発を促進

MotionViewを使用すると、パラメトリックモデル
の構築や、複数の設計案の比較検討を通じた
製品最適化が効率的に実行でき、製品を差別
化するための検討時間が発生します。

製品設計に要する時間とコストの削減

MotionViewの物理特性ベースのシミュレーショ
ン機能を使用し、製品開発サイクルの初期段階
における製品コンセプトモデルの評価が可能です。
一旦構築されたモデルは、さまざまな開発フェーズ
で活用され段階的に詳細化されます。

製品品質の向上

MotionViewのwhat-if（仮定）分析と確率統
計シミュレーション機能を活用することで、製造に
おけるばらつきを考慮した確率的解析を実施す
ることができます。

ユーザー独自の品質管理基準の適用

MotionViewは、各企業の仕様やノウハウを反
映してモデリングや評価プロセスを繰り返し実行
できるため、一貫した解析業務が保証されます。
ユーザーインターフェースをお客様のニーズに合わせ
てカスタマイズしたり、自動化機能を使用して反
復作業を効率化したり、サブシステム、システムモ
デル、およびデータファイルを標準化して他のユー
ザーと共有したりできます。

機能
強力なモデリング環境

MotionViewは、複雑な機構モデルの作成を単
純化するための機能を備えています。

• 階層的なモデリング構造
• DOEと最適化スタディを促進するための設計
パラメータ定義

• 入力を最少化する対称面の組み込みをサ
ポート

• 単一のシステムモデル内で複数のトポロジー構
成を使用可能にするための条件付きロジック

• ユーザー入力に基づいてパラメトリックサブシステ
ムモデルを生成するマクロ言語

• 数回のクリックでモデルのアセンブリを可能とす
るウィザードによる自動システムアセンブリ機能

• テストデータをマルチボディシステムモデルに簡単
にインポート

• システムモデルを作成するための CAD形状を
簡単にインポート（すべての一般的フォーマット
をサポート）

直感的なユーザーインターフェース

MotionViewの直感的なユーザーインターフェース
により、マルチボディシステムを短時間で構築、解
析可能です。

• 機構システムのモデリングを単純化および標準
化するための組み込みワークフロー

• グラフィックスウィンドウ上でコンテキストメニューを
表示可能な最新ユーザーインターフェース

• 効果的なモデルナビゲーションを可能にするコ
ンテキストメニュー、検索およびフィルタリングオプ
ションを備えたプロジェクトブラウザ

• モデルを簡単に作成、変更、および操作するた
めの機能をグラフィカルに表示したツール群

自動化およびカスタマイズ機能

MotionViewは自由にカスタマイズ可能なソフト
ウェアであり、お客様のニーズに合わせて様々な設
定を変更できます。

• MotionView独自のモデル定義言語を使用
してカスタムオブジェクトを構築

• カスタムオブジェクトをグラフィカルに作成するた
めのカスタムパネルとカスタムメニューを作成

• モデルの解析ジョブ投入と結果取得
• スクリプトを使用した反復モデリングの自動化

• 並行した部品設計計算 / 強度計算 / 疲労
計算 / 最適化計算で活用する、強度解析や
疲労解析に対するコンポーネント荷重データの
エクスポート

• システム解析結果をチームに共有するためのレ
ポート生成

弾性体の定義とそれを考慮した解析

MotionViewは、モデル内に弾性体を定義作成
するためのシンプルかつ強力なツールを提供します。

• 弾性体の動的挙動を表現するための縮退モ
デルのインポート

• エラーチェックを実行してモデリングエラーを特定
および診断

• 弾性体を組み込んだマルチボディシステム解析
• 剛性体モデルを弾性体モデルに（またはその逆
に）変換

• 基準対称面による弾性体のミラーリング定義

包括的なソリューション

MotionViewは、マルチボディシステムを対象とし
た効果的な仮想製品開発環境です。 一つのイ
ンターフェース上ですべての関連作業を実行できる
ため、製品を切り替える必要はありません。

• モデル： 複雑なマルチボディモデルをグラフィカル
に作成またはアセンブルします。

• 解析： 品質をチェックしたモデルの解析ジョブを
投入し、シ ミ ュ レ ーシ ョ ン を実行しま す。
MotionSolveとADAMSが標準でサポートさ
れています。

• 確認： シミュレーション結果をテストデータに相
関付けたり、性能評価指標の計算、結果のプ
ロット、アニメーションの表示を行い、モデルの挙
動を要約したレポートを作成します。

• 最適化： HyperStudyによる実験計画法
（DOE）、最適化、確率統計スタディを実行して
システムの挙動を理解し、 OptiStructにより
部品形状を最適化します。

業界別の機能
MotionViewでは、一連の標準モデル管理オプ
ションに加えて、さまざまな業界向けの専用ツール
が用意されています。

自動車

MotionViewは、車両モデルを構築するための
自動車専用モデリングエンティティのライブラリをサ
ポートしています。 これらのエンティティとしては、タ
イヤ、道路、ドライバー、スプリング、ブッシュ、バンプ
ストッパー、ダンパーなどが挙げられます。 標準セッ
トにお客様独自のコンポーネントを追加すること
もできます。 さらに、 MotionViewはモデルと解
析シナリオのアセンブリウィザードをサポートしてい
ます。 数回クリックするだけで、選択したフロント / 

リアサスペンショントポロジ、フル ICエンジンパワート
レイン、お好みのタイヤ、平坦な道路と悪路を使
用した完全にパラメトリックな車両を組み立て、任
意の標準のサスペンションおよび運転イベントをシ
ミュレーションできます。 コンポーネント荷重を関
連する強度解析や疲労解析の条件として渡す
ことができます。 シミュレーションレポートが自動的
に生成されます。

一般機械

MotionViewを使用すれば、 CAD形状とFE形
状をインポートしてシステムをすばやく構築できま
す。 すべての一般的フォーマットがサポートされて
います。 コンポーネントの質量と慣性の特性が自
動的に計算されます。 複雑な形状の間で３次
元接触が簡単に指定されます。 CSVファイルか
らデータをインポートして、任意の座標系で “ハー
ドポイント” を作成することもできます。 これらの機
能を使用して、システムをすばやく組み立て必要
な解析を実行できます。

製品の主な特長
• マルチボディシステムのモデリングを行うた
めの直感的な作業ツールを提供する
オープンアーキテクチャ環境

• 階層的モデリング機能

• モデルのバリエーションに効率的に対応す
る組み込みパラメトリックモデリング機能

• ローカルでカスタマイズ可能なGUIとデー
タモデルHyperWorks Collaboration 
Toolsを使用した自由なデータ管理

Altair MotionViewは、 直感的でユーザーフレンドリーなマルチボディシステムのモデリング環境です。 MotionViewはパラメトリックモデリング
機能を有するオープンアーキテクチャ環境であり、マルチボディモデルを構築、 解析し、 改善や最適化を検討するためのツールです。 次世代
ソルバーであるMotionSolve と組み合わせることで、 MotionViewはマルチボディダイナミクスシミュレーションを実行する理想的なソリューショ
ンとなります。

４ポストシェーカーシミュレーション 風力発電タービン弾性体シミュレーション オートバイの乗り心地解析

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [MotionSolve] > [MotionView]
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HyperForm®

プレス成形シミュレーション

メリット
効果的なCAEコスト削減

特許取得済みHyperWorksユニットライセンス
方式により、ソフトウェア導入費用を最小限に抑
えることができます。 さらにHyperForm活用によ
る製品開発リードタイムの短縮効果を考慮する
と、大幅なコスト削減が期待できます。

正確で信頼性の高いソルバー

高精度を誇るインクリメンタルシートメタル
フォーミングソルバー（Altair RADIOSS）が、
HyperFormのプロセス主導型ユーザーインター
フェースに統合されており、シミュレーションによりプ
レス成形時のしわや割れの発生を正確に予測
することができます。 製造時の問題を事前に回
避することで、無駄な金型加工費や、プレス機械
の休止時間などを低減します。

スタンピングプロセスの再現

HyperFormのオープンフレームワークに組み込ま
れた生産技術ナレッジにより、スタンピングプロセ
スを効率的に再現します。 さまざまな加工条件
を考慮したプロセス指向の自動化ツールにより、
ユーザーの生産性を高めます。

スタンピング向けの包括的なソリューション

HyperFormは、スタンピングプロセス全体を
扱った仮想試作を行い、最適化します。 実現
可能性検討およびコスト解析、パラメトリック絞
りダイフェース設計、最終プロセス検証、設備と
金型の構造最適化などを実施するためのモ
ジュールが含まれており、全ての解析結果を可
視化できます。

あらゆるニーズに対応する 
メタルフォーミングソリューション
製品設計者は、製造性検討だけでなく、プレス
成形によって生じる製品強度への影響度を調
査することができます。

金型設計者は、パラメトリックダイモジュールを使
用して絞りダイのコンセプト設計を行うことで、実
現可能性を検討したり、金型形状の最適化を
進めることができます。

生産技術者は、正確な接触解析を実行するこ
とで、しわ、減厚、残留応力、スプリングバックなど
の発生と、それらの発生領域を予測することがで
きます。 金属や複合材を対象にした多工程スタ
ンピングプロセスの検証も可能です。

機能
高速かつ高精度な実現可能性解析

業界で最も高速かつ高精度な逆解析ソルバー
は、迅速にワンステップ解析を実行します。 製品
開発の初期段階において成形可能性を高める
ことで、その後の問題発生を抑制し開発コストを
低減します。

スタンピングによって生じる板厚分布および加工
硬化を、有限要素モデルの特性値として渡すこ
とができるため、製造条件を反映したプレス成形
部品の構造解析が可能となります。

効率的なコスト解析

正確なブランク形状予測と直感的なネスティン
グインターフェースによって、適切なブランクサイズ調
整とレイアウト検討が可能です。 製品開発の早
期段階で材料コストを最適化します。

絞りダイフェースのコンセプト設計

直感的でパラメトリックなNURBSベースのダイフェー
ス開発モジュールは、さまざまな金型形状を効率
的に比較検討するツールです。

高速でロバストなプロセス検証

クラス最高のインクリメンタルソルバー（Altair 
RADIOSS）を備えたHyperFormの導入により、
製品および金型設計エンジニアは以下の効果を
得ます。
• 製造プロセスのロバスト性改善
• 製品開発の初期段階におけるしわと割れ発
生予測による開発リードタイム短縮とコスト
削減

• 金型試作回数の低減とコスト削減

結果の可視化

HyperViewに含まれているカスタマイズされたポ
ストプロセッシングツールを使用して、ブランク絞り
の流入、板厚減少、ひずみと応力、および成形
限界線図（FLD）を可視化できます。 ワンクリック

でレポートが生成されるため、スタンピングの問題
をチーム内で共有し、迅速な対策検討につなげ
ることができます。

プロセスの最適化

HyperWorks の 最 適 化 ツ ー ル（Altair 
HyperStudyおよびOptiStruct）とのシームレス
な連携により、 HyperFormは、シートメタルだけ
でなく金型構造を最適化するための独自機能
を備えています。 金型の軽量化および剛性改
善を追求する最適計算をサポートします。

チューブの曲げ加工とハイドロフォーミング

HyperFormは、完全なシートメタルフォーミング機
能に加えて、チューブの曲げ加工とハイドロフォーミ
ングのための強力なユーティリティを備えています。
モデルを定義するための入力作業を省いたモデ
ル自動セットアッププロセスにより、迅速な解析実
行が可能です。

結果のマッピング

HyperCrashの結果マッピング機能により、アダプ
ティブメッシュを用いた解析結果や、詳細メッシュ
からコースメッシュまで要素サイズの異なる解析結
果の正確にマッピングが可能です。

製品の主な特長
• 金属と複合材の複雑な多工程フォーミ
ングプロセスを実行するための効率的な
セットアップ

• 製品、金型、およびプロセスを最適化する
直感的なブラウザ主導セットアップ

• 高速かつロバストなクラス最高のインクリ
メンタルおよびワンステップ法ソルバー

• カスタマイズされたレポートをワンクリックで
生成可能なポストプロセッシングツール

• 材料の使用効率を最大化するためのト
ランスファー型レイアウトまたは順送型レ
イアウトでの最適なブランクネスティング

Altair HyperForm は、 業界で実績のある包括的な有限要素ベースのシートメタルフォーミングシミュレーションフレームワークであり、 成形プ
ロセスを再現するための一連のシミュレーションツール群です。 独自のプロセス指向環境により、 プレス製品開発におけるさまざまな最適計
算が効率的に実行されます。 HyperForm は、 個々の解析者、 金型工場、 大規模 OEM企業などの多様なニーズに応えるコスト効率
の高いソリューションです。

