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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の部品から構成される三次元詳細モデルを入力する入力部と、
　前記三次元詳細モデルをレイアウトに適した形状に簡略化して第１近似モデルに変換す
る第１変換部と、
　更に前記第１近似モデルを解析に適した形状に簡略化して第２近似モデルに変換する第
２変換部と、
を備えたことを特徴とする三次元解析モデル生成装置。
【請求項２】
　コンピュータに、
　複数の部品から構成される三次元詳細モデルを入力し、
　前記三次元詳細モデルをレイアウトに適した形状を簡略化して第１近似モデルに変換し
、
　更に前記第１近似モデルを解析に適した形状に簡略化して第２近似モデルに変換するこ
とを実行させることを特徴とする三次元解析モデル生成プログラム。
【請求項３】
　コンピュータに、
　複数の部品から構成される製品の三次元詳細モデルを入力し、
　前記三次元詳細モデルをレイアウトに適した形状を簡略化して第１近似モデルに変換し
、
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　更に前記第１近似モデルを解析に適した形状に簡略化して第２近似モデルに変換するこ
とを実行させる三次元解析モデル生成プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な
記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、三次元詳細モデルの形状を簡略化して三次元解析モデルを生成する三次元解析
モデル生成方法、装置、三次元解析モデル生成プログラム及びその記録媒体に関し、特に
、三次元詳細モデルについて配置変更による設計代替案作成や各種解析処理に適した形状
近似を自動的に行う三次元解析モデル生成方法、装置、三次元解析モデル生成プログラム
及びその記録媒体に関する。
【０００２】
【従来技術】
従来より三次元ＣＡＤシステムを利用することによって、機器や装置の開発設計が行われ
ており、設計者は、製品開発において、高機能化、小型軽量化、低価格化、利用環境の多
様化、地球環境への配慮などの課題を短期間でクリアしなければならない。
【０００３】
このため三次元ＣＡＤシステムを利用した製品開発では、設計された三次元詳細モデルに
ついて、熱流体、電磁解析などの各種の解析プログラムを使用して必要な解析を行って検
証し、解析結果に基づいて製品の部品を最適な配置とする配置変更（スペースプランニン
グ）を繰り返し、最適設計案を決定して三次元詳細モデルに反映させている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、三次元ＣＡＤシステムを利用した製品の開発設計で重要な位置を占める各
種解析プログラムの運用では、その入力となる解析モデルのデータを作成する工数が多大
となっている。勿論、三次元ＣＡＤシステムの普及により、解析モデルを生成するための
幾分かは工数削減の効果がでているとはいえ、次の点でまだ十分効率的な手法が確立され
ていない。
【０００５】
まず三次元ＣＡＤシステムで製品の詳細形状を三次元化した三次元詳細モデルを生成した
場合、この三次元詳細モデルをそのまま解析プログラムに入力するしようとすると、モデ
ルの外形形状を構成しているポリゴンによる分析メッシュ数が膨大となり、実用上使用で
きない。
【０００６】
また最初から解析プログラムに使えるモデル形状を作成するには、元の製品モデル形状を
人手で近似する必要があり、やはり多大な工数を必要とする。
【０００７】
更に設計原案とは異なる例えば部品レイアウトの変更を伴う設計代替案を評価する必要が
ある場合、従来は三次元ＣＡＤシステムに戻って設計変更をする必要があるが、設計規模
が大きくなるにつれ三次元ＣＡＤシステムのレスポンス性能が落ちるため、ＣＡＤシステ
ムの操作時間に多くの工数を割く必要がある。
【０００８】
本発明は、オリジナルの三次元詳細モデルを自動的に簡略化して部品レイアウト変更等の
設計変更向けの近似モデルと解析向けの近似モデルを生成する三次元解析モデル生成方法
、装置、三次元解析モデル生成プログラム及びその記録媒体を提供することを目的とする
。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
図１は本発明の原理説明図である。本発明の三次元解析プログラム生成方法は、複数の部
