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Simcenter 3D
3Dシミュレーションによる 
イノベーションの実現 



複雑な製品のエンジニアリングは多くの課題
を抱えています。製品チームは、電子回路と制
御の機械システムへの統合、新たな材料と製
造プロセスを用いた作業、厳しさを増す規制
への対応に加えて、短いスケジュールと限られ
た予算のもと、イノベーションの実現にも同時
に取り組む必要があります。

従来の確認および検証手法は、もはや効率的
であるとはいえません。最新の開発プロセス
は、予測可能であることが求められており、実
際の製品の「デジタルツイン」を使用して、設計
を推進し、設計の進化と常に同期をとる必要が
あります。さらには、インテリジェントなレポー
ト作成とデータ分析を備えたシミュレーション
技術と試験技術も必要です。

コンピューター支援設計(CAE)は、トラブルシュ
ーティングおよび解析ツールとして長年高い
評価を受けていますが、低速なため、正確な結
果が得られても開発の効率化に間に合わない
と広く認識されています。解析専任者は、切り
離されたツールを使用しており、データ変換に
無駄な時間を費やしています。非専任者は、シ
ミュレーション結果へのアクセスが限定されま
す。

製品エンジニアリングチームが複雑な課題に
対処するには、最先端の解析ツールを備えた
シミュレーションのあらゆる領域に対応でき
る、統合型の共通プラットフォームが必要で
す。解析ツールには、使いやすさ、より生産性の
高いワークフローの組み込み、一貫性のある
結果が求められます。

製品エンジニア 
リングの進化

製品エンジニアリングチームが複雑
な課題に対処するには、最先端の解
析ツールを備えたシミュレーションの
あらゆる領域に対応できる統合型の
共有プラットフォームが必要です。解
析ツールには、使いやすさ、より生産
性の高いワークフローの組み込み、そ
して一貫性のある結果が求められま
す。
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Simcenter 3D – 3Dシミュレーションの 
画期的な改善 

シーメンスPLMソフトウェアの
Simcenter™は、シミュレーション効率を
画期的に改善させる、複雑な製品エンジ
ニアリングに対応可能なソフトウェアで
す。最新機能の3Dシミュレーション技術
と広範囲のCAEアプリケーションを備え
たSimcenterは、より現実に即した、詳細
な知見が得られる新たな方法を提供し
ます。Simcenter 3Dによって専門知識と
ベストプラクティスワークフローが収集
されるため、エンジニアと解析担当者
は、機能性能のすべてに適応し、設計、 
システムシミュレーション、試験、および
データ管理に結合されたプラットフォー
ム上で連携して作業を行えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simcenterでは、次世代の3D CAEソフト
ウェアを提供するため、シミュレーション
における数十年間の経験を活用してい
ます。ソフトウェアには、Nastran®、SDRC 
I-deas™、NX™ CAE、およびLMS™を含
む、実証済みのCAEツールの技術が組み
込まれています。Simcenterソフトウェア
の3Dソリューションにより、設計、1Dシミ
ュレーション、試験、およびデータ管理へ
の接続を備えた、統一されたオープンで
スケーラブルな3D CAE向け統合環境が
得られます。Simcenterは、スタンドアロ
ンシミュレーション環境として提供され
ていますが、NX CADソフトウェアとの統
合アプリケーションとしての導入も可能
です。
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次世代シミュレーション 
ソフトウェア

Simcenter 3Dは、最高クラスのジオ
メトリと有限要素(FE)モデリング機
能を備えています。

製品性能を正確に予測 
Simcenter 3Dには、構造、音響、流体、熱、機構、
複合材の解析などの複数の領域、および最適
化やマルチフィジックスシミュレーションに対
する強力なシミュレーションソリューションが含
まれています。また、Simcenterには1D/3D連成
シミュレーションおよびハイブリッド試験/シミ
ュレーションモデリング機能が備わっているた
め、現実に即したシミュレーションが可能です。 

シミュレーションプロセスの高速化 
Simcenter 3Dは、最高クラスのジオメトリと有
限要素(FE)モデリング機能を備えています。 
Simcenter 3Dのシンクロナス・テクノロジーを
利用すると、モデル抽象化とジオメトリの編集
にかかる時間を短縮できます。ジオメトリ編集、
メッシュ、および境界条件は、すべて基本設計
に関連付けられています。このため、設計トポ
ロジーの変化に合わせて、シミュレーション結
果を迅速に更新できます。 