材料の歩留り率を最大化するための 
ブランクネスティング

ドラッグアンドドロップによる 
複雑な多工程プロセスのセットアップ

成形性を考慮した最適化

自動的にセットアップされた 
チューブ曲げ解析条件

メゾスコピックスケールの 
複合材成形シミュレーション

ホットスタンピングとクエンチングの 
シミュレーション

モデル提供： CEDREM社

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [HyperForm]
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表面欠陥を早期に発見し、製品の表面品質を改善

金属  プロファイル変形 

金属  不均一な壁厚
金属  ダイスのピックアップライン（ストリークライン）

ポリマー  断面変形 

ポリマー  不均一な壁厚
ポリマー  ダイスウェル
ポリマー  過熱

内部欠陥を早期に発見し、製品の機械的性質を改善

金属  ビレットサイクル間のチャージ溶接
金属  中空形状プロファイルでのシーム溶接
金属  ビレットスキン欠陥（後端部の不具合）
金属  正確な粒径予測

ポリマー  デッドゾーン
ポリマー  共押出の接着ライン
ポリマー  ポリマーの過熱
ポリマー  早期熱硬化による機械的性質の低下

収益性改善と生産スケジュール順守を達成

金属  ベアリング長さ不良の検出とベアリング長
さの自動最適化

金属  ダイス変形
金属  ダミーブロックの破損
金属  コンテナラインの膨張
金属  ダイス摩耗と過熱  

金属  温度管理不良

ポリマー  開発初期段階でプロセスパラメータを
最適化し、生産速度を向上

ポリマー  ダイス変形（ダイスのたわみやダイスリップ
部の反り）を検出・修正

ポリマー  ダイス摩耗と過熱を検出・低減 

ポリマー  ダイス内部の圧力変動を最小限に抑
え、流れの均一化と生産スケジュールの
安定化を達成

詳細はこちら：
solidthinking.jp

[製品] > [Click2Extrude]

Click2Extrude Metal / Polymer は、 金属やポリマーの押出成形に特化したシミュレーション環境です。 厳しい公差要件やコスト削減を
達成しながら、 複雑な断面形状の押出製品を高品質・高強度にするために設計されています。 仮想押出成形機として Click2Extrude 
Metal / Polymerを活用すると、 ダイス内の材料の流動や温度分布を観察して、 適切な流動を確保するために必要な変更点を検討す
ることを目的とした、 製品欠陥の確認および除去が可能となります。

金属 / ポリマーの押出シミュレーション

メリット
より優れた製品の設計
• 設計のプレス成形性を迅速かつ確実に評価
• 割れ、しわ、ゆるいなどの欠陥が生じる危険性
をはらんだ箇所を視覚的に確認

• 設計変更、計測（板厚）、材料タイプ評価に
よって欠陥を素早く把握・排除し、設計を確定

• トランスファー型または順送型金型について、
製造性制約条件内での最適なブランクネス
ティングを割り出し、材料歩留まり最大化と材
料コスト削減を達成

• 設計ガイドにより修正回数を削減

生産性の向上
• 製品設計の成形性、材料歩留まり、コストを
評価

• ダイフェース設計のプレス成形性を素早く確認
• ダイフェース設計の上流工程で一般的な成形
欠陥を予測し、詳細なインクリメンタル解析の
前に欠陥を修正

• ダイフェース設計の詳細なインクリメンタル解析
の前に、ブランクホルダー力、絞りビード位置、絞
りビード力などのプロセス条件を割り出すことが
可能

• インクリメンタル解析およびコスト見積りのため
の、ダイフェースに基づく高精度なネットシェイプ
ブランク予測

• プレス選択、プロセス計画、原価算出に役立つ、
迅速な成形荷重予測

スクラップ削減と材料歩留まり改善
• 正確なブランク形状予測
• 余肉に材料を追加することも可能
• トランスファー型プレス成形のブランクネスティン
グでは長方形、平行四辺形、台形、 V字、逆
V字、曲線状など、標準的な形状にブランクを
フィット可能

• 順送型プレス成形のネスティングパターン（１アッ
プ、２アップ、ミラー）を選択可能。 順送金型は、
標準的なキャリアオプション（片側、中央、桟両
側、両側＋中央、両側＋桟）から選択可能

詳細はこちら：
solidthinking.jp

[製品] > [Click2Form]

製品の主な特長
• 製品設計、成形性解析、コスト見積もり
機能を搭載したプレス成形シミュレーショ
ンソフトウェア

• 直感的なワークフローのわかりやすいユー
ザーインターフェースにより、画期的な操
作性を実現

• プレス成形の潜在的な欠陥（割れ、しわ
など）を識別し、数ステップで製品設計を
変更可能

• 順送型 / トランスファー型プレス成形のコ
イル材のブランクネスティングを高速かつ
的確に実行し、材料歩留まりを最大化

Click2Form は、 上流工程で成形性・材料歩留り ・材料コストを検討し、 製品製造効率を最適化できるプレス成形シミュレーションソフ
トウェアです。 ワンステップ法を利用した最先端の逆解析テクノロジーにより、 わずか数秒で成形性評価を完了できます。 割れや板厚減少
などの可能性がある危険領域を特定できるほか、 材料コストを下げるための最適なブランク形状の計算や、 最善のブランクレイアウトの計
算も行うことができます。

プレス成形シミュレーション

製品の主な特長
• 表面欠陥を早期に発見し、 
製品の表面品質を改善

• 内部欠陥を早期に発見し、 
製品の機械的性質を改善

• 様々な収益性改善と生産スケジュール
順守を達成

• 習熟期間を短縮し、導入メリットを 
最大化 
 
他の押出シミュレーションソフトウェアを習熟す
るには多くのコストと時間がかかりますが、使い
やすさに重点を置き、複雑な操作を自動化
したClick2Extrudeを導入すれば、そうした習
熟のためのトレーニングが不要になります。  
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メリット
Click2Castは、シンプルかつ高速な、溶湯充填
および凝固のシミュレーションにより、巻き込み巣、
引け巣、湯境などの鋳造プロセスの不具合を予
測します。 Click2Castは、革新的なユーザーエク
スペリエンスを提供しており、わずか5ステップの操
作で鋳造解析が完了できます。 また、初心者に
とってもエキスパートにとっても非常に扱いやすいイ
ンターフェースが実装されています。

より優れた製品の設計

• ʻ鋳造性ʼをすばやく評価できます。
• 凝固を可視化して湯口の位置を最適化でき
ます。

• 押湯を自動生成して鋳造工程をシミュレート
できます。

• 製造エンジニアにプロセス改善の指針を示し
ます。

製造品質と収益性の向上

• 見積もり時の参照情報として鋳造部品の 
複雑度をすばやく評価できます。

• 一般的な鋳造欠陥を事前予測します。
• 造型設備と注湯設備の最適化が可能です。
• 試作による試行錯誤が不要になります。

習熟期間を短縮し、導入メリットを最大化

一般的な鋳造シミュレーションは十分な教育を
受けた専門家が実施するものと考えられており、
その場合、専任者雇用とトレーニングの両方でコ
ストがかかります。 使いやすさに重点を置き、複
雑な操作を自動化したClick2Castを導入するこ
とで、このような投資が不要となります。

特徴
5ステップの簡単操作

• 形状データのインポート
• 湯口の定義
• 鋳造プロセスパラメータの定義
• 解析と最適化の実行
• 確定した設計で鋳造

さまざまな鋳造手法のためのテンプレート

• 高圧鋳造
• 低圧鋳造
• 重力鋳造
• 金型鋳造

湯道のレイアウト最適化

湯口の最適化を目的としたパラメータスタディをす
ばやく簡単に実行できます。 湯口の寸法と位置
を設定すると、 Click2Castによって自動的に解
析モデルが生成されます。

鋳造プロセス全体の検証

金型のキャビティ、湯口、湯溜まりを含む鋳造設
計全体を検証できます。

有限要素ベースの定式化
Click2Castは、有限要素ベースの定式化です。
Altairが有する高度なメッシング技術を活用す
ることで領域メッシングにおける課題が解決され、
溶湯の流れと凝固の計算においても高精度な
有限要素法解析が可能となりました。これにより、
鋳造プロセスにおける流れと凝固計算を扱う実
用的なソリューションが提供可能です。

C2Cソルバーでは並列処理を使用しているため、
計算時間を大幅に短縮できます。 Click2Cast
では空気 -金属の二相モデルを使用して計算が
行われるため、エアトラップ予測の際、充填時のガ
ス巻き込みが適切に考慮されます。

解析結果
• メルトフロント
• 温度分布
• 速度分布
• 湯境
• 巻き込み巣

• 溶損予測
• 充填時間
• 部分凝固
• 凝固時間
• 引け巣予測

「Click2Castは、ガイドに従って設定を行
うので、習熟が非常に容易です。 鋳造に
関する最低限の知識があれば、すぐに実務
解析が実行できます。 我々はClick2Cast
を使用して、見積もり時に鋳造部品の欠陥
予測をしています。 また、鋳造部品の製
造検討においてClick2Castを使用し、湯口
のレイアウトを最適化しています」

- Steve Fetsko

製品の主な特長
• 革新的なユーザーエクスペリエンスを提供
する鋳造プロセスシミュレーションソフト
ウェア

• 数回のクリックで鋳造欠陥を特定 
（巻き込み巣、湯境、溶湯の乱れ、 
引け巣など）

• メルトフロント、部分凝固、凝固係数、 
温度 / 速度プロファイルなどを可視化

• 高 / 低圧鋳造、重力鋳造、砂型鋳造、
および金型鋳造をシミュレーション

• “湯口”のレイアウトと形状を最適化

Click2Cast®は、製造部品の改良や最適化を可能にする鋳造プロセスシミュレーションソフトウェアです。

形状データのインポート 湯口の定義 鋳造プロセスパラメータの定義 解析と最適化の実行 確定した設計で鋳造

メルトフロント - 充填率鋳造シミュレーションから得られた詳細なコンターとベクトルの例

詳細はこちら：
solidthinking.jp

[製品] > [Click2Cast]

鋳造シミュレーション
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HyperWorks Virtual Wind Tunnel™

外部空気力学シミュレーション

HyperWorks Virtual Wind Tunnel
の概要
AltairのHyperWorks Virtual Wind Tunnel
（HyperWorks VWT）は、製品開発において外
部空気力学スタディを必要とする業界に向けた
特別なソリューションです。 HyperWorks VWT
は、 Altairの数値流体力学（CFD）ソルバーであ
るAcuSolveをベースに開発されており、自動化さ
れたプロセスにより解析対象物周りの定常 / 非
定常流体解析を効率的に実行することができま
す。 車両の抗力（ドラッグ）および揚力（リフト）予
測など自動車業界での活用に重点を置いてい
ますが、オートバイや自転車、または建築構造物
などに対しても利用可能です。

VWTは、高度なボリュームメッシャー、高精度CFD
ソルバー、強力なポストプロセッシング、および直
感的なユーザーインターフェースなど、さまざまな
HyperWorks製品技術が融合したソリューション
です。

高精度でロバスト、 
かつスケーラブルなCFDソルバー
HyperWorks VWTは、 Altairの CFDソルバー
AcuSolveをベースとしており、高い実績と効率を
保証します。

AcuSolveは、ハイブリッド並列化の手法を用い
て、共有型および分散型のメモリを持つコンピュー
ターシステムで並列実行できるように設計されてい
るため、非構造の要素トポロジーに対して高速で
効率的な非定常解および定常解を提供し、多
くのコアを備えた演算環境で高いスケーラビリティ
を実現します。

HyperWorks VWTは、乱流のモデリングおよ
び流れ場と流れの剥離の予測に、 Reynolds-
Averaged Navier-Stokes（RANS）法および
Detached-Eddy Simulation（DES）法を採
用しています。 DES法は、壁近傍や付着境界
層のモデリングに合わせて微調整した統計学的
RANSテクノロジーと、自動車後方の分離領域
に発生する後流をモデリングする Large-Eddy 

Simulation（LES）の機能を組み合わせた手法
です。 RANS法を用いた定常シミュレーション（物
理的に有意な場合）と、 DES法を用いた非定
常シミュレーションの両方を用いることで、高精度
な外部空力解析の結果を得ることができます。
VWTにはAcuSolveの流体 -構造連成（FSI）機
能が内蔵されており、外部流れ場における弾性
コンポーネント（エアロダイナミックスポイラーなど）を
解析できます。

