
ミスト噴霧ノズルによる
固体冷却解析

株式会社いけうち

中井 志郎 様

流体

ダイコート塗布解析

株式会社クラレ

山下 一 様

流体

超臨界水反応に適用する
高温高圧マイクロリアクター
の開発

独立行政法人 産業技術総合研究所　

川崎 慎一朗 様

流体

フィルム積層シートの
反り形状解析

王子製紙株式会社

宮田 忠和 様

構造

複合材強度解析への
マルチスケール解析の適用

富士電機
アドバンストテクノロジー株式会社

辻 延昌 様

構造

ANSYSとPSOを用いた
複合材料シェルの最適設計
日東紡績株式会社

平山 紀夫 様
ネオリウム・テクノロジー株式会社

山浦 和隆 様、荒井 邦晴 様

構造

気液攪拌槽における
蒸発のシミュレーション

株式会社三菱化学科学技術研究センター

鳥越 実 様

流体

FLUENTによる
乾燥解析事例の紹介

アンシス・ジャパン株式会社

日吉 雄一郎

水中における円柱の
自由振動シミュレーション  
FLUENTとMarcによる流体
構造連成基本問題の検証
日鐵プラント設計株式会社

春日 悠 様

流体

化学・材料

化学・材料

化学・材料

化学・材料

化学・材料

化学・材料

化学・材料

化学・材料

化学・材料

ANSYSプロダクト群による
連携解析適用事例

アンシス・ジャパン株式会社

一宅 透

共通

流体・構造連成

流体構造連成解析への挑戦

アンシス・ジャパン株式会社

岡野 康一

共通

流体・構造連成

ANSYS Icepakによる
ファン羽根3次元形状データを

利用した流体解析（続報）

島根県産業技術センター　小松原 聡 様
アンシス・ジャパン株式会社　

佐藤 誠

流体

電気・電子

アンソフト製品紹介

アンソフト・ジャパン株式会社

鈴木 誠

流体

電気・電子

DO輻射モデルの

解析のヒント

アンシス・ジャパン株式会社

姚 建達

流体

電気・電子

誘電性エラストマー

アクチュエータの有限要素

シミュレーション

東京大学

鄭 祐尚 様

構造

電気・電子

過渡交流磁場解析を用いた

スピーカ磁気回路の

電流高調波歪の可視化

日本ビクター株式会社

稲垣 和幸 様

構造

電気・電子

ホーンスピーカー用の

振動板開発

ティーオーエー株式会社

藤田 毅 様

構造

電気・電子

ANSYS LS-DYNAの

白物家電への適用

パナソニック株式会社

小田原 徳行 様

構造

電気・電子

SIwave 4.0とAnsoft 

Designer 5.0を活用した

シグナルインテグリティ

アンソフト・ジャパン株式会社

太田 明 

A
シグナル＆

パワーインテグリティ、EMI

薄型・多ピンLSI
内蔵パッケージの設計及び
動作検証

日本電気株式会社

大島 大輔 様

A
シグナル＆

パワーインテグリティ、EMI

シミュレーション技術を
有効活用したEMI対策の
アプローチ
パナソニックエレクトロニック
デバイス株式会社　

東谷 比呂志 様

A
シグナル＆

パワーインテグリティ、EMI

SIwave－Nexxim Push 
Excitation機能による
FarField解析検証

セイコーエプソン株式会社

眞篠 国素 様

A
シグナル＆

パワーインテグリティ、EMI

3次元フルウェーブソルバーモデルによる
マルチGbpsデバイスのシグナル・パワー
インテグリティ混成解析

NECエレクトロニクス株式会社

及川 隆一 様

A
シグナル＆

パワーインテグリティ、EMI

HFSSバージョン12を
用いたモレックスコネクタの
シミュレーション

アンソフト・ジャパン株式会社

武内 均

A
シグナル＆

パワーインテグリティ、EMI

テレコミュニケ̶ション
ブレードシステムにおける
モード変換とEMI

アンソフト・ジャパン株式会社

渡辺 亨

A
シグナル＆

パワーインテグリティ、EMI

SIwave 4.0 & Ansoft Designer 5.0を
用いたPCBのパワーインテグリティ
シミュレーション

アンソフト・ジャパン株式会社

川野 真 

A
シグナル＆

パワーインテグリティ、EMI

IBIS AMIの技術概要と
デザインキット

アンソフト・ジャパン株式会社

門田 和博

A
シグナル＆

パワーインテグリティ、EMI

UWB無線通信用フィルタと
その応用回路技術

電気通信大学

和田 光司 様

A

高周波、マイクロ波

RF MEMSスイッチのデバイス
設計におけるANSYS/HFSS
連携解析の事例

太陽誘電株式会社

中村 健太郎 様

A

高周波、マイクロ波

RF・マイクロ波製品
ロードマップと
設計技術ディスカッション
アンソフト・ジャパン株式会社　

門田 和博
小寺 貴士

A

高周波、マイクロ波

電気的に大きなアンテナと
RCS解析

アンソフト・ジャパン株式会社

五十嵐 淳

A

高周波、マイクロ波

HFSSを用いた
テラヘルツ帯デバイスの開発

ローム株式会社

向井 俊和 様

A

高周波、マイクロ波

超広帯域電波吸収フィルムを
用いた電波吸収ダクトに
関する検討

株式会社 竹中工務店

原川 健一  様

A

高周波、マイクロ波

回路・電磁界・熱の連成による
高周波パワーアンプ設計

アンソフト・ジャパン株式会社

上野 守章

A

高周波、マイクロ波

医療

CFD解析による脳動脈瘤の
増大・破裂メカニズムの解明

独立行政法人 国立病院機構
三重中央医療センター 脳神経外科

石田 藤麿 様

流体

医療

ANSYS POLYFLOW 12.1
プロダクトレポート

アンシス・ジャパン株式会社　

冨増 浩太

流体

CAE活用

ゴルフボールの
ディンプル形状による抗力と
流動特性

東海大学

青木 克巳 様

流体

CAE活用

岩手大学におけるCFXの
利用実例 （航空宇宙分野から
生体流解析まで）

岩手大学

船崎 健一 様

流体

CAE活用

流体内部の固体運動及び
流れ解析に関するANSYS 
CFX 12.0 の応用

アンシス・ジャパン株式会社

銭 力克

流体

CAE活用

リフラックス冷却時における
PWRホットレグでの
気液対向流の数値計算

株式会社原子力安全システム研究所

村瀬 道雄 様

流体

エネルギー

船体動揺を考慮した
循環流動層の
数値シミュレーション

独立行政法人 海上技術安全研究所

岡 秀行 様

流体

エネルギー

FLUENT12キャビテーション
モデルの紹介

アンシス・ジャパン株式会社

桑山 智一

流体

エネルギー

九州北部 ANSYS 
コンソーシアムミーティングの
取り組み

九州工業大学

渕脇 正樹 様

流体

CAE活用

ワイヤボンディングと
鉛免震ダンパーの
シミュレーション

住友金属鉱山株式会社

川上 博史 様

構造

CAE活用

FEMを適用した直動ガイドの
数値シミュレーション

ＴＨＫ株式会社　

今井 竜也 様

構造

CAE活用

ANSYSと連携したノンパラメト
リック構造最適設計システム
「TOSCA」のご紹介
FE-DESIGN GmbH Germany

Manfred Fritsch 様

プラチナスポンサー FE-DESIGN社セッション

構造

CAE活用

爆風衝撃荷重を受ける
鉄骨構造物の動解析

東洋エンジニアリング株式会社

永田 聡 様

構造

CAE活用

熱量計測のための
マイクロプローブの
作製と評価

東北大学

戸田 雅也 様

構造

機械・精密

ANSYSと基礎実験の
融合による実感教育の
取り組み

名城大学

宇佐美 初彦 様

共通

CAE教育・普及

流体

タイムテーブル（1）2009 Japan ANSYS Conference

2009 Japan ANSYS Conference 2009 Japan ANSYS Conference
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ルーム
D

ルーム
E

ルーム
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17:50
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17:15

16:05

16:35

15:30

16:00

14:40

15:10

14:05

14:35

13:25

13:55

12:50

13:20

A
M

流体・構造連成

シグナル＆パワーインテグリティ、EMI 高周波、マイクロ波 パワーエレ＆電気機器

医療機械・精密 CAE教育・普及 CAE活用エネルギー

自動車・燃料電池化学・材料電気・電子構造・熱流体共通解析共通 構造解析構造 熱流体解析流体

電磁場・回路・システム解析A

昼食をご用意しています。

I ／ J ／ Kルーム11:50-12:50

15:10-15:30

General セッション
発表者様のご都合により
キャンセルとなりました

同時通訳セッション

展示会場

昼食のご案内info

コーヒーブレイクのご案内info

コーヒーブレイク 　20分 コーヒーブレイク 　20分

page_03 page_04

開会のご挨拶
9:45 10:15

ルームA／ B／ C／ D

アンシス・ジャパン株式会社

羽部　　篤
代表取締役社長

アンソフト・ジャパン株式会社

中本　英治
代表取締役社長

サイバネットシステム株式会社

田中　邦明
代表取締役社長

Company Vision and Strategy
10:15 10:45

ANSYS， Inc.

Joe Fairbanks
Vice President, World Wide Sales & Support

10:50 11:50

ANSYS & Ansoft Product 
Strategy and Roadmap

ANSYS， Inc.

Dipankar Choudhury
Vice President, Corporate Product Strategy & Planning

ANSYS， Inc.

Andre Bakker
Director of Product Management, Physics Business

Ansoft, LLC.