柔軟性とスループットの向上
Simcenter 3Dは、既存の投資とプロセスを流用
する、オープンで拡張可能な環境です。各種オ
ープンCADフォーマットを採用し、お客様の好
みのソルバーをサポートします。このソフトウェ
アを使用すると、複数の領域に渡って一貫性の
あるユーザー経験が得られ、知識を収集するこ
とができ、カスタマイズと自動化のための機能
を利用できるため、プロセスの効率性と柔軟性
が向上します。

完全なプリ・ポスト処理環境 
Simcenter 3Dを使用すると、3D形状から必要な
シミュレーションモデルを効率的に構築できま
す。Simcenter 3Dには、任意のソースからCAD
データ、およびさまざまなアプリケーション専用
メッシングとモデリングを処理できる、他に類の
ないジオメトリ操作ツールが含まれています。 
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複合領域のシミュレーションと最適化
Simcenter 3Dは、すべてのCAEソリューション
を1つの統合プラットフォームに結合し、業界標
準ソルバーを活用してあらゆるアプリケーショ
ンに対応します。この統合により、合理化された
マルチフィジックス開発プロセスの実現が可能
となります。複数の性能属性を同時に最適化す
ることで、シミュレーションによる設計の効率化
が促進されます。

専用アプリケーション向けのハイエンドソリュー
ション
Simcenter 3Dには、物理現象まで深く掘り下げ
るソルバーがあります。各アプリケーション担当
者が抱える課題(音響、熱、流体、およびその他
の多くの解析に対する、静的または動的、線形
または非線形、複合など)に対応する最先端の
技術が見つかります。

インテリジェントな統合モデル
Simcenter 3Dを使用すると、製品全体を効率良
く正確にシミュレーションできます。Simcenter 
3Dには、効率性に優れたアセンブリモデリング
ツール、制御機能を備えた連成シミュレーショ
ン、大規模計算に必要な性能を持つソルバー、
およびCAE解析担当者向けに設計されたデー
タ管理機能があります。
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プリ・ポスト処理用のエンジ
ニアリングデスクトップ 

強力なジオメトリファンデーションの流用
Simcenter 3Dのジオメトリ作成機能と操作機
能は、CAEプリ処理環境で比類なき能力を発
揮します。Simcenter 3Dを使用すると、ジオメ
トリパラメーターにアクセスして、パラメータ
ーを変更することができます。その際、解析担
当者は設計者と同じモデルを処理できるた
め、設計者との連携も強化されます。解析のプ
リ処理全体をCADモデルに動的に関連付ける
ことができます。 

Simcenter 3Dには、シンクロナス・テクノロジ
ーを利用したダイレクトジオメトリ編集機能が
備わっています。任意のソースのジオメトリモ
デルを、従来のCAEプロセッサーまたはフィー
チャーベースのCADシステムでは実現できな
い直感的な方法で、迅速に編集することが可
能です。

さらに、ジオメトリの強力なデフィーチャリング
ツールと理想化ツールを使用すれば、メッシュ
作成速度および品質に影響する可能性があ
る、小さな穴、ステップ、スライバなどのフィー
チャーを、効率良くクリーニングできます。

アプリケーション指向解析の準備とポスト処理
Simcenter 3Dを使用すると、CADアセンブリを
機構解析用のメカニズムに自動的に変換する
ことができます。アセンブリの拘束がジョイン
トまたは結合になり、コンポーネントジオメト
リが剛体運動リンクを形成します。

Simcenter 3Dには、1D、2D、および3D要素、サ
ブシステムのアセンブリ、および材料、プロパ
ティ(複合材など)、荷重、および境界条件の適
用を使用した、自動および手動メッシュ生成用
の多くの機能が含まれます。流体領域のメッシ
ュ生成用の高度なツールもあります。

これらの機能はすべて共通のアプリケーショ
ン指向のユーザー環境で使用することができ
ます。Simcenter 3Dでは、内蔵ソルバーと業界
標準ソルバー用のモデルを準備することがで
き、それぞれのポスト処理ツールが用意され
ています。Simcenter 3Dは、構造、熱、流体、音
響解析、機構など、広範囲の領域をサポートし
ます。 
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複合材構造のモデリングとシミュレーション
Simcenter 3Dには、ゾーンベース(メッシュ上)
モデリング技術、プライベース(フェイスまたは
2D要素上)モデリング技術、または両方の組み
合わせを使用する、層状複合材構造の効率的
なモデリング専用ツールが用意されています。 

