
更新日：11月8日

時間

9:30-9:45

9:45-10:20

10:20-10:30

10:30-12:30

12:30-12:45

12:45-13:40 昼食

時間 ＜Track１＞桜 ＜Track2＞富士A ＜Track3＞富士B ＜Track4＞カシオペア

外国人エンジニアへのANSYS教育事例紹介
■東洋エンジニアリング株式会社

14:30-14:40

14:40-15:30

New FEM applications at CADFEM: Simulation of the car
painting process with VirtualPaintShop (VPS) and a patient-
individual dental implant simulation
■CAD-FEM GmbH

ANSYS CFX 11.0 Update
■ANSYS, Inc.

15:30-15:50

15:50-16:40

Coupled Physics Technology
・最新ANSYS連成22X要素群の紹介
・最新ANSYS-CFX FSIの紹介
■アンシス株式会社

マルチスケールCAE ～数値材料試験のススメ～
■東北大学

ANSYS CFX 11.0 : Turbo System Overview and Update
■ANSYS, Inc.

16:40-16:50

16:50-17:40
MEMSに役立つ連成解析機能のご紹介
■サイバネットシステム株式会社

最新ANSYS Non-Linear&Dynamics紹介
■アンシス株式会社

ANSYSを使用した数値材料試験とマルチスケール解析
■日東紡績株式会社

トランスミッション内の流れ解析へのCFX活用事例
■アイシン・エィ・ダブリュ株式会社

18:20-20:00

1日目　11月15日（水）
＜全体会議＞富士

開会のご挨拶
サイバネットシステム株式会社　代表取締役社長　田中邦明

ANSYS, Inc Vision, Strategy and Progress
Jim Cashman, CEO, ANSYS, Inc.
アンシス株式会社　代表取締役　羽部篤

ANSYS Product Roadmap, New Enhancement, and ANSYS Development Plans for 2007
Achuth Rao, Ph.D., Product Manager, Mechanical Solutions, ANSYS, Inc.
Devendra Rajwade, General Manager - EBU, ANSYS, Inc.
Dipankar Choudhury, CTO, Fluent Inc.
Paul Galpin, CFX Core Development Manager, Fluid Business Unit, ANSYS, Inc.

ANSYS技術サポートのご案内
サイバネットシステム株式会社 メカニカルCAE事業部 技術部

13:40-14:30
ANSYS Workbenchの疲労解析モジュールの紹介
■サイバネットシステム株式会社

リバースエンジニアリング＆医療工学における解析への
アプローチ
■サイバネットシステム株式会社

Ansys ICEM CFD/AI Environment Technologies
■ANSYS, Inc.

懇親会

ANSYS＆ANSYS WB11.0最新情報・機能紹介
■ANSYS, Inc.

ANSYS Workbench非線形機能
■サイバネットシステム株式会社

コーヒーブレイク

＜ANSYS Workbench 疲労解析モジュールの紹介＞
15日
ANSYS Workbench Productsのadd-onモジュールの1つであるFatigue(疲労解析)モジュールについてご紹介します。従来の応力寿命解析に加え、Ver10.0よりひずみ寿命解析が解析可能となりましたので、それぞれの各種機能を操作手順に沿って説明いたします。

＜外国人エンジニアへのANSYS教育事例紹介＞
15日
インド人エンジニアを日本に呼び寄せ、構造解析専門家に育てるべく2年間ANSYS教育を行った。流体解析についても同様の教育を行っており、インド子会社に高度解析部門を新設する計画である。今回行ったANSYS教育の内容とその成果を解析事例を交えて紹介する。また、World WideでのANSYSの運用体制、簡易入力システムの拡張や、外国人特有の問題、教育後の現状などについても紹介する。

＜リバースエンジニアリング＆医療工学における解析へのアプローチ＞
15日
デザイナーにより製品の先行イメージとして作られた粘土モデル、人体内部の骨、歯、血管等には設計図は存在しません。CTデータより作成されたこれらモデルのSTLデータを利用し、ANSYS ICEM CFDによる解析可能なメッシュデータ作成機能およびANSYS/ANSYS CFX等での解析例をご紹介いたします。

＜Ansys ICEM CFD/AI Environment Technologies＞
15日
Meshing and modeling technology is a key enabler of Ansys vision and strategy. With every new release we continue to advance our meshing and modeling technology to enable customers to analyze complex real world systems. This presentation talks about tools and technology in the new version of Ansys ICEMCFD & AI*Environment. This version includes new methodologies for patch-dependant and patch-independent meshing that addresses needs of varied user base, to not only create right mesh at right place but also to create it in a shortest amount of time. The new body-fitted Cartesian meshing tool provides an fully automatic technique to create mixed element meshes for complex system in a shortest amount of time. While the new multi-zone mesher combines the strength of various core meshing algorithms to deliver a mixed element mesh, with necessary interaction, to create high quality meshes. Meshing and handling of large models is aided by the new shrink-wrapping technology for geometry cleanup/simplification. This advanced technology is delivered in a customizable environment with link to various CFD or structural analysis solvers for multi-physics analysis of full systems, this paving a path for virtual prototyping.Also presented, will be continued integration of the technology with Ansys workbench for a much closer interaction with rest of the Ansys Inc technology.

