
9:00～18:00 (受付開始8:45) 
会場/大塚商会本社ビル3F(受付)  

2016. 金 

パラメトリック最適化 

おおよその仕様は決まっており、パラメータ
を変更することで基準を満たす最適な仕
様を見つけ出す方法。 
主に、設計の後期段階において、最終
的な形状をFixするために使用される。 

ノンパラメトリック最適化 
（トポロジ最適化、シェイプ最適化など） 

製品の仕様と使える空間（設計空間）
が決まっている状態で、おおよその形状を
見つけ出す方法。 
主に、設計の初期段階において、構想モ
デルを作り出すために使用される。 

例）コントロールアームの軽量化 
例）ドアヒンジ部品をトポロジ最適化により剛性 
   を保ったまま、34%の重量削減！ 

関連セミナーコース  
 構造系：S4,S6,S7,S8 
 熱流体系：S1 

設計変数 

制約条件 

軽くはできるけど 
強度は？？ 強くはできるけど 

軽さは？？ 

製品仕様を守りながら、 
ちょうど良い形状を決定！ 

関連セミナーコース  
 S2,S4,S6 



9:00～18:00 (受付開始8:45) 
会場/大塚商会本社ビル3F(受付)  

2016. 金 

お申込みホームページ https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/16/0722cae/ 

最適化＆ハイエンド解析コース （会場 ２００） 

次世代CAEプラットフォームMSC Apexのご紹介 
MSC Apexは、次世代CAEプラットホームです。覚えやすく、使いやすいユーザー環境を提供しています。解析プロセスの大半を占めるモ
デル準備にかかる時間を大幅に短縮します。また、MSC NastranをMSC Apex内に組み込み、製品設計と評価をより迅速に行えます。                   

                                                          講師：エムエスシーソフトウェア株式会社 様 

最適設計支援ツールによる解析ツールを用いた開発プロセスの革新 
最適設計支援ツール「Optimus」は、様々な解析ツールと連携し、設計スピードと品質の向上に大きく貢献します。ポスト処理機能は、現象

理解と解析結果の適切な判断を支援する技術者教育ツールや、デザインレビューでの設計根拠の情報共有ツールとして、幅広く利用され
ています。自社最適化ツールとしてカスタマイズも可能な「Optimus」を自動車業界の事例を通してご紹介します。   

                                                            講師：サイバネットシステム株式会社 様 

Abaqus Extendedの世界～自動車業界における最適化活用～ 
Abaqus Extendedライセンスでパラメトリック最適化ツールIsightとノンパラメトリック最適化ツールToscaを組み合わせて使用することが可

能となりました。サスペンションシステムのコントロールアームに注目し重量軽減のための最適化（固有値解析、非線形座屈解析、トポロ
ジー最適化、ビード最適化、不確定要因を考慮したモンテカルロ法など）をご紹介いたします。   講師：株式会社CAEソリューションズ様 

構想設計段階での設計支援環境 solidThinking のご紹介 
solidThinkingは、革新的な使用感と格段に容易な操作性を有した、設計者のための総合的な構想設計環境であり、トポロジー最適化テ
クノロジーをベースとしたコンセプトデザイン創生ツールであるInspireを始めとして、モデルベース開発のためのActivate、鋳造シミュレー
ションのClick2Cast等、設計プロセスを劇的に効率化するツール群を揃えています。      講師：アルテアエンジニアリング株式会社様 

COMSOLでシミュレーションしてみよう！ 
COMSOL Multiphysicsはさまざまな物理現象を無制限・強連成解析できるシミュレーションソフトです。（構造・熱流体・電磁場等々）  
添付のApplication Builderで機能とGUIをカスタマイズすると、社内の様々な部署で活用できます。オプションのCOMSOL Serverは業界
初の機能で、iPadを端末にしてゲーム感覚で3Dビューやパラメータ変更、再計算ができます。実際の操作もご覧ください。                    

                                                      講師：計測エンジニアリングシステム株式会社 様 

S1 09：00～09：50 聴講型  ご紹介ソフト：FlowDesigner 

試行錯誤を超える！逆解析技術のCFDへの応用 
一般的なCFDソフトは、１つの設計案を入力条件として気流や温度分布を求めるだけでした。設計目標を達成できない場合、改善案を考
え、解析を何度も繰り返す必要がありました。限られた期間内に、設計目標を達成するのは困難です。FlowDesignerの逆解析機能なら、
実現可能です。CFDの分野では世界で初めてノンパラメトリック逆解析機能を実現。設計目標値の入力により、設計の初期案から、「改
善すべき条件はどこか」を「逆」に求めることができます                                   講師：株式会社大塚商会 

