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優れたGUIによる直感的な操作性
洗練されたSimulationXのGUIはモデル作成をわかりやすく、短時間での検討を可能にします。

モデル化の例として、サスペンションはバネとダンパーを組み合わせ、また周辺部は質量やバネ及び境界条件として機能置換が
出来ます。路面のエレメントに段差に相当するパラメータを与えれば、上部構造が突き上げられると共に、バネの伸縮及び
ダンパーによる減衰する挙動が結果として得られます。
各エレメントに入力するパラメータ（性能値）を変更による挙動変化の検証から、製品それぞれが持つべき最適なパラメータを
検討することが可能です。

各機能をエレメントとして表現

SimulationXのモデルや結果を最大限に活用
SimulationXと、ESI Groupが提供するソフトウェア群を連携させることで、多様なソリューションへ発展させる事が可能です。

Scilab/Xcos
データ分析・自動化
モデル次数低減最適化
データフィッティング

MINESET/INENDI
ビッグデータ分析

OpenFOAM
流体解析

VA One
振動・騒音解析

IC.IDO
VR検証

□ ライブラリバーから（機能を表現した）エレメントをドラッグ・アンド・ドロップで配置
□ 配置したエレメント間をドラッグして結線
□ 各エレメントに機能及び性能値のパラメータ入力と結果出力設定
□ 計算実行ボタンのクリックとドラッグ・アンド・ドロップによる結果の描画

簡単モデル
作成手順

✓
✓
✓
✓

エンジニアリングサービス
SimulationXを用いたトレーニングやモデル作成から、解析及び他ソフトウェアとの連成まで含めた受託解析を承っております。

*文中記載のソフトウェア名及び商品名は各社の商標或いは登録商標です。      *記載された内容は予告なく変更される場合があります。

※上記には、開発中の項目も含まれます。

ユーザーサポート

SimulationX   Online information

体験版申し込み
supportnihonesi@esi-group.comへ件名を “［SIMX］体験版申し込み”としてお送りください。

 
　  SimulationX最新情報・体験会等  Blogでご紹介
　  https://solution.esi.co.jp/simulationx/blog
 
　  ESI Group Web
　  https://www.esi-group.com

突起乗り越し時の車体挙動

VPS
衝突安全・機構応力・強度剛性
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MBSによる可視化とCAD形状の反映

SimulationXは、オブジェクト指向のモデリング言語Modelica®をベースに開発された
マルチドメイン物理シミュレーションツールです。開発元であるESI ITI社は1990年の
設立以来、コンサルティングサービスを通じて得られた知見やパートナー企業と共に
開発した成果を、SimulationX用ライブラリとして反映する事でバージョンアップを重ねて
います。現在では全世界900社以上のお客様に本ソフトウェアを採用頂いております。 CAD形状をモデルに反映することで、より具体的な挙動の

確認が可能です。
階層化することにより、複雑なモデルを明確にします。

○製品開発のV字プロセスに於いて、設計段階からシミュレーションを取り入れたモデルベース開発（Model 
Based Design/Development）は非常に注目を集めている手法です。

○設計段階からシミュレーションを行うことで、製品開発のフロントローディング化を実現します。
　・試作段階で生じうる不具合の早期発見と予防・対策 　・設計変更に対する影響度合いを事前に確認
　・新機能の検討     　・複数担当者間のスムーズな意思疎通
　・エンジニアの教育

視覚的に理解しやすいグラフィックで作成されたエレメントを用いて、異なる物理分野に跨がるモデル作成が可能な
ため、製品全体（システム）を一つのモデルで表現することが出来ます。

シンプルで簡単なモデル作成機能に加え、検討を容易に行うための充実した機能を標準装備 計算結果を用いた分析や複雑な状態変化のモデル化、故障モード解析等の発展的な機能も装備

ダイアグラム
及び3Dビュー

入力パラメータ 計算結果物理ドメインライブラリ

0D/1Dシミュレーションモデル 2D/3Dシミュレーションモデル

Microsoft Officeとの連携

Excelと接続すれば、Excel側でパラメータの編集や計算の
実行などの基本的な操作が可能です。

モデルのドキュメント化

ドキュメント形式で出力することにより、製品仕様書の作成が
可能です。

モデルの階層化

パラメータスタディの自動実行

複数のパラメータの組み合わせを自動作成し、ワンクリックで
全ケースあるいは指定したケースの計算を自動的に実行
します。

図表やテキストの挿入

参考資料やメモを貼り付けたり、図形を挿入し、モデルを
より理解しやすくします。

 MBDによる製品開発のフロントローディング化

SimulationXとは 充実したモデル作成・ 解析機能

オリジナルエレメントの自作機能

既存のエレメントを拡張したり、ライブラリに無い新しい
エレメントの作成が可能です。

Code Export Wizardや専用エレメントを通じて様々な他社ツールと連携を
図ることができ、他ツールで作成したFMUをSimulationXにインポートする
ことも可能です。