Lawrence Williams
Director of Product Management

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8

B-9

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

C-7

C-8

C-9

D-1

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

HFSS Ver12 
バージョンアップセミナー

アンソフト・ジャパン株式会社

小寺 貴士

A

高周波、マイクロ波 D-7

D-9

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

E-8

E-9

F-1

F-2

F-3

F-4

F-5

F-6

溶接変形の解析

JFEテクノリサーチ株式会社

吉原 直武 様
サイバネットシステム株式会社

喜多 雅子 
構造

自動車・燃料電池 F-7

F-9



磁性コアモデルを考慮した

回路シミュレーションによる

PWMインバータのコモン

モード電流低減の検討
アンソフト・ジャパン株式会社

古賀 誉大

A

パワーエレ＆電気機器

Torque Optimization 

for IPM

Ansoft, LLC

Scott Stanton

A

パワーエレ＆電気機器

Integrated Environment 
for Inverter Modeling

Ansoft, LLC　

Scott Stanton

A

パワーエレ＆電気機器

VHDL-AMSを用いた
自動車システムの
シミュレーション

長崎大学

阿部 貴志 様

A

パワーエレ＆電気機器

VHDL-AMSを用いた
有限要素法による
3次元熱解析

AZAPA株式会社

許 仁 様

A

パワーエレ＆電気機器

Simplorerモデルの
デバイスモデリング

株式会社 ビー・テクノロジー

堀米 毅 様

A

パワーエレ＆電気機器

General Session for 
Ansoft Products

アンソフト・ジャパン株式会社

鈴木 誠 

A

パワーエレ＆電気機器

PM Machine 
Demagnetization 
Analysis due to Fault 
Conditions
アンソフト・ジャパン株式会社

陳 青明

A

パワーエレ＆電気機器

Ansoft EM（エレクトロメカ
ニカル）ロードマップとオー
プンディスカッション

アンソフト・ジャパン株式会社

重松 浩一

A

パワーエレ＆電気機器

HEV用リチウムイオン
電池の解析機能のご紹介
ANSYSツールとAnsoftツールの
連成解析事例
アンソフト・ジャパン株式会社

重松 浩一 

A

パワーエレ＆電気機器

電磁界解析ツール
関連製品のご紹介

アンソフト・ジャパン株式会社

堀内 智哉

A

パワーエレ＆電気機器

回路・システムシミュレータ 
Simplorerのご紹介

アンソフト・ジャパン株式会社　

関末 崇行 

A

パワーエレ＆電気機器

シグナル＆パワーインテグリティ
関連製品のご紹介
Part.1 プロダクトラインナップと
シミュレーションツール詳細
アンソフト・ジャパン株式会社

渡辺 亨

シグナル＆パワーインテグリティ
関連製品のご紹介
Part.2 解析ツール詳細

シグナル＆パワーインテグリティ
関連製品のご紹介
Part.3 解析事例と
ロードマップ

A
シグナル＆

パワーインテグリティ、EMI

アンソフト・ジャパン株式会社

川野 真

A
シグナル＆

パワーインテグリティ、EMI

アンソフト・ジャパン株式会社

太田 明

A
シグナル＆

パワーインテグリティ、EMI

回路・システムシミュレータ 
Ansoft Designer/Nexxim
のご紹介
最新機能とロードマップ
アンソフト・ジャパン株式会社

門田 和博

A

高周波、マイクロ波

アンシス・ジャパン株式会社

三邉 考志

Ansoftプロダクトユーザー様
向けANSYSプロダクトの
ご紹介

CAE活用

HFSS Ver12の
解析能力について

アンソフト・ジャパン株式会社

五十嵐 淳

A

高周波、マイクロ波

高速昇温熱処理時の
レイアウト依存温度
シミュレーション

NECエレクトロニクス株式会社

新澤 勉 様

構造

電気・電子

鉛フリーはんだ接合部の
疲労信頼性評価

サンデン株式会社

山形 葉子 様

構造

電気・電子

発熱を考慮した3次元IC
初期検討フロー

株式会社ジェム・デザイン・
テクノロジーズ

村田 洋 様

流体

電気・電子

Notebook Blower Inlet 
Flows; Experiments and 
Modeling

インテル株式会社

西 恭史 様

流体

電気・電子

H-Ⅱロケット1/5模型
振動解析モデル化手法の
検討

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構

西元 美希 様

構造

自動車・燃料電池

SiC-DPF開発への
熱応力シミュレーション
適用事例

イビデン株式会社

中村 一輝 様

構造

自動車・燃料電池

進化するプリプロセッサー

アンシス・ジャパン株式会社

山崎 佳恵 

流体

CAE活用

三次元接触・摩擦有限
要素法解析によるねじ式
テンショナの挙動解析

東京大学大学院

泉 聡志 様

構造

機械・精密

FLUENTによる
インジェクタノズル設計への
有効活用事例

株式会社ケーヒン

佐藤 史教 様

流体

自動車・燃料電池

空洞から発生する
広帯域空力音の低減策

鳥取大学

後藤 知伸 様

流体

自動車・燃料電池

自動車冷却ファンの
性能予測

東京都市大学

郡 逸平 様

流体

自動車・燃料電池

熱交換器内の沸騰解析

株式会社ティラド

和田 誠 様
アンシス・ジャパン株式会社

胡 霄

流体

自動車・燃料電池

ル・マン参戦
レーシングカーの
空力特性解析
東海大学

向井 恒三郎 様
鈴木 隆太 様

流体

自動車・燃料電池

SOFC事象解析への
FLUENTの活用

東京ガス株式会社

矢加部 久孝 様

流体

自動車・燃料電池

ANSYS FLUENTによる
エンジン筒内解析技術の
ご紹介

アンシス・ジャパン株式会社

岡田 猛志 

流体

自動車・燃料電池

不均質性を考慮した
繊維強化複合材料の
破壊挙動構造解析

京都工芸繊維大学

横山 敦士 様

構造

化学・材料

VLCCバラストタンク内の
ガス置換解析

ユニバーサル造船株式会社

田中 寿夫 様

流体

エネルギー

FLUENTコードによる
コールドレグ内温度成層化
試験の解析

独立行政法人 原子力安全基盤機構

市川 涼子 様

流体

エネルギー

斜流ポンプの
キャビテーション非定常
流れ解析

株式会社日立製作所　

小林 克年 様

流体

エネルギー

はじめての落下・衝突解析
Workbenchで使えるLS-DYNA

サイバネットシステム株式会社

三浦 孝広 

構造

CAE活用

ANSYS接触解析講座
成功へ導く秘けつ

サイバネットシステム株式会社

井上 俊明

構造

CAE活用

Workbenchユーザのための
メッシングトラブル解決法

サイバネットシステム株式会社

榊原 孝志

構造

CAE活用

レーザー露光　
搬送装置の構想設計事例

ノーリツ鋼機株式会社

西川 英利 様

構造

機械・精密

HDD振動耐力向上の為の
モータダイナミクス解析

株式会社日立グローバル
ストレージテクノロジーズ

小林 広志 様

構造

機械・精密

空調機器の
構造設計における
CAEの活用

ダイキン工業株式会社　

劉 継紅 様

構造

機械・精密

CAEを利用した化学プラントに
おける圧力設備の供用適性
評価事例

住友化学株式会社

戒田 拓洋 様

構造

機械・精密

油圧バルブの開発における
CFXの活用事例

油研工業株式会社

柿坪 伸也 様

流体

機械・精密

噴霧ノズルからのミスト
噴霧状況に関する解析

茨城県工業技術センター

谷萩 雄一朗 様

流体

機械・精密

設計者にCAEを。
FEA GPの
取り組みを通して

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

舞田 正司 様

共通

CAE教育・普及

オフィスチェアロッキング
解析事例

株式会社イトーキ

木村 建樹 様

共通

CAE教育・普及

スピーカ設計における
AWSの利用推進

J & K カーエレクトロニクス株式会社　

熊倉 弘幸 様

共通

CAE教育・普及

2D解析結果を反映させた
3D解析モデル作成法の開発

ポップリベットファスナー株式会社

加藤 亨 様

共通

CAE教育・普及

FLUENTを使った流体構造
連成についての取り組み

千代田アドバンスト・
ソリューションズ株式会社

宗像 秀紀 様

共通

流体・構造連成

ヒービング運動する弾性翼まわり
の渦流れと非定常流体力の
流体構造連成解析

九州工業大学

渕脇 正樹 様

共通

流体・構造連成

共通

11:10-11:50

12:50-13:30

13:45-14:25

14:40-15:20

15:35-16:15

16:30-17:10

17:25-18:05

ANSYS Icepakによる
小型表面実装パッケージの
熱流体解析

触ってみよう
DesignModeler

感じてみよう
ANSYS Meshing

体験してみよう! 
Immersed Boundary

触ってみよう
DesignModeler

感じてみよう
ANSYS Meshing

ANSYS社の
流体-構造連成解析技術に
触れてみよう!!

アンシス・ジャパン
体験セミナー

17:55

18:25

ルーム
G

ルーム
H

ルーム
I

ルーム
J

ルーム
K

ルーム
L

ルーム
M

17:20

17:50

16:45

17:15

16:05

16:35

15:30

16:00

14:40

15:10

14:05

14:35

13:25

13:55

12:50

13:20
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タイムテーブル（2）2009 Japan ANSYS Conference 流体・構造連成

シグナル＆パワーインテグリティ、EMI 高周波、マイクロ波 パワーエレ＆電気機器

医療機械・精密 CAE教育・普及 CAE活用エネルギー

自動車・燃料電池化学・材料電気・電子構造・熱流体共通解析共通 構造解析構造 熱流体解析流体

電磁場・回路・システム解析A

ルームK ／ L ／ M

半導体パッケージ
機械的信頼性のモデル化の
例題

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社　

雨海 正純 様

構造

電気・電子

コーヒーブレイク 　20分 コーヒーブレイク 　20分
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アンシス・ジャパン株式会社

松本 国子

アンシス・ジャパン株式会社

竹内 尚哉

アンシス・ジャパン株式会社

町田 啓

アンシス・ジャパン株式会社

鈴木 英次郎

アンシス・ジャパン株式会社

竹内 尚哉

アンシス・ジャパン株式会社

町田 啓

アンシス・ジャパン株式会社

池田 利宏

日本語による補足説明あり

15:10-15:30

展示会場

コーヒーブレイクのご案内info

18:35-

懇親会のご案内info



2009 Japan ANSYS Conference 2009 Japan ANSYS Conference

発表概要一覧（1）
化学・材料 （ルームA）

12:50-13:20

ミスト噴霧ノズルによる
固体冷却解析

株式会社いけうち
中井 志郎 様

水噴霧ノズルそのものの開発およびノズルの応用製品の開発事例。今回は固体に
ノズルから噴霧される水の微粒子（ドライフォグ）を当てることにより、熱せられた鉄や
耐火物などを冷却を行う事例を中心に紹介する。高温場における気相の流れと水粒
子の挙動、冷却対象の固体の温度変化にFLUENTを活用した。

13:25-13:55
ダイコート塗布解析

株式会社クラレ
山下 一 様

ダイコートの塗布状態の再現を目指してFLUENTのVOFを使って解析を行った。解
析時間がかかりすぎる問題があったが、Visco-Capillaryモデルと解析結果に相関
関係があることを見出して塗布の予測が可能になった。

14:05-14:35

超臨界水反応に適用する
高温高圧マイクロリアクターの開発

独立行政法人 産業技術総合研究所
川崎 慎一朗 様

高温高圧水と常温高圧の原料を混合して、超臨界水反応条件に昇温する2流
体混合デバイスとして高温高圧仕様のマイクロリアクターを開発している。
CFDによる解析、設計と実際の合成実験結果について紹介する。

14:40-15:10

フィルム積層シートの
反り形状解析

構造
王子製紙株式会社
宮田 忠和 様

延伸フィルムは、その分子配向性により力学的な異方性を有するので、その積層体は、同種
の組み合わせであっても、重ね合わせの方向によって、環境変化に伴って反りやネジレを発
現する。その反りの挙動は、従来、古典的な微小変形論で説明されており、事実、古典論で
計算した値は、短冊（一方向材）の反りと非常に良く一致した。しかし、シート形状までは、予
測できなかった（古典論計算では鞍型形状、実際には円弧形状）。そこで、シート形状予測
を、ANSYSを用いたFEM計算にて取り組み、実際の形状「円弧形」を再現できるに至った。
また、反り値の計算値と実測値も良く一致した。本発表では、その内容について報告する。

15:30-16:00

複合材強度解析への
マルチスケール解析の適用

構造
富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
辻 延昌 様

セラミックス複合材は高温で使える強度部材として高温ガス炉では有望な材料であ
るが、従来はその複雑なミクロ構造を適切に反映できる強度評価手法が無かった。
最近ＡＮＳＹＳ解析コードに均質化解析法の一つであるマルチスケール解析法がオ
プションとして導入されたので、セラミックス複合材の代表的な材料仕様（材質、繊
維編み方）について直交異方性物性値を算定し発生応力を解析して適用性を検
討した。

16:05-16:35

ANSYSとPSOを用いた
複合材料シェルの最適設計

構造

日東紡績株式会社　平山 紀夫 様
ネオリウム・テクノロジー株式会社　山浦 和隆 様
ネオリウム・テクノロジー株式会社　荒井 邦晴 様

本講演は、ANSYSとメタヒューリスティク手法の一つである粒子群最適化（Particle 
Swarm Optimization、PSOと略記）を用いて、複合材料シェル構造の最適設計を
効率的に行う手法について解説する。具体的には、ANSYSで複合材料シェルの座
屈解析を行い、その座屈荷重を評価関数としてPSOにより座屈荷重を最大化する
最適化問題を解いた事例について紹介する。また、同様な問題をGAにより最適化し
た場合と比較し、GAとPSOの性能比較も試みる。

