COLMINA CAE 設計者向け構造解析（FJKSWAD）
製品構成
COLMINA CAE 設計者向け構造解析（FJKSWAD）には、COLMINA 設計製造支援 iCAD SX版とその他CAD版の2製品があります。
各製品とも、スタンドアロンライセンス版（SL版）とネットワークライセンス版(NL版)及びSL版からNL版への移行製品があります。

基本製品（Parasolidインタフェース付き）

共通オプション

COLMINA CAE 設計者向け構造解析（FJKSWAD）/Intro ： 入門版（機能制限あり）
COLMINA CAE 設計者向け構造解析（FJKSWAD）/Basic ： 簡易版（機能制限あり）
COLMINA CAE 設計者向け構造解析（FJKSWAD）/Standard ： 標準版
上位移行製品：入門版→簡易版、簡易版→標準版

基本製品に追加可能なオプション製品
SMP並列計算
ACISインターフェース
IGESインターフェース
STEPインターフェース
CATIA V5インターフェース
PTC Creoインターフェース
外部ソルバー連携
（Standard版が必須）
拡張機能（Standard版が必須）

FUJITSU Manufacturing Industry Solution
COLMINA CAE
設計者向け構造解析（旧名称：FJKSWAD）

各種サービス
プログラムサポートサービス(ME&S)
◎レベルアップサービス…レベルアップ版プログラムや障害修正版プログラムをご提供いたします。
◎アンサーサービス…メールやフリーダイヤルで、プログラムの操作や運用に関するご質問、ご相談に対応いたします。
◎情報提供サービス…サポートセンターホームページなどで、有益な情報をご提供いたします。
インストールサービス
お客様先を訪問して、プログラムのインストールと環境設定を行います。
教育サービス
有限要素法の基礎知識、プログラムの基本操作や例題演習、実践的な解析ノウハウなど、充実した内容の教育コース(標準2日間)を
ご提供いたします。お客様の実務に沿った個別カリキュラムの作成、ご提供にも対応いたします。
コンサルティングサービス
お客様先を訪問して、プログラムの操作や運用、業務適用に関するご質問、ご相談に対応いたします。
プログラム導入後の解析作業の立ち上げや業務適用のための支援、手順書やマニュアル作成にも対応いたします。
受託解析サービス
お客様のニーズに応じた受託解析サービスをご提供いたします。

動作環境
ハードウェア

ソフトウェア（OS）

機種
CPU

富士通CELSIUSシリーズ、FMVシリーズ、他PC/AT互換機
Intel(R)プロセッサ 1GHz以上（推奨3GHz以上）

メモリ

2GB以上（推奨16GB以上*1）

ハードディスク

500MB以上*2（推奨500GB以上*1）

グラフィックス

OpenGL対応

*1 解析するモデル規模に依存します。

ライセンス
サーバ

Microsoft Windows Server 2016 日本語版
Microsoft Windows Server 2019 日本語版
Microsoft Windows 8.1 Pro(64bit) 日本語版
Microsoft Windows 10 Pro(64bit) 日本語版

クライアント

Microsoft Windows 8.1 Pro(64bit) 日本語版
Microsoft Windows 10 Pro(64bit) 日本語版

*2 プログラムのインストールに必要な容量です。

強度・振動・熱に関する課題をシミュレーションにより解決
本資料に記載されている製品名は、各社の登録商標または商標です。

お問い合わせ先

製品・サービスについてのお問合わせは

富士通コンタクトライン（総合窓口）

0120-933-200

受付時間 9:00～17:30
（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

2021年 1月

COLMINA CAE 設計者向け構造解析（FJKSWAD）
COLMINA CAE 設計者向け構造解析は設計者向けの構造・熱解析ソフトウェアです。設計の早い段階から、
設計者自身が製品の強度・振動・熱に関する性能評価を行うことができ、「品質向上」「期間短縮」
「コスト削減」などものづくり現場の課題解決に大きく貢献します。

COLMINA CAE 設計者向け構造解析（FJKSWAD）
機能概要（Standard版）
解析ウィザード

特長とメリット
利用頻度が高い解析の手順を標準化（解析ウィザード）
一般的な機械設計で利
用頻度が高い解析につ
いて、パラメーター設
定や処理 の方法、
操作
手順を標準化した解析
ウィザード機能を実現
しました。
解析ウィザードを利用
することで、初心者の
方でも手軽にCAEを活
用できます。
解析ウィザード
Standard版では解析
ウィザードに加えコマンドメニュー、パートマネージャー等
も利用できます。ユーザーの熟練度に応じて、より専門的な
解析にも対応します。
COLMINA 設計製造支援 iCAD SX/iCAD MX連携
COLMINA 設計製造支援 iCAD SXからの直接起動、設定した材
料情報の引継ぎ、再解析時の条件保持など、COLMINA 設計
製造支援 iCAD SXの設計者CAEとして圧倒的な操作性をご提
供します。(COLMINA 設計製造支援 iCAD SX連携版)
再解析時の条件保持は他のCADとの連携でも可能です。
COLMINA 設計製造支援 iCAD MXとの連携では、構造解析モ
ジュールとのファイル互換性により、解析結果ファイルや
KSWAD形式ファイルを、そのまま読み込んで利用できます。

