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序文
MSC Softwareが世界中の構造エンジニアに信頼されている理由はたくさんあります
が、私たちの一番の支持者は常にお客様です。
このeBookでは、様々な業界の構造エンジニアが、50年以上にわたって構造工学コミ
ュニティに貢献してきた当社のソリューションと伝統を活用して、どのように課題を解
決してきたかについての実態を紹介しています。
例えば、Pratt and Whitneyは、強力なモデル縮退技術を活用して、従来の3次元モ
デルで必要だった高い計算コストをかけることなく、主力製品であるPT-6エンジンの
正確で信頼性の高いローターダイナミクス解析を実現した例を紹介しています。
また、MSC SoftwareとBAE Systemsとのパートナーシップにより、空力弾性を考慮した
設計を行って航空機の認証を取得した、急成長中の航空宇宙企業Stirling Dynamics
からヒントを得ることができます。
Daimler Trucksは、類似したFEAツールに対して耐久性評価ワークフローで10倍のパフ
ォーマンス向上を達成した方法を紹介しています。より高いレベルの解析生産性を実現することで、より多くの設計バリ
エーションを検討可能となり、耐久性の高い車両の製造につながります。
世界中の自動車エンジニアがMSC Nastranを使って耐久性や疲労の問題に取り組んでいますが、このeBookでは
VolkswagenとTech Mahindraのエンジニアがその理由を説明しています。
MSC SoftwareとNVIDIAのエンジニアは、MSC Nastranの直接スパースソルバーやベクトル・マトリクスの演算をGPUで
高速化することにより、お客様がハイパフォーマンス・コンピューティングの恩恵を受けられるよう、数年前から協力して
います。Volvoが動解析にGPUを活用し、実行時間の大幅な短縮（高周波数での解析ではトータル解析時間を約50％に
短縮）を実現した方法をご覧ください。
また、MSC Softwareは、お客様から検証と妥当性確認（V&V）の専門知識についても求められます。これは、シミュレー
ションが現実のものとなる為に重要なポイントです。林業用および園芸用工具を製造するHusqvarnaが、電動工具の新
しい耐久性ワークフローの構築にあたって、疲労データとよく一致するMSC Nastranの高い精度により、MSCの専門家を
信頼してV&Vを行った事例をご紹介します。
また、厳しい規制要件を満たしながら、振動、非線形応力、熱荷重に耐えうる機器の設計を支援するMSC Softwareの
専門家とソリューションが、なぜ医療業界で信頼されているのかについてもご紹介します。
MSCのシミュレーション製品は進化し続けており、お客様に新たな革新の機会を提供しています。MSCのKeith Hanna
博士は、正確な予測データを得るためには Co-Simulation がいかに重要であるかについて述べています。特に、構造解
析は、材料、設計、エンジニアリングから製造、検査に至るまで、すべてを結びつける重要な役割を果たし、バーチャルを
現実の世界に持ち込むことができると述べています。
私たちは、実際の問題をより迅速に、コスト効率よく、正確に解決するために、一流の構造エンジニアがMSC Nastranをど
のように活用しているかをご覧いただき、楽しんでいただけることを希望しています。
お客様の課題を次の成功例に変える準備は整っています。

Sarah Palfreyman
Product Marketing Manager for Structures Center of Excellence
MSC Nastran | The Original and Best in Class for Finite Element Analysis

Sarah.Palfreyman@hexagon.com
www.mscsoftware.com
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Daimler Trucks
製品開発サイクルの加速
MSC Nastranで
パフォーマンス10倍向上
By Tim Rzesnitzek, Senior Analysis Engineer, Daimler Trucks North America

Daimler Trucksは、商用トラック/バスの製造/販売、サービス/メ
ンテナンスを行っています。Daimlerでは効率化と改革に取り組
んでおり、Daimler Trucks北米開発チームはトラック開発プロセ
スにCAE技術を導入し、同社がこれらの目標を達成するのを支
援しています。

し、その計算性能が確定的に10倍速いことがわかったためで
す。
詳細な弾性タイヤモデルと3D路面プロファイルを用いて、ブッ
シュの動的非線形挙動を正確に再現した路面入力を捕捉する
ため、
マルチボディシミュレーションを実行します。物理試験プ
ログラムの全耐久性イベントは負荷サイクルに基づき、全く同じ
距離でシミュレートされます。車両タイプとターゲットとする顧
客プロファイルに応じて、異なる負荷サイクルが使用されます（
例：高速道路vs.極限負荷）。

トラック製造業者は、積荷の安全な運搬を確保すると同時に、
燃費および排出ガスを改善するために車両を軽量化しなければ
ならず、車両構成部品の疲労寿命を予測することは、極めて重
要です。設計および開発サイクルの初期段階での疲労寿命を正
確に予測することで製品寿命を延ばし、試験およびプロトタイ
プ作成費用が削減され、市場投入までの時間が短縮されます。

MSC Nastranでは、有限要素法を使用して、シャーシ、キャブ、ボ
ンネット（フード）などの車両構成要素の応力分布を計算します。
有限要素シミュレーションでは、構成要素はマルチボディシミュ
レーションから取得した荷重ですべての結合部位にて加振され
ます。

MSC Nastranは、我々の耐久性評価ワークフローにおける有限
要素解析実行との架け橋です。MSC Nastranを選択したのは、
市場評価を実施し、競合する有限要素ソフトウェア製品と比較
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Workflow:
マルチボディシミュレーション

力加振

有限要素解析
応力/ひずみ

時間領域荷重

疲労解析

図1:Daimler Trucks NAでの耐久性評価ワークフロー

図2: 負荷サイクルに基づいた全耐久性イベント物理試験のシミュレーション

過渡応答解析が実行されると、MSC Nastranの結果を使用し
て、nCodeのモーダル応力と寄与率の重ね合わせによって応力
の時刻歴を導き出します。金属部品のε-N解析とプラスチック部
品のS-N解析は、耐久性イベントごとに実行されます。これらの
解析により、負荷サイクルに基づく複合疲労損傷を正確に予測
できます。これでワークフローは完了です。

有限要素解析の応力結果を使用して、ほぼすべての金属部品と
選択したプラスチック部品の損傷（ダメージ）を計算します。最
終的に、全負荷サイクルからのダメージと各耐久性イベントか
らのダメージを重ね合わせたダメージ分布を得ることができま
す。
特定のサブストラクチャの有限要素解析は、2つのステップでア
プローチします。最初に、実モード、レジデュアルベクトル、モー
ド応力を計算するための実固有値解析を実行します。通常の結
果データの他に、MASTER/DBALLとIFPDATファイルを保存しま
す。この解析は、特定のモデルに対して1回だけ実行する必要が
あります。

MSC Nastranおよび競合他社の有限要素ソルバ
ーを使用した解析時間
MSC Nastranと競合する有限要素ソルバーを使用して、固有モ
ード解析の解析時間を比較したところ、MSC Nastranはこのモ
デルを5時間で解いたのに対し、以前使用していた有限要素解
析ソルバーでは、同じマシン環境を使用した同じ解析で、実行
に50時間以上かかっていました。固有モード解析（SOL103）
は、MSC Nastranを使用すると10倍速くなります。

2番目のステップでは、すべての耐久性イベントに対してモーダ
ル過渡応答解析を実行します。これは、実固有値解析からのリ
スタートランとして設定されます。
「リスタート」は、最初から開
始することなく、以前の解析から継続する論理的な方法です。
動解析では、実固有値の計算は、一般的に計算時間とコストの
点で最もコストのかかるオペレーションです。リスタートオプシ
ョンを使用すると、耐久性イベントごとに実固有値を再計算する
必要がなくなります。これにより、計算時間が節約されるだけで
なく、固有モード解析のモードとそれぞれの耐久性イベントの寄
与率などとの一貫性が確保されます。

以前の有限要素ソルバーを使用した計算速度の問題は、主にソ
リッド２次要素のモード応力計算に関連していました。

2番目のステップの主な結果は、耐久性イベントごとの寄与率の
計算です。さらに、有限要素モデルに適用される結合点荷重と、
選択した節点の変位も出力します。結合点荷重と節点変位は、
適用された結合点荷重に対する応答を、変形の時刻歴としてア
ニメーション化するために使用されます。
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図３:MBSシミュレーションからの入力荷重によるサブストラクチャのシミュレー
ション

図3:トラックのサブストラクチャ - MBSシミュレーションによる入力荷重

SOL112

SOL103
• 固有モード、レジデュアルベクトル、対応するモード応力
の計算
• 特定の有限要素に対して1回実行

• SOL103に基づくリスタート

DBALL
MASTER
IFPDAT
保存

• 固有モードの再計算なし
• モード寄与率のみの計算
• 耐久性イベント（周回）ごとに実行

Daimler Trucks North Americaチームは、近い将来に同様のシ
ミュレーションを実行する機会があるとみています。MSCの信
頼性の高いMSC Nastranソルバーの提供、フィールドチームの継
続的なサポートと開発への継続的な投資は、耐久性解析を簡単
にすることと高速化する点で、他社との間に大きな違いをもた
らしました。

車両全体の検証には、シャーシ、キャブ、ボンネット（フード）構
造の解析が組み込まれています。これらの解析をMSC Nastran
で実行することにより、全体の所要時間を数日短縮します。その
ため、MSC Nastranソルバーの使用は、耐久性解析を実行するう
えで重要と言えます。

まとめ
Daimler Trucks North Americaでの耐久性プロセスの概要は上
記のとおりです。

耐久性プロセスにより、応力の高い場所をより効果的に特定で
きます。全体のプロセスは、以前の方法よりもほぼ10倍速くなっ
たことがわかりました。中間ファイルはファイル数も大きさも小
さくなり、ファイル管理がより簡単になります。いくつかのパラメ
ータに基づいてこの方法論を有効に検証し、物理試験データと
の良好なレベルの相関を示しました。
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空力弾性Co-Simulationのための
飛行荷重ツールキット
By Martijn Renooij, Stirling Dynamics, UK

Expleoグループ企業の一部であるStirling Dynamicsは、航空宇
宙や海洋市場に多様かつ複雑なシステムや技術サービスを提供
する、急成長中の先進的なエンジニアリング企業です。1987年
の設立以来、同社は70種類以上の航空機に関する豊富な知識
を蓄積し、世界中の民間および軍用プログラムに納品してきま
した。 航空機の荷重、流体力学、および空力弾性の分野にお
ける一流の専門家集団として認められているStirling Dynamics
は、世界的な航空宇宙品質規格であるAS9100の認定を受けて
おり、ITAR(米 国際武器取引規則)承認コミュニティのメンバーで
もあります。

Stirling Dynamicsは、英国のNATEP（National Aerospace
Technology Programme）の一環として、MSC Software UKと
共同で、航空機荷重用の非線形空力弾性ツールキット（参考文
献）を開発し、エンドユーザーであるBAE Systemsに支持されて
います。航空機の荷重評価（突風や操縦による荷重など）は、一
般的に線形航空機モデルを使用して行われます。これは一般的
に許容できる解析手段と考えられますが、非線形項を含めるこ
とでモデリングの精度と信頼性が向上します。非線形空力弾性
ソリューションを利用できるのは、一般的に、独自のツールキッ
トを持っている主要な航空宇宙OEM企業だけです。大手2社を
除くほとんどの航空機メーカーが使用している現在のプロセス
は、線形の仮定に基づいており、航空機設計のための突風およ
び操縦負荷を生成するためのコンプライアンス手段として、認
証機関に受け入れられています。線形モデルは一般的に過度に
保守的（安全側）であると考えられるため、小規模なOEMは不

