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「剛性を高める必要のある部分は、荷重のかかる部分やその周囲だということが、

ある程度予想ができるのですが、熱変形については、当初の予想とは違う場所

を補強すべきというOptiStructの結果が出てきました。 熱変形の評価では実際

に変形が大きくなる部分を補強すればいいと思いがちですが、 OptiStructの結

果は、経験則からの予想とは違うものでしたね」

関東自動車工業株式会社 
（現トヨタ自動車東日本株式会社）

「シミュレーションは一般的に、自動車や航空宇宙など先進の製造産業分野で

利用されていますが、生活の質の向上推進にとどまらず、来るべき世代を教育す

るため私たちの歴史を護り、維持するという方面にも役立つものとなっています」

東京国立博物館

「HyperWorksにRADIOSSが加わったことで、追加投資なしで衝突解析が行え

るようになりました。 また、 AMSやCPUを効率的に使うMPIの利用により計算時

間が飛躍的に向上したことで、短い時間で数多くのケースを実行できるようになり、

更に利用が増加しています」

東亜工業株式会社

「AcuSolveによって、より良い製品づくりが可能になりました。 新幹線車両の設

計の際に要求される品質と性能のレベルは年々高まっています。 物理問題が複

雑さを増していく状況において最善の解を探るうえで、シミュレーションが役立ってい

ます」

日本車輌製造株式会社

HyperWorks製品一覧

業界において最も包括的なオープンアーキテクチャのCAEソリューションとして、 HyperWorksは線形および非線形、構造最適化、流体構造連成、多体動力学といった

解析用途のため、クラス最高のモデリング、解析、可視化、およびデータ管理ソリューションを提供します。 HyperWorks製品群には、以下の製品が含まれます。

プリポスト
高速・高性能汎用CAEモデリング

HyperMesh / BatchMesher

高速・自動CAEモデリングおよびアセンブリ

SimLab

CAE・実験結果処理および可視化

HyperView / HyperView Player

汎用マルチボディダイナミクス（MBD）モデリング

MotionView

CAE・実験データ解析およびプロット作成

HyperGraph

衝突安全解析のための専用モデリングセットアップ

HyperCrash

ソルバー・最適化
構造解析・構造最適化ソルバー

OptiStruct

非線形・衝撃解析・マルチフィジックスソルバー

RADIOSS / RADIOSS Data Library

熱流体解析（CFD）ソルバー

AcuSolve

マルチボディダイナミクス（MBD）ソルバー

MotionSolve

複合領域設計性能スタディ・最適化ソフトウェア

HyperStudy

数値解析モデリング環境

HyperMath

製造シミュレーション
押し出し成形シミュレーション

HyperXtrude

プレス成形シミュレーション

HyperForm / HyperForm Solista

エンタープライズ
コンピューティング資産への投資効果の最大化

PBS Works

エンタープライズWEBポータル環境

Simulation Cloud Suite

CAE用完全設定済みHPC環境

HyperWorks Unlimited™

CAEパブリッククラウド

HyperWorks On-Demand

デザイン
設計エンジニアのための概念設計ソフトウェア

solidThinking Inspire

工業デザイナーのための3D NURBSモデリング・ 
実写的レンダリングソフトウェア

solidThinking Evolve

Packaged Solution O�ering（PSO）
アプリケーションのユーザー固有プロセスへの適用

PSOとは、特定の分野の課題について、共通して利用できるアプリケーションソフトウェアと、お客様

独自プロセスへの適用サービスをパッケージ化したソリューションです。 標準的なソフトウェアと、独自

仕様のソフトウェア開発サービスを組み合わせることによって、低コストかつ迅速な課題解決を実現

できます。

Packaged Solution Offering

 CAD / CAEモデル相互比較・検証・検査 Model Verification Director

 車両NVHシミュレーション環境 NVH Director

 自動結果処理・報告書作成 Automated Reporting Director

 衝撃 / 落下試験シミュレーション環境 Impact Simulation Director

 異音 / 低級音解析環境 Squeak and Rattle Director

 重量分析・管理 Weight Analytics

NVH Director

サーフェース・オフセット

CAD交接確認

比較レポート

交接レポート
部品比較

スポット溶接確認

Model Verification Director
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高速・高性能汎用CAEモデリング

HyperMesh
1989年、 Altairの最初の商用ソフトウェアとしてリリースされたHyperMeshは、汎用CAE
モデリングシステムとして、グラフィックス処理とメッシュ作成スピードにおいて常に業界を
リードしてきました。 今日では、自動車、航空宇宙、電機、機械などのあらゆる産業における
CAE業務の基幹システムとして幅広く利用されており、大規模モデルの複雑なデータ構造に対
応する数少ないCAE専用モデリングシステムの一つとなっています。

素早いレスポンスと洗練された 
ユーザーインターフェース
HyperMeshのグラフィックス処理能力は、多彩な

情報を持つ大規模モデルに対しても、回転や拡大

などのインタラクティブな表示命令に素早く反応しま

す。 また、プルダウンメニュー、パネルメニュー、ショー

トカットキー、マウスメニューなど、ユーザーの操作性を

考慮したさまざまなグラフィカルユーザーインターフェー

ス （GUI）により、効率の良いCAEモデルの作成が可

能です。

モデルブラウザ

膨大かつ多様なモデル情報をコンポーネント単位に

リスト形式で表示するモデルブラウザでは、コンポーネ

ントの表示 / 非表示の制御はもちろんのこと、材料

や要素特性値の設定や作成なども簡単に行えます。

また、リストとグラフィックスの連動によってコンポーネン

トの検索や確認を視覚的に行えます。

スピーディで多彩なメッシュ作成
あらゆる解析タイプとモデル形状に対応するため、多

くのメッシュオプションとメッシュ分割アルゴリズムが用

意されています。 自動メッシュ作成機能は、常にメッ

シュ間の整合性を考慮するため、解析エラーの起き

ないメッシュモデルを構築することができます。

形状クリーンアップ

CADデータを有限要素メッシュ作成のための基準形

状として利用する場合、解析に不要な小さな穴や

フィレットを削除したり、欠落した形状データを再定義

したりする必要があります。 HyperMeshの形状クリー

ンアップ機能は、マウスクリックによる簡単な操作でメッ

シュ作成に適した形状に素早く修正することができま

す。 面上に2D要素が存在する場合は、形状の変

更に追随してリメッシュされます。 さらに、ユーザー定

義ファイルにその基準値を記述しておくことにより、それ

らの修正作業を自動で実行することも可能です。

自動メッシング

HyperMeshのもつ四角形要素の自動メッシングア

ルゴリズムには、極度なひずみや縦横比の大きい要

素が生成される場合、必要に応じて三角形要素を

配置するQUADと、強制的に四角形要素のみで

作成するQUAD Onlyがあります。 また、メッシュ分

割前に予め縦横比や最大内角などの基準値 （QI: 
Quality Index） を設定することで、指定した品質値

に近いメッシュを自動生成できます。

フローメッシング

衝突解析などで見られるように、一つ一つの要素品

質だけでなく、メッシュの全体的な流れ （フロー） も重

要になる場合があります。 Automeshに搭載された

flowオプションは、モデルの全体形状を把握し、外

形の流れに沿ったメッシュを生成します。

CFDメッシング

流体解析において重要な境界層の領域も、層の数

や厚さを指示することにより、六面体 ・ 五面体要素

を層状に配置し、四面体要素との間をスムーズに結

合します。 また、狭空間に作成する境界層の厚さ

も自動調節することが可能です。

自動テトラメッシング

形状データまたはシェル要素で定義された閉空間を、

四面体 （テトラ） 要素でメッシュ分割することができ

ます。 また、閉空間の内部にボックス領域を定義し、

要素サイズで指定した値よりも小さいサイズを設定す

ることが可能です。

自動ヘキサメッシング

単純な形に分割した複数のソリッド形状に対して、

六面体 （ヘキサ） 要素を一括作成することができま

す。 元となるソリッド形状に対して、メッシュのマッピン

グが可能かどうかをグラフィックス表示することによって、

ソリッド形状の分割の適合性について視覚的に判断

することができます。

シュリンクラップ メッシング

シュリンクラップ メッシングは、任意の形状データやメッ

シュモデルを包み込むかたちで外表面にシェル要素を

作成する機能です。 また、包み込んだ内部の空間

に全て六面体 （または四面体） 要素を作成すること

も可能です。

自動ヘキサメッシング

フローメッシング

自動テトラメッシング

CFDメッシング

メッシュ修正

HyperMeshには各要素情報を対話形式で簡単か

つ直感的に修正する機能が多数用意されています。

例えば、シェル要素やビーム要素上にマウスで描いた

線分で要素を半分に分割するsplit機能や、要素品

質を確認しながらマウスドラッグにより、節点移動や、ボ

ルト穴の面内における角度、ワッシャー層の幅を自由

に調節できるQualityIndexなどです。他にもリメッシュ

機能などを用いてスピーディにメッシュ修正が可能です。

多彩で有用な機能
様々な製品と解析タイプに対応するHyperMeshは、

幅広いユーザーのニーズに応える多くの便利な機能

を搭載しています。

フィーチャーのパラメトリックな変更*

フィーチャーベースのパラメーター情報をCADからダイ

レクトに読み込みます。 HyperMesh内でCADと同

じイメージで板厚、穴の直径、フィレットRなどの寸法

を正確かつ素早く変更することができます。 また、メッ

シュから新たにリブ、フィレット、ボルト穴などのフィー

チャーが作成でき、作成されたフィーチャーに対するパ

ラメトリックな形状変更が可能です。

＊ HW 13.0アップデートプログラムで追加予定です。

モーフィング（HyperMorph）

メッシュを作り直すことなく、節点を移動しモデル形状

を変更するモーフィング機能は、モデル作業の効率

化に有効なテクニックです。 なお、モデルの全体形

状に合わせて、対称・拘束といった条件設定や、線・

面データにフィッティングさせることも可能です。

中立面作成

薄肉ソリッドの中立面にシェル要素を作成するため

に、薄肉ソリッド形状の中立位置にサーフェスを自動

生成することが可能です。 中立面作成時に不要な

フィレット部を自動で認識し、フィレット形状を無視し

た中立面を作成することも可能です。

メッシュからサーフェスを作成

メッシュデータから幾何形状の面データを作成するこ

とができます。

部品間の接合を自動で行うコネクター

複数部品を組み合わせるアセンブリ作業において、

最も時間と労力のかかる部品間の接合を、簡単か

つ正確に自動で行うコネクター機能です。 接合位

置、接合する部品名、部品検索の許容値等の情

報を定義しておくことにより、接合部品の交換も簡単

に行えるようになります。 また、接合に関係する情報

をXML形式のファイルでインポートするか、接合情報

が揃っていない場合でもAutopitch機能で指定され

たパラメータに基づき、コネクターを自動作成すること

ができます。なお、コネクターには接合の種類によって、

次の４つのタイプが存在します。

・ スポット  ・ ボルト

・ シーム  ・ エリア

梁の断面性能の算出（HyperBeam）

形状データまたは要素集合で断面形状を表現する

ことにより、断面性能を高精度で算出できます。 算

出された特性値は自動的にソルバー固有のデータ

形式に変換され、有限要素解析に利用できます。

HyperBeam内に用意された各種機能により、断

面形状をパラメトリックに変更することが可能で、瞬

時に断面性能が再計算され、各項目の値は素早く

アップデートされます。

複合材のセットアップ（HyperLaminate）

複雑な複合材の積層構造の情報を、ソルバーの材

料データとして素早く定義するHyperLaminateが利

用できます。HyperLaminateでは、既存の材料デー

タの利用も可能で、各層ごとに異なる材料の指定や

厚さ、主軸方向の入力が行えます。

パワフルなカスタマイゼーション

スクリプトを作成すると、日々繰り返し行う定型作業

などを自動で一括処理させることができます。 またコ

ンパイル作業の不要なTcl/Tk言語と組み合わせるこ

とによって、標準ではサポートしていない機能を追加

したり、リスト選択やスイッチ等のアイテムを配置した

ウィンドウを作成したり、ユーザー独自のメニューと入

力フォームによる自動処理ツールを構築したりするこ

とも可能です。

豊富なインターフェース
HyperMeshには、多くのソルバーとのインターフェース

やCADシステムへのダイレクトアクセス機能が、標準

で装備されています。

CADインターフェース

ACIS CATIA*

DXF NX

IGES JT

Parasolid PDGS

Pro/ENGINEER STEP

SolidWorks Tribon

VDAFS

＊ CATIA V5に関しては別途ライセンスが必要です。

ソルバーインターフェース

Altair HyperForm Altair OptiStruct

Altair RADIOSS  Altair HyperXtrude

ABAQUS  Actran

ANSYS  CFD

Deform  LS-DYNA

MADYMO  MARC

Moldflow  NASTRAN

PAM-CRASH  PERMAS

SAMCEF

バッチメッシング

BatchMesher
メッシュ作成は、パラメータファイルに定義されたメッ

シュ分割方法に基づき、要素品質ファイルで指定

された要素の最大 / 最小長、縦横比、要素内角

の最大 / 最小値、ヤコビアン等の要素品質基準値

（QI値）が満足されるまで繰り返されます。

BatchMesher は HyperMesh と は 別 に 稼 動 し、

PBS Professional などのワークロード管理ツールを使

用すれば、空いているCPUを有効に利用して多数

の部品を一度に自動メッシュ作成することができます。

エンドユーザーの効率を上げるモデリング環境 大規模モデルとアセンブリに対して、 
ストレスを感じることなく扱うことが可能

複合材のモデリング時間を大幅に短縮し、積層材構造をモデリ
ングするための非常に効率的なワークフローを新たに追加

▲  HyperWorks 製品一覧へ
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高速・自動CAEモデリングおよびアセンブリ

SimLab
SimLabは、複雑なアセンブリCADモデルのFEモデリングを簡略化することが可能なCAEプリ
ポストプロセッサです。 CADの形状修正なしにダイレクトに高品質要素を作成し、少ない要素
数でモデルを構築する卓越な能力を備えています。
さらに、メッシュ上のジオメトリ情報を使用して解析条件付けを簡略化します。