品から構成される製品の三次元詳細モデル５４を例えば三次元ＣＡＤシステムから入力し
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；
三次元詳細モデル５４の形状をレイアウトに適した簡略化した第１近似モデル５６に変換
し；
更に第１近似モデル５６を解析プログラムによる解析に適した形状に簡略化した第２近似
モデル５８に変換することを特徴とする。
【００１０】
ここで、第２近似モデルとしては、第１状近似モデルを構成する部分や部品に対応する複
数のバウンダリボックスを組み合わせた近似形状に変換する。バウンダリボックスとは、
第１近似モデルの部分の境界領域を表現する直方体である。第１近似モデルから変換され
た第２近似モデルを修正無し或いは修正後にライブラリに登録する。第２近似モデルとし
て、第１近似モデルを前記ライブラリに登録された第２近似モデルに置き換える。
【００１１】
第２近似モデルの解析結果に応じて第１近似モデルの最適設計案が決定した時点で、決定
した第１近似モデルの配置情報を抽出してオリジナルの三次元詳細モデルに反映させる。
【００１２】
このように本発明は、三次元ＣＡＤシステムなどを利用して作成したオリジナルの三次元
詳細モデルをレイアウトに適した第１近似モデルに簡略化した後に解析に適した第２近似
モデルに簡略化するという２段階の簡略化を行うことで、各段階での簡略化が高速で効率
よくでき、その結果、解析のための第２近似モデルの生成も全体として高速化できる。
【００１３】
また第２近似モデルの解析結果に対するレイアウト変更等の設計変更は、第１近似モデル
のレベルで行うことができ、設計変更した第１近似モデルから第２近似モデルの簡略化は
高速にできるので、最適設計案に行きつくまでの設計変更とその解析作業を高速で効率良
く繰り返すことができる。
【００１４】
本発明は三次元解析モデル生成装置を提供する。この三次元解析モデル生成装置は、複数
の部品から構成される三次元詳細モデルを入力する入力部（三次元ＣＡＤ）と、三次元詳
細モデルをレイアウトに適した形状に簡略化して第１近似モデルに変換する第１変換部（
形状変換部）と、更に第１近似モデルを解析に適した形状に簡略化して第２近似モデルに
変換する第２変換部（ボックス変換部）とを備えたことを特徴とする。
【００１５】
本発明は、三次元解析モデル生成プログラムを提供する。この三次元解析モデル生成プロ
グラムは、複数の部品から構成される三次元詳細モデルを入力し、三次元詳細モデルの形
状を簡略化してレイアウトに適した第１近似モデルに変換し、更に第１近似モデルを解析
に適した形状に簡略化して第２近似モデルに変換することを実行させることを特徴とする
。この三次元解析モデル生成プログラムの詳細は、三次元解析モデル生成方法と基本的に
同じになる。
　本発明によれば、三次元解析モデル生成プログラムが格納されたコンピュータ読取り可
能な記録媒体が提供される。この記録媒体の三次元解析モデル生成プログラムは、コンピ
ュータに、複数の部品から構成される三次元詳細モデルを入力し、三次元詳細モデルの形
状を簡略化してレイアウトに適した第１近似モデルに変換し、更に第１近似モデルを解析
に適した形状に簡略化して第２近似モデルに変換することを実行させることを特徴とする
。この三次元解析モデル生成プログラムを格納した記録媒体の詳細は、三次元解析モデル
の生成方法と基本的に同じになる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
図２は、本発明による三次元解析モデル生成方法が適用されるシステム構成の説明図であ
る。この三次元解析モデル生成システムにあっては、解析モデル生成装置１０の前段に三
次元ＣＡＤシステム１２を配置し、後段に解析プログラム２６を備えた解析プログラム処
理装置２５を配置している。
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【００１７】
三次元ＣＡＤシステム１２に対しては三次元詳細モデルファイル１４が設けられる。また
三次元ＣＡＤシステム１２と解析モデル生成装置１０との間にはレイアウト用近似モデル
ファイル１６が設けられる。このレイアウト用近似モデルファイル１６には、三次元ＣＡ
Ｄシステム１２側で作成された三次元詳細モデルファイルをレイアウト可能な形状モデル
に簡略化したレイアウト用近似モデル（第１近似モデル）が格納される。
【００１８】
解析モデル生成装置１０に対しては、解析適合モデルライブラリ１８、解析出力定義ファ
