
 Deliver the full power 
 Powertrain  



メッシュ作成やアッセンブリー、コンタクト定義、境界条件設定の完全なソリューションを持つ は、ANSA
パワートレインのプリ処理に対し最も有効かつ効果的なソフトウェアです。

容易なセットアップ、迅速で堅牢なメッシングアルゴリズム（ソリッド構造メッシュ）は形状の特徴を非常
に正確に再現します。そしてボルトモデルの作成やハンドリングを行うための強力で万能なアッセンブリ
ー機能は、最も要求の高いパワートレイン チームを満足させるために開発されました。CAE

Streamline your powertrain analyses
with the complete tools portfolio of the ANSA pre- processor

変換

ANSA CADで から取り込む情報は、コンポーネントの
幾何形状に限らず、各コンポーネントの名前や数字
、バージョン、位置情報マトリックスや材料情報等の
様々なメタデータと共に製品構造に及びます。

メッシングセットアップ 

メッシュ結果は つのパラメーターにより決定されま4
す。: 
. ターゲット要素長 a
. 歪み角と歪み距離（ ）b Distortion
. 最大アスペクト比c
. 最小要素長d

Batch Mesh Wizard  にこれらのパラメータを入力する
ことで、自動的に適切なメッシュパラメーターと品質
基準ファイルを作成できます。

形状特徴の認識

幾何形状の特徴を自動的に検出しその処理を容易
に定義できます。フィレットは半径や幅を指定するこ
となくその形状と連続性より自動的に検出されます。
チューブも同様に追加の入力の必要なく認識されま
す。また、フランジエリアは部品の近接性と形状に基
づいて検出します。

幾何形状の簡略

品質の悪い データ、もしくは誤った変換処理にCAD
よりジオメトリエラーが発生した場合、自動的にエラ
ーを検出して修正することができます。不規則な形
状の面を結合し一つにまとめられたマクロにすること
で、メッシュ流れを大幅に改善させます。同時に、部
品の重要な特徴線も保持します。
また、刻印の突起したロゴを完全に取り除くことがで
きます。細いリブ形状の場合、鋭角なエッジを自動
で認識し保持します。

フィレット処理

フィレット幅の要素数は指定の と最小要素Distortion
長よりコントロールされ、最小限の必要な入力により
正確に幾何形状を再現できます。長さに依存する
非常に多くの規則の作成を避けることができます。
フィレットに沿った要素長は指定された品質基準（ア
スペクト比と ）もしくは局所ターゲット長を設Skewness
定することによりコントロールされます。さらに、凸と凹
フィレットに対して別々の処理を行うことができ、メッ
シュ作成については直角三角形もしくは正三角形か
を選択することができます。



・Includeファイルのハンドリング
   ターゲット要素長、歪み角度と距離、
   最大アスペクト比、最小要素長により
   決定される  Batch mesh
・形状簡略化
・フィレットやチューブ、フランジ処理
・より正確な 次要素の表現2
・メッシュの品質改善
・様々な要素の組み合わせから構成さ

れる を用いたボルトモRepresentation
デリング

・ボルトジオメトリーからボルトコネクショ
ンの自動作成

・複数ボルトコネクションのシングルステ
ップでの - の作成FE representation

・自動コンタクト定義
・パラメータオプティマイザーと のANSA

容易な連結
・FE 2D 3D及びジオメトリーに対し 及び
   パラメトリックモーフィング

・コスト及び製品化に要する時間を最小
化する効率的なプリプロセッシングです。

・メッシングやモデルアッセンブリー、境界
条件セットアップに対しハイエンドなソリュ
ーションです。

・Configurationファイルとテンプレートによ
りプリ処理ステップの標準化を可能にし、
再現性と堅牢性を高めます。

特徴 利点

Performance improvement[Minutes]

For the 2  order meshing of a cylinder-headnd

チューブ処理

チューブのエッジ要素数は指定の と最小Distortion
要素長でコントロールされ、直角三角形要素を用 
いてチューブの高さ方向に保持されます。チューブ
のトップとボトムリングに直角もしくは正三角形のゾ
ーンをユーザー指定の幅で作成することができま
す。ゾーンの幅はチューブの特徴(直径、ターゲット
長等)に関連付けることもできます。細いチューブを
埋めることもできます。

フランジ処理

高品質なコンタクトを定義するために、ソリッドフラン
ジ部のメッシュ密度を増加させることができます。
同時にメッシングアルゴリズムは、品質改善時の自
動処理でフランジの節点が表面から離れないよう
に処理します。

2次要素

1次もしくは2次のどちらのメッシュも作成することが
できます。2次節点は直線のエッジ上ではなく常に
ジオメトリー上に置かれます。この方法はコンポー
ネントの形状を最も正確に表現し、CAEモデルの重
量と実際の重量の差を最小限にします。要素品質
は品質基準で効果的にコントロールされます。