ジオメトリモデルとの結合性を利用した最新
設計により、モデルを最新の状態に保持するこ
とができます。さらに、Simcenter 3Dと
Fibersim™ポートフォリオの複合材エンジニア
リング用ソフトウェア間の通信により、解析チ
ームと複合材設計者との緊密なコラボレーシ
ョンが実現します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利点 
• ロバストな解析環境内に強力なジオメトリ

エンジンを統合することで、モデリング時間
を大幅に短縮

• 関連付けられたシミュレーションプロセス
の実装により、設計の繰り返しの迅速な解
析が可能

• すべての解析担当者と専門家がソルバー固
有のモデルを準備し、アプリケーション固有
のポスト処理を実行できる、習得しやすい
共通プラットフォーム 

• 複合材構造の効率的なモデリングを実現す
るトップクラスの機能 
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エンジニアリングチーム用
のスケーラブルなソリュー
ション

Simcenter 3Dは、シミュレーション 
テンプレートおよびガイド付き 

ワークフローの作成を提供します。

製品開発用のすべてのソリューションの
提供
Simcenter 3Dの高度なモデリング機能
と複合領域シミュレーション機能は、解
析担当者に最適です。各領域の専任者
は、統合されたワークフローとポスト処
理を活用できます。シミュレーションアク
セスを経験の浅いエンジニアまたは設
計者にまで拡大する場合は、Simcenter 
3Dのシミュレーションテンプレートおよ
びガイド付きワークフローの作成をお勧
めします。

ソフトウェアには、ランダム振動、過渡状
態、高調波、および衝撃スペクトルなど、
複雑な荷重条件にさらされているシステ
ムの、構造物としての動的応答特性の線
形および非線形評価用に、対話形式の視
覚的な環境が装備されています。

Simcenter 3Dには、電子機器製品や衛
星などの宇宙システムの熱特性を評価
する専用アプリケーションがあります。

複雑なジオメトリの流体領域をすばやく
作成して、流体解析を実行し、製品性能
に影響をおよぼす流体フロー効果(圧縮
性流れ、非圧縮性流れ、1D流体ネットワ
ーク、非ニュートン流体、CFDモデリング
など)を予測することができます。

Simcenter 3Dには、境界要素および 
有限要素音響用のメッシュ準備ツールと
ソルバーも用意されており、内部と外部
の正確な振動-音響調査が可能です。 
Simcenter 3Dは、NX Nastranソルバー
の自動整合層(AML)技術を活用し、外部
音響放射用の最強ソリューションを提供
します。また、吸音とトリム材料の精密な
モデリング向けにも多数のツールが用
意されています。 
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複合材プロパティは、NX Nastran、 
LMS Samtech Samcef™、Ansys®、 
Abaqus®、LS-Dynaなどのソルバーの 
最先端の動的、非線形の進行性破壊お
よび層間剥離シミュレーションで使用す
ることができます。固有のポスト処理お
よび高度なレポート作成ツールにより、
シミュレーション結果から問題領域を 
効率良く特定できます。

Simcenter 3Dを使用すると、専門知識と
ベストプラクティスワークフローを収集
して、モデリングの効率性を高め、単調
なプロセスを自動化することができま
す。これらの機能は、シミュレーションの
適用範囲の拡大と、独自ツールおよび 
ソリューション技術の統合にも使用でき
ます。

 

利点
• 製品開発プロセスに関係するすべて

の設計者、解析担当者、専門家に適切
なソリューションを提供できるソルバ
ースイートの導入

• 数十年に渡って精度、性能、および 
安定性の向上が図られてきた、各種 
アプリケーション向けの専用ソリュー 
ションの取得

• 費用効率が高い、価値ベースの 
ライセンスシステムによる柔軟な 
ソリューションアクセス

Simcenter 3Dは、専門知識と 
ベストプラクティスワークフロー 
を収集して、モデリングの効率性 
を高めます。
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複合領域のシミュレーションと
最適化の実現