プリプロセッサ
特徴

SimLabは超高速、高品質のメッシュ作成エンジン

を搭載し、大規模アセンブリモデリングに適したフィー

チャーベースのFEモデラーです。 専任者が作成した

テンプレートを社内で活用することにより、ナレッジ共

有ができ、モデリングの個人差や人的エラーを最小

限に抑えることができます。

・ CAD変換しないダイレクトアクセス （CAD変換エ

ラーゼロ） ： メジャーなCADに対応

・ フィーチャーベースFEモデリング機能満載 ： メッシュ

にジオメトリ情報をマッピング

・ 微小なCADエラーを自動ヒーリング （超高速、高

品質メッシュ）

・ 多様なジオメトリ修正＆作成機能とモーフィング機

能 ： メッシュの状態でさまざまな形状作成、修正

が可能

・ CAD形状に基づいた自動マップド （ISO）メッシュ作

成機能： ボルトホール、円筒、フィレット、４エッジか

らなるフェイスなど

・ テンプレートによるナレッジ共有 ： 大規模モデリング

が可能 （CADとメッシュのアセンブリ作成可）

・ 自動ヘキサメッシャーと豊富な手動ヘキサメッシング

機能： ハイブリッドメッシュ作成機能

・ 優れた操作性

SimLabは、複雑なCADのアセンブリモデルにその真

価を発揮します。 大規模モデルを軽快に操作しな

がら、驚異的なスピードで高品質のFEモデルを作成

できます。  失敗のないCADインポート能力、ロバス

トなメッシュ作成エンジンと抜群のアセンブリモデル作

成能力が揃っているため、 CAEの自動化が可能な

プリ・ポストシステムです。

自動形状近似機能

CADに散在する微小面を隣接のフェイスに自動で

マージさせ、高品質のメッシュ作成を実現するための

機能です。 SimLabのメッシュパラメータには最小要

素長があります。 フェイスの幅が最小要素長より小

さい場合は微小面として扱われ、自動で形状近似

が行われます。

高品質メッシュ作成機能

SimLabではメッシュ作成の前にメッシュコントロール

を入れます。 局所的に使用するローカルメッシュコン

トロールと、モデル全体に関わるグローバルメッシュコン

トロールがあります。 ボルトホール等の円筒面や４辺

からなるフェイスは、その形状が自動認識され、マップ

ドメッシュが作成されます。 ローカルメッシュコントロー

ルを使用すれば、指定フェイスにマップドメッシュが得

られます。

全自動ヘキサメッシング機能 （オールヘキサ） 
*追加モジュール

SimLabはブロック分割をせず、複雑な形状にも対

応可能な超高速ヘキサ要素作成エンジンを搭載し

ています。 非常に使いやすく、初心者でもボタン１つ

でヘキサ要素作成が可能になります。

ハイブリッドメッシュ作成機能

高熱が発生する部材の熱疲労を解析する場合、熱

勾配は境界付近で急激に変わります。 この場合、

境界に薄いヘキサ / ペンタレイヤーを使用することで、

高精度解析が可能となります。 内部はテトラで簡

単に埋められます。 その他、高精度を要する接触

解析にも使われています。

メッシュアセンブリ機能 アセンブリモデルのモデル変更をサポート モーダル周波数応答解析機能

音響モデリング

振動解析後の構造モデルにおける部品間の節点合

わせから、部品間の微小な隙間埋めや穴埋め、外

表面抽出作業等において、 SimLabは驚異的な使

いやすさを提供します。

構造物全体を囲う楕円体を作成して （ラッピングも

可）、その間にテトラ、またはヘキサ＋ピラミッドの空間

要素を作成します。

さらに、空間要素作成時に最大要素長を指定する

ことにより、音響解析の精度を保たせることができます。

ボルトアセンブリ機能

ボルト作成に必要なパラメータを入力して自動でヘキ

サおよびテトラボルトを作成できます。 ボルト形状は６

タイプが用意されています。 事前に作成しておいたパラ

メータファイルをインポートするだけで、指定個所に簡単

にボルトが作成されます。 しかも、ボルトのプリテンショ

ン作成のための平面が、自動で作成されます。

その他、座面と雌ネジ部のメッシュを使用して、ボルト

を作成することも可能です。 この場合、ボルトと雌ネ

ジ部間の節点は２重節点になります。

RBEボルトの場合、 RBE2同士を１本のRBARでつ

なぐボルト結合と、 RBARを３つに分けてプリテンショ

ンを定義するボルト締結の２種類があります。

メッシュアセンブリ機能

複数の設計者が製品設計に関わることから、接合面

で稜線が一致しない場合があります。 SimLabは稜

線の不一致を自動補正して、共有節点を作成します。

ヘキサの節点を別ボディにインプリントして２重節点を

作成する際、ヘキサのフェイスとテトラのフェイスを選ぶ

だけで、インプリントが実行されます。

アセンブリモデルのモデル変更をサポート

アセンブリモデルの一部品にモデル変更があった際に、

FEアセンブリモデルを再構築する必要はありません。

その部品だけをメッシングした後、リプレースすることが

可能です。 局所変更の場合は、変更前の部品に

設定されてあった荷重境界条件、 RBE拘束、マテリ

アルプロパティなどがそのまま転送されます。

結果マッピング

CFDソルバー等の計算結果を、メッシュパターンの異

なる構造モデルに温度荷重としてマッピングすることが

できます。

座標値と温度、または、座標値、熱伝達率、温度

順に並んだテキストやCSV形式のデータがあれば、マッ

ピング漏れを起こさず確実にマッピングできます。 温

度の他、圧力、速度等のデータもマッピング可能です。

ポストプロセッサ
特徴

大規模結果処理に強く、製造業向けの結果処理

機能が豊富に揃っています。 また、プリ ・ ポスト一体

型なのでプリの機能がポストで使え、 CADライクな

GUIとツリー構造を採用しているため、直感的に使い

やすいポストプロセッサです。

モーダル周波数応答解析機能

固有値解析結果を読み込み、ポストのGUIを使用

して加振点と加振力のテーブル、応答点等を定義

し、モーダル周波数応答解析を行う機能です。 計

算スピードはモデルのサイズに依存せず、モード数と

加振、応答点の数に依るため、大規模モデルでも

素早く周波数応答結果が得られます。

ボア変形量処理とFFT機能

ボア変形処理のための事前準備が為されていない

場合でも、プリ機能を使用して、シリンダ壁面を取り

出し、円筒座標系を作成し、指定した深さのボア変

形量処理が行えます。 さらに、 FFTを実行して10
次までのスペクトルが確認できます。 3Dプロットは、

変形量とスペクトルに対して作成可能です。

自動画像キャプチャー機能

グラフィックビューに表示した結果から、しきい値を入

力して結果値の高い領域を検出します。 その後、

Auto Captureボタンを押すと、指定したフォルダに検

出された領域の画像が自動保存されます。

基本仕様

CAD 
インポート 

Catia V5、UG NX、ProE、Step、
Parasolid、IGES、Stl、Vrml、
AutoCAD（vtk）、I-deas（idi、xpk） 
他

ソルバー 
エクスポート

Altair OptiStruct、Abaqus、
ADVENTURECluster、Ansys、
Beasy、Fluent、LS-DYNA、Marc、
MSC Nastran、NX Nastran、
Permas

結果 
インポート

*.op2、*.odb、*.poat、*.t19、*.h3d、
*.unv、*.adv、*.fno、*.neu、*.asc 

ハイブリッドメッシュ作成機能 ソリッドボルトアセンブリ 自動画像キャプチャー機能

高品質メッシュ作成機能

要素数： 13,534
作成時間： 15秒

要素数： 25,942
作成時間： 18秒

全自動ヘキサメッシング機能 （オールヘキサ）

Before After

構造モデル

音響モデル

結果マッピング 
左：CFDの結果、右：シリンダヘッドの温度マッピング

音響モデリング

▲  HyperWorks 製品一覧へ
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CAE・実験結果処理および可視化

HyperView
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
のアニメーション表示、数値データのグラフ化、実験映像の再生など、様々な結果処理を実現
する可視化ツールです。
HyperViewは、大規模モデルのアニメーションにもストレスを感じさせない高いパフォーマンスを
発揮します。シミュレーションと実験データの比較、過去のデータとの比較、定型レポートの自動作
成、エンジニアリングデータ処理など、CAEのポスト処理業務に必要なあらゆる機能を提供します。

比較処理効率を上げる 
マルチウィンドウシステム
１ページに最大16個配置できるウィンドウには、それ

ぞれ入力ファイル、結果アニメーション、プロット、動

画、およびテキストエディタを自由にレイアウトでき、ア

ニメーション時にはすべてのウィンドウの同期を取るこ

とが可能です。 これにより、解析ケースの結果比較

やアニメーションとプロットの同時表示、解析と実験と

の比較が自在に行えます。 作成するページ数に制

限はありません。

モデルブラウザ

HyperMeshと同様のモデルブラウザを搭載しており、

アセンブリやコンポーネント単位での情報表示やグラ

フィックス表示が簡単に行えます。 他にも以下のよう

なブラウザの表示が可能です。

・ グループ単位 （HyperViewで定義可能）

・ 操作コマンド （注釈、軌跡線、断面定義他）

・ 結果タイプ （スカラー結果、テンソル結果他）

・ セッション情報 （フォント、ページ管理他）

・ サブケース （各サブケースの切り替え）

多彩な解析結果とモデルの可視化
コンター図 / 等値面（等高線） / 変形図

コンター表示には節点解を表示するための各種オプ

ション （Simple、 Advanced、 Difference） や、座

標系をもとに座標変換する機能が装備されています。

また、中間節点結果の表示も可能です。 等値面

（等高線） については結果分布の簡素化を行い、よ

り扱いやすく表示できます。 変形量のスケール値も

任意の設定が可能です。

ベクトル / テンソル / 流線表示

テンソル表示では主応力 （ひずみ）および垂直応力

（ひずみ） の方向と大きさを表示します。 また、流体

解析用の流線の表示も可能です。

断面表示

断面表示方法には、空間の断面を固定するオプ

ション （Planar） とモデルの断面を固定するオプション

（Deformed） があります。 モデル断面を固定すると、

ある時刻におけるモデル断面の変形状態を確認でき

ます。 断面は複数設定が可能であり、断面上での

ベクトル表示、コンター表示も可能です。 断面はマ

ニピュレーション機能により画面上で自由にドラッグし

て位置を変えることが可能です。

アニメーション （変形、モード形状、時刻歴）

静解析の変形状態、モーダル解析のモード形状、

時刻歴解析の時間変化がアニメーションで表示でき、

フレームステップや表示スピードなどのパラメータを細

かく設定できます。

モデル表示

さまざまな方法で結果表示することが可能です。

・ 軌跡 ・ 透過処理

・ 展開図 ・ 視点固定

・ 3Dディスプレイ ・ グループ化遠近法表示

展開図表示では全部品を放射状に分解表示した

り、特定の部品を指定した方向にシフト表示したり

することができます。

軸対称・面対称表示

対称構造物の一部分を解析して得られた結果を軸

対称、面対称にコピー表示でき、よりリアリティのある

表示が可能です。

静止画や動画と解析結果の重ね描き

解析結果と同じウィンドウ内に、静止画や動画を挿

入することが可能で、実際の現象と解析結果を比

較する際に非常に有用です。

多彩で有用なデータ処理機能
解析結果を様々な角度で検討できるよ う、

HyperViewは多くのデータ処理機能を搭載しています。

計測 / クエリー / 接触判定 / FLD

計測機能では節点間の距離や角度をインタラクティ

ブに画面に表示し、グラフを描画できます。 衝突解

析で有用な接触判定やプレス成形解析で有用な

FLD図の作成も簡単に行えます。

３次元CAE結果の可視化共有ツール

HyperView Player
HyperViewで作成したアニメーションや解析結果情報は、コンパクトなH3Dファイルを介して
HyperView Playerで表示できます。

ライセンス不要

HyperView Playerは、ライセンスを必要としません。

HyperWorksが未導入の取引先との間や、解析者、

テストエンジニア、製品設計エンジニア、製品マネー

ジャの間で、解析結果を効率的にやりとりするための

理想的なソリューションとなっています。

HyperView Player は、弊社ウェブページ http://
www.altairhyperworks.jpからどなたでも無料でダウ

ンロードできます。

Microsoft Office PowerPointでの操作

Hy p er V iew Player は、 Microsof t  O f f ice 
PowerPointのプレゼンテーションに埋め込むこと

ができます。 プレゼンテーションを中断することなく、

PowerPoint上で直接３次元結果やＣＡＥアニメー

ションの表示、およびズームや回転などの操作が可能

であるため、より魅力的でダイナミックなプレゼンテーショ

ンに貢献します。 また、ウェブブラウザにプラグインするこ

とでHTMLファイルにも埋め込むことが可能で、企業内

の情報共有ツールとして、その威力を発揮します。

＊ Microsoft Office PowerPoint は、 Microsoft 社 の 商

標です。

馴染みやすい操作方法

HyperView Playerの操作方法は非常に簡単です。

例えば、アイコンを選択してから、部品上で右クリック

すると、選択した部品が非表示になります。 左クリッ

クをすると、再度表示されます。 また、ビュー方向も

アイコンから切り替えることが可能です。

情報照会機能

Quick Query機能を用いて、部品、節点、要素な

どの座標情報や、コンター結果情報をインタラクティブ

に照会することが可能です。

HyperViewからの情報の継承

H3Dファイルを作成する際にHyperView内で設定

されていた以下の内容は、 HyperView Playerでも

表示が可能です。

・ 背景色 （グラデーション表示等）

・ 視点固定 ・ コンター表示

・ テンソル表示 ・ ベクトル表示

・ 断面カット表示 ・ 測定機能

・ 注釈表示 ・ 遠近表示

・ 静止画動画との重ね描き

・ 面対称軸対称表示

・ 企業ロゴ

結果処理の編集

ファイルの異なるサブケースに対して、重みを付けたサ

ブケースの重ね合わせ処理が可能です。 作成され

たサブケースに対しても、通常の可視化処理が行え

ます。 また、サブケースを比較し全サブケースにおけ

る最大 （小） 値や絶対最大値を抽出することが可

能です。 また結果値についてもコンターデータに対し

て任意の編集が可能です。 既存の結果を修正した

り、新規のコンター評価として自由に結果を作成した

りすることで、ロバストな結果評価を実現できます。

結果モデルの出力

AVI形式や独自のH3D形式、またPNGやアニメーショ

ンGIF、 JPEG形式等さまざまなファイル形式でアニ

メーションや静止画を出力することが可能です。

また、 HyperView のレイアウト構成をそのまま

Microsoft PowerPointおよびHTML形式に出力す

ることができます。

パワフルな自動化処理とレポート機能
マクロを作成すると、解析結果の定型レポート作

成作業などを自動で処理させることができます。 ま

たTcl/Tk言語と組み合わせることにより、独自のメ

ニューとフォームを作成し、用途に合った評価システ

ムを構築することも可能です。

インターフェース

HyperViewには、数多くのソルバーインターフェース

が標準で装備されています。

Altair HyperForm Altair OptiStruct
Altair RADIOSS  Altair HyperXtrude
Altair MotionSolve DADS
SIMPACK  LLNL DYNA
ABAQUS  ADAMS
ADVC  ANSYS  
Ensightフォーマット LS-DYNA  
MADYMO  MARC  
Moldflow  NASTRAN  
NIKE3D  PAM-CRASH

▲  HyperWorks 製品一覧へ

アニメーションと動画の重ね描き

マルチウィンドウによるアニメーションとグラフ表示

車両シミュレーション結果 携帯電話落下シミュレーション結果 衝突シミュレーション結果の断面表示

PowerPointへの埋め込み HyperView Playerによる結果表示
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CAE・実験データ解析およびプロット作成

HyperGraph
HyperGraphは、有限要素解析結果やマルチボディシステム解析結果、および実験データ等の
エンジニアリングデータを簡単にグラフ化し、評価検討することができるデータ分析システム
です。
複雑な数式処理を可能にする数学処理エンジンが装備されており、簡単な入力設定でエンジニア
リングデータをさまざまな形のグラフに加工することができます。 また強力なレポート作成機
能によって、グラフ作成、報告書作成の自動化を実現します。

利点
・ プロット生成時の手動での作業を最小限に抑え、

所要時間を短縮。 自動プロットビルダーがヘッダー

やチャネル情報を利用して、データファイルから完全

にラベル付けされたプロット一式を作成

・ 反復タスクを省略。 プロットマクロが一般的数式を

探して自動処理を実行

・ プロット作成の繰り返しを排除。 レポートテンプレー

トにより、データプロットをすべて把握して、すべての

ページを自動生成

・ フルカスタマイズ可能なインターフェース。 インター

フェースおよびツールを、エンジニアリング環境に合わ

せてカスタマイズ可能

・ 関数ライブラリのカスタマイズが可能。 カスタム定

義による関数を、 Altairのロバストな関数ライブラ

リに追加できます

・ データ解析やレポート作成を効率化するための自

動化ツールを提供

・ シーケンシャルテストとシミュレーションの結果を重ね

合わせて可視化、解析

・ 実行中のセッションレポートをHTMLやPowerPoint 
XML形式で直接書き出し

多彩な方法によるプロットの作成
HyperGraphには、さまざまなタイプのプロットが用意

されています。

・ XYプロット

・ 極プロット

・ 棒グラフ

・ 複素プロット （ボード線図 / コクアド線図）

・ ３次元サーフェス / ライン

・ ウォーターフォールプロット

３次元サーフェスプロットでは、軸上に断面を作成す

ることにより、断面を通過するラインを２次元プロット

へ転換することが可能です。 また、ウォーターフォール

プロットを利用すると、周波数分析や次数比分析が

可能で、トラッキングされたラインは、２次元プロットと

して描画されます。

Templex関数

Templex言語を用いたユーザー定義関数が作成で

きます。 標準関数をはじめ、分岐処理や繰り返し

処理をアルゴリズムに追加することも可能です。

プロットマクロ

煩雑な式入力作業を、マウスによるカーブ選択や数

値入力のみで行えます。 作成したマクロをメニューに

登録することも可能です。

プルダウンメニューの追加

よく使うプロットマクロや、作成したTcl/Tkスクリプトな

どを簡単に呼び出すことができるプルダウンメニューを

追加するための関数が用意されています。

データ解析
数式を作成するか、もしくは150以上の組み込み関

数や演算子を網羅したライブラリから適宜選択する

ことで、既存のデータカーブをもとに新しい数学曲線

を作成します。 さらに、 HyperGraphのMATLAB
インターフェースを使って、既存のMATLAB関数を利

用することもできます。 HyperGraphはまた、以下を

はじめとする複雑な数学処理を実行したり、カスタム

数式を作成したりするための高性能な数学エンジン

も搭載しています。

・ 約200種類の関数が実装されています。

・ フィルタ各種 （SAE、 Butterworth、 FIR100 他）

・ 傷害値各種 （HIC、 CLIP、 Nij 他）

・ フーリエ変換

・ ヒルベルト変換

・ FRF 他多数

・ 信号処理

・ カーブのフィッティング

・ フィルタリング

・ 固有値システム解析

・ 積分および微分

・ 確率統計解析

・ ユーザー定義数学演算

・ ユーザー定義数式

▲  HyperWorks 製品一覧へ

極プロットと複素プロット

プロットの作成とデータ解析

HyperGraphはこのほか、以下のデータ解析用ツー

ルも提供しています。

・ ワンクリックでカーブに数式やマクロを適用するため

の、設定可能なコンテキストメニュー

・ データ検証用のインタラクティブな可視化機能

・ X-Y座標や傾きなど、個々のポイントに関するデー

タ取得およびレポート作成機能

・ カーブ上の指定範囲について計算した統計値 （最

小、最大、平均、標準偏差など）をプロットする機能

・ カスタム統計テンプレートで、ユーザーやプロジェクト

の統計値を抽出

・ プロット注釈には、テキストや数学関数、ストリング

関数、演算子、 Templexステートメントを無制限

に追加可能

優れた操作性による分析レポートの 
作成
プロット・カーブ編集機能

・ 軸の設定 （線形、対数、 dB）

・ 同一プロット上に複数の軸設定

・ 単位系の変換 （時間、加速度、角度 他）

・ 基準線の設定

・ 線の属性 （線種、色、シンボル）

・ カーブの部分的なカットなど

注釈機能

テキスト入力の他、関数やTemplexコマンドが入力

可能です。

ユーティリティ機能

NVH結果を簡単にレポートにするためのNVH Utility
機能や、傷害値計算を行うことができるVehicle 
Safety Toolsなど目的に合った結果メニューを選択

できます。

定型処理

グラフ作成や表示の定型処理をテンプレート化する

ことが可能で、異なるデータに対して作業状態を復

元します。 また、処理の一部を変数化することで、

より高度な設定が可能です。

レポート作成機能

HyperGraph 内 で 表 示 し て い る 内 容 を、

PowerPointテンプレートファイルにより指定された企

業フォーマットに従って、 .pptファイルを作成すること

ができます。

インターフェース
HyperGraphは解析結果に限らず、実験結果など

の数多くのインターフェースが標準で装備されています。

・ Altair RADIOSS

・ Altair OptiStruct

・ Altair HyperMesh （.res）

・ Altair Hyper3D （.h3d）

・ Altair Data Format （.abf,.DAT）

・ ANSYS （.rst）

・ GENESIS

・ MADYMO

・ Multi-column ASCII

・ nCode （.dac）

・ Ride Data Files

・ RPC-3

・ ABF

・ ABAQUS

・ ADAMS

・ CSV

・ DADS

・ DIAdem

・ HDF4

・ ISO13499

・ LS-DYNA

・ NASTRAN

・ PAM-CRASH

・ TEAC

・ TAFFmat

・ UNIVERSAL

・ XLS

複数のプロット結果を同時表示

関数処理によるカーブ作成

３次元プロットシミュレーション結果とテストデータの比較
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衝突安全解析のための専用モデリングセットアップ