要素分割（有限要素の作成）

解析に必要なパラメーター設定や処理方法の選択を、対話形式で
進めることができます。基本的な解析においては、結果評価までの
全ての作業が解析ウィザードだけで完了します。

解析対象物の形状や解析の目的に応じて、適材適所で有限要素
モデルが作成できます。

3次元設計データの有効活用
従来、解析モデルの作成
（メッシュ切り）が構造
解析のボトルネックでし
た。大規模な解析モデル
にも対応した、高性能メ
ッシャーと高速ソルバー
が解析モデルの作成作業
を自動化、設計者の負担
を大幅に軽減します（特
アセンブリモデルの解析
許出願済）。さらに、剛
結やすべり、接触等のアセンブリ解析にも標準で対応します。
Standard版ではCADデータの問題箇所のチェック機能や修正
機能も利用できます。高品質な解析モデル作成の前提となる
CADデータの品質向上にも対応します。

標準機能
・静解析、座屈解析
・固有値解析、プリストレス固有値解析、周波数応答解析、
過渡応答解析
・熱伝導解析、非定常熱伝導解析、熱応力解析、
熱伝導＋熱応力解析、非定常熱伝導＋熱応力解析

自動要素分割（三角形、四角形、四面体）
自動プロジェクトメッシュ（五面体、六面体）
プロジェクトメッシュ（五面体、六面体）
マップドメッシュ（三角形、四角形、六面体）
線要素作成（トラス、梁、剛体、バネ）
直接要素作成（質量、他） 、局所要素サイズ指定
層状要素サイズ指定 、要素の分割と合成
アダプティブメッシュ（オプション）

機械・装置に多い特徴的な形状を効率的に解析
Standard版では、板や骨組、回転体など、機械装置に多い特
徴的な形状を効率的に解析する機能を標準でご提供します。
また、六面体要素や五面体要素の自動生成、シェル要素とビ
ーム要素などの混在メッシュにも対応しています。これらの
機能は、解析モデル規模の増大を抑え、より広範囲のアセン
ブリ解析を実現するとともに、構想設計段階での概略解析に
も威力を発揮します。

形状作成と編集

解析条件の設定

基本形状の作成と基本的な編集が可能です。高精度な有限要素モデ
ルを作成するためのCADデータの品質向上にも対応します。

基本的な条件は解析ウィザードで簡単に設定できます。一方、複雑
な条件はパートマネージャーやコマンドメニューを利用して詳細な
設定が可能です。利用者の熟練度や解析内容に応じた様々な条件設
定に対応します。

サーフェスの自動修正

シェル要素とビーム要素の
混在モデル

四面体要素と六面体要素の
混在モデル

基本形状の作成（サーフェス、ソリッド）
直線、円弧、スプラインなどのエッジ作成
エッジをもとにサーフェスを作成
サーフェスをもとにソリッドを作成
形状の分割、結合、移動、コピー、マージ、削除、微小形状の削除
サーフェスの自動修正

CADインターフェース
様々なCADと連携して利用できます。

COLMINA 設計製造支援 iCAD SX連携（再解析）
（お客様）

【プログラムサポートサービス】
①レベルアップサービス
レベルアップ版プログラム、
障害修正版プログラムのご提供

国内開発元の直接サポートによる万全な支援体制
CAEの有効活用には、サポートセンターの利用が欠かせません。
COLMINA CAE 設計者向け構造解析では国内開発元が直接サポート
を実施しています。レスポンスの良い適切なサポートはもちろんの
こと、お客様の声を製品の強化に反映する上でも大きなメリットが
あります。富士通の総合力にもご期待ください。

ボルト結合条件の設定

②アンサーサービス
メールやフリーダイヤルで
ご質問、ご相談、トラブル等に対応

（サポートセンター）

③情報提供サービス
サポートセンターホームページで
有益な情報をご提供

解析結果表示と出力
多彩なポスト表示機
能を利用して、解析
結果の適切な評価が
できます。
解析結果のレポート
作成を効率化する機
能もご提供します。

標準機能
Parasolid
COLMINA 設計製造支援 iCAD SX
（COLMINA 設計製造支援 iCAD SX連携版）

COLMINA 設計製造支援 iCAD MX
（KSWAD形式ファイル）

オプション機能
ACIS、IGES、STEP、
CATIA V5、PTC Creo