接線壁面速度を与えて回転部品（車輪など）を
モデリングすることで、シミュレーションに回転効果
を含めることができます。 自動車分野で用いられ
る熱交換器またはコンデンサーは、多孔質材料
モデルを用いてモデリングすることでコンポーネント
中の圧力損失を考慮できます。 シミュレーション
で使用する流動物性は密度と粘度で定義され、
モデルに合わせた特定温度の水または空気の
データを定義できます。

アドバンストメッシング
HyperWorks VWTは、境界層の生成機能を
含む、高速・高効率の非構造化メッシャーを備
えています。 重要な流れ現象（車両やビルの後
流など）を捕捉するために局所的に高解像度の
ボリュームメッシュを作成するには、ユーザー定義の
ボリュームメッシュ リファインメントゾーンを使用しま
す。 境界層メッシングのパラメーターは全体または
パートごとに定義できるため、全体の要素数を最
大限にコントロールしながら、必要な箇所にだけ
高解像度の境界層を使用できます。 通常、自
動車の外部空力解析を目的としたボリュームメッ
シング（足回り、ボンネット下の空間、境界層など）
は、数時間で完了します。

解析レポート
各シミュレーション後に自動的に生成されるレ
ポートには、ドラッグ＆リフトの履歴などの結果サ
マリー、メッシュの統計データ、および問題の定義
情報が掲載されています。 ユーザー定義のプロー
ブポイントをシミュレーション領域に組み込むこと

で、特定位置の流れ場の発生をモニターできます
（圧力の経時変動など）。 さらにVWTは、結果
のコンター表示用にユーザー定義の断面をサポー
トしています（車両の対称面上の速度コンターな
ど）。 両方のレポートエンティティ（ユーザー定義の
プローブポイントの時刻歴プロットと、ユーザー定義
のコンター結果プロット用の断面）も、自動的に
生成されるレポートに含まれます。

合理化されたワークフロー
HyperWorks VWTの軽快なグラフィカルユーザー
インターフェース（GUI）に組み込まれている各種の
自動化機能を使用して、ユーザー入力を軽減し、
解析ケースセットアップ時の効率性を高めること
ができます。 ユーザーは、空気力学スタディ解析
対象物（車両や建物など）のサーフェスメッシュを
VWTにインポートして、物理特性とボリュームメッシ
ングのパラメーターを設定し、シミュレーションを投
入して、シミュレーションレポートを取得します。 解
析テンプレートを使用することで、解析条件およ
び解析結果の報告書に一貫性を持たせることが
できます。

製品の主な特長
• 外部空気力学スタディを実行するため
のアプリケーション

• 高精度でロバスト、かつスケーラブルな 
数値流体力学（CFD）ソルバー

• 効率的な解析条件定義や解法選択
を可能とする合理的なワークフロー

• カスタマイズ可能な自動レポート生成
機能

HyperWorks Virtual Wind Tunnelは、外部空気力学解析に特化したソリューションです。ユーザーエクスペリエンス設計されたインターフェー
スを有し、 効率的な解析条件定義や解法選択が可能となっています。 カスタマイズ可能な自動レポート作成機能により、 解析結果の評
価報告書に一貫性を持たせることができます。 HyperWorks Virtual Wind Tunnel は、 他の Altair製品と高い親和性を持っています。

外部空気力学解析に特化した 
ユーザーインターフェース

非定常解析と定常解析

複雑形状に対するCFDボリュームメッシング

自転車の外部空気力学解析結果

実績のあるCFDソルバー 

建築構造物の外部空気力学解析結果
詳細はこちら：

www.altairhyperworks.jp
[製品] > [Virtual Wind Tunnel]
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迅速な設計

設計サイクルの初期段階で構造性能要件を満
たすコンセプトを生成できます。 この結果として、
従来の設計 -検証 -再設計という手法と比べて
大幅に短い時間で構造要件を満たすことができ
ます。

スマートな設計

Inspireを使用すると、パッケージスペース、接合、
荷重条件、および形状コントロールを変更できる
“what-if”（仮定）シナリオを簡単に実行できま
す。 結果として得られたコンセプトを確認すること
で、価値のある洞察が得られることが多くあります。

軽量な設計

Inspireは材料を効率的に使用し、必要な箇所
にのみ材料を配置して構造性能要件を満たし
ます。設計重量の減少により、材料コストの節約、
性能の向上、および輸送費の削減を実現します。

機能
形状の作成と簡略化

Inspireのモデリングツールを使用して、ソリッドモ
デルを作成、変更、およびデフィーチャー（不要箇
所の削除）が可能です。

• スケッチツール - 線、長方形、円、円弧をスケッ
チすることで部品を作成または変更できます。

形状の制約条件（鏡映、スケーリング、回転、プッ
シュ / プル、接線、垂線など）を適用することもでき
ます。

• トリム / ブレーク - 交差ポイントでスケッチ曲線
をカットして削除できます。

• ブーリアン演算 - ソリッド部品の追加、削除、ま
たは共有部抽出を実行して、より複雑な形状
を作成できます。

• デフィーチャー（簡略化） - インプリント、ラウンド、
フィレット、穴、およびポケットを削除したり、穴や
ポケットを塞いだり、パッチやブリッジを作成した
りできます。

• 中立面作成 - Midsurfacingツールを使用す
ると、単一板厚の薄いソリッド形状から２次元
シートを検出して抽出できます。

最適化オプション

Inspireでは、いくつかのトポロジーオプションが用
意されています。

• 最適化の目的 - 最適化を実行する際、剛性
を最大化するのか質量を最小化するのかを
選択できます。

• 応力制約条件 - グローバル応力制約条件を
適用して、最適化時のモデル内の最大応力を
制限できます。

• 変位制約条件 - 変位制約条件をモデルに
適用して、希望の位置と方向に対して変形を
制限できます。

• 加速度荷重 - 角速度ツールと角加速度ツー
ルを使用して、モデル全体の回転速度と回転
軸を定義できます。

• g-Loads - g-Loadsツールを使用して、加速
度がかかっているモデル（モデルのすべての部品
に荷重がかかる）をシミュレートできます。

• 変位制約条件 - 変位制約条件をモデルに
適用して、希望の位置と方向に対して変形を
制限できます。

• 温度荷重 - Temperatureツールを使用して、
モデル内の温度変化の影響をシミュレーション
できます。

• OptiStructへのエクスポート - より高度なシミュ
レーションのためにOptiStructの入力ファイルを
エクスポートできます。

接触とアセンブリ

Inspire内で、すべての部品とアセンブリを最適化
および解析できます。

• Contactsツールを使用して、近接部品を検出
し、これらの部品を接合するのか、接触させるの
か、接触なしの状態にするのかを指定できます。

• Fastenerツールと Jointsツールを使用してモデ
ル内の複数の部品を結合し、ボルト、ネジ、ピン、
またはスライディングピンを追加できます。

製造および形状コントロール

Inspireの形状コントロールを使用して、構造的
に効率が良いだけでなく製造可能な設計コンセ

プトを生成できます。

• 対称面 - 非対称設計空間で、対称的な最
適化形状を生成させます。

• 周期的反復 - プロペラや車輪などのような周
期的に繰り返される形状を作成できます。

• 鋳型の抜き方向 - 単一 / 分離形式の鋳型
の抜き方向を適用することで、簡単に鋳造ま
たはスタンピングできる形状を生成できます。

• 押し出し形状コントロール - 指定した方向に
一定切断面のトポロジーを生成できます。

解析

モデル上の線形静解析とノーマルモード解析につ
いて、変位、安全係数、降伏率、引っ張りと圧縮、
フォンミーゼス応力、および最大主応力を可視化
できます。

カスタマイズ可能な材料データベース

Inspireに付属している材料ライブラリには、各種
のアルミニウム合金、合金鋼、マグネシウム合金、
およびチタン合金が含まれています。 カスタム材
料を追加することもできます。

PDM

TeamcenterまたはWindchill PDMシステムか
らモデルを開くことができます。 Inspireのモデルを
元のPDMシステムに保存することもできます。

部品インスタンス

• 親子インスタンス - 個別の部品をコピーして、イ
ンスタンスとして貼り付けることができます。 一
方が更新されるたびに、もう一方も自動的に更
新されます。 インスタンス化情報をCADファイル
からインポートすることもできます。

• パターン反復 - 部品インスタンスを使用してモデ
ル内で設計空間が複数回繰り返される場合、
Inspireはその設計空間にパターン反復を自
動的に適用して、まったく同じ形状が生成され
るようにします。

インタラクティブな結果可視化

最適化された形状を検証するためにシンプルな
スライダーを使用して材料を追加または削除でき
ます。 ユーザーはどのフィーチャーが重要であるか
を判断して、自身のニーズに最も適合するコンセ
プトデザインを選択できます。

アセンブリの構成

複数のアセンブリ構成（部品の組み合わせ）を作
成できます。 これらの異なる構成を使用して、各
種の設計シナリオと結果として得られるコンセプト
を評価できます。

最終モデルの作成

• PolyNURBSの作成 - PolyNURBSの作成お
よび編集ツールを使用して、滑らかで連続的か
つそのまま製造可能なフリーフォームのソリッド
形状をすばやく作成できます。

複数の言語形式

日本語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタ
リア語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語

形状コントロールと設計制約条件

• 最小 / 最大サイズ
• 鋳型の抜き方向
• 対称
• パターン反復

• 周期的反復
• 応力制約条件
• 固有振動数制約条件
• 変位制約条件

製品の主な特長
• 構造的に効率の良いコンセプトの生成
と解析

• 部品とアセンブリの最適化と解析の 
サポート

• 形状内の問題領域のすばやく簡単な 
クリーンアップとデフィーチャー（不要部の
削除）

• 線形静解析と固有振動解析に対する
挙動の把握

• 短時間で習得できるユーザーフレンドリー
なインターフェース

solidThinking Inspire® は、 設計エンジニアや製品デザイナーが構造特性に優れたデザインを作成、 検証するためのソフトウェアです。 設
計の初期段階から使用することで、 コスト、 開発時間、 材料使用量、 製品重量を削減できます。 CAE ソフトウェアで業界を牽引する
Altair の最適化技術と優れた操作性を備えた Inspireは、 多くの企業で採用されています。

3Dプリンターで作成された 
バイクのロッカーアームの最適なコンセプト

最適化され、3Dプリンターで作成された 
航空宇宙分野向け金属ブラケット

最適化されたロボットグリッパーアームの解析

形状のインポート

• ACIS
• CATIA V4/V5
• Creo
• IGES
• Inventor
• JT
• Parasolid
• Pro/E
• SolidWorks
• STEP
• STL
• UG NX（Unigraphics）

形状のエクスポート

• IGES
• Parasolid
• STEP
• STL

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [solidThinking Inspire]

シミュレーション技術を搭載した形状生成・解析
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自由なモデリング

デザイナーのためにデザイナーによって開発された
Evolveは、サーフェス、ソリッド、ポリゴンに対するモ
デリング機能を単一パッケージに搭載しているため、
設計段階に応じて最適なアプローチを選択可能
です。 それぞれのモデリング技法は、追加のプラグ
インなしで自由に組み合わせて使用できます。

スマートな形状変更

ポイントやパラメータの編集はコンストラクションツ
リー履歴機能により管理され、編集に伴いモデル
全体が自動的に更新されます。 通常のサーフェ
スモデラーは寸法変更時にモデルを再作成しま
すが、 Evolveはそれを必要としません。 そのため、
簡単に何度でも形状を変更できます。

美しいレンダリング

モデルをつくりながら、デザイン、素材、環境をリア
ルタイムに変更して評価、検証を行うことができま

す。 Evolveでは、内臓レンダラーを使用してフォト
リアリスティックなイメージとアニメーションを作成し
ます。

機能
優れた構成履歴管理

• 構成履歴は無制限に記録され、パラメータや
サーフェスに対する変更がリアルタイムに更新さ
れます。

• 構成履歴上で選択されたソースオブジェクトは
モデル上で図示されるため、効率的に変更する
対象を特定し、再構成することができます。

• すべてのオブジェクトのパラメータとポイントを自
由に操作できます。 構成履歴ツリーはモデル
とともに毎回保存されます。

• 構成履歴機能を活用することで、自由に何度
でも新しい形状を試し、創造性を高めることが
できます。

高度なNURBSモデリング

Evolveでは形状タイプとして、 NURBS（Non 
Uniform Rational B-Spline）を使用しています。
曲線とサーフェスをNURBSで定義することで、しな
やかで精密なモデル表現が可能です。 NURBSは
解析形状と自由形状の両方を表現するのに最
適で、非常に高速かつ安定したアルゴリズムです。
NURBSベースのモデリング、構成履歴、最先端の
モデリングツールにより、 Evolveは設計者にとって
比類のないツールとなっています。