イル２０及び三次元ＣＡＤインタフェースデータファイル２２が設けられる。
【００１９】
解析モデル生成装置１０は、レイアウト用近似モデルファイル１６からレイアウト用近似
モデルを読み出し、必要に応じてモデルを構成する部品ユニットのレイアウト変更などを
行った後、解析プログラム２６の処理に適合した形状に簡略化した解析用近似モデル（第
２近似モデル）に変換し、この解析用近似モデルにつき解析出力定義ファイル２０に格納
している特定の解析プログラムのデータ形式に変換し、解析モデルファイル２４に解析モ
デルデータを格納する。
【００２０】
解析プログラム処理装置２５は、解析モデルファイル２４から解析を行う解析モデルを取
り出して解析プログラム２６に入力し、熱流体解析、電磁解析、樹脂流動解析などの必要
な解析を行う。解析プログラム２６による解析結果は設計者に表示され、この解析結果を
見て設計者は解析モデル生成装置１０で再度レイアウト変更などを行い、レイアウト変更
が済んだ設計変更案としてのレイアウト用近似モデルを解析用近似モデルに簡略化して解
析プログラム２６による処理を繰り返し、最終的な最適設計案としてのレイアウト用近似
モデルを決める。
【００２１】
このようにして決定した最適設計案のレイアウト用近似モデルについては、その配置情報
が三次元ＣＡＤインタフェースデータファイル２２に格納され、三次元ＣＡＤシステム１
２に反映されて三次元詳細モデルの設計変更が行われることになる。
【００２２】
図３は、図２に示した本発明の三次元解析モデルの生成方法が適用されるシステム構成に
おける各システム及び装置の機能構成のブロック図である。
【００２３】
図３において、三次元ＣＡＤシステム１２には、メインエンジンとして機能する三次元Ｃ
ＡＤ２８、形状変換部３０及び翻訳部３２が設けられている。三次元ＣＡＤ２８は、設計
者による製品開発の作業を支援し、作成された製品の三次元詳細モデルを三次元詳細モデ
ルファイル１４に格納している。
【００２４】
本発明の解析モデル生成処理の際には、入力部として機能する三次元ＣＡＤ２８が三次元
詳細モデルファイル１４より対象とする製品の三次元詳細モデルを読み出し、第１変換部
として機能する形状変換部３０で製品を構成する部品の配置変更、即ちスペースプランニ
ングによる設計変更案の作成に適したレイアウト用近似モデル（第１近似モデル）に変換
し、レイアウト用近似モデルファイル１６に格納する。
【００２５】
この形状変換部３０による三次元詳細モデルからレイアウト用近似モデルへの変換の具体
例は、例えば図４のようになる。図４（Ａ）は三次元ＣＡＤシステム１２で作成された三
次元詳細モデル５４の一例であり、製品の三次元形状に対し表面に色彩やテクスチャなど
が施された詳細なグラフィックスをもつモデルとして構築されている。
【００２６】
図４（Ｂ）は図３の形状変換部３０によりレイアウトに適した形状に簡略化したレイアウ
ト用近似モデル５６の説明図である。このレイアウト用近似モデル５６にあっては、オリ
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ジナルの三次元詳細モデル５４における輪郭線を抽出した形状モデルとして簡略化してい
る。このレイアウト用近似モデル（第１近似モデル）は、通常、三次元パッチ近似モデル
とか或いはデジタルモックアップとか呼ばれている。
【００２７】
再び図３を参照するに、解析モデル生成装置１０はコンピュータ装置３４を備え、ＣＰＵ
による本発明の解析モデル生成プログラムの実行で、ブロックで示す機能が実現されてい
る。
【００２８】
コンピュータ装置３４の機能として、データ編集部４２、データ表示部４４、ボックス変
換部４６、ライブラリ入出力部４８、解析Ｉ／Ｆ出力部５２、更に三次元Ｉ／Ｆ出力部４
５が設けられる。
【００２９】
またコンピュータ装置３４の内部メモリ３６上には、レイアウト用近似モデルファイル１
６から解析モデル生成のために入力されたレイアウト用近似モデル４０と、解析プログラ
ム２６に適合する形状に簡略化した解析用近似モデル５０が展開されている。
【００３０】
データ編集部４２は、内部メモリ３６に入力されて展開されたレイアウト用近似モデル４
０について、設計者による指示操作のもとにモデルの内部レイアウトを変更し、設計変更
案を作成する。このデータ編集部４２によるレイアウト用近似モデル４０の設計変更につ
いては、データ表示部４４を介して表示装置３８にレイアウト用近似モデル４０が表示さ
れ、必要なレイアウト変更を行うことができる。