メッシュ品質改善

メッシュ品質のチェック及び検証のために様々なツ
ールが用意されており、品質違反要素の画面表示
から品質レポートの自動作成まで行うことができま
す。幾何形状からの歪みや離れを表示でき、幾何
形状の特徴を正確に再現しているか確認できます
。これらすべてのケースにおいて品質改善が必要
な際は、非常に強力な自動化ツールが提供されて
おり、シェルとソリッドの両方を処理することができま
す。節点の微小な移動やメッシュトポロジーの局所
的な再構築により品質を修正することができます。

ボルトモデリング

ボルトコネクションを用いて、様々な要素の組み合
わせから構成されるボルトの が作成Representation
されます。ボルトコネクションには、ボルト結合に関
する全ての必要な情報（ボルトの位置、ボルトが結
合する部品情報、方向や直径、ボルト/ワッシャー
半径、長さのボルト特徴）を保持しています。ボルト
コネクションエンティティは結合ファイルを通じて他
の モ デ ル へ 移 動 す る こ と が で き 、  Connection
Manager FE representationを用いて適切な - で結
合します。

ボルトコネクション作成

ボルトジオメトリーからボルトコネクションを自動で作
成することができ、ジオメトリー属性（位置や方向、
軸径、ヘッド径、長さ等）を引継ぎます。ボルトジオ
メトリーが欠落している場合は、ボルト穴やチューブ
形状からボルトコネクションを自動で作成することも
できます。どちらのケースでもボルト結合対象部品
はボルト近傍の検索を実行することにより検出され
ます。そして部品 もしくはプロパティ を用いて結ID Id
合されます。

ボルトコネクション結合

Connection Manager を用いて、シングルステップで
複 数 の ボ ル ト コ ネ ク シ ョ ン を 適 切 な -FE
representationで結合することができます。ボルトボ
ディの作成及び部品間を結合するために、多くのボ
ルト モデルオプションが利用できます。ボルトコネFE
クションは部品入替え後に自動で再実行され、容
易にアッセンブルモデルの更新を行うことができま
す。
ボルトの - を容易に定義でき、サポートしてPre Load
いるソルバーの - キーワードのセットアッPre Tension
プやマテリアルの熱膨張プロパティを使用した熱荷
重の定義などが可能です。

コンタクト定義

ソリッド部品間のコンタクトエリアは部品の近接性に
基づいて自動で検出します。マスターとスレーブの
コンタクト定義はコンタクトカードテンプレートを使用、
もしくはデフォルト値で直接定義され、コンタクトクリ
アランスで自動的に更新されます。 

リブの作成

リブ作成ツールにより、任意のタイプのリブを容易に
作成することができます。段階的なウィザード形式
になっており、全てのリブの特徴、幅、上面/下面の
フィレット/チャンファー、方向をプレビューで確認し
ながら定義し、作成することができます。既存のリブ
を容易に移動することもできます。



チューブ周辺の要素のゾーン

フランジの認識と処理

 
 

 
 

チューブの直角
三角形メッシュ

フィレットの認識と
Distortionベースの処理

ボルトジオメトリーもしくはチューブ
からのボルトコネクションの作成

ボルトコネクション
の自動結合



モデルナビゲーション

METAは、複雑なアッセンブルモデルのハンドリングに重要
なモデル構成の表示に優れています。これらは  Part
Manager Connection Set Property Materialや 、 、 及び リストを
通して可能です。 コメントを通して にモデル構造ANSA META
と結合の情報を引継ぎます。結果ファイルから と はSet Load
Setリストにリストアップします。プロパティとマテリアルリストも
ANSAに似た方法で利用することができます。
結果の評価のために様々なツールが搭載されています。
- 定義されたコンタクトペアの各コンタクトサーフェスに対し

て結果の確認に役立つ ビューExplode
- ソリッド要素が含まれているモデルに有効なカットプレーン
- 透過色でのフリンジバー
- 重要エリアを強調するために作成することのできる等値
面表示

- パート間、異なるステージ間、ポイント間の距離を検出す
るための計測機能

結果の伝達

METAは重要エリアやホットスポットを検出するのに非常に
強力な機能を搭載しています。 ツールを使用Identification
してフィルターされたエンティティを選択することによりフィル
ター結果を表示することができ、フィルターされたエンティテ
ィを分離させたり、もしくは注記を追加することができます。
フィルターは保存することができ、その後再利用することが
可能です。更に、フィルターはステートと自動的に同期させ
ることができるため、他のステートに移動した際にフィルター
が再実行されます。
結果は ツールにより表形式でリスト表示することもStatistics
できます。このリストは、節点や要素、パート、マテリアル単
位で表示することができます。ユーザー指定の結果や統計
値を表示することもできます。カスタムカラムを追加すること
ができ、既存カラム間の数値計算、 スプレッドシートMETA
へのデータ転送なども実行できます。

パラメトリックポイント

マウスによる手動選択もしくは座標系を指定することにより、
任意ポイントでの検出を実行することができます。モデル境
界の外側にあるポイントでも可能です。更に直線もしく円形
のパス上のポイントや節点を検出することができます。パラ
メトリックポイントは や 等の様々なツールでIdentify Statistics
利用することができます。

METAでの計算

METAでは読み込んだ結果を基に直接結果を計算するた
めの多くのツールを利用することができます。
-  ツールは、組み合わされたロード結果Linear Combination

