
概要

今日の競争の厳しい環境で、革新的な製品を成功させるにはシミュレーションの力が必要です。試作品を作成する前
に、設計の様々な物理特性を解析できることにより、生産性は大幅に向上します。企業は時間、予算、品質の問題
を効率的に克服するために強力なシミュレーションツールを必要としています。SolidWorks® Simulation は複雑な問
題を解決し、より優れた、より革新的な製品をさらに短期間でコスト効率よく設計するための強力なシミュレーシ
ョン機能を提供します。

複雑なシミュレーションを使って 
製品性能を向上させる

ホワイトペーパ ー



複雑な物理現象のシミュレーションによるイノベーションの推進 

革新性、信頼性、効率性。これらは成功している製品設計の特長であるだけ
でなく、それを作り出す設計およびエンジニアリング組織の特長でもありま
す。このような性質を持った製品を開発するには、製品が実際の条件下でど
のように動作するかについての情報をできる限り多く、可能な限り迅速に取
得することが必要です。従来のように設計がどのように動作するかを理解す
るために時間をかけて物理テストを実施する余裕はもうありません。革新的
で信頼性の高い製品を市場にいち早く投入するには、シミュレーション技術
が必要なのです。

そして、シミュレーションパッケージなら何でも良いという訳ではありませ
ん。多くの場合、複雑な物理現象をシミュレーションしなければならず、
これにはSolidWorks Simulationで提供されているような非線形解析、動的解
析、流体解析、さらにマルチフィジックスで豊富な解析機能が必要とされ
ます。設計に影響を与える複雑な物理現象をシミュレーションすることに
より、設計上の重要な決定を行うための鍵となる情報を得ることができま
す。SolidWorks Simulation ソフトウェアを使って高度な解析をより簡単に行
うことで、この情報をかつてなく高速に取得でき、しかも博士号は必要あり
ません。

世界で成功している製造業の多くがSolidWorks Simulation を使っています。
その理由はエンジニアが複雑な物理現象を簡単で直観的な方法でシミュレー
ションできるからです。草分けともいえるユーザーインターフェース設計、
強力なソルバー技術、高度な結果可視化ツールにより、SolidWorksは複雑な
解析問題を扱うことのできる高度なシミュレーションプラットフォームを開
発しました。マルチコア、マルチプロセッサ コンピュータを活用すること
により、SolidWorks Simulation は様々な開発課題を効率的かつすぐれたコス
ト効果で解決することができます。

SolidWorks Simulationが難しい解析問題を正確かつ効率的に解析すること
で、市場投入までの期間短縮、材料使用量の最適化、設計の不確実性の最小
化、エラー解消を実現するだけでなく、返品や保証問題を防止し、利益率を
拡大することが可能になります。最も重要なことは、複雑な物理現象をシミ
ュレーションすることで、他の方法では現実的に知ることのできない、設計
についての重要な情報を明らかにすることにより、イノベーションを推進で
きるということです。

SolidWorks Simulation技術を使用することで、開発チーム間のコラボレーショ 
ンを改善し、チームメンバーのプロフェッショナルとしてのレベルを向上さ
せ、設計のイノベーションを推進することが可能になります。また、スキル
の高い開発技術者を引きつけ、維持し、やりがいを与えられる職場環境が、
革新的で、信頼性が高く、効率的な設計とエンジニアリング組織の育成を促
進することにもつながるでしょう。

世界は非線形でダイナミック

設計の構造上の挙動を正確にシミュレーションするには、SolidWorks 
Simulationのような強力かつ高度な解析機能が必要です。設計、開発された
製品が置かれる物理的な世界は、構造的な応答が荷重に常に比例する、単調
で線形な世界ではありません。現実の世界は3次元であり、非線形であり、
ダイナミックなのです。

シミュレーション技術では、コンピュータベースの数学的モデルを使って物
理的世界の複雑な現象を近似し、シミュレーションすることができます。現
実にできるだけ近い近似を行うには、SolidWorks Simulationの高度な非線形
および動解析機能の力が必要です。線形解析ツールを使った、設計特性の大
まかな把握は基本コンセプトの確認には役立つかもしれませんが、製品設計
はますます洗練され、より複雑な解析問題が増えており、性能を正確に予測
するには非線形解析が必要となっています。
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マルチフィジックス熱シミュレーションによ