【００３１】
図５はデータ編集部４２を使用したレイアウト用近似モデルの変更作業の具体例である。
図５（Ａ）は最初に入力されたレイアウト用近似モデル６０であり、このレイアウト用近
似モデル６０は、ある製品のアッセンブリユニットを例にとっており、内部に部品ユニッ
ト６２，６４，６６，６８を配置している。
【００３２】
このようなオリジナルのレイアウトに対し例えば図５（Ｂ）のように、部品ユニット６８
を部品ユニット６２の上に移動するような設計変更を行っている。更に図５（Ｃ）の別の
設計変更案にあっては、移動した部品ユニット６８の上に部品ユニット６６を移すレイア
ウト変更を行っている。
【００３３】
このような解析モデル生成装置１０における内部レイアウトの変更による設計変更案の作
成は、三次元ＣＡＤシステム１２側における詳細形状モデルを使用したレイアウト変更に
比べると、形状変換部３０で簡略化された形状のレイアウト用近似モデルを対象としてい
ることから、モデル自体のデータ量が大幅に低減しており、図５におけるような部品ユニ
ットのレイアウト変更を高速で行うことができる。
【００３４】
データ編集部４２で設計変更が済んだ内部メモリ３６上のレイアウト用近似モデル４０に
ついて解析プログラム２６による解析を行う場合には、第２変換部として機能するボック
ス変換部４６により解析適合モデルライブラリ１８に予め格納されているバウンダリボッ
クスを利用して、解析プログラム２６に適合した形状に簡略化する所謂ボックス変換を行
う。
【００３５】
ここでバウンダリボックスとは、三次元形状モデルの部品や部分の形状に対する境界領域
を表現する手法の内、直方体で境界領域を表現したものである。ボックス変換部４６は、
基本的には内部メモリ３６のレイアウト用近似モデル４０を対象に、その境界領域を複数
の直方体となる各種のサイズのバウンダリボックスの組合せで近似することにより、一括
して解析用近似モデルを自動生成する。
【００３６】
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ボックス変換部４６はまたバウンダリボックスの組合せによる解析用近似モデルの自動生
成以外に、解析適合モデルライブラリ１８に予め格納されている複数種類のバウンダリボ
ックスの中からレイアウト用近似モデル４０の部品ユニットなどの境界形状に対応したバ
ウンダリボックスを選択して組み合わせるボックス変換処理を行うこともできる。
【００３７】
即ち、解析適合モデルライブラリにはレイアウト用近似モデルを構成する各部品に対応し
たバウンダリボックスが予め準備されていることから、ライブラリ登録部品としてのバウ
ンダリボックスを使用してレイアウト用三次元近似モデルの各部品ユニットを置換するボ
ックス変換処理を行うことになる。
【００３８】
更に表示装置３８上で設計者が変換に使用するバウンダリボックスを選択して変換するよ
うにしてもよい。
【００３９】
このようにボックス変換部４６でレイアウト用近似モデル４０から製品の部品に対応した
バウンダリボックスの組合せで構成される解析プログラム２６に適合した解析用近似モデ
ル（第２近似モデル）が生成され、これが内部メモリ３６上に解析用近似モデル５０とし
て展開される。
【００４０】
解析Ｉ／Ｆ出力部５２は、内部メモリ３６上に作成された解析用近似モデル５０を読み出
し、そのデータ形式を解析出力定義ファイル２０に格納している解析対象とする解析プロ
グラム２６のデータ形式に変換し、解析モデルデータファイル２４に出力する。解析出力
定義ファイル２０で定義しているデータ形式としては、例えば熱流体解析プログラム、電
磁解析プログラム、樹脂流動解析プログラムなどのデータ形式がある。
【００４１】
図６は、図３の解析プログラム処理装置２５で使用する解析処理メニュー画面７０の一例
である。この解析処理メニュー画面７０にあっては、解析モデルデータに対する解析結果
の出力形式選択として、チェックボックス７２の熱流体の解析、チェックボックス７４の
電磁解析、チェックボックス７６の樹脂流動解析の３つが選択でき、例えば電磁解析のチ
ェックボックス７４を選択して実行キー７８を押すことで、解析プログラム２６による電
磁解析を行って解析結果を表示装置３８に表示させることができる。
【００４２】
解析プログラム処理装置２５の解析プログラム２６は、解析モデルデータファイル２４か
ら対象とする解析モデルデータを読み出して解析を行い、解析結果を例えば解析モデル生
成装置１０の表示装置３８を利用して設計者に表示する。設計者は解析プログラム２６に