ANSYSを使った初めての最適化 
サイバネットシステムでは様々な業界のお客様へ構造/流体解析や最適化、モデルベース開発など多くのソリューションを提供しています。
本セッションではANSYSでの構造解析を例題に 「最適化解析がどのように設計業務を支援するのか？」 「形状最適化と位相最適化の
違いとは？」 などの疑問をお持ちのお客様へ最適化解析の勘所をご紹介します         講師：サイバネットシステム株式会社 様 

軽量化へのブレイクスルーを導くOPTISHAPEとSOLIDWORKSによる最適設計 
構造最適化ソフトOPTISHAPE-TSは、従来の考え方をブレイクスルーし、飛躍的な軽量化・強度剛性の向上・振動特性の向上を実現し
ます。また、力法の形状最適化は、位相最適化で問題のCAD反映時のスムージングによる性能劣化が無く、SOLIDWORKSともファイル
ベースで連携するので、設計者にも使いやすい最適化ソフトです。本セッションでは、OPTISHAPE-TSの概要とSOLIDWORKSとの連携、
また、最近大きな普及を見せている位相最適化の使用上の注意点と内部荷重パスに着目した結果解釈の手法をご紹介します。        

                                                 講師：エレメンタルデザイン＆コンサルティング株式会社様 

S2 10：00～10：50 聴講型  ご紹介ソフト：OPTIMUS 

S3 11：00～11：50 聴講型  ご紹介ソフト：Apex 

S4 13：10～14：00 聴講型  ご紹介ソフト：ANSYS 

S5 14：10～15：00 聴講型  ご紹介ソフト：COMSOL 

S6 15：10～16：00 聴講型  ご紹介ソフト：Abaqus他 

S7 16：10～17：00 聴講型  ご紹介ソフト：SolidThinking 

S8 17：10～18：00 聴講型  ご紹介ソフト：OPTISHAPE-TS 



応力解析だけじゃ物足りない！伝熱＆振動解析活用セミナー 
構造解析では、応力解析以外にもいろんな検証が行えます。本セミナーでは簡単な基盤を例題と
し、応力、熱伝導、振動（固有値）といった3種類の解析を活用した検証フローを体験いただきます。
SOLIDWORKS Simulation Professionalを使用することで、複数の解析について検討できます。             

                                              講師：株式会社大塚商会 

3Dデータを設計検証で解析に活用！「Autodesk Inventor Professional」 活用セミナー 
3DCADで3Dモデルを作成するだけでは宝の持ち腐れです。本コースでは、設計検証において3Dデータを解析に活
用し効果を上げている成功ストーリーをご紹介します。また、実際にモデル作成～アセンブリ～図面作成～静解析を
行い、Inventorの優れた操作性と、設計検証の流れをご体験いただきます。         講師：株式会社大塚商会 

検証を見すえた3D設計環境を構築！ 「SOLIDWORKS Premium 」活用 セミナー 
SOLIDWORKSは、優れたパフォーマンスと世界最大級のユーザーコミュニティを持ち、製品開発期間の短縮に貢
献します。本コースでは、SOLIDWORKSのご紹介および部品作成からアセンブリ、図面作成や強度解析を含め、
3D設計のメリットを存分に感じていただけます。                         講師：株式会社大塚商会 

競合他社との競争力UPに熱流体解析を活用！ 
熱流体解析は難しいと思っていませんか？熱流体解析を上手く活用することで、試作前に複数の
設計案を検証できます。本コースでは、電子筐体のサンプルモデルについて、SolidWorks Flow 

Simulationによる熱流体解析を実際にご体験いただきます。       講師：株式会社大塚商会 

SOLIDWORKS Plasticsで成形不良を改善！ 
ウェルドラインを見えにくい位置へ移動させたい。反りの要因はどこにあるのか？成形不良を早期に予測し、対策を講じ
れば試作回数や工期の削減に繋がります。本セミナーでは解析ソフトSOLIDWORKS Plasticsを活用した成形不良の改
善方法をご体験いただけます。プラスチック射出成形に携わる方にお勧めのセミナーです。  講師：株式会社大塚商会 

9:00～18:00 (受付開始8:45) 
会場/大塚商会本社ビル3F(受付)  

2016. 