HyperCrash
HyperCrashは、大規模な衝突解析モデルを迅速かつ確実に生成するための衝突解析専用モデ
リングツールです。 共通の品質チェック、共通のデータベース、共通のパラメータ設定を用い、
一連の手順を踏むことにより、衝突解析モデル作成時間の大幅な短縮と共に、モデル作成者を問
わず同一品質のモデルを作り出すことが可能です。
また、衝突解析に必要な機能に特化して直感的で使いやすいGUIとなっており、マウスなど画
面操作はHyperMeshと統一されています。

衝突解析のモデルデータ設定
HyperCrashを利用すると、 RADIOSSおよび LS-
DYNAの衝突解析のためのデータを詳細に構築する

ことが可能です。

入出力対応フォーマット

Altair RADIOSS

LS-DYNA

NASTRAN

PAM-CRASH

Universal File

これらのフォーマットの入出力およびフォーマット変換

をサポートしています。

材料、プロパティ

・ 全てのタイプの材料、プロパティの生成と修正

・ 材料 / プロパティのデータベースへの登録と呼び出し

・ ネットワークを介したデータベースの共有化が可能

ツリー操作

・ ツリーの階層の生成、修正、追加

・ 部品に対する各種操作、設定

 ‐材料やプロパティの設定、修正、削除

 ‐結合の表示とチェック、質量のチェック

 ‐ファイルへの出力

・ 部品入れ替え

 ‐すべての付随情報は自動的に再設定

 ‐補強部品の自動生成

 ‐RADIOSS/SECTに対応

モデルブラウザ

モデルブラウザにより、あらゆるモデルデータに簡単に

アクセスできます。

・ 部品関連情報の確認

・ 各カードの確認・編集

・ ワンステップスタンピング解析を実行し、結果を自

動マップ

・ メッシュ色、メッシュスタイルの変更

・ 部品入れ替え、部品編集機能へアクセス

成形解析実行

・ ワンステップスタンピング解析を実行し、結果を衝

突モデルにマッピングまでを自動化

・ 自動穴修理、並列計算

・ 成形解析の結果があるパーツをモデルブラウザにて

区別

・ 部品入れ替え時、成形解析の結果に対応

・ LS-DYNAプロファイルに対応

モデルチェック 

・ 交差と貫通の除去機能 （自動 / 半自動 / 手動）

・ 要素品質のチェック、修正

・ モデルチェッカー （モデル全体のチェック）

 ‐チェック項目を階層構造で表示、エラーやワーニ

ングの区別

 ‐Rigid要素、重複 ID、パートやセットの関連情報

チェック

モデルブラウザ モデルチェッカー

成形解析の実行

 ‐各カードの必須入力項目チェック

 ‐自動 / 手動修正の選択

 ‐チェック項目のON / OFF
 ‐エラー項目の詳しい情報確認

・ モデルクリーナー

・ 板厚、材質分布のコンター表示

接合

・ ビームタイプスポット、ソリッドスポット、ボルト、溶接

線、ヘム、シーラー、レーザー溶接、 FSW溶接の

自動生成、修正

・ LS-DYNAの結合オプション

 ‐材料によるRigid Bodyの自動スイッチ

 ‐ソリッドスポット、連続したソリッド要素での接着

生成、修正

 ‐ソリッド⇔Beam変換

 ‐１つの材料とプロパティを使って溶接を作成可能

荷重ケース

・ 境界条件

 ‐強制変位

 ‐速度

 ‐加速度

 ‐初速

 ‐集中荷重

 ‐重力

 ‐付加質量 他

・ 接触インターフェース、剛壁設定

・ モニター体積 （エアバッグ等）

・ 重量

・ 質量、重心の確認、調整

・ 質量のグループ情報をXMLで管理

乗員拘束系

・ ダミーモデルのセッティング

・ 1D、 2D要素のシートベルト設定

・ ダミーに合わせたシート変形 （要素自動修正）

HyperMeshとのシームレスな統合

・ HyperCrashよりHyperMeshを起動し、メッシュ

修正を実行

・ TclやCommandファイルを利用して、HyperMesh
をバッチで実行可能

・ Drag、 Remesh、 Splitなどの編集機能の追加

・ 追加ライセンスは不要

特長
インクルードファイル、 IDの管理

・ インクルードファイルの作成、修正、書き出しコント

ロール

・ インクルードファイル毎の IDレンジを指定

・ 存在しないＩＤを参照しているエンティティを入出力

しても、ＩＤの参照関係を保持

・ インクルードファイルのみの編集

・ 新しい溶接の保存場所を指定可能

・ CSVファイルによるインクルード IDレンジのチェックが

可能

*SETカードのみの作成に対応 
（LS-DYNAのみ)

・ *SETカードのみの作成、修正、表示、入出力が可能

・ *SETカードの自動 / 手動作成の切り替え

・ 接触インターフェース設定時に、適切なセットタイプ

のみを表示

その他

・ モデルマネージャー （モデルデータベース）

・ 感度解析、最適化解析データ生成

・ 応力、ひずみのパートへのマッピング

 ‐Altair RADIOSS、 AutoForm、 PAM-STAMP、 
LS-DYNA、 NASTRAN結果の対応

・ 各種バリヤーデータのセットアップ

・ 出力設定 （断面、加速度計 他）

・ Altair RADIOSSのエンジンファイル

 ‐Control Cardにて設定可能

 ‐AMSカードを作成可能

スポット溶接の作成 質量 / 重心の確認 ダミーポジショニング

HyperMeshとのシームレスな結合

▲  HyperWorks 製品一覧へ
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車両全体モデルによる振動騒音解析エンジン詳細モデルによる耐久性解析

航空機の強度剛性解析 ホイールの強度剛性解析

▲  HyperWorks 製品一覧へ

構造解析・構造最適化ソルバー

OptiStruct
OptiStructの充実した解析機能が、自動車、航空機、産業機械等の強度・剛性解析、振動・騒音
解析に威力を発揮します。 製品性能を上げる一方で軽量化を実現することは、材料コストの低
減や、輸送機器においては低燃費製品の開発を可能にします。 短い開発期間の中でこの難しい
課題に対応するためには、最先端の線形・非線形、静的・動的解析機能を持ち、しかも構造最適
化を並行して実行できるOptiStructが最良の選択となります。

先進的ソルバー機能による高精度な 
計算結果
有限要素法のみならず機構解析ソルバーも組み

込まれた先端的な構造解析技術が盛り込まれた

OptiStructは、要素品質が悪化しても計算精度

が保持されるシェル要素をはじめ、最新の要素定式

化を採用することにより、ロバスト性と高精度を実現。

NAFEMSをはじめとする数々のベンチマーク問題で、

信頼性の高さが証明されています。 また、効率的な

メモリ管理により数百万自由度に及ぶ大規模問題

にも問題なく対応します。

高速で大規模モデルにも対応する 
固有値解析ソルバーを内蔵
自動領域分割法 （Automated Multilevel Subst- 
ructuring Eigen Solver: AMSES） を標準機能とし

て内蔵しており、数百万自由度に及ぶモデルの固

有値問題をわずか1時間以内で解くことが可能です。

この機能を用いるための特別なライセンスや追加費

用は一切必要ありません。

パワートレインの詳細な強度シミュ
レーションを可能とする豊富な機能
ボルトのプリテンション、ガスケット要素の追加、接触

条件の安定性向上、弾塑性を考慮した材料モデル

などパワートレインの強度評価に必要な機能が大幅

に強化されました。

互換性の高い入出力ファイル
入力ファイルはNASTRANバルクデータ形式に準拠

しており、出力ファイルに関しては、 H3D形式など

独自のバイナリ / ASCII形式に加えNASTRANと互

換性のあるOP2、 PUNCHフォーマットなど複数の

形式をサポートしているため、多くのポストプロセッサ

で計算結果の読み込みが可能です。 この互換性

の高さがこれまでのモデル資産を有効活用しながら

OptiStructをソルバーとする環境への容易な移行を

可能とします。

容易なセットアップ、ポスト処理、 
自動化
OptiStruct は HyperMesh に よ る プ リ 処 理、

HyperView/HyperGraphによるポスト処理といった

HyperWorks統合環境と緊密に統合化されており、

容易にモデルのセットアップ、解析実行、結果処理

が可能です。 さらにHyperWorksの各種自動化機

能を適用することにより、解析業務全体を大幅に効

率化することができます。

構造最適化との融合
解析モデルに対して最適化条件を付加するだけで、

トポロジー最適化、形状最適化などの構造最適化

へスムーズに移行できます。 これにより、部品の軽

量化や剛性向上を解析と同時並行で進めることが

可能となります。

効率的な数値計算

・ 最新の数値計算手法による業界最高水準の計

算速度

・ 静解析や座屈解析のサブケースや周波数応答解

析の周波数ステップ等の計算を分散メモリ （MPP）
並列化処理

・ 全種類の解析に適用可能な共有メモリ （SMP）並
列化処理

・ AMSES手法による大規模固有値解析の計算時

間短縮

・ 高速な周波数応答解析機能FASTFR

・ 周波数応答ピーク自動検出機能 （PEAKOUT）に
よるジョブ数削減

・ 接触要素による非線形計算での高い収束性

・ LinuxシステムでのGPUへの対応

構造・振動騒音のソリューション
構造設計に求められる強度、応力、疲労寿命、振

動騒音等の解析に幅広く対応する多彩な解析機

能を装備しています。

・ 静解析

 ‐慣性リリーフの考慮

 ‐接触境界要素 （面対面接触）

・ 固有値解析

 ‐Lanczos法
 ‐AMSES法

・ 線形座屈解析

・ 周波数応答解析 / 過渡応答解析

 ‐自動残差ベクトル法による近似精度の向上

 ‐直接法およびモーダル法

・ 複素固有値解析

・ ランダム応答解析

・ 非定常熱伝導解析・熱応力解析

 ‐熱接触境界

・ 疲労寿命解析

・ 軸対称モデル解析

・ 構造 -音場連成解析

 ‐構造・流体メッシュの連成マトリックスの自動生成

 ‐構造・流体の境界自動チェック

・ マルチボディダイナミクス解析

 ‐剛体と弾性体の一体化モデルによる解析

・ 非線形解析

 ‐大変形 / 大回転、衝突解析

 ‐弾塑性を考慮した材料モデル

 ‐ボルトのプリテンション考慮

 ‐ガスケットを表現する特殊なソリッド要素

 ‐接触面における摩擦考慮に新手法を導入し収

束安定性を向上

 ‐２次ソリッド要素での高精度な接触反力算出

多機能な振動騒音解析機能
・ MFLUIDにより流体付加質量を考慮可能

・ CMSスーパーエレメント機能

 ‐Craig-Bampton法とCraig-Chang法の混合が

可能

 ‐音響と構造のスーパーエレメントの結合が可能

 ‐初期荷重をスーパーエレメント中に考慮可能

・ 多彩なNVH結果出力

 ‐等価放射出力 (ERP)による放射音評価

 ‐Power Flow、ワンステップでの経路分析計算　

他

・ モデリングエラーの高い検出率

 ‐モデル修正のための分かりやすいエラーメッセージ

 ‐RBE2、 RBE3のモデリングエラーの検出

・ NVH Directorによるモデリングとビジュアライゼーショ

ンのサポート

 ‐モード / パネル寄与率

 ‐エンジン次数分析

 ‐ワンステップでの経路分析

 ‐グリッド （構造 / 音響）寄与

 ‐グラフ間の関連付けや成分評価のための応答ス

タディ機能

・ ローターダイナミクス機能による回転体の振動解析

 ‐ジャイロ効果の考慮

 ‐コリオリ力と遠心力の考慮による危険速度算出

 ‐モード法周波数応答解析および複素固有値解

析が適用可能

ソルバーインテグレーション
衝突解析等の機能が、 Bulk入力データ形式でも

利用できるようになりました。 それに伴い、サブケース

構造を全面的に改善し、ユニークな解析設定が可

能となりました。

複合領域ソルバー

・ 非線形解析やMBD解析機能との融合

・ Bulk入力データ形式で全解析機能が利用可能

・ 最適化の適用が可能 （ESL法）

先進的なサブケース構造

・ サブケース毎に任意の解析種類の指定が可能

・ サブケースの連続性考慮

・ 経路依存荷重の指定が可能

・ 前サブケースを初期条件として使用可能

構造解析
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自動車の構造最適化

▲  HyperWorks 製品一覧へ

構造解析・構造最適化ソルバー

OptiStruct
OptiStructのトポロジー最適化やトポグラフィー最適化が作り出す、過去の経験からは得られな
いような画期的な設計アイデアを利用することにより、設計プロセスでの試行錯誤を大幅に削減
し、劇的な軽量化や剛性強化の達成が可能になります。

柔軟で広範囲な最適化テクノロジー
複数の最適化機能を自由に組み合わせて使用する

ことにより、初期設計段階から詳細設計段階までの

各段階で軽量化 ・ 工数削減を達成することが可能

です。

・ トポロジー最適化 ： 最適な部材や補強材の配置、

不要部位の特定などを行います。

・ トポグラフィー最適化 ： 板構造の剛性向上のため

のビードやエンボスを自動生成します。

・ 形状最適化 ： モーフィングを利用して有限要素形

状を最適化します。 パラメトリックな最適化に適し

ています。

・ フリー形状最適化： 有限要素形状の外表面節点

を自由に変形させることにより最適化します。

・ 寸法最適化 ： 板構造の部品毎の板厚値や梁構

造の断面形状を最適化します。

・ フリー寸法最適化 ： 板構造の有限要素毎の板厚

値を最適化します。

・ 材料最適化： 部材の材料定数値を最適化します。

幅広い応答結果の利用が可能
応力 / 変形解析から座屈解析、振動 / NVHシミュ

レーションまで、広範囲の問題に対する以下の多彩

な応答結果を利用した最適化問題の設定を行うこ

とが可能です。

・ ひずみエネルギー

・ 体積、体積率および質量、質量率

・ ひずみ、応力

・ 複合材のひずみ、応力 ・ 固有振動数

・ 周波数応答解析による変位、速度、加速度、応

力、ひずみ

・ 等価放射パワー （ERP）

・ モデルの重心位置および回転慣性

・ 座屈荷重係数  ・ 疲労寿命

・ 節点温度  ・ 音圧

・ PSD/RMS変位、速度、加速度

・ マルチボディ解析の変位、速度、加速度、力　他

また、複数の荷重状態を同時に考慮することや、静解

析、周波数応答解析などの異なる解析を組み合わせ

て最適化を行うこともできるうえ、複数の異なる応答を

ユーザー定義の数式により合成することも可能です。

安心の信頼性
欧米を中心に自動車業界や航空宇宙業界での豊

富な使用実績から得られたユーザーのフィードバックと

先進の研究開発体制により、不断の機能追加とパ

フォーマンスの改善を行っています。

製造しやすさを考慮した最適結果
部材寸法制御

トポロジー最適化で得られる部材が細すぎたり塊に

なるのを防ぐことで、明確な部材のみにしたり、リブ形

状の創出を助けます。

穴なし制御

蓋・ケース部品など穴が開くことが許可されない構造

に対して、穴のない構造をトポロジー最適化で求め

ることができます。

押し出し成形用製造性制約

指定された曲線・方向に沿って、断面形状が変化しない

最適形状を生成する機能です。 これは、トポロジー最

適化とフリー形状最適化で有効です。 樹脂やアルミなど

の押し出し成形品に対する最適化が可能になります。

金型抜き方向制御

鋳造やスタンピングにより製造されることを仮定した

場合の型抜き方向を指定することができます。 この

機能により、構造内部の空孔や型抜きの妨げとなる

オーバーハングのような形状の生成を防ぎます。 また、

均一厚みの板構造を生み出すこともできます。

対称構造生成機能

荷重や境界条件、メッシュ形状が対称でなくとも、対

称な最適形状を生成することが可能です。 対称条

件としては、面対称もしくは周期対称が選択可能です。

パターンの繰り返し

異なる領域に同じパターンの最適化結果形状を生成

することが可能です。 これにより、大きさの異なる複数

部品に対して相似形状を生成することができます。

パターンの作成

トポグラフィー最適化では、ビードの生成される方向

の指定や、同心円上、放射状のビードを作成するこ

とができます。

最新テクノロジーの組み込み
レベルセット法によるトポロジー最適化

構造境界をより明確に表現するレベルセット法が利

用できます。 これにより従来では避けられなかった中

間密度を大幅に減らし、結果評価時間の短縮が見

込めます。

接触問題を考慮した最適化

面接触がモデル化可能なCONTACT機能により、接

触するかどうか分からない境界の挙動を正確に考慮

して最適化を行うことが可能です。

等価静的荷重法

マルチボディダイナミクス解析での構造最適化を行う

ために等価静的荷重法 （Equivalent Static Load 
Method） を導入しました。 弾性体部品に対して、

全ての最適化タイプを実施することができます。

非線形現象を考慮した構造最適化

等価静的荷重法の使用により、多様な非線形解

析を考慮した構造最適化が利用できます。 現実に

近い解析結果を考慮することで得られた最適形状

も、より効果あるものになります。

複合材最適化

プライ形状、配向角、積層順によりその特性が大

きく変化する複合材料の最適設計が可能です。

OptiStructでは、まずプライ形状を求め、次にプライ

数を決定します。 最後に積層順を最適化すること

により最適な複合材料を求めます。 最適化中には、

以下の製造性制約条件を考慮します。

・ 積層厚の上下限値

・ 層毎の板厚の上下限値

・ 層間の層厚のバランス

・ 同一配向角を持つ層の最大連続数

・ コアまたは表面に配置する配向角　他

また、層厚や配向角を離散値として直接設計変数

として扱うことも可能です。

グローバルサーチオプションによる広範囲な探索

設計変数の初期値による最適結果の影響を低減

するために、複数の初期値による最適化計算を行

います。 これにより、従来よりも設計空間を広く探

索することができるため、大域的な最適解を導出し

ます。

フリー形状最適化での製造性制約条件

ノンパラメトリック形状最適化を行うフリー形状最適

化では、製造性を考慮した様々な制約条件を定義

することが可能です。 押し出し制約、型抜き制約、

対称制約、側面制約、メッシュバリア制約を使用で

きます。 また、最大伸縮量が調節できるため、より

現実的な形状を導き出すことが可能であり、メッシュ

スムージング機能やリメッシュ機能により要素品質の

低下をできるだけ防ぎながら最適形状を求めること

が可能です。

多くの解析タイプに対応

線形静解析や固有値解析だけに限らず、伝熱解

析や疲労寿命解析、振動 ・ 音響解析、非線形解

析、 MBD解析等の解析結果を考慮した最適化に

対応しています。 これにより、部品に影響する現象

をより広範囲に考慮し、信頼性の高い設計案を導

出します。

応答の自由な演算

応答同士の演算により新たな合成応答を生成する

場合、 OptiStructの内部関数を用いた数式を記

述することにより簡易に実現できます。 さらに複雑な

数式、制御構文を加味する場合は、 HyperMath
による関数を用いることができます。

最適結果の設計へのフィードバック 
機能
トポロジー最適化やトポグラフィー最適化の最適化

結果に対する形状リカバリツールであるOSSmooth
により、迅速に最適結果を用いた確認解析やCAD
への変換が可能です。

CAD出力機能

STEP、 PARASOLID、 IGES、 STLで書き出し可能

なため、多くのCADへ最適形状を移行することがで

きます。 また、 HyperMeshの有限要素からサーフェ

スを生成する機能により、なめらかな曲面を作成す

ることも可能です。

自動ビード作成機能

トポグラフィー最適化結果からのビード抽出機能が

大幅に強化され、より明確なビードが生成されること

により新設計案導出を補助します。

再解析機能

元モデルに適用されていたプロパティや荷重・拘束条

件を引き継ぎながら、トポロジー最適化の結果から

新しいメッシュデータを作成します。 これにより、最

適結果の確認解析までの作業が非常に容易になり、

作業工数の大幅な低減が図れます。

ナックル部品のトポロジー最適化
（左）設計空間 （中）最適化結果のコンター表示 （右）最終形状

航空機のドアヒンジの軽量化
（左）設計空間 （中）最適化結果のコンター表示 （右）最終形状

構造最適化
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非線形・衝撃解析・マルチフィジックスソルバー

