新設！ 設計者 CAE トラック

Autodesk Simulation Day 2015
Autodesk Moldflow/CFD/Helius/

各製品の最新開発動向とユーザ利用技術、
Autodesk Nastran / ジェネレーティブ デザイン
によるトポロジー最適化と軽量化のご紹介
製造業では、軽量化、外観デザイン、環境性能など、シミュレーションや解析への期待
がますます高まっています。
本セミナーでは、
米国本社シミュレーション製品開発責任者を交え、
Moldflow（樹脂流動シミュレーション）、Nastran（構造解析・マルチフィジックス）、
CFD（熱流体解析）、Helius（複合材料非線形解析）といった、Autodesk Simulation
製品群の開発動向をお伝えします。
特に、Moldflow は新たに搭載される機能の解説、Nastran（有限要素解析ソルバ）や
ジェネレーティブ デザイン（形状最適化）による、トポロジー最適化や軽量化など、
オートデスク製品の最新技術動向からソリューションをご紹介します。
また、
12 月初旬に米国で開催される Autodesk University でのワールドワイドの最新
ユーザ事例のご紹介や、国内ユーザ様に具体的な取り組みについて、ご講演いただきま
す。さらに今年は、Autodesk Inventor または SolidWorks を使って 3D 設計を行っ
ている方向けに、解析の基礎をご紹介する「設計者 CAE トラック」を新設しました。
シミュレーション技術の向上に役立つ情報を得る機会となりますのでご参加ください。

開催日
場

所

参加費

通訳あり

10：00

Simulation Powers the Future of Making Things
〜シミュレーションで
「ものづくりの未来」
に力を〜

ジェネレーティブ デザインや複合材料のような新しい設計手法 / 製造技術は、次世代の解析技術に
よって可能になります。
本講演では、オートデスク本社からシミュレーション製品の開発責任者が来日し、これらがもたらす製
造業における変革と、展望をご紹介します。
また、次世代のシミュレーション & マルチフィジックスの紹介と Moldflow & Autodesk Material
Exchange における最新の開発動向もご紹介します。

2015 年 12 月 11 日（金）
10:00 〜 19:00 （9:30 受付開始）
オートデスク

オートデスク本社 開発部門 シミュレーション製品 ディレクター

本社（東京）

〒104-6024 東京都中央区晴海 1-8-10
晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワー X 24F、
5F

無料（事前登録制）

Russell Speight
11：30

賛

〜

13：00

協

17：00

www.autodesk.co.jp/sim-day
■お問合せ窓口
オートデスク イベント事務局 （月〜金 10:00 - 17:00 土日祝祭日を除く）
TEL：03-4500-9053 / E-mail： event-info@myautodesk.jp

〜

17：10
登録はこちら

［ 基調講演 ］

19：00

［ ランチセッション ］ 協賛社による、最新ソリューションのご紹介

Moldflow トラック

Nastran/CFD/Helius トラック

設計者 CAE トラック

［ 懇親会 ］ 軽食とお楽しみのアクティビティをご用意しています
※各トラックのセッション詳細は裏面をご覧ください

Autodesk Simulation Day 2015
【セッションスケジュール】
Moldflow トラック
Autodesk Moldflow 最新開発情報

Autodesk Simulation 最新開発情報

オートデスク株式会社 技術営業本部
シミュレーション スペシャリスト 宮﨑 寿

米国 Autodesk University で発表された次期バージョンに実装予定の
機能をいち早くご紹介します。
また、
現在 Lab にて公開しているプロジェクトについて解説します。