16:45-17:15

気液攪拌槽における
蒸発のシミュレーション

株式会社三菱化学科学技術研究センター
鳥越 実 様

蒸発をともなう高ガス線速条件における気液攪拌槽シミュレーションの紹介をする。
気液攪拌槽の解析において、従来から標準的に用いてきたモデルでは高ガス線速
条件の解析ができなかったが、ガスを気泡径サイズの違いで分け、それぞれで別々の
スリップ速度を持つようにすることで、安定にシミュレートできるようになった。さらに、こ
のモデルに通気ガス量の数倍になる蒸発を表現するモデル、およびガスの溶解モデ
ルを組み込んできており、これら気液攪拌槽解析に付随するモデルについてもあわ
せて紹介する。

17:20-17:50

FLUENTによる
乾燥解析事例の紹介

アンシス・ジャパン株式会社
日吉 雄一郎 

伝熱・物質輸送・相変化など複雑な物理が関与する乾燥現象は、解析ニーズが高
いにも関わらず普遍的な定式化が少ない事や、数値的に解きづらい事などから
簡易に行うことが困難なテーマとなっています。 本プレゼンテーションでは、シー
ト状にコーティングされた液膜が搬送される際の乾燥現象に特化し、FLUENT
で数値的に取り扱う方法について具体的な例を挙げてご紹介します。 

17:55-18:25

水中における円柱の自由振動
シミュレーション FLUENTと
Marcによる流体構造連成基本問題の検証

日鐵プラント設計株式会社　春日 悠 様

弊社は数年前から、市販の構造解析ソルバーと流体解析ソルバーによる連成解析
に挑戦してきました。その中で作成したツールを利用して、流体構造連成の基本問題
といえる液中の単純な構造物の振動問題の解析をFLUENTとMarcにて行い、ツー
ルとその手法の妥当性を確認しました。

構造・熱流体共通解析共通 構造解析構造 熱流体解析流体

共通

共通

流体

流体

流体

電磁場・回路・システム解析A

電気・電子 （ルームB）

14:05-14:35

ANSYS Icepakによる
ファン羽根3次元形状データを
利用した流体解析（続報）
島根県産業技術センター　小松原 聡  様
アンシス・ジャパン株式会社　佐藤 誠 

前回の発表では、流量の整合と旋回流に焦点を当て、MRFを利用したファンモデル
の適用可否を考察した。今回は、実際の解析モデルへの適用を考える上で、複数流
路の場合を想定し、MRFと実測の局所風速の整合について考察する。

14:40-15:10

アンソフト製品紹介

アンソフト・ジャパン株式会社
鈴木 誠 

ANSYSの一員となったAnsoft社は、電磁界解析CAEツールとして世界シェアNo.1ですが、
現在は、電磁界解析にとどまらず、回路解析、システム設計のツール、環境も提供しています。
今後、ANSYS Workbenchと連携することで、お客様の期待に応える製品の提供と設計フ
ローの提案をしていきます。ここでは、設計における電磁界解析の役割を解説し、電気機器設
計における広範なノイズ問題に注目した場合のAnsoft製品の、それぞれの位置付けを紹介し
ます。具体的に、モータの解析事例、ノイズ・サージ電流解析、電磁界と熱解析の連携、およ
びノイズ解析早わかりを解説し、直感的にノイズ問題が把握できることをねらいます。

15:30-16:00

DO輻射モデルの
解析のヒント

アンシス・ジャパン株式会社
姚 建達 

ANSYS FLUENT12の輻射モデルの一つとして実装されているDOモデルは、電
気電子・自動車・建築・環境など多くの分野に利用されています。本報告では、DOモ
デルをより有効に使用するために、FLUENT12のDOモデルの変更点のご説明に
加え、入射角度に依存する反射率や波長に依存する放射率などの適用事例をご紹
介いたします。

16:05-16:35

誘電性エラストマー
アクチュエータの
有限要素シミュレーション

東京大学　鄭 祐尚 様

過渡交流磁場解析を用いた
スピーカ磁気回路の
電流高調波歪の可視化

日本ビクター株式会社　稲垣 和幸 様

本研究では、電場下における誘電性エラストマーアクチュエータの電気力学挙動をANSYS
の粘弾性および超弾性モデルを利用してシミュレートし、その結果を実験結果と比較する。す
なわち、単軸引張試験と応力緩和実験の結果から粘・超弾性モデルのパラメータを同定し
た後、円型エラストマーアクチュエータの電気力学挙動に対して解析を行う。超弾性モデル
ではYeoh,OgdenとMooney-Rilvinモデルを利用しており、それぞれのモデルに対して四次
のProny-seriesを利用した粘弾性効果を同時に考慮している。Yeohモデルによる解析結
果は実験結果と良好に対応しており、提案した計算モデリングの有用性を確認した。

16:45-17:15

構造

構造

スピーカの理想駆動のためには、様 な々非線形性＝歪の低減が必要である。本報告では、駆動力の起
源であるスピーカの磁気回路についての検討を発表する。スピーカ駆動中に磁気回路内に発生する
渦電流の影響によって、ボイスコイル（VC）電流に高次高調波歪が発生するメカニズムについて、交
流磁場時刻歴応答解析と周波数スペクトル分析（FFT分析）を用いて検証した。高い周波数では鉄材
表面に渦電流が集中する表皮効果を考慮し、条件の一致した実際のVC電流との相関を取りながら
行った。その結果、世界で初めてスピーカ磁気回路の各部の渦電流分布が可視化され、時系列のアニ
メーションとしてその動作を把握できる解析結果が得られた。（株式会社ケンウッドとの共同プロジェクト）

17:20-17:50

ホーンスピーカー用の
振動板開発

構造
ティーオーエー株式会社
藤田 毅 様

ANSYSの線形構造解析を利用して、新しい形状のホーンスピーカー用振動板を開
発した。既存材料による一般的な振動板形状では達成できなかった高入力時の耐
久性の問題を解決するため、線形構造解析による形状の検討を繰り返した。こうして
得られた新形状で問題解決が得られ、既存材料の応用範囲を拡げることが出来た。

17:55-18:25

ANSYS LS-DYNAの
白物家電への適用 

構造
パナソニック株式会社
小田原 徳行 様

『DYNAといえば、衝突や落下現象』というイメージにとらわれることなく、白物家電特
有の様々な設計課題にANSYS LS-DYNAを適用しました。陽解法も使い方によっ
ては、活用の幅も意外と広がります。いくつかの事例を苦労話も交え紹介します。

流体・構造連成 （ルームB）

12:50-13:20

ANSYSプロダクト群による
連携解析適用事例

アンシス・ジャパン株式会社
一宅 透 

新しいANSYS Workbenchでは、多くのANSYS製品がその環境下で使用可能と
なっている。ここでは、ANSYS Workbench環境下で起動するさまざまなソフトウェア
を用いた連携適用事例を紹介する。

13:25-13:55

流体構造連成解析への挑戦

アンシス・ジャパン株式会社
岡野 康一 

ANSYS社がCFXを傘下に収めて6年、FLUENTを傘下にして3年が経過し、2つの
優れた流体ソルバーを手にしたことにより、近年では流体-構造連成解析に力を注い
できました。これにより、ANSYS社の提供する２つの流体ソルバー（ANSYS CFX / 
ANSYS FLUENT）と構造ソルバー（ANSYS Mechanical）を使用した、流体-構
造連成解析が、実現可能なレベルに達しつつあります。本講演では、シナジー効果
の一端である流体構造連成解析について、その技術、使用方法及び解析事例など
を中心にご紹介します。

流体

流体

流体

流体

流体

流体
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シグナル＆パワーインテグリティ・EMI （ルームC）

12:50-13:20

SIwave 4.0とAnsoft 
Designer 5.0を活用した
シグナルインテグリティ

アンソフト・ジャパン株式会社　太田 明 

このプレゼンテーションでは、SIwaveとAnsoft Designerの最新バージョンに搭載された先進の新機能の詳細をご紹介いたします。フルウェーブ
プリント基板（PCB）シミュレータSIwaveはデスクトップと自動化において大きな進歩を遂げました。ご聴講の皆様にはユーザーインターフェース
やポスト処理の刷新によって強化されたシミュレータとのリンクをご覧いただきます。この他、ビアモデル、カップリングの認識、放射解析の進歩な
どソルバの進化についてもご紹介いたします。2009年初頭より、Ansoft Designerは3度（バージョン4.1、4.1.1、現在5.0）のアップデートを行
いました。これらの新バージョンでは、SI、RF&マイクロウェーブの双方の領域において、重大な新機能がそれぞれ追加されました。また、Designer 
SI、Designer RFというそれぞれの分野に特化した機能をバンドルした新しいパッケージを販売開始いたしました。このプレゼンテーションでは、
IBIS-AMI、Matlabとの協調解析、大規模のバッチモードを実現する機能拡張など、SI分野向けの新機能についてご紹介いたします。

13:25-13:55

小型・薄型・高性能を両立する新しい情報端末機器を実現する要素技術として、薄型・多
ピンLSI内蔵パッケージを開発し、動作実証した。小型PC相当の機器に搭載されている約
1,500ピンのLSIを内蔵し、銅板支持体を有する0.71mm厚のLSI内蔵基板を作製した。
この構造を生かした設計を行い、リファレンスのFCBGAパッケージ基板で6層必要とした
配線層を、3層に収めることに成功した。設計した配線基板のSI及びPIをシミュレーション
により性能評価し、リファレンスFCBGAパッケージと同等の特性を有することを確認した。
そして、試作したパッケージを小型PC相当の機器に組み込み、正常動作に成功した。

14:05-14:35

各種機器ではノイズの問題が深刻化してきている。一方、セット開発においては開発
効率を上げ開発時間の短縮を図っていく事が要求されている。当社では、セット開発
の時間短縮の大きな阻害要素となるノイズの問題をデバイス、基板及び半導体を含
めたトータルでの解析により、要因対策検討を行なってきた。限られた短い時間の中
で答えを引き出していくというセット開発の要望に応えるためには、解析の高速化が
最も重要となる。解析の精度確保と高速化の両立は非常に難しい問題であるが、解
析手法及び解析手順を工夫してきた事例を紹介する。

14:40-15:10

評価基板を利用しSIwaveとNexxim連携機能により基板EMI現象がシミュレーショ
ンベースで再現できるかの検証を行った。

15:30-16:00

LSIパッケージなどのマルチGbpsデバイス用伝送媒体の電磁界解析を行う場合、電源系について
はGNDとみなす、あるいは電流経路から省いてしまうなど、直接は解かないのが普通である。信号と
違って励起される電磁場の体積が極端に広い、極端にインピーダンスが異なるなど、計算リソース・
精度上の制約がその理由である。しかしながら、現実には必ずしもGND（リターンパス）を潤沢に配
置できるわけではなく、電源-信号-リターンパス間の相互作用を考慮に入れざるを得ない場面が出て
くる。本事例では、LSIパッケージの大規模フルウェーブ電源・信号同時解析と、得られたモデルを
使って行ったマルチGbpsデバイスのシグナル・パワーインテグリティ混成解析について紹介する。

16:05-16:35

モレックスBGXコネクタは10Gbps信号まで対応する高性能ブロードバンド接続ソ
リューションです。電気的モデルがシステムレベルのシリアルリンクのシミュレーション
で使用されるため、コネクタの電気特性を完全に特徴付けることが重要です。このプ
レゼンテーションでは、HFSS12.0を使用してモレックスGBXコネクタを調査します。
ご聴講の皆様に、メッシュオプション、mixed order elements、周波数スイープの
DSOを含む、最良のシミュレーション戦略をご紹介いたします。