はじめに
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利な立場に置かれています。Stirling Dynamicsのプロジェクトの
目的は、同社独自のツールセットを開発することでした。これと
並行して、同じプログラムの一環として、MSC Software UKのツ
ール開発は、市販製品の開発を目的としていました。MSCの開
発について、以下に詳述します。

Aeroelastic CFD Manoeuvres Toolkitの主な特徴は、FEA構造
解析で広く使用されているMSC NastranとCFDソフトウェアで
あるCradleのscFLOWをベースに、エンドユーザーであるBAE
Systemsからのインプットを加えていることです。このツールは、
幅広い実験計画（DoE）設計空間において、航空機が受ける荷
重に寄与する非線形空力弾性効果をより忠実に再現することが
できます。このツールは、航空機の周りの衝撃波の移動や流れ
の剥離による非線形空力効果を考慮し、航空機の翼のような変
形する構造物の荷重モデリングの精度を向上し、作業を容易に
します。MSC Softwareは、これを可能にするために、ロバストで
信頼性の高い商用CFDおよびFEAソルバーのCo-Simulationツー
ルキットを提供しました。また、このツールキットは、シミュレー
ションプロセスを大幅に自動化します。このツールキットには新
しい手法が含まれており、以下の機能が提供されています。

MSC Software CFD‐FEAの
Co-Simulationによる連成解析

• 複数のscFLOW CFD解析から空力弾性荷重を抽出
• 様々なトリム条件でのMSC Nastran空力弾性体モデルへの
流体荷重の適用

図1.本研究で用いた汎用UAVモデル（BAE Systems提供）

• 6自由度（DOF）すべての空力荷重を構造FEAモデルと連成
BAE Systemsと連携して、このツールを紹介するための汎用的な
無人航空機（UAV：Unmanned Aerial Vehicle）のデモンストレ
ーションを作成しました（図1）。ツールキットのユーザーインタ
ーフェース（図2）では、scFLOWのCFD結果をMSC Nastranの有
限要素モデルに直接マッピングすることで、空力弾性効果の予
測と可視化を自動化しています。

図2.ツールキットのユーザーインターフェース
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まとめ
カーや利用者にとっては大幅なコスト削減につながり、最終的
には私たち全員にとって環境面でのメリットとなります。

英国のNATEP（National Aerospace Technology Programme）
の一環として、エンドユーザーであるBAE Systemsの支援を受け
て、Stirling Dynamicsは、MSC Software UKと共同で、同社の
エンジニアリングプログラムで使用する航空機荷重向けの非線
形空力弾性ツールキットを開発しました。これと並行して、同じ
プログラムの一環として、Stirling DynamicsのR&Dマネージャ
ー、Simon Hancock博士に対して、MSC Softwareのシミュレーシ
ョンツールを用いた革新的な非線形構造解析-CFDソリューショ
ンを開発することができました。このソリューションは、航空機の
空力弾性モデルをより最適化し、より高いシミュレーション精度
を実現します。

このツールキットにより、英国のBAE Systemsに対して、汎用
UAVモデルを使ったデモンストレーションを行いました。このツ
ールキットは、新興および小規模OEM航空機メーカーの将来の
航空機認証要件を支援することに役立ちます。

参考文献
UK NATEPウェブサイトプロジェクト：http://www.natep.org.
uk/ projectdesign-modelling and http://www.natep.org.
uk/ documents/ADS%20Natep%20210%20x%20210%20
Supplement%20v5.pdf

Aeroelastic CFD Manoeuvres Toolkitを使用することで、航空
機のモデリングプロセスにおける不確実性を低減することが
できます。その結果、作成されるCAEモデルの精度が向上し、保
守的な航空機設計が減り、将来の航空機の軽量化につながり
ます。航空機の軽量化による主なメリットは、 燃料消費量の削
減、すなわち燃料効率の高いフライトの実現であり、航空機メー

「Stirling Dynamicsには、独自の航空機設計ツールを開発してきた長い歴史があります。
今回のNATEPプロジェクトでMSC SoftwareやBAE Systemsと協業できたことは、我々の
能力をさらに発展させ、これらの新しいツールを将来の航空機設計に活用するための素晴
らしいチャンスとなりました。」
Dr Simon Hancock,
R&D Manager, Stirling Dynamics
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MSC NastranとMarcによる
シミュレーションで
一歩進んだ医療イノベーションを
By Matthew Kokaly, Product Manager, MSC Nastran and MARC

この記事では、MSC NastranとMarcを使用して行われた、医療
業界にける有限要素解析(FEA)の興味深いケーススタディを紹
介し、シミュレーションによる、さらに一歩進んだイノベーショ
ンを見ていきます。

ストのかかる実際の物理的モデルを作成する前に、BAHAの性
能を向上させることができます。
Chalmers University of Technologyの修士候補生であるLena
Kim氏は、人間の頭部の3次元FEAモデルを作成し（図３）、MSC
Nastranの結果と物理的なテストとの相関性を調べ、結果として
骨固定型補聴器のコスト削減に貢献しています。

聴覚は、周囲の環境を認識し、コミュニケーションをとるため
に重要な五感のひとつです。耳の全体的な機能は、物理的な振
動を神経の刺激（インパルス）に変換することです（図１）。つま
り、音の振動が耳の中で電気信号に変換され、脳の中枢聴覚系
で処理されます。構造解析は、自動車、工作機械、宇宙船、建
築物、さらには医療機器に至るまで、設計、製造、保守のあらゆ
るプロセスにおいて重要な役割を果たします。

この研究では、人間の頭部の適切な3次元FEAモデルが開発さ
れ、骨伝導音の振動パターンを調査およびシミュレーションする
ためにMSC Nastranを使用します。FEAモデルによって、骨伝導
経路に影響を与える要因を調べ、聴覚に必要な振動レベルを生
み出すための正しい位置を見つけ出し、さらに患者に合わせて
デバイスを最適化することができます。

BAHA（Bone-Anchored Hearing Aid）と呼ばれる骨固定型補
聴器は、他の補聴器と比較して患者さんの満足度が高いのが特
徴です（図２）。FEAのような計算力学のツールを活用すれば、コ
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図3.BAHAデバイス、皮膚のメッシュ解剖学的データおよび頭蓋骨の3Dメッシュ
図1.耳の構造：外耳、中耳、内耳

プリ・ポストプロセッサのANSAやMeta-postなどの商用ソフトウ
ェアを用います。
市販の構造解析ソフトウェアであるMSC Nastranを使用して、
動的周波数応答解析を実行しました。このモデルでは、荷重、周
波数範囲、減衰係数、および解析出力をNastran入力データで
指定しました。この研究では、実固有値解析と周波数応答解析
の2種類の解析を行いました。模擬頭蓋骨表面の応答をシミュ
レーションし、出力を点機械インピーダンス（MPI：Mechanical
Point Impedance）の速度としました。MSC Nastranを用いた質
点法による結果とテストデータを比較し、よく一致することを確
認しました（図５）。
結論は以下の通りです。
MSC Nastranを使用して、頭部シミュレータモデルの点機械イン
ピーダンス（MPI）に関する周波数応答解析を行いました。その
結果、非構造質量（NSM）モデル、流体-構造連成（FSI）モデル
ともに、反共振周波数が約75～90Hzとなり、
マグニチュードレベ
ルで5％の差しかなく、物理的なテストデータと驚くほど一致し
ました。この研究は、FEAの結果が物理的なテストに近いもので
あることを証明し、BAHAデバイスのコスト削減につながること
を示しています。

図2.BAHAインプラントの概略図

構造解析、特にモーダル解析は、音と振動の解析において重要
な役割を果たす最初のステップです。モーダル解析を行うこと
で、外力や減衰がない状態でのシステムの固有振動数やモード
形状（振動の形）を求めることができます。モーダル解析の結果
は、構造物の基本的な動的挙動を特徴づけ、動的荷重が与えら
れたときに構造物がどのように反応するかを示します。
有限要素解析は、形状または元のモデルを複数の異なるタイプ
の要素で近似します。要素の全体的な挙動を解析することで、
対象となる構造物の挙動を得ることができます。図4は、実モデ
ルから結果の可視化までのプロセスを示します。これらの手順
を実行するに、構造解析のためのMSC Nastran、Beta CAE社の
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炭素繊維複合材を用いた義足：設計、シミュレ
ーション、テスト

実モデル
CADまたはCTスキャン

義肢は、高度なバイオメディカルデバイス（生物医学装置）技術
の分野を代表するものであり、人工肢には航空宇宙技術にも匹
敵する高度な複合材料が用いられます。炭素繊維複合材料を使
用した義足の開発により、手足を切断した多くの患者がアクティ
ブで運動を楽しむライフスタイルを再開する道が開かれました。
高度な材料、複合材料の設計と剛性の調整の理解、および航空
宇宙製造技術を組み合わせることにより、最終的には、リアルな
たわみ、
「弾力性」、および強度を備えた義肢を作成できます。
これらのリアルな義肢は、古い時代の怪我をした海賊のイメージ
にあるような「木の脚」とはかけ離れています。今日の技術は、義
足ランナーがオリンピックに出場できるほどに進化しています。

プリプロセッサによる離散化有限要素モデル
様々なタイプの要素、荷重境界条件、材料特性など

ソルバーによるシミュレーション
実固有値解析、周波数応答解析

アクティブなユーザーが求めるのは、弾力性のある強力な義足
です。このような義足を作る上での主な課題としては、疲労耐
久性、強度、剛性、重量のバランスなどがあります。軽量で並外
れた衝撃吸収性と優れたエネルギーリターンを備えた、すべて
の地形に対応する義足の需要が非常に高まっています。軽量化
には複合材料が大きな役割を果たします。Parnell Engineering
and ConsultingのT. Kim Parnell博士は、MSC Marcによる有限
要素解析をヒールの設計に適用し、異なる材料特性をテストす
ることにより、最適な設計を得ることができました。

解析結果
モード形状、変位、速度、加速度/ポストプロセッサによる可視化

ポストプロセッサによる可視化

モデルの作成は、MSCのMarc/Mentatを使用して行われまし
た。ここでは、ヒールとトーの先端は柔らかいウレタン材料、オ
ーバーロードとキールは剛体、ヒールは複合材材料でTsai-Wu破
壊基準を適用しています（図６）。そして、最終的な設計を求め
るために、２種類のウレタンの構成を用いて解析を実施し、結
果を比較しました。

グラフ、ビデオなど
図4.有限要素解析プロセス

Marcを用いて解析を行った結果、1/8インチ厚の短いウレタン
のヒールでは、ヒールの曲がりが大きく、柔軟性が高く（図７）
、1/16インチ厚の長いウレタンのヒールでは、ヒールの接触が
均一になるため、ヒールの曲がりが小さく、キールとの接触が早
くなるため、応答が硬くなる（図８）、という結論が得られまし
た。
両タイプのヒールの異なる結果を比較した後、提案された1/16
インチ厚の方では、ヒールとの二次接触が早く、キールとの接触
も早いため、より硬いという結論に達しました。1/16インチ厚で
は徐々に硬化し、同じ変位でもヒールの応力結果が改善される
ため、作用荷重が大きくなります。
結論として、Marc/Mentatを用いたシミュレーションと実際のテ
ストを行うことで、複合材の剥離破壊モードをより深く理解する
ことができました。

