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“TSV_Solutions”の最新情報と次世代CAEツール “Jupiter”のご紹介 

■ 株式会社テクノスター   
  東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビル6階  Tel： 03-6434-9577   
  ts_toiawase@e-technostar.com    http://www.e-technostar.com 

国産/自社開発のCAE汎用ソフトウエア“TSV_Solutions”は国内からアジア諸国・欧州・米国の、自動車・重工

業・機械・電機・造船の企業様や研究機関といった広範に活用されております。 

カスタマイズにも多数実績があり、全自動リバースエンジニアリング機能を有するアプリケーションは、 

東京大学 先端科学技術研究センター  鈴木研究室（鈴木宏正教授）の Mosaicをベースに、開発いたしました。 

音響FEM解析では構造面、構造-音響境界面、音響無限境界面、音響流体の各メッシュを数日工数から1時間

に短縮する機能を開発しました。 

TSVのメッシュテクノロジーの基本性能には精度、高速性、大規模対応などがありますが、実用面からみれば 

さらに局部処理、グラデーション、テンプレート、部品同士の演算、面構成の制御、CAD追従性など、詳細な 

テクニックを必要とします。 

こうした機能を実モデルを用いたライブデモで詳細にご紹介します。 

また当講演では、TSVに続く次世代CAEツール “Jupiter” をご紹介いたします。 

開催概要 

無料 （お弁当付） 講演参加 

第19回計算工学講演会  http://www.jsces.org/koenkai/19/lunch_on.html 

国産/自社開発CAE汎用ソフトウエア「TSV-Solutions」を展示ブースでご案内いたします 

お問合せ 

会場案内図 http://www.pcf.city.hiroshima.jp/icch/access.html#3 

■ 製品概要 TSV-Pre. Post. Solver. ReverseX,Z（リバース機能）.造船ツール.音響FEM解析機能. 
         

          ⇒ http://www.e-technostar.com/products/ 

講演参加：無料（お弁当付） 

展示ブース 

■JR広島駅から   

  路線バス  所要時間:約20分 

    南口バスのりば A-3 ホームより、 

    広島バス24号線吉島営業所行、または 

    吉島病院行「平和記念公園」下車すぐ  
 

  市内電車  所要時間:約25分 

    ・広島港①行「袋町」下車、徒歩約10分 

    ・西広島②、江波⑥、宮島行「原爆ドーム前」下車、  

     徒歩約10分  
       

  タクシー   所要時間:約15分 
 

■広島空港から   

  リムジンバス 所要時間:約70分  

    空港ターミナルビル1階到着フロア1番ホームより 

    広島バスセンター行終点下車、徒歩約10分 

■広島バスセンターから   

  徒歩  所要時間：約10分 

ｄｄ  
 ANAクラウン 
●プラザホテル    NHK●          

広島球場● 広島バスセンター● 

●広島市文化交流会館 

 
広島城●   

  広島平和記念公園     

 
●広島市役所  
        

●原爆ドーム   

●広島県庁 

 広島 
 国際会議場  

●バス停 
（平和記念公園）   

●アステールプラザ          

  国道2号線 
   



音響解析/メッシュ生成機能
　　　　　　 （Vertical Function）　Pre

アセンブリ機能Pre

非線形特性を考慮した周波数応答およびランダム応答が可能Solver

周波数応答機能Post

き裂進展解析Pre
振動解析用の解析モデルを基に音響解析用のモ
デル工数を大幅に削減することができます。
弊社独自機能を使用しモデルをスムーズにラッピン
グすることが可能になりました。 従来4日間かかっ
ていたモデル化が2時間にまで作業工数を短縮す
ることができます。 音響空間メッシュモデル

◆ 従来工数 4日間 → 約2時間で完成

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビル6階　Tel：03-6434-9577　Fax：03-6434-9598
E-mail：ts_toiawase@e-technostar.com　URL：http://www.e-technostar.com

株式会社テクノスター
お問い合わせ

Pre 超高速・高品質・高性能 オ－トメッシャ－　

Post 大規模も超高速レスポンス　徹底的に使いやすく 軽いGUI

Solver Nastran互換の高速解析ソルバー　Nastranよりも高速計算が可能です ◆移動面法を用いり従来工数を → 1/20以上短縮 

Quad4 メッシュ表示 要素ピッチ 板厚表示

FORD、トヨタ、本田技術研究所、スズキ、ヤマハ発動機、マツダ、アル
パイン、エィ・ダブリュ・エンジニアリング、ユニバーサル造船（現 ジャパ
ンマリンユナイテッド）、大島造船所、東京大学、大阪大学、広島大学、
日立製作所電力システム社、富士電機（敬称略）