16:45-17:15

コモンモードノイズの抑制は電磁環境適合性を達成するための重要な要素です。コモンモードノイ
ズの一つの根源には、正・負パス間の不均衡に起因する高速リンク上の差動モードエネルギーの
変換が挙げられます。シグナルインテグリティの原則が設計に適用されたとしても、モード変換が発
生しうる機会が多々存在します。この研究においてテレコミュニケーションブレードシステムにおい
て様々なモード変換のメカニズムのシミュレーションを行いました。非対称な配線、コネクタのリー
ド、ビアの構成、そして誘電体材質について試行を行い、それらのモード変換に対する影響とアイ
の閉口を定量化しました。また、モード変換と輻射の強さの関係性についての検討も行いました。

17:20-17:50

フルウェーブソルバSIwaveは複雑な多層プリント配線板（PCB）のS-パラメータと場を
抽出することができます。先進の回路シミュレーション環境のAnsoft Designerと回路
シミュレータNexximと協調することにより、多ポートの同時スイッチング出力（SSO）ノ
イズやフルシステムのパワーインテグリティシミュレーションを行うことができます。このプ
レゼンテーションではパワーインテグリティ設計において最も能力が試される事例につ
いて、これらのツールを共に用いた解析手法をご覧いただきます。この成果は周波数と
時間、双方の領域において安定した電源供給システムの構築に集結します。

17:55-18:25

IBISコミッティは、今日の高速シリアルチャンネル設計の要求に答えるビヘイビアルドライバ/
レシーバモデルを認めた、IBIS AMIスタンダードを創設しました。モデルには現代の高速シリア
ル設計に使用されるドライバとレシーバのイコライザを含んでいます。Ansoft Designer 5.0
は新しいIBIS AMIスタンダードを完全にサポートし、差動トレース、ビア、コネクタ、ICパッケー
ジなど様々な構成要素に対して、電磁気学的精度を維持して複雑なチャンネルシミュレーショ
ンを高速に実行できます。このプレゼンテーションでは、新しい機能について述べ、ご聴講の
皆様の設計課題に対してどのようにIBIS AMIモデルを使用できるかをご紹介いたします。

薄型・多ピンLSI内蔵パッケージ
の設計及び動作検証

日本電気株式会社
大島 大輔 様

シミュレーション技術を有効活用
したEMI対策のアプローチ

パナソニックエレクトロニックデバイス株式会社
東谷 比呂志 様

SIwave－Nexxim Push 
Excitation機能による
FarField解析検証
セイコーエプソン株式会社　眞篠 国素 様

アンソフト・ジャパン株式会社　武内 均

アンソフト・ジャパン株式会社　渡辺 亨 

アンソフト・ジャパン株式会社　川野 真

NECエレクトロニクス株式会社　及川 隆一 様

3次元フルウェーブソルバーモデルによる
マルチGbpsデバイスのシグナル・
パワーインテグリティ混成解析

HFSSバージョン12を用いた
モレックスコネクタの
シミュレーション

テレコミュニケ̶ション
ブレードシステムにおける
モード変換とEMI

SIwave 4.0&Ansoft Designer 5.0
を用いたPCBのパワーインテグリティ
シミュレーション

IBIS AMIの技術概要と
デザインキット

アンソフト・ジャパン株式会社
門田 和博 
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高周波・マイクロ波 （ルームD）

12:50-13:20

UWB無線通信用フィルタと
その応用回路技術

電気通信大学
和田 光司 様

現在、UWB無線通信技術の実用化に伴い、さらに使用される回路部品、モジュール
等への仕様要求も、特性、構造それぞれについて厳しくなってきている。本講演では、
UWB用パッシブフィルタのいくつかの例とそれを用いた応用回路（ダイプレクサ、トリ
プレクサ）についてHFSS、Ansoft Designerを用いた設計、解析事例および測定
結果との比較結果について紹介することで、この種の回路の設計・解析には
HFSS、Ansoft Designerなどの回路・電磁界シミュレータの使用が非常に有効で
あることを示す。

RF MEMSデバイスは、次世代の移動通信機器のキーデバイスとされており、マイクロス
ケールの機械構造であるアクチュエータを利用して高周波信号を制御するデバイスであ
る。アクチュエータは、静電気・熱・電磁誘導・圧電などのエネルギーを機械エネルギーに
変換する駆動体であり、設計には複数の物理現象を扱う連成解析が必要となる。さらに、
機械動作と高周波信号特性とが関係するため、デバイス設計にはANSYSとHFSSを連
携させた解析も必要となる。ここではラテラル型熱駆動スイッチを取上げ、デバイス設計
におけるANSYSとHFSSのモデリングとこれらの連携解析事例について紹介する。

このセッションでは、初の試みとなる来場者のみなさんとの対話形式で進めていきま
す。まずHFSS、Ansoft Designer/NexximおよびAnsoft製品インテグレーションに
おける計画されている新しい機能などのロードマップをご紹介します。そしてその内容
を踏まえた上で、来場者のみなさんと設計およびシミュレーションについてのディス
カッションを行います。最後にここでのまとめとして、将来のバージョンに対するリクエ
ストをまとめたいと思います。多くのご参加とご発言を楽しみにしております。

HFSS Ver12に新しく搭載されたMixed Order Elementsを使用すると、電気的に
大きな形状と小さな形状が混在しているモデルを非常に効率良く解析することが可
能となります。このプレゼンテーションでは、電気的に大きなアンテナモデルをMixed 
Order Elementsで解析し、その解析速度向上の可能性について解説します。また、
同じくHFSS Ver12の新機能であるHPC Optionによる分散解析の能力について
もご紹介いたします。

近年、テラヘルツ波を用いた応用が多方面から注目を集めている。テラヘルツ波応
用の実現に向けてロームでは共鳴トンネルダイオードを用いたテラヘルツ波の発振
素子および検出素子の開発を行っている。アンテナ構造を集積化した共鳴トンネル
ダイオードによるテラヘルツ波の発振と検出の原理を述べるとともに、デバイス特性
の計算におけるHFSSの活用法と、実験と計算の差について触れる。また、シミュ
レーションモデリングとデバイス作製の現実との差を述べ、実際に検討した指向性を
改善するためのアンテナ構造について発表を行う。

面抵抗値を60π[Ω□]に調整した超広帯域電波吸収フィルムについて述べるととも
に、本フィルムを用いた電波吸収ダクト（方形）についてのシミュレーション結果と、実
際に適用した円形フレキダクトの実測結果について述べる。さらに、電波吸収ダクト
が在来の方法に対して有する利点や適用場面について述べてゆきたい。

HFSS Ve12で新しく搭載された新機能の紹介と、その具体的な使用方法について
解説します。本セッションでは標準機能として搭載された、新しいメッシュ生成機能、
演算手法、およびユーザインターフェースについて、また、オプション機能として用意さ
れた、分散解析、感度解析を活用した最適化解析についてご紹介します。

このセッションでは、高周波パワーアンプの回路特性解析に加え、ANSYS 
MechanicalとANSYS Icepakを用いて熱解析まで含めた解析をご紹介します。複
数の増幅器を含んだRF回路基板の電気的な特性を解析するとともに、正確な温度
分布を求めるためにパワーアンプで発生した熱を熱源としてICパッケージ、RF基板を
含むトータルでの有限要素法解析を 行います。そして、回路シミュレーション上のデ
バイスモデルに対して求められた熱特性を与えることで回路特性 への熱の影響を求
めます。

構造
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医療 （ルームE）

12:50-13:20

in vivo CT 骨密度分布情報を
考慮したインプラント周囲の
応力分布のANSYS有限要素解析

本論文は、昨年の論文の続報である。昨年は、人間頭部のX線CT画像から得た骨密度分布を考
慮した3次元有歯顎骨モデルをMechanical Finder(MF)で作製し、MF上で歯牙を除去し、そこに
CADから移植したインプラントモデルを埋入するという仮想インプラント術を紹介した。また、MFから
ANSYSに移植したモデルについても述べたが、そのモデルでは骨密度分布は考慮されていなかっ
た。本論文では、CT画像から骨密度情報をANSYSに移植するソフトを自作し、それによって骨密度
分布を考慮した有歯顎モデルをANSYS上でも構築できることを示す。また、これを用いて種々のイ
ンプラント周囲に生じる応力分布をANSYSによって解析した結果をMFの結果と比較して論じる。

13:25-13:55

RF MEMSスイッチの
デバイス設計におけるANSYS/
HFSS連携解析の事例

太陽誘電株式会社　中村 健太郎 様

株式会社 竹中工務店　原川 健一 様

東京理科大学　中曽根 祐司 様

アンソフト・ジャパン株式会社　門田 和博 
アンソフト・ジャパン株式会社　小寺 貴士 

14:05-14:35

RF・マイクロ波製品
ロードマップと
設計技術ディスカッション

14:40-15:10

電気的に大きなアンテナと
RCS解析

アンソフト・ジャパン株式会社
五十嵐 淳  

15:30-16:00

HFSSを用いた
テラヘルツ帯デバイスの開発

ローム株式会社
向井 俊和 様

16:05-16:35

超広帯域電波吸収フィルム
を用いた電波吸収ダクトに
関する検討

16:45-17:50

HFSS Ver12
バージョンアップセミナー

アンソフト・ジャパン株式会社
小寺 貴士 

17:55-18:25

回路・電磁界・熱の連成による
高周波パワーアンプ設計

アンソフト・ジャパン株式会社
上野 守章 
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※ 発表者様のご都合によりキャンセルとなりました。
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発表概要一覧（3） 構造・熱流体共通解析共通 構造解析構造 熱流体解析流体

流体

流体

電磁場・回路・システム解析A

CAE活用 （ルームE）

14:05-14:35

ANSYS POLYFLOW 12.1
プロダクトレポート

アンシス・ジャパン株式会社
冨増 浩太 

POLYFLOWの新バージョンであるバージョン12.1からは、POLYFLOWもWorkbench
環境へ加わり他のソフトとの連携がより強化されて行く予定です。本プレゼンテーショ
ンでは、POLYFLOWのWorkbench環境への統合の紹介、FIDAPに実装されてい
た1流体VOF、現バージョンで追加されたAMFソルバの並列計算の向上など、その
他の改善点や今後の開発計画についてもお話する予定です。

流体

14:40-15:10

ゴルフボールのディンプル
形状による抗力と流動特性

東海大学
青木 克巳 様

ゴルフボールのディンプル構造による抗力と流れ場との関係を明らかにするため、
ディンプル構造に基本形状である円弧型、円錐型、台形型の3種類を使用し、風洞
実験とLarge Eddy Simulationを使用した流動解析を行った。本研究では、実験結
果に加えて、解析により実験では検討することが困難なディンプル内の流れに着目
し、ディンプル形状によりディンプル内の流れがどのように変化し、流れの剥離点が
変化する結果、抗力に影響を及ぼすのかを検討した。

流体

15:30-16:00

岩手大学におけるCFXの
利用実例（航空宇宙分野から
生体流解析まで）

岩手大学　船崎 健一 様

アンシス・ジャパン株式会社　銭 力克

株式会社原子力安全システム研究所　村瀬 道雄 様

独立行政法人 海上技術安全研究所　岡 秀行 様

岩手大学工学部機械システム工学科航空宇宙システム研究部門では、航空宇宙推進に関する研究開発を行っている。特に航空エンジ
ンに関する研究開発では国際的にも注目を集める研究を進めている。研究では、回転試験機や複数台の翼列風洞などを駆使して、空力か
ら伝熱関係まで幅広い研究に取り組んでいる。そのような研究を進める上で、ANSYS CFXは必要不可欠な解析ツールとなっており、研究
室の学生は実験、CFDのテーマに関係なくある程度CFXを使いこなせるように研究室内教育を行っている。利用例としては、航空エンジン
用低圧タービン上の剥離境界層に関するDESやLESをはじめとし、遷音速ファン、低圧圧縮機、タービン冷却翼などの流れ場、伝熱場解
析に利用している。また、最近は燃焼解析にもCFXを利用している。これらの航空宇宙関係の研究だけでなく、脳動脈瘤を有する脳動脈内
の血流解析にも応用している。今回の事例紹介では、これらの研究例から幾つかを紹介するとともに、ユーザとしての要望も述べてみたい。