共通プラットフォームでの複合領域の結合
Simcenter 3Dは、すべての領域を結合する統
合プラットフォームの使用により、解析ワーク
フローを合理化します。これにより、モデリング
の不適合が回避されます。解析で、同じベース
モデルのデータが共有され、モデルのセットア
ップに類似したダイアログが使用されるから
です。

統合プラットフォームは、時間がかかり、エラー
が生じやすいファイル転送を不要にします。あ
る解析のデータを次の解析に、関連付けられ
た方法で効率良く再利用することができます。

統合された手法により、ソフトウェアの利用が
簡素化します。解析担当者は、インターフェー
スに慣れると、さまざまなアプリケーション用
のモデルの構築方法も理解できるようになり、
チームメンバーが割り当てられたタスクをより
簡単に実行できるため、不要な作業が減り、柔
軟性が向上します。

対象とする領域の深さと幅
Simcenter 3Dには、以下の機能があります。

• 線形および非線形構造解析(静的および動
的、ノーマルモード、座屈、大きな変位/歪
み、材料硬化、クリープおよびその他の最
新機能)

• 短繊維および長繊維複合材の解析、複合材
積層の最適化、および損傷と亀裂の進展に
対する技術

• 柔軟性のあるボディの使用と、コントロール
および1Dモデルとの統合を含むマルチボ
ディダイナミクス機能

• 耐久性および疲労寿命予測機能  
• 伝導、対流、放射を含む、定常状態ソリュー

ションと過渡状態ソリューションの熱解析 
• 層状および乱流モデル、二相流、混合対

流、凝縮、および粒子追跡のフロー解析
• 最新のポスト処理を含む、有限要素方法と

境界要素方法による振動-音響
• 試験解析の相関と有限要素モデルの更新

Simcenter 3Dにより、トップ
クラスのソルバーを1つの 

プラットフォームで使用でき
るため、マルチフィジックス

解析の安全性、効率性、およ
び信頼性が高まります。
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マルチフィジックス解析の実現
現実に即したシミュレーションでは、物
理的なドメイン間の実際の相互作用を
考慮する必要があります。Simcenter 3D
により、トップクラスのソルバーを1つの
プラットフォームで使用できるようにな
るため、マルチフィジックス解析の安全
性、効率性、および信頼性が高まりま
す。1つの解析の結果が、次の解析に容
易に引き渡しされます。さまざまな物理
的ドメインを、複雑な外部データリンク
なしに安全に結合できます。機構ベース
の荷重を構造に簡単に含めて、柔軟性の
あるボディとコントロール、振動-音響分
析、熱-機械分析、熱およびフロー分析、
およびその他の機能を使用して、強くま
たは弱く結合させながら、マルチボディ
動的シミュレーションを実行することが
できます。

最適化を通した設計の推進
共通プラットフォームでは広範囲のソル
バーを使用できるため、設計の多様な側
面を同時に最適化できます。

Simcenter 3Dには、設計の変更に従っ
た高速の繰り返し機能が備わっていま
す。高度なジオメトリベースとFEベース
の最適化機能により、プロセス全体でジ
オメトリを最適化する、シミュレーション
駆動型設計が可能となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利点
• マルチフィジックスの結合により、現

実に即したシミュレーションの実現 
• 統合された環境でさまざまな領域に

対して、トップクラスのソルバーを 
使用し、シミュレーションプロセスを 
合理化

• 設計サイクル全体を通して複数の 
属性を同時に最適化 
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インテリジェントな統合モデル

システムの効率的なモデリング
Simcenter 3Dを使用すると、各種コンポーネ
ントを含む製品モデルを効率良く処理できま
す。通常、大型のモノリシック解析モデルを生
成する従来のCAEプロセッサーとは異なり、 
Simcenter 3Dは、CADアセンブリモデリングと
同様、コンポーネントモデルのインスタンス化
と接続によって、有限要素アセンブリを作成す
ることができます。設計が変更されると、ソフト
ウェアが、アセンブリ内すべてのコンポーネン
トのインスタンスと接続を自動的に更新しま
す。有限要素アセンブリモデルは、定常的に何

千万もの自由度(DOF)を持つことができます。
モデルサイズは、今後、大幅に増大することが
予測されます。Simcenter 3Dのソルバーは、大
規模な解析であっても問題が生じないように
設計されています。構造、フロー、および音響 
ソルバーを分散メモリ並行(DMP)プロセスと
共有メモリ並行(SMP)プロセスで使用すると、
必要に応じて計算を大幅に加速できます。