ポリゴンモデリングとサブディビジョンサーフェス

Evolveには、 N辺ポリゴン（N角形）をサポートす
るポリゴンモデリング機能も搭載されています。 ポ
リゴンの作成と引き伸ばし、フェイスやエッジの分割、
再分割、間引きなどのさまざまな操作を実行でき
ます。 インタラクティブにサブディビジョンサーフェスを
制御することで、洗練された平滑なポリゴンメッシュ
作成が可能となります。

リバースエンジニアリング

• フィットポイントクラウド － ポイントクラウドデータ
からサーフェスを作成します。

• オブジェクトからポイントクラウド － 指定したサー
フェスからポイントクラウドを作成します。

• ポイントクラウドからプラナークラウド － 指定した
ポイントクラウドを、任意で設定した平面に配置

されたプラナークラウドに変換します。 このコマン
ドは、 3Dスキャンデータのポイントクラウドを簡
略化するのに便利です。 多数のポイントクラウド
をプラナーポイントクラウドとしてセクションに分割
し、扱いやすくします。 配置する面の方向だけで
なく、面の数、面間の距離も指定できます。

• ポイントクラウドからカーブ － ポイントクラウドから
カーブを作成します。 このコマンドは、選択された
点を始点として、最短距離に基づいて順序付
けられた点の近似曲線を作成します。

フォトリアリスティックレンダリング

業界をリードする高い技術を搭載したEvolveのレン
ダラーは、非常に効率的なメモリ管理機能、無制限
の出力解像度、およびマルチスレッド・マルチプロセッ
サレンダリングを実現し、フォトリアリスティックなイメー
ジを素早く生成します。 設計のあらゆるフェーズで、リ
アルタイムのレンダリングにより形状確認とビジュアラ
イズを行えるので、より良いデザインを追求できます。

アニメーション

フォトリアリスティックなアニメーションを作成する
ことで、これまでにない効果的なプレゼンテーショ
ンを行うことができます。 アニメーションムービーや
QuickTime VR（360度 全方位パノラマVR）を
作成して複雑なアイデアを伝えることができます。
また、 H3Dファイルをインポートしてシミュレーション
結果をより魅力的に表現することが可能です。

製品の主な特長
• サーフェス、ソリッド、ポリゴンによる 
ハイブリッドモデラー

• パラメータやサーフェスの変更をリアルタイ
ムに更新する無制限の構成履歴

• リアルタイムかつフォトリアリスティックなレン
ダリング

• WindowsとMac OS Xの両方に対応

solidThinking Evolve® を使用することで、 Windows、 Mac OS X どちらの環境でも簡単に形状作成ができます。 初期スケッチを形に
し、 さまざまなデザイン案を検討し、 リアルタイムで生成されるリアルなレンダリングにより製品のイメージを確認することができます。 Evolve
は、 NURBS ベースのサーフェスとソリッド、 そして独自のコンストラクションツリー（構成履歴）機能を有し、 有機的な曲面形状の作成、 形
状のパラメトリックコントロール、ポリゴンモデリングを可能にします。 エンジニアリング向きの CAD ツールの制約から設計者を解放すると同時に、
製品開発プロセスにおいて必要とされるデジタルモデルのエクスポートを可能にします。

Evolveでモデリングおよび 
レンダリングされたグラスセット

Diane Shane-Schuldtによって 
デザインされた食器セット

構造最適化されたフレームで構成されたバイク

オートバイのコンセプトデザイン

ダイヤモンドリングのレンダリング

香水瓶のコンセプトデザイン

直接インポート
• 3ds

• ACIS

• Adobe Illustrator

• CATIA（V4、V5、V6）
• DWG

• DXF

• H3D

• I-DEAS

• IGES

• Inventor

• NX

• OBJ

• Parasolid

• Point cloud

• Pro/E

• Rhinoceros

• SolidWorks

• STEP

• STL

• VDAFS

エクスポート
• 3ds

• ACIS SAT

• DXF

• IGES

• Keyshot

• LightWave

• Maya ASCII

• OBJ

• Parasolid

• Rhinoceros

• STEP

• STL

• VDAFS

• VRML

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [solidThinking Evolve]

3Dモデリング・レンダリング
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Composeでは、業界標準言語との互換性を持
つマトリクスベースの使いやすい言語を採用したこ
とにより、信号処理、制御系設計、 CAEデータの
ポスト処理等の全てのタイプの数値処理をひとつ
のソフトウェアパッケージ（オプションやツールボックス
は全く不要です）で実行することが可能です。

この汎用性や互換性に加えて、 Composeでは
CAEや実験等のデータを読み込むためのコマンド
が豊富に用意されており、 CAE計算結果のポス
ト処理の自動化に大きな威力を発揮します。

機能
マトリクスベース言語

Composeの標準言語であるOpen Matrix 
Language（OML） は、非 常 に 使 い や す
く、 Octaveなどの業界標準とも互換性があり、
Matlabスクリプト等の既存資産を有効活用する
ことが可能です。

Composeのインタラクティブなデスクトップ環境で
はコードを素早くデバッグできるため、診断文や診
断コードを組み込まずに、エラーのトラブルシュー
ティングを効率的かつ高速に実行できます。

Composeの最新バージョンではコードの暗号化
も可能になっており、アルゴリズムを明かすことなく
実行することが可能です。

多言語プログラミング統合開発環境

Composeでは、 OMLの他にPythonとTcl/Tk
を言語として使用可能です。 また、近く Juliaもサ
ポートされる予定です。

Composeでは、包括的なツールセットを使って、
ユーザー独自のコードを迅速に開発できます。 マ
トリクスベースの言語、オーサリング / デバッグツー
ル、広範な数学ライブラリおよびユーティリティによ
り、幅広いニーズに対応しているだけでなく、さまざ
まなアプローチを検討して、スプレッドシートや従来
のプログラミング言語（C/C++など）よりも高速な
解法を見つけることができます。

詳細はこちら：
solidthinking.jp

[製品] > [Compose]

製品の主な特長
• 使いやすいマトリクスベース言語

• 多言語プログラミング統合開発環境

• 700以上の数学関数を標準装備

• Python ⇔ OML間でのファンクションの
相互利用

• 豊富な 2D/3Dプロット機能

• 汎用CAE 結果ファイルリーダー

solidThinking Compose により、 エンジニア、 科学者、 製品クリエイターは、 高度なマトリクスベースの数値計算言語とインタラクティブな
統合プログラミング環境を使って、 多彩な数値計算や自動化が可能になります。 マトリクス解析や微分方程式の求解、 信号処理の実行、
制御システムのロバスト設計などの解析に対応した Compose は、 迅速な開発を可能にする最新のツールセットを幅広く搭載しているほか、
効率的なトラブルシューティングのための強力なエンジンとインタラクティブなデバッグ環境が用意されています。

数値計算環境

また、インタラクティブなデバッグ機能を使って容易
にコードを診断できるため、開発業務の負担を
軽減することができます。

700以上の数学関数を標準装備
• 微積分
• コアインタプリタ
• データ構造
• 微分方程式
• 基本数学関数
• ファイル構造
• CAEデータリーダー
• 線形代数
• 論理コマンド
• 最適化

• グラフ作成
• 多項式
• 信号処理
• 統計解析
• 文字列演算
• システムコマンド
• 時間コマンド
• 三角関数コマンド
• ベクトルとマトリクス
• GUI作成

Python ⇔ OML間でのファンクションの相互
利用

Pythonで定義されたファンクションをOMLコード
の中で呼び出して実行することが可能です。 もち
ろん、その逆にPythonスクリプトからのOMLファ
ンクションの実行も可能です。

この機能により、必要となる関数が含まれていな
い場合でも容易に追加することが可能となります。

豊富な2D/3Dプロット機能

• 2D/3Dコンター、2D/3Dライン、3Dサーフェース、
極プロット、棒グラフ等

• グラフのプロパティと属性を、コンテキストメニュー
から簡単かつインタラクティブに変更（グラフのタ
イトル、ラベル、軸のラベル、凡例、目盛ラベルを
変更可能）

• ズームとパンをサポート
• レポートの生成

汎用CAE 結果ファイルリーダー

ComposeにはHyperWorks用に開発された
CAEデータインポート機能が搭載されています。
このリーダーは、ファイル形式や内容を自動認識
し、必要となるデータを容易に抽出することが可
能になります。

このリーダーとComposeの信号処理機能および
プロット機能を組み合わせることにより、従来は多
大な手間と時間を要していたCAE計算結果の
ポスト処理の自動化を劇的に効率化することが
可能となります。

このデータリーダーにはバッチ形式で複数のデー
タを一括処理するためのコマンドに加えて、インタ
ラクティブにデータを選択するためのウィンドウを表

示させて処理することのできるコマンドも用意され
ており、どのような結果が含まれているかがわから
ない場合でも対応することが可能です。

OMLの標準関数やユーザーにより定義されたファ
ンクションは、以下のように他のHyperWorks 製
品で利用することも可能です。

• HyperGraph： カーブと注釈 

• HyperStudy： 応答 

• HyperView、 MotionView： 応答
• HyperMesh： マトリクスブラウザー
• OptiStruct： DRESP3応答

OMLからのPythonファンクションの利用 CAEデータのポスト処理自動化

多彩なプロット機能 GUI作成コマンド使用例
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メリット
システムレベル性能の向上
Activateにより、どのような複合領域システムに
対しても動的挙動のシミュレーションとその性能の
改良を行うことが可能となります。 来歴が異な
るコンポーネントから構成されるセンサー、アクチュ
エーター、制御等の機能を統合したシステムのモ
デル化やシミュレーション、検証を容易に行うこと
ができるようになります。

ロバストデザイン
Activateを用いたモデルベース開発は、設計プ
ロセスの各段階間のコミュニケーションのための共
通フレームワークを構築する効率的なアプローチ
を提供します。 システムレベルでwhat-if解析を
実行することにより、複数の設計試案を迅速に
テストし、システム内の全てのコンポーネントの相互
作用を検討することができます。

早期段階での機能要件の把握

Activateにより、ユーザーは、設計プロセスの早期
段階で全ての設計要件が満足していることを確
認でき、かつ、システムレベルでの問題を特定する
ことも可能です。 Activateでは、モデルシステムに

簡単に組み込むことができる内蔵ブロックが標準
で装備されていることに加え、プラントや制御系を
表現するために有用なModelica物理コンポー
ネントライブラリを利用することも可能です。

機能
ダイアグラムの直感的な構築

• 迅速なモデル構築のためのドラッグ＆ドロップお
よび結合パラダイム

• ウィンドウ間でのドラッグ＆ドロップやコピー＆ペー
ストによるダイアグラムの編集が可能なマルチ
ウィンドウ仕様

• 同じセッション内での複数モデルの同時読み
込み / 処理のサポート

ハイブリッドモデリング

動的モデルの連続時間および離散時間でのモ
デル化とシミュレーション

複合領域のモデル化

現実の世界では産業分野はお互いに複合して
います。 Activateでは、機械や電気などの複合
分野をサポートしており、現実のシステムを複合的

詳細はこちら：
solidthinking.jp
[製品] > [Activate]

製品の主な特長
• ハイブリッドシステムのモデルベース開発
• パラメータ化された複合領域の階層 
構造モデルの構築

• 同一ダイアグラム内での信号ベースと 
物理（Modelica）コンポーネントの混合

• 容易に拡張が可能な内蔵ブロック 
ライブラリとライブラリ管理ツール

• モデル交換と連成シミュレーションのための 
FMI（Function Mock-up Interface）

• マルチボディダイナミクス解析のための 
専用連成シミュレーション機能

• 実行用コード作成のためのモデルの 
コンパイル

solidThinking Activateは、 製品クリエーターやシステムシミュレーション技術者、 制御システムエンジニアなどが複合領域のシステムに対し
てモデル化・シミュレーション ・最適化を実行するためのツールです。 モデルベース開発手法を活用することにより、 設計プロセスの初期段
階でシステムレベルでの問題を把握すると共に、すべての設計要件を成功裏に満足させることが可能となります。 Activateの直感的なブロッ
クダイアグラム環境により、 実際のシステムがどのように機能するかを具体的に示すことができ、 プロトタイプを作成することなしに新しいアイデ
アを試すことが可能となります。