り製品性能を確保



手で持てる程度の機器については落下の可能

性を設計シミュレーションで考慮する必要が

あります。
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非線形設計問題
非線形の構造解析問題は一般に3つのカテゴリに分類されます。非線形材
料、幾何非線形、および部品間の非線形接触です。もちろん、これらすべて
を含むシミュレーション課題に直面することもあるでしょう。エラストマー
のような超弾性材料を使い、載荷された荷重に対して応答が比例しない材料
非線形性と、変位により構造体の剛性が変化する幾何非線形性の両方が発生
する場合もあります。

非線形材料解析の実際の応用例は多岐に渡ります。部品の非線形解析の場
合、「破壊」とは線形解析のように材料が降伏するかどうかではなく、材
料が降伏する「程度や広がり」によって定義されるものかもしれません。
また、座屈、スナップスルー（飛び移り）、オイルカニング（べこつき）現
象、あるいは大変形などの様々な破壊モードを調べる必要もあるでしょう。
今日の多くの材料、たとえばプラスチック、合成樹脂、複合材料などは、荷
重に対する複雑な応答を表現するために非線形材料解析を必要とします。医
療用ステントやプラスチッククリップなどは、破壊することなく変形、伸張
するよう設計されており、その挙動は非線形材料と幾何非線形解析によって
のみ理解することができます。

柔軟性のある構造体の非線形材料を扱う際には、大変形と非線形材料解析を
組み合わせる必要があります。このような条件に対して考えるべき重要なこ
とは、部品が変形すると「応力硬化」という現象が起こることです。応力硬
化では、適用された荷重と部品形状によって、部品の剛性が増し、あるいは
低下することになります。場合によっては、膜効果同様、形状の比較的小さ
な変化が、剛性の大きな変化につながります。

非線形材料、幾何非線形、大変形、応力硬化等を含む複雑な構造の挙動を正確にシミュレ

ートするには、SolidWorks Simulationの強力な機能が必要です。
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非線形荷重と境界条件
「非線形」という用語は主として設計の物理的応答の性質を表すものです
が、非線形の応答を引き起こす荷重や境界条件も非線形、または動的な性
質を持つ場合があります。適用される荷重が時間の関数で表され、材料の応
答が変位あるいは温度の関数である場合、製品の応答は予測が難しくなりま
す。しかしSolidWorks Simulationではこれらを簡単にシミュレーションする
ことが可能です。

時間によって変化する荷重および他の関連する荷重効果、たとえば交互に作
用する荷重によって引き起こされる減衰や慣性力、瞬時に作用する衝撃荷
重、断続的に与えられる荷重などの影響を予測するには、動的解析の機能が
必要です。

温度変化の効果は、さらに非定常熱伝導解析の必要性をもたらします。 
「加熱し、冷却する」荷重サイクルの解析には、非定常熱解析が必要にな
ります。多くの材料は温度依存の材料特性を有しており、温度サイクルは
実働荷重に対する設計の構造的応答に非常に大きな影響をもたらす場合が
あります。

荷重と境界条件も非線形、動的な場合があります。SolidWorks Simulationでは、時間によ
って変化する荷重および減衰、慣性力その他関連する荷重効果や温度依存の材料特性の効

果を予測することができます。

高度なダイナミクス シミュレーション
構造体は与えられた荷重によって変形、座屈、降伏、疲労するだけではあり
ません。振動も考慮すべき現象であり、比較的わかりやすい振動の場合もあ
れば、まったく予想の付かない振動もあります。振動は、荷重と慣性力の結
合により大きくなることも、共振により周期的な力で増幅する場合もありま
す。SolidWorks Simulationの持つ高度なダイナミクス シミュレーション機
能により、振動に関するやっかいな問題を、モード解析、モーダル時間履歴 
（時間応答）、ハーモニック（周波数応答）、ランダム振動、落下試験解析
などを使って解決することができます。

