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ArtemiS SUITE
形状比較モジュール
振動形状の解析と比較の為の拡張モジュール

概要
形状比較プロジェクトにより振動形状の解析と
比較を行います。このツールを用いてユーザー
はシミュレーションと実際の測定結果を比較し
コンポーネンツの変更効果を評価することがで
きます。
自動同定される MAC 値（モーダル保証基
準）によりユーザーは即座に振動形状の類似
性を理解することができ、それを例としてシミュ
レーションの品質評価に活かすことができます。
特別な機能としてグループモードがありボタンワ
ンプッシュで両方の表からすべての振動の類似
形状について一つにまとめることができます。

フィーチャー
アプリケーション
・振動形状の解析と比較

・すべての適切な振動形状を一つの表に
まとめる為のグループモード

・個々の振動形状の詳細観察

・調整可能な個々のグループ閾値

対応ファイル形式

振動形状のビジュアル比較
（MAC マトリクス）

・形状テーブル：実稼働振動形状プロジェク
ト（ASM 40）とモーダル解析プロジェクト
（ASM 42）により決まります。

・3D バーグラフまたは 2D 上でモーダル
形状テーブルの MAC 値表示

・Punch、ANSYS、Abaqus、PERMAS、
UFF ファイル、ME’scope プロジェクト

・2 つの形状テーブル表示の為のデュアル
操作モード

ユーザーインターフェース

3D アニメーション表示

・完全制御と全体俯瞰が可能なクリアな
ユーザーインターフェース（コックピット感）

・モデル上の振動形状のアニメーション化

対応する振動形状の検知（形状テーブ）
・具体的な情報と自動同定される MAC
指標による形状テーブル（モーダル保証
基準）
・すべての対応（類似または一致）する振
動形状を自動検知する為の基準振動形
状の選択
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・アニメーションの結合
（デュアルビューモード）
・アニメーション中のモデルのズーム、回転、
傾斜
・再生速度と振動のスケールの個別制御
・解析結果のエクスポート
- AVI（ビデオ）
- PowerPoint、PDF、画像
（PNG、JPEG、TIFF、GIF）

記載内容は変更となる可能性があります。

アニメーションを用いてユーザーは選択した振動
形状を観察することができます。デュアルビュー
モードでモーダル形状の直接比較ができます。
形状比較だけでなく、両方のアニメーションの
結合もできます。パラメターフェーズオフセットを
利用して差異の補償も可能です。

・時間領域アニメーションプロジェクト（TDA）
- 非定常モーションのアニメーション化と分析
- 時間データ（カラーバンドグラフ）
・グラフ上に単一カラーバンドとして時間
信号表示
- 指定チャンネルの FFT vs 時間/RPM
グラフ

形状比較プロジェクト
コンポーネンツの最適化や実際の測定と
比較してシミュレーション結果を評価する為
に振動形状の解析を行います。
その為に MAC 値を利用します。MAC 値
は、振動形状のアニメーションとともに、差異
や類似性を理解する為の情報となります。
形状テーブルと MAC 指標
形状テーブルを利用して、ユーザーは周波数、
MPC 値（モーダルフェーズ共線性）、ダンピ
ングに加えて MAC 値を個々の振動形状ご
とに出力することができます。0から 1 の間の
特性の値が計算され、MAC 値が 1 であれ
ば類似性が高く、0 であれば低いことがわか
ります。基準振動形状に近いすべての振動
形状（値が 1 に近い）が自動で検知され
ます。

グループモードでは、設定されたグループ閾値以上の MAC 値をもつすべての振動形状が自動で別々の表から共通
の表にまとめ表示されます。実際の測定（左の表）とシミュレーション（右の表）を素早く比較でき効果的です。

MAC マトリクス（3D バーグラフ）
デフォルトにより、バーグラフは振動形状間
で比較可能なすべての MAC 値を表示しま
す。MAC 値はバーの高さと色で表されます。
コンテクストメニューでいろいろな色が選択で
きます。選択したカラースケールは右側に表
示されます。
2つの形状テーブルのあいだの MAC マトリク
スを計算するには、少なくとも一つ共通の測
定ポイントが含まれていなければなりません。
3D アニメーション表示
アニメーションは測定対象物の振動パターン
を表示しさらに詳細の分析を可能にします。
アニメーションには正弦波振動が使われ、個
々の測定ポイントの位置は選択された周波
数での振幅とフェーズシフトにより決まります。
アニメーション速度と振動のスケーリングは
個々に調整が可能です。

バーグラフのプロパティーツールウインドウで、閾値オプションをアクティベートすると、グループ閾値が半透明で重ね表示
され、関係する MAC 値をグループ化できます。オプションとして 2D 表示も可能です。

3D アニメーション表示でデータの可視化方法を選択できます。測定ポイントのスケールとカラーは左右 2 つのスケール
で個々に設定可能です。個々の測定ポイントの移動経路はフェーディングトレースで可視化することができます。
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記載内容は変更となる可能性があります。

納品アイテム

要件：ファイル

・ライセンスファイル：
ArtemiS SUITE 形状比較モジュール
（Code 5041）

・形状テーブル（*.hstx)

要件：モジュール

・モーダル解析プロジェクト（*.hmdx）

・ArtemiS SUITE Basic Framework
（Code 5000）
推奨：モジュール
・ArtemiS SUITE 実稼働振動形状解析
モジュール
（Code 5040）

・実稼働振動形状プロジェクト（*.hodsx）

- HSTX、HODSX、HMDX ファイルを扱う
場合はそれぞれのケースで参照される測定
ポイントライブラリーがオリジナルの場所に存
在している必要があります。ライブラリーが
対応 3D モデルとしての表示とアニメーショ
ンの為のポイントナンバーの座標データを含
む為です。

ArtemiS SUITE ツール
・形状テーブル
実稼働振動形状（ODS）解析プロジェクト
（ASM 40 に含む）とモーダル解析プロジェ
クト（ASM42 に含む）を用いて形状テーブ
ルを作成することができます。

・Punch ファイル（*.pch）
・ArtemiS SUITE モーダル解析モジュール
（Code 5042）
・ANSYS ファイル（*.out）
・Abaqus ファイル（*.dat）
- 互換性のある DAT ファイル作成の為に
NODE PRINT, NSET =<Set Name
>COORD, U が INP 入力ファイルに
含まれている必要があります。

実稼働振動形状プロジェクト（ASM 40）

・PERMAS ファイル（*.uff、*.unv）
・UFF ファイル（*.uff、*.unv）
・ME’scope プロジェクト（*.vtprj）

モーダル解析プロジェクト（ASM 42）

・測定ポイントライブラリー
測定ポイントライブラリー（ASM 00 に含む）
により ASM 40 と ASM42 が必要とする
グリッドモデルを作成することができます。これに
より実際の測定のプランニングと実行が効率
的です。
グリッドモデルの構築は非常に簡単です。ユー
ザーは測定ポイントを選択し、座標を入力し
点を線で繋げてモデル化します。ビジュアルに
表示されたモデルは随時、ズーム、回転、傾
斜させることができます。

形状の振動は左側に動作スケー
ル、右側にカラースケールを用いて
調整することができます。
アニメーション速度はループ長の入
力フィールドで調整できます。
測定ポイントライブラリー（ASM 00）
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記載内容は変更となる可能性があります。