図5.NSMモデルのBAHA位置での点機械インピーダンスの大きさ。赤線はNSMモ
デルによるシミュレーション結果、青線は蝸牛による実験データを示す。
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図6.炭素繊維義足 - 構成要素：ヒール、キール、オーバーロード、ウレタン（トーとヒール）

図7. 初期の1/8インチ厚の短いウレタン

図8. 提案された1/16インチ厚の長いウレタン

Parnell Engineering and ConsultingのT. Kim Parnell博士は、

MSC Marcによる有限解析解析をヒールの設計に適用し、異なる材料
特性をテストすることにより、最適な設計を得ることができました。
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Volkswagen AG：
MSC Nastran「モジュール」機能を使用した
エンジニアリング開発における
時短と連携の向上
By Dr. Bruns Dr.-Ing. Jürgen Bruns, CAE-Methods, Volkswagen AG

に調整される必要があるため、高い規律と監視の努力を必要と
します。

FEMの世界では誰もが知っているように、FEAモデルには複数の
パーツとサブ構造が含まれており、簡単に交換できるように有
限要素コード(MSC Nastranのインクルードファイルなど)でモデ
ル化されています。これらのインクルードファイルを使用してい
る場合、INCLUDE間のID重複を避けるために、厳密な番号付け
ガイドラインに従う必要があります。

VolkswagenはMSC Softwareと長年よい関係を保っていま
す。Volkswagenは、MSC Softwareの高度な技術を解析に使用
するだけでなく、MSC Nastranの新機能開発要件を提案してい
ます。最近の開発項目の一つはMSC Nastran「モジュール」機
能です。コンピューターリソースが安価になるにつれ、モデルは
大規模化しています。Volkswagenによって開発が推進された、
この新しいMSC Nastran「モジュール」と呼ばれるテクノロジー
を用いると、モデル管理が非常に容易になります。

MSC Nastranでは、IDの重複なしに全体のモデルを構築するこ
とが要求されます。
この種のモデル化では、車両設計変更のたびに、再利用および
交換が容易であることから独立したINCLUDEファイルにておこ
ないます。しかしながら、この方法では、ユーザーは手の込んだ
番号付けルールに従わなければならないので、ファイル管理が
難しくなります。また、この方法は、要件が新しくなると定期的

モジュールは、アセンブリ管理ツールとしてMSC Nastranに導入
され、通常、アセンブリ全体の一部またはコンポーネントを含
む独立したバルクデータセクションです。モジュールは、縮退な
しの部分スーパーエレメントに類似しています。MSC Nastranは
14

モジュールのインスタンス化と呼ばれるプロセスを使用して、プ
ライマリーモジュールインスタンスを複数作成することもできま
す。

各モジュールには、節点・要素・特性などに対する独自のID番号
付けルールが存在しますが、ID番号は、モジュール間で一意で
ある必要はありません。

モジュールの主な利点は、既存のプライマリーモジュールのコピ
ーを作成し、平行移動、回転、ミラーリングするためのプリプロ
セッサへの依存を低減することであり、これはまた、モデリング
時間を短縮するのに役立ちます。さらに、MSC Nastranのモジュ
ールは、他のいくつかのコードと同様の定義を使用しているた
め、MSC Nastran BDFをPAM-CRASHを使った衝突シミュレー
ションなどの他のシミュレーション用に迅速に変換することが
できます。

「モジュールアプローチは、時間を節約し、高品質の結果
を保証するのに役立ちます。 モデルの構築・交換だけでな
く、NVH・耐久性・非線形解析のプリポスト処理で労力を削減
できます。」とVolkswagenのDr. Brunsは述べています。
モジュールは、通常、例えば自動車のホイールまたはフェンダ
などのアセンブリ全体のコンポーネント要素を表す独立したバ
ルクデータセクションです。モジュールを使用すると、複数のユ
ーザーがそれぞれバルクデータセクションを作成し、ひとつの
MSC Nastran入力ファイルを形成することを可能にします。各モ
ジュールは、BEGIN MODULEおよびEND MODULEバルクデータ
エントリで区切られます。

これらの異なるモジュールを結合する必要もありますが、それ
に対しては、手動・自動・半自動の方法でモジュール結合が可能
です。

部分スーパーエレメントと同様に、各モジュールは、節点・要素・
プロパティのID番号付けスキームがあり、ID番号は、モジュール
間で一意である必要はありません。ポスト処理結果は、HDF5,

MSC Nastran

図1:従来のモデル構築

「モジュールアプローチは、時間を節約し、高品質の結果を保証するのに役立ちます。 モ
デルの構築・交換だけでなく、NVH・耐久性・非線形解析のプリポスト処理で労力を削減
できます。」
Dr. Bruns, Volkswagen
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図2:Volkswagenでのモデル構築

F06, pch, op2ファイルで得られます。これらのファイルはモジュ
ールごとに分割されています。
結論として、MSC Nastranモジュールは、INCLUDEと同じ特性を
持っていますが、ID番号の衝突はありません。モジュールは、モ
デルアセンブリプロセスにおける「番号付け」の作業を低減して
くれます。モジュールを使用すると、自動車OEMは他の解析グル
ープ(静的、衝突、NVHなど)と簡単にモデルの交換が可能です。
最後に、ユーザーは、車両開発において異なる設計を試みるた
めに、容易に変数を変更することができます。

図3:MSC Nastran全体のモジュールバルクデータセクション
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MSC NastranとAVL EXCITE™の統合に
より、よりよい、より速い、より効率的な
パワートレインシミュレーションを実現
By Bernhard Loibnegger, AVL Paul Herster, AVL Excite Product Manager

が搭載されています。エンジニアは、材料や潤滑剤のすべての物
理的特性を考慮した正確なモデルを作成し、スライダーベアリ
ング、ピストン、ピストンリング、ギアの接触挙動、摩擦、摩耗を
予測できます。

NASAエンジニア向けに開発されたMSC Nastranは、航空宇宙
および自動車構造の設計と解析のための最も信頼できるFEAソ
ルバーです。産業界では、過去50年間、MSC Nastranの実績の
あるソリューションとして一般的に使用してきました。従来のや
り方を踏まえつつ、MSC Nastranはパワートレインシミュレーシ
ョンの合理化されたワークフロー、接触モデルの改善された検
証オプション、および大規模問題のシミュレーションのための強
化されたHPCメソッドを提供します。

新たな直接連携により、AVL EXCITEには弾性コンポーネントを
より現実的に表現できるMSC Nastranにて提供できるようにな
り、
マルチボディシミュレーションの精度が向上しました。同様
に、FEAエンジニアは、現実的な境界条件と動的荷重で各コン
ポーネントを検討できる、この連携によるメリットを享受できま
す。MSC NastranからのAVL EXCITE入力（.EXB）ファイルの直接
エクスポートは、データ転送をはるかに簡単かつ高速にし、大量
の中間データを作成/変換する必要はありません。

MSC NastranとAVL EXCITEを直接連携することにより、エンジ
ニアはパワートレインシステムの振動解析と音響解析をより高
速かつ正確に実行できます。
AVL EXCITEは、パワートレインシステムの解析のための剛体/弾
性体ソリューションを提供するマルチボディ・ダイナミクス・シミ
ュレーションソフトウェアです。AVL EXCITE製品群の信頼性の
高いソリューションには、従来のパワートレインと電動パワート
レインの動的、強度、振動、音響を計算するための高度な技術

このワークフローでは、エンジニアはMSC Nastran（SOL 400
）の非線形ソリューションを活用して、パワートレインシミュレ
ーションに接触非線形性と予荷重状態を含めることにより、
構造応答の完全な特性を取得できます。さらに、MSC Nastran
17

図1：MSC Nastran SOL 103→AVL Excite→SOL 111のワークフロー

は、AVL EXCITEからの出力結果を読み込んで、内燃エンジンや
その他のコンポーネントから生成される音響放射の動解析お
よび音響解析をさらに行うことができます。この技術は、車両
の耐久性シミュレーションにも有益であり、受賞歴のあるMSC
Nastran NEF(Nastran Embedded Fatigue : 組込型疲労機能)を
利用して、コンポーネントの疲労寿命と損傷応答を得ることが
できます。
この機能は、直接的・便利・効率的なデータ交換方法であり、さ
まざまな解析（動的、振動、音響など）を実行するために、MSC
NastranとAVL EXCITEおよびワークフローを使用する解析者に
提供することによって、自動車業界にとって有益となります。
MSC NastranにおけるMSC Nastran-AVL EXCITETMインターフェ
ース機能拡張には、現在利用されているDMAP alter方式に比べ
て複数の利点があります。
1.

2.

簡単：複数のop2/op4ファイル（GEOMUNIT, EIGNUNIT,
PSTUNIT, GPSRUNIT, MKAAUNIT, MFFUNIT, TRANUNIT）で
はなく、ステップ１では2つのファイル（EXBおよび外部スー
パーエレメントop2）のみが作成されます。

3.

迅速：ステップ1の場合、SMP（共有メモリ並列）を有効にし
て、計算量の多い高次質量不変量の計算を高速化します。
ステップ2では、EXTSEOUT機能を活用してデータストレー
ジを最小化し、MSC Nastranでの効率的なデータリカバリ
を可能にします。

4.

便利：EXBファイルをAVLに速くエクスポートでき、AVL結果
をMSC Nastranに速くインポートできます。

2つのソルバー間でデータを交換するための直接・簡単・迅速・
便利な方法により、大幅な時間節約を可能にし、パワートレイ
ンとエンジンシステムの解析のパフォーマンスが最大3倍になり
ます。

直接：別のスタンドアロン専用プログラムによってEXBファ
イルに変換されるMSC Nastranから複数のop2/op4ファイ
ルをエクスポートするのではなく、MSC NastranからEXBフ
ァイルを作成します。

図2：MSC Nastran SOL 400→AVL Excite→SOL 400のワークフロー
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Co-Simulation - マルチフィジックス
CAEシミュレーションを超えて
By Dr. Keith Hanna, Vice President Marketing, MSC Software

的な物理方程式を複合的に解くことに失敗した結果だと私は考
えています。これは、数学的手法が異なるために現実的な問題
が見つかること、とも言えます。例えば、有限体積法（流体に最
適）と有限要素法（構造物や音響に最適）は、現実の工学問題
でより効率的にソルバーを収束させるために、どちらか一方が最
適な手法として選択されることを意味します。また、ソフトウェア
ベンダーは、
マルチフィジックスの課題に取り組み、使い勝手の
良いエンジニアリングシミュレーションツールを提供することに
苦労してきましたが、その理由の一つは、数学的アプローチを組
み合わせたときにうまく調和しないことです。

過去20年ほどの間、CAEの「聖杯」
（訳注：困難な探求の対象、
至高の目標）の1つは、
「マルチフィジックス」シミュレーション、
つまり異なる物理シミュレーションタイプ間のCo-Simulationで
した（参考文献1）。マルチフィジックスは、明確に定義されてい
ない用語ですが、実際のエンジニアリングシミュレーションの観
点から、我々エンジニアにとっては、直感的に正しいと感じられ
ます。私たちが住む現実世界において、流体は、構造的な影響、
音響、機構運動と切り離されて存在しているわけではありませ
んが、エンジニアは長年にわたり、これらの物理的サブドメイン
をCAEの独立したポイント・シミュレーション・ソリューションと
してシミュレートしてきました。ちなみに、私の高校時代の物理
学の先生であるCopeland先生は、
「マルチフィジックス」という
言葉を使うこと自体が間違っていると叱責するであろうことを
付け加えておきましょう。物理学には、化学や生物学と同じよう
に1つの学問分野しかありません。物理学には、ニュートンの運
動（および流体）法則、
マクスウェルの電磁気学の法則、構造応
力-ひずみ法則などのサブ分野があります。1990年代に登場した
この「マルチフィジックス」という言葉は、実はCAE業界が基本

私が昨年の初めに入社したMSC Softwareは、NASA月面着陸プ
ロジェクトの初期にまで遡る50年以上の歴史を持ち、ソフトウェ
ア・ソリューションに正確さを求めていることに加えて、ワールド
クラスのCAE Co-Simulation ソリューションを顧客や世界中の
エンジニアに提供する努力をしてきたという点で、非常に印象的
でした。音響からマルチボディダイナミクス（MBD）、CFD、構造
解析、陽解法衝突解析まで、すべてがMSC Softwareで結び付け
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図1.MSC Softwareのユニークなマルチフィジックス・Co-Simulation機能

られます（図1）。私は、今日MSCが提供するソフトウェアツール
を使用した、2製品による連成解析とシミュレーション製品のチ
ェーンシミュレーションの両方で実行できるマルチフィジックス
Co-Simulationアプリケーションを多数集めてみました（表1）。

Co-Simulation・
マルチフィジックス領域

関連製品

産業

適用例

流体構造相互作用(FSI)

Nastran / Marc +
scFLOW/scSTREAM

全産業

空力フラッタ、MEMs、VIV、サスペンション荷重、熱と力学的
荷重による応力...