よる解析結果を見て、対応するレイアウト用近似モデル４０について解析結果による不具
合を解消するような部品ユニットの配置を変える内部レイアウトの変更などを行い、新た
な設計変更案を作成する。
【００４３】
このようにして解析結果から作り出された新たな設計変更案については、同様にしてボッ
クス変換部４６によりバウンダリボックスの組合せとなる形状に簡略化した解析用近似モ
デル５０を生成し、解析Ｉ／Ｆ出力部５２でデータ形式を解析出力定義ファイル２０のデ
ータ形式に変換した後、解析モデルデータファイル２４を介して解析プログラム２６に入
力し、新たな設計変更案について解析を行う。
【００４４】
解析モデル生成装置１０で解析結果から決定された最適設計案としてのレイアウト用近似
モデル４０や三次元Ｉ／Ｆ出力部４５により、レイアウト用近似モデルを構成している各
部品ユニット（バウンダリボックスに対応）の識別名と位置情報を取り出し、これを三次
元ＣＡＤインタフェースデータファイル２２に出力する。三次元ＣＡＤシステム１２は翻
訳プログラムの実行で実現される翻訳部３２を備えており、三次元ＣＡＤインタフェース
データファイル２２に格納されているレイアウト用近似モデル４０の部品ユニットの識別
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名と位置情報を使用して、決定された設計変更案を三次元詳細モデルに反映させることが
できる。
【００４５】
図７及び図８は、図３のシステム構成を対象とした本発明による三次元解析モデル生成処
理の処理手順を示したフローチャートである。
【００４６】
図７において、まずステップＳ１で三次元ＣＡＤシステム１２の形状変換部３０により、
三次元詳細モデルファイル１４から解析対象とする三次元詳細モデルを読み出し、レイア
ウト変更に適した形状であるレイアウト用近似モデル（第１近似モデル）に変換し、レイ
アウト用近似モデルファイル１６に格納する。
【００４７】
次にステップＳ２で、レイアウト用近似モデルを読み出して解析モデル生成装置１０の内
部メモリ３６にレイアウト用近似モデル４０として展開する。続いてステップＳ３で設計
変更の有無をチェックする。もし設計変更があればステップＳ４に進み、データ編集部４
２により部品ユニットのレイアウト変更などにより設計変更モデルを作成する。
【００４８】
続いてステップＳ５で、ボックス変換部４６により内部メモリ３６のレイアウト用近似モ
デルを対象にモデルの各部品につき解析用近似モデルに簡略化する一括自動生成を行う。
具体的には、モデルの各部品の境界を直方体で近似するバウンダリボックスへの一括自動
生成を行う。このバウンダリボックスの組合せによって、解析用近似モデル５０を内部メ
モリ３６に展開する。
【００４９】
続いてステップＳ６で解析適合モデルライブラリ１８に準備しているバウンダリボックス
を使用する部品の有無をチェックし、バウンダリボックスを使用する部品があれば、ステ
ップＳ７でライブラリ登録形状のバウンダリボックスに該当する部品形状を置き換える。
【００５０】
このライブラリ登録形状となるバウンダリボックスへの置き換え結果は、同じく内部メモ
リ３６上の解析用近似モデル５０に反映される。このようにしてバウンダリボックスの組
合せでなる解析用近似モデル５０への変換が終了したならば、ステップＳ８で解析Ｉ／Ｆ
出力部５２により解析モデルデータファイル２４を参照し、解析に使用する解析プログラ
ムに対応して指定されたデータ形式に変換し、解析モデルデータファイル２４に解析用近
似モデルを出力させる。
【００５１】
これによって解析プログラム２６による解析用近似モデルの解析が行われ、解析結果が設
計者に出力される。続いて図８のステップＳ９に進み、解析モデル生成装置１０上の内部
メモリ３６に展開しているレイアウト用近似モデル４０による設計変更の結果を三次元Ｃ
ＡＤシステム１２側に保存している三次元詳細モデルに反映するか否かチェックする。
【００５２】
設計変更を反映する場合には、ステップＳ１０で対象となる設計変更案であるレイアウト
用近似モデル４０のレイアウト情報、具体的にはモデルを構成する部品ユニットの識別名
とその位置情報を三次元Ｉ／Ｆ出力部４５により三次元ＣＡＤシステム１２側に出力して
、三次元詳細モデルに反映させる。
【００５３】
実際の解析プログラムの解析結果を利用した設計作業にあっては、図７のステップＳ３か
らステップＳ８の処理を解析結果を見ながら繰り返すこととなり、このため解析モデル生