RADIOSS
古代ギリシャ語の “簡単”という言葉（Ραδιος［radios］）に語源を持つRADIOSSは、HyperWorks
の環境において文字通り簡単に、しかも高度なシミュレーションを実行できる汎用有限要素ソ
ルバーです。 静的な問題 （陰解法） から非線形性の強い高速な動的問題 （陽解法） まで、１
つのコードで効率よく安定した解析を行うことができます。 大変形の構造解析、流体解析およ
び構造-流体連成解析機能を備え、マルチフィジックスの幅広い問題の解析に威力を発揮します。
RADIOSSは、 HyperWorksの最適化ソリューションとともに “シミュレーションによる製品
設計プロセス”の中核を構成します。

大規模並列計算での 
高いスケーラビリティと信頼性
大規模並列計算における高性能および安定性に

定評があります。 並列コア数が異なっても解の唯一

性が保証されており、結果評価時にコア数の違いを

気にする必要がありません。 近年のCPUに複数の

コアをもつアーキテクチャに適合し最適化された、共

有メモリ並列と分散メモリ並列を複合した先進の

HybridMPPモジュールです。 小規模から超並列計

算まで自在にご使用いただけます。

陽解法と陰解法を途中で簡単に切り替え可能

計算のリスタートで簡単に切り替えることが可能です。

これにより、高速な現象とゆっくりした現象が組み合

わされたような問題でも、統一的に解析することがで

きます。 また陰解法静解析はGPGPUにより、計算

速度を大幅に向上させることができます。

豊富な材料・破壊モデル
延性、脆性材料や種々の破壊モデル、等方性、異

方性、複合材料、ポリマー、ゴム、繊維などに対応

する豊富な材料モデルが用意されています。 材料

モデルに破壊モデル ・ 粘性モデル、および状態方程

式は組み合わせて定義可能です。

X-FEM （拡張有限要素法）では、亀裂がメッシュ非

依存で進展するため、メッシュサイズ、形状に関わら

ず、精度の高い亀裂進展解析が可能です。

アワグラスのない独自の低減積分要素

・ 先進の高精度高効率有限要素を用いることによ

り、計算時の要素変形のトラブルを避け、かつ計

算時間の大きな増加なしに高精度な解析を実施

することができます。

・ 節点に回転の自由度を持った、精度が2次要素

と同等の四面体要素があり、計算コストを半分に

おさえることが可能です。

・ 厚肉シェルには、１次と曲面２次要素が用意され

ています。

革新的なAdvanced Mass Scale
（AMS）法
従来のモデル重量そのものが重くなってしまうマスス

ケール法とは異なり、質量マトリックス自体に正と負

の質量を分散させることにより質量増加なしに時間

ステップを5 ～ 20倍の大きさに設定することができま

す。 結果として2 ～ 10倍程度の計算時間短縮が

可能になります。 100万要素の自動車衝突解析

が、 1024コアHybridMPPで5分で可能なことが実

証されています。 陰解法では収束が困難な強度の

非線形問題にも有効です。

拡張単精度版

RADIOSSでは、拡張単精度と呼ばれる単精度版を

用意しています。 純粋な単精度計算ではなく、精

度に重大な影響を与える部分の計算は、倍精度で

行います。 これにより、精度を保ち、かつ、領域分

割を行う並列計算において、領域間のデータ通信

量を削減し、並列数が増加した場合の計算速度向

上を両立させます。

マルチドメイン法
要素分割長が異なるため部品単位で時間ステップ

に差異がある問題では、それらをグループ化し、それ

ぞれに適切な時間ステップで同時並行計算する手

法により、大幅な計算時間の短縮が可能です。ユー

ザーは、このグループ（ドメイン）をIDで定義するだけで、

領域分割や計算実行は自動的に処理されます。

自由度の高いユーザーウィンドウ
ユーザー独自の材料モデルや、各種拘束境界条件

を、ユーザーサブルーチンの形で組み込むことが可能

です。 曲面接触定義も可能なロバストで高速な接

触インターフェース機能は、衝撃問題だけでなく、幅

広い問題にも威力を発揮します。

マルチフィジックスソリューション
・ 構造解析

 ‐陽解法  -  静的陰解法

 ‐動的陰解法  -  大変形・弾塑性

 ‐粘弾性・粘塑性 -  複合材

 ‐破壊モデル  -  固有値解析

 ‐フレキシブルボディ -  アダプティブメッシュ

・ 流体解析

 ‐オイラー、 ALE -  ｋ－ε、 LES乱流モデル

・ 構造 -流体連成解析

・ SPH解析

・ FVM法 （エアバッグ）

構造と流体挙動を同時に解析する
強連成解析

ALE陽解法で圧縮性流体 -構造の強連成問題を

解くことができます。 高周波の流れ場と構造物の振

動挙動を統一して１つのコードで同時に解くことが可

能です。

流体部と構造部では、同じメッシュサイズの場合、時

間ステップが異なるため、 ALEサブサイクリング法を

適用して効率的な計算が可能です。

エアバッグの展開問題は独自のFVMエアバッグ解析

機能により、インフレーターからの流動を考慮した圧縮

性流体連成を圧倒的な処理速度で解析できます。

バードインパクトや着水問題など、構造・流体が大変

形する問題をSPHを使って解析することが可能です。

タンクのスロッシングなど気体と流体が混在する問題

は、 VOF法を用いて安定性高く解析することができ

ます。 １種類の気体と２種類の流体が混在する問

題までが扱えます。

流体空間を構造体が通過していくような、例えばコンプ

レッサーバルブなどは、オイラー、 ALE、ラグランジェ、カッ

プリング、インターフェース法で計算することができます。

現象時間の長い問題に対しては、 AcuSolveとの
連成機能を利用できます。

流体騒音問題

圧縮性流体にLES乱流モデルを使用して、高周波

の非線形流れの問題で流れ場の圧力変動と騒音

レベルの圧力変動を同時に解析することにより、流

体発生から伝播までの問題を統一的に解くことが可

能です。 その際、構造が振動応答する現象も同時

に解くことができます。 実績として数千Hzまでの騒

音問題を扱っています。

最適化、パラメータスタディ
RADIOSSは構造最適化ソルバー OptiStructと最
適設計支援ツールHyperStudyに適合しています。

複雑な現象を単純な解析に置き換えることなく、その

まま最適化やパラメータスタディを行うことができます。

- 衝突安全解析用データライブラリ -

RADIOSS Data Library
前面衝突用ダミーモデル

・ Hybrid II (5th / 50th / 95th percentile) Rigid-Spring
・ Hybrid II (50th percentile) Rigid-Spring（航空機用）

・ Hybrid III (5th / 95th percentile) Rigid-Spring
・ Hybrid III (5th / 50th / 95th percentile)* FEM
・ Hybrid III Express (5th / 50th percentile)* FEM
・ THOR alpha (LX legs)

側面衝突用ダミーモデル

・ ES 1 FEM  ・ ES 2 / ES2 RE FEM*
・ SID-IIs SBLC/D FEM* ・ US SID FEM
・ SIDHIII FEM
・ WorldSID (5th / 50th percentile)* FEM

後面衝突用ダミーモデル

・ BIORID IIg FEM

子供ダミーモデル

・ Hybrid 3 / 6 /10 Years* FEM
・ P series 3 / 6 / 10 Years FEM
・ P 18 Months FEM
・ CRABI (12 Months )* FEM
・ Q series (1 / 1.5 / 3 (+側面用 ) / 6 / 10 Years )* FEM

歩行者インパクターモデル

・ Head (EEVC Adults / Child, FMVSS 201)
・ Pedestrain Head forms EEVC
・ Lower Leg EEVC Impactor
・ Upper Leg EEVC Impactor
・ Standing HIII 50th Rigid
・ Standing HIII Child 6 Years Rigid
・ Autoliv-Chalmers Standing
・ FLEX-PLI* FEM

正面バリア

・ ODB (ECE 94 Frontal Regulation) Solid & Shell
・ PDB V8XT Proposed by EEVC WG 15 Solid & Shell
・ TRL Full Width Solid & Shell

側面バリア

・ NHTSA FMVSS 214/301 Solid & Shell
・ Progress ECE 95 (Cellbond, AFL) Solid & Shell
・ AEMDB V3.9 Solid & Shell
・ IIHS SUV Barrier Solid & Shell

その他

・ RCAR IIHS Shell
・ US Rear impact barrier Solid & Shell

人体モデル

・ Humos 2 ・ LLMS （下肢詳細モデル） 

＊ HUMANETICS社製

安全問題のシミュレーションを行うために、豊富なダミーやバリアのライブラリが用意されてい
ます。 人体への影響の検証用に、人体細部をFEM化したモデルも利用できます。 充実した解析
機能が、自動車、航空機、産業機械等の強度・剛性解析、振動・騒音解析に威力を発揮します。

▲  HyperWorks 製品一覧へ

携帯電話への鉄球落下衝撃解析

ゴム部品の静的大変形接触解析

電子機器梱包用発泡スチロール衝撃解析

XFEMを使った亀裂伝播解析 航空機主翼前縁へのバードストライク モーターボートの水面衝撃解析
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熱流体解析（CFD）ソルバー

AcuSolve
AcuSolveは、工業的および科学的な応用における要求水準の高いほとんどの問題を解くことが
可能な優れた汎用CFD （Computational Fluid Dynamics） ソルバーです。 AcuSolveのロバ
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、完全な非構造メッシュに対して類の無
い正確さを得ることができます。 定常のRANSシミュレーションから複雑な非定常のマルチフィ
ジクスシミュレーションに至るまで、簡単かつ精度良く扱うことができます。

ロバスト性
AcuSolveは通常、与えられた問題を最初の試みで

解きます。効率性の高いAcuSolveの最先端ソルバー

を使って、完全に収束されたソリューションを確実に得

ることができます。 ソリューションが最終結果に近づい

ても、非線形収束は強固に残ります。 このロバスト性

には以下の２つの重要な要素が寄与します：

安定した有限要素定式化

AcuSolveは、 80年代後半から 90年代初頭に

かけてスタンフォード大学で開発されたGalerkin/
Least-Squares法 （GLS） の有限要素定式化に基

づいています。 この手法は数学的に、また実践的に

も卓越した安定性と精度を持ち合わせていることが

証明されています。 AcuSolveは、粗いメッシュ、歪

んだメッシュ、縦横比の大きいメッシュなどを含んだ難

解な問題をいとも容易く処理します。

強力な反復ソルバー

AcuSolveは独自の反復法線形方程式ソルバーを

使用しており、 Navier-Stokes方程式の線形化に

由来した、圧力と流速の方程式をカップリングした効

率的かつ安定した解を得ることができます。 このソ

ルバーは非常に安定性が高く、複雑な産業問題に

おいては自動メッシャーによって生成されることの多い、

縦横比が大きく、かつひどく歪んだ要素を含む非構

造有限要素を効率良く解くことができます。

精度
GLS有限要素法をベースにしたこの流体ソルバーは、

微分方程式の保存性が局所的および全体的に確

保されるよう設計されています。 保存性は、あらゆる

メッシュに対して確保されます。

スピード
完全にカップリングした圧力と流速の方程式を解き、線

形および非線形収束に飛躍的なスピードを示します。

並列処理

AcuSolveは当初から並列コンピュータでの稼働を特

に想定して構築され、全てのアルゴリズムもそのように

設計されています。 並列化は、エンドユーザーがほと

んど意識せず行えます。

並列計算時においては、多くのコア数に対しても非

常に高いスケーラビリティを実現しています。 これによ

り、 10億要素にも及ぶ計算がAcuSolveでは実現

可能になりました。

特徴、機能
熱流体解析

・ 非圧縮性 / 弱圧縮性、 Stokes、 
Navier-Stokes方程式

・ 熱解析 （熱伝導 / 熱伝達 / 輻射）、共役熱伝達

・ 多層シェルの熱解析

・ 多成分の輸送方程式

・ 粘弾性材料モデル

乱流モデル

・ 1方程式RANSモデル （Spalart-Allmaras）

・ 2方程式RANSモデル （SST、 k-ω）

・ LES （Smagorinsky）モデル

・ 動的サブグリッドスケールLESモデル

・ RANS/LES ハイブリ ッドモデル （DES、 DDES、
IDDES、 SST-DDS）

輻射

・ 灰色体閉鎖空間の輻射

・ 形態係数の計算 （並列処理）

・ 太陽輻射モデル

メッシュ移動

・ ALE （Arbitrary Lagrangian-Eulerian）

・ 回転 / 並進移動

・ 自由表面

・ ガイドサーフェス

・ スライディングメッシュ

AcuConsole
AcuSolve用プリプロセッサ

AcuConsoleは、パワフルかつ使い勝手に優れた

GUIベースのAcuSolve用プリプロセッサです。 直

感的なメニュー構造でありながら、 AcuSolveの解

析設定を完全にサポートし、入力ファイルを生成し、

AcuSolveを実行します。 境界層を含むメッシュ作

成機能も搭載されており、３次元CADモデルの読

み込みをサポートします。 特定の用途に合わせたメ

ニューのカスタマイズも可能です。

特徴、機能

CADデータのインポート

・ ACIS

・ CATIA V5

・ Parasolid

・ Pro/ENGINEER

・ STL

メッシュデータのインポート

HyperMeshからは、 AcuSolveの入力ファイルが作

成できます。

・ Ansys

・ Exodus

・ Nastran

・ ICEM CFD

・ I-DEAS

・ Fluent

メッシュ生成

・ 自動テトラメッシャー ・ 境界層機能

・ サーフェス、ボリューム、および任意の領域のメッシュ

サイズコントロール

・ 高度な押し出しおよび周期メッシング機能

問題のセットアップ

物性値、境界条件、 ALEをはじめ、 AcuSolveに
必要な設定がGUIベースでできます。

ソルバーの起動

・ 計算の実行 / 停止 / リスタート

・ ローカル / リモート実行

・ リアルタイムフィードバック進捗モニター

可視化プログラムとのインターフェース

・ AcuFieldView

・ HyperView

・ FieldView

・ EnSight

カスタマイズ

GUIカスタマイズにより、処理の自動化も可能です。

AcuFieldView
AcuSolve用ポストプロセッサ

AcuFieldViewは、 Intelligent Light社が提供す

る優れたCFDポストプロセッサ FieldViewのOEM
バージョンです。 大規模かつ複雑なCFDデータの

可視化要件を効率的に管理する機能を備えてい

ます。 卓越したグラフィックスパフォーマンスをはじめ、

Intelligent Light社が FieldViewで実現した最先

端技術がAcuFieldViewに取り入れられています。

・ 豊富な可視化機能 （流線、等値面　他）

・ 並列処理 （最大で８コアまでサポート）

・ XDB形式を用いたデータ管理

・ クライアント / サーバー機能

サポートプラットフォーム

・ Windows Vista/7 （32、 64ビット）

・ Windows HPC Server 2008

・ Linux （x86-64、 NVIDIA Tesla GPGPUs） 

ユーザー定義関数（UDF）

物性値、ソース項、境界条件などの定義をカスタマ

イズできます。

・ 外部プログラムとのクライアントサーバーインター

フェース

コンポーネントテクノロジー

特性値の入力により、モデルを単純化します。

・ ファンコンポーネント

・ 熱交換器コンポーネント

流体構造連成機能（FSI）

豊富なFSI機能が用意されています。 RADIOSSを
用いたFSIも可能です。

・ 剛体との連成 （Rigid Body Coupling）

・ 固有値解析結果を用いた連成 （Practical-FSI）

・ 外部ソルバーとの連成 （Direct Coupling-FSI）

マルチフィジクス機能

FSI以外にも他のソルバーとの連成を可能にします。

・ 音響解析プログラムとの連成

・ 電磁界解析プログラム （JMAG）との連成

サポートする要素 

・ ４節点四面体要素

・ ５節点ピラミッド要素

・ ６節点ウェッジ要素

・ ８節点六面体要素

・ １０節点四面体要素

パーティクルトレーサー （AcuTrace）

・ 高速、高精度なパーティクルトレースの計算が可能

・ 層流、乱流拡散

・ 並列処理

・ 双方向連成

空力音響ポストプロセッサ （AcuFwh）

Ffowcs-Williams Hawkins （FWH） 法に基づく分

離解法の空力騒音のポストプロセッサです。

風力エネルギー： ３枚羽根の風力発電機の後流に
発生する渦

自動車： 自動車用ブロワーから発生する
音源の強さの等値面

電気冷却： ヒートシンクのフィンによる熱の発散

レイノルズ数=140,000の滑らかな円柱周りの流れに
おけるLES （Large Eddy Simulation）による乱流構
造の等値面

AcuConsole - 強力なGUIベースのプリプ
ロセッサ

AcuSolveは、強力で、しかも使い勝手に優れ

たGUIベースのプリプロセッサAcuConsoleを搭

載しています。

AcuConsoleにはメッシュジェネレータが組み込

まれており、ほとんどの３次元CADモデルのイン

ポートが可能です。様々な形式のメッシュデー

タを読み込むこともできます。AcuConsoleの

直感的なメニュー構造は、全ての問題設定、

入力ファイルの生成、AcuSolveの実行を容易

にします。Pythonスクリプト言語を通じてCAE

オートメーション機能が使用でき、特定の利用

に向けたメニューや機能のカスタマイズが行え

ます。

▲  HyperWorks 製品一覧へ
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汎用マルチボディダイナミクス（MBD）モデリング