メカニズムまたは動く部品のある機械を設計する人なら誰でも、特定の部品
またはアセンブリの固有振動数とこれらの振動数に関連した振動モードを調
べることの重要性を知っているでしょう。この種の動的な情報は振動をコン
トロールし、スムーズに稼働するように設計する上で極めて重要です。ま
た、時間によって変化する荷重が1つまたは複数の構成部品の応答を引き起
こす強制振動特性について調べることも同様に重要です。
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加振テーブルのように、時間よりもむしろ振動の関数である荷重が動的解析
の問題となる場合もあります。これはハーモニック解析と呼ばれており、回
転する部品を持つ設計など多くの種類の設計に有益です。荷重が決定的でな
い場合には、ランダム振動解析を行います。これは荷重の定義に確率的アプ
ローチを適用するものです。さらに、地震によって発生する荷重に関わる振
動効果をシミュレーションすることも可能です。

SolidWorks Simulationでは使いやすい落下試験解析ツールが提供されており、 
指定した高さから平坦な面に落下させることにより生じる応力について理解
することができます。

SolidWorks Simulationを使ってモード解析、モーダル時間履歴、ハーモニッ 
ク、ランダム振動、落下試験解析を行うことにより、設計の動的応答をより
良く理解し、その情報を使って機械設計または出荷、輸送時に振動荷重にさ
らされる製品によく見られる振動関連の問題を解決することができます。

SolidWorks Simulationの持つ高度なダイナミクス シミュレーション機能により、振動に関
するやっかいな問題を、モード解析、モーダル時間履歴（時間応答）、ハーモニック（周

波数応答）、ランダム振動、落下試験解析などを使って解決することができます。

非線形およびダイナミクスシミュレーションによるレーダー開発の効率化 
レーダー技術の開発で世界をリードするReutech Radar Systems はSolidWorks 
Simulationソフトウェアを使って複雑な非線形構造解析や高度なダイナミク
ス解析を行っています。同社のレーダー機器は地上、航空機、船舶に設置さ
れるもので、風、温度、傾き、地震、重量、モーションなど幅広い荷重に対
応しています。

「当社の製品は極寒条件から砂漠の高熱条件まで、-40ºC から 55ºCの環境で
も動作し、激しい嵐や地震による構造荷重にも耐えなければなりません。」
チーフメカニカルエンジニア、Carel Kriek氏はこのように語っています。「こ
れをコスト効率よく、迅速に実現するには、部品を1つでも作成する前に、物
理的挙動を予測できなければなりません。」

「SolidWorks Simulation Premiumソフトウェ
アを使うことにより、構造解析と疲労解析

を使って設計と材料の選択を最適化するこ

とができました。この種の情報はコストを

抑え、品質を確保し、スケジュール通りの

開発を進める上で鍵となります。」

Christopher Narveson
Design and Engineering Services Manager
Cardiovascular Systems, Inc.
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Flow Simulationを使うことにより、乱流や圧力
降下を削減する設計変更を行って、内部流れの

効率を高めることが可能です。

「試作を何度も繰り返すのではなく、シミュレーションを使って設計を最適
化することで、より高精度で高い品質の製品を開発しています。」Kriek氏
はこのように強調します。「シミュレーションによって一部の部品の重量を
半分にすることができました。なぜならば、形状変更によって、たった25Kg
の部品で60Kgの部品と同等の強度と剛性を出せることを確認できるからで
す。」

「非線形動解析により非線形材料を含むアセンブリの挙動を予測できま
す。」Kriek氏はこのように付け加えます。「さらに、風による変形、不均
一な太陽熱、船の動きなどによるレーダーの精度を予測することも可能で
す。このように様々なタイプの解析を実施できることは、非常に大きなアド
バンテージです。」

高度な非線形、動解析および流体解析によりReutech Radar Systemsのエンジニアはレーダ
ー装置の風による変形などの効果を理解することができます。

数値流体解析

解析の必要性が最も大きいのは構造シミュレーションですが、液体や気体な
ど、流体の挙動や動的応答が製品設計性能にどう影響するかを理解する必要
性はますます高まっています。数値流体解析（CFD）ソフトウェアの初期の
解析対象は、主として車両の空気力学、例えば航空機や自動車などに対する
解析を、風洞試験の代わりとして行うものが主でしたが、この技術は現在、
冷却、加熱、排気、流体を伴う製品製造および配管プロセス等、幅広く流れ
問題を評価するのに利用されるケースが増えています。