＜ANSYS Workbench非線形機能＞
15日
設計者向けCAE、DesignSpaceのプラットフォームとして開発されたWorkbenchは今は完全に高度な解析機能を備えたANSYSの操作環境へと移り変わりました。このセッションでは、Workbench環境が持つ非線形機能を構造解析に限定し、ご紹介します。

＜ANSYS＆ANSYS WB11.0最新情報・機能紹介＞
15日
最新のANSYS&ANSYS WB11.0では、数多くの機能の追加及び統合化が進められています。 そこで、このセッションではそれらの最新情報について、内容をご紹介いたします。

＜ドイツにおけるANSYS医療工学適用事例＞
15日
FEM有限要素法による恩恵は従来、新製品開発における試作実験をコンピュータ上で実行できることだと考えられていました。しかし現在ではそのような工学分野だけでなく、医学分野においてもFEMが患者の治療などに同様の利用効果をもたらすことが知られるようになってきています。例えば、医学治療におけるFEMの適用事例として、CTなどの医療画像データから検証に必要な上顎骨を抽出し、歯列矯正における歯の強制移動を定義、構造解析を実行するというようなケースがあります。また骨折治療への適用も考えられます。これらの適用は、いまだアカデミックな要素が強いですが、将来的には現場で日常的に利用される興味深いアプリケーションでしょう。ドイツのANSYS代理店であるCADFEMでは、具体的なプロジェクトとして実際の患者さんの歯のデータを使ったインプラント解析をANSYSで行いました。ここでの焦点は、歯科インプラント学における解析の適用であり、最終的には歯科医師に受け入れられるだけのANSYSのカスタマイズを行うことも想定しています。

＜ANSYS CFX 11.0 Update＞
15日
CFX 11.0 is a major release for CFX, involving a broad range of new and improved capabilities that will benefit all users.   Some CFX 11.0 improvements are of a general nature while others are targeted to specific industrial sectors / industrial applications.  This presentation will give an overview of all of the major features and changes made for CFX 11.0. Topics covered in this talk will include meshing advances, CAE integration, design optimization, fluid-structure interaction advances, multiphase solution technology developments, data processing improvements, as well as a wide range of core CFD modeling technology advances.  Active areas of research and development will also be discussed, giving early information on a number of core R&D projects.  Industrial examples will be used to explain the benefits of a number of the key developments within CFX 11.0.   A brief future outlook will be given, focusing on strategic ANSYS CFD technology directions.

＜ANSYS CFX 11.0 : Turbo System Overview and Update＞
15日
CFX 11.0 includes a range of components and functionality targeted at the rotating machinery / turbo machinery sector.   This talk will give an overview of the basic rotating machinery components and functions in CFX, as well as discuss how these pieces work in harmony to form the CFX TurboSystem.   In addition to this overview, specific developments in all areas of the TurboSystem for CFX 11.0 will be given in some detail.   Topics covered will include BladeModeler advances, preliminary blade design capabilities, 3D solid model manipulations of blade row geometries, automated hybrid and hexahedral meshing, TurboGrid improvements particularly with the introduction of splitter blade support, as well as key improvements in the turbo preprocessing and turbo post-processing areas.  Flow physics model improvements relevant to the turbo sector will also be covered, including ongoing R&D topics in the area of frame change interfaces. Finally, a brief future outlook will be given, focusing on strategic ANSYS CFX technology directions in the area of rotating machinery.

＜マルチスケールCAE ～数値材料試験のススメ～＞
15日
材料の非均質性を特徴づけるミクロ構造を解析対象とする数値材料試験を行うことで、等価な（マクロスケールの）力学特性値の算出と、これを用いた全体構造物（マクロ構造物）の解析結果を反映させたミクロ構造物の応答評価を可能にする、「マルチスケールCAE」を紹介する。いくつかの具体例を通して、道具立てとしての均質化理論の基本的な考え方と、ANSYSなどの汎用FEMソルバーを利用する上での留意点を概説する。

＜Coupled Physics Technology・最新ANSYS連成22X要素群の紹介・最新ANSYS-CFX FSIの紹介＞
15日
Multi-Physics解析では、大きく２種類の手法（ダイレクト及びシーケンシャル連成）があります。今回のセッションでは、ダイレクト連成解析の紹介として、現在、中心的に開発が進められている２２X要素群について紹介します。また、シーケンシャル連成として、ANSYS-CFXによるFSIの最新情報をご紹介いたします。