MotionView
MotionViewは、 MotionSolveやADAMSのマルチボディダイナミクス （MBD）解析モデルの
作成を行うための汎用MBDプリプロセッサです。
MotionViewは、日々大きな進化を遂げるMBDソルバーに対応するために、 MBD解析モデル
に必要な様々な種類のジョイントやばね、ダンパ、さらに特殊な拘束条件やフィールド （６成
分ブッシュ）など多彩な要素をサポートしています。 また弾性体や高度な接触問題のモデル化
など豊富なモデル作成機能、さらにカスタマイズによるモデル自動作成機能を装備しているた
め、複雑な大規模モデルに対しても迅速にモデリングを行うことが可能です。

利点

製品開発をスピードアップ

グローバル規模の競争が激しさを増すなかで、世界

中の製造企業が、製品設計や製造のための本質

的によりよい方法を探ることを余儀なくされています。

MotionViewは、複数の設計案を作成したり、製品

のパフォーマンスを評価して製品が目指すゴールにか

なう設計案がどれかを見極めたりする作業を容易に

して、革新的製品を生み出す手がかりを提供します。

企業標準の徹底

・ 企業が保有するノウハウを反復可能なプロセスに

取り込み、一貫性を確保。

・ インターフェースをカスタマイズして、企業標準を徹底

・ サブシステムやシステムモデルの標準化、共有

・ 構築したモデルを、ドメインに特化したソルバーで再

利用

製品設計の所要時間とコストを削減

・ MotionViewの物理ベース シミュレーション機能に

より、開発サイクルの初期段階での製品評価が可

能に

・ 標準モデルのアセンブリを自動化して、初期設定ま

での所要時間を短縮

・ モデルを一旦構築、検証し、複合領域のスタディ

用としてドメインに特化したソルバーを使って別のコ

ンテキストで再利用

・ 自動化機能の利用により、反復プロシージャのタス

クを削減

製品品質の向上

MotionViewを使って実際のシナリオに即した性能

評価を行うことで、製品品質の向上を実現します。

What-if分析と確率統計解析を簡単に実行できる

ため、製造の際のばらつきが製品の性能におよぼす

影響の把握、緩和に役立ちます。

総合的なオープン環境

モデル作成やデータ入力、性能評価、設計改善、レ

ポート作成のための各種ツールをサポートするオープ

ンなアーキテクチャです。

強力なモデル作成機能
MBDモデルのトポロジー表示、充実したモデルブラウ

ザ機能、解析前モデルチェックなど、強力なモデル作

成機能を装備しています。

ウィザード機能によるモデルの自動作成

MotionViewは、自動車構成部品のサスペンション

やステアリングなどのモデルコンポーネントに加え、定

常円旋回やレーンチェンジなどの解析タスクの豊富

なライブラリを用意しています。 車両モデルは、対話

形式のモデル構築ウィザード機能を用いることにより、

ライブラリに登録された部品を選択し、車両モデルを

迅速かつ容易に構築することができます。

複雑な接触問題のモデル化

CAD形状やFEMデータを接触面形状として利用で

きるため、物体間の複雑な任意３次元形状同士の

接触、弾性変形を伴う接触など高度な接触問題の

モデル化が可能です。

モード合成法に基づく弾性体モデル作成ツール

MotionViewは、部品を弾性体としてモデル化する

際に必要となる有限要素モデルの縮退されたマトリッ

クスを生成するツールを装備しています。 このツール

は、 OptiStructを用いて有限要素モデルから拘束

モードもしくは不拘束モードで固有値解析を実行し、

モード合成法により計算されたモード剛性 / モード質

量マトリックスを含むモーダルデータを作成します。 ま

た、局部変形モードは、静解析を実施し静的に縮

退された剛性 / 質量マトリックスを通常のモードに加

えて、局部モードを補正します。 MotionViewは、

OptiStructを用いて固有値解析の計算ができるた

め、他の有限要素プログラムを使用することなく、弾

性体を表現する縮退されたマトリックスを生成するこ

とができ、弾性体モデルの取り込みまでの煩雑な作

業を大幅に低減することが可能です。

耐久解析のための加振試験

サスペンションライブラリから作成した車両モデル

エンジンフードの弾性体応力コンター表示 CADデータを用いたギアモデル

ADAMSなど多様なソルバーに対応
MotionViewは、MotionSolveの入力データに加え、

機構解析ソフトウェアADAMSのadm、acf、mnfファ
イルを作成できます。 MotionViewを用いることによ

り、各MBDソフトウェア間のモデルデータの相互変換

を可能とし、異なるMBDソフトウェアでも同じ環境下

でマルチボディのダイナミクスシミュレーションを実現し

ます。

CAD/FEMデータからの慣性情報と形状データ
の読み込み

CATIAなどのCADシステムおよび汎用有限要素解

析ソフトウェアのデータをMotionViewに直接読み込

み、構造物の幾何形状や慣性情報をMBD解析に

利用することが可能です。 この機能により、モデリン

グの際の各部品の慣性情報の算出や形状の作成

など、データの設定 ・ 入力の手間が大幅に省け、モ

デル作成作業の効率化を図ることができます。

モデル作成やGUIなどのカスタマイズ
Tcl/Tkプログラミング言語を用いたMBDモデルの自

動作成機能により、 Tclプログラムに登録されている

一連の操作を一度に実行することができます。 慣

性情報やばね定数などの数値データの入力やMBD
要素であるボディ、ジョイント、ばね、ダンパなどの定

義、修正を一括処理することができ、大規模モデル

を作成する際の煩雑な作業を劇的に軽減すること

が可能です。 Tkプログラムにより、 GUIのカスタマイ

ズが可能です。 また、２点間の中点を定義するなど

の、モデル作成に有効なマクロも備えています。

HyperView、 HyperGraphにて
MBDに必要な結果処理を総合的に 
サポート

・ 剛体と弾性体が混在する大規模なMBD解析結

果の高速アニメーション表示

・ 弾性体の応力 / 変形コンター表示

・ 高速フーリエ変換、窓関数など180種類以上の

データ処理関数を装備

・ 時刻歴荷重データを疲労解析 FE-Fatigue の

*.dac形式に出力

・ 遠近法表示、視点固定、光源設定などの多彩な

モデル表示機能を使用することにより、より魅力的

かつ効果的なアニメーション表示が可能

・ HyperViewのアニメーション機能とグラフ機能を完

全に包含

結果アニメーションとグラフ

CADもしくはFEデータを読み込みこむことで、
MotionView上でのBody （部品）とGraphic （形状）の定義が 

簡単に作成できます。

あとは、 JointやBushingなどでBodyを結合するだけで
MBDシステムの構築ができます。

▲  HyperWorks 製品一覧へ
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マルチボディダイナミクス（MBD）ソルバー

MotionSolve
MotionSolveは、自動車から一般機械まで様々な機構システムの動特性、動挙動を解析するため
のマルチボディダイナミクス （MBD）ソルバーです。
MotionSolveは弾性体や接触問題を含む大規模モデルの動解析に対しても高速、高精度で解析が
可能なため、自動車業界のほか、航空宇宙、電気機械など様々な業界で多くの使用実績を残して
います。 高い精度を誇る高速MBDソルバーがHyperWorksに含まれているため、過大な追加
投資を行うことなしに高機能なMBD解析がご利用いただけます。

さまざまなマルチボディソリューショ
ンのニーズに応える統括的なソリュー
ション

・ 非線形ダイナミクス、運動学解析、線形化機能、

静解析または擬似静解析スタディによるシステム

設計および性能の評価

・ システムの動挙動の検証、振動遮断のスタディ、コ

ントロールシステムの設計、パッケージングスタディの

実行、部材寿命および損傷を予測するための現

実的な荷重の生成のための複雑な非線形システ

ムの作成

革新的なソルバー機能を用いて競合を一歩 
リードする

技術革新スピードの速いこの時代には、ニーズに即

した製品が必要とされています。

MotionSolveは、複雑なマルチボディシステムをモデ

ル化する手法および革新的なモデリング要素を提供

し続けています。 新しい手法は、ソルバーの新しい

定式化手法や変形可能なカーブおよび弾性体接

触のようなモデリング要素からソルバーの新規カスタマ

イゼーション機能にまで及びます。

コ・シミュレーションによるシステムレベルの解析の
実行 

機構システムにおいて、油圧、空圧および制御の使

用は増加の一途を辿っています。 MotionSolveでは、

油圧、空圧および制御モデルを扱うことが可能です。  

ロバストで正確なソリューション

MotionSolveは、業界特有の広範囲にわたるさまざ

まな問題に対して適用され、最先端の検証プロシー

ジャを用いた非常に徹底して厳格な品質管理が行

われています。 異なる多くの非スティフおよびスティフ

な問題のためのロバストなソリューションを提供します。

市場への到達時間の削減

MotionSolveを使用することで、製品をより早く市

場へ送り出すことができます。 MotionSolveは、弾

性体マルチボディシミュレーション、接触および長時

間の耐久性シミュレーションなどのスティフな問題を解

く一方で、非常に高速で、かつ正確性を維持してい

ます。

カスタマイゼーションによる企業の標準的な手法
の考察

これまでは 「カスタマイゼーション」 と 「ソルバー」の２つ

は両立しないものでしたが、 MotionSolveは高度

にカスタマイズ可能なソルバーです。 MotionSolve
は、カスタム関数、カスタムメッセージの書き出しから

カスタム出力の作成に至るまで、ソルバーのカスタマイ

ズによる企業の基準の設定を支援します。

多様な運動方程式の定式化手法および
数値積分手法によるシミュレーション
MotionSolveは、機構システムの動的挙動解析の

ために必要な多彩な運動方程式の定式化手法お

よび数値積分手法を装備しています。

・ 定式化手法

 ‐Index-3
 ‐ODE
 ‐Stabilized Index-1 （SI1）
 ‐Stabilized Index-2 （SI2）

・ 数値積分手法

 ‐DSTIFF
 ‐VSTIFF
 ‐MSTIFF
 ‐ABAM

最新のDASPKを元に開発された数値積分手法

DSTIFFをはじめとするソルバー機能により、高速で

安定性のある解析が実行できます。 また数値減衰

を含まないソルバーを適用することにより、高周波領

域の振動まで精度よく解析することも可能です。 解

析精度、収束性、 CPU時間など解析の目的に応

じた最適なシミュレーションを実現します。

主な解析機能

MotionSolveは、 MBD解析のために必要な以下

の解析機能を装備しています。

・ 運動学解析

・ 動解析

・ 静解析

・ 擬似静解析

・ 線形化機能 （固有値解析、状態空間マトリックス

の生成）

産業ロボットの挙動解析

サスペンションの機構解析

これらの機能により、機構システムの動的挙動の予

測や発生する力や加速度の計算のシミュレーション

が可能になります。

弾性変形を考慮したMBD解析
機械や部品の弾性変形は、有限要素でモデル化さ

れた弾性体の内部モードを有限要素解析ソルバー

OptiStructで計算し、モードの重ね合わせ、いわゆ

るモード合成法により表現されます。 MotionSolve
はモード合成法としてCraig-Bampton （拘束モー

ド法） とCraig-Chang （不拘束モード法） をサポー

トします。 OptiStructを用いて固有値解析の計算

が実施されるため、 MotionSolveは他の有限要

素解析プログラムを使用することなく、有限要素モデ

ルの縮退されたマトリックスを考慮することができます。

この機能により、構造物の弾性変形を考慮した機

構システムの動解析から応力評価までシームレスに

実施することが可能です。

豊富なモデリング要素ライブラリ

MotionSolveは、複雑なシステムを構築するために

必要な要素をサポートしています。

・ 剛体および弾性体

・ 強性運動

・ 荷重およびトルク

・ ブッシング

・ 剛体同士の３次元接触

・ 制御要素

ユーザーサブルーチン
ユーザーサブルーチンを使用することにより、ユーザー

独自の強制変位や荷重の定義、解析結果の演算

処理、任意ファイル形式への出力など、様々な機能

のカスタマイズを行うことが可能です。

サブルーチンは、 FORTRANもしくはC++で記述さ

れます。

ADAMSモデルの活用

ADAMSのadm、 acfファイルをMotionSolveの入

力ファイルとして使用できるため、 ADAMSモデルの

動解析をMotionSolveで実施することができます。

また、 ADAMSのユーザーサブルーチンが使用できる

ため、これまでのモデル資産を有効に活用することが

可能です。

選べるプリプロセッサ
解析内容やユーザーの専門性などに応じて、

MotionViewとHyperMeshのいずれかのプリプロセッ

サを自由に選択し、 MBDモデルを構築することが

できます。 豊富なMBD要素の作成機能を装備す

る汎用マルチボディプリポストシステムMotionView
に加え、 MBDモデルの構築機能を搭載した汎用

有限要素解析プリポストシステムHyperMeshを用

いて有限要素モデルベースにMBDモデルを構築す

ることが可能です。 MBD解析のエンジニアだけでな

く、有限要素の専門家まで幅広いエンジニアが満足

できるMotionSolve用のプリプロセッサを提供します。

これにより、 HyperMeshをご使用のFEM解析ユー

ザーのシミュレーション範囲が大きく拡がります。

弾性体を考慮したMBD解析

制御システムのブロックダイアグラム

PI制御によるローターの速度制御解析
（左図の制御システムを解析）

プロペラの挙動シミュレーション ボトルの搬送シミュレーション ロック機構

▲  HyperWorks 製品一覧へ
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複合領域設計性能スタディ・最適化ソフトウェア

HyperStudy
HyperStudyは、任意の外部ソルバーのモデルに対して最適設計支援のための各種スタディを行
うツールです。
HyperStudyは解析の種類を限定しないため、非線形構造解析、機構解析、熱流体解析など様々
な現象における最適化、またそれらの組み合わせによる複合領域の最適化、実験計画法による
設計パラメータの応答に与える影響の確認、およびロバスト性の評価等が可能です。