構造と空力音響

Nastran / Marc +
scFLOW + Actran

全産業

キャビンノイズ、ドアのガタつき、騒音・振動

マルチボディダイナミクスと流体

Adams + scFLOW

全産業

流体中の物体の動き、車両走行中の横風イベント、水たまり
を走る車両...

バーチャルドライブとビークルダイ
ナミクス

Adams + Vires VTD

自動車産業

自動運転、ADAS検証リアルタイム車両運転シミュレータ...

粒子、MBD、CFD

Adams + EDEM, EDEM +
scFLOW

自動車、航空、化学、材料加
工等の産業

路面上での車の安定性、ろ過、バルク加工..

MBDと非線形FEA

Adams + Marc

自動車産業

ドアの垂れ下がりと閉まり、車両のエクストリーム荷重ケース
（縁石にぶつかるなど）、障害物の乗り越え、バッテリーパ
ックの変形...

1次元システム、MBD、制御

Adams + Easy5 / Matlab
Simulink / Maplesoft / GT
Suiteetc

全産業

ロボットアーム、機械・機構、航空機のランディングギア・シ
ステム、車両のABS、ESC(横滑り防止装置)、トラクションコ
ントロール...

表1:MSC Softwareソリューションスイート、及び連携するソフトウェアによるCo-Simulationの代表的な適用分野
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マルチボディダイナミクスを中心とした
Co-Simulation
市場をリードするAdams MBD製品は、今日、世界中の産業の
Co-Simulationに当たり前のように広く使用されており、あらゆ
る種類の商用ソフトウェアやオープンソースソフトウェアとの
連携が可能であることがわかります（図2）。最近の注目すべ
きイノベーションとしては、図3に示すように、DEM Solutions
の市場をリードする離散要素モデリングソフトウェア「EDEM」
や、ADASおよび自律走行車のドライブシミュレーションのた
めの「VIRES Virtual Test Drive（VTD）」
（VIRESは2017年から
Hexagon | MSC Softwareの傘下）、そしてもちろん0D/1Dのシ
ステムおよび制御モデリングのための「MATLAB & SIMULINK」
（MathWorks）との連携が挙げられます。AdamsとMarcを連
成することで、ワイパーブレードの動き、油圧アクチュエータ、
ゴム製のドアシール、フルビークルのブッシュモデリングなどを
シミュレーション可能です。2016年にMSC SoftwareがCFDソフ
トウェアプロバイダである「Software Cradle」を買収したこと
で、CFDエンジニアとCAEエンジニアの両方が利用可能になっ
た、エキサイティングな新しいCo-Simulation・マルチフィジック
ス機能について、以下で詳しく説明します。

図2.Adams-MBD Co-Simulation エコシステム

音響解析を中心としたCo-Simulation
Actranは、音響シミュレーションのマーケットリーダーとして、20
年の歴史を持ち、世界中の一流のユーザーに支持されていま
す。 空力音響解析のためのCFDとの連成という古典的なもの
に始まり、多くのマルチフィジックス音響アプリケーション事例
があります。Actranは今日、構造への音響荷重予測から騒音・
振動評価までの完全なエンド・ツー・エンドのソリューションを
提供しています。最近のウェビナーで、私の同僚であるRomain
BaudsonとYijun Fanは、Actranを主としたツールチェーンによる
電気自動車の音響予測について考察しました（参考資料2）。

図５に示します。これは、Software CradleのScFLOWとActran
の間で行われたもので、自動車の排気マフラーシステムをCFD
でモデル化し、音響騒音を予測するためにActranと連成したも
のです。

CFDを中心としたCo-Simulation
CFD（Computational Fluid Dynamics：熱流体解析）は私の
長年の関心事であり、Software CradleのCFDへの取り組みに
よって日本で何が起きているのかを見るのは、非常にエキサイ
ティングなことです。彼らは、Co-Simulationのための非常にロ
バストでオープンなソフトウェアプラットフォームを開発しまし
た。Software CradleのCFD製品であるscFLOW（多面体メッシュ
を採用）、STREAM（構造格子を採用）、SCRYU/Tetra（非構造
格子を採用）は、大手OEMや日本の大手企業で長年使用されて
きた実績があり、技術的にも高い評価を得ています。

図４は、彼らがCo-Simulation解析に採用した2つのツールチェ
ーンを示しています。内燃エンジン作動時の構造荷重をAdams
によるマルチボディシミュレーションで求め、振動解析には
MSC Nastranを使用しました。最後に、Actranを用いて放射音
を完全に自動化されたプロセスで高精度に計算します。一方、
電気自動車では、様々なサードパーティ製ソフトウェア（例え
ば、JMAG、MagNet、Maxwell...）による電磁界シミュレーショ
ンの結果を、MSC SoftwareのFEAツールと統合して、電気モー
ターの騒音予測を行うことができます。これにより、Actranは
電気モーターと減速機の両方について正確な騒音予測を行い
ます。最後に、比較的最近行われた音響-流体Co-Simulationを

Cradleは自由表面やオーバーセットメッシング技術において、
高速、高精度、ロバストなアプローチで技術をリードしていま
す。FMI（Functional Mockup Interface）を用いて、サードパーテ
ィとMSC SoftwareのCAEソフトウェアやSoftware CradleのCFD
ツールとの間で物理量の受け渡しが可能です。FMIは、一般的
な物理量の設定、ユーザー定義の関数、スクリプト言語をサポ
ートしています（図６）。Adamsでは、流体自由表面上物体の移
動（図７）、ベーンポンプ、洗濯機ドラムの振動、燃料タンクのス
ロッシング（図８）などをCo-Simulation手法で解析することが
できます。特にエキサイティングなMBDアプリケーションは、サ
スペンション特性をモデル化した車両による大きな水たまりの
走行（図９）や、横風中の走行シミュレーションです。Marcとの
Co-Simulationにより、Cradle CFD連成は、航空機の燃料タンク
のバッフル、液体の急冷、弾性板/膜/バルブシール（図１０）、シ
ロッコファンの解析を行うことができます。MSC Nastranと連携
することで、scFLOWは、例えばキャビテーション効果を含む船
のプロペラのFSIを行うことができます（図１１）。

図3.DEM SolutionsのEDEMを用いたAdams-MBDCo-Simulation機能
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図４.Adams–NastranおよびActranの自動車用トランスミッション・Co-Simulation・ツールチェーン（左）および音響のためのE-Mag – Nastran – Actran e-パワートレ
インツールチェーン（右）

図５.自動車排気マフラーの空力音響予測のためのCradle CFDとActran音響解析のCo-Simulation

しかし、最も目を引くのは、非常に優れたCo-Simulationによ
るCFDアプリケーションです。Software Cradleは、Adamsと
scFLOWを組み合わせて、航空機の翼とフラップの展開に関する
ダイナミックな空力予測を行っています（図1２）。

Cradle | scFLOW

scFLOWとMSC Nastran / Marcを用いたもう一つの興味深い新
しい空力Co-Simulationアプリケーションは、超音速板の非線
形パネルフラッタ（参考文献3）で、これは超音速時に平板の表
面に衝撃波が発生し、構造振動との連成により、衝撃波の移動
と構造振動が発生するというものです（図1３）。これはイタリア
の同僚Fausto Gill di Vincenzo氏が、当社のシームレスなMSC
Nastran - scFLOWを採用して実現したものです。
Cradle | scFLOW

CFD連成技術により、効率的かつ迅速なソリューションを提供
します。MSC NastranとMarcによる構造変形に基づいて、メッシ
ュモーフィング機能を用いてCFD領域の変形を考慮しました。使
用されるCFD要素は、テトラ（四面体）、ヘキサ（六面体）、また
は多面体要素です。流路中のバッフル板が流体力により変形し、
それによって流れが変化する状況をシミュレーションしています
（図1４）。
最後に、私が関心を持っているもう一つの分野は、チップや
PCB（プリント回路基板）上の電子部品の熱構造応力予測で
す。このアプリケーションも、ほとんどの商用ベンダーによる
Co-Simulationとして実行するのは非常に困難です。図1５では、
自らのオンオフ動作で発熱を繰り返す電子チップ抵抗器をシミ
ュレーションしています（参考文献4）。これにより、はんだ接合
部が壊れてしまい、最終的には製品の故障につながります。それ
を事前に予測し、応力の高い場所を特定できるかどうかが非常
に重要です。また、STREAMで予測した温度分布を構造解析ソ
ルバーMSC Nastranのメッシュにマッピングしました。そして、は
んだ接合部にかかる応力を予測しました。これは、家電製品の
故障メカニズムとその発生箇所を予測する非常に強力な方法で
あり、STREAMによるCo-Simulationとして比較的簡単に行うこ
とができます。

図６.Software CradleのオープンカップリングCFDプラットフォーム（上）とFMIイ
ンターフェース（下）
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図７. Adams-STREAMによる水路の自由表面流における大きな丸太の移動予測

まとめ
CAEの古典的な「マルチフィジックス」課題には、流体と構造、
構造と音響、構造と機構運動、流体と機構運動などがあります。
マルチフィジックス・シミュレーションは、原理的には簡単に聞
こえるかもしれませんが、多くの商用CAEベンダーは、数十年前
からポイント物理ソリューションを提供していますが、産業向け
のエンジニアリング・アプリケーション（弱連成または強連成の
CAE）に使用可能な連成ソリューションを実装することができま
せんでした。つまり、
「マルチフィジックス」は、あらゆる物理学
のサブ分野でポイントシミュレーションが行われるようになって
から40～50年経った今でも、CAEソリューションの「聖杯」の一
つなのです。MSC Softwareは、このCo-Simulationの難問に取
り組み、実世界のエンジニアリング・アプリケーションのための
多くの有用なソリューションとツールチェーンを開発しています。
ぜひ、MSC Oneライセンスを使って、私たちが提供するサービス
を試してみてください。詳細については、お近くのMSCアカウン
トマネージャーまたはサポートエンジニアにお問い合わせくださ
い。私たちは、お客様の業界におけるCAE Co-Simulationの課
題を解決するための技術とプロフェッショナル・サービスの両方
を提供しています。