＜MEMSに役立つ連成解析機能のご紹介＞
15日
MEMS設計で重要となる現象を取り上げる事によってANSYSの各種連成解析機能、および特徴や注意点をご紹介致します。1)プルイン現象を事例とした静電場－構造連成解析機能（マルチフィールドソルバ、トランスデューサ要素、ROM要素）の比較。2)Thin Film要素を利用した希薄流体抵抗の取り扱い。

＜最新ANSYS Non-Linear&Dynamics紹介＞
15日
ANSYS11.0では、内部補強材をモデル化する新しい要素（REINF２６５）が開発されました。また、非線形計算の速度も改善されており、これらの内容について、タイヤモデルの非線形計算を例に内容を紹介いたします。また、このタイヤモデルを用い、動解析で新たに追加された新機能（PCG Based Lanczos及びResidual Vector,CMS）についても紹介いたします。

＜ANSYSを使用した数値材料試験とマルチスケール解析＞
15日
本講演では、ANSYSの解析機能の一部として均質化理論によるマルチスケール解析を取り入れたシステムについて解説する。このシステムではANSYSのメニュー画面に均質化解析の機能を組み入れて、ミクロ構造の解析とマクロ構造の連成解析をANSYSによる簡便なオペレーションだけで可能にしている。また、本システムは非線形解析にも対応が可能であり、粘弾性材料等へ適用した解析事例についても紹介を行う。



更新日：11月8日

時間 ＜Track１＞カシオペア ＜Track2＞桜 ＜Track3＞富士B ＜Track4＞富士A ＜Track5＞光

9:00-9:30
ローラ式ピッチングマシンにおける野球ボールの
投球精度評価
■金沢大学

省電力サーマルプリンタの最適化設計
■アルプス電気株式会社

中性子透過用薄肉アルミ窓の構造設計および実
証試験
■金属技研株式会社

9:30-9:40

9:40-10:10
けん銃弾丸の衝突変形解析・評価
■熊本大学大学院自然科学研究科

アルパイン株式会社におけるANSYS活用事例
■アルパイン株式会社

微小パターン付複合材の応力解析方法
■東芝セラミックス株式会社

10:10-10:20

10:20-10:50
ポンプ羽根車への新設計手法の適用
■株式会社クボタ

座屈拘束ブレースの多モード分岐
■職業能力開発総合大学校東京校

松下電器におけるCAEの社内教育と普及活動に
ついて
■松下電器産業株式会社

半導体デバイスにおけるCAEの適用事例
■ミヨシ電子株式会社

10:50-11:00

11:00-11:30
Performance Prediction of Side Channel Type
Regenerative Turbomachinery
■韓国生産技術研究院