実験計画法
実験計画法 （DOE）は、モデルにおける設計パラメー

タが応答特性に与える影響を効率良く定量的に評

価するための機能です。 実験計画法では、選択

された実験計画タイプに応じ、多様な設計パラメー

タの組み合わせでシミュレーションを繰り返し実行し、

設計パラメータの主効果や相互作用、モデルの応答

を示す関数である応答曲面を得ることができます。

DOEポスト処理

・ 主効果

・ 決定係数、自由度調整済み決定係数

・ 残差分析 ・ 相互作用

・ 分散分析 ・ t値

・ スネークビュー ・ 散布図

・ 一次相関 ・ 応答曲面

実験計画タイプ

・ 完全実施要因計画

・ 一部実施要因計画

・ 中央複合計画

・ Box-Behnken計画

・ Plackett-Burman計画

・ ラテン超方格計画

・ Hammersley計画

・ ユーザー定義の実験計画

近似処理
実験計画法などの結果を用いて近似処理をする機

能です。 実際に計算 ・ 実験していないパラメータで

の応答値の予測をすばやく行うことができ、結果の傾

向を応答曲面の3D表示などで視覚的に捉えること

ができます。 また、最適化の遺伝的アルゴリズムや

多目的最適化、確率統計解析は膨大な計算量を

必要としますが、近似処理による応答曲面を用いる

ことで多数の計算も非常に高速に処理することが可

能です。 以下の近似機能を有しています。

・ 最小二乗法

・ 移動型最小二乗近似

・ ハイパークリッギング

・ 放射基底関数

最適化
最適化機能は、制約条件を満足する条件下で

目的関数を最大または最小にする設計パラメータ

を求める機能です。 目的関数として定義されてい

る応答特性を任意のターゲット値に導く設計パラ

メータを求めるシステム同定問題にも利用可能で

す。 この場合、目的関数は、着目している応答と

ターゲット値との偏差の二乗を最小化します。 また、

Minmax問題にも対応します。

最適化手法

・ 応答曲面法 （逐次改訂型）

・ 可能方向法

・ 逐次２次計画法

・ 遺伝的アルゴリズム

・ ユーザー定義の最適化エンジン

最適化の種類

・ 形状最適化

・ 寸法最適化

・ 材料同定 他

ロバスト性最適化

通常、最適解は制約条件ライン上に存在するため、

最適化により得られる解は僅かな変化 （例えば、設

計変更であったり、製造上の誤差など） で制約を満

たさない結果 （危険な設計） となります。 制約値に

対して信頼性を付加し、製造上のバラツキによる性

能変化を考慮した最適値を求めることで、信頼性の

高い結果が得られます。

離散変数

連続変数 （パラメータに上下限値を設け、その間で

あればどのような値でも取れる変数） だけでなく、離

散変数も設計パラメータとして利用できます。

離散変数とは、バイナリデータのように、限られたリス

ト （0か1など） の中から選ばれる変数であり、実際

の設計においては、ボルトの本数、材料の規格など

は離散変数として扱われるため、より現実的な設計

案を得ることが可能になります。

多目的関数最適化

多くの設計問題での評価関数にはトレードオフの関

係があります。 単目的関数の最適化では１つを目

的関数に、その他を制約条件にしなければなりませ

んでしたが、多目的最適化機能を用いることで、複

数の目的関数を扱うことができます。 これにより、ト

レードオフの関係をパレート解として可視化し、最適

解を選択できます。 以下の３つの多目的最適化ア

ルゴリズムを有します。

・ MOGA （多目的遺伝的アルゴリズム）

・ GMMO （勾配型多目的関数最適化）

・ HMMO （ハイブリッド型多目的最適化）

確率統計解析
HyperStudyの確率統計解析機能は、モンテカルロ

法を採用しています。 決定論的手法に基づく通常

の最適化では設計パラメータに含まれる誤差、バラ

ツキなどの不確定な要因を考慮していませんが、確

率統計解析ではそれら不確定要因が目的関数な

どの応答特性に与える影響を定量的に評価するこ

とができます。 これにより、設計パラメータに制御でき

ない誤差が含まれる場合において、変動の少ないロ

バストな応答特性を得るための最適な設計パラメー

タの水準を求めることができます。

HyperStudyには、以下に示すサンプリング手法と設

計パラメータに対する分布関数が装備されています。

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

サンプリング法

・ シンプルランダム  ・ Hammersley

・ ラテン超方格

豊富なソルバーインターフェース
HyperStudyには、汎用解析ソルバーの結果に対す

るインターフェースが装備されており、これらのソルバー

モデルを複数同時に扱うことにより、複合領域での

最適化やスタディを行うことが可能です｡

Altair HyperMesh結果ファイル

Altair HyperXtrude Altair MotionSolve

Altair OptiStruct Altair RADIOSS

Altair H3Dファイル形式

XYデータ  ABAQUS

ADAMS  ANSYS

DADS  Fluent

LS-DYNA  MADYMO

MARC  NASTRAN

PAM-CRASH  SIMPACK

パラメータ化のシンプル操作

HyperMeshのモデル情報をそのまま設計変数定義

とすることができ、材料定数値やシェル要素板厚値

などを数度のボタンクリック操作でHyperStudyに取

り込めるため、変数定義のために入力ファイルをテキ

スト編集する必要はありません。

また、 HyperMeshのメッシュモーフィング機能である

HyperMorphにより、形状最適化のための候補形

状を簡易に定義することができ、材料定数値などと

同様に数度のクリック操作でHyperStudyに情報を

引き渡すことができます。 これにより、ソルバーとの接

続作業工数を大幅に低減することが可能です。

Microsoft Excelとの接続

Excelファイル内のセルを変数、応答とすることができ

ます。 応力計算やコスト計算などにExcelを用いて

いる場合、解析ソルバーやテキスト編集などを必要

とせずに最適化などのスタディが可能です。

洗練されたユーザーインターフェース
ウィザード形式の日本語GUIを採用しており、完了

した作業がプロセスツリー状に並ぶため、次にすべき

作業が分かりやすくなっています。 また、作業プロセ

スやフォルダ構成も実験計画法等の各スタディで統

一されており、計算中・計算後にファイルにアクセスす

ることが容易です。

編集可能なマトリックスビュー

実験計画法や確率統計解析でのサンプリングポイン

トの可視化に役立つマトリックスビューや散布図によ

り、計算前にサンプリングポイントの確認や追加が可

能です。

また、最適化も含めたスタディ結果もマトリックス状に

出力されるので、後処理のためのデータ編集に役立

ちます。

拡張された応答定義機能

解析ソルバーからの抽出、また抽出後に結果値に

対して行う演算処理 （最大値抽出やフィルター処

理など） がGUI上で非常に簡便に行えます。 関数

表から使用したい関数を選択し、ソルバーからの抽

出結果を割り当てるだけです。 複雑な演算処理

を行いたい場合は、マトリックス演算を得意とする

HyperMathを用いて処理させることもできます。

HyperGraphへのグラフ転送

収束履歴や主効果図、応答曲面図をHyperGraph
で表示できます。 これにより、グラフのキャプションや注

記の追加・変更、演算などによるデータ加工が容易

になります。

複数のジョブ投入

実験計画法や遺伝的アルゴリズムでは、同時に複

数のジョブを投入できます。 これにより、スタディ時間

の大幅短縮が見込めます。 GUI操作により同時投

入ジョブ数を指定できます。

▲  HyperWorks 製品一覧へ

応答曲面表示

結果の分布表示

火星探査機着陸の信頼性

最適化反復計算履歴のグラフ化

日本語GUIでの散布図と相関性 衝突解析における 
頭部損傷度の改善

スタディ結果に対する高度な結果可視化
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数値解析モデリング環境

HyperMath
HyperMathは、ユーザーによる演算スクリプト定義が可能な数値解析処理プログラムエンジン
です。 算術演算をはじめ、マトリックス演算、複素数演算などを実行するためのスクリプト作
成が簡単に行えます。 HyperMathを単独のスクリプトとして利用したり、 HyperWorks製品
と連携させて複雑な演算を処理させたりすることができます。

HyperMath言語よるスクリプトの 
作成
数値解析プログラムを作成するためには、独自のス

クリプト言語 （HyperMath言語） を使用します。 こ

のスクリプト言語には、多くの演算子や関数が用意さ

れており、幅広い演算プロセスを定義できます。

・ ベクトル演算

・ マトリックス演算

・ 各種条件制御 （if、 while、 for 他）

・ 文字列操作

・ 関数ライブラリ

・ 関数の作成

・ バッチ処理 
（バッチ処理によるスクリプトの実行が可能）

関数ライブラリ

HyperMathは、数多くの関数を用意しています。

・ 信号処理 （フィルタや音響 他）

・ 統計処理

・ 線形 / 非線形ソルバー

・ 衝突・安全性評価

・ 最適化アルゴリズム 他

開発環境の統合

・ HyperMath に統合された GUI コンポーネント

（ScriptView） のセットが、スピーディーなコード開

発を可能に

・ シンタックスの強調表示や、コードの折り畳み機能、

コード検索機能を備えた最新エディタ

・ プログラミングコンストラクト （フォルダ、ファイル、サブ

ルーチン、プロット）を整理して、検索を容易に

・ ファイル閲覧システムから、ディスク上にある既存ファ

イルにアクセス

・ 実行時にビジュアル表示による対話操作で、コード

を検証

・ 検索機能の付いたビルトイン ライブラリ項目のカタ

ログを提供

データ可視化

・ ２次元折れ線グラフおよび棒グラフ

・ プロット属性のインプレース編集

・ プロット属性編集に利用できる、多彩な機能を用意

インターフェース

HyperMath は、 HyperGraph と同じ外部プログ

ラムへのインターフェースをサポートします。 したがっ

て、各種CAEデータの読み込みが可能です。 さ

らに、 MatlabのMATファイルのインポートも可能

です。 HyperWorks 製品では、 HyperStudy や

OptiStructでHyperMathによる関数を使用するこ

とができます。

・ Altair HyperMesh （.res） 

・ Altair OptiStruct 

・ Altair H3D （制限あり）

・ Altairバイナリ形式* （.abf）

・ Altair RADIOSS

・ LS-DYNA （時刻歴ファイル、 d3plot、 binout）

・ ADAMS

・ MADYMO

・ PAM-CRASH

・ NASTRANのPUNCHファイル （pch）複素結果

・ RIDEデータファイル

・ RPC-3

・ nCode （.dac）

・ Excel * （.csv形式）

・ マルチカラムASCII

・ xyDATAファイル

・ UNV

・ DIADEM

・ ISO 13499

・ HDF4
＊ これらの形式は書き出しも可能。

適用場面

・ 解析ソルバーや実験装置からのデータのファイル

フォーマット変換

・ 任意関数を定義することによるHyperGraphの補

間

・ OptiStructやHyperStudyでの複雑な応答演算

を必要とする場合の補助

コードの実行をしながら検証が可能な 
インタラクティブデバッガー

HyperMathはモダンなGUIベースの開発環境
（ScriptView）を包含

▲  HyperWorks 製品一覧へ

プロファイル部の温度分布

樹脂プロファイル押し出し解析

押し出し成形シミュレーション

HyperXtrude
製品開発サイクルが短期化され、コスト削減を余儀なくされる中、押し出し加工においてはより
複雑な形状成形技術が求められています。 HyperXtrudeは、ダイおよび押し出し加工過程の解
析と設計用シミュレーションツールです。
この分野において画期的なテクノロジーともいえるHyperXtrudeは、押し出し加工過程におけ
る材料フローと熱伝達を正確にシミュレートし、ダイ設計の時間を大幅に短縮し、試作にかかる
コストの削減に大きく貢献します。

HyperXtrudeの利点
HyperXtrudeは、押し出しダイ設計の仮想実験、

検証、補正および最適化のための解析ツールを提

供します。

ダイの設計に要する時間とコストを縮小

・ ダイ作成とプレスセットアップを行う前の予測と方向

性を提供する、ロバストで信頼性が高い効率的な

コンピュータシミュレーション

ロバストなダイアセンブリー設計

・ ダイ設計の最適化を可能とする、押し出し荷重に

よる工具の変形および応力の正確な予測

その他

・ 押し出し材料のフロー、温度、圧力および力の可

視化および把握

・ 溶接廃棄物の最小化

ビレット間の溶接長さを計算して溶接廃棄物を最

小化

・ 仮想検証によるコスト高で時間のかかる金型試験

の削減

・ 製品開発サイクル全体の時間を大幅に短縮

押し出し解析の特長
コストのかかる問題に発展する前に設計エラーを特

定することが可能です。

押し出しに特化したユーザーインターフェース

・ ネイティブCADデータフォーマットでのダイ形状のイ

ンポート

・ 数ステップのみでダイを解析可能にする、プロセスフ

ローに基づく押し出しウィザード

・ リモートコンピュータからのジョブ投入を可能にする

HyperXtrude Job Manager

・ 押し出し流動モデルジオメトリデータ自動作成 （メ

タル押し出し）

ダイの全タイプをサポート

・ ソリッド、半中空、中空のプロファイル

・ 複数の穴のダイ

・ ２つ以上の材料の同時押し出し

・ フィーダープレートおよび拡散ダイ （メタル押し出し）

・ 直接、間接およびコンフォーム押し出しプロセス （メ

タル押し出し）

・ フィルムおよびシートの押し出し （ポリマー押し出し）

・ らせん状のダイ （ポリマー押し出し）

・ メタルの挿入による押し出し （ポリマー押し出し）

押し出し異常の予測

・ プロファイル変形予測

・ サーフェスの不具合

・ メタル押し出し

・ サーフェスの不純物を追跡し、プロファイルへの進入

を防ぐ

・ 溶接長さの測定

・ ウェルドチャンバーにおける溶接継目の品質予測

・ プロファイルの粒子寸法と引っ張り降伏強度の予測

工具変形解析

・ 流体、熱および応力の連成解析ソルバー

・ OptiStructを用いた押し出し時のダイ変形および

マンドレルのずれの計算

・ 製品のトレランスに合うように工具変形を最小化

・ 工具の破断原因の特定

・ OptiStructを用いたバッカーとボルスターの形状お

よび寸法の最適化

統括的な材料データベース

・ 工具およびワークピースに関する、一般的に用いら

れる樹脂や合金の材料データベース

・ 材料特性を調整するための組み込み修正モジュール

・ 新しい材料モデルの追加を可能にするユーザーサ

ブルーチン

その他の解析機能
・ ビレット鍛造解析

・ 摩擦攪拌溶接 （FSW）解析

・ 樹脂トランスファー成形解析

・ ロール成形解析

プロファイル変形解析
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プレス成形シミュレーション

HyperForm
Altair HyperFormは、オールインワンのプレス成形シミュレーションシステムです。 1997年
の発表以来、全世界で多くのプレス部品設計者や金型設計者に使用されています。 従来のプレ
ス成形シミュレーションのみならず、 HyperCrash、 OptiStructやHyperStudyを用いた衝
突解析や最適化手法との連携機能を行うことが可能であり、高機能化にも対応した次世代のシ
ミュレーションシステムです。 製品開発から生産までの全プロセスを繋ぐ統合シミュレーショ
ンシステムとして、リードタイム短縮やコスト削減に大きく貢献します。

高速・高精度インクリメンタル解析
インクリメンタル法による全成形工程の検討

HyperFormのインクリメンタル法によるプレス成形シ

ミュレーションは、優れた計算精度とスケーラビリティを

持ちます。 インクリメンタル解析での最適化機能が

向上し、シームレスに製品やプロセスのパラメータスタ

ディを行うことが可能となります。

・ 全工程のプレス成形性解析に対応

 ‐自重たわみ  -  バインダラッピング

 ‐ドローフォーミング -  リストライク

 ‐トリミング  -  フランジング

 ‐スプリングバック

・ チューブ曲げ用GUIを標準装備

 ‐チューブハイドロフォーミング

＊ 上記インターフェースは、 LS-DYNA用も装備

オートプロセスによる簡易なオペレーション

自動設定機能オートプロセスは、各成形工程に対

応して条件設定から計算実行までを直感的なオペ

レーションで迅速に行い、計算を実行することが可能

です。 また、ユーザープロセスの多工程解析のセット

アップ機能によって短時間でプレス成形シミュレーショ

ンを実施することが可能となります。

高速計算と高精度の両立

RADIOSSの並列計算オプションを使用することに

より、高速かつ高精度な結果を得られます。 また、

RADIOSSのアドバンスト マススケール法 （AMS）によ

り、大幅な計算時間の短縮が可能です。 アダプティ

ブメッシュでのAMSにも対応し高速化はさらに加速

しています。

プレス成形シミュレーションの高精度化

スプリングバック形状の予測精度向上に有望な吉

田 ・ 上森 材料モデルを使用することがまた、ホット

フォーミング成形のシミュレーション機能が搭載されて

おり、シェル要素およびソリッド要素でのホットフォーミ

ングでの成形性を確認することが可能です。

超高速ワンステップ解析
ワンステップ法による成形性の検討

HyperFormのワンステップ法ソルバーを利用すると、

成形性の初期検討が短時間で行えます。 また、ブ

ランク形状をシミュレートすることにより、材料コストの

試算や最適化が可能となります。 さらに最適化機

能が向上し、シームレスに製品やプロセスのパラメー

タスタディを行うことが可能となります。

超高速ブランク展開

ワンステップ法による成形性の検討と同時に、ブラン

ク展開ラインからブランクフィット寸法や歩留まり計算

などのネスティングを検討することも可能です。 成形

性の結果は、定型のレポートとして出力できます。

ワンステップ結果出力オプション

RADIOSSだけでなく、LS-DYNAやNASTRANのフォー

マットでワンステップ成形結果を出力することが可能

です。 その結果ファイルを使用して、プレス成形結

果を考慮した剛性解析等への連携が可能です。

ダイフェース形状の簡単作成機能

製品形状からダイフェース、余肉形状作成と修正、

バインダ設計などが非常に高速で行えます。 Rib 
Editorを使用することで、複合形状での余肉断面

設計が可能です。

成形性解析プロセスの自動化と 
連成解析
CAEモデルへの成形結果の自動初期化

Engineering SolutionsのResults Initializerを使

用すると、 CAEモデルに対して、ワンステップ解析の

成形結果 （板厚･塑性ひずみ）を自動的に初期化

し、プレス成形の影響を考慮した衝突解析を行うこ

とが可能です。 成形結果を考慮することで、実機

試験結果との解析精度が向上することが報告され

ています。

対応ソルバー

Altair RADIOSS  LS-DYNA

成形性解析結果の構造解析へのマッピング

HyperCrashのResults Mapperを利用すると、板

厚変化などの成形シミュレーションの結果を構造解

析の入力として、シームレスなデータの受け渡しが可

能です。

入力可能ソルバー

Altair RADIOSS  AutoForm

LS-DYNA  NASTRAN

PAM-STAMP

出力可能ソルバー

Altair RADIOSS  ABAQUS

LS-DYNA  NASTRAN

マッピングデータ

・ 応力テンソル  ・ 塑性ひずみ

・ 板厚

金型の構造解析
OptiStructと連携した金型構造最適化

より軽く設計された金型は、金型の移動性や操作

性を上げ、材料コストを大幅に削減します。 プレス

成形シミュレーションで算出されたプレス力などを入

力データとし、金型のたわみ、応力、金型形状の最

適化 （軽量化）の検討が可能です。

インクリメンタル解析ツール
スプリングバック結果位置合わせ機能

スプリングバック結果を検証するためにダイフェース

データと位置合わせを実施するツールSpringback 
Positionerおよび比較結果コンターを出力する

Springback Comparisonが搭載されました。 スプ

リングバック解析結果をより正確に評価することが可

能になります。

一体型プレス成形

HyperForm Solista
HyperForm Solistaは、 HyperFormの
エッセンスを構成したプレス工程設計と
金型設計を行うプレス技術者向けのスタ
ンドアローンパッケージです。 充実し
た解析機能が、プレス成形シミュレー
ションに威力を発揮します。

HyperForm Solistaの主な機能

・ ワンステップ解析

・ ダイフェース作成

・ インクリメンタル解析

・ 解析結果確認

自動ブランクネスティング 多工程自動インクリメンタル解析 HyperWorks Desktopとの統合

▲  HyperWorks 製品一覧へ

車両モデルへの成形結果の自動初期化
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コンピューティング資産への投資効果の最大化

PBS Works
コンピュータの処理能力が上昇の一途を辿る今日、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）
のワークロードはかつてないほどに重く、複雑なものになっています。これに呼応して高まるHPC
への要望を安全かつ効率的に満たす上で鍵を握っているのが、先進のリソースワークロード管理シ
ステムです。PBS Worksは、コンピューティングインフラストラクチャへの投資効果（ROI）を最大
限に高めることを可能とするオンデマンドクラウドコンピューティングテクノロジー製品群であり、
クラウドコンピューティング、クラスタコンピューティング、オンデマンドコンピューティングの各
分野において世界中で最も幅広く導入されているソフトウェア環境です。