流体

16:05-16:35

流体内部の固体運動及び
流れ解析に関する
ANSYS CFX 12.0の応用

流体内部の固体運動及び、周囲の流体との連成解析は、自動車・化学・製造業な
ど様々の産業分野の重要課題です。ANSYS CFX 12.0 は、Immersed Solid（埋
め込み固体）、6自由度及びRemeshing など新機能を提供して、この種類の応用問
題をより柔軟的に扱うことが可能です。本プレゼンテーションでは、典型的な応用事
例を通じて、これらの手法の特徴、適用対象及び問題を解く指針を紹介します。

流体

エネルギー （ルームE）

16:45-17:15

リフラックス冷却時における
PWRホットレグでの
気液対向流の数値計算

加圧水型原子炉のリフラックス冷却時におけるホットレグでの気液対向流を対象として、熱流体解
析コードFLUENT6.3.26と2流体モデルもしくはVOFモデルを用いて数値計算を実施した。2流体
モデルでは気液界面摩擦の相関式が、VOFモデルではメッシュ寸法が計算結果に影響する。これ
らを適切に選択すれば、数値計算は縮尺模擬した空気・水実験における準定常状態での流動状
態とCCFL特性をよく再現するが、流動様式の遷移過程を計算で再現するには計算モデルの改良
が必要である。ホットレグでのCCFL特性は、低圧条件（0.1～0.3 MPa）では流体物性（空気と蒸
気）の影響と配管寸法（0.05～0.75 m）の影響をWallis パラメータで整理できることを確認した。

流体

17:20-17:50

船体動揺を考慮した
循環流動層の
数値シミュレーション

舶用ディーゼルエンジンの排ガスから脱硫及び排熱回収する装置として循環流動
層に着目し、海上での使用、つまり動揺状態あるいは定傾斜状態でも運転可能な排
熱回収システムの構築を行っている。循環流動層の高濃度固気二相流は実験によ
る詳細な計測が困難であるため、FLUENT 6.3に搭載されているオイラー混相流モ
デルを用いて循環流動層全体を対象とした数値シミュレーションを実施した。動揺周
期、振幅あるいは傾斜角がライザー部の流れ場、特に粒子相の挙動に及ぼす影響
について検討したので、昨年度に続き、その解析事例を紹介する。

流体

17:55-18:25

FLUENT12キャビテーション
モデルの紹介

アンシス・ジャパン株式会社
桑山 智一 

FLUENT12ではキャビテーションモデルが新たに2つ追加され、合計3つのモデルが
選択できるようになりました。本プレゼンテーションでは、それら3つのキャビテーション
モデルの紹介と使用時のTipsについて、解析事例を含めてご説明します。

医療 （ルームE）

13:25-13:55

CFD解析による脳動脈瘤の
増大・破裂メカニズムの解明
独立行政法人 国立病院機構
三重中央医療センター 脳神経外科
石田 藤麿 様

私たちのチームでは、クモ膜下出血の原因となる脳動脈瘤の増大および破裂メカニズムの解明を目的にCFDによる流体解析を行っ
ている。対象は、3D-CT angiography（CTA）（TOSHIBA, Aquilion64）および3D rotational angiography（PHILIPS, Allura 
Xper FD20）で撮影したpatient-specific modelで、それぞれdicom, vrmlにてデータを抽出した。dicom dataはINTAGE Volume 
Editor (KGT Inc.)でstlに変換し、Magics 13.0（Materialise Japan）にてスムーズ化を行った。またPHILIP社のvrmlファイルは、直
接ANSYS ICEM CFDに読み込めないため、拡張子を.gzに変換後、ERANGEにてこの圧縮を解凍し、これを Magics 13.0に読み
込みst lファイルとした。破裂脳動脈瘤の術中所見とCFD解析結果との比較、最先端の4D-CTAであるDynam ic  
Four-dimensional CT angiography （DFA）を用いた基礎・臨床データのCFD解析による5D-CTAのコンセプトを紹介する。
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12:50-13:20

九州北部 ANSYS 
コンソーシアムミーティング
の取り組み

CAE活用 （ルームF）

九州工業大学　渕脇 正樹 様

住友金属鉱山株式会社　川上 博史 様

FE-DESIGN GmbH Germany　
Manfred Fritsch 様

九州北部地区では、九州大学、長崎大学、九州工業大学の流体工学を主に研究
する研究室でコンソーシアムを組み、年に一回、お互いの研究成果を紹介している。
その中で、お互いの問題点なども議論することにより、互いのレベルアップを図ってい
る。本公演では、その取り組みについて紹介する。

13:25-13:55

ワイヤボンディングと
鉛免震ダンパーの
シミュレーション

ワイヤボンディングにおけるループ形成のシミュレーションを自動で行うツールを作成
した。MS-EXCELを用いて条件設定と解析予約を行う。ワイヤボンディングにおける
先端ボールの圧着時の潰れを、メッシュリゾニングを繰り返しながらシミュレーションす
るツールを作成した。鉛免震ダンパーの地震による変形と応力の解析にChaboche
モデルによる複合硬化則を適用した。

14:05-14:35

FEMを適用した直動ガイド
の数値シミュレーション

ＴＨＫ株式会社
今井 竜也 様

本研究は、剛性や負荷分布といった直動ガイド単体特性にまつわる数値シミュレー
ションの精度向上を目的としている。本稿では、直動ガイド理論解析の基礎ともいえ
る負荷分布理論にキャリッジやレールといった構成部品をいくつかの仮定にもとづく
FEMモデルとして適用した連成解析手法について述べ、実測剛性や従来理論との
比較による検証および考察をおこなった結果について報告する。また、シミュレーショ
ンの実用化への取り組みに関してもその概要を紹介する。

14:40-15:10

プラチナスポンサー FE-DESIGN社セッション

ANSYSと連携したノンパラメトリック
構造最適設計システム「TOSCA」のご紹介

トポロジー最適化／形状最適化／ビード最適化分野においてテクノロジーリーダー
であるドイツFE-DESIGN社では、設計初期段階から製品化まで、徹底した設計効
率の向上を支援する世界トップクラスの技術を保有します。今回はANSYS環境と連
携し、（1）設計品質の向上（剛性最大化、重量最小化、ストレス軽減）、（2）設計プ
ロセスにおけるトライ＆エラーの軽減と開発時間短縮、などを実現するノンパラメトリッ
ク構造最適設計システム「TOSCA」をご紹介します。

15:30-16:00

爆風衝撃荷重を受ける
鉄骨構造物の動解析

東洋エンジニアリング株式会社
永田 聡 様

海上油田などの洋上構造物の設計では、万が一に備えてガス爆発の発生を想定し、それに耐える
鉄骨構造の強度設計が要求される。従来は爆風圧を静的な等価荷重に置き換えて強度設計され
てきたが、近年の環境・安全に対する認識の高まりや、解析技術および計算機性能の向上を背景
に、設計爆風波形をそのまま衝撃荷重として鉄骨に与えて動的な弾塑性応答解析を実施し、この
結果に基づいて設計強度を検証することが要求されつつあり、また実際に可能にもなりつつある。
そこで、このような高い要求に応えるために、ANSYSを使用して鉄骨構造物の衝撃弾塑性応答
解析を実施し、その具体的な手法を検討した。ここではその解析の一例について紹介する。
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共通

CAE教育・普及 （ルームF）

17:55-18:25

ANSYSと基礎実験の
融合による
実感教育の取り組み

名城大学　宇佐美 初彦 様

ANSYSを用いた数値解析と各種基礎実験の融合による実感教育の取り組みにつ
いて、各種事例を紹介する。

F-9

F-2

F-3

F-4

F-5

機械・精密 （ルームF）

16:05-16:35

熱量計測のための
マイクロプローブの作製と評価

東北大学
戸田 雅也 様

今後のバイオ技術の発展のため、個々の生体細胞の熱挙動を直接計測する技術の確立が期待
される。生きた単一細胞から発生する熱量は、ピコジュール程度と僅かであることが見積もられて
おり、これまでの技術でその直接計測は困難である。本研究では、水中での局所的な微少熱量計
測を実現するため、新たに2重構造のマイクロカンチレバーを用いた微少熱量計測手法を提案す
る。微少発熱量を検出するためには、センサのサイズを小さくする必要があり、予測される共振周
波数が数メガヘルツと高い。2重構造のため、振動モードが複雑となることが予想された。ここで
ANSYSを用いて構造の解析を行い、それに基づきマイクロデバイスの作製と評価を行った。構造

F-6

JFEテクノリサーチ株式会社
吉原 直武 様
サイバネットシステム株式会社
喜多 雅子 

自動車・燃料電池 （ルームF）

16:45-17:50

溶接変形の解析 溶接において溶接変形を解析する手段として有限要素法解析ソフトが利用されて
いるが、より高い解析精度が要求される場合、特に、鉄鋼材料に関する高精度の溶
接変形解析には相変態の考慮が必要となる。汎用有限要素解析ソフトANSYSの
APDLを利用して相変態の冷却速度の影響を考慮し、溶接時の熱伝導解析および
応力変形解析を実施した。一方、薄鋼板の重ね合わせMAG溶接実験を行い、温度
や変形に関する測定から得られた時刻歴結果と測定結果との比較検討をした。

構造
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構造・熱流体共通解析共通 構造解析構造 熱流体解析流体 電磁場・回路・システム解析A

CAE活用 （ルームH）

17:20-17:50

Ansoftプロダクト
ユーザー様向けANSYS
プロダクトのご紹介

アンシス・ジャパン株式会社　三邉 考志 

本セッションでは簡単な事例を織り交ぜながら、ANSYS構造/流体プロダクトを中心
にご紹介します。また、Ansoftプロダクトと構造または流体の連携についても、簡単に
ご紹介いたします。

共通

H-8

パワーエレ＆電気機器 （ルームH）
HEV用リチウムイオン電池
の解析機能のご紹介
－ANSYSツールとAnsoftツールの連成解析事例－

アンソフト・ジャパン株式会社　重松 浩一 

HEV用のバッテリーには電気特性だけではなく、熱特性が大きく影響を及ぼすことが
知られています。本講演ではこの「電気と熱」を正確に考慮するためのシミュレーショ
ン技術についてご紹介いたします。熱の取り扱い方法を示し、具体的にはセルから
バッテリーパック全体の解析においてエネルギーバランスを考慮しながらの解析技術
で、これからのAnsoftとANSYSのコラボレーション解析能力の方向性を示す例と
なっています。

A

13:25-13:55

電磁界解析ツール
関連製品のご紹介

アンソフト・ジャパン株式会社
堀内 智哉 

Ansoftは電磁界解析ツールの世界的リーダとして製品設計のためのツールを皆様
に提供しております。ここでは世界トップシェアである二次元/三次元電磁界有限要
素法解析ツールであるMaxwell Ver.12の最新機能紹介と適用事例を中心に、回
転機の設計支援ツールであるRMxprt、変圧器、チョークコイルの設計ツールである
PExprtの機能についてご紹介いたします。是非、Ansoftの統合された設計支援ツー
ルの世界をご覧ください。

A

14:05-14:35

回路・システムシミュレータ 
Simplorerのご紹介

アンソフト・ジャパン株式会社
関末 崇行 

パワエレ回路、システムシミュレーションとして定評のあるSimplorerが新しくバージョ
ンアップして生まれ変わりました。全く新しいGUI、計算の安定性とスピードの向上、さ
らにAnsoftの電磁界解析ツールとの強力な連成、など多くの新しい斬新的な機能を
提供いたします。本発表では新たに追加・強化された機能を中心にご報告させてい
ただきます。