数値シミュレーションによるインプラントの力学安
定性評価に関する研究
■京都大学再生医科学研究所
ナノ再生医工学研究センター

室外機段積み座屈解析システムの製品開発へ
の適用
■ダイキン情報システム株式会社

はんだ接合部の疲労き裂進展解析技術
■株式会社日立製作所

11:30-11:40

11:40-12:10
逆解法設計とCFDを用いた冷却塔用ファンの
開発
■株式会社荏原製作所

非線形構造解析を利用した短下肢装具の
評価手法
■早稲田大学

IH定着装置の試作レス開発
■コニカミノルタビジネステクノロジーズ
株式会社

多層フレキシブル基板SBicの層間接続部はんだ
疲労寿命解析
■株式会社住べ生産技術研究所

12:10-13:00

13:00-13:30
エンジニアリング会社におけるCFDの活用
■千代田アドバンスト・ソリューションズ
株式会社

接触・摩擦有限要素法解析によるボルト締結体
のゆるみ止め部品の性能評価
■東京大学

IHジャー炊飯器の内釜開発
■三菱電機株式会社
■三菱電機エンジニアリング株式会社

航空機用ガスタービンエンジン開発における
ANSYS適用事例
■石川島播磨重工業株式会社

13:30-13:40

13:40-14:10
タンク内LNG挙動解析
■東京ガス株式会社

工作機械構造の最適化
■鳥取大学

ANSYS Workbenchとひずみ測定による1.5メート
ルパラボラアンテナの変形解析
■大阪府立大学 大学院理学系研究科

ANSYS Workbenchによる圧力センサ用ダイヤフ
ラム開発のための検討
■財団法人日立地区産業支援センター
■株式会社亀屋工業所

14:10-14:20

14:20-14:50
羽根車強度評価のための流体構造
連成解析
■株式会社日立製作所

ANSYS APDLを使った振動最適化事例
■群馬県立群馬産業技術センター

流路要素を活用した原子炉の3次元伝熱解析
■富士電機アドバンストテクノロジー
株式会社

GigaExpress(半導体ディスク装置)を用いた3次元
電磁場解析の高速化事例
■富士ゼロックス株式会社

14:50-15:10 コーヒーブレイク

15:10-15:40
CFXを用いた反応器設計
■株式会社三菱化学科学技術研究センター

メカトロ機器で使用される機構要素部品の有限
要素法モデル（ボルトと直動ガイドのモデル化）

■株式会社 東芝

半導体パッケージの基板実装時熱抵抗解析②
■東芝ＬＳＩパッケージソリューション
株式会社

圧電式インクジェット装置のFSI解析
■サイバネットシステム株式会社

15:40-15:50

15:50-16:20
ANSYS CFX による射出成形過程に関する充填
／金型冷却、保圧／金型冷却連成解析
■アンシス株式会社

EXCELとANSYSによる熱解析の効率的な実行環
境
■株式会社NEC情報システムズ

鋼板冷却時の反り変形解析
■JFEテクノリサーチ株式会社

16:20-16:30

16:30-17:00
統合化されたメッシング・ソリューション
■アンシス株式会社

ANSYSとMATLABによる柔軟構造物の制御
～ 光ピックアップへの適用 ～
■サイバネットシステム株式会社

鋳造解析結果を入力条件とした応力
解析事例
■茨城日立情報サービス株式会社

2日目　11月16日（木）

油圧シリンダ内流れ場解析を利用した一次元熱
解析の高精度化、北部九州ANSYS-CFXコン
ソーシアム活動報告
■九州工業大学

プラスチック材料とＣＡＥ
■株式会社プラメディア

ANSYS-最適設計支援ツールOPTIMUSを用いた
ブレーキ鳴き現象最適化
■サイバネットシステム株式会社

昼食

ANSYS CFX で用いられる最新の乱流モデル
について
■アンシス株式会社

ANSYS CFXを用いた拡張機能の紹介
■アンシス株式会社

室内音響特性最適化におけるANSYS-WAONを
用いた高速解法
■サイバネットシステム株式会社

＜油圧シリンダ内流れ場解析を利用した一次元熱解析の高精度化、北部九州ANSYS-CFXコンソーシアム活動報告＞
16日
CFX10による三次元解析から油圧シリンダ内に発生する渦の大きさが一次元熱解析の予測精度に大きく影響を及ぼす。その渦の大きさが一次元熱解析の温度予測精度に与える影響を明らかにする。また、３大学合同で実践している九州北部コンソーシアムでの活動状況を報告、紹介する。

＜ポンプ羽根車への新設計手法の適用＞
16日
ポンプの羽根車の開発に際して、最適化や逆解法などの設計手法を用い、流れ解析で検証して、開発を行った。

＜Performance Prediction of Side Channel Type Regenerative Turbomachinery＞
16日
Regenerative pumps and blowers are turbomachines, often referred to in the literature as peripheral, side-channel, friction, turbine and vortex pump/blower, with the ability to generate high heads at low flow rates. They have a very low specific speed and share some of the characteristics of positive displacement machines such as a roots blower, but without problems of lubrication and wear. Although its efficiency is not impressive, it is very good compared to other hydrodynamic turbomachines of comparable specific speeds, and it has found many applications in industry.  In this study, the performances of side channel type regenerative pumps and blowers were predicted by the 1-D performance prediction method and the commercial CFD code(ANSYS CFX-10).  To modify the performance prediction method, the effects of the major geometric parameters such as channel height, channel area and expansion angle were evaluated by the results of CFD.   To know the loss mechanism of internal flow, the flow characteristics of the internal recirculation flow between the channel and the impeller groove were discussed. We designed new regenerative blowers and tested the performance with  fan tester, which is based on AMCA standards. The experimental results had good agreement with the performance requirement.  In the case of the regenerative pumps, we analysed the characteristics of the flow fields at the interface between impeller and side channel. The calculating results show that the leading edge shape of the impeller can play a significant role in circulation flow which is greatly related to the performance of the pump.