PBS Professional
PBS Worksの基盤であるPBS Professionalは、散

在する複雑なコンピューティング資産を１つの統合さ

れたシステムとして管理することができ、柔軟なオンデ

マンドコンピューティング環境を提供します。

社内コンピューティングリソースの仮想化

PBS Professionalは、ネットワークで繋がれたさまざ

まな異機種のコンピューティングリソースを共有し、１

つの仮想コンピュータとして利用できる環境を提供し

ます。 仮想的に単一化されたリソース群の負荷状

況を監視し、最適なリソースを利用してジョブの実行、

管理を行うことで、システムのパフォーマンスを最大化

します。

社内コンピューティングリソースの最適化

コンピューティングリソースが仮想化され一元管理さ

れることで、ハードウェア稼働率を最大化すると同時

に、アプリケーションライセンス利用効率の最大化や

管理コストの削減を実現します。

主な機能

・ フェアシェアスケジューリング

全体のコンピュータリソースを各グループや各ユーザー

に対して配分することが可能です。 例えば、流体

解析グループは全体の35％、衝突解析グループは

25％、構造解析グループは15％、振動解析グルー

プは25％のように設定できます。 また、衝突解析グ

ループ内の○○さんは重要な案件を抱えているので、

そのグループ内のリソースの50％を使用させたい、と

いった運用にも対応可能です。

・ バックフィル

適用されているスケジューリングポリシーにおいて次に

実行予定のジョブ （Top Job トップジョブ）が開始され

るまでに “すきま” が発生する場合、トップジョブの開

始予定時刻を遅延させることなく、その “すきま” で

完了できる小さなジョブを実行させることで、リソース

を有効に使用します。

・ TopNバックフィル

バックフィル機能を使用する場合、通常トップジョブは

１つです。 つまり、開始予定時刻を守るように設定

されるジョブの数は1ですが、このトップジョブの数を変

更することができるようになりました。

複数のトップジョブを設定できるようになったことで、重

要度の高いジョブを優先しつつ、効率的にリソースを

利用できるようにバランスを取りながらスケジューリング

ポリシーを調整することができます。

・ Shrink-to-fit

これまでは、実行時間 （Walltime）が差し迫ったシス

テムメンテナンス開始時間にかかる場合、ジョブは実

行できませんでしたが、ジョブに最小実行時間を与え

ることで、リソースをさらに無駄なく使用することが可

能になりました。

・ ジョブの開始時刻予測

ユーザーにとって自分が投入したジョブがいつ実行さ

れるのか、また管理者にとってどのノードがいつ使用さ

れるのかがわかれば、納期に向けた業務計画をより

正確にたてることが可能になります。

ジョブの開始時刻予測機能は、サイトのスケジュー

リングポリシーのすべての面を考慮しながら、ジョブの

実行開始時刻およびジョブで使用される実行ノード

（vnode）を予測し表示させることができます。

・ GPUスケジューリング

PBS Professionalの拡張可能なアーキテクチャを活

用して、グラフィックスプロセシングユニット （GPU）のス

ケジューリングが可能になります。

・ Hook

複雑かつ高度化するHPC環境に対する要望を満

たすためには、既成の機能だけではなく柔軟に対

応するための機能拡張プラグインがあると便利です。

Hookは、 PBS Professionalの特定の実行箇所で

稼動できるカスタム実行可能ファイルです。 ジョブの

キューイング、ジョブの変更や移動、ジョブの実行な

どのイベント時に発生するアクションに対して、承認、

拒否、修正を行うことができます。 これによってジョブ

のフィルタリング、パッチやワークアラウンド、機能拡張

をPBS Professionalのソースコードを変更することな

くその場で作成することが可能です。
広範な適用分野

・ スケジューリングフォーミュラ

ジョブの優先度を計算するための式を定義して、任意

のスケジューリングポリシーを適用することができます。

PBS Analytics
PBS Analyticsは、コンピュータの利用状況データを

可視化し、 HPCワークロードが貴重なコンピューティ

ングリソースをどの程度効率的に使っているかをHPC
管理者が把握するための手助けをする、ウェブベース

のポータルです。 単体から複数のHPCシステムまで、

詳細な使用履歴データの選択やフィルタリング、可

視化の操作を簡単に行うことが可能です。 管理者

はPBS Analyticsの使用により、 HPCシステムの稼

動状況を把握できます。

特長

PBS Professionalの利用状況に合わせて容易に

拡張が可能です。 複数のPBS Professionalサー

バーから集めたデータを共通のデータベースに統合し

て一元化して閲覧でき、リソースの生産性を高める

ための支援ツールとしてご利用いただけます。 PBS 
Analyticsは、次のようなPBS Worksユーザーに最

適のソリューションです。

・ 既存のリソースを監視、最適化してコスト管理を行

いたい

・ ソフトウェアライセンスを含め、詳細なキャパシティプ

ランニングやリソースのスケジューリングをサポートで

きるよう、正確な分析とレポートが必要

・ 利用傾向を把握して、リソースを共有、統合する

ためのチャンスをピンポイントで特定したい

・ 利用分だけ課金を行うために、アカウントに関する

詳細なデータを抽出して書き出したい

・ サービスレベルアグリーメント （SLA）を遵守するため、

プロジェクトに関する計画の有効性をいち早く検証

したい

・ プロジェクト期限を守るために、 ITボトルネックを最

小化したい

主な機能と利点

・ チャートやグラフに、ウェブブラウザインターフェース経

由でいつでもどこからでもアクセス、閲覧が可能

・ 安全な、ロールベースのアクセス制限。 ユーザーは

閲覧が認められているデータだけにアクセス可能

・ プロジェクトに関する計画の有効性を検証して、変

化する優先順位に合わせてワークロードのバランス

の再調整が可能

・ 詳細な課金情報を作成して、利用分だけ課金す

るシステムをサポート

・ ユーザー向け、管理者向け、経営者向けに、カス

タマイズを施したパフォーマンスダッシュボードを簡単

に構築可能

・ 複雑なデータセットを可視化するため、様々な形

式のチャートやグラフに幅広く対応

・ 分析カテゴリー別に様々なテンプレートを実装

・ テンプレートを利用した編集および新規テンプレー

トを作成可能

・ オープンで拡張可能な設計。 他のツールのデータ

を読み込み、書き出しするためのオプションも搭載

・ 設定、操作が簡単。 詳細なレポートやチャートを

数分で作成可能

・ シンプルな表をベースにしたツールを使って、チャート

の定義やカスタマイズが可能

・ 1台または複数のPBS Professionalサーバーから

の使用履歴を、動的に作成、グラフ化可能

豊富な分析、グラフ表現機能 

・ 線グラフ、円グラフ、棒グラフ、柱状グラフ、レーダー

チャートの表示に対応

・ 頻度分布、過去の平均、合計の表示に対応

・ 履歴データを一定期間ごと、またはユーザーごとに

グラフ化可能

・ 時間オプション ： 年度順、期間指定 （日、週、月、

四半期）

・ ジョブ、ソフトウェア、実行ノード、ユーザー、プロジェ

クト、グループ、実行キューなどによるデータ追跡

・ ソフトウェア、実行ノード、ユーザー、グループ、実行

キューなどによるフィルタリング

・ ウェブでの公開およびCSVファイル出力

①作成したいチャートを選択 ②表示したい項目をドラッグ＆ドロップ ③ ［Apply］ボタンでチャートを作成

簡単な操作でオリジナルチャートを作成可能

Pixels OnlyPixels Onllyy

PiPixexelsls OOnlnlyyyPiPiixexex lls Onllyy
Head Node

▲  HyperWorks 製品一覧へ
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製品設計開発のためのエンタープライズWEBポータル環境

Simulation Cloud Suite
Simulation Cloud Suiteは、CAEデータや実験データ等のエンジニアリングデータの管理や共
有化を劇的に簡易化する画期的なツールです。
Simulation Cloud Suiteを利用することにより、エンジニアリングデータのデータベース化、デー
タ内容の参照、データ変更履歴（バージョン）の管理、他のグループやマネージャーへの公開、ウェ
ブを通してのビジュアライゼーション等を統一した環境下でスムーズに行うことが可能となります。
また、Simulation Cloud SuiteはHyperMeshやHyperView等のHyperWorks DeskTopに完
全に統合されているため、CAEモデルの表示や変更、データの分析やグラフ化、結果のアニメー
ション表示等を、HyperWorksの操作環境から出ることなくシームレスに実行することができます。

HyperWorksシミュレーションツール群とPBSWorks
ワークロード管理ソリューションとの統合により、ハイ

パフォーマンスコンピューティングの生産性を向上させ、

信頼性の高い、手頃なエンタープライズシミュレーショ

ンプラットフォームをユーザーに提供します。

Altairは、 CAEおよび試験解析を管理、自動化

する最も包括的な一連の機能を提供しています。

HyperWorksのソフトウェアモジュールはそれぞれデス

クトップレベルで即座に使用できます。 Simulation 
Cloud Suiteの持つ機能群によりHyperWorksの
ユーザーエクスペリエンスをより豊かなものにします。

Simulation Cloud Suiteソリューションは、シミュレー

ションのライフサイクルを通して使用されるコンテンツを

整理、自動化、管理するための最も自然な手段で

あり、非常に直感的なウェブベースのインターフェース

で作業を行えます。

Compute Manager
分散コンピューティング環境におけるバッチジョブの実

行、モニタリングを行うためのウェブポータルです。

ユーザーは、入力データを準備しアプリケーションを選

択するだけで、ジョブを実行することができます。 また、

アプリケーション毎に設定されるパラメータを修正し、

シミュレーションジョブの設定を簡単に変更することが

でき、分散コンピューティング環境上でのワークロード

モニタリング、シミュレーションジョブの管理、解析結果

の可視化などもリモート処理することが可能です。

Display Manager
ウェブブラウザを介して、インタラクティブアプリケーショ

ン （HyperWorksおよび他のソフトウェア）をリモートで

実行することが可能になります。

ユーザーは、クライアントマシンにアプリケーションをイン

ストールすることなく、ウェブブラウザ上から各種アプリ

ケーションを使用することが可能となり、膨大なファイ

ルのローカルへの転送も不要となります。 また、ウェブ

会議のように共同作業者との情報共有も行うことが

可能です。

Simulation Manager
シミュレーションの測定基準やコンテンツを管理しま

す。 異なるモデルやソルバーによる解析結果を収集

し、結果出力の可視化を含む解析結果のダッシュ

ボードを作成します。 これにより、繰り返し行う解析

プロセスにおいて変更したパラメータおよび解析結果

を管理し、結果の比較検討を容易にします。

Process Manager
個人のプロセスを収集して、これらを会社規模での

作業プロセス上のタスクとして組み込むことで業務プ

ロセスの全体把握と自動化を図ります。

プロジェクトサマリーをダッシュボード化

目標値サマリーをダッシュボード化

チームプロセスをダイアグラム化

HyperWorks
Unlimited

HyperWorks を無制限に

使用可能な、 CAE 用プライベート

クラウドアプライアンス

HyperWorks
On-Demand

ウェブポータルから HyperWorks
へのアクセスを可能にする、

CAE パブリッククラウド

Simulation 
Cloud Suite

シミュレーションライフサイクルを

管理する、 包括的なソフトウェア

製品群

Access to: 
HyperWorks 
on the Cloud 

Powered by: 
PBS Works 

Suite 

CAE用完全設定済みHPC環境

HyperWorks Unlimited™
HyperWorks UnlimitedはCAEのための最高水準のプライベートクラウド ソリューションです。ハー
ドウェアとソフトウェア両方のHPC環境が完全に設定されており、AltairのすべてのHyperWorks製
品を無制限（Unlimited）に使用することができます。

・  より良い製品の開発をより速く : 製品のコンセプトや

あらゆる解決策を深く追求し、 CAEにかかる時間を

短縮し、品質、信頼性、および利益性の向上に向け

て素早く確信を持って決断を下します。

・  IT管理をシンプルに : 設定済みのHPC環境のため

設置と管理が簡単で、 IT管理部門の負担を軽減し

ます。

・  競争力を手に入れる : CAEとHPCの両方を熟知す

るAltairのグローバルなサポートのもと、業界をリード

するシミュレーションおよび最適化テクノロジーへ無制

限にアクセスできます。

主な機能と利点
・  ライセンス無制限 : HyperWorks Unlimited内では

HWUライセンス数に制限はありません。 大量のシミュ

レーションを実行できます。

 

・ シングルベンダー : マシンの設置からご利用期間

中のメンテナンスとサポートまで、 Altair １社が窓口

になります。

・  斬新な価格モデル : リースサービスのため、 HPCへの

投資を資産化することなく経費に変換できます。

・  完 全 統 合 に よ り す ぐ に 使 え る : Altair の
HyperWorks製品群およびワークロード管理ツール

PBS Worksが設定された状態でお届けします。 HPC
の設置には、数日～数週間かかることがありますが、

HyperWorks Unlimitedは数時間の設置作業だけ

ですぐに使い始めることができます。

・  他社ソルバー製品対応 : オープンアーキテクチャーの

ため、 BYOL （Bring Your Own License） モデルと

合わせて月額のインテグレーション費用をお支払いい

ただくことで、サードパーティ製ソルバーもご使用いただ

けます。

・  HPCを熟知したAltair: HPCワークロード管理とシ

ミュレーションのためのソフトウェアソリューションを１社

内で熟知しているベンダーは他にはありません。

CAEパブリッククラウド

HyperWorks On-Demand
HyperWorks On-Demandはパブリッククラウドソリューションであり、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Altairの顧客に提供します。Altairの特許取得済みの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。

HyperWorksのパワー

特許取得済みのHyperWorksの “pay-per-usage”
（使った分だけ支払う） というライセンスモデルは、 10年
以上にわたり、 Altairの顧客に非常に大きな価値を提

供してきました。 顧客はHyperWorks Unit （HWU）
のプールを購入し、それを利用することでAltairの豊富

なソフトウェア製品群およびHyperWorksパートナー

製品を使用できます。 HyperWorks On-Demandで

は、 Altairの業界トップクラスのHyperWorksソフトウェ

ア群とともに、同じHWUでクラウドのHPCインフラストラ

クチャーにアクセスできることから、顧客の投資能力と柔

軟性はより一層高まります。

PBS Worksのパワー

HyperWorks On-Demand プ ラ ッ ト フ ォ ームは、市

場をリードする HPC ワークロードマネージャー PBS 
Professionalおよび最先端のジョブ投入、モニタリングお

よび分析webポータルを利用して、効率的なリソースの

活用を実現します。

Hosted HyperWorks Units （HHWU）のパワー

AltairのHosted HyperWorks Unitsは、 HyperWorks
のライセンスをクラウドにホスティングすることで携帯性を

実現します。ユーザーはHyperWorksソフトウェアにリモー

トでアクセスできるため、 IT関連のコストを削減し、トレー

サビリティとアクセス制御を管理できます。

▲  HyperWorks 製品一覧へ
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設計エンジニアのための概念設計ソフトウェア

solidThinking Inspire
solidThinking Inspireは、 Altair先進のGUIを採用し、数多くのテクノロジーを結集させたコ
ンセプト設計ツールです。 Inspireを使用することにより、設計エンジニア、製品設計者、建築
家は構造的に効率の良いコンセプトを迅速かつ簡単に生成し、探求することができます。
Inspireは習得が簡単で、既存のCADツールと連動するため、素早く構造部品を設計でき、コス
ト、開発時間、材料の使用量、および製品重量の削減を可能にします。

Inspireの特長
従来の構造シミュレーションでは、エンジニアは設計

上必要な荷重を支持できるかどうかを検証します。

Inspireは、荷重を入力として使用し、設計領域内に

新しい材料のレイアウトを生成することで、このプロセス

を支援します。

・ より速く

 ‐初めから効率的な形をつくる

 ‐後工程での設計変更の繰り返し回数を低減

・ より賢く

 ‐材料、形状、荷重による影響を把握する

 ‐複数の設計オプションを検討

・ より軽く

 ‐効率的な材料配置により重量を削減

 ‐材料削減 ⇒ コストの削減

形状作成と編集
モデルの作成および形状生成に必要な準備が簡単

に行える豊かな機能

・ 2D スケッチ

・ ソリッド形状の作成と編集

 ‐プッシュ / プル

 ‐ブーリアン演算

 ‐分割

・ 形状の単純化と修正

 ‐穴とフィレットの削除

 ‐プラグ、インプリント、パッチ

・ アセンブリ

 ‐パートの移動と回転

 ‐パートのコピー

 ‐パートのインスタンスコピー

解析
初期形状、およびそこから生成された形状の性能の

検証が可能な構造解析機能

・ 種類

 ‐静荷重  ‐固有振動

・ 荷重と拘束条件

 ‐集中荷重、トルク、圧力

 ‐拘束 （ポイント、エッジ、面、穴）

 ‐集中質量、重力

・ 結果の表示

 ‐変位 （アニメーション）

 ‐安全係数

 ‐応力 （フォンミーゼス、主、せん断）

 ‐引っ張り / 圧縮

 ‐振動モード （アニメーション）

 ‐振動数

形状生成
設計する領域から不要な材料を削り、軽量化に重

要な部分のみを残します

・ 目的関数

 ‐質量の最小化  ‐剛性の最大化

・ 制約条件

 ‐最大変位 （全方向、方向定義）

 ‐最大応力

 ‐最小振動数

 ‐最小 / 最大板厚 

・ 形状コントロール

 ‐型の抜き方向 （一方向、両方向）

 ‐押し出し

 ‐スタンピング （板厚一定）

 ‐穴なし

 ‐面対称、周期対称、周期＋面対称

 ‐パターンの反復

CADとの互換性
様々な形状ファイル形式の対応

・ インポート

 ‐CATIA V4・V5
 ‐IGES
 ‐NX
 ‐STEP
 ‐Pro/E

 ‐Parasolid
 ‐SolidWorks
 ‐STL
 ‐JT
 ‐ACIS

・ エクスポート

 ‐IGES
 ‐STEP

 ‐Parasolid
 ‐STL

▲  HyperWorks 製品一覧へ

55% 軽量化

Step 1 初期形状の評価 
（変位、応力、振動数など）

新規形状を確認① ⇒CADへエクスポート②Step 4

CADで作成した詳細な形状を 
InspireにインポートStep 5

詳細な確認Step 6

設計領域の作成またはインポート、 
形状コントロールの設定Step 2

最適な形状を生成① ⇒ワンクリックで再評価②Step 3

Inspireに
よ

る
新

た
な

設
計

プ
ロ

セ
ス

1

2

1

2
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▲  HyperWorks 製品一覧へ

プロファイルカーブの編集による形状変更

KeyShotライブリンク

- Evolveは、 MacでもWindowsでも使えるハンドリングの良いデザインCADです。 -

「この形状をスタディするためにEvolveの自由な形状編集機能を多用しました。 最初に舌の様な

形状を作り、それを丸めた後にひねりを加え、バランスを修正しました。 頂部からすべり台の下部にか

けて滑らかにエッジをつなぎながら、途中で内と外が入れ替わる複雑な形状となりましたが、 Evolve
では形状修正が容易なため、短時間で最終的な形状データを作成することができました」