図８. Adams-scFLOWによるタンク内液体の動的スロッシング予測
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図1０.流れによって変形する弾性膜を備えたバルブのMarcとscFLOWを使用し
たFSI解析

図１３.MSC Nastran–scFLOW CFDによる超音速流れとプレート構造の衝撃波を
伴う振動解析

図1１.自由表面とキャビテーションを伴うプロペラのMSC Nastran-scFLOW予測

図１４.MSC Nastran/Marc–scFLOWCo-Simulation による流路中のバッフル板変
形と流れの変化

図1５.電子部品のはんだ応力のSTREAM熱構造応力予測

図1２. Adams-scFLOWによる翼フラップ展開の動的空力予測
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Husqvarna Group - MSC Nastran
組み込み型疲労解析を活用し、
結果の精度を大幅に向上
By Marcus Fälth, CAE Technology Specialist, Research and Development Department,
Husqvarna AB

図1.Husqvarnaハンドヘルドパワーカッター

す。仮想プロトタイピングでは、エンジン、ハウジング、および燃
料タンクやカバーなどの周辺部品で構成されるデバイスのシス
テムモデルを作成します。境界条件によって、ハンドルと、オペレ
ーターの手への力の伝わり方を表現します。

材料の疲労寿命予測を含む耐久性解析は、コンピュータ支援エ
ンジニアリング（CAE：Computer Aided Engineering）の非常
に重要な部分です。お客様の体験や満足度に大きな影響を与え
る製品の耐用年数関する貴重な情報を提供します。屋外電気製
品の世界的なリーディングカンパニーであるHusqvarnaグループ
は、MSC SoftwareのNastran組込み型疲労解析（NEF）を、最適
化された効率的な疲労解析プロセスの中核として活用していま
す。

この記事では、疲労解析の最適化された効率的なプロセスの中
心として、MSC SoftwareのNEFをどのように活用したかを紹介
します。最適化されたNastran組込み型疲労解析プロセスでは、
データ量が大幅に減少したため、面倒な再インポートを伴う大
きな中間結果ファイルはもはや必要ありません。

製品のあらゆる部分の疲労は、例えばチェーンソーやハンドヘル
ド（手持ちの）パワーカッターなどを駆動する2ストロークエン
ジンの振動によって引き起こされます（図1）。製品化する前に、
この現象を明確に理解する必要があります。そのため、仮想プ
ロトタイピングを使用して、材料が破損する可能性のある場所
を評価し、それに応じて部品の構造的設計妥当性を確実にしま
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図2.従来の疲労解析のワークフロー

従来の疲労解析プロセス

これは面倒な作業で、設計の最適化は容易ではありません。最
適化できたのはエンジン1回転分という非常に短い時間だけで
した。この制限は、応力データの抽出に起因するもので、結果フ
ァイルが大きく、したがって実行時間も長くなります。

MSC Nastranを用いた構造振動解析は、Husqvarnaにおいて長
い歴史があります。モデルの複雑さを増すなどして、常に改良を
重ねてきました。しかし、疲労解析は当初、エンジニアにとって
いくつかの困難をもたらしました。

MSC Nastran-Adamsのプロセスでは、モーダル変形、応力時刻
歴、応力ピークが得られます。実際には、1秒の期間を解析した
かったのですが、1ストロークしかできませんでした。出力ステッ
プ数を40に減らさなければならず、クランクケースの解析を例に
とると、結果ファイルのサイズはすでに40GBに達していました。
さらに、応力履歴の最大値を確実に得るためには、時間解像度
が十分ではありませんでした。

従来の強度・疲労解析は、いくつかのステップで構成されてい
ます（図2）。
1.

有限要素モデルの定義

2.

構造振動解析

3.

大きな結果ファイルを含む可能性のある解析出力

4.

MSC Nastranの結果ファイルの他の疲労解析ソフトウェア
にインポート（非常に長い時間を要す）

5.

メモリ問題を引き起こす可能性のある多くの読み書き操作

6.

疲労寿命結果のポスト処理

特定のシステムモードがエンジン回転数の任意の倍数で加振
されることを保証するためには、より長い期間の解析が重要で
す。これにより、モデリングの不確実性に関するよりロバストな
解析が可能になります。機構解析ソルバー（Adams）と有限要
素解析ツール（MSC Nastran）を密接に連携させることで、ワー
クフローはすでに大幅に高速化されていました。NEFを使用す
ることで、Husqvarnaはこのプロセスをさらに強化することがで
きました。
HusqvarnaでNEFプロセスのシステム化を始めた当初は、まず
耐久性解析のワークフローが明確に定義されていませんでし
た。これが変わったのは、MSCのNEFが利用可能になってからで
す。1年間の徹底的な評価を経て、振動解析の生産運用にNEFを
使用することにしました。
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Nastran組み込み型疲労解析 - イノベーション

疲労材料データとリアル

Nastran組込み型疲労解析（NEF）と従来のプロセスの違い
は、NEFではMSC Nastran内で直接疲労解析を行うという点で、
大きなバイナリ結果ファイルをエクスポートおよびインポートす
る必要がなく、効率が大幅に向上します（図3）。

もちろん、私たちのモデリングが完璧ではないことはよく理解
しています。不正確さを考慮に入れなければなりません。たとえ
ば、コンポーネント内にかなりの温度分布がある場合でも、解析
では一様な温度を想定しています。もう一つの単純化は、アタッ
チメントのモデル化です。アタッチメントの単純化のため、計算
された固有振動数は真の値から乖離する可能性があります。ま
た、エンジンの回転数についてもいくつかの仮定がなされてい
ます。一方で、より長い時間のシミュレーションが可能になった
ことで、変動を均一化することができるようになりました。

それを説明するために、上記のクランクケースの例をもう一度
見てみましょう。これは250,000のシェル要素、200ストローク、
および30,000の出力ステップで構成されており、全体の出力
結果ファイルはわずか50MBとなっています。250,000のシェル
要素、1ストローク、40の出力ステップで出力ファイルサイズが
40GBもあった従来のプロセスとは対照的です。より長い時間、
例えば200ストローク（約1秒）を簡単に解析できるようになり、
結果精度の大幅な向上につながりました（図4）。

入力された疲労材料データ（S-N曲線）を実際のテストに合わ
せてキャリブレーションすることで、疲労寿命の結果が改善さ
れます。我々は物理的な疲労テストをモデル化し、S-N曲線を
調整するために応力範囲はGoodman関係を介して変換しまし
た。Goodman関係（Haigh線図）は、疲労寿命に対する平均応
力と応力振幅の相互作用を定量化するために使用されます。

何が達成されたのか?
最適化されたNastran組込み型疲労解析プロセスでは、作成さ
れるデータ量が大幅に少なくなります。再インポートが面倒な大
きな中間結果ファイルはもう必要ありません。
「負荷ピークの周辺だけでなく、負荷サイクル全体を解析するこ
とができます」とFälth氏は語ります。このプロセスは、加振の変
化に対してロバストであることが証明されています。また、デー
タ量がGBではなくMBなので、データ転送にかかる時間も大幅
に短縮されました。NEFには、より少ない入力データからS-N曲
線を自動生成する便利な機能があります。」
また、システムモデルはブラックボックス的な手法で作成される
ようになりました。Adamsはスクリプト環境で動作します。これ
は、解析やシミュレーションの大衆化を意味します。プロセスの

まず耐久性解析のワークフローが明確
に定義されていませんでした。これが
変わったのは、MSCのNastran組込み
型疲労解析が利用可能になってからで
す。1年間の徹底的な評価を経て、振動
解析の生産運用にNEFを使用すること
にしました。
Marcus Fälth

図3. NEFの疲労解析のワークフロー
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図4.Nastran組込み型疲労解析プロセス：構造解析結果 + S-Nデータプロット = 応力、損傷、寿命などの疲労出力

詳細を正確に理解する必要がないため、従来よりもはるかに多
くのシミュレーションエンジニアがハイエンドの耐久性解析を行
うことができます。Husqvarna製品の形状は、非常に効率的な
イタレーションサイクルで最適化することができます。
コンクリートのような硬い素材を切断するとき、プロ用のパワー
カッターには不規則な外力がかかります。この挙動がパワーカッ
ターの耐久性や潜在的な破壊に与える影響は、NEFを使ってより
詳細に評価することができます。解析は、250回（2秒間）のスト
ローク、構造体に作用する140のパルス加振、60,000の応力出力
ステップで構成されています。

About Husqvarna
Husqvarna Groupは、森林、公園、庭園の手入れに必要な屋外
用電気製品を製造する世界的なリーディングカンパニーです。製
品にはチェーンソー、トリマー、ロボット芝刈り機、乗用芝刈り機
などがあります。
また、建設・石材業界向けの機械も製造してい
ます。当グループの製品およびソリューション
は、Husqvarna、Gardena、McCulloch、Poulan Pro、Weed
Eater、Flymo、Jonsered、Diamant Boart、RedMaxなどのブラ
ンドで販売されています。
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MSC Nastranによる航空機エンジンの
スーパーエレメント法を用いた
効率的なローターダイナミクス解析
By Yves Fournier, Pratt & Whitney Canada Corp., Canada

ラピッドプロトタイピングへの需要の高まりを受けて、航空宇宙
および自動車業界のリーダーは、安全性、信頼性、コスト効率に
優れた高品質の製品を提供するために、新しいシミュレーショ
ン技術を活用しています。シミュレーションは、製品開発におい
て重要な役割を果たしており、エンジニアが早期に設計変更を
行い、予期せぬ現象の発生を回避するのに役立っています。こ
れは、ジェットエンジン、ターボ機械、遠心分離機などの回転部
品を含む、多くの航空宇宙および自動車構造物の設計および解
析に特に当てはまります。新しい航空機エンジンのコンフィギュ
レーションを探求する場合には、目に見えない複雑な動的挙動

が生じるため、高精度で高度なシミュレーション技術が必要で
す。MSC Nastranは、大手航空会社で広く使用されているオリジ
ナルかつ最も信頼されているFEA（有限要素解析）ソルバーとし
て、回転機械の挙動を検討するための高精度で信頼性の高いロ
ーターダイナミクス・ソリューションを提供します。
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「新しい航空機エンジンのコンフィギ
ュレーションを探求することにより、目
に見えない複雑な動的挙動が生じるた
め、高精度で高度なシミュレーション技
術が必要です。」