成装置１０の内部メモリ３６には、複数の設計案に対応したレイアウト用近似モデル４０
と、このモデルをバウンダリボックスの組合せに変換した解析用近似モデル５０が存在す
ることになる。
【００５４】
本発明により提供される解析モデル生成プログラムは、図７及び図８のフローチャートに
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従った手順をコンピュータにより実行させるものであるが、このうちステップＳ１の形状
変換部３０の処理は三次元ＣＡＤシステム１２側に処理を依頼する処理手順となる。
【００５５】
また図３のシステム構成にあっては、三次元ＣＡＤシステム１２、解析モデル生成装置１
０及び解析プログラム処理装置２５は、物理的に近い場所に設置されている場合に限定さ
れず、それぞれが離れた場所に配置され、その間を通信回線で接続して必要とするデータ
のやり取りを行うネットワーク構成を含むものである。
【００５６】
次に本発明の三次元解析モデル生成プログラムを格納したコンピュータ可読の記録媒体の
実施形態を説明する。
【００５７】
図９のコンピュータシステム１００は、本発明の三次元解析モデル生成プログラムを実行
するシステムであり、本体部１０２を有し、本体部１０２には、図１０のように、ＣＰＵ
１２０、ＲＡＭ１２２、ＲＯＭ１２４、ディスクドライブ装置ＨＤＤ１２６、ＣＤ－ＲＯ
Ｍドライブ１２８、ＦＤドライブ１３０、キーボード，マウス、ディスプレイを接続する
Ｉ／Ｏインタフェース１３２、ＬＡＮインタフェース１３４、モデム１３６等が内蔵され
る。
【００５８】
コンピュータシステム１００は、更に，本体部１０２からの指示により表示画面１０４に
画像などの情報を表示するディスプレイ１０６、コンピュータシステム１００に種々の情
報を入力するためのキーボード１０８、ディスプレイ１０６の表示画面１０４上の任意の
位置を指定するマウス１１０が備えられている。
【００５９】
本発明の三次元解析モデル生成プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、フロッピィディスク、ＤＶ
Ｄディスク、光磁気ディスク、ＩＣカードなどの可搬型記憶媒体、モデム１３６、および
ＬＡＮインタフェース１３４を利用し回線を介して接続されたデータベース，或いは，他
のコンピュータシステムＰＣのデータベースに格納され、コンピュータシステム１００に
インストールされた後に、コンピュータシステム１００で実行される。
【００６０】
ここで、記録媒体とは、ＣＤ－ＲＯＭ１１６、フロッピィディスクＦＤ１１８、ＤＶＤ－
ＲＯＭ、光磁気ディスク、ＩＣカードなどの可搬型記憶媒体やコンピュータシステム１０
０の内外に備えられたハードディスクＨＤＤなどの記憶装置のほか、回線を介してプログ
ラムを保持するデータベース、或いは，他のコンピュータシステムＰＣ並びにそのデータ
ベースや、更に回線上の伝送媒体を含むものである。
【００６１】
なお上記の実施形態は、三次元詳細形状モデルをレイアウトに適合したレイアウト用近似
モデル（第１近似モデル）に変換した後にバウンダリボックスの組合せなどにより解析プ
ログラムに適合した解析用近似モデル（第２近似モデル）に変換する２段階の簡略化の変
換を例にとっているが、三次元モデルと解析用近似モデルの間に中間的な近似モデルを設
ける形式であれば良く、中間的な近似モデルは必ずしもレイアウト用に適合した簡略化に
限定されない。
【００６２】
また本発明はその目的と利点を損なわない適宜の変形を含む。更に本発明は上記の実施形
態に示した数値による限定は受けない。
【００６３】
（付記１）
複数の部品から構成される三次元詳細モデルを入力し、
前記三次元詳細モデルをレイアウトに適した形状に簡略化して第１近似モデルに変換し、
更に前記第１近似モデルを解析に適した形状に簡略化して第２近似モデルに変換すること
を特徴とする三次元解析モデル生成方法。（１）
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【００６４】
（付記２）
付記１記載の三次元解析モデル生成方法において、前記第２近似モデルとして、前記第１
近似モデルを構成する部品や部分に対応する複数のバウンダリボックスを組み合わせた近
似形状に変換することを特徴とするを特長とする三次元解析モデル生成方法。（２）
【００６５】
（付記３）
付記２記載の三次元解析モデル生成方法において、前記バウンダリボックスは、前記第１
近似モデルを構成する部品や部分の境界領域を表現する直方体であることを特徴とする三