千葉大学大学院デザイン科学専攻
環境デザイン研究室
原 寛道氏

画像提供：株式会社コトブキ様、千葉大学大学院。クリーパーおよびスペースキューブは株式会社コトブキの製品であり、solidThinking（現solidThinking Evolve）を使用してデザインされたものです。

Evolveで 
『楽しい空間』をかたちに

スペースキューブのデジタルモデルスペースキューブクリーパー

マウスのレンダリング事例

工業デザイナーのための3D NURBSモデリング・実写的レンダリングソフトウェア

solidThinking Evolve
工業デザインの世界では、デザイナーが頭の中でイメージしたものを正確かつ容易にコン
ピュータの中でモデル化でき、現実世界に溶け込んだリアリティーのあるイメージの描画に
よって完成品を実感できることが非常に重要です。
Evolveは、工業デザイナーが短時間に多くのデザイン案を評価、探求、ビジュアライズするこ
とを可能にする3Dモデリングおよびレンダリング環境を提供します。
Evolveは、 Mac OS XとWindows OSに対応し、高品質な3Dモデルとフォトリアリスティック
なレンダリングを作成するツールが１つのパッケージに全て含まれている3Dソフトウェアです。

Evolveの特長
魅力的なデザインを瞬時に作成

自動化された構成履歴によって全てが制御されたソ

リッドモデリングを自由曲面生成と組み合わせたハイ

ブリッドモデリングのアプローチにより、完全に自由な

環境でモデルを作成できます。

・ 従来型ソフトウェアの制限にとらわれることなく、考

案、探求、そして完璧なデザイン生成が行えます。

・ 完全に統合されたレンダリング環境で、製品コンセ

プトを驚くほどリアルに視覚化します。

・ デザインと複雑なアイデアをフォトリアリスティックなア

ニメーションによって共有します。

・ CAD/CAM/CAEシステムとの3Dデータの受け渡し

により、デザイナーとエンジニアの間で異なるデザイ

ンの解釈が行われてしまうことを防ぎます。

・ WindowsとMacの両方のプラットホームをサポー

トしています。

時間とコストを削減

少ない時間でより多くのアイデアを作り、さらに探求

することにより、製品開発のサイクルを縮めます。 意

思決定のクオリティ向上と迅速化を実現します。

プロトタイプの開発費を減少させることで、製品開発

費を削減します。 リアリティーのある精確な3Dモデ

ルを作成し、デザインの評価およびビジュアライゼー

ションのためのツールを使用することにより、製品開発

工程の初期の段階で、欠陥を取り除きます。

Evolveの機能
業界トップクラスの構成履歴

パラメータやサーフェスに修正が加えられた際には、

無限の構成履歴 （Construction History） 機能が

リアルタイムでの更新を提供します。

瞬時に再構築された履歴ツリー内でソースオブジェク

トを識別し、選択するための構成履歴をグラフィック

に表示します。

全てのオブジェクトのパラメータとポイントの両方につ

いて、自由に操作することができます。

モデルを自由に扱えるため、新しい形状について手

軽に試行を重ね、創造力を高めることができます。

この卓越した構成履歴によって生産性がいかに向

上するかを経験すると、二度と手放すことができなく

なります。

先進のNURBSモデリング

Evolveは、ジオメトリのタイプとしてNURBS （Non 
Uniform Rational B-Splines） を使用しています。

このカーブとサーフェスの定義方法は、最上級の柔

軟性と精度の高さを提供します。 NURBSは、希望

するどのような形状も、解析的フォームと自由フォー

ムの両方で表現する能力があり、アルゴリズムは非

常に高速で安定しています。 完全なNURBSベース

のモデリング、構成履歴および先進のモデリングツー

ル群によって、 Evolveはデザイナーのための他に類

を見ないツールとなっています。

ポリゴンモデリングとサーフェスの再分割

Evolveはまた、 n-サイド （n角形）ポリゴンをサポート

した先進のポリゴンモデリング機能を備えています。 ポ

リゴンの作成や引き伸ばし、フェイスやエッジの分割、再

分割、間引きなど、様々な操作を行うことが可能です。

構成履歴を用いたインタラクティブなサーフェス再分

割というユニークな機能は、ポリゴンメッシュのスムージ

ングや再分割の作業において、最大限にその力を発

揮します。

リバースエンジニアリング

オブジェクトから点群を作成： サーフェスより点群を作

成します。

点群から平面上に点列を作成 ： 与えられた点群よ

り、指定した数の点について、平行な平面上に点列

を作成します。 このコマンドは、 3Dスキャンより得ら

れた点群を簡略化するのに大変有効です。 断面

の平面方向に加えて、ユーザーはプレーンの数、また

は平面の距離のいずれかを指定することができます。

点群からカーブを作成： 点群よりカーブを作成します。

このツールは、選択した点群からカーブの開始点と、

ポイント間の距離の小さい順に結合した近似曲線を

作成します。

リアルタイムなフォトリアリスティックレンダリング

業界の最先端をいくレンダリング技術を統合するこ

とで、総合的なレンダリングシステムが活用できます。

最も効率的なメモリ管理機能、出力に対する無制

限の解像度の設定、また、マルチスレッドおよびマル

チプロセッサレンダリングは、 Evolveをフォトリアリス

ティックなイメージを生成するための完璧なツールにし

ます。 リアルタイムレンダリングは、デザイン段階での

可視化とレビューにおいて、インタラクティブ性をより一

層向上させます。

KeyShotライブリンク

EvolveからKeyShotを直接起動し、そのままレンダ

リングに移行することができます。 ライブリンク中のモ

デルはKeyShotのレンダリング設定を残したまま形

状の更新が行えます。 データ入出力の手間が省け、

工数の削減も可能です。

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によって、デザイ

ン表現をさらに上のレベルに仕上げてくれます。 複

雑なアイデアを伝えるためにビデオやQuick Time VR
ムービーを作成したり、 H3D （Hyper3D）ファイルを

インポートして見事なシミュレーションを作り上げたり

することが可能です。

データ交換

デザイン工程の全体を通して扱われるデジタルデータ

を、高速で高品質な変換機能を使って簡単に交換

します。

入力

・ Altair H3D

・ CATIA V4/V5

・ DXF

・ DWG

・ IGES

・ Lightwave

・ Maya

・ Parasolid （x_t、x_b）

・ Pro/ENGINEER

・ Rhinoceros

・ RIB

・ SAT （ACIS）

・ SolidWorks

・ STEP

・ STL

・ NX

・ VDA/FS

・ VET

・ VRML

・ 3DStudioMax

・ OBJ

・ Adobe Illustrator （.
ai、 .ps）

出力

・ DXF

・ DWG

・ IGES

・ Lightwave

・ Maya

・ Parasolid （x_t、x_b）

・ Rhinoceros

・ RIB

・ Keyshot （.bip）

・ STEP

・ STL

・ SAT （ACIS）

・ VDA/FS

・ VET

・ VRML

・ 3DStudio Max

・ OBJ

画像提供： ELFI Designリングのモデリング事例



1998年Altairは、 HyperWorksにおいてCAE業界ではじめてトークン型のラ

イセンス管理システムを採用しました。 HyperWorksのオンデマンド型ソフトウェ

アライセンスシステム （特許取得済） は、最小限の投資で最先端のソフトウェア

を必要な数だけ利用できるという画期的なシステムで、企業の製品設計開発

プロセスに柔軟に対応でき、ソフトウェアへの無駄な投資を抑えます。

1  プリポストもソルバーも１つのライセンスシステムで
HyperWorksが提供するあらゆるソフトウェア製品は、ライセンスサーバーから必

要な数のトークン （HyperWorks Unit: HWU）を得ることにより稼動します。

2  加算されないライセンス取得方法

１人のユーザーが１つのコンピュータで複数のAltairソフトウェア製品を利用する

場合は、それらのHWUはスタック （加算） されるのではなく、最も多くのHWUを

必要とするソフトウェア製品のHWU数で、他のソフトウェア製品も同時に利用

すること （レベリング）が可能です。

＊ ソフトウェア製品によってはHWUがスタック （加算）されるものもあります。

革新的なライセンスモデル
最小限の投資で最先端のソフトウェアの活用を可能にする

ひとつのマシン上で起動したソフトウェアの中で、 最も多くのユニット数を要するものだけをカウント

21 21 21 21 21  6 21 50

21 21 50 21

従来型（スタック式）

Altair方式（レベルド式）

182

113

削減できたライセンス

50OptiStruct

21HyperMesh

21HyperView

21HyperCrash

21HyperView

21HyperMesh 6HyperGraph

21HyperView

パートナーアライアンス – サードパーティ製品へのオンデマンドアクセス

Altairパートナーアライアンスは、サードパーティ企業が自社で開発したアプリケーションを実行で

きる機会を提供するユニットベースのコラボレーションシステムです。 HyperWorksを実行する

ための既にお持ちのライセンスと同じライセンスを用いてすべてのパートナーアプリケーションにアク

セスできるので、新しいアプリケーションがパートナーアライアンスに追加される度に、ユーザーの

投資収益率 （ROI）はさらに向上します。 これにより、 50を超える追加アプリケーションを追加

費用や長期契約なしで利用することができます。

現在ご利用いただけるソリューション:

 │3DCS Analyst + Compliant Modeler
公差解析

 │AcuNexus
熱流体解析

 │AlphaCell
NVH （騒音・振動・乗り心地）

 │AlphaSTAR GENOA / MCQ
複合材料モデリング

 │BikeSim
マルチボディダイナミクス

 │CarSim
マルチボディダイナミクス

 │ChassisSim
マルチボディダイナミクス

 │CLICK2CAST
鋳造シミュレーション

 │CoDA
複合構造物コンポーネントの解析と設計最適化

 │CONVERSE
射出成形部品のプロセス‐構造間連成解析

 │Coustyx
NVH （騒音・振動・乗り心地）

 │Crash Cad Calculate
衝突解析 

 │Design Profit
複雑性管理

 │DesignLife
疲労解析

 │DIGIMAT
複合材料モデリング

 │DigitalClone
疲労解析

 │DSHplus
1D システムシミュレーション

 │EFEA
高周波域NVH （騒音・振動・乗り心地）

 │ElectroFlo
熱解析

 │ESAComp
複合材料モデリング

 │FEKO
高周波電磁場解析

 │FEMFAT
疲労解析

 │FTire
NVH向けタイヤモデル

 │JMAG
電磁場解析 

 │KEY to METALS
金属データベース

 │LAP
積層物解析プログラム

 │LinceoVR 
リアルタイムレンダリング、拡張現実ソフトウェア

 │MADYMO Coupling Solver 
衝突解析 （組み合わせソルバー）

 │MADYMO Dummy Models
衝突解析 （ダミーモデルデータベース）

 │MADYMO WorkSpace
衝突解析 （プリ / ポストプロセッシングツール群）

 │Maple
複合領域物理モデルシミュレータ

 │MapleSim
数式処理エンジン

 │Matereality Workgroup Material 
Database Pro

材料データベース

 │MDS
複合材料モデリング 

 │Moldex3D
射出成形解析

 │MultiMech Suite
複合材料モデリング

 │NovaFlow & Solid CV 
鋳造シミュレーション

 │OntoNet
複雑性定量化・管理システム

 │PTB
プロジェクト管理

 │RadTherm
熱解析

 │SC/Tetra
熱流体解析 （非構造格子）

 │scSTREAM
熱流体解析 （構造格子）

 │SEAM
NVH （騒音・振動・乗り心地）

 │StressCheck
有限要素解析

 │SwiftComp Micromechanics
複合材料モデリング

 │TESuite
熱解析

 │ThermoFlo
熱流体解析

 │TruckSim
マルチボディダイナミクス

 │VMAP
バーチャルプロトタイプツール

ご利用、ご登録は www.altairalliance.comから

（2014年5月現在）3  他社製品も使用可能 - Altairパートナーアライアンス
Altairパートナーアライアンスは、Altairと提携するソフトウェアベンダーのソフトウェ

アを、HWUライセンスにより利用できる革新的なパートナープログラムです。ユー

ザーは、既存のHWUsを利用し、より幅広いソリューションにアクセスすることが

可能です。

＊ 年間ライセンスの場合に限ります。

4  複数のユーザーがどこからでもアクセス可能
ライセンスはネットワークライセンスです。 ライセンスサーバにアクセスできれば、異

なる開発拠点や生産拠点からでもHyperWorksを利用することができ、ライセ

ンスの効率的な利用が可能です。

5  他システムとの互換性
HyperWorksのオープンアーキテクチャ設計は大部分のシステムとの互換性を

実現しているため、既存プログラムやカスタムプログラムとの相互連携も可能で

す。 現在の ITストラクチャに影響を及ぼすことがなく、既存システムを放棄する

必要もありません。
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アカデミック オープンプログラム

アカデミック オープンプログラムは、大学および高等専門学校様を対象に

HyperWorksを無償でお貸し出しし、研究にご活用いただくプログラムです。

HyperWorksを利用して作成された論文は、以下のサイトでご覧いただけ

ます。

http://www.altairhyperworks.jp/html/ja-JP/ajp10316.html

イベント支援

Altair HyperWorks® Student Edition

Altair HyperWorks® Student Editionは、教育市場向けの無料のCAEソ
リューションです。 さまざまなタイプのソリューションやアプリケーションのための完

全なCAEワークフロープロセスをサポートする、商用版HyperWorksのコアテ

クノロジーも利用することができます。 これらのテクノロジーには、モデリング / プ
ロセッシング、線形 ・非線形解析、トポロジー最適化、複合材料のシミュレー

ション ・ 最適化、結果の可視化 / ポストプロセッシング、データの解析 ・ プロッ

ティング、およびCollaboration Tools機能が含まれます。

また、学生向けの学習教材を提供するAltair Academic Training Center、
および、担当者が常駐するオンデマンドサポートAcademic Support Forum
などのサービスを通して、学生のスキルアップを支援しています。

アカデミック プログラム
教育機関向け支援サービス

アルテアエンジニアリングでは、ものづくりの未来を育む大学や専門学校などの研究教育機関向けに、 HyperWorksの無償貸与、学生フォーミュラやその他アカデミックな

イベントの活動支援およびインターンシップの受け入れなどを積極的に行っています。

HyperWorks定期トレーニング
東京、名古屋、大阪の各オフィスのトレーニングルームにて、専門知識を有する

弊社トレーニング講師が、 HyperWorks製品のトレーニングを定期的に開催し

ています。 概要、日程などの詳細情報やお申し込みはWebをご覧ください。

http:/www.altairhyperworks.jp/TrainingHome.aspx

サポート
Phone: 03.5396.2881

FAX: 03.5396.1851 （代表）

support@altairjp.co.jp

HyperWorks FAQ: http://www.altairhyperworks.jp/ClientCenter

学習ライブラリ
トレーニングやウェビナーに参加する時間のない方、今すぐ特定のテーマについて

学びたい方は、自習用資料をご利用ください。 必要に応じて、コース全体、ま

たは一部のセクションのみ学習することができます。 HyperWorksのホームペー

ジからご利用ください。 http://www.altairhyperworks.jp/
＊ これらのご利用には、 Client CenterからClientとしてログインする必要があります。

＊ Client Centerの登録 （ユーザー様限定）は無料です。

日本語自習用資料

Altair Japanが提供する、ユーザー向けのモデル作成例、AcuSolveテクニック集、

最適化例題をWebに掲載しています。 PDFをダウンロードしてご覧いただけます。

HyperWorks教育・学習プログラム

Altairでは、製品の最新情報、イベント情報、事例紹介、ヒントやコツなど、皆様の業務に
すぐにでも役立つ様々な情報を、 SNSなどを通して随時発信しています。

Altairのコミュニティ

Facebook Altair Japan Twitter Altair Japan YouTube Altair
Innovation Intelligence®

Concept to Reality JAPAN
『Concept to Reality JAPAN』は、 Altairが発行する情報誌です。 米国本社

発行の『Concept to Reality』の完全翻訳記事に加え、日本独自の技術、製

品、イベント情報を掲載し、年1回程度発行しています。

アルテアメールマガジン
製品のリリース情報、イベント情報、トレーニングスケジュールなどのお知らせを月

に1回配信しています。

『Concept to Reality Japan』の送付、 『アルテアメールマガジン』の配信をご希

望の方は、 http://www.altairjp.co.jp/からお申し込みください。

情報配信

2012 2011

全日本学生フォーミュラ大会

大会出場を目指す学生の皆様に設計段階でのシミュレーション活用の有効性を

実感していただき、将来社会人になられてからもシミュレーション主導による製品開

発プロセスを推進されることで、日本の製造業の力をより一層高めていく一助となる

ことを目指し、無償ライセンス貸や技術トレーニング、技術相談会を行っています。

Tokyo Designers Week 2013
TOKYO DESIGNERS WEEK 2013に出展するパビリオンの設計にAltairの構造最

適化ソフト Inspireを使用し、意想外なデザインと安定した構造を実現しました。

出展作品は、無駄がないプリミティブで知的な形態と、 Inspireによって得られた

構造的な安定感と不安定なデザイン性の両立が評価され、学校作品展セミグラ

ンプリおよび企業賞3点を受賞し、各方面から非常に高い評価を得ました。
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アルテアエンジニアリング株式会社  www.altairjp.co.jp

■ 東京本社 〒 170-6043 東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60 43 階 
  Phone 03.5396.1341 Fax 03.5396.1851

■ 名古屋支社 〒 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-25-3 大橋ビル 11 階 
  Phone 052.533.2290 Fax 052.561.7790

■ 大阪支社 〒 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-3-12 新大阪明幸ビル 9 階 
  Phone 06.6399.9090 Fax 06.6399.9091
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