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CAE/FEM解析システムのカスタマイズについて

［ライセンスサーバー］ ﾈｯﾄﾜｰｸﾗｲｾﾝｽ

ﾈｯﾄﾜｰｸﾗｲｾﾝｽ

解析専任者

開発・設計・生産技術担当者

今後、新人教育・担当者教育含めて自動化技術を取り入れ、３０分程度で解析可能なシステムとし

社内展開を計画。担当製品を自力で解析。そのメリットは、目で見えることで個々の技術力アップ。

システム増強は、最小限のコストとするため、自動化を推進（システム占有時間を激減する）

また、広島イノベーションセンターなど、低コストシステムを活用（導入の１０分の１程度の契約料）。

[システム構築例]

[線形ソフト]
Nastran、SolidWorks etc.

[非線形ソフト]
ABAQUS、ANSYS、MARC etc

FreeCAD等、セキュリティーが
許せば導入も可
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CAEフロー/FEM解析からリバースエンジニアリング

メッシング 材料定義 条件設定モデリング・CAD

[自動化可能]

[解析領域]

設計・開発担当者が３０分程度でできるシステムを構築・教育

ソルバー・解析

[結果処理]

ブーツ シール

定型の結果は自動で出力
[自動化可能]

線形・非線形関係なく
自動化・効率化可能

グラフ化

自動スプライン
⇒CAD化

[報告書]

ひな型の活用

音声自動入力
OCR等
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2分で寸法入り作図可能

１形状45分（作図） → ２分（９５％工数削減）
慣れると１分以内

CADの自動化例：等速ジョイントブーツ

初心者でもミスなく同じ工数

仕組み作りで誰でもできます。

モデルの自動化



２）解析ソフト
ABAQUS
・リプレイファイル ・マクロファイル

・・・・に下記のように保存される

ANSYS、ADINAも同様/サポートに確認して使用

MARCの解析設定概要
revolve180deg.proc

| Version : MENTAT2005
*reset_view
*fill_view
*set_sweep_tolerance
0.01
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*remove_unused_points
*set_expand_rotations
-5 0 0
*set_expand_repetitions
36
*expand_elements
all_existing
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*select_sets
out
*duplicate_reset
*set_duplicate_translations
400 0 0
*duplicate_elements
all_selected
*remove_elements

解析モデル作成プロシジャー
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解析の自動化例：等速ジョイントブーツ

断面メッシュと簡単な名前付けで
設計担当が結果処理まで３０分で１モデルの解析可能 5



１８０°拡張展開
２D ⇒ ３D

*sweep_all

*remove_unused_nodes

*remove_unused_points

*set_expand_rotations

*set_expand_repetitions

36

*expand_elements

all_existing

-5 0 0

１８０°拡張/２D⇒３D

X軸回り Y軸回り Z軸回り

-5 0 0 °毎拡張

   （ﾏｲﾅｽ）モデルを作る側/断面が見える側

拡張繰り返し数 ←計算値

36

別シートで入力・計算⇒参照

入力

計算=180/上の角度(-5)6

仕組み作りの一部



［実際に作る・・・］
EXCELに実施した履歴をコピー

入力すべき項目を赤字で追記３D化

材料入力

要素のコピー番号付け
元に戻して節点共有

隣の出力用シートに反映
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CVJブーツの変形解析

３ 失敗事例と・・マネージメント、教育の重要性について
自動化 ⇒ 設計者解析を進めると
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自動化を進めると失敗も生まれる/教育重要



手順書を使用して教育、開発者自身で解析
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設計FEM解析の立ち上げ

手順書例

手順書を充実
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趣旨・要旨

EXCELの利用

CAD/作図 雛型

各ソフトのプロシジャー
⇒テキスト取り出し

FEM解析 雛型

スクリプト
⇒テキスト取り出し

・寸法入力
・材料定義
・条件設定

各形状
作図 解析

解析結果処理変形図CAD化
リバースエンジニアリング

手順書 教育＋ ＋

設計者・開発担当自身での実務推進

ネットワーク化＋
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自動化の効果と作成のヒント

諸々の検討の為
１０～２０枚/日 作図

なぜ、必要かは聞き取りから不明

作図工数 ３０～５０分/枚 ３形状（５、６、７山）
右向き、左向き

寸法入り含めて、平均３０分として
２０日 １月３００枚 × １２か月 × １５年（２００４年から現在も継続）

時給２，０００円で 計１０８，０００千円

CAD専任者 寸法なしなら２５分

なぜか、偶然効果が 煩悩 １０８
ソフトの制作費用
約５００千円（授業料＋懇親会費用）

ソフト６パターンの見積もり
４２，０００千円

外注、無理
自力で造れるか？
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自力自動作図ソフト、作成のきっかけ