SolidWorks Flow Simulationを使用することにより、ニュートンおよび非ニュ
ートン流体を含むほぼあらゆる流体の流れの物理特性をシミュレートするこ
とが可能で、設計またはプロセスに影響する液体または気体の流速、圧力、
流量、温度を計算することができます。一部の流体は一定の粘度を持ち、ニ
ュートン流体と呼ばれています。しかし多くの種類の液体、たとえばポリマ
ー、血液、ケチャップ、ペンキ、シャンプー、溶融プラスチック等は非線
形、あるいは時間依存の特性を持ち一定の粘度係数で表すことができませ
ん。これらの流体を非ニュートン流体と呼んでいます。

SolidWorks Flow Simulationは液体と気体両方の流れを解析することができ、
高速で流れる気体や高圧で流れる液体にも対応しています。設計変更が流体
の流れにどう影響するかを理解することで、流れを最適化し、性能上の問題
を回避することが可能です。
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流体効率の改善
流体効率、あるいは空気力学というと、ほとんどの人はレーシングカーや航
空機、スピードボートの滑らかな形状を想像します。確かに、移動する車
両に対する抗力の影響を低減し速度を上げる、あるいは航空機の場合であ
れば抗力を戦略的に使って浮力を得る、などは流体解析の代表的な適用例
です。実際、費用のかかる風洞実験で調べることのできるあらゆる現象は
SolidWorks Flow Simulationでシミュレートすることが可能です。

しかし、流体解析の対象は、物体が流体の中を移動する際の空気力学的現象
だけではありません。物体の中を通過する流体または空気の流れ、たとえば
空調配管の中を通る空気の流れなど、の検討にも必要となります。空気中を
移動する形状を解析したい場合にも、内部に流体が流れる形状を作成する場
合にも、SolidWorks Flow Simulation を使うことにより、設計の効率を高める
ことが可能です。

SolidWorks Flow Simulationを使用し、層流なのか乱流なのかを評価し、渦の
発生場所を特定することで、設計変更により流れの効率を低下させるこのよ
うな現象を解消することができます。流れの軌跡や断面プロット、サーフェ
ス プロット表示ツールを使って、複雑な流れの特性を可視化することもで
きます。

SolidWorks Flow Simulation は図のような流跡線など、強力な可視化ツールを提供しており、
複雑な流体の流れを調べるのに役立てることができます。

熱管理
流体シミュレーションの適用として増えつつあるのが、流体による設計部
品の温度に対する影響の評価です。多くの加熱、冷却システムは熱を移動
させ、排出するために流体を用いているため、流体シミュレーションツ
ールを使ってこれらのシステムの性能を評価し、理解することができま
す。SolidWorks Flow Simulation は液体による熱伝達（ボイラーやラジエー
タ等）または空調システムのような気体による熱伝達を予測することが可能
です。また、太陽熱放射が設計の温度に与える影響をシミュレーションする
ことも可能です。

SolidWorks Flow Simulationを使用することで、力、圧力降下、流速、温度等、
特定の設計要件を満足する最適な流入口、流出口条件を特定することが可能
です。流体がシステムの中をどのように流れるかを観測し、ファンやインペ
ラー、ダクトなどが流れの特性に与える影響を調べることができます。ま
た、複数の流体を含む状況をシミュレーションすることも可能です。
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電子部品を使った製品やアプライアンスの開発が急速に増える中で、冷
却システムの効果を調べるには流体シミュレーションを使うのが最適で
す。SolidWorks Flow Simulationを使用することで、強制対流（ファン）が発
熱する部品にどう影響するかを評価することができます。この強力なツール
を使うことで、実使用条件と同じ熱荷重を適用し、ヒートシンクエミュレー
タを解析に含めることで電子部品をより効果的に冷却するにはどう流れまた
は設計を変更するべきかを迅速に確認することができます。

