CAD 組み込みの高度な
メカニカル シミュレーション

CAD 組み込みの高度な有限要素解析
業界で定評のある Autodesk Nastran ソルバを使用して、
高度なメカニカル シミュレーションを CAD システム内で直接実行
Autodesk ® Nastran ® In-CAD ソフトウェアは、
CAD システムに組み込まれた汎用的な有限要
素解析 (FEA) ツールです。Autodesk® Nastran®
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• Autodesk Inventor および SolidWorks ユー
ザにとっての使いやすさ : Autodesk Nastran InCAD は、高度な FEA テクノロジーを Autodesk®
Inventor® ソフトウェアおよび SolidWorks® に
直接組み込み、FEA の前処理および後処理を提
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リ データに CAD システムから直接アクセスし、
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Autodesk Nastran ソルバ
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新を続け、開発サイクルと市場投入までの時間を
短縮し、製品使用中の破損を回避しなくてはなら
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オートデスク シミュレーション
ソフトウェアのポートフォリオ
オートデスクのメカニカル シミュレーショ
ン製品はすべて Autodesk Nastran ソル
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実装と入手方法の柔軟性
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• 非線形解析 : 大変形 / 回転、大きなひずみ、塑性、
超弾性、クリープなどの高度な非線形解析を

パッケージにより、すべての設計者がハイエンドな
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• 熱解析 : 熱荷重下の構造物の解析をサポートし
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• 座屈解析 : 荷重下での安定性を評価します。
構造物を対象とし、圧縮力によって発生する

ライセンスによって、使用 CAD システムの異なる
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ソリューションによって、
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• 動的応答解析 : 非定常荷重または周波数依存荷
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製品開発プロセスに統合し、コストを削減
しながら市場投入までの時間を短縮する
ことができます。ローカル PC 上でもクラ
ウドでも解析を実行できる幅広い柔軟なソ
リューションにより、生産性も向上します。

オートデスクのデジタル プロトタイプは、製造前にアイデアを検討できる
革新的な方法です。チーム メンバー間の部門を越えたコラボレーションが
実 現 さ れ 、 個 人 およ び あ ら ゆ る 規 模 の 企 業 が 、 素 晴 らしい 製 品 を
かつてないほど迅速に市場に投入できます。コンセプトから設計、製造、
マーケティング、さらにそれ以降まで、オートデスクのデジタル プロト
タイプなら製品開発プロセスの全工程が効率化されます。

詳しい情報が必要な方、購入のお考えの方へ
製品知識が豊富で、お客様の業界をよく理解し、ソフトウェアの購入価値をさらに高める
ことのできる世界中のスペシャリストからサポートを受けることができます。Autodesk®

Simulation ソフトウェアのライセンス購入については、オートデスク認定販売パートナー
にお問い合わせください。
最寄りの販売パートナーについては www.autodesk.co.jp/resellers を参照してください。

オートデスク学生版
オートデスクは学生および教育関係者の皆様に対し、無償 * のソフトウェア、
カリキュラム、
トレーニング教材などの各種リソースが利用できる環境を提供することで、将来デザイン
分野に進みたい学生のスキルアップを支援しています。ATC®（オートデスク認定トレーニ
ング センター ) のサイトでは誰もが専門家の指導を受けることができ、オートデスク認定
に合格すればあなたのスキルが資格として認定されます。
詳しくは、www.autodesk.co.jp/education を参照してください。

Autodesk Subscription

Autodesk® Simulation 用の Autodesk® Maintenance Subscription をぜひご契約ください。
Maintenance Subscription では、最新ソフトウェア リリースへのアップグレード、柔軟なライ
センス運用、強力なクラウド サービス、技術サポートなどの各種特典をご利用いただけます。

** 詳しくは、www.autodesk.co.jp/subscription/maintenance をご覧ください。

Autodesk 360

Autodesk® 360 は、デスクトップだけでなくさまざまな場所での設計作業を可能にする
ツールとサービスを提供するクラウドベースのフレームワークです。これによりワーク
フローの合理化と効率の良いコラボレーションが可能になり、いつでもどこからでも設計
データにすばやくアクセスおよび共有することができます。
詳しくは、www.autodesk.co.jp/360-cloud を参照してください。

* 無償版を使用する際に、ダウンロードしたソフトウェアに適用されるエンドユーザ使用許諾契約の使用条件が
ある場合は、これに同意して従う必要があります

** 製品、言語、および地域によっては、すべての Subscription の特典をご利用いただけない場合があります。
詳細については、オートデスクの認定販売パートナーまでお尋ねください。
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