見積もりのための打ち合わせ
（１回のみ）

見積もり見て
⇒外注、無理

当時、新しい機能
アイソパラメトリック機能

※元図を描いて、寸法ピック
⇒形状変更される

バラバラになる
形状不成立

打ち合わせ時のキーワード、（ソフト作成する予定の方の）たった一言、
“はじめから寸法入れて描いてしまえば・・・“

⇒？？？？？？？？？？ ⇒考える？？？？？

ストレスの軽減は出来ている
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打ち合わせ時のキーワード、（ソフト作成する予定の方の）たった一言、

“はじめから寸法入れて描いてしまえば・・・“

寸法分かれば描ける あちこちメール出して
CADの先生探し

CADでの書き方の勉強
EXCELの計算式利用

週末、金曜１５～１７時 CADの基本
・作図（線を描く、円を描く、フィレットを描くetc.） ・寸法の描き方
・寸法の位置決め ・編集 ・前回のご指導に対する実行⇒質問

４週、週末の勉強会 ⇒ 終了後大宮で、飲み会
「指導料５万円商品券 ＋懇親会費２万円（交通費）」×４

別途、先生の紹介料 商品券５万円 ⇒ 約３３万円（交通費含め４０万円以下）

金曜の勉強会、土日に忘れないように作業 ⇒次週疑問持って勉強会
⇒自力でソフト作成 14
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自動かはどこまで共通化できるか

自働化要旨

１）如何に共通化するか
・製品群毎 ・影響の大きいところから

CAD言語の理解から設計検討資料とのリンクで自働化可能。

類似ですよ
半径＝正方形の１辺の⾧さ／２ ⇒ 円
フィレットRの大きさをゼロにすれば ⇒ 正方形

・費用対効果・画面を観察すること
⇒スクリプトから見える

CAD言語へ当てはめ/参照
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中心座標
(mm)

始点角
(deg)

終点角
(deg)

ｘ 0 45 120

ｙ 0

ｚ 0半径(mm) 15

App.ActiveDocument.Sketch.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(
0 , 0 , 0 ),App.Vector(

0,0,1), 15 ), 0.785 , 2.093 ),False)

２）EXCELの活用
計算と参照、テキスト書き出し（複数のシートで）

最小限の書き出し



やってはいけない線形解析の定義・落とし穴から大変形注意点への展開

連絡先 hagi@terakoya2018.com
080-2230-8785URL https://terakoya2018.com

線形解析の定義では接触が扱えない為、変位拘束で解析しますが、変位拘束は非常に注意が必要です。

真実シリーズ今後UP

業務の効率化 –文書作成、CDA描画、FEM解析 自動化お手伝い

https://youtu.be/fpEvkk_wow8寺子屋代表 自己紹介です。
ゴムの解析のお手伝いします。

（ゴムの解析勉強会をスタートするにあたって）

Ⅰ 文書作成の効率化、自動化 Ⅱ CAD描画、FEM解析の自動化

誰でもできる
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Ⅰ 文書作成の効率化、自動化

議事録やちょっとした文書の作成に
お困りではないでしょうか？

A4 １枚、どのように書くか

私は８００字程度、５分程度で書けた。 今は？

Excelなど、簡単なものはひな型も作らない。
しかし、２００データを処理する経験から・・・

効率化の１つの方法

１）Googleの音声認識

COPY&PAST

より⾧い文章でも１文なら



18

Ⅰ 文書作成の効率化、自動化
２）OCRの活用

• LightPDF

• OCR.Space

• i2OCR

• NewOCR.com

• To-Text OCR Converter

• OCRConvert.com

OCRフリーソフトベスト6 試してみました

直近
懸実事項
寺子屋HPに習会日程
MARCus、メカニカルュ-ザ-会
2サイバネットANSYS圧縮
OCRトライ
3硬度針査CERはん試験片確認中(問1メ)レ・マプす
ニ軸構想-リニアスライダー
5提案書
4セミナ-資料 ・・・９０％以上OCR可能