加熱、冷却システムの試作を行い試験を実施する時間と費用をかける代わり
に、SolidWorks Flow Simulationを使うことでシステムがどのように機能し、
設計変更が性能をどう改善できるかを詳しく調べることができます。このア
プローチを適用することで、現場での故障や運用上の問題を回避するととも
に、開発コストを抑えることが可能です。

複雑な熱サイクルと流体および構造へのその影響を理解することにより、正しい製品性能

を実現し、耐用年数全体を通しての信頼性を確保することができます。

流体を伴うシステム、製造プロセスを理解する 
流体の流れは、一般的な製品性能に影響することに加えて、圧力を加える
と危険なものを含め、流体を輸送するために設計されたシステムや、溶
融または液化させた状態の材料を扱う製造プロセスの開発にも影響しま
す。SolidWorks Flow Simulationを使うことで、流体を伴うシステムや製造プ
ロセス中の動作についての徹底した理解が得られ、性能を最適化するための
設計変更を行うことが可能になります。

たとえば、液体または気体に圧力をかけて輸送、汲みだす際には、ポンプ、
バルブ、レギュレータや配管など、流れにより影響される様々な構成部品お
よびアセンブリが存在します。また、腐食性や危険性のある物質を運ぶシス
テムにおいては、システムの整合性を保ち、漏れや流出を防ぐことは最大の
要件です。流体の種類や処理の方法にかかわらず、SolidWorks Flow Simulation
はシステムの物理特性やそれぞれの部品の挙動を調べるのに役立ちます。ま
た、多孔性、キャビテーション、湿度等の複雑な効果を考慮したり、流れの
中の粒子の動きを追跡することも可能です。この情報を使って、問題の起こ
りそうな領域を特定したり、過剰設計となっている部品を改良したりするこ

とができます。
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同様に、製造プロセスにおいて流体を扱う場合にも、流れが性能に及ぼす
影響を調べることができます。製造装置の設計変更により、温度、圧力、
流速、流量をどのように制御できるかを観測することが可能になるので
す。SolidWorks Flow Simulationを使用することで、仮想流体力学実験室を手
に入れ、効率かつコスト効果の高い方法で流れの性能をシミュレートし、改
良することが可能になります。

流体材料を扱うどのような製造プロセスもSolidWorks Flow Simulation を使ってシミュレーシ
ョンし、改良することができます。この強力なツールにより、製造装置の設計を変更し、温

度、圧力、流速、流量を制御することで最適化が可能になります。

流体/熱伝導解析による製造の改善 
数多くの有名な食器、調理器具、カトラリー、家庭用品ブランドのメーカー
として知られているWorld Kitchen LLCはSolidWorks Flow Simulation ソフトウ
ェアを使って同社の耐熱皿Pyrex® 製品の製造を効率化しました。同社の熱成
形プロセスでは、溶融ガラスは摂氏1150度の温度で一連のベンドを流れてか
ら金型に注入され、プレスによって様々な形状の耐熱皿が作られます。

「成形装置が冷たすぎると、ガラスにシワがよったような外観になります。
成形装置が熱すぎると、ガラスが金属に融合してしまい、金型から外れなく
なります。」シニア モールドデザイナーの Mark Cooley氏はこのように説
明しています。「水の流れと冷却を正確に行うことが重要なのはこのためで
す。この熱バランスの達成により高品質なガラスが製造でき、ガラスが製造
に使用する金属部品を溶かしてしまうのを防ぎます。」

SolidWorks Flow Simulation ソフトウェアを使って複雑な流体流れ/熱シミュ
レーションを行うことにより、World Kitchenはより早期に熱バランスを達成
する装置の改善ができ、設計期間を40パーセント短縮すると同時に開発コス
トを$230,000 削減することに成功しました。

「SolidWorks Flow Simulation によりコールドスポット、ホットスポットを事
前に予測できます。」Cooly氏はこのように強調します。「SolidWorks Flow 
Simulationにより熱の問題、ダウンタイム、コスト増加を招くことなく耐熱
部品、高品質の製品を製造できます。」