＜逆解法設計とCFDを用いた冷却塔用ファンの開発＞
16日
３次元逆解法設計プログラム（TURBOdesign-1）とCFD（CFX-TASCflow、CFX5）を用いて、冷却塔用の軸流ファンを開発した。開発したファンに対して実機冷却塔を用いた性能試験を行い、性能向上を確認した。

＜エンジニアリング会社におけるCFDの活用＞
16日
弊社におけるCFD活用事例の中から、エタン分解炉、加熱炉の解析事例、CFX10のuserFortran応用例、気泡径変化を考慮した凝縮モデルなどを取り上げて紹介する。

＜タンク内ＬＮＧ挙動解析＞
16日
ＬＮＧタンクに異種ＬＮＧを受入れると層状化する場合がある。層状化は条件によってはロールオーバーを引き起こしタンク圧上昇につながる。本論文では、安全性向上とコスト低減を実現するための異種ＬＮＧ受入れ方法についてＣＦＸにより検討した。開発した数値解析モデルは実測データとよく一致した。ケーススタディによれば、初期密度差・初期液位・受入速度の３条件が、層状化に影響を与えることが定量的に示された。

＜羽根車強度評価のための流体構造連成解析＞
16日
流体解析と構造解析の連成解析機能を取入れた解析ツールの普及により，流体機械の強度評価においても，流体圧力分布を考慮した強度解析が容易となってきた。本研究において流体と構造の連成解析技術を用いて羽根車の強度評価を実施すると共に，羽根面の圧力分布状態に対して最大応力値を補正する手法を検討した。

＜CFXを用いた反応器設計＞
16日
化学プロセスでは気液、固液、あるいは固気液など混相流の流れを取り扱うことが非常に多く、反応器においては化学反応の速度が十分に大きい場合はその流動状態や物質移動が装置の性能に大きく影響します。このようなケースでは、装置内の移動現象を理解しボトルネックを解消することができれば性能向上を達成することができます。発表ではＣＦＸの優れた混相流機能を活用して反応器設計検討を行った事例について紹介します。

＜ANSYS CFX による射出成形過程に関する充填／金型冷却、保圧／金型冷却連成解析＞
16日
汎用CFD ソフトウェアANSYS CFX を用い、プラスチックの射出成形加工過程に関する充填／金型冷却、保圧／金型冷却の連成解析を実施した。樹脂の充填パターン、圧力、温度および密度の経時変化を予測できた。3次元流れ解析によって、充填過程で樹脂先端の前進で発生した噴水流現象を表現できた。樹脂流れ／金型熱伝導の連成解析によって、充填、保圧過程の金型表面温度の動的な変化を解析できた。

＜統合化されたメッシング・ソリューション＞
16日
ANSYSは持っていたあらゆるメッシュ生成ツールを統合し、各分野のアプリケーションに自動適応できるユーザーフレンドリーなメッシュソリューション（Unified Meshing Integration：　UMI）を提供することとなった。本セッションでは、デモンストレーションを通じて、UMIの操作方法や優位性を紹介する。

＜ローラ式ピッチングマシンにおける野球ボールの投球精度評価＞
16日
本研究は、縫い目を有する硬式野球用ボールを用いたローラ式ピッチングマシンの投球シミュレーションを動的有限要素解析ソフト（ANSYS/LS-DYNA）を用いて行い、投球時のボールの変形挙動や接触応力分布状態などの動的挙動を明らかにした。また、これらの解析結果より得られたボールの速度、スピン数（自転回転数）などを初期条件とし、熱流体解析ソフト（ANSYS/CFX）を用いてボールの抗力や揚力などを解析した。

＜けん銃弾丸の衝突変形解析・評価＞
16日
CAEを有効に活用した高速衝突解析の実証事例として、けん銃から発射された弾丸の衝突を取り上げる。試射実験およびANSYS/LS-DYNAによるCAE解析を組み合わせ、弾丸形状の評価や防弾用樹脂であるポリカーボネートの損傷評価を行った。

＜座屈拘束ブレースの多モード分岐＞
16日
鉄骨ブレースは水平力に対して有効な耐震部材であるが、細長比が大きく圧縮力が作用した時の座屈は避けられず、地震力などの繰り返し力が作用した場合十分なエネルギー吸収は望めない。このため考案されたものが座屈拘束ブレースであるが、体系的な理論は未だ確立されていない。本論文は解析的にこれまでの実験結果を再現することを試み、今後種々の細長比のブレースや補剛材の間隙の影響などを探ることを目的としている。

＜数値シミュレーションによる人工股関節の力学的耐久性評価に関する研究＞
16日
人工股関節を体内に埋入した後、生体との力学的不適合などによる応力状態の変化によって、人工股関節周辺骨の形状・構造が変化し、骨や人工股関節が破損するなどの問題が報告されている。こうした問題は実験的手法では評価できないため、有限要素法を主とした数値シミュレーションを用いて、人工股関節の力学的な耐久性を評価するための技術を開発し、人工股関節の設計パラメータとの相関関係について調べている。

＜非線形構造解析による短下肢装具の評価手法＞
16日
本研究では、3次元非線形有限要素解析にて短下肢装具の設計における構造評価を行った。装具モデルは3次元CADを利用して１２種類作成した。各タイプのFEAを行い、非線形特性を得ることができ、実験と比較して妥当性を確認することができた。歩行時の３条件の変形量を、装具、足部、床面の各モデルの接触定義と実験で得られた足関節底背屈モーメントを境界条件として解析を行った。以上より装具設計システムの可能性が示唆された。