手書きは難しい
-大学での地学ノート-

EXCEL等の印刷

９０％以上
変換可能ワープロ印刷であればフリーソフトでも・・

手書きも高性能のソフトなら可能と判断
-はがき、封筒など自動振り分け-

次ページの例など
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引用：https://www.eiyoukeisan.com/calorie/nut_list/kalium.html

カリウムの多い食品と、食品のカリウムの含有量一覧表
食品100g当たりのカリウムの含有量◌ 単位:mg◌ 成人男子目標量：3000mg以上
◌ 成人女子目標量：2600mg以上
カリウムは、 野菜や果物、豆類等に多く含まれます。
カリウムの多い食品ベスト32 (水分が40%以上) (水分が40%未満のベスト8)
パセリ 1,000 ザーサイ 680 里芋 560 あゆ(天然/焼) 510 こんぶ(乾) 5,300
豆みそ 930 納豆 660 あしたば(生) 540 にら(生) 510 わかめ(素干し) 5,200
よもぎ 890 きゅうりのぬか漬 610 かぶの葉のぬか漬 540 たくあん漬 500 とろろこんぶ 4,800
こんぶつくだ煮 770 やまといも 590 焼き芋 540 たい(焼) 500 ひじき(乾) 4,400
アボカド 720 ぎんなん 580 にんにく 530 かぶのぬか漬(根) 500 ベーキングパウダ 3,900
ひきわり納豆 700 大豆(ゆで) 570 モロヘイヤ 530 しそ 500 インスタント珈琲粉 3,600
ほうれん草(生) 690 ほや 570 からし菜漬け 530 チリソース 500 あおさ(乾) 3,200
ゆりね 690 中国ぐり 560 おかひじき 510 あじ(焼) 490 切干だいこん(乾) 3,200

カリウムの働き ナトリウムと共に浸透圧を維持する。ナトリウムによる血圧上昇を抑制する。
筋肉の働きをよくする、
等々。
ナトリウムの摂り過ぎは高血圧を招きますが、日本人の食習慣で食塩相当量の摂取基準を実行する事
(病院の食事が摂取基準に沿った塩味)は困難と考えられています。減塩に努めるとともに、ナトリウムの
排泄を促して血圧を下げる作用のあるカリウムを積極的に摂る事が推奨されています。

カリウムの欠乏症 普通の食事で欠乏する事はない。が、夏場に大量の汗をかき、カリウムが汗と
共に失われて起こる低カ
リウム血症が夏ばての原因と言われている。利尿剤を⾧く服用してカリウムの排泄量が増えると脱力感
や食欲不振といった症状が起こる場合がある。

カリウムの過剰摂取 尿中に排泄されるので、心配ない。腎臓の機能が低下すると、カリウムの排泄
が困難となり、高カリウム

Ⅰ 文書作成の効率化、自動化

その他、便利ソフト“ファイル比較” “スペルチェック” いろいろとFreeで活用できます。



参考資料です
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Ⅱ CAD描画、FEM解析の自動化

確認事項
１．寸法線（☞）含め描画（点、線他）コマンドの抽出

・Windowもしくはファイルに格納、これら後に利用
２．サポート活用の有無

・不明な点をサポートに確認できること。
３．・・・

CAD描画

摺動シールの変形解析の例

※簡略化した寸法で説明します。

E

A
B

C
D

Φ
V

Φ
X

Φ
Z

Φ
Y

RM

Φ
U

Φ
T

ヒントですが、私は
“初めから書いてしまえば・・”という

言葉からたどり着きました。

知ってしまえば簡単です。

必要寸法を入力します
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Ⅱ CAD描画、FEM解析の自動化