「統合された（SolidWorksの）FEA（有限要
素解析）機能により、部品が破損しないこ

とを確認できます。これにより、破損を防

ぐために部品を大きく、あるいは重くする

ことによる材料コストを回避することが可

能になります。」

David Fulmer
Vice President of Engineering
SawStop, LLC
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World KitchenはSolidWorks Flow Simulationソフトウェアを使って溶融ガラスと熱成形製造プ
ロセスに関連した複雑な熱／流体流れの物理現象をシミュレーションできます。これらの

シミュレーションにより同社は製造プロセスの最適な熱バランスをより短期間に達成する

ことができ、その結果コストの削減につなげることができました。

実際の動作環境をシミュレーションするにはマルチフィジックス解析

が必要 

シミュレーション問題の大部分は、非線形構造、動解析、流体、熱解析等、
特定の種類の物理現象を調べるものですが、これらを組み合わせたマルチフ
ィジックス的アプローチを必要とする状況も多数あります。マルチフィジッ
クスシミュレーションの例としては、サーモメカニカル（熱／構造）、流体
構造連成（流体／構造）、熱伝達を伴う流体流れ（流体／熱）、熱伝達を伴
う流体構造連成（流体／熱／構造）シミュレーションが挙げられます。

SolidWorks SimulationとSolidWorks Flow Simulationを組み合わせることによ
り物理現象の多数の組み合わせを解析する強力な統合環境が構築でき、製品
の機能と性能に様々な物理現象がどのように影響するかを明確に理解するこ
とが可能になります。

温度が構造に与える影響 
ほとんどの製品は、一定の均一な温度を保った環境で使われるものではな
く、多くの製品は構造体の機械的整合性と応答に影響を及ぼす加熱、冷却サ
イクルにさらされます。SolidWorks Simulation は構造的な性能に対する熱の
影響を理解するのに役立ちます。

たとえば、構造体内の温度分布が製品の変形に大きな影響を及ぼす場合もあ
ります。反対に、製品の変形によって熱が構造内をどのように移動するかが
変化することもあるでしょう。一般的には、構造的応答によって熱挙動が変
わる、または熱応答によって構造的性能が変わる、という１方向の影響の場
合がほとんどです。もちろん、双方向に作用し合い、それぞれの物理的応答
が相互に影響し合う場合もあるでしょう。このようなケースを正確にシミュ
レートするには、非線形熱伝導／構造解析が必要となります。
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SolidWorks Simulationを使ったマルチフィジックス解析により、構造的効果と熱効果の間の
相互作用等、様々なタイプの物理現象の複合的影響を調べることができます。

2種類の物理現象の相互作用を調べたいケースに加えて、物理現象の相互 
作用が3重となる状況もあります。SolidWorks SimulationとSolidWorks Flow 
Simulation の組み合わせを用いることで、熱、流体、構造が複合的に作用す 
るマルチフィジックス解析が必要となる開発課題を解決することが可能にな
ります。

たとえば、流体の流れが温度を変え、熱伝達の変化が構造的変形を引き起こ
し、変形が流れの境界を変化させ、それにより流れの性質が変化し、それが
温度に影響するようなシステムを設計している場合、関連する物理的応答の
輪は連続しています。これが代表的な熱／流体／構造マルチフィジックス解
析問題です。

すべての開発課題が熱／流体／構造の要素が絡み合うマルチフィジックス解
析を必要としている訳ではありませんが、必要なケースも数多く存在しま
す。非線形構造、動解析、流体、熱解析ニーズにSolidWorks Simulation を使
用することで、マルチフィジックス解析ソリューションが必要になった場合
でも対応することが可能であるということです。

多くの製品は温度レベルを管理するために冷却あるいは加熱システムを必要としま

す。SolidWorks Flow Simulation を使用することで、加熱、冷却システムの性能をソフトウ
ェア上で最適化することができ、試作サイクルを減らしてコストを削減することが可能に