A

H-1

H-2

H-3

－Part.1 プロダクトラインナップとシミュレーションツール詳細－

アンソフト・ジャパン株式会社　渡辺 亨

シグナル＆パワーインテグリティ・EMI （ルームH）

14:40-15:10

シグナル＆パワーインテグリティ
関連製品のご紹介

－Part.2 解析ツール詳細－

アンソフト・ジャパン株式会社　川野 真 

シグナル＆パワーインテグリティ
関連製品のご紹介

－Part.3 解析事例とロードマップ－

アンソフト・ジャパン株式会社　太田 明 

シグナル＆パワーインテグリティ
関連製品のご紹介

アンソフト社は、高性能化・高集積化が進む電子機器設計において、電気特性に
よって発生する様々なノイズ問題‐シグナルインテグリティ、パワーインテグリティ、
及びEMI/EMCに対するトータルソリューションを提供いたします。Part.1では、プ
ロダクトラインナップと回路・システムシミュレーションツール：Ansoft Designer®、
Nexxim®の機能詳細をご紹介いたします。

A

15:30-16:00

アンソフト社は、高性能化・高集積化が進む電子機器設計において、電気特性に
よって発生する様々なノイズ問題‐シグナルインテグリティ、パワーインテグリティ、及
びEMI/EMCに対するトータルソリューションを提供いたします。Part.2では、解析
ツール：HFSS™、Q3D Extractor®、2D Extractor、SIwave™、TPA™の機能詳細
をご紹介いたします。

A

16:05-16:35

アンソフト社は、高性能化・高集積化が進む電子機器設計において、電気特性に
よって発生する様々なノイズ問題‐シグナルインテグリティ、パワーインテグリティ、及
びEMI/EMCに対するトータルソリューションを提供いたします。Part.3では、高速シリ
アル伝送、DDRxメモリI/Fの同時スイッチングノイズ、EMIなど主要分野における解
析事例とロードマップをご紹介いたします。

A

H-4

H-5

H-6

アンソフト・ジャパン株式会社　門田 和博 

－最新機能とロードマップ－

回路・システムシミュレータ 
Ansoft Designer/Nexximのご紹介

A

高周波・マイクロ波 （ルームH）

16:45-17:15

このセッションでは、高周波およびシグナルインテグリティ、EMC/EMI設計に対応し
た統合設計環境であるAnsoft Designerと、高精度な回路・システムシミュレーショ
ンを実現するNexximについて、その機能と今後のロードマップをご紹介します。
Ansoftの各電磁界シミュレータとの連携機能や、Nexximの高精度な解析能力と豊
富な機能をご覧いただきます。

H-7

12:50-13:20

A

A

A

A

A

A

A

A

アンソフト・ジャパン株式会社　古賀 誉大 

長崎大学　阿部 貴志 様

AZAPA株式会社　許 仁 様

アンソフト・ジャパン株式会社　陳 青明 

パワーエレ＆電気機器 （ルームG）

12:50-13:20

磁性コアモデルを考慮した回路
シミュレーションによるPWMインバータ
のコモンモード電流低減の検討

IGBTに代表される高速スイッチングデバイスを用いたPWMインバータにおいて、高いスイッチング周波数
時の損失低減、EMCフィルタの小型化を実現するため、インバータのコモンモード電流（リーク電流）を低
減する重要性が高まっています。また、これらの問題を解決するためフィルタに軟磁性体材料のコアを使
用したコモンモードチョークコイルを用いて対策を行う設計が有効的ですが、コイル設計を誤るとコアの磁
気飽和により、逆に悪影響を及ぼす場合があり、設計の大きな課題となっているのが現状です。本発表で
は、実際のコア特性を再現した等価コアモデルを構築し、これを用いたPWMインバータ全体の回路シミュ
レーションによりコモンモード電流を解析する手法の提案・検討を行った事例を発表いたします。

13:25-13:55

Torque Optimization 
for IPM

Ansoft, LLC
Scott Stanton 

IPMモータは産業界で数多く使われているモータの一つです。本講演ではコストを下
げ、効率を最大にするための最適化設計例について紹介します。特に埋め込み磁石
の大きさを可能な限り小さくし、なおかつトルクを最大にした設計例に焦点を当てまし
た。実際の解析ツールとしてはAnsoftの有限要素法地場解析ツールである
MaxwellとANSYSの最適化ツールであるDesignXplorerを用いました。Ansoftと
ANSYSのコラボレーションによる最適設計事例にご期待ください。

14:05-14:35

Integrated Environment 
for Inverter Modeling

Ansoft, LLC
Scott Stanton 

インバータシステムにはIGBTを含むパッケージやパワエレ技術など数多くの要素技
術が絡み合ったものです。また、従来Ansoftが得意としていた電気分野だけではな
く、信頼性の確保のためには熱の考慮も必要になってきています。本講演では、
Simplorerの新しい機能であるQ3Dとの直接連成機能を用いたEMC/EMI設計へ
の詳細な解析のみならず、ANSYSの熱流れ解析のツールであるIcepackとの連成
解析技術を用いた熱解析までもカバーできる環境が整いました。インバータを例に
取った非常に強力な連成解析機能を通して最新の解析技術をご紹介いたします。

14:40-15:10

VHDL-AMSを用いた
自動車システムの
シミュレーション

自動車システムがパワーエレクトロニクス技術と融合して、エネルギーマネージメントが実施さ
れ、環境対応システム車両が次 と々開発されている。このシステム車の開発・設計には、マル
チドメイン、マルチレベル、マルチオーガニゼーションという三つの視点が重要となり、システムシ
ミュレーションが不可欠である。本論文では、IEEEにて認定されている標準言語である
VHDL-AMSを用いて、EPSシステムが電源に及ぼす影響や車両始動システムにおけるエネ
ルギー低減法の検討事例、さらにオルタネータの界磁制御による回生効果をブレーキ損や燃
費から考察する事例に関して、モデリングとシミュレーション結果を実験結果と共に報告する。

15:30-16:00

VHDL-AMSを用いた
有限要素法による
3次元熱解析

車両システムにおける省エネ及び快適性の関係について、定性的な究明より定量
的な究明が必要です。それによって省エネ及び快適性両立の最適解が求められま
す。定量的な究明のため、AZAPAはVHDL-AMSを用いた有限要素法により車室
内を142ヵ所に分け、車室内の温度や乗車した人の周りの温度を調べます。乗車人
数による車室内の温度を見える化し、エアコンシステムの稼働率を見える化して省エ
ネ及び快適性両立の最適解を求めます。

16:05-16:35

Simplorerモデルの
デバイスモデリング

株式会社 ビー・テクノロジー
堀米 毅 様

SimplorerはSPICEと比較して非常に収束性に優れています。SPICEのデバイスモ
デリングとは異なり、独自性を持っています。パワーデバイスのIGBT、パワー
MOSFET、トランジスタ、ダイオードについての事例を発表します。

16:45-17:15

General Session for 
Ansoft Products

アンソフト・ジャパン株式会社
鈴木 誠 

ANSYSの一員となったAnsoft社は、電磁界解析CAEツールとして世界シェアNo.1です
が、現在は、電磁界解析にとどまらず、回路解析、システム設計のツール、環境も提供してい
ます。今後、ANSYS Workbenchと連携することで、お客様の期待に応える製品の提供と
設計フローの提案をしていきます。ここでは、設計における電磁界解析の役割を解説し、電
気機器設計における広範なノイズ問題に注目した場合のAnsoft製品それぞれの位置付け
を紹介します。具体的に、モータの解析事例、ノイズ・サージ電流解析、電磁界と熱解析の連
携、およびノイズ解析早わかりを解説し、直感的にノイズ問題が把握できることをねらいます。

17:20-17:50

PM Machine 
Demagnetization Analysis 
due to Fault Conditions

永久磁石はこれまで何年間もさまざまな電気機械で使われています。永久磁石の代
表である希土類磁石を用いた機器の解析を行う場合、外場と温度に対し一定の条
件下で線形な特性として扱われるのが一般です。しかし、軟磁性材料ではある特定
の使用温度において減磁特性が外部の磁場に大きく依存し、無視できない状況が
現れます。本講演ではAnsoft社のMaxwellを用いてこれらの減磁特性を正確に表
現した永久磁石モータの解析例をご紹介いたします。

G-1

G-2

G-3

G-4

G-5

G-6

G-7

G-8

17:55-18:25

Ansoft EM（エレクトロ
メカニカル）ロードマップと
オープンディスカッション

アンソフト・ジャパン株式会社　重松 浩一 

本セッションでは今後のEM製品における新規機能の開発およびツールの統合に関
するロードマップについてご説明いたします。また、その後に皆様からの今後のツール
へのご要望等・ご意見についてオープンな場所で議論をしたいと思いますので、忌憚
のない意見をお待ちしております。

A

G-9

CD
印のあるセッションは、事例集CDに掲載しております。
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構造

構造

構造

構造

電気・電子 （ルームI）

12:50-13:20

高速昇温熱処理時の
レイアウト依存温度
シミュレーション

NECエレクトロニクス株式会社　新澤 勉 様

インテル株式会社　西 恭史 様

ウエハの大口径化に伴い、種々のチップが混在して製造する機会が増えている。こ
の場合、ランプ加熱を用いたRTA工程を含む半導体製造起因でデバイスの電気特
性に差が見られる場合がある。レイアウトによりどの程度の温度差が生じるかを検討
するため、ANSYSを用いてランプ加熱を含む過渡熱シミュレーションモデルを構築し
結果を検討した。

13:25-13:55

鉛フリーはんだ接合部の
疲労信頼性評価

サンデン株式会社
山形 葉子 様

実装電子部品のはんだ接合部信頼性評価は、電子製品の機能を左右すると言っても過言では
ない。はんだで接合される実装電子部品は、基本的に線膨張係数の異なる部材から構成されて
おり、電力のON/OFFなどにより温度変化が繰り返されると、構成部材に繰返しの熱応力が生
じ、疲労破壊が生じることがある。特に、はんだは降伏応力が低いためにひずみが集中し、熱疲
労破壊が生じやすく、また、低融点材料であるために通常の使用温度域においてもクリープ現
象を示す。本報では、鉛フリーはんだの力学モデルを構築し、スルーホール基板のはんだ接合部
構造体において、温度サイクル下での弾塑性クリープ解析を実施し、熱疲労寿命を検討した。

14:05-15:10

半導体パッケージ機械的
信頼性のモデル化の例題

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
雨海 正純 様

半導体パッケージの製品故障予測および信頼性は、製品を設計する上で重要な事
項である。半導体パッケージの信頼性はそれらを部品とする製品全体の機能に重大
な影響を与える。温度サイクル試験、リフロー試験或いは落下衝撃試験などにより信
頼性を前もって予測しその対応策を施すことは、学問的にも工業上も極めて重要な
意味を持っている。　本発表では、半導体パッケージの信頼性（温度サイクル試験、
リフロー試験、落下衝撃試験など）対するモデル化と例題も述べる。

流体

15:30-16:00

発熱を考慮した
3次元IC初期検討フロー

株式会社ジェム・デザイン・テクノロジーズ
村田 洋 様

3次元ICのフィージビリティスタディにおいて、発熱問題を考慮しながらチップ配置・フ
ロアプラン・TSV配置を検討する手法について紹介する。

流体

16:05-16:35

Notebook Blower 
Inlet Flows; Experiments 
and Modeling

今日の高性能化したノートパソコンはそれに伴った冷却機構の増強が必要とされる。
一般的なノートパソコンの冷却はブロワーファンによる強制冷却が大部分を占める
が、このファンから得られる性能は筺体内部における配置や機器の騒音制限に大き
く影響される。本発表では実際の利用状況に即した性能評価手法とともに、評価の
一環として行われたシミュレーションについて紹介する。