に組み合わせたシステム挙動のモデル化やシミュ
レーションが可能です。

パラメータ化された階層構造モデル

• 信号ベースおよび物理コンポーネントのモデルラ
イブラリを用いた階層構造コンポーネントベース
モデルの構築が可能です。

• 同一モデル内での信号ベースと物理コンポーネ
ントのモデルブロックの混在が可能です。

• 大規模かつ複雑なシステムをモデル化する際、
ダイアグラム内の複数のブロックを “カプセル”
化して単一ブロックにすることでスーパーブロックを
簡単に作成することができます。 スーパーブロッ
クはモジュラーで再利用可能であり、マスクする
こともできます。 また、通常のブロックと同様に
扱うことができ、モデル化に柔軟性を与えます。

• モデルはスーパーブロックを用いることにより階層
構造を持つことができ、そのスーパーブロック毎に
パラメータの定義と値の確認が可能です。 設
定されたパラメータはスーパーブロックに付属して
おり、他のモデルへコピーされた場合もパラメー
タ構造を保持します。

• モデルから直接Cコードを作成することが可能です。

内蔵のブロックベースモデルライブラリ

Activateでは、パレットと呼ばれるライブラリシステ
ムで利用可能な以下の多様な事前定義ブロック
が標準装備されています。 また、ユーザー定義の
カスタムブロックをCもしくは数学スクリプトで作成
することも可能であり、それらを新規もしくは既存
のライブラリに保存し、標準ライブラリと同様に使
用することができます。
• Signal Generators
• Signal Viewers
• Signal Importers
• Signal Exporters
• Signal Conversions
• Signal Properties
• Math Operstions
• Dynamic
• Hybrid
• Routing
• Logical Operations

• Activation 
Operations

• Matrix Operations
• Lookup Tables
• Ports
• Buffers
• Bus Operations
• Optimization
• Cosimulation
• FlipFlops
• Customblocks

Modelicaを用いた物理コンポーネントモデル
Modelicaを用いてActivateの機能を容易に
拡張することが可能です。 物理コンポーネントを
モデル化する適切な方法は、ブロックの挙動がシ
ンボリック方程式を通して定義されるインプリシッ
トブロックを用いることです。 コンポーネントレベル
のモデリングで業界標準となっているModelica
は、非因果的モデリング向けにActivateでネイ
ティブにサポートされています。

ライブラリ管理
コンポーネントをユーザーが作成し、カスタムアプリ
ケーションをアセンブルすることが容易にできます。
Activateのライブラリマネージャーを使用すること
により、カスタムライブラリの作成と編集が可能に
なります。 またActivateではAPI機能と共に IDE
も装備しており、ライブラリの管理をより強力にサ
ポートします。

ハイブリッドシミュレーター
Activateのシミュレーターは、連続時間、離散時
間およびイベントベースの各挙動を含む動的シス
テムを精確にかつ安定して解くために以下のよう
な高性能数値ソルバーを装備しています。

固定 
ステップサイズ

非スティフODE

Forward Euler
Explicit Trapezoidal
Classical Runge Kutta
Runge-Kutta

スティフODE Backward Euler
Implicit Trapezoidal

可変 
ステップサイズ

非スティフODE

CVODE-BDF-Functional
CVODE-ADAMS 
Functional
DOPRI (Dormand-prince)

スティフODE

Lsode
CVODE-BDF-NEWTON
CVODE-ADAMS-NEWTON
RADAU-IIA for ODE
CPODE

DAE
IDA
RADAUV-IIA for DAE
DASKR

 
最適化
以下の機能を用いることによりシステム性能を改
善したり、ロバストな制御ロジックをデザインしたり
するための最適化問題を設定することができます。
• BOBYQA最適化ブロック

 –この最適化ブロックはモデル内で直接使用
可能であり、外部の関数をコールすることもリ
ンクすることも不要です。
 – Max-min / min-max問題の設定のために
複数の最適化ブロックを組み合わせることも
可能です。

• グラフィカルな最適化ツール – 最適化問題を
設定し解くためのもっとも簡単な方法です。

• スクリプトを用いた最適化 – Activateのシミュ
レーション結果と数学スクリプトの組み合わせか
らコストと制約が計算されるような一般的な最
適化問題を解くためのパワフルなメカニズムです。

FMI（Functional Mock-up Interface）を用
いたモデル交換と連成シミュレーション

Activate は FMI 2.0 を、 FMU（Functional 
Mock-up Unit）のインポートおよびエクスポートに
関して、モデル交換と連成シミュレーションの両方
についてサポートしています。

マルチボディダイナミクス解析との 
連成シミュレーション
Activateが持つマルチボディダイナミクス解析
専用のインターフェースにより、マルチボディシステム
（MBS）および複数の制御サブシステムを含むよ
うな複雑なシステムモデルの連成シミュレーション
が可能です。 このようなシステムでは、 MBSはマ
ルチボディソルバ－により、また制御サブシステムは
Activateにより、それぞれがシミュレーションされる
ことで、より効率的に全体システムを解析すること
が可能となります。

線形化
Activateではブロックを線形化することにより線
形モデルを作成することが可能です。 線形化の
タイミングは、シミュレーション中の時刻をユーザー
が設定するか、状態変数や応答の収束状況か
ら定常状態となった時点（自動的に計算）を用
いるかを選択できます。

実行可能コードへのモデルのコンパイル
システムの計算性能の向上およびモデル構成の
秘匿のために、モデルからコードを作成し、それをモ
デルに組み込むことが可能です。

ハッチ機構の物理コンポーネントモデル 
（機械 / 電気モデル）

マルチボディダイナミクスとの 
先進的な連成シミュレーション

Modelicaコンポーネントを用いた 
室内温度の制御システム

シミュレーションおよびモデルベース開発ソリューション
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メリット
制御システムの迅速な開発

Embedは、組み込み制御システム開発のための
機能がすべて揃ったツールチェーンを搭載しており、
SIL（Software in the Loop）、PIL（Processor 
in the Loop）、 HIL（Hardware in the Loop）
の各種シミュレーションに対応しています。

制御ダイアグラムに変更を加えた後、数秒でコン
パイルしてターゲットMCUにダウンロードしてから、シ
ステムの稼動中に、制御パラメータをインタラクティ
ブに更新できます。

高度なデータロギング、バッファリング、デジタルス
コープブロックを使用すれば、ターゲットMCUに展
開された制御アルゴリズムをリアルタイムに把握で
きます。

ハンドコーディングが不要

以前は、制御ダイアグラムから、リアルタイム処理
に対応した実行可能コードへの変換には、経験
を積んだ組み込みソフトウェアデベロッパーの手
が必要でした。 Embedのコード生成機能により、
制御設計エンジニアは、ハンドコーディングをする
ことなくターゲットハードウェア上で新しいアルゴリズ
ムを簡単に試すことができます。

開発環境が手頃かつ簡単に構築可能

Embedの基本製品には、状態図、ターゲットサ
ポート、固定小数点アルゴリズム、効率的なコード
生成機能、モーターコントロールライブラリなど、組
み込み開発に必要なほぼすべてのツールが搭載
されています。 このため、手頃かつ簡単に開発環
境を構築できます。

詳細はこちら：
solidthinking.jp
[製品] > [Embed]

製品の主な特長
• 組み込みシステムのための豊富なブロッ
クライブラリ

• ダイアグラムからの効率的なコード生成
機能
 –ビジュアル リアルタイム オペレーティング
システム
 –高速・低メモリ消費
 –解読しやすいコード

• 状態チャート
 –編集可能な有限状態機械図
 –シミュレーションとコード生成

• インタラクティブな SILS、 PILS、 HILS
 –システム実行中のパラメータチューニング
が可能
 –データのロギング、バッファリング、デジタル
スコープによるシステムの監視

solidThinking Embed（旧 VisSim Embedded）は、 組み込みシステムのモデルベース開発のためのビジュアル環境です。 非常に効率よ
くダイアグラムからコードを生成でき、 開発期間の短縮と製品品質の向上を実現します。 Embed があれば、 あらゆる動的システムの仮想
プロトタイプを素早く開発できます。 ブロックをワークエリアにスライドさせ、マウスを使ってこれらのブロックを繋げるだけでモデルが構築できます。
Embed は制御ダイアグラムを自動的に C コードに変換でき、 そのコードはそのままターゲットハードウェアにダウンロードすることができます。 生
成された C コードは、 メモリ要件と実行時間に関してその効率の良さが評価されています。  

機能
ブロックダイアグラム環境

• ドラッグ＆ドロップ操作によるブロックダイアグラム
の作成

• 保護された階層モデル
• 自動結線
• タグへの移動
• マルチレベルのUndo / Redo機能
• 検索と置換
• ダイアグラムブラウザ
• 前回のダイアグラムの自動再読み込み
• 複数のダイアグラムウィンドウ
• カスタマイズ可能なツールバー

高レベルダイアグラム

• 40以上のモーターブロック（アンプ、コントローラー、
荷重、モーター、センサー、ソース、ツール、変換など）

• 制御、電気機械設計、油圧、信号処理、プロ
セス、化学、熱作用、およびタービンのための
ツールボックス群

• 航空宇宙、自動車、化学、制御設計、メカトロ
設計、モーター制御、プロセス制御、および信
号処理のサンプルダイアグラム

• デジタルモーター制御およびデジタル電力シス
テムのサンプルダイアグラム

モーション制御ブロックライブラリ

モーター、アンプ、フィルター、コントローラー、荷重、
センサー、ソース、変換などを含む、包括的なモー
ション制御ブロックライブラリで構成されています。

包括的なモデリング機能

• 120以上の線形および非線形ブロック
• 浮動小数点演算、複素数演算、ベクトル演
算、および行列演算

• スケーリングした固定小数点演算
• インターネットまたは外部文書へのハイパーリンク
• ActiveXのサポート
• C、C++、Fortran、またはPascalのカスタムブロッ
ク用DLLウィザード

• 外部のダイアグラムファイルの自動包含
• グローバル変数とローカル変数
• ダイアグラムレポート
• ダイアログテーブルの自動作成
• ASCII、 M、 MAT、 WAV形式のデータ入出力
• オーディオデータの読み取りおよび書き込み
• 動的システムのシミュレーション

• 線形、非線形、連続時間、離散時間、時間
依存、およびハイブリッドのシミュレーション

• リアルタイムシミュレーション
• 対話式、バッチ式、自動リスタート、シングルス
テップの実行モード

• 数値積分アルゴリズム： オイラー法、台形法、ル
ンゲ - クッタ法（２次および４次）、適応型ルン
ゲ-クッタ法（５次）、適応型アダムス-モールトン
法、適応型後退微分法（適応型BDF）、硬い
後退オイラー法

• Matlab、 Mathcad、 Maple、および
Compose Open Matrix Language（OML）
を統合

• トリガされたコンパウンドブロック
• １次元、２次元、および３次元のルックアップ
テーブル

• “What-if”シナリオ
• 28個の行列演算子
• 11個のランダム分布関数
• パラメータの最適化
• 初期条件とブロックパラメータの変数
• 状態チェックポイント
• 陰解法システムソルバー

ダイヤグラムからコードを自動生成 モーション制御ブロックライブラリ

状態チャートを用いたタンク排水ロジック デジタルパワーアプリケーション

組み込みシステムのモデルベース開発のためのビジュアル環境 
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デジタルフィルタリング

• FIRおよび IIRデジタルフィルターの設計
• 伝達関数とABCD状態空間
• s領域からz領域、およびz領域からs領域へ
の伝達関数の変換

• デバッグ
• エラー箇所の強調表示
• システムエラーおよびイベントのバックグラウンドロ
ギング（必要最小限の標準エラー出力のみ画
面にリダイレクトするQuietモードで実施）

• 結線の確認
• シングルステップ実行モード
• ブレークポイント
• インタラクティブなプロット表示
• データ可視化
• XYプロット、時間領域プロット、 FFTプロット、
離散プロット、およびストリップチャートをインタラ
クティブに表示
 – 16個の信号トレース
 –対数スケール、片対数スケール、およびリニア
スケール
 –自動Y軸スケーリング、および時間軸のスケー
リングの選択
 –マルチXYトレース
 –マルチプロットウィンドウ
 –データポイントへのスナップ
 –マトリクス入力
 – 3Dアニメーション