Excelで寸法入力

入力から寸法計算

１）点作成

２）点を結んで線作成

３）フィレット作成

４）寸法記入
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本来の位置より
勘合分小さく作成

*add_contact_body_surfaces
all_unselected
*contact_value vy
-3
*contact_value initvy -1
*undo
*redo
*new_interact mesh:geometry *interact_option state_1:solid
*interact_option contact_type:glue
*new_interact mesh:geometry *interact_option state_1:solid
*interact_param friction
0.5
*new_contact_table
*ctable_entry cbody1 cbody1
*contact_table_option cbody1 cbody1 contact:on
*ctable_entry cbody1 cbody1

Ⅱ CAD描画、FEM解析の自動化
FEMの自動化、剛体寸法の反映

１）自動メッシュ

２）剛体の自動作成

３）材料定義

４）接触、剛体の動きなど自動定義
-事前にEXCELでの仕組み作り-
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Ⅱ CAD描画、FEM解析の自動化

摺動シール

断面での検討

組付け時のひずみ
面圧分布

組付け時のひずみ

結果を含めて定型の絵、グラフはExcelひな型含めて自動化する。
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寺子屋 検索：ゴムのFEM解析 寺子屋

https://terakoya2018.com/
MAIL：hagi@terakoya2018.com

ご不明な点があれば何なりとお問合せください。
メールでの対応はどこまでも無料です。

第２弾ゴムタイムス社様から発売中
アマゾンからも購入可

第１弾（超弾性部のみ） 販売完了

ゴムのFEM解析を中心としたお手伝い

セミナー開催・お役立ち情報の発信

CAD、FEM解析の効率化・自動化
１～２日で修得できます。２５万円～ ご指導

解析用材料定義から予測精度の向上

ゴムの疲労寿命・
耐久性予測

ゴムのFEM解析を中心にゴム全般、製造、品質管理までのお手伝いします。

※無料セミナーも‘２２．１１月初旬開催予定



サンプル取り付け部現地（富山）の二軸試験機
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従来の試験機は、横置き型・大型 非常に高価 旧型、富山工業試験場、昭和生まれですがまだまだ現役です。

簡易試験機

Ogden定義も可能です。
Ｗ=Ｃ１０（Ｉ１－３）＋Ｃ０１（Ｉ２－３）＋Ｃ１１（Ｉ１－３）（Ｉ２－３）＋Ｃ２０（Ｉ２－３）２＋Ｃ３０（Ｉ２－３）３

高さ８０ｃｍ、重さ３０ｋｇ

ゴムの二軸伸張試験、承りります。 -ゴムの専門家として解析適用までサポートします。-

二軸伸張試験実施 ⇒ひずみエネルギー密度関数（Ｍｏｏｎｅｙ，Ｏｇｄｅｎ等回帰、係数算出。 ２５万円～複数割あり

・エネルギー関数の真実、注意すべき点
・ゴムの解析への適用方法
・線形解析での間違えやすい点、その他サポート

１９９１年から同志社大学で坂口教授のもとで研究スタート、今も勉強中



公共試験場を利用して
ゴムの解析用ひずみエネルギーを構築しませんか。

- 候補日をいただければ調整します。１社４名様くらいまで -

１．富山県でご希望の日程で、６時間程度で修得できます。

操作は簡単で、ひな型を使って回帰も簡単です。

※ひな型販売もしています。

２．公共試験場ですので、安価に、（修得すれば）いつでも

ご利用いただけます。

アフターフォローも万全です、問い合わせに回答します。

富山県産業技術研究開発センター (pref.toyama.jp)

連絡先 hagi@terakoya2018.com
080-2230-8785

URL https://terakoya2018.com

お問い合わせリンク
https://terakoya2018.com/question

材料定義をご自身で修得

現在、現役の試験機ですが何分、昭和生まれですので・・
使えるうちに覚えましょう。



進学校の予定が
推薦入学で

オリンピックめざし
インターハイまで

中学 ⇒高校
ちょっとしたこと

推薦でなく受験

大学 物理が苦手で化学専攻
香水の合成

英語勉強せず
（化学と数学で突破）

就職

防振ゴムの設計/物理系

１９９１年～ FEM解析
主担当・海外研修2000年ころ

海外からの研修・講師
英語での講師

解析マニュアル全て英語

現在

化学系出身でもこの程度できます。

物理系
FEM解析での仕事

講師の履歴書
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寺子屋代表 自己紹介YouTube ご覧ください

https://www.youtube.com/watch?v=fpEvkk_wow8&t=17s