Autodesk Moldflow 材料データ精度と解析結果の相関

CFD 解析テクニック

オートデスク株式会社 オートデスクコンサルティング
テクニカルコンサルタント 久井 研司

Autodesk Moldflow・材料データとして必須のパラメータに関し、その
データ精度が解析結果に与える影響についてご紹介します。

14:4015:00

構造解析の基礎

オートデスク株式会社 技術営業本部
テクニカル セールス マネージャー 冠者 実

米国 Autodesk University で発表された Moldflow 最新開発情報／
次期バージョン搭載候補機能をご紹介します。

13:0014:40

設計者 CAE トラック

Nastran / CFD / Helius トラック

オートデスク株式会社
「優れた製品を短期間で市場に投入する」
、
「不良品の市場流出を防止する」
、
「コスト・軽量化・
強度のトレードオフを考慮した設計」
といった課題の解決に、
設計者 CAE は大きく役立ちます。
本セッションでは、Autodesk Inventor や SolidWorks を使用して 3D 設計を行っている方を
対象に、まず解析の種類と適用に関して説明し、さらに 3D CAD 環境で解析を使用することで
設計の妥当性を迅速に判断することを可能にする構造解析ソフトウェア Nastran In-CAD をご
紹介します。

Nastran In-CAD ハンズオン ①
オートデスク株式会社 技術営業本部
シミュレーション スペシャリスト 梅山 隆

CFD のワークフローに沿って、各工程での解析作業のヒントとコツをご
紹介します。

オートデスク株式会社

Nastran In-CAD を実際に使ってみましょう。
Nastran In-CAD は、Inventor と SolidWorks の両方に対応していますの

で、どちらのソフトウェアユーザでもご参加いただけます。
参加者人数によって、PC を共有（複数名で 1 台）していただくこともあります
が、皆様に操作を体験していただけます。

休憩
ユーザ
講演

解析結果項目にないトラブル攻略法
〜 Moldflow を用いたボイドの分析と対策〜

ユーザ
講演

株式会社アイシム
代表取締役 天野 克久 氏

Moldflow は有効なツールですが、現場で培ってきた経験やノウハウを追
加することで解析結果にはないトラブルを解決できるようになります。今
回はボイドを例に、解析結果項目にはないトラブル攻略法の手順について
ご紹介します。
ユーザ
講演

15:00-

短納期金型製作 / 修正を可能とする
3D データ活用例

ユニキャリア株式会社
解析グループシニアマネジャー 横山 正文 氏

フォークリフトのキャビン内は気温の影響で寒くなったり、エンジンルー
ムの影響で部分的に熱くなったりします。エアコンからの気流を最適な場
所に流すために、吹き出し口の形状や配置、ルーバー角度などの検討に
CFD を活用した事例をご紹介します。
ユーザ
講演

株式会社クライム・ワークス 経営企画室
戦略技術担当 小出 優一郎 氏

17:00

早さが求められる試作開発において 3D モデル、流動解析結果、成形品形
状を迅速かつ正確に把握し金型製作へフィードバックさせることが重要と
なります。そこで、それらの生産活動への運用例についてご紹介します。
ユーザ
講演

歯ならびとかみ合わせの治療を主体とする矯正歯科の領域では、矯正装置
による荷重によって歯周組織に生体反応を起こして歯の移動を行います。
本講演では、当科で行っている FEA を用いた研究についてご紹介します。

ROCTOOL 日本事務所
神谷 毅

氏

Moldflow 2016 に新たに追加された誘導加熱解析技術、誘導加熱装置
システムの概要、高転写、光沢性、薄肉を実現させた成形事例をご説明し
ます。
17:1019:00

懇親会

※セッションの内容は、予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください

登録はこちら

矯正歯科と FEA シミュレーション
新潟大学大学院 医歯学総合研究科
歯科矯正学分野 助教 丹原 惇 氏

誘導加熱成形の手法とその効果

代表

フォークリフトキャビン内空調設計への
CFD 活用事例

www.autodesk.co.jp/sim-day

Nastran In-CAD ハンズオン ②
オートデスク株式会社

Nastran In-CAD を実際に使ってみましょう。
Nastran In-CAD は、Inventor と SolidWorks の両方に対応していますの

で、どちらのソフトウェアユーザでもご参加いただけます。
参加者人数によって、PC を共有（複数名で 1 台）していただくこともあります
が、皆様に操作を体験していただけます。