TSVユーザー講演資料ダウンロード公開中 ※テクノスターユーザー会2012より
■開催後レポート
http://www.e-technostar.com/tsv_userconf2012/report/
■講演資料ダウンロード
http://www.e-technostar.com/tsv_userconf2012/form_download_material

機能の
一　部

■メッシュ品質自動修正
■Auto Mapped Mesh
■自動アセンブリ
■中立面の自動抽出

■補助線の作成、
　荷重条件の設定、
　境界条件の設定、
　　その他CAD的機能

■3Dマウス
■形状保持
■リメッシュ
■リブ付け

機能の
一　部

■大規模モデル対応
■ひずみゲージ
■効率的な「報告書作成ボタン」 　　　　　
■マルチ・ドキュメントインターフェース

■自在なアニメーション設定
■MAC機能
■ボア変形量のフーリエ変換
■流体-構造マッピング

■3Dマウス機能
■Macro機能

アセンブリ機能は、各パーツ間の合わせ面を自動
で検索し、共有面を作成するテクノスター独自の
画期的な技術です。
曲面を含む任意の合わせ面形状に対応し、数百
パーツでも、節点の連続性を保ったアセンブリメッ
シュ生成を実現します。本機能を使うことで、材質
の異なる部品でも共有節点が可能になり、さらに2
重節点に変更することで、接触条件を簡単に設定
することが可能です。また、既存のFEMメッシュの
有効活用も可能になります。もちろん、共有節点を
保持したまま、各パーツにそれぞれ異なったサイズ
のメッシュを作成することも可能です。

複雑な三次元構造中のき裂進展解析は、ヘキサメッシュによるモデリング、進展に伴うリメッ
シュなどを必要とし、多大な時間を必要としました。
TSV-Pre のき裂解析機能は簡単な操作により、応力拡大係数（K値）とき裂進展解析をほ
ぼ全自動で行うことができます。任意の初期き裂形状を作成し、後はワンプッシュで自動的
にK 値及び進展解析が始り、所定の回数だけ、バッチで計算します。異種材料の組み合わ
せ、異方性材料、複数き裂にも対応しています。 K値及び三次元き裂進展の計算は、東京
理科大学 岡田教授が開発したVCCM（※1）を採用しております。その精度は理論解及び
Abaqus・Marcとの比較の結果、同等の精度を有する事が確認されております。また本機
能の実績が下記ホームページ（※2）にて公開されております。

動解析機能では、500万自由度のモーダル固有値結果
読込から周波数応答を瞬時に計算可能。POST処理の
GUIから操作できるので、荷重・応答などの設定が容易
にできます。
この機能により、一度関係する固有値データを保存して
おけばTSV-Post内でこれらを組み合わせて任意の周波
数応答解析をすることが可能です。再びソルバーに戻る
必要がありません。
入力節点、応答節点はGUIから任意に選択することがで
き、計算された結果を表示しながら選択することができま
す。大変自由度が高く、効率的です。

TSV-SolverはNastran互換の高速解析ソルバーです。独自開発のマトリクス縮約機能
（MLDS）により、すべてのソリューションでNastranよりも高速計算が可能です。

解　析
種　類

■線形／非線形 静解析
■実固有値／複素固有値解析
■線形／非線形 過渡応答解析
■線形／非線形 周波数応答解析

■線形／非線形 ランダム応答解析
■サブストラクチャリング－静的縮約、
　CMS、MLDS
■弾性体機構解析連携

実固有値解析 - 2500モード
140万自由度
解析時間

DYNAMIS
MLDS

1時間28分

MSC.Nastran
ACMS

2時間58分
1200万自由度
解析時間

DYNAMIS
MLDS

17時間30分

MSC.Nastran
ACMS

44時間58分

【モデル提供】 アルプス電気株式会社様

※1
VCCM：混合モード負荷を受ける
三次元き裂のK値を計算する手法
です。残留応力下でK値を算出し
ます。岡田(他)、 日本機械学會論
文集A 編、73 巻、728 号、pp. 
498-505、2007.

※2 
JNES（原子力安全基盤機構）様
ホームページにて公開中pdfより
「CADと連携した大規模き裂進展
解 析 シ ス テ ム の 構 築Ⅰ」 
http://www.jnes.go.jp/cont
ent/000009675.pdf

初期ステップ
（き裂断面方向）

ステップ5 ステップ10

最終ステップ
（き裂断面方向）

ステップ20ステップ15

1Push

-Solutions-Solutions

500万自由度モデル
ＣＡＤ読込～アセンブリメッシュ生成
◆従来工数 2週間 
　→ 約1時間で完成

TSV-Preによる中立面の自動抽出結果（HVACモデル）

国産 / 自社開発  CAE 汎用 ソフトウエア

解析者を単純作業から解放します　TSV-Pre 超高速レスポンスTSV-Post