＜接触・摩擦有限要素法解析によるボルト締結体のゆるみ止め部品の性能評価＞
16日
ボルト締結体のゆるみの問題は、現在もなお未解決問題であり、事故が絶えない。本研究では、接触・摩擦有限要素法解析を用いて、ボルト締結体に用いられる様々なゆるみ止め部品に関する性能評価を行った。具体的には、ダブルナット、ばね座金を取り上げた。ダブルナットは締め込み手順においてロッキングが実現していれば、非常に高いゆるみ止め効果が得られる。一方、ばね座金は逆にゆるみを促進する効果があることがわかった。

＜工作機械構造の最適化＞
16日
近年の工作機械構造の複雑化とともに、従来の単一目的関数による最適化では現状に十分に対応できなくなってきた。また、多設計変数の問題において相反する目的関数を同時に検討する必要性も高まってきた。本研究では、工作機械のリブ構造を対象として、多設計変数・多目的関数の最適化問題を定義するとともに、その設計変数の最適値についてANSYSによる連成解析結果から検討した結果を報告する。

＜ANSYS APDLを使った振動最適化事例＞
16日
設計段階より振動に関する詳細な検討を行うことは重要である。本発表は部品単体の振動特性を最適化するために、品質工学を適用した。直交実験はＡＮＳＹＳ　ＡＰＤＬを用いて実行した。これにより、約３００回近い解析をバッチ処理で流すことができたと同時に最適化も実現した。

＜メカトロ機器で使用される機構要素部品の有限要素法モデル（ボルトと直動ガイドのモデル化）＞
16日
生産現場で使用されるメカトロ機器には、被加工物の位置決めをするＸＹ直交アクチュエータが多用され、アクチュエータは、ボールねじ、サーボモータ、直動ガイド、ボルトで結合された部品から構成される。ここでは、ボルトと直動ガイドで結合されたメカトロ機器のＦＥＭ解析方法を述べる。直動ガイドは転がり要素を持ち、またボルトにはねじ山の接触状態があり、これらを直接ＦＥＭ解析することは、要素数が膨大となり、かつ接触要素の導入が必要で高コストである。この問題を解決するために、ボルト、ＬＭガイドを表現する簡素なＦＥＭモデルを立案し、実験的に解析精度を検証した。最後に１軸アクチュエータ全体をＦＥＭ解析した例を述べる。

＜ANSYS Workbenchによる圧力センサ用ダイヤフラム開発のための検討＞
16日
家電品やビル設備用のレベル計測、制御用センサにはゴム製ダイヤフラムが一般的に使用されてきた。金属をこの目的のダイヤフラムに適用して信頼性、耐久性の向上を図るため開発を実行した。1950年代の米国NBS,NACAやASMEの金属ダイヤフラムの解析、設計法の論文を参照してANSYS WBを利用して開発するダイヤフラムの特性を検討した。

＜航空機用ガスタービンエンジン開発におけるANSYS適用事例＞
16日
高い安全性と軽量化を同時に要求される航空機用ガスタービンエンジンではANSYSを活用した大規模且つ詳細な解析が欠かせない。航空機用エンジン開発におけるANSYSの適用事例を紹介する。

＜多層フレキシブル基板SBicの層間接続部はんだ疲労寿命解析＞
16日
当社グループで開発を行っている多層フレキシブル基板SBicでは、層間接続に鉛フリーはんだを使用している。実装基板におけるはんだボールの疲労寿命解析と同様の手法をSBicの層間接続部疲労寿命解析に適用しようとしている。現時点では検証が不十分なため、各種要因の定性的評価をシミュレーション解析にて行っている。

＜はんだ接合部の疲労き裂進展解析技術＞
16日
はんだ接合の寿命は断線で規定されるが、断線寿命の予測には、はんだ接合形状毎に熱疲労試験が必要であり、この試験期間が開発期間短縮の隘路となっている。そこで、はんだに累積されるダメージに基づいた疲労き裂進展挙動の解析手法を検討し、断線寿命を短期間（数日程度）で予測可能とした。本講演では、開発技術の概要を示すとともに、適用事例として、はんだ内のボイドの寿命影響評価を紹介する。