• 3Dプロット
• 極座標
• スペクトラム表示
• PIDフェイスプレート
• オーディオとビジュアルによるアラーム機能

• 動的グラフ、動力計、および動的ヒストグラム
• 公開可能な品質のプレゼンテーションモード
• StateCharts

• 有限状態遷移システムを用いた離散動作の
モデリング

• 状態図の作成、編集、およびシミュレーション
• OMB UML 2.1仕様に準拠
• 遷移を使用した階層状態および並列状態の
表現

• 標準C言語の構文を使用して定義された状
態アクションおよび遷移

• 状態アクションおよび遷移のトリガー条件
• ロギングおよびブレークポイントを備えた統合デ
バッガー

• ANSI Cコードの生成

解析と線形化

• 周波数領域と複素領域の解析のためのツー
ル（ボード、ナイキスト、根軌跡）

• 連続および離散伝達関数解析
• ABCD状態空間行列の生成
• 連続 -離散変換および離散-連続変換
• 補償器およびフィルター設計
• モデルおよびサブモデルの自動線形化

最適化

OptimizePROモジュールでは、ユーザー定義の制
約条件の影響を受ける設計変数について、ユー
ザーの推測値から計算を開始して最適値を求
めます。

solidThinking Embed / Digital Power 

Designer

solidThinking Embed / Digital Power 
Designerには、電力供給やデジタル電力のコン
ポーネント / 制御装置のシミュレーションおよびコー
ド生成のための高度なブロックが用意されていま
す。 Embed / Digital Power Designerのブロッ
クを使えば、動作可能なコントローラーを開発し、
そのコントローラーをMCUに直接ダウンロードして
デジタル電力装置に活用することができます。

Embed / Digital Power Designerのブロックに
より、アナログ電力供給の構成と制御ループを効
率良くモデリングして、ハードウェアを使わずに制御
ループをシミュレーションして検証することが可能
になります。 そのため、制御ルーチンの開発におけ
る柔軟性が向上するほか、 Gerberファイルを製
造部門のハードウェアに渡す前に、シミュレーショ
ンと検証を実施して、必要に応じて修正を加える
ことができます。 試験したいハードウェアを用意し、
Embed / Digital Power Designerを使ってダイ
アグラムをコンパイルしてMCUにダウンロードすれば、
実機を試験することができます。

solidThinking Embed / Comm

solidThinking Embed / Commを使用するこ
とで、信号レベルまたは物理レベルでエンドツーエン
ドの通信システムをモデリングできます。 Embed 
/ Commモジュールは豊富な種類の通信ブロック
と強力な時間領域シミュレーションエンジンを備え
ており、アナログ、デジタル、および混在モードの通
信システムに対して、迅速かつ正確なソリューショ
ンを提供します。

Embed / Commはターボ符号（PCCC）のモ
デリングをサポートしており、 802.11a/b/g、
Bluetooth、汎用帯域、超広帯域の設計シミュ
レーションにも対応しています。  

組み込み開発

Embed Interface ブロックによるダウンロードと
DSP上でのコード実行状況のモニタリング

- 仮想プラント
- インタラクティブゲイン
- Digital Signal Processing（DSP）応答のプロット
のための Embed ブロック

PC（ホスト）上の Embed

・ C コードの自動生成
・ コンパイル
・ リンク
・ ダウンロード

データの相互交換

Embed が生成した
.out ファイルと RTOS

ターゲットのマイクロコントローラー

ターゲット I/O
・ PWM
・ ADC
・ ACI
・ GPIO
・ CAN
・ SPI
・ Encoder

プラント

Carriots Analyticsは、 パブリックおよびプライベート環境でのクラウドベースのビジネスインテリジェンス（BI）プラットフォームです。 最適なセ
ルフサービス BI環境を実現した Carriots Analyticsでは、 誰でもデータを素早く可視化・閲覧・探索できます。

今日、 企業のあらゆる階層の社員が迅速に大規模な情報（ビッグデータ）にアクセスし、 素早く可視化・分析・共有する必要性が高まっ
ています。 Carriots Analyticsでは、 きめ細かな制御が可能なため、 組織は容易にプラットフォームを拡張して、 事業部門や技術部門の
ニーズに応えることができます。

クラウドベースのビジネスインテリジェンス（BI）プラットフォーム

Carriots Analyticsの特徴
最新のクラウドベースのデータ分析
・マルチテナント型構造
・ソフトウェアインストール不要

・短時間の利用開始

主要データソースに接続
主要データソースおよびビッグデータエンジンをダイレクトに統合

リアルタイム対話形式のビジュアライゼーション
計算パフォーマンスを最適化

直感的なユーザーエクスペリエンス
・ BI 初心者・熟練者の双方に対応 ・ドラッグ & ドロップ GUI
・ データプレビュー ・ワークフローナビゲーション

徹底した暗号化セキュリティ
・転送データの SSL 暗号化
・保存データは、 業界標準のプロトコルのマルチレイヤで保証

分析用データエンジン搭載
・ インメモリ列指向 - データエンジンが高速データ分析を実現
・独自エンジンの活用 - 既存データウェアハウスへの投資の有効活用

CarriotsAnalytics.com

柔軟な SaaS オンプレミスライセンス
・特許を取得したライセンスモデル
・ネームドおよびフローティングユーザーを管理
・ クラウドおよびオンプレミス環境に対応

複数データソースのマッシュアップ
・異なるデータソースを簡単にリンクまたは結合
・複数データソースから動的なダッシュボードとチャートを作成

同一料金で誰でも作成者
・作成者 / 参照者プロファイルは IT 部門が管理
・無制限のレポートおよびダッシュボード
・ レポート、 ダッシュボード、 データソースに課金なし

スパースナビゲーション
・ データが存在しないディメンションを自動認識し非表示処理
・ データ参照スピードが向上

 

任意の組み込みアプリケーション
・ 組込みコード自動生成機能
・ クライアント / パートナーソリューションとの統合を加速

ユーザー定義データエンジンの割当
• 指定した Carriots Analytics、 DBまたはデータエンジンをデフォルト
として使用

• 好みのデータを好みのデータエンジンでダイレクトに分析
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Simulation Manager™

シミュレーションのモデル化、実行、結果の分析、および検証

メリット
トレーサビリティ
• シミュレーションデータの迅速なトレーサビリティ
とナレッジクエリ

• CAEプロセスとデータ保存の標準化
• 単一のポータルを通じたシミュレーションライフサ
イクル全体の管理のための統一されたインター
フェース

• 包括的なダッシュボードを使用した企業全体
にわたるシミュレーションプロジェクトデータのエレ
ベーション

• 計算およびリモート可視化インフラストラク
チャーへのシームレスなアクセス

重複作業の解消
• モデルのリワーク作業の軽減、CAEモデルのトレー
サビリティとCAD/PDMに対するレポートの確保

• 製品分類（プログラム、カテゴリ、シミュレーション
分野など）のコンテキスト内でのプロジェクト、シ
ミュレーション、および目標 / 目的の管理

• 製品性能目標の定義と、実際の観測結果と
設定された製品性能目標の比較

使いやすさ
• 使いやすいWebベースアプリケーション
• ローカルとリモートのデータリポジトリへのシームレ

スな接続
• 標準の企業ワークフローに従った製品検証
• メタデータまたはフルテキストに基づいたシミュ
レーションの検索

自動化
• CAD/CAEのモデル、入力、および結果からの自
動メタデータ抽出（材料、板厚、バージョンなど）

• Webブラウザを介したデスクトップアプリケーショ
ンおよびリモートアプリケーションへのアクセス

• ダウンロードを伴わない大規模結果ファイルか
らのプロットおよびアニメーション結果の抽出

• PDMシステムからの自動ステータス更新

機能
Simulation Managerは、シミュレーションライフ
サイクルを管理するための包括的な機能群を提
供します。

データ管理
• CAEのプロジェクトおよびシミュレーションデータ
は、分類やプロジェクトテンプレートを使用して、
整理、分類が可能

• より適切に整理するために、既存のデータ型の
変更や新しいデータ型の追加が可能

目標と指標の管理
• ダッシュボードを通じて、シミュレーション用の迅
速な定性的結論と、分野横断的なコラボレー
ションが可能

• 複数の方法で目標を可視化、分析可能
• カタログから標準の目標を管理し、これらの目
標を複数のプロジェクトにまたがって再利用可能

プロセス管理
• CAEワークフローの定義と取り込み
• 各タスクのインプットとアウトプットの保存
• タスク割り当てに関する通知の送信
• 手作業と自動作業の実行

索引付けと検索
• シンプルな検索、高度な検索、および分類に
基づいた検索により、ユーザーは自身の CAE
データを簡単に検索可能

• 自動データ抽出と索引付けフレームワークにより、
シミュレーションデータへの高速アクセスが可能

• お客様独自のメタデータを抽出するためのカス
タムパーサーを登録可能

• 強力な検索フィルタ

Compute ManagerとDisplay Managerの統合
• インタラクティブなジョブの投入と監視
• ダウンロードを伴わないHPCインフラストラクチャー
上の結果ファイルへの直接リモートアクセス

• デスクトップおよびリモートアプリケーションへの
シームレスなアクセス

トレーサビリティとダッシュボード
• シミュレーション履歴の包括的な表示
• CAD/PDMから最終 CAEレポート（およびその
逆方向）へのトレーサビリティ

• シミュレーションプロジェクトのサマリーダッシュボード

セキュリティ
• Lightweight Directory Access Protocol
（LDAP）をオプションで統合可能

• ロールベースまたはユーザーベースのアクセス制御

Simulation Managerに対するニーズの増大

HPCおよびクラウドコンピューティングリソースに簡
単にアクセスできることに加えて、ハードウェアインフ
ラストラクチャーのコストが低下し、一般的な傾向
としてシミュレーションのモデルサイズ、複雑さ、およ
びモデルバリエーションが増しています。 その結果
として、シミュレーションデータの量が激増していま
す。 一般的なPLMシステムは、シミュレーションラ
イフサイクルの間に生成される大量のデータを扱
えるようには設計されていません。

PDMシステムを使用してシミュレーションデータの
トレーサビリティを実現するトップダウンアプローチは、
長い実装サイクルを伴って混乱をもたらし、反直
感的で、多大なコストがかかる可能性があります。
AltairのSimulation Managerは、 CAE環境で
CAEワークフローを混乱することなく動作するよう
に設計されており、既存のCAD、 PDM、およびシ
ミュレーションツールと互換性があります。 クライア
ント側で何もインストールすることなく、ユーザーはシ

ンプルなWebブラウザを介してシミュレーションデー
タを整理および管理できます。 包括的なダッシュ
ボードとロールベースのアクセス制御により、 CAEア
ナリスト、マネージャ、およびエグゼクティブは、シンプル
で強力なWebポータルを通じてシミュレーションプ
ロジェクトの状態を簡単に確認できます。

インストールと導入

Altairは、データ管理システムの導入、設定、およ
び使用を簡易化することの重要性を認識してい
ます。 Simulation Managerは、メタデータの変
更や新しいコンテンツタイプの追加などの最小限
の設定を行うだけですぐに使用することが可能で
す。 さらにAltairは、お客様の要件に基づいて
Simulation Managerを設定およびカスタマイズ
する専門的サービスを提供しています。

動作環境
オペレーティングシステム（サーバー）
 – Windows Server 2008/2012 R2 64ビット
 – Linux 64ビット
 – SLES 12

 – RHEL 6

 – CENTOS 6

サポートされているブラウザ（クライアント）

Windows：Firefox、 Chrome、および Internet 
Explorer

製品の主な特長
• プロジェクトとシミュレーションのデータ
管理

• Compute Manager、 Results 
Visualization Service、 Display 
Manager™、およびProcess 
Managerへのシームレスなアクセス 

• 目標とシミュレーションに関する 
重要業績評価指標ダッシュボード

• 目標と指標の管理

• デスクトップおよびリモート / HPC 
アプリケーションのシームレスな統合

Altair の Simulation Manager を使用すると、 直感的なWeb ベースポータルを通じてシミュレーションプロジェクトのライフサイクルを管理
できます。 プロジェクトの作成から始まり、 重要性能目標（KPT）の設定、 モデリング、 ジョブの投入、 解析、 重要業績評価指標（KPI）
の抽出、 その後の検証および強力なダッシュボードにいたる、 シミュレーションプロジェクトのライフサイクルのさまざまな側面に関するガイダンス
が提示されます。

複数のシミュレーションにまたがる指標比較

複数のシミュレーションにまたがるデータの 
ステータス、変更、および流れの追跡

すべての一般的なCAE/CADファイルタイプの 
自動プレビュー抽出

プログラム、BOM、分野、および 
リリースゲートに基づいたデータ分類

CADからレポートへのトレーサビリティ

履歴ビューによるデータ変更の追跡
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HyperWorks Unlimited™