高周波・マイクロ波 （ルームH）

17:55-18:25

HFSS Ver12の
解析能力について

アンソフト・ジャパン株式会社
五十嵐 淳 

先日AnsoftのフラッグシップであるHFSSの最新バージョン、HFSS Ver12がリリー
スされました。新しいバージョンがリリースされると、これまでのバージョンと比較して、ど
の程度の高速化、高精度化が実現されているのかが非常に気になるところだと思い
ます。このセッションでは、簡易モデルから複雑なモデルまで、いくつかのモデルを使用
して、Ver11.2とVer12の解析能力の違いについて解説します。

A

自動車・燃料電池 （ルームI）

16:45-17:15

H-Ⅱロケット1/5模型振動
解析モデル化手法の検討

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構
西元 美希 様

本業務では、航空宇宙技術研究所報告NAL-TR1061「H-Ⅱロケット1/5模型の振動試験（全体
試験）」での報告内容を元に、汎用構造解析ソフトウェアANSYSを用いて、H-Ⅱロケットのモデル化
手法検討を行った。まず本報告書に記載される図面情報を基に、H-Ⅱロケット1/5模型FEMモデル
を作成。機体のモデル化手法でポイントとなる液体燃料のモデル化については、ANSYS強連成要
素を適用することで構造/流体連成効果を表現し、さらに大規模化におけるモデル縮約手法に部
分構造法（CMS）を適用することで、大幅な解析時間の短縮を試みた。なおモデル化手法の妥当
性については、報告書内で実施されている各種の実験結果と比較を行うことで随時確認を行った。

H-9

I-1

I-2

I-3

I-5

I-6

I-7

17:20-17:50

SiC-DPF開発への
熱応力シミュレーション
適用事例

イビデン株式会社　中村 一輝 様

SiC-DPFの分割構造体の設計思想の元になった、熱応力シミュレーション適用事
例のご紹介。

構造
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印のあるセッションは、事例集CDに掲載しております。
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東京大学大学院　泉 聡志 様

株式会社ケーヒン　佐藤 史教 様

CAE活用 （ルームI）

17:55-18:25
進化するプリプロセッサー

アンシス・ジャパン株式会社
山崎 佳恵 

弊社で提供するプリプロセッサ－には、複数の製品が存在します。これらのテクノロ
ジーを集結させた製品が、本年7月に国内リリースされたANSYS Workbench V12
の形状作成アプリケーションDesignModelerとメッシュ生成アプリケーション
ANSYS Meshingです。本報告ではこの2つの製品について、機能の紹介と、既存
プリプロッセッサーであるGAMBITとの比較を中心に紹介いたします。さらにその他の
製品ラインアップについて紹介いたします。

機械・精密 （ルームJ）

12:50-13:20

三次元接触・摩擦有限
要素法解析によるねじ式
テンショナの挙動解析

ねじ式テンショナーは、タイミングベルトやチェーンの張力を保つための部品である。負荷された
振動を、はめあいねじの回転に変換し、トルクが雄ねじとねじりばねの間の伝達される。雌ねじは
雄ねじの回転に伴い軸方向に動き、ベルトやチェーンと相互作用する。定常的な動作を保証
するためには、ねじ面での安定したすべり挙動が重要となっている。本研究は、三次元接触・摩
擦有限要素法解析により、接触面における接触状況を明らかにし、テンショナーの動作メカニ
ズムを解明する。負荷過程においてねじ面が回転した後に、除荷過程において底部も回転す
るときに、雄ねじが進むことがわかった。また、実験と解析が定性的に一致することを確かめた。構造

自動車・燃料電池 （ルームJ）

13:25-13:55

FLUENTによる
インジェクタノズル設計への
有効活用事例

FLUENTのDPMではインジェクタノズルからの噴霧形状を計算することが可能であ
る。 ただし、計算には実測によって得られた初期条件が必要である。本手法では
DPMの初期条件としてFLUENTのVOFによる計算結果を利用する。これにより、初
期条件として実測によって得られる既知の数値を用いることなく、噴射条件と内部流
路、ノズル形状のみから噴霧形状を予測することができるようになった。

14:05-14:35

空洞から発生する
広帯域空力音の低減策

鳥取大学
後藤 知伸 様

高速輸送機械では、空力騒音が振動騒音と並んで問題となってきており、その一つとし
て、車両の台車空洞部や航空機の脚格納庫などの空洞部において発生する比較的低
周波の広帯域空力音が挙げられる。この低減のために、空洞後縁部に設けたスクープが
有効であることがわかってきた。スクープが後縁近くの乱れた流れを主流に掻き出すととも
に、せん断流を安定化させることが空力音の低減に繋がっていると推定される。また、主
流内への突起を設ける必要がないことが特徴である。モデル実験とFLUENTを用いた解
析によって、スクープの空力音低減効果を解明しようとする研究の結果を紹介する。

14:40-15:10

自動車冷却ファンの
性能予測

東京都市大学
郡 逸平 様

株式会社ティラド　和田 誠 様
アンシス・ジャパン株式会社　胡 霄 

自動車の冷却性能の重要性は増しており、近年では自動車設計の初期段階におい
てCFDによる性能予測を行なうことで、開発の効率化を図っている。なかでも冷却シ
ステムの主要素であるファンの性能予測は必ずしも十分な精度を得られるとは限ら
ず、精度向上は重要な課題のひとつである。そこで、本研究では冷却ファンに着目し、
ファン周りの流れの可視化分析および翼表面圧力の計測を通じて計算予測上問
題となる現象を特定し、それに対応する適切な計算方法を採ることで、実用的な予測
精度を得ることができた。本報では、その検討の過程で得られた知見を紹介する。

15:30-16:00
熱交換器内の沸騰解析

株式会社ティラドでは、自動車用をはじめ、様々な分野用の各種熱交換器を製造し
ています。熱交換器内の流れをシミュレートすることにより、最適な設計が可能となり
ます。通常、熱交換器内の流れを単相流として解析し、その流動状態から冷却効率
を評価することが多いが、実現象として、沸騰した蒸気がある箇所に停滞し冷却効果
が悪くなり、局所的に高温状態になることもあるため、沸騰現象を含んだ多相流解析
が不可欠です。本プレゼンテーションではFLUENT6.3を用いて、熱交換器内の沸
騰現象を解析した事例をご紹介いたします。

16:05-16:35

ル・マン参戦レーシングカー
の空力特性解析

東海大学　向井 恒三郎 様
東海大学　鈴木 隆太 様

東海大学は2001年にル・マン24時間耐久レースに参戦する計画を発表し、その後、7
年間に渡り延べ200名の学生達がレーシングカーの開発に取り組んできた。その結果、
2008年6月に行われたレースに出場し、決戦まで進むことができた。過酷なこのレース
に大学チームが出場するのはモータースポーツの歴史上始めてである。車両開発の過
程で、FLUENTを用いた数値解析およびムービングベルト式風洞を用いた模型実験を
行い、車両形状がレーシングカーの空力特性に及ぼす影響を明らかにした。これらの知
識は、実際のレースにおいて車両セッティングに活用されラップタイムを短縮した。

流体

流体

流体

流体

流体

流体

I -9

J-1

J-2

J-3

J-4

J-5

J-6

流体

16:45-17:15

SOFC事象解析への
FLUENTの活用

東京ガス株式会社
矢加部 久孝 様

SOFCで起こっている詳細な電気化学反応に関し、FLUENTを活用し、その物理描
像を解析した。
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構造・熱流体共通解析共通 構造解析構造 熱流体解析流体 電磁場・回路・システム解析A

流体

化学・材料 （ルームJ）

12:50-13:20

繊維強化複合材料は、高強度かつ軽量な特徴を持っているため、航空宇宙からスポーツレ
ジャーまで幅広い分野で用いられている。繊維強化複合材料は繊維と強化樹脂で構成され
た不均質材料である。このため層間剥離に代表されるその不均質性に起因する破壊が発
生する。この破壊はそのメカニズムが複雑で多数の要因が影響を与えるため、強度のばらつ
きが大きく、繊維強化複合材料の信頼性評価を困難にしている一因となっている。そこで、
不均質材料の信頼性評価手法として、繊維強化複合材料の破壊現象を表現可能な数値
解析モデルを用いての強度ばらつきを考慮した破壊挙動解析法についての報告を行う。構造

構造

構造

自動車・燃料電池 （ルームJ）

エネルギー （ルームK）

12:50-13:20

VLCCバラストタンク内の
ガス置換解析

ユニバーサル造船株式会社　
田中 寿夫 様

不均質性を考慮した
繊維強化複合材料の
破壊挙動構造解析

京都工芸繊維大学　横山 敦士 様

従来は経験的に決められていたバラストタンク内の開口量を、タンク内のガス置換に
有効か否かの観点から定量的に判断するために、ガス置換のシミュレーションを
FLUENTを用いて実施した。その結果、平行部タンクおよび船首尾タンクとも、現状
の開口量で実用上の問題は生じないことが明らかとなった。

流体

13:25-13:55

FLUENTコードによる
コールドレグ内温度成層化
試験の解析

独立行政法人 原子力安全基盤機構　市川 涼子 様

株式会社日立製作所　小林 克年 様

OECD/ROSAプロジェクトで実施された、高経年化対策の課題の一つであるPTS
（加圧熱衝撃）評価を対象とするECC水注入時のコールドレグ内での温度成層化
試験の内、単相流状態で実施された試験について、数値流体力学コードFLUENT
による温度場解析を実施し、試験結果と比較した。本発表では、（1）乱流モデルと
メッシュ数の影響についてと、（2）コールドレグ内に液面が形成される二相流試験に
ついて、VOF法を適用した解析について報告する。

流体

14:05-14:35

斜流ポンプの
キャビテーション
非定常流れ解析

ポンプのキャビテーションを考慮した非定常流れ解析を実施した。流動場の解析手法に
はダイナミック・スマゴリンスキモデルを適用し、キャビテーションの解析手法には高次差
分項を省略したレイリープレセット式を解く均質媒体モデルを適用した。羽根面での圧力
分布を実験値と比較した結果、解析結果が±10％の精度で実験値と合うことを確認し
た。スロートでのキャビテーションの発生により平均値に対して＋40～-60％のインパル
ス上の変動トルクが発生することがわかった。スロートでキャビテーションが収縮すること
により隣り合う羽根で逆位相のインパルス上の変動トルクが発生することがわかった。

CAE活用 （ルームK）

14:40-15:10

はじめての落下・衝突解析

サイバネットシステム株式会社　
三浦 孝広 

ANSYS Workbench はその優れた操作性に加え、バージョンアップごとに高度な
解析機能が追加されてきました。Ver12.0 では、世界トップレベルの陽解法ソルバー
『LS-DYNA』のプリプロセッサとしてWorkbench 環境が利用できるようになりまし
た。はじめて落下や衝撃の解析を行う場合でも、Workbench 環境での解析経験が
あれば短時間で習得する事が可能です。本セッションでは、Workbench 環境におけ
る落下/衝撃解析について紹介いたします。

15:30-16:00
サイバネットシステム株式会社　
井上 俊明 

接触は、今では代表的な構造非線形問題と言っても過言ではないが、接触剛性値
の誤った選択、モデルに対する直接的な自由度拘束が存在しないことによる構造の
不安定性、摩擦など収束を悪化させる要因が他の非線形性に比べ、数多く存在しま
す。ANSYSでは、これらの要因に応じた機能が存在しますが、接触問題にて収束解
を得るためには、これらの機能だけに頼るのではなく、適切な解析アプローチを踏む
必要があります。本セッションでは、収束しにくいと思われる問題をいつくか取り上げ、
それぞれの問題に対する具体的なアプローチ方法についてご説明いたします。