＜半導体デバイスにおけるCAEの適用事例＞
16日
半導体デバイスの開発段階で発生した問題に対し、ANSYSを用いて原因を特定する。

＜微小パターン付複合材の応力解析方法＞
16日
表面に部材全体の大きさに比べて微小なパターンがある被膜した複合材の応力解析においては、膜の特性によりパターンを無視できない場合がある。細かいメッシュによる計算コスト増大を抑制するために、微小パターンを同等の応力応答性(例えば曲げ応力による反り)を持つ等価な平膜で置き換える手法を開発した。同手法を種々のパターンに対して適用し応力応答性とパターン形状の相関を調べた。

＜中性子透過用薄肉アルミ窓の構造解析および実証試験＞
16日
大強度陽子加速器計画（Ｊ－ＰＡＲＣ）の中の中性子散乱施設内に設置予定である中性子分光器真空散乱槽の構造を高エネルギー加速器研究機構殿の御依頼により検討した。本発表では、その真空散乱槽の真空と大気を分け隔てる薄肉アルミ窓のＡＮＳＹＳ非線形解析による設計検討および耐圧／疲労試験結果との比較について述べる。

＜EXCELとANSYSによる熱解析の効率的な実行環境＞
16日
CAEツールの利用未経験者でも一定の解析が実行可能なExcelベースのインターフェースを開発することにより、熱解析の効率的実行環境を構築した事例を紹介する。

＜ANSYS Workbenchとひずみ測定による1.5メートルパラボラアンテナの変形解析＞
16日
我々は、星間分子雲のサーベイ観測を目的として小口径電波望遠鏡の開発を進めている。望遠鏡の主鏡であるパラボラアンテナは、ANSYS Workbenchを用い、重力・風・熱による変形を考慮した設計を行った。解析値との比較を行うためにひずみゲージを用いて重力・熱によるひずみの測定を行った。熱ひずみ測定時には、温度測定を同時に行い、これを初期条件とした解析と測定値の比較を行った。講演では解析との比較を主に報告する。

＜流路要素を活用した原子炉の3次元伝熱解析＞
16日
水素製造に利用する目的で高温ガス炉の冷却材取出し温度を950℃程度まで高温化するために必要な炉構造の性能を３次元伝熱解析により定量的に評価した。

＜半導体パッケージの基板実装時熱抵抗解析②＞
16日
IC半導体パッケージを基板に実装した時の熱抵抗解析に関して、2003年に発表した解析モデルに不足していたB'gワイヤーや基板熱伝導率の異方性を検討した。

＜鋼板冷却時の反り変形解析＞
16日
鋼材の焼き入れにおいて冷却速度は材質制御を行う上で重要な支配因子である。冷却速度を変化させると（相）変態挙動が異なり、冷却後のミクロ組織が制御される。鋼材厚さ内で冷却速度が異なるため、材質も厚さ位置により影響を受ける。すなわち、変態挙動が厚さ位置で異なる。変態に伴い、変態膨張が起こるので、冷却過程における応力、変形にも変態の冷却速度依存考慮は影響する。鋼材として厚鋼板を選び、水冷時の反り変形挙動について冷却速度影響を考慮した熱応力変形解析をANSYSのAPDLを用いて行った内容を発表する。

＜鋳造解析結果を入力条件とした応力解析事例＞
16日
鋳造解析(FDMメッシュ)により出力された温度結果を、構造解析(FEMメッシュ)の境界条件として設定して熱応力解析を行った事例について紹介します。

＜省電力サーマルプリンタの最適化設計＞
16日
サーマルプリンタの省電力化設計に最適化ツールを適用した。サーマルヘッド構造、通電条件、メディア構造の最適化に、ANSYSによる伝熱解析と、OPTIMUSとMathcadを組み合わせたタグチメソッドを用いることにより、自動化とロバスト性を考慮した最適化を実現した。OPTIMUS適用にあたっては、パラメータによる形状変更などに対応するAPDLファイルを作成した。その結果、電力と試作・評価に要する時間を大幅に削減出来た。

＜アルパイン株式会社におけるANSYS活用事例＞
16日
製造業では開発L/T短縮と品質向上の更なる要求を求められています。カーオーディオメーカーである弊社も自動車メーカーを中心とした顧客、そしてエンドユーザーから非常に高いレベルを要求されています。顧客を満足させるため、そして更なる付加価値創造のために弊社では、DesignSpaceを導入しました。今回は“DesignSpace展開状況のご紹介”と“品質工学とDesignSpaceを組み合わせた作業自動化のご紹介”を行います。

＜松下電器におけるCAEの社内教育と普及活動について＞
16日
松下電器グループにおいて、ＣＡＥ教育の概要及びＣＡＥ普及に向けた我々情報部門の取り組みについて事例を挙げてご報告いたします。

＜室外機段積み座屈解析システムの製品開発への適用＞
16日
当社の室外機（ケーシング）の耐荷重重量を解析専任者でなく設計者が解析可能にするために、本「室外機段積み座屈解析システム」を開発した。本システムでは、従来解析専任者が4日以上の工数をかけていた解析を設計用に作成した３DCADモデルから解析情報を抽出するカスタマイズツールとANSYS　Workbenchをカスタマイズすることで半日の工数で設計者が解析可能にしたものである。