試験結果を利用して、有限要素アセンブリ 
モデルと連携させることで、精度と計算速度を
向上させることもできます。

Simcenter 3Dには、 
LMS Imagine.Lab Amesimソフト

ウェアとの連成シミュレーション 
機能も備わっています。 
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フルシステム解析の自動化
Simcenter 3Dは、外部データソースおよ
びソルバーに簡単に接続するオープン
プラットフォームです。任意の開発プロ
セスに非常に良く統合できます。基礎と
なるデータモデルは、CAE解析担当者間
のコラボレーションとデータ共有を意識
して設計されています。 

今日の複雑な製品には、機械コンポーネ
ント、ソフトウェア、およびコントロール
が含まれています。開発中、これらの相
互作用を理解することが不可欠です。 
Simcenter 3Dには、機構解析と、 
Matlab® Simulink®ソフトウェアで設計、
シミュレーションされて制御を結合でき

る、相互シミュレーション機能がありま
す。こうした機能を使用すると、機械と 
 
制御を同時に解析することができ、 
スマート製品の性能を効率的に評価 
できます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

利点
• インテリジェントなモデリング技術と

パワフルなソルバースキームに 
より、製品シミュレーションプロセス 
全体の性能を向上

• コンポーネントの変更をシステム全
体に簡単に永続化できるアセンブリ
プロセスを実現

• ベストプラクティスワークフローの 
収集によりプロセスを自動化

• マルチフィジックスと制御を含める 
ことにより、実際のオペレーションで 
動作を予測したスマート製品の正確
な解析を実行

Simcenter 3Dは、外部デ
ータソースやソルバーに
簡単に接続するオープン
プラットフォームです。
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予測型エンジニアリングの 
サポート

Simcenterポートフォリオは、企業
が新しい製品とイノベーションの
実現に取り組む際、困難な課題の

解決に向けた支援を行います。

Simcenter 3Dは、Simcenterソリューションポ
ートフォリオの一部です。デジタルツインのコ
ンセプトには、現実に即した強力なマルチドメ
インシミュレーションを、高度な試験機能と結
合し、製品ライフサイクルすべての段階で予測
可能モデルを作成できるように支援すること
が求められます。基礎となる強固なデータ管理
システムでは、要件、設計、シミュレーションデ
ータが相互に紐付けられていなければなりま
せん。

シーメンスPLMソフトウェアのSimcenterポー
トフォリオは、企業が新しい製品とイノベーシ
ョンの実現に取り組む際、最も困難な課題の
解決に向けた支援を行います。 

ポートフォリオには、インテリジェントなレポー
ト作成およびデータ解析機能と結合された、 
1Dシミュレーション、3Dシミュレーション、およ
び試験ソリューションが含まれます。これらを
活用することで、かつてないほど高速かつ信頼
性の高いエンジニアリングプロセスを実現す
ることができます。

Simcenterポートフォリオの一部として、 
Simcenter 3Dソリューションは、1Dシミュレー
ションおよび試験との緊密な統合を提供しま
す。Simcenter 3Dは、設計およびデータ管理 
ソリューションとシームレスに動作するので、
企業全体での緊密なコラボレーションが可能
となり、予測可能なエンジニアリング解析のビ
ジョンを達成できるようになります。 
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シーメンスPLMソフトウェアについて
シーメンスPLMソフトウェアは、シーメンスデジタルファクト 
リー事業部のビジネスユニットで、製品ライフサイクル管理
(PLM)および製造オペレーション管理(MOM)ソフトウェア、シス
テムおよび関連サービス提供において世界をリードするPLM
プロバイダーです。これまで世界140,000社を上回るお客様に
サービスを提供し、1,500万を超えるライセンス販売で実績を
上げています。米国テキサス州プラノに本社を置くシーメンス
PLMソフトウェアでは、重要な意味を持つイノベーションを実
現することで、世界各地のお客様の持続的な競争優位性の確
保に役立つ産業ソフトウェアソリューションの提供に、お客様と
連携して取り組んでいます。シーメンスPLMソフトウェアの製品
やサービスに関する詳細は、www.siemens.com/plmにてご
覧いただけます。

シーメンス株式会社 
〒151-8583 
東京都渋谷区代々木2-2-1 
小田急サザンタワー 
TEL:  03-5354-6700 
FAX: 03-5354-6780
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