回転部品は複雑な構造をしているため、どのようなモデリング
手法を採用するかは利用可能な計算リソース、必要な精度、ロ
ーター形状に使用する要素タイプなどの様々な変数に依存しま
す。従来の手法（参考文献1）では、シャフトには1次元梁要素を、
ディスクには質点を使用して、モデルを簡略化して表現していま
す（図1）。モデルを適切に表現しながら、大規模な弾性ディスク
の影響 やローターの複雑な形状を捉える精度には限界があり
ますが、現在でも業界では一般的な手法です。
近年、Pratt and Whitneyが採用しているより良い方法は、大規
模なエンジンモデルを高忠実度の2次元（2D）軸対称調和要素と
3次元（3D）シェル要素およびソリッド要素で解析することです。
しかし、計算能力が驚異的に進歩したにもかかわらず、いわゆる
有限要素ローターモデルは、いまだにかなり大きいとされていま
す。例えば、従来の1次元ローターモデルから完全な3次元ロータ
ーモデルに移行すると、モデルサイズは3桁も大きくなります（表
参照）。今日の最新の計算システムを使っても、線形ローターダ
イナミクスモデルを解くのに必要な時間は、数時間から数日にも
及ぶことがあります。さらに、詳細なローターダイナミクスの検
討では、安定性（複素固有値解析）、不均衡荷重の定量化（周波
数応答解析）、ベアリング/ダンパーの性能予測（非線形過渡応
答解析）などの一連の解析を行うのが一般的です。
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図1.現在使用されている4種類のローターダイナミクス構造モデリングアプローチ

図3.PT-6エンジン、3次元CADモデル、ローターFEAモデル、MSC Nastranでの
エンジンケーシングモデル

このプロジェクトでは、結果を検証するために、ローターとロー
タサポートを個別に、あるいはエンジンシステム全体としてモデ
ル化し解析を行いました。ベアリングの節点ペアB1R-B1C、B2RB2C、B3R-B3Cが一致していることを確認しました。直接法で作
成した完全なエンジンモデルを実固有値解析にていくつかの実
モードに縮約しました。これらのモードは、この後実施する、減
衰および非対称のローター速度依存項を含むローターダイナミ
クス解析で使用しました。ローターとケーシングモデルの外部
スーパーエレメントは個別に解析され、物理的な境界点と動的
モードに縮約しました。先に作成した別々のローターとケーシン
グの外部スーパーエレメントを結合して全体モデルを解析しまし
た。いずれの場合も、誤差は予想よりも小さくなりました（外部
スーパーエレメントのベースライン誤差は 0.1%）。このアプロー
チにより、ローターとケーシングの各構成要素の個々の挙動と、
ローターダイナミクスシステム全体としての連成効果について、
より深く理解することができました（図４）。

図2.航空機アセンブリにおけるスーパーエレメントの説明

MSC Nastranに搭載されているスーパーエレメント（SE）技術（
図２）を活用することで、計算コストの削減、大規模な問題の解
決、知的財産の保護、並列処理を可能にするモジュール式モデ
ル記述の実現（ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）
の活用）が可能になります。また、各スーパーエレメントはスタン
ドアロンのモデルとして見ることができ、独立して処理すること
ができます。

完成したエンジンのMSC Nastranモデルには、91,979自由度を
持つ3次元ローターが含まれています。MSC Nastran 2017を4GB
のRAMを搭載したLinuxマシンで実行したところ、100モードを
持つこのローターモデルのスーパーエレメントを生成するのに要
した時間は3～5桁も短縮されて1.5分となりました。また、ケー
シングのシミュレーションには、120GBのRAMを搭載した20ノー
ド、4コアのHPCクラスタを使用しました。従来の1次元要素と比
較して、3次元要素ではモデルサイズが3～4桁大きくなります。
このような 大規模な3次元ローターモデルを解くことは、設計や
パラメトリック検討を困難にし、特に非線形シミュレーションを
行う場合には好ましくありません。その代替策として、CMS法を
活用した外部スーパーエレメントアプローチが、精度を落とさず
に性能を向上する効果的な方法であることが示されています。
一度構成要素の外部スーパーエレメントを作成すれば、わずか
な計算オーバーヘッドで異なるソリューションにおいて再利用す
ることができます。今回のケースでは、100モードを持つモーダ
ルソリュー ションが最適な結果をもたらしました（図5）。

このプロジェクト（参考文献2）では、Pratt & Whitney Canada
とMSC Softwareのエンジニアがチームを組んで、回転構造を高
忠実度の3次元ソリッド/シェル要素でモデル化した現実的な航
空機エンジンを解析しました。これは、FEAの検証と妥当性確認
（V&V）のために使用されたPT6エンジンのモデルです（図3）。
ローターはB1*、B2*、B3*のベアリングを介してエンジンケーシ
ングに取り付けられており、T1とT2には2組のタービンが配置さ
れています。今回の解析では、これら3つのベアリング（軸受）に
線形剛性係数と粘性減衰係数を設定しました。タービンブレー
ドは解析ではモデル化せず、ブレードアセンブリを質点として扱
いました。ローターのモデル自体は対称的ですが、エンジンマウ
ント位置C1とC2で接地されているケーシングのアセンブリは対
称ではありません。このエンジンアセンブリの動的挙動は、MSC
Nastranのモーダル周波数応答解析を使用して計算しました。
このプロジェクトの最終的な目標は、高い精度を維持しながら、
シミュレーションの実時間を短縮し、効率を向上させることでし
た。ローターとステーターの両方のアセンブリを適切に縮約し、
その表現誤差をCMS法（コンポーネントモード合成法）で指定さ
れた動的モードの数で制御しました。

まとめ
従来の1次元要素と比較して、3次元要素は、航空宇宙分野の
MSC Nastranローターダイナミクスシミュレーションにおいて、
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図4.MSC NastranによるPT-6エンジンの曲げ運動の結果

モデルサイズを3～4桁増加させます。3次元モデルによって生じ
る長い計算時間は、設計やパラメトリックスタディ、非線形解析
には適していません。PT-6エンジンでは、精度を損なわずに性
能を向上させるには、CMS法を用いた外部スーパーエレメントア
プローチが有効であることが示されました。一度構成要素の外
部スーパーエレメントを作成すれば、わずかな計算オーバーヘッ
ドで異なるソリューションに再利用することができます。シミュ
レーション結果は、外部スーパーエレメントのベースライン誤差
が0.1％未満であり、関連する実時間も3〜4桁短縮されたことを
明らかにしました。

参考文献
“Rapid Reconfiguration of Engines for Dynamics Simulation,” Kumar, D.,
Juethner, K., and Fournier, Y., SAE Technical Paper 2016-01-2017, 2016,
doi:10.4271/2016-01-2017

図5.コンポーネント毎の外部スーパーエレメントの精度確認結果

“Efficient Rotordynamic Analysis using the Superelement Approach
for an Aircraft Engine”, Y. Fournier, D. Kumar & K. Juethner, Proceedings
of ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and
Exposition, June 26-30, 2017, Charlotte NC, USA

100モードのローターモデルのスーパーエレメ
ントを生成するのに要した時間は3〜5桁も
短縮されました。
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Navistar-Tech Mahindraにおける
MSC Nastranによる疲労寿命予測
By Chinmay Pawaskar, Principal CAE Analyst, Tech Mahindra; Pravin Kulkarni,
Lead CAE Analyst, Tech Mahindra, and Stefano Cassara,
Manager - Vehicle Dynamics Simulation, Navistar

Navistar International Corporationは、商用・軍用トラック、デ
ィーゼルエンジン、スクールバス、商用バスを製造・販売し、ト
ラックやディーゼルエンジンのサービスパーツを世界中に提
供しています。Tech Mahindraは、設計とスタイリング、製品開
発、検証、テスト、システムインテグレーションなどのエンジニア
リングソリューションを世界の自動車メーカーに提供していま
す。Navistar-Tech Mahindra Global Engineering Centerでは、
トラックの製品開発プロセスにCAE技術を採用しています。
積載物の安全な運搬や軽量化への関心が高まる中、車両部品
の疲労寿命を予測する能力は非常に重要になっています。設
計・開発サイクルの初期段階で疲労寿命を正確に予測すること
で、製品寿命を向上させ、試験・試作（プロトタイプ）コストを削
減し、市場投入までの期間を短縮することができます。
自動車の疲労寿命を評価するには、物理的な試験が行われます
（図1）。これは、実験室での加振テストや性能試験場でのフル
ビークル・テストによって行われます。これらのテストにはコスト
と時間がかかるため、設計-テスト-再設計の繰り返しを避けるた
めには、最初から耐久性要件を満たす設計を生成するために使
用できる、正確な仮想テスト方法が必要です。

図2a.MBDベース仮想プロトタイプの開発

Adamsの仮想プロトタイプモデルは、現在では乗り心地やハン
ドリング（操作性）の性能を正確に予測するまでに進化してい
ます。ひずみの相関改善の検討も進んでいます。図2は、
マルチ
ボディダイナミクス（MBD）仮想プロトタイプの進化における主
要なモデルの概略を示しています。
1.

2.

仮想キャブ加振テストリグ（Virtual Cab Shaker Test Rig）
では、実験室で得られた入力をもとに、仮想キャブとキャ
ブ・サスペンション・モデルを動かすことができます。この
加速度と力は、キャブの設計を検証し、最適化するために
使用されます（図2a）。

高忠実度のフルビークルモデルがリアルな悪路を走行する
Adamsの仮想テストトラックです。加速度、力、ひずみを
用いて、車両部品の構造的妥当性を予測します（図2b）。
これまで、疲労寿命の推定には2つのプロセスを用いてき
ました。

• Adamsでの過渡応力リカバリと、それに続くHyper Graphで
のサイクルカウント（図3）。

図3.Adamsを用いた仮想過渡応力リカバリ寿命予測プロセス

図1. 従来の実物による疲労寿命予測プロセス
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図2b.MBDベース仮想プロトタイプの開発

私たちは、荷重の全時刻歴を使用して疲労寿命を計算し、部品
全体の結果を表示できるようなプロセスを求めていました。そこ
で私たちが注目したのが、MSCの新製品であるNastran組込み
型疲労解析（NEF：Nastran Embedded Fatigue）です。

• Nastran線形静解析での慣性リリーフ。この方法では、MBD
シミュレーションで特定されたピーク応力発生時に対応す
る荷重を使用します（図4参照）。
どちらの方法でも同じような結果が得られます（図5参照）
。Adamsは、イベントの全実行期間の応力を正確に予測します
が、応力リカバリの領域は限定されます。一方、MSC Nastranで
は、有限要素モデルの応力の全体像を得ることができますが、
いくつかの時間ステップでしか把握することができません。この
プロセスでの留意点は、動的イベントの場合、この方法では、フ
レームレールの場合は約1.2倍、シャシーに取り付けられた部品
の場合は約2.5倍、という程度で応力が過小評価される可能性
があることです。

これは、部品に作用する力とモーメントのAdams時間履歴全体
をエクスポートし、NEFに入力するというものです（図6）。NEF
では、Nastranのバルクデータファイルに疲労解析特有のデータ
カードを追加し、Adamsが計算した荷重を参照します。この情
報があれば、部品の寿命だけでなく、損傷が発生する場所を予
測することができます。
Adams-NEFプロセスの結果は、通常2つの指標を用いて示され
ます。損傷度と寿命(Log)のコンター図です。図8は、悪路を走行
する軽トラックのクロスメンバーとエンドブラケットについて、こ

図4.Nastranを用いた静解析慣性リリーフによる仮想寿命予測プロセス

図5.現行の疲労寿命予測法の比較。左：Nastranによる応力コンター図。白抜きの部分は、Adamsの高ホットスポットを示す。右：テスト対象の同じ部品でのNastran（
赤い曲線）とAdams（青い曲線）によるミーゼス応力
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れらの指標をプロットしたものです。損傷度のコンター図は、構
造物の全損傷度を表しています。損傷度範囲は0～1.0で、1.0に
なると破壊となります。応力範囲がYS（降伏応力）またはUTS（
引張強さ）よりも大きい場合、損傷度は1.0よりも大きくなる可能
性があります。