お申込みホームページ https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/16/0722cae/ 

■セミナーのお申し込みは、裏面の「FAX専用お申込用紙」もしくは上記「ホーム
ページ」をご利用の上、下記締切日までにお申し込みください。受講券は、お申し
込みいただいた方にFAXまたはE-Mailにて、お送りいたします。FAXで複数人数
お申し込みの際は、恐れ入りますが「FAX専用お申し込み用紙」をコピーしてお申
込ください。 

 

●会場日時／会場のご案内● 

 2016年 7月22日(金)／㈱大塚商会 本社ビル  

  9:00～18:00  （受付開始8:45）   

お申し込み締め切り 2016年7月20日(水) 必着 

金 

解析個別デモ実施（10:00～18:00） 
3DCADや解析導入に関して、ご相談承ります！お客様のご希望に合わせて、個別にデモ（約60分）を実施します。お申し込みの際にソフトのご希
望をお知らせください。  ・各種３次元ＣＡＤ    ・各種ＣＡＥ ： 構造、熱流体、樹脂流動 
 

■開催内容に関するお問い合わせは、下記までお問い合わせください。 

 株式会社大塚商会 ＣADプロモーション部解析プロモーション課 TEL：03-3514-7825  E-Mail： cad-cae@otsuka-shokai.co.jp 

■お申し込みに関するお問い合わせは、下記の電話番号にお願いいたします。 

  ０４－７１４８－１７３５  株式会社大塚商会 DM発送センター 

DesignCAE＆CADコース （会場 ３０１） 

D1 09：10～10：40 聴講＋体験型  使用ソフト： Autodesk Inventor Professional 

D2 10：55～12：00 聴講＋体験型  使用ソフト： SOLIDWORKS Simulation 

D3 13：00～14：00 聴講＋体験型  使用ソフト： SOLIDWORKS Plastics 

D4 14：10～15：40 聴講＋体験型  使用ソフト：SOLIDWORKS Flow Simulation 

D5 15：50～17：30 聴講＋体験型  使用ソフト：SOLIDWORKS Premium 
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フリガナ フリガナ 

貴社名※ 
団体名 

ご芳名※ 

業種 ご所属 
 

お役職 

ご住所※ 〒 
 

TEL※ (    )  FAX※ (    ) 
e-mail※ 
 

希望個別デモ(約60分) 3DCAD  構造  熱流体  樹脂流動  その他(                       ) 

欄内の※は必須記入項目です。記入漏れの無いようご注意ください 

 ■セミナーお申し込み ご希望のコースの□にレをご記入ください(複数選択可) 

※時間が重複しているセミナーは併せて受講することはできません。 

※お申込多数の場合は抽選とさせていただきますのであらかじめご了承ください。 

大塚商会主催 ＣＡＥサミット FAX専用お申込用紙 
 
お申し込み先 

FAX   0120-48-0348 

・「FAX専用お申し込み用紙」のご記入にあたり、下記の「個人情報の取り扱いについて」の内容をご確認いただき、 

 ご同意の上ご記入ください。 

□ S1 試行錯誤を超える！逆解析技術のCFDへの応用 □ D1 3Dデータを設計検証で解析に活用！ 
「Autodesk Inventor Professional」 活用セミナー 

□ S2 最適設計支援ツールによる解析ツールを用いた開発プロセスの革新 □ D2 応力解析だけじゃ物足りない！伝熱＆振動解析活用セミナー 

□ S3 次世代CAEプラットフォームMSC Apexのご紹介 □ D3 SOLIDWORKS Plasticsで成形不良を改善！ 

□ S4 ANSYSを使った初めての最適化 □ D4 競合他社との競争力UPに熱流体解析を活用！ 

□ S5 COMSOLでシミュレーションしてみよう！ □ D5 検証を見すえた3D設計環境を構築！  
「SOLIDWORKS Premium 」活用 セミナー 

□ S6 Abaqus Extendedの世界～自動車業界における最適化活用～ 

□ S7 構想設計段階での設計支援環境 solidThinking のご紹介 

□ S8 軽量化へのブレイクスルーを導くOPTISHAPE 
とSOLIDWORKSによる最適設計 

お申込みホームページ https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/16/0722cae/ 