代表的な対応項目

　・Functional Mockup Interface：FMI 1.0/2.0, ME/CS
　・MATLAB/Simulink S-Function
　・CarSim, BikeSim, TruckSim
　・最適化ツール：OptiY, Isight, optiSLang, modeFRONTIER, Optimus
　・通信による連携：TCP/IP, COM Interface

他ツールとの連携

VPS（Virtual Performance Solution）の3DモデルとSimulationXの0D/1Dモデルを連成させることにより、
今までに無い発展的な解析を実現します。

<ケース>
　・ギアやブレーキ等、3Dモデルとするには複雑な機構を考慮したい
　・油圧シリンダーやモーター等、機構以外の要素を考慮したい
　・目標値を正確にトレースする為の制御モデルを組み込みたい
　・計算途中で条件を変化させる論理モデルを組み込みたい

SimulationXのモデルと3Dモデルの連成

様々な検討・分析手法に展開可能

システムシミュレーション

設計フェーズ 試作フェーズ

メモの挿入
参考資料の貼り付け

図形挿入

ダンピング

バネ剛性質量

<対応フォーマット>
・ Creo Parametric
・ ACIS
・ STEP NX
・ JT
・ Parasolid
・ Inventor
・ Solid Edge, SolidWorks
・ CATIA V5 親階層

子階層

孫階層

振動解析 ステートチャート サンキーダイアグラム

乗員拘束装置モデルの適用と
車両衝突条件変更への対応走行目標への操舵補正

FMEA表

FTA図

乗員拘束装置及び発動ロジックモデル

パワーステアリングモデル

パワートレインモデル

（MBS=Multi-Body System）

制御
温度 メカ

油圧/空圧

音響

磁力

電気 電機 機構



MBSによる可視化とCAD形状の反映
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・ Creo Parametric
・ ACIS
・ STEP NX
・ JT
・ Parasolid
・ Inventor
・ Solid Edge, SolidWorks
・ CATIA V5 親階層

子階層

孫階層

振動解析 ステートチャート サンキーダイアグラム

乗員拘束装置モデルの適用と
車両衝突条件変更への対応走行目標への操舵補正

FMEA表

FTA図

乗員拘束装置及び発動ロジックモデル

パワーステアリングモデル

パワートレインモデル

（MBS=Multi-Body System）

制御
温度 メカ

油圧/空圧

音響

磁力

電気 電機 機構
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優れたGUIによる直感的な操作性
洗練されたSimulationXのGUIはモデル作成をわかりやすく、短時間での検討を可能にします。

モデル化の例として、サスペンションはバネとダンパーを組み合わせ、また周辺部は質量やバネ及び境界条件として機能置換が
出来ます。路面のエレメントに段差に相当するパラメータを与えれば、上部構造が突き上げられると共に、バネの伸縮及び
ダンパーによる減衰する挙動が結果として得られます。
各エレメントに入力するパラメータ（性能値）を変更による挙動変化の検証から、製品それぞれが持つべき最適なパラメータを
検討することが可能です。

各機能をエレメントとして表現

SimulationXのモデルや結果を最大限に活用
SimulationXと、ESI Groupが提供するソフトウェア群を連携させることで、多様なソリューションへ発展させる事が可能です。

Scilab/Xcos
データ分析・自動化
モデル次数低減最適化
データフィッティング

MINESET/INENDI
ビッグデータ分析

OpenFOAM
流体解析

VA One
振動・騒音解析

IC.IDO
VR検証

□ ライブラリバーから（機能を表現した）エレメントをドラッグ・アンド・ドロップで配置
□ 配置したエレメント間をドラッグして結線
□ 各エレメントに機能及び性能値のパラメータ入力と結果出力設定
□ 計算実行ボタンのクリックとドラッグ・アンド・ドロップによる結果の描画

簡単モデル
作成手順

✓
✓
✓
✓

エンジニアリングサービス
SimulationXを用いたトレーニングやモデル作成から、解析及び他ソフトウェアとの連成まで含めた受託解析を承っております。

*文中記載のソフトウェア名及び商品名は各社の商標或いは登録商標です。      *記載された内容は予告なく変更される場合があります。

※上記には、開発中の項目も含まれます。

ユーザーサポート

SimulationX   Online information

体験版申し込み
supportnihonesi@esi-group.comへ件名を “［SIMX］体験版申し込み”としてお送りください。

 
　  SimulationX最新情報・体験会等  Blogでご紹介
　  https://solution.esi.co.jp/simulationx/blog
 
　  ESI Group Web
　  https://www.esi-group.com

突起乗り越し時の車体挙動

VPS
衝突安全・機構応力・強度剛性