なります。

「SolidWorks Simulationツールにより応力、
流れ、温度の設計に与える影響だけでなく、

適切な安全率が確保できるかどうかも調べる

ことができます。」

António Caroço
Director of Information Systems 
and Best Practices
Martifer Group
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熱／流体／構造解析によるプロセスヒーター設計の最適化 
Gaumer Process は石油、ガス、食品加工、廃水処理、石油化学産業で使用さ 
れる電気プロセスヒーター、システム、コントロールの開発で世界をリー 
ドする企業です。同社はSolidWorks Simulation Premium と SolidWorks Flow 
Simulation ソフトウェアを導入することにより電気プロセスヒーター設計に
関連したマルチフィジックスのシミュレーションを行っています。

GaumerはSolidWorks Simulation ソリューションを使って、フランジ設計に関
連した構造、熱、流れ特性を解析し、フランジの厚さを50%削減することに
より大幅なコスト削減を実現しました。新しいフランジ設計は同じ性能を保
ったまま、製造に要する材料とエネルギーを大幅に削減しています。

「フランジ内およびその周囲の熱、構造、流体の流れをシミュレートすること
により、材料を無駄にしていることに気づきました。Vice President of Engineering 
and Design、Craig Tiras氏はこのように語っています。「その後、設計を最適化す
ることにより全体で材料コストを75%削減することができました。」

Gaumerはさらにマルチフィジックス解析を行った結果、試作コストを$100,000
削減し、地震や風速150 mph の強風に耐えるシステムを開発することができま
した。

「CFDを使って外部からの風力や、極暑地での太陽熱や極寒地の条件をシミ
ュレートし、これらの結果を構造解析に転送してより現実の条件に近い結果
を得ることができました。」Tiras氏はこのように強調しています。「力業に
頼り、無知による過剰な設計を行う代わりに、より薄い材料で支持部品やブ
レースを設計し、実際の使用環境のニーズにより的確に対応させることが可
能になりました。」

SolidWorks Simulation Premium と SolidWorks Flow Simulationソフトウェアを使用してGaumer 
Processのエンジニアは同社の電気プロセスヒーターのフランジ設計の構造、熱、流れに
関する現象を解析しました。これらのシミュレーションによりGaumerはフランジの厚さ
を50%削減し、大幅なコスト削減につなげることができました。



複雑な実使用条件をSolidWorks Simulationでモデル化 

設計した製品が実際の使用環境下でどのように動作するかを予測できること
が、エンジニアリングの本質であり試作の目的です。しかし今日の競争の厳
しい世界市場において、試作にコストをかけ、時間を費やす余裕はありませ
ん。製品開発を成功させるには、シミュレーション技術を活用し、より優れ
た革新的な製品を迅速かつコスト効率よく設計し、競合に先んじて市場に投
入するための貴重な設計情報を取得することがますます重要な鍵となってい
ます。

正確かつ効果的に現実の物理現象をシミュレーションし、それらが設計に
与える影響に対応するには、SolidWorks Simulationのような強力な解析ツー
ルが必要です。非線形の機構動作、振動、熱伝達、流体力学なのか、また
は複雑なマルチフィジックス解析を必要とするのかを問わず、SolidWorks 
Simulation と SolidWorks Flow Simulation の組み合わせは幅広い解析ニーズ 
に対応し、困難な開発課題の克服に貢献します。多くの大手メーカーが
SolidWorks Simulation ソリューションを活用しているのは、複雑な解析問題
を複雑な操作を伴わずに解決できるからです。

SolidWorks Simulationを使用することで、緊急かつ困難な開発課題に対する
答えを試作や他の解析ツールよりも効率的かつコスト効果の高い方法で取得
できます。設計性能に関するクリティカルな情報へのアクセスにより、市場
投入までの期間短縮、開発コストの削減、材料使用量の削減、設計上の選択
肢の検証、品質の向上、返品や保証請求の防止、利益率の向上が実現しま
す。つまり、SolidWorks Simulation は設計者と企業のイノベーションを推進
し、信頼性を高め、効率を高めるのに役立つのです。

強力なSolidWorks Simulation製品が製品開発プロセスをどのように改善 
できるかについて詳しく知るには、www.solidworks.co.jp をご覧ください。

非線形で動的な物理現象には、複雑な問題を

簡単な操作で解析できる強力なシミュレーシ

ョンツールが必要です。
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