を作成するために単位荷重の結果の合成を可能にします
。

-   ツールは、既存結果の関数として新User Field Function
規結果セットの作成を可能にします。変形、スカラー、ベ
クター結果を作成することができます。

-  ツールはモード相関の計算を可能にしModal Correlation
ます。

- Modal Response METAツールは にキーワードファイルを
通してインポートされた または で直接作成されLoad META
た を用いて モードから応答の計算を可能にしLoad Normal
ます。

-   は、モード解析結果から与えられたModal Model Builder
アッセンブリーの"縮退"モデルの作成を可能にします。

断面力

META Section Forceの  ツールは、断面上の力とモーメントを
計算するのに非常に役立ちます。プリプロセッサーでそれら
を定義するタスクを繰り返し再度解析を実行することなく、
METAで新規セクションの計算を正確に実施することができ
ます。更に、  ツールは  ベクトルを出Section Force Grid Force
力するオプションがあります。これらは解析上重要でないモ
デル領域を正確に置き換えるため境界条件として使用する
ことができます。この方法でモデルサイズを小さくすることが
でき、同時に計算プロセスを向上させます。

モデル比較

異なるモデルや異なる結果を比較するために専用ツール
を利用できます。
- -  ツールは、ロードされたモデルとユMulti model statistics

ーザーが選択したステート間の極値の比較をリスト表示し
ます。ユーザー指定のプロパティ、マテリアル、グループで
要素や節点を表に追加することができます。

- ツールではテンプレートとして作成済みのセッショ Overlay
ンファイルやプロジェクトファイルを使用することができます
。そして異なる結果セットを追加することにより、 と デ3D 2D
ータ両方に対し同じポスト処理アクションを正確に実行す
ることができます。

METAは様々な解析分野のポスト処理に対応した完全なソリューションを提供します。アッセンブリモデル構成
の表示、結果評価のための様々なツール、重要エリアやホットスポットを検出するための機能、ソルバー結果に
基づき直接計算を行うツール、結果伝達のためのオプション、自動化機能などが搭載されています。

Automate post processing time
while focusing on the details that make the difference



Courtesy of Volkswagen AG and 
Forschungsvereinigung Automobiltechnik

・複雑なモデルのハンドリング
・重要エリア及びホットスポットの評価

のための様々なツール
・統計ツール
・統計表から埋め込まれたスプレッド

シートエディターへのデータの転送
・ソルバーインプットに基づいた結果の

計算
・強力なグラフツール
・シミュレーションと実機テスト結果の

相関と同期
・ポスト処理タスクの自動化
・異なるモデルや計算間の比較
・全自動化可能な 形式のPowerPoint

Report Composer
・パラメトリックオプティマイザーとの連結

・コスト及び製品化に要する時間を最
   小化する効果的なポストプロセッシン
   グです。
・複合モデルの容易なハンドリングを

可能とします。
・直観的なユーザーインターフェース

の幅の広いツールを搭載しています。
・フィルターの利用によりポスト処理の

柔軟性を高めます。
・強力な自動化機能はポスト処理手順

の標準化を可能とし、 や 、pptx html
pdfフォーマットでのレポートを迅速に
作成できます。

特徴 利点

2Dプロット

2D 3Dプロットはソルバー結果ファイルや モデルから直接
作成することができます。また、シミュレーションと実機テ
スト結果の相関のためにテストデータもサポートされてい
ます。また、 プロットは モデルと同期させることができ2D 3D
ます。

ユーザーツールバー

METAには様々なユーザーツールバーが搭載されていま
す。
- Cylindrical Coordinate Systemツールバーは円筒座標
系の容易な作成を可能にし、ボアやシリンダーの変形
結果のために用いることができます。

- ツールバーは、要素、 Equivalent Radiated Power (ERP)
部品、モデルレベルの等価放射パワーの計算を実行し、
それらの結果は新規結果ラベルとして作成できます。
ERP Nastran結果は によって出力された変位、速度、加
速度結果に基づいて計算されます。

-   ツールバーは、ボアの変形のBore distortion analysis
フーリエ次数を計算します。選択した次数がプロットされ
ます。更に選択した次数のものに対し 変形の新規3D
Stateが作成されます。

レポート

META 1の長所の つに非常に強力なレポート作成機能が
あります。  を通してカスタムコンテンツ、Report Composer
カスタムレイアウトのレポートを作成することができ、 やhtml
pptx pdf、 フォーマットで出力することができます。画像や
表をドラッグ&ドロップにより簡単に追加することができます。
テキストボックスを追加し書式を合わせることができます。
基本フォーマットを共通の スタイルで作成すPowerPoint
ることができます。レポート作成は  - のANSA deck info
htmlレポートのようにすばやく全自動化することができます。
Model Report State ツールを選択した や結果に対して使
用することもできます。



株式会社 BETA CAE Systems Japan
　TEL: 045-478-3840 FAX: 045-478-3842

URL: http://www.beta-cae.jp
製品についての資料請求は、弊社ホームページのお問い合わせメニューよりご連絡下さい。