CAEクラウドアプライアンス

HyperWorks Unlimited

今日のエンジニアリングチームには、製品開発リード
タイムの短縮と、よりロバストで革新的な新製品の
提供が同時に求められており、多数の設計検討
や最適化を並行して流す必要があります。 しかし、
計算リソースが常に制約となり、企業は、最小限の
IT負担でサポートできるHPCおよびデータ管理へ
のオンデマンドアクセスを必要としています。

Altairのエンタープライズ向けソフトウェアである
PBS Worksが支える Altairのクラウドベースの
HyperWorks Unlimitedアプライアンスは、シミュ
レーションを実行、監視、管理し、コンピューティング
のニーズに応えるための、安全なクラウドプラットフォー
ム（オンプレミスまたはオフプレミス）を提供します。

HyperWorks Unlimited Physical Appliance： 適
切なハードウェアとソフトウェアの構成でCAE向けに
最適化されたプライベートクラウドソリューションです。
このアプライアンス内ですべてのAltairのソフトウェア
を無制限に使用できます。 Altairは日々要求の
高まるお客様のシミュレーションのニーズにお応えす
るクラス最高のアプリケーション、 HPCワークロード

管理ツールと業界をリードするライセンスおよびビジ
ネスモデルを提供する唯一の企業です。

HyperWorks Unlimited Virtual Appliance： Saas
（Software As A Service）、 PaaS（Platform 
As A Service）および IaaS（Infrastructure As 
A Service）を単一の直感的なポータルで提供する
CAEクラウドソリューションです。 Altairの特許取得
済みライセンスシステムを活用し、安全かつ効率的
なWebベースのプラットフォームからHyperWorks
製品群および最新の拡張性のあるHPCインフラス
トラクチャーへのアクセスを可能にします。

メリット
HyperWorks Unlimited Virtual Applianceと
HyperWorks Unlimited Physical Appliance
のどちらでも、 CAEコンピューティング機能を拡張し、
HPCをすばやく活用してリソースをインテリジェントか
つ効率的に管理できます。

HyperWorks Unlimitedは、エンジニアリングプロ
セスの統合に必要なハードウェア、既製のソフトウェ

ア、およびサポートを提供することで、新しい可能
性を提供します。

HPCを手軽に導入できるように開発されたソリュー
ションであるため、大企業のみならず、小規模な
組織のニーズにも応えます。

• ロバストな設計機能： このアプライアンス内で
使用可能な無制限のHyperWorksユニット
が含まれているため、大規模な計算が可能に
なります。

• 製品化されたHPC： ターンキーシステムとして提
供しているため導入が容易です。 Altairの
HyperWorksアプリケーションおよびワークロー
ド管理のためのPBS Worksが組み込まれて
おり、数時間の設置作業だけですぐに使い始
められます。 Altairは、 HPCワークロードの管
理アプリケーションとシミュレーションアプリケー
ションの両方を提供している唯一の企業であ
るため、 HPCユーザーのニーズをよく理解してい
ます。

• 強力なHPCソリューション： 設計検討エンジン
であるHyperStudyが PBS Worksスイートと
統合されているため、エンジニアは設計を変更
して、実験計画法（DOE）、確率統計スタディ、
および数値最適化スタディを実行し、これらの
実行をHPCシステムに直接投入できます。
PBS Worksスイートは、以下のための最新かつ
直感的なフレームワークを提供します。
 – リソースのプロビジョニング
 –ワークロードの管理とスケジューリング
 –セキュリティとライセンシングのフレームワーク
 – リモート可視化、通知、およびコラボレーション

• 革新的なライセンスモデル： Altairのライセンス
システムを利用して、安全なHPCインフラストラ
クチャー上のHyperWorks製品にアクセスでき
ます。 設計プロセスでは、以下のAltair製品を
使用できます。
 – RADIOSS： 構造および流体解析のための
有限要素ソルバー
 – FEKO： 電磁界解析のためのソフトウェア群

 – AcuSolve： 有限要素法数値流体力学
（CFD）ソルバー
 – OptiStruct： 概念設計および構造最適化
ソフトウェア
 – MotionSolve： マルチボディシステムの性能
を解析するためのソフトウェア群
 – BatchMesher： 大規模なアセンブリ向
けの高忠実度FEメッシャー

• 3rd Partyソルバーの対応： オープンアーキテク
チャであるがゆえ BYOL（Bring Your Own 
License）に対して月額料金をお支払いただくこ
とで、他社製ソルバー製品をご使用いただくことも
可能です。

HyperWorks Unlimitedを 
必要とするお客様 

HyperWorks Unlimited Physical Appliance
とHyperWorks Unlimited Virtual Appliance
はどちらも、あらゆる規模の企業にとって理想的
なソリューションであり、幅広い業種のユーザーに
競争上の優位性をもたらします。

• 小規模な企業は、以前はOEMのみで可能で
あったエンジニアリングやシミュレーションを多大
な資金や ITリソースを必要とせずに実行できる
ようになります。 HPC機能は大衆化されたため、
誰もがDOEに取り組み、わずか数分で競争力
を得ることができます。

• 中規模企業は、ソルバーのライセンスによる制
約がなくなり、自社のHPCリソースを拡張でき
ます。

• 各地域に分散されたエンジニアリングセンター
を持つ大規模な組織は、現地にHPC コン
ピューティングリソースを持たずサポートを利用で
きないような部門レベルでも、現地サポートによ
り機能強化や新機能を迅速に追加できます。

ユーザーの声
HyperWorks Unlimitedコンピューティングリソー
スを試用したユーザーの75%が、自身のプロジェク
トにとって有用であると答えました。

100%のユーザーが、以前のコンピューティング環
境以上の作業量を完了できました。
「これはすべての CAEエンジニアにとって理想的
なHPCの在り方です。 つまりシンプルで、強力で、
信頼性が高いことです」 – Stanley Black & 
Decker

HyperWorks Unlimitedを試用したユーザーの
100%が、そのコンピューティング性能が以前のコ
ンピューティング環境以上であったと感じました。

「HyperWorks Unlimitedは、当社のエンジニア
が必要なソフトウェアすべてにアクセスできるように
するすばらしい製品です。 しかも、すぐに使用でき
る状態になっています」 – Mubea

HyperWorks Unlimitedの試用に参加したユー
ザーの88%が、この製品の操作感がよかった、ま
たは非常によかったと評価しました。

「Altairのクラウドソリューション HyperWorks 
Unlimited Virtual Applianceにより、シンプ
ルなアプリケーション対応のWebブラウザゲート
ウェイを通じて、 CAEのニーズに合わせてシーム
レスにスケーリングすることが可能になっていま
す。 クラウド上のHyperWorksは、デスクトップの
HyperWorksを使用するときとまったく同じように
使用できるほか、大規模な解析をHPCインフラス
トラクチャー上で直接設定したり、サーバーサイドで
すべての解析のポスト処理を行ったりできる機能
が追加されているので、膨大な結果ファイルをダウ
ンロードする必要がありません」 – LeanNova

HyperWorks Unlimitedの試用に参加したユー
ザーの100%が、 HyperWorks Unlimitedを
同僚や友人に推奨するでしょう。

「当社のように大規模な設計検討を行いた
いと考えている企業にとって、膨大な統合
費用や長期の導入期間なしにCAEとHPCに
即座にアクセスできるという簡便性は、極
めて大きなメリットです。Altairはクラウド
の技術とビジネスモデルを利用して、独自
の方法でHPCへの障壁を排除しています」– 
LeanNova

製品の主な特長
• 事前設定済みで初日からすぐに 
使用可能

• 簡易化された IT管理

• すべてのHyperWorksソルバーアプリ
ケーションを無制限に使用可能 

• 理想的なユーザーエクスペリエンスを 
提供するPBS Worksスイート

• Altairによる全世界規模のサポート

HyperWorks Unlimited は、 最先端の CAE クラウドアプライアンスです。 物理・仮想のどちらの形式も取ることができ、 アプライアンス内
において Altair のソフトウェアを無制限に使用することができます。 HyperWorks Unlimited は、 企業や組織の個別ニーズに対処するた
めのソリューションであり、製品開発に必要とされる計算リソース、ソフトウェア、および HPCサポートを含むインフラ構築を低コストで提供します。

革新的なHyperWorksライセンスモデルによる 
ロバストな設計の実現

あらゆる規模の企業に向けて製品化されたHPC 大規模で仮想的な検討のための強力な 
HPCソリューション

詳細はこちら：
www.altairhyperworks.jp

[製品] > [HyperWorks Unlimited]
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PBS Works™

ワークロード管理ソフトウェア製品群

メリット
エクサスケール（秒当たり100京回の計算能
力）コンピューティング向けに設計され、 Altair
のCAEアプライアンスとクラウド製品のバックボー
ンの役割を果たすPBS Worksスイートは、速
度、規模、および障害許容力を重視しています。
何千か所にものぼる世界各地で20年以上の
実績を持つPBS Worksは、自動車、航空宇宙、
研究機関、エネルギー、電子部品、防衛、気象
などの幅広い業種に適用できます。

ソルバー使用を最適化するためにHPCリソー
スに投資した企業は、自社の HPC資産を
24時間体制で確実に機能させる必要がありま
す。 また、システムの使用、管理、スケーリングが
容易で、かつコスト効率が高いことも譲れません。

PBS Worksは、単一のベンダーが提供する
HPCのための最も包括的な統合ワークロード管
理ソフトウェア製品群により、こうした課題に応
えることができます。 PBS Worksは、強力なポ
リシーベースのジョブスケジューリング、ジョブ投入

とリモートビジュアライゼーションのためのユーザーフ
レンドリーなWebポータル、そして詳細な分析・レ
ポート機能を備え、 HPCリソースの管理の簡易
化・合理化を可能にします。 PBS Worksを使
用すれば、システムの利用率の最適化とアプリ
ケーション性能の向上が可能です。

HPCソリューション
Altairは、 ITマネージャと設計エンジニアの両
者向けの市場をリードするソフトウェアを提供し
ています。 業界をリードする機能セットとしては、
消費電力に配慮したスケジューリングを実現す
るGreen Provisioning™、市場をリードするセ
キュリティ、 GPUとコプロセッサのスケジューリング、
１日当たり数百万ジョブに対応できるスケーラビ
リティ、大規模なデータセットを効率的に処理す
る機能などが挙げられます。 HPCを容易で、高
速、かつ信頼性の高いものするために設計され
たAltairのHPCソリューションには以下が含まれ
ます。

クラウドコンピューティング

AltairのクラウドソリューションであるHyperWorks 
Unlimitedは、物理フォーマットと仮想フォーマッ
トの両方で使用できる最先端のクラウドアプライ
アンスであり、すべてのAltairソフトウェアを無制限
に使用できます。 HPCインフラストラクチャーへの
容易なアクセスをお手頃なコストで提供すること
で、さまざまな企業の独自のニーズに応えます。 こ
れにより、エンジニアや科学者は、ロバストな製品
設計を可能にするハードウェア、ソフトウェア、および
HPCのサポートにアクセスできます。

Webベースのアクセス

PBS WorksのCompute ManagerとDisplay 
Managerは、大きな遅延のあるネットワーク経
由であっても、データやアプリケーションをリモートで
可視化および操作できるWebアクセスのインター
フェースを備えています。 これら２つのツールを併
用することで、エンドユーザーはHPC設備を効率
的に活用し、アプリケーションの実行方法習得や
データの送受信などの非中核的作業に費やされ
る時間を最少化できます。

• Compute Manager： ジョブを投入、管理、
および監視するためのポータルです。 HPC設備
の複雑さを感じることのないGUIで、エンドユー

ザーはデータやアプリケーションのみに集中でき
ます。

• Display Manager： アプリケーションとデータ
のリモート可視化およびコラボレーションのため
のプラットフォームです。

解析

PBS WorksのPBS AnalyticsとAltair SAOは、
すべての IT資産の使用状況（ソフトウェアライセン
スの使用状況、ハードウェア、ユーザー単位の使用
傾向など）を測定および解析するために組織が
必要とするソリューションを提供します。

• PBS Analytics： ジョブのアカウンティングとレ
ポート生成のための使いやすいソリューションで
す。 チャージバック、キャパシティ計画、トラブル
シューティング、およびプロジェクト管理のための
HPC使用のグローバルビューを提示することで、
データに基づいた計画と意思決定をサポート
する高度な解析を実現します。