流体

17:20-17:50

ANSYS FLUENTによる
エンジン筒内解析技術のご紹介

アンシス・ジャパン株式会社
岡田 猛志 

ANSYS FLUENT 12では、計算速度や物理モデルの強化はもちろん、エンジン筒
内解析を行うにあたって、設定やポスト処理がより使い易くなるように機能強化が図
られました。煩雑な作業を必要としたバルブ・ピストン等の移動変形メッシュの設定
は、1つのパネル内で定義を行い、自動的に設定を行うことが可能です。本プレゼン
テーションでは、筒内解析に着目したANSYS FLUENTの解析技術を、解析事例と
併せてご紹介いたします。

－Workbenchで使えるLS-DYNA－

ANSYS接触解析講座
－成功へ導く秘けつ－

J-8

J-9
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16:05-16:35

Workbenchユーザのための
メッシングトラブル解決法

最新バージョンのANSYS 12.0では、ANSYS Workbenchの持つメッシング機能も
大幅に拡張され、また新しい機能（インフレーションレイヤーメッシュ）機能、ヘキサメッ
シュ機能（マルチゾーン、スィープメッシュ）等も追加されました。本セクションではそれ
ぞれの機能の内容をご紹介すると共に、ANSYS Workbenchにおけるメッシング作
業を効率化する為の様々なテクニックをご紹介させていただきます。

構造
サイバネットシステム株式会社
榊原 孝志 

K-6
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構造

機械・精密 （ルームL）

12:50-13:20

レーザー露光 搬送装置の
構想設計事例

ノーリツ鋼機株式会社
西川 英利 様

CAE教育・普及 （ルームM）

12:50-13:20

設計者にCAEを。
FEA GPの取り組みを通して

GEヘルスケア・ジャパンの機構設計部においては、"全ての設計者が構造CAEを使
えること"を目標に10年近くにわたって各種活動を行ってきた。その中で最も効果の
上がった、競技形式の勉強会"FEA GP"の活動と、そこから得られたノウハウや効果
をご紹介します。

GEヘルスケア・ジャパン株式会社
舞田 正司 様

株式会社イトーキ
木村 建樹 様

レーザー露光搬送装置を設計する際、品質に対して最も気をつかう項目は、プリント
ムラを発生させない設計である。プリントムラは、色々なパターンで発生しうるが、関係
するムラに対してロバストな設計を、構想設計段階で追込もうとトライした内容を紹介
する。

構造

13:25-13:55

HDD振動耐力向上の為の
モータダイナミクス解析

株式会社日立グローバルストレージテクノロジーズ
小林 広志 様

HDDは磁気記録密度の向上に伴い、機構系振動の低減が行われてきた。今後
HDDの振動耐力をさらに向上させる為モータ振動に注目し、流体動圧軸受の剛性・
減衰を考慮したモータ振動解析を行った。流体動圧軸受のモデル化には
"MATRIX27"を採用し、ANSYSのロータダイナミクス機能を活用することでジャイロ
効果を考慮したHDDモータの振動解析モデルを構築した。また構築した解析モデル
によるケーススタディを素早く行い、製品設計に反映させる為のモデリングプロセスを
確立した。

構造

14:05-14:35

空調機器の構造設計
におけるCAEの活用

ダイキン工業株式会社
劉 継紅 様

ダイキン工業株式会社では、1980年代よりCAEを活用した空調機器の構造設計のあり方につい
て検討・模索を行ってきた。現在では、CAEを主に『空調機器の構造設計』と『要素部品の開発』に
活用し、空調機器の開発の期間短縮と完成度向上に大きく寄与している。空調機器の開発におい
ては、多様な市場要求に対応するため、1）解析精度を向上させる取り組み　2）新たな構造性能要
求への対応　3）開発期間の更なる短縮に応じた解析のスピードアップが常に求められている。本
講演では、これらの取り組みについてご紹介する。また、併せてCAEを活用する上で物理現象を支
配する原理原則に対する理解の重要性についても言及し、『基礎は力なり』と提唱する。

構造

14:40-15:10

CAEを利用した化学プラント
における圧力設備の
供用適性評価事例

住友化学株式会社　戒田 拓洋 様

当社では1970年代の高度成長期に建設された設備を中心に、30年を超えて稼動
している高経年化プラントを数多く保有しており、これらのプラントの安全、安定操業
を維持していくことが重要な課題である。ここでは、供用中設備の健全性評価である
供用適性評価（Fitness For Service）の概説を行い、CAEを利用した評価例を紹
介する。

15:30-16:00

油圧バルブの開発における
CFXの活用事例

油研工業株式会社
柿坪 伸也 様

油圧バルブの流体解析を実施。解析結果を製品開発に活用した事例を紹介します。

16:05-16:35

噴霧ノズルからのミスト
噴霧状況に関する解析

茨城県工業技術センター
谷萩 雄一朗 様

水の微細な噴霧粒子（ミスト）には水蒸気による窒息効果や蒸発熱による冷却効果
などの優れた効果があり、これまで水では不可能であった油火災に対して消火効果を
有することが確認されている。ミストの散水性状（流量、噴霧角）は、噴霧ノズルの構造
や寸法によって決まることが実験によって明らかになっているが、実験的に全てを検証
することはコスト面や時間的な制約から現実的でない。そこで本研究では、流体シミュ
レーションを用いて噴霧ノズル近傍の流れをモデル化、解析し、実験結果との整合性
を検討した。その結果良く一致し、散水性状についての理論的な裏付けが得られた。

流体

流体

共通

共通
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M-1

13:25-13:55

オフィスチェアロッキング
解析事例

イトーキでは初期設計段階から強度解析を実施できるように、解析設定のマニュア
ル化、標準化に取り組んでいます。その一例として、ジョイント接続機能を使用した
チェア製品のロッキング解析において、サンプル試作との整合性の検証と設計者に
展開するための設定標準化までの取り組みをご紹介します。

M-2

共通

14:05-14:35

スピーカ設計における
AWSの利用推進

J & K カーエレクトロニクス株式会社
熊倉 弘幸 様

スピーカの開発過程において、長年ANSYSが検証に使われてきた。しかしながら、そ
れは専門的なスキルを必要とするため、本来の意味での設計プロセスで使われてい
るとは、いえなかった。2007年以降、PCの処理能力の向上とAWSの機能強化によ
り、急速にANSYSの利用が高まり、現在ではスピーカ設計の必須のツールとなった。
今回、どのような状況でANSYSが専門的なツールから、設計での一般的なツールへ
と変貌をとげたか、実例を交えて報告する。
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構造解析構造 熱流体解析流体 電磁場・回路・システム解析A

CAE教育・普及 （ルームM）

流体・構造連成 （ルームM）  

15:30-16:00

石油・ガスプラントの分野では、スロッシング、フラッター、配管・フランジの熱疲労等、
（熱）流体と構造との相互作用がトラブルにつながる事例が多い。近年、流体・構造
連成解析技術の進歩により、こうしたトラブルに対する定量的な評価が可能になり
つつある。弊社でも、FLUENTと構造解析ソフトを用いた流体・構造連成解析を実
施し、その実用化へ向けた検討を進めてきた。本稿では、その検討事例について報
告する。

FLUENTを使った流体構造
連成についての取り組み

千代田アドバンスト・ソリューションズ株式会社
宗像 秀紀 様

共通

16:05-16:35

弾性体まわりの流れとその非定常流体力特性は、流体と構造の連成問題として取り
扱われており、機械工学の分野でも重要視されている。本研究では、低レイノルズ数
領域において後部が弾性変形する翼にヒービング運動を与え、これらの後流に形成
される渦流れ、また、これらに働く非定常流体力特性を明らかにすることを目的とする。

ヒービング運動する弾性翼
まわりの渦流れと非定常流
体力の流体構造連成解析

九州工業大学　渕脇 正樹 様

14:40-15:10

2D解析結果を反映させた
3D解析モデル作成法の開発

ポップリベットファスナー株式会社
加藤 亨 様

2次元FEMは小規模なため計算時間も早く詳細な計算が可能であり、多くの場で活用されて
いる。リベットの接合計算も多くの場合、2次元の軸対称で計算を行う。リベット接合時の変形
形状と加工硬化を取り入れた接合強度の計算を可能にするため、2次元の結果を用いた3次
元モデルの作成手法を開発した。開発した手法には2つの要素手法があり、第一は2次元の
計算結果をCAD化する手法、第二は2次元の計算結果を3次元モデルへマッピングする手法
である。CAD化手法は計算結果を反映させた形状化に重要な要素手法である。また、マッピン
グ手法も多くの応用が可能な手法であり、それぞれの手法のアルゴリズムを紹介する。

11:10-11:50

ANSYS Icepakによる
小型表面実装パッケージの
熱流体解析
アンシス・ジャパン株式会社

松本 国子

小型のパワー半導体等で一般的に使用されている、TO-263パッケージを題材として
取り上げます。まず、3次元CADデータから作成したパッケージ形状と配線パターン
のGerberデータによるモデル作成、ANSYS Icepakの特徴である自動メッシュ生成
を経て、自然対流を想定した熱流体解析を実施します。次に、ANSYS Icepakで計算
された温度分布を、CFD-Post経由でANSYS Mechanicalに入力し、熱応力解析ま
での流れを体験していただきます。

12:50-13:30
15:35-16:15

触ってみよう
DesignModeler

アンシス・ジャパン株式会社

竹内 尚哉

ANSYS DesignModelerはGAMBITに代わる形状作成ツールです。
解析の目的にあわせ、形状が容易に作成できます。今回は主にGAMBITをお使いの
お客様に使い勝手を知っていただくために、簡単な形状を作成していただきます。
本セミナーでは簡単なチュートリアルを通じて、ANSYS DesignModelerの操作を体
験していただけます。どうぞ気軽にご参加ください。

13:45-14:25
16:30-17:10

感じてみよう
ANSYS Meshing

アンシス・ジャパン株式会社

町田 啓

ANSYS Workbenchは形状作成、メッシング、解析を統合したCAEプラットフォーム
です。メッシング機能の特徴としては、操作しやすい点があげられます。また、簡単な
選択や設定で、メッシュのサイズやタイプをコントロールしたり、構造解析または流
体解析など解析のタイプに合わせてメッシュを作成したりすることができます。
本セミナーでは簡単なチュートリアルを通じて、ANSYS Workbenchのメッシング操
作を体験していただけます。どうぞ気軽にご参加ください。

14:40-15:20

体験してみよう! 
Immersed Boundary

アンシス・ジャパン株式会社

鈴木 英次郎

Immersed Boundaryモジュール（以下IBモジュール）は、ボディーフィットメッシュの概
念を一掃した、新しい概念のメッシュ生成ツールです。IBモジュールは、STLファイル
とANSYS FLUENT 内で生成したカーテシアンメッシュをリンクすることで解析を
行います。メッシュの生成はパラメータを入力するのみで作業時間の短縮が可能で
す。本コーナーでは、IBモジュールを実際に操作し、一連の作業を体験していただきま
す。

17:25-18:05

ANSYS社の
流体-構造連成解析技術に
触れてみよう!!
アンシス・ジャパン株式会社

池田 利宏 

弊社では、近年、ニーズが高まっている流体-構造連成（FSI）解析ソフトウェア環境を
提供しています。本セミナーでは、実際に弊社の流体解析ソルバー（ANSYS 
CFX/FLUENT）および構造解析ソルバー（ANSYS Mechanical）を操作いただき、
皆様にFS I解析（2 -Way FS I解析）を実施していただきます。また、
ANSYS12.0 Workbench環境を利用することにより、さらに身近になった1-Way 
FSI解析も体験いただきます。
FSI解析の技術、操作性やデータの親和性などもご確認いただければと思います。
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アンシス・ジャパン体験セミナー　概要一覧

page_19 page_20

CD
印のあるセッションは、事例集CDに掲載しております。

CD

CD

CD

発表概要一覧（7）