＜IH定着装置の試作レス開発 ～電磁場解析に品質工学を適用～＞
16日
ＩＨ方式の複数のシステム案について、シミュレーションとＬ１８直交表を使った同規模のパラメータ設計を実施し、最適条件のＳＮ比の大・小をもってシステム選定を行った。試作機を作ることなく、検討を行うことで、期間・費用ともに削減できた事例について報告する。シミュレーションにはANSYS7.0を用い、解析は２次元調和電磁場解析で行った。

＜GigaExpress(半導体ディスク装置)を用いた3次元電磁場解析の高速化事例＞
16日
大規模化する解析の計算時間を短縮するには、CPUの性能向上に加え、ディスクI/Oの高速化が有効である。今回は、富士ゼロックス（株）が開発・販売している半導体ディスク装置GigaExpressを既存の計算システムに接続し、電磁アクチュエータの三次元電磁界解析を行ってその効果を検証した。

＜ANSYS CFX で用いられる最新の乱流モデルについて＞
16日
乱流モデルの理想的条件としては、計算格子に依存しにくい、剥離、渦等の様々な流れ場を精度良く解くことが出来る、計算負荷が膨大に増加しない等が挙げられる。しかしながら、現状の乱流モデルではこれら全てを一度に満たすことは困難である。本講では、乱流モデルの基礎的事項から、ANSYS CFXで用いられるSST、遷移、LES、DES、SASモデル等について紹介し、ANSYS CFXが開発、提供できる様々な乱流モデルについて述べる。

＜ANSYS CFXを用いた拡張機能の紹介＞
16日
ANSYS CFX-11に新しくリリースされた機能に加え、その他の拡張解析の紹介、設定方法、事例等を紹介します。（流体ー電磁場連成解析、粒子分裂モデル、Thin Surfaceの応用、固体と流体の連成応用モデルなど）

＜ANSYS-最適設計支援ツールOPTIMUSを用いたブレーキ鳴き現象最適化＞
16日
摩擦を含むモーダル解析を使ってブレーキ鳴き問題の現象をＡＮＳＹＳ　Ｗｏｒｋｂｅｎｃｈでモデル化し、実験計画法/応答曲面法を利用した設計最適化手順例を紹介します。

＜プラスチック材料とＣＡＥ＞
16日
プラスチックは金属やガラスなどに変わる素材として注目され様々な製品に多用されている。各種加工法により製造されるプラスチック製品は、材料である樹脂の高分子としての特性をうまく利用して成形されてはいるが、高分子たるが所以の複雑な挙動の故にＣＡＥにおける材料特性の取扱いを難しくしている。ここではプラスチック材料に焦点をあて、高分子としての樹脂の特性や成形品の特性、ＣＡＥにおける材料特性の評価などについて考えてみる。

＜室内音響特性最適化におけるANSYS-WAONを用いた高速解法＞
16日
車のキャビンなどに代表される閉空間の音響特性は、音源の配置や壁面の吸音率等、種々要因からの影響を受ける。また、今日ディジタル信号処理の積極的利用から設計自由度が高まっている。こうした中、CAEを活用した統合最適化は非常に有効である反面、音響解析は計算量が障害となっていた。本報ではANSYS-WAONを連動させた高速解析環境を基に、MATLAB、OPTIMUSを利用した設計法とその計算速度の評価結果を示す。

＜ANSYSとMATLABによる柔軟構造物の制御 ～光ピックアップへの適用～＞
16日
柔軟構造物の制御は長年の研究の結果、大きな発展を遂げ、高層ビルの制振など、一部実用領域に入っている。また、ANSYSに代表されるFEMやMATLABによる制御系設計などツールが完備されてきた。しかしながら、実現にはそれぞれの専門知識を有する上、ツールの連携も不十分であるため、十分に普及しているとは言い難い。本報告では、柔軟構造物の制御系設計をレビューした上で、ANSYSとATLABによる具体的な設計法を紹介する。

＜IHジャー炊飯器の内釜開発＞
16日
炭炊きIHジャー炊飯器は、内釜に優れた熱伝導性を有するカーボン焼結体から成る炭素材料「本炭釜」を新規に採用しているために、この内釜材料の長期信頼性評価が重要である。そこで、静的曲げ強度試験・曲げ疲労強度試験およびANSYS-EDによる電磁界－熱－構造連成解析を実施し、内釜の材料強度特性と炊飯時の温度分布・発生応力を明らかにするとともに、実使用に対する加速試験により長期信頼性を確認した。
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