• Altair SAO： グローバル投資の規模を適正
化するため、アプリケーション使用状況を測定、
解析するツールです。 SAOは、一般的なライセ
ンスマネージャとシームレスに連携し、企業ソフト
ウェア資産の単一の集約ビューを提示してキャ
パシティ計画を向上させます。

ワークロード管理 

• PBS Professional： Altairの市場をリードす
るHPCワークロード管理およびジョブスケジュー
リングのソフトウェアです。 高速かつ強力なワー
ク ロ ー ド 管 理 ソ フ ト ウ ェ ア で あ る PBS 
Professionalは、生産性の向上とリソースの
利用率・効率性の最適化に加え、 HPCクラス
ター、クラウド、スーパーコンピューターの管理の簡
易化を実現します。PBS Professionalは、ジョ
ブのスケジューリング、管理、監視、レポート生成
の各種作業を自動化できるため、複雑なシス
テムのみならず、小規模クラスターの所有者にも
適した信頼のソリューションです。

動作環境

PBS Works製品は多くのプラットフォームをサポー
トしており、これまでにあらゆる業種の何百ものエ
ンドユーザーアプリケーションと統合されてきました
（代表的な市販アプリケーション、オープンソースソ
フトウェア、専用 / 自作のコードなど）。

 
全リストについては、 www.pbsgridworks.jpを
ご参照ください。

詳細はこちら： 
www.pbsgridworks.jp

PBS Worksの主な特長
• PBS Professional： 業界をリードする

HPC環境向けワークロードマネージャ 
およびジョブスケジューラ

• Compute Manager™： ジョブを簡単に投
入および管理できるWebベースのポータル

• Display Manager™： リモートの可視化 
およびコラボレーションのためのWebベース
のポータル

• PBS Analytics™： ジョブアカウンティング、
レポート生成、解析のための使いやすい
製品

• Altair SAO： ソフトウェア投資の規模を 
適正化するためのソフトウェア資産最適化
ツール

HPCwire誌の読者に No.1ソリューションとして選出された PBS Worksは、 ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）環境向けに Altair
が提供している包括的で安全なワークロード管理スイートです。 PBS Works の導入により、 HPC の使用の簡略化およびリソース使用率や
ROI の改善が可能になります。 Altair は、クラス最高のアプリケーションソフトウェアと HPC ワークロード管理ツールとともに、高まり続けるシミュ
レーションニーズに対応した業界最先端のライセンスおよびビジネスモデルを提供する唯一の企業です。

エンドユーザーのジョブ操作のためにHPCを 
簡易化するCompute Manager

過去のHPCリソース使用状況を可視化する 
PBS Analytics

シミュレーションをリモートで簡単に 
可視化するDisplay Manager

企業全体のソフトウェア使用状況を解析、 
可視化するAltair SAO

HPCへのアクセスを簡易化するAltairの 
物理 / 仮想クラウドソリューション

ワークロードを管理してリソース使用を 
最適化するPBS Professional
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Altair HyperWorksは、さまざまな業界における製品開発に対して包括的なシミュレーション環境を提供します。 対象分野としては、線形 / 非線形構造
解析、システムレベル最適化、流体およびマルチボディダイナミクスシミュレーション、電磁界、マルチフィジックス解析などが挙げられます。さらに、Altairパートナー
アライアンス（APA）を通じてより広範な最適化および解析機能を使用できます。

機能一覧表

OptiStruct RADIOSS MotionSolve AcuSolve FEKO Flux APA

解析

最適化

線形解析
静的 逆フーリエ変換による過渡応答予測

実固有値 ランダム応答

複素固有値 応答スペクトル

座屈 動的設計解析法（DDAM）

直接周波数応答 流体構造連成（音響）

モーダル周波数応答 慣性リリーフ

直接過渡応答 ローターダイナミクス

モーダル過渡応答 疲労

陰解法非線形解析
準静的 大変形

過渡応答

構造シミュレーション

解法
線形定常 線形非定常

非線形定常 非線形非定常

熱モデリング
伝導 放射

対流 接触熱抵抗

解法
非圧縮性および弱圧縮性流体のStokes方程式 

およびNavier-Stokes方程式 Computational Aero Acoustics （CAA）

多物質種輸送方程式 温度 / 流れの強連成

ニュートン流体と非ニュートン流体

乱流モデル
直接数値シミュレーション（DNS） k-ω ２方程式モデル

ラージエディシミュレーション（LES） ハイブリッドRANS/LES

Spalart-Allmaras based Delayed Detached 
Eddy Simulation （DDES）

Spalart-Allmaras based Destached Eddy 
Simulation （DES）

Dynamic sub-grid scale Constant coefficient Smagorinsky

レイノルズ平均ナビエストークス（RANS） Improved Delayed Detached Eddy 
SImulation （IDDES）

Spalart-Allmaras １方程式モデル SST DES

SST ２方程式モデル

解法
運動学 準静的

動的 線形化

静的

高度なモデリング
線形弾性体 剛体接触

非線形弾性体 周波数依存ブッシング

Higher-pairジョイント

高度なモデリング
部分構造モード合成法 サブ構造化

部品とインスタンス 直接マトリックス入力

サブモデリング 複合材積層板

熱シミュレーション

マルチボディシミュレーション

流体シミュレーション

陽解法非線形解析
衝撃、衝突 Couple Eulerian Lagrangian （CEL）法

Arbitrary Lagrangian-Eulerian （ALE）法 Smoothed Particle Hydrodynamics （SPH）法

陽解法非線形解析の高度なオプション
アドバンストマススケーリング マルチドメイン法

材料特性
線形 粘弾性

塑性（速度非依存） クリープ

塑性（速度依存） 状態方程式（EOS）

超弾性 多孔質弾性（BIOT）

コネクター
ボルトプリテンション スポット溶接

各種接合 シーム溶接

接触
摩擦なし 有限滑り

摩擦 ガスケット

微小滑り

OptiStruct RADIOSS MotionSolve AcuSolve FEKO Flux APA

解析

最適化
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材料 荷重、境界条件

要素 応答

移動メッシュテクノロジー
Arbitrary Lagrangian-Eulerian （ALE） Fully prescribed mesh movement

自由表面シミュレーション ガイドサーフェステクノロジー

不連続メッシュインターフェース

静解析
静磁気 直流伝導

静電気

周波数領域法
モーメント法（MoM） MoM/MLFMMとFEMのハイブリッド化

部分要素等価回路（PEEC） MoM/MLFMMとPOのハイブリッド化

マルチレベル高速多重極法（MLFMM） MoMとRL-GOのハイブリッド化

有限要素法（FEM） MoMとUTDのハイブリッド化

物理的オブジェクト（PO） 多導体伝送線路（MTL）

レイランチング法に基づく幾何光学法（RL-GO） 回折均一理論（UTD）

粒子トレーサー
有限質量粒子および仮想粒子のトレース 層流および乱流拡散

双方向連成

時間領域法
時間領域差分法（FDTD） 回転移動/直進移動

有限要素時間ステッピング 運動連成

特殊な定式化
特性モード解析（CMA） 数値グリーン関数（NGF）

低周波数安定化 周期 / 非周期構造解析

ケーブルハーネス解析 平面 / 球面多層グリーン関数

ガラスアンテナ解析 高速 / 連続遠方界計算

Adaptive Frequency Sampling （AFS） 誘電性塗膜および薄膜

薄板領域（エアギャップ、鉄シート、導電性シート） 非メッシュコイル

表面インピーダンス（表皮厚みが薄い場合）

高度なモデリング
高次曲線要素 Adaptive Cross Approximation （ACA）

Integrated SPICE circuit simulation 等価回路抽出（MOR）

回路 -FEカップリング 均質化を用いた積層モデル

磁化/減磁 磁気ヒステリシスモデリング

巻線の表皮効果、近接効果

電磁界シミュレーション

CPU並列化
単一メモリ処理（SMP） ハイブリッドSPMD/SMP

単一プログラム、複数データ（SPMD）

GPU並列化
GPUアクセラレーション GPUベース

熱 -構造連成 モーダル法流体 -構造連成

直接法流体 -構造連成 流体 -マルチボディ連成

磁気 -熱連成 流体 -マルチボディ連成磁気 - 振動 - 音響連成

励振
単一または複数の平面波 開口源（および測定値）

導波管ポート（解析および数値の両方） 球モード

ワイヤーとエッジ上の電圧ポートと電流ポート 遠方界パターン

素電荷 / 磁気双極子 印加された線電流

解要求
近傍界 Sパラメータ

遠方界（利得、指向性、レーダー断面など） 透過係数と反射係数

比吸収率（SAR） ネットワークポートの電流 / 電圧 

入力インピーダンス 誤差推定（アダプティブメッシュ微調整を使用）

電流と電荷 球モード

起磁力 電磁気力/トルク

エネルギー /随伴エネルギー 渦電流

鉄損、ジュール損失 ヒステリシスの影響

連成物理現象

ユーザー定義関数（UDF）

非線形材料

並列計算

材料データベース

OptiStruct RADIOSS MotionSolve AcuSolve FEKO Flux APA

解析

最適化

OptiStruct RADIOSS MotionSolve AcuSolve FEKO Flux APA

解析

最適化
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トレーニングプログラム
Altairの法人顧客の皆さまは、 Altair UniversityのTraining Programセクションから、トレーニングスケジュール、コースの説明、およびeLearningコース
教材などのトレーニングに関する情報を確認できます。

アカデミックプログラム
Altair UniversityのAcademic Programセクションには、学生や教師の方向けにHyperWorksの使用に関する各種情報を提供しています。
HyperWorks Student Edition（学生向け無償ソフトウェア）やAcademic Training Center（学習教材）で学習できるほか、 Academic Support 
Forum（サポート掲示板）にアクセスしてコミュニティに参加することができます。 ユーザーミーティング、世界各国の学生コンテスト、学生チームのスポンサーシッ
プ、教師向けのコース教材などに関する最新情報も確認できます。

► Altair University： 
    www.altairuniversity.com

► 教育機関向けプログラム： 
    www.altairjp.co.jp/landing/academic 

Altair University

Altairの目標は常に、お客様に最高の価値をもたらす最高のテクノロジーを提供し、可能性のあるあらゆる方法でお客様をサポートすることです。このため、
従来のサポート窓口に加えて、オンラインでのサポート体制の拡充、HyperWorksのお客様のコミュニティの形成、およびAltair製品に関するディスカッショ
ンや情報交換の促進を行っています。

コミュニティへの参加

Altair Japanのメールマガジン
メール配信サービス

製品やイベント、トレーニングなどの最新情報をお伝えします。

► Altair Japanのメールマガジン：  
     web2.altairhyperworks.com/japan-mail-subscription

HyperWorks Insider
月刊HyperWorksニュースレター（米国本社発信）

HyperWorks Insiderでは、 CAEテクノロジーと業界のトレンド
に加えて、最新のソフトウェアニュース、ヒントとコツ、イベント、ウェビ
ナー情報などを紹介しています。

► HyperWorks Insider： 
     insider.altairhyperworks.com

Innovation Intelligence 
Altair公式ブログ 

Altairは、テクノロジーとエンジニアリングの専門知識を駆使し、顧客企業と連携することで、さまざまな難題を解決しています。 業績向上のために、製
品開発プロセスを統合、最適化するシミュレーション技術を開発、適用すること、それがAltairの得意分野です。

コンピュータ支援エンジニアリング（CAE）からハイパフォーマンスコンピューティング、工業デザイン、クラウド分析に至るまで、 Altairは最先端知識の探求を
押し進めています。

► Altair公式ブログ：  
    web2.altairhyperworks.com/altairjapanblog（日本法人発信）
    innovationintelligence.com（米国本社発信）



アルテアエンジニアリング株式会社 www.altairjp.co.jp ・ marketing@altairjp.co.jp 

Altairについて

Altairのビジョンは、製品設計と意思決定の方法を根本的に変えることです。 テクノロジーとエンジニアリングの専門知識を駆使し、顧客
企業と連携することで、さまざまな難題を解決しています。 業績向上のために、製品開発プロセスを統合、最適化するシミュレーション技
術を開発、適用すること、それがAltairの得意分野です。

コンピュータ支援エンジニアリング（CAE）からハイパフォーマンスコンピューティング、工業デザイン、クラウド分析に至るまで、 Altairは30年以
上にわたって最先端知識の探求を押し進め、自動車、航空宇宙、政府および防衛など5000を超える企業に革新をもたらしてきました。
また、エレクトロニクス、建築工学および建設、エネルギー業界といった分野にも進出し、さらにその数は増加の一途を辿っています。
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