次元解析モデル生成方法。
【００６６】
（付記４）
付記１乃至３のいずれかに記載の三次元解析モデル生成方法において、前記第１近似モデ
ルから変換された第２近似モデルを修正無し或いは修正後にライブラリに登録することを
特徴とする三次元解析モデル生成方法。
【００６７】
（付記５）
付記４記載の三次元解析モデル生成方法において、前記第２近似モデルとして、前記第１
近似モデルを前記ライブラリに登録された第２近似モデルに置き換えることを特徴とする
三次元解析モデル生成方法。
【００６８】
（付記６）
付記１記載の三次元解析モデル生成方法において、前記第１近似モデルの最適設計案が決
定した時点で、決定した第１近似モデルの配置情報を抽出してオリジナルの三次元詳細モ
デルに反映させることを特徴とする三次元解析モデル生成方法。
【００６９】
（付記７）
複数の部品から構成される三次元詳細モデルを入力する入力部と、
前記三次元詳細モデルをレイアウトに適した形状に簡略化して第１近似モデルに変換する
第１変換部と、
更に前記第１近似モデルを解析に適した形状に簡略化して第２近似モデルに変換する第２
変換部と、
を備えたことを特徴とする三次元解析モデル生成装置。（３）
【００７０】
（付記８）
コンピュータに、
複数の部品から構成される三次元詳細モデルを入力し、
前記三次元詳細モデルをレイアウトに適した形状を簡略化して第１近似モデルに変換し、
更に前記第１近似モデルを解析に適した形状に簡略化して第２近似モデルに変換すること
を実行させることを特徴とする三次元解析モデル生成プログラム。（４）
【００７１】
（付記９）
コンピュータに、
複数の部品から構成される三次元詳細モデルを入力し、
前記三次元詳細モデルをレイアウトに適した形状を簡略化して第１近似モデルに変換し、
更に前記第１近似モデルを解析に適した形状に簡略化して第２近似モデルに変換すること
を実行させる三次元解析モデル生成プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記
録媒体。（５）
【００７２】
【発明の効果】
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入力して、その形状をレイアウトに適した形状に簡略化して第１近似モデルに変換し、更
に第１近似モデルを解析プログラムによる解析に適した形状に簡略化した第２近似モデル
に変換して解析プログラムに入力するようにしたため、オリジナルの三次元詳細モデルに
つき解析用の近似モデルとするまでに２段階の簡略化を行うことで、各段階での簡略化の
処理負担が少ないことから、それぞれ高速で簡略化でき、結果として全体としての三次元
詳細モデルから解析用の第２近似モデルまでの変換も高速化できる。
【００７３】
また解析用近似モデルとしての第２近似モデルの解析結果に対するレイアウト変更などの
設計変更案の作成を第１近似モデルのレベルで行うことができ、設計変更の済んだ第１近
似モデルから第２近似モデルへの簡略化は高速にできるため、最適設計案に行き着くまで
の解析結果による検証を設計変更案に反映させる作業の繰り返しを高速で効率良く行うこ
とができる。
【００７４】
更に中間レベルの第１近似モデルの段階で決定された最終設計案について、そのレイアウ
ト情報のみを抽出して三次元ＣＡＤシステム側の三次元詳細モデルに反映させることで、
三次元詳細モデルレベルでの設計変更が必要なくなり、三次元ＣＡＤシステムを用いた設
計作業におけるレスポンス性能を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理説明図
【図２】本発明のシステム構成の説明図
【図３】本発明の機能構成のブロック図
【図４】本発明における三次元詳細モデル、第１近似モデル及び第２近似モデルの説明図
【図５】本発明におけるレイアウト変更の説明図
【図６】本発明で生成した三次元解析モデルを入力して解析する解析メニュー画面の説明
図
【図７】本発明による三次元解析モデル生成処理のフローチャート
【図８】図７の続きのフローチャート
【図９】本発明の三次元解析モデル生成プログラムを格納した記録媒体が使用されるコン
ピュータシステムの説明図
【図１０】図９における本体部の内部構成のブロック図



(11) JP 4676630 B2 2011.4.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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