解析によって、シャシーは各々3自由度（DOF）を持つ52のアタッ
チメントポイントで加振されました。

Nastran組込み型疲労解析の手順

また、別のケーススタディでは、ライドクリアランスとフレーム
の構造耐久性のトレードオフを検討しました。Adamsを使用し
て、車両が仮想テストトラックを通過するときにシャシーに作用
する荷重を計算しました。55箇所の異なる位置で6方向に作用
する荷重とトルクを用いて、シャシーのNEFベースの疲労解析を
行いました。この演習では、SOL 101の準静的線形重ね合わせ
法を使用しました。図10は、様々なライドクリアランスにおける
損傷のコンター図を示しています。この検討の所要時間は1日で
した。

図9は、クロスメンバーおよびエンドブラケットについて、従来の
設計と最適化された設計での2つの損傷結果を示しています。

図7に示すように、NEFでは、準静的法（SOL 101）とモード重ね
合わせ法（SOL 103およびSOL 112）の2つの方法が利用できま
す。SOL 103（実固有値解析）とSOL 112（モーダル過渡応答解
析）は、どちらも同じ方法で疲労寿命を計算します。SOL 103で
は、各節点におけるモーダル応答が得られます。
そして、周期的に変化する応力応答は線形重ね合わせによっ
て求められます。SOL 112はモーダル応答を自動的に計算し
ます。荷重はAdamsからDACファイル形式でエクスポートさ
れ、Nastranデータに適切な計算フローが設定されます。次
に、NEFコードが実行され、NEFファイルが出力されます。この
実行により、OP2、F06、F04、およびlogファイルが生成されます
（大規模モデルの場合、複数のファイルに分割出力されること
があります）。全てのファイルはHyper Viewで見ることができま
す。ログファイルには、構造が破壊するまでに耐えられる繰返し
数が含まれています。部品の寿命は、損傷度に反比例しており、
対数で示されます。このケースでは、フリー-フリー慣性リリーフ

最後に、NEFベースの仮想寿命予測を既存の仮想寿命予測と比
較しました。図11に示すように、NEFからミーゼス要素応力を抽
出し（青四角）、それらをAdamsからの過渡ミーゼス節点応力予
測（赤丸）と比較します。

図6.Nastran組込み型疲労解析を用いた仮想寿命予測プロセス

図8.NEF疲労モデルによるクロスメンバーとエンドブラケットのアセンブリの損傷
コンター図（左）と寿命予測（右）。

図9.NEF疲労モデルによるクロスメンバーとエンドブラケットのアセンブリの損傷
予測コンター図
従来形状（左）とテスト結果を反映した新しい形状（右）

図7.NEF疲労モデル SOL 101とSOL 103/112のアプローチ
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図12では、NEFの結果（青線）がAdamsのシミュレーションの結
果（赤線）に近づいていることがわかります。このように、NEFは
Adamsと同等の精度を実現しています。さらに重要なのは、シャ
シーの構造的性能の全体像を把握することができることです。

図11.NEF疲労モデルによるトランスミッションのクロスメンバーのAdamsとNEF
での絶対ミーゼス応力の予測

図10:NEF疲労モデルによるフレームレール解析での損傷予測コンター図

まとめ
Navistar-Tech Mahindra Engineer Centreにおける仮想疲労寿
命予測プロセスの概要は以上のとおりです。NEFプロセスによ
り、高応力の位置をより効果的に特定することができるように
なりました。従来の方法と比較して、全体的に約3倍のスピード
で処理できることがわかりました。中間ファイルの数が減り、小
さくなったことで、管理も非常にシンプルになりました。時刻歴
荷重データ（DAC/RPCファイル）は、変換せずにそのまま使用
できます。また、最適化検討において、疲労をパラメータとして
含めることができるようになりました。いくつかのパラメータに
基づいてこの方法の検証に成功し、物理テストデータとの良好
なレベルの相関関係を示すことができました。Navistar-Tech
Mahindraのチームは、近い将来、同様のシミュレーションを行
う機会がいくつかあると考えています。MSCの新製品は、私たち
の疲労寿命予測の簡素化とスピードアップに大きな変化をもた
らしました。

図12.NEF疲労モデルによるトランスミッションのクロスメンバーのAdamsとNEF
での時刻歴ミーゼス応力の予測
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HDF5活用のヒント：
MSC NastranとPatranのための
非常に便利な機能拡張

有限要素モデルを作成し、境界条件や荷重条件を与え、ジョブ
を実行した後、結果を検討するという作業は、FEAエンジニアで
あれば誰もが経験していることでしょう。大規模プロジェクトで
は、Patran用のXDBやOP2ファイル、Excelに出力するためのパン
チファイル、プリント出力のF06ファイルなど、目的別に異なる出
力を生成することも珍しくありません。また、これらのファイル
を読み込んで特殊な計算を行うプログラムが存在する場合もあ
ります。これらすべてのファイルを管理することは、それ自体がひ
とつのプロジェクトになります。

単一の高精度ファイルに格納されています。入出力が同じファイ
ルにあることで、入力のBDFとそれに関連する出力を維持する
ための混乱やエラーの可能性を排除できます。さらに、F06ファ
イルへの出力を最小限に抑えることができるので、ファイルサイ
ズが小さくなります。つまり、XDBやOP2を使用した場合に比べ
て、より良いトレーサビリティーを得ることができます。これはと
てもシンプルです。
HDF5は、大規模で複雑なデータを保存・管理するために設計
されています。生物学、物理学、そしてもちろん工学など、あらゆ
る分野で使用することができます。HDFのHDは高解像度の略
ではありません。HDFは「Hierarchical Data Format」
（階層デー
タ形式）の略です。階層データ形式は、表データ、グラフ、画像、
文書など、あらゆる種類のデータオブジェクトを管理するために
設計されています。

しかし、もっといい方法があります。航空宇宙産業や自動車産
業で広く使用されている最高のFEAソルバーであるMSC Nastran
は、FEAデータの管理と保存にHDF5ファイルを活用しています。
これにより、ポスト処理のタスクが簡素化され、データ管理が非
常に簡単でシンプルになります（下図参照）。
では、HDF5とは何でしょうか？これはHDF Groupが開発した、
オープンソースのファイル形式、データモデル、ライブラリです。

MSC NastranへのHDF5の実装は、2016年のリリースから始まっ
た継続的なプロジェクトです。MSC NastranとPatranの最新リリ
ースでは、HDF5ファイルへの出力データブロックのライブラリ
が最も充実しています。例としては、通常の線形静解析や動解
析の結果を始め、非線形結果、最適化結果、疲労寿命と損傷の
結果、ローターダイナミクスの結果などがあります。MSCは、ソ

HDF5は、これまでの結果ファイル形式と比較して3つの大きな
利点があります。1）XDBやOP2よりも小さく、2）結果へのアクセ
スが格段に速く、3）入力データブロックと出力データブロックが
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MSC Nastran

MSC Nastran

HDF5以前

HDF5後

フトウェアの新しいリリースごとにHDF5の適用範囲を拡大し続
けています。

HDFファイルの優れた点の1つは、ファイルの内容を知るために
多くのドキュメントを必要としないことです。HDF5ファイルは自
己記述的です。どのような情報が格納されているかを簡単に把
握できます。HDFViewで階層を開いて表示するだけです。さら
に、MSCはリリースごとにスキーマ定義を提供します。

MSC Nastranが作成するHDF5ファイルはバイナリファイルで
あり、Patranで結果にアクセスする最も早い方法です。特に100
万自由度を超える大規模モデルを使用する場合、
「Results
Attach」
（結果のアタッチ）のパフォーマンスが確実に向上しま
す。HDF5はバイナリファイル ですが、HDFViewツールを使え
ば、MSC Nastranのデータをテーブル形式で見ることができま
す。さらに、HDFViewからExcelなどの他のアプリケーションに
データをコピー＆ペーストしたり、データテーブルやcsvフォーマ
ットのファイルをエクスポートしてプロットしたりすることもでき
ます。

MSC Nastranの出力データを管理するなら、従来の多くの出力
ファイルか、新しいHDF5ファイルか、どちらを使用しますか？小
規模から大規模で複雑なMSC Nastranモデルまで、HDF5ファイ
ルは理想的な選択肢ですので、ぜひ活用してください。

HDF5のデータは様々なプログラミング言語でアクセスでき
ます。HDF Groupは、C/C++、Fortran、およびJava用のネイ
ティブバインディングを提供しています。サードパーティの拡
張機能は、Python、.Net、その他多くの言語に対応していま
す。MSCは、C++、Python、JavaによるHDF5のサンプルを提供
しています。また、DMAP Alterを作成する場合は、HDF5ファイ
ルを書き出すための新しいDMAPモジュールについて、DMAP
Programmer’s Guideに解説がありますので、ご参照ください。

HDFVIEW：MSC Nastran入力ファイルからの節点情報を表示している例
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グラフィックスプロセッシング
ユニット(GPU)による
MSC Nastranの高速化
By Niveditha Krishnamoorthy, Development Relations Manager, NVIDIA

ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）の現在の傾向は、
マルチコアプロセッサアーキテクチャを使用して、アプリケーシ
ョンから高度に細分化された並列処理を抽出することで高速化
を実現する方向に向かっています。このハイブリッドコンピュー
ティングの傾向は、CPUへの超並列コプロセッサーとしての計算
タスク専用に開発されたNVIDIAグラフィックスプロセッシング
ユニット（GPU）がリードしています。現在のGPUでは、最新の
CPUよりも数倍速いメモリ帯域幅と浮動小数点の性能が提供さ
れています。このハイブリッドコンピューティングモデルと超並
列GPUアーキテクチャを活用するには、アプリケーションソフト
ウェアを再設計する必要があります。

現代の解析者は、ますます大型で複雑なモデルに取り組んでい
ます。電気自動車製造とより静かな電気モーターエンジンの開
発により、高周波ノイズや振動がより際立つことになり、これら
の計算コストは指数関数的に高価になっています。
コンピュータ技術が向上するにつれ、産業界ではこうした、よ
り忠実に再現されたモデルをサポートする有限要素（Finite
Element : FE）解析を使用して、実際のシナリオをより正確に解
析する傾向にあります。
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なぜGPUを利用するのか？

MSC SoftwareとNVIDIAのエンジニアは近年、MSC Nastranの
直接スパースソルバーを高速化するために、GPUの使用につい
て協業してきました。この記事では、MSC Nastranでの最近の
GPUコンピューティング開発状況について、高速周波数応答
(Fast Frequency Response; FASTFR）およびマトリクスの乗算
と加算を行うMPYAD(Matrix Multiply and Add）モジュールの
開発を含むNVHソリューションのサポートなどをさらに詳しく説
明します。また、GPUによる計算速度の高速化を示すために、産
業界での代表的な例をご紹介します。

多くのお客様は、GPUを購入する理由を尋ねてきます。一般的
に、GPUはモデルが主にソリッド要素で構成されていて、シミュ
レーションのマトリクス分解が支配的な時に有効であり、多く
のモードが存在し、FBSが支配的な固有モード解析(SOL 103)で
はあまり効果はありません。さらに、ユーザーは、
マルチCPUと
GPUと比較し、同じ効果があるかどうか判断するときは、GPUを
使用することによりCPUのコアが解放され、他のアプリケーショ
ン/ユーザーが使用できるようになるということも考慮したいと
考えます。

GPUがもたらす高速CAE（Computer-Aided-Engineering）シミ
ュレーション機能は、現在普遍的に行われているエンジニアリ
ング解析および設計最適化手順を変革するポテンシャルがあ
り、製造OEMでは、現在考えられるCPUだけのソリューションよ
りもはるかに速く製品を市場に提供できるようになります。

GPUの主な役割は、CPUを大量の計算タスクから解放すること
です。GPUは少量のデータを処理し、多数のI/O操作を行う、小
さな連立方程式を繰り返し解く小さなモデルには効果はありま
せん。GPUが呼び出されるたびに、通常1秒未満（0.1〜1秒）の
固定コストがかかります。したがって、CPUで0.01秒かかる2つ
の100 x 100マトリクス乗算にGPUを使用して計算しようとする
場合、GPUを使用するだけで、ホストメモリとGPU間でデータ転
送を開始する前に0.1〜1秒の余計なコストがかかります。これで
は、シミュレーションを速くすることはできません。

NVIDIAとの共同作業により、MSC Softwareはエンタープライ
ズ級の高性能システムとソフトウェアの包括的なポートフォリ
オを提供し、バリュー・チェーンと製品ライフサイクル全体にわ
たってMSC Nastranへの実装を支援する高価値サービスを提
供します。これらのシステムの多くはすでにMSC Softwareによ
って認定されており、比類のない生産性、パフォーマンス、柔
軟性を提供します。

しかしながら、10000 x 10000オーダーを超える次元のマトリク
ス演算を必要とする大規模モデルを扱う場合、GPUは非常に役
に立ちます。実際、密マトリクス演算では、GPUをひとつ追加す
ることは、20コアのCPUを追加することとほぼ等価です。CPUと
1つのGPUに作業負荷を分散することにより、約2倍の速度向上
を達成でき、作業負荷をCPUと2つのGPUに分散すると、3倍の
速度向上を達成でき、以下同様に高速化が図れます。スパース
(疎)マトリクス演算の場合、GPUひとつはCPUの約10倍高速で
あるため、すべてのスパースBLAS演算はGPUのみで処理すべき
です。

GPUはこの数十年、HPCで重要な役割を果たし、MSC Nastran
は50年以上にわたりマーケットで利用されています。過去に
MSC NastranにおいてGPUを使用する試みがありましたが、あ
まり大きな改善は達成できませんでした。その理由の1つは、デ
ータの多くをディスクに格納し、メモリの使用を最小限にすると
いうMSC Nastranのアーキテクチャにありました。もう1つの理
由は、メモリ制限と、ホストとGPU間のデータ転送によるオーバ
ーヘッドでした。ここ数年でGPUのパフォーマンスが向上しまし
た。NVIDIAは、有限要素アプリケーション専用にコアとメモリを
追加しました。これは特にNVHシミュレーションに有効です。

CPUと同様に、GPUには並列計算に使用できる複数のコアがあ
り、ホストマシンのメモリとGPUメモリ間の並列データ転送を実
行できる並列「ストリーム」があります。GPUが計算で呼び出さ
れるたびに、すべての入力マトリクスをホストメモリからGPUメモ
リにコピーする必要があり、計算後マトリクスをGPUからホスト
にコピーする必要があります。複数のストリームを並列で使用す
ることにより、これらのデータ転送のコストを大幅に削減できま
す。ただし、各GPUストリームは専用CPUコアとのみ通信できる

GPUの使用に対応するために、MSC Nastranはメモリ使用量を
最大化するようにアーキテクチャを変更しました。GPUはますま
す高速になり、オンボードメモリは数十ギガバイトに達し、よう
やく共生するための準備ができました。

GPUを活用したMSC Nastran 2019の利用で、Volvoでは高周波領域を含む
動解析の実行時間の大幅な削減への道を開きました（最大50％高速化）。
Andrzej Pietrzyk,
Method Development for NVH CAE at Volvo Car Corporation
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と考えた方がよいでしょう。そのため、密マトリクスを含む計算
を実行する場合、計算に含まれるCPUコアの数とGPUストリーム
との専用CPUの数の間で通信に関して、正確なバランスをとる
必要があります。
大まかにいうと、CPUスレッド/コアの数は、使用するGPUの数
よりも常に多くする必要があります。たとえば、2つのGPUと4つ
のCPUコアのみを使用して何かを計算しようとするシナリオで
は、CPUコアの数が少なすぎてGPUと釣り合わないため、作業
負荷はGPU間に分散されます。2つのGPUと20のコアを使用す
るシナリオでは、データの並列ストリーミングのために4つのコ
アが一つのGPUに割り当てられ、残りの12のコアが計算に使用
されます。
MSC NastranのGPUによる高速化はユーザーからは見えませ
ん。つまり、ユーザーは余計な手間を掛けることなく、1コマンド
で解析を開始し終了することができます。また、GPUアクセラレ
ータが接続されたCPUでは、CPUがジョブを開始/終了し、GPU
が大量の計算を管理します。これにより、NVIDIA GPUでは比類
のない生産性と計算速度が得られます。

GPUサポートの現在の実装では、NVIDIAのCUDA Toolkitを使用
しており、NVIDIA GPUデバイスでのみ動作します。マトリクスサ
イズの閾値は、密なマトリクスの場合は4000、スパース（疎）マ
トリクスの場合は500に設定されます。マトリクスはCPUとGPU
の間で分割され、メモリの可用性に応じて、各デバイスで1回ま
たは複数回のパスで処理されます。

解析例

以下では、GPUの使用がソリューションを加速させる自動車業
界のいくつかの例を示します。すべてのモデルは、さまざまな自
由度（DOF）、周波数範囲、固有モードの数、荷重ケースを持つ
モーダル周波数応答解析(SOL 111）です。周波数と固有モード
の数が増えることで、パフォーマンスがどのように向上するかに
注目してください。これは、ほとんどの計算集約的な演算が、固
有モードの数の3乗と周波数の数に比例するためです。この部分
は、GPUが影響を与える部分です。以下に示すすべてのシミュレ
ーションでは、GPUは実際にはいくつかのモジュールでのみ使
用されています。それでも、シミュレーション全体の経過時間を
15〜35％、つまり0.4〜4時間短縮できました。

スパースマトリクスとスパースBLAS演算を扱う場合、すべての作
業はGPUのみで処理されるため、作業分割ロジックはより単純
になります。1つのGPUを使用している場合、一般的な大規模ス
パースBLAS演算は約3~10倍速くなります。これらの演算のほと
んどはスケーラブルであるため、使用するGPUの数が多いほど、
速度が向上するため、2つのGPUを使用すると、6〜20倍の高速
化が得られます。特定の高速化値は、ハードウェア、入力マトリ
クスのサイズ、演算のタイプに大きく依存します。
図1は、1つまたは2つのGPUを追加することにより、密-疎（スパー
ス）マトリクス乗算のパフォーマンス向上の例を示しています。

図3は、GPUをひとつ追加することによるSOL 111のパフォーマン
ス向上の例を示しています。

入力マトリクスパラメータ：
マトリクスA 56,000 x 192,000、密度100％。
マトリクスB 92,000 x 192,000、密度1.5%。
青色のバー：20コアのIntel Xeon CPU。
赤色のバー：シングルNVIDIA Tesla K40 GPU
緑色のバー：2つのNVIDIA Tesla K40 GPU

モデル：20.5M DOF、2050周波数、30,000固有モード、4つの右辺値。
青色のバー：20コアのIntel Xeon CPU
赤色のバー：20コアのIntel Xeon CPU + NVIDIA Tesla K40 GPU

図2は、密なマトリクス乗算ベンチマーク（50,000 x 50,000の密
なマトリクス）のパフォーマンス向上を示しています。
青色のバー：20コアのIntel Xeon CPU
赤色のバー：20コアのIntel Xeon CPU + 2つのNVIDIA Tesla K40 GPU
緑色のバー：20コアのIntel Xeon CPU + NVIDIA Tesla K40 + Quadro
GV100 GPU
紫色のバー：20コアのIntel Xeon CPU + 2つのNvidia Tesla V100 GPU

同じホストシステム上で、さまざまなメモリサイズと効率の異
なる複数のGPUモデルを使用することが可能です。Nastran
は、BLAS演算にGPUを使用するたびに、各GPUとCPUの経過時
間をチェックし、すべてのデバイスの経過時間を最小化する方法
で作業負荷のバランスを取ります。この方法では、最速のGPU/
CPUに最も多くの作業負荷を割り当て、最も遅いGPU/CPUに最
も少ない作業負荷を割り当てます。

図１
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Key Takeaways

図4は、Volvo Car Corporationがベンチマークに使用した43.5M
DOFの車体モデルを示しています。
Volvo Car CorporationのNVH CAE開発のAndrzej Pietrzykは、
「VolvoでのMSC Nastran 2019の動解析におけるGPUの活用
は、高周波領域を含む解析の実行時間の大幅な削減への扉を

GPUを使用すると、CPUのみでの経過時間と比較して、計算量
の多い大規模なMSC Nastran解析を2〜20倍高速化できます。
シミュレーション全体の合計経過時間におけるこれらの演算の
割合に応じて、得られる結果は、CPUのみで実行されるシミュレ
ーションよりも数倍高速になる場合があります。

図２

図３

開きました。
（最大50％の高速化）。これは間違いなく、MSC
Nastranにおいて非常に有望な開発パスです。」

大規模シミュレーションほど、高速化が可能です。同じモデルの
場合、1500 Hzおよび50,000モードの周波数領域での周波数応
答解析に、2つのGPUを追加することで11.3時間から7.2時間に
改善されます。周波数領域を2000 Hzおよび73,000モードに増
やした場合、CPU単体での計算時間と2つのTesla K40 GPU使用
時の計算時間は、それぞれ30.3時間と18.1時間です。

図5は、1つまたは2つのGPUを追加することによる、図4（1500
周波数、50,000固有モード）からのモデルの計算速度の改善を
示しています。
青色のバー：20コアのIntel Xeon CPU
赤色のバー：20コアのIntel Xeon CPU + NVIDIA Tesla K40 GPU
緑色のバー：20コアのIntel Xeon CPU + 2つのNVIDIA Tesla K40
GPU”

図6.は、異なるタイプの2つのGPUを追加することによる、図4
（2000周波数、73,600固有モード）からのモデルの計算時間の
改善を示しています。
青色のバー：20コアのIntel Xeon CPU
赤色のバー：20コアのIntel Xeon CPU + 2つのNVIDIA Tesla K40
GPU
緑色のバー：20コアのIntel Xeon CPU+2つのNVIDIA Tesla
V100GPU。
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新しいGPUモデルは、古いモデルよりも数倍高速です。密な
BLAS演算の場合、5年前のTesla K40モデルは、ホストマシンに
CPUを追加するのとほぼ等価です。新しいQuadro GV100また
はTesla V100モデルを追加することは、2〜3倍高速なCPUを
追加することとほぼ等価です。作業負荷を異なるGPUモデル間
で動的に分散し、使用可能なすべてのデバイスから最高のパ
フォーマンスを引き出すことができます。スパースBLAS演算の
場合、Tesla K40 GPUを追加すると、平均で10倍高速になりま
す。Tesla V100を追加すると、CPU上のIntel MKLカーネルで処理
される同じ演算の経過時間と比較して、最大20倍～30倍の速
度向上につながります。

謝辞：この記事の作成にあたり多大なご協力をいただいたIllia
Silin氏に謝意を表します。
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