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MDS と Radioss 連携解析の例題 
本例題について  

CFRP 材料を含む平板の四点曲げ解析を行う例題です。CFRP 材料挙動を Multiscale Designer (以下 MDS) で計

算し、そのほかの材料と、全体の挙動を Radioss で計算します。 

本書の手順が対応しているバージョンは Radioss 14.0.230、MDS 3.2、HyperWorkdDesktop 14.0.130 です。 

解析条件  

対象は図 1 に示す四点曲げモデルです。長さ 100mm、幅 25mm、厚さ 2.4ｍm です。計算は図 2 に示す 1/4 

モデルで行います。断面は図 3 に示します。外周の紫色の層は、ウレタンによる外皮で、厚さ 0.5mm、緑色の層

が CFRP で厚さ 0.2mm、青色の層がエポキシで 0.2mm です。 

 

図 1: 四点曲げモデル全体図 
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図 2: 1/4モデル 

 

図 3: 断面図 

Radioss の設定  

Radioss モデルの設定を行います。操作は HyperMesh14.0.130 を想定しています。メッシュはすでに作成されて

いる状態から、実施します。 

準備  

異方性ソリッド要素特性カード /PROP/SOLID のテンプレートに間違いがあるため、修正します。 

<HyperWorks インストールディレクトリ>\templates\feoutput\radioss\include 
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に含まれる props140blk を、チュートリアル用のものに置き換えます。置き換えたファイルを有効にするために、

ユーザープロファイルを OptiStruct に変えてから、Radioss Block140 に戻します。 

それではメッシュデータ mesh.hm ファイルを開き、設定作業を始めましょう。 

ウレタン外皮の材料、プロパティの設定  

ウレタンの材料には、超弾性材料 /MAT/OGDEN、プロパティには、等方性ソリッド /PROP/SOLID を設定しま

す。 

/MAT/OGDEN カードを図 4 に示し、本例題で設定する項目を、緑色の枠で示します。また図 5 に HyperMesh 

の設定画面を示します。 

 

図 4: /MAT/OGDEN カード 
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図 5: HyperMesh の設定画面 

カードと設定画面の関係、意味および値を表 1 に示します。 

表 1: ウレタン材料設定内容 

カード 設定画面 意味 値 

ρi Rho_Initial 初期密度 1e-9 [ton/mm^3] 

ν Nu ポアソン比 0.495 

fct_IDblk f_bulk 体積弾性率への係数曲線 1  

(カーブ ID のため、操作状況に応じて変

化します) 

μ1 mue1 グラウンドせん断超弾性係数 1 9.0 [MPa] 

α1 alpha1 材料指数 1 2.0 
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この μ1、α1 および ν から計算される初期の体積弾性率は 897MPa です。超弾性体の体積弾性率は 1000 ~ 

2000MPa 程度と言われているため、fct_IDblk で 1.5 倍にします。図 6 にカーブの内容を示します。 

 

図 6: 体積弾性率係数カーブ 

要素特性に使う /PROP/SOLID カードを 図 7 に示し、本例題で設定する項目を緑色枠で示します。図 8 に 

HyperMesh の設定画面を示します。カードと HyperMesh 設定画面の比較は、表 2 に示します。 

 

図 7: /PROP/SOLID カード 
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図 8: /PROP/SOLID 設定画面 

表 2: ウレタン要素特性設定内容 

カード 設定画面 意味 値 

ISOLID ISOLID 要素タイプ 24  

1 点積分。アワグラス抑制。通称 HEPH 

Ismstr Ismstr ひずみ計算タイプ 10 

ラグランジ全ひずみ 

Icpre Icpre 圧力計算タイプ 1  

低減積分圧力 

IHKT I_HKT アワグラス接線係数タイプ 2 

超弾性体向けの設定 

 

ここまでの設定は、UrethaneMatDB01_0000.rad をインポートすることで完了します。 

最後に、コンポーネント coating に、先ほどのプロパティと材料を設定します (図 9)。 
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図 9: 外皮部材へのプロパティと材料の割り当て 

 

エポキシ層の材料、プロパティの設定  

材料は Johnson-Cook 弾塑性モデル /MAT/PLAS_JOHNS/、要素特性には、等方性ソリッド特性 /RPOP/SOLID

を使用します。 

材料カードを図 10 に示し、本例題で使用する項目を、緑色枠で示します。HyperMesh の設定画面は図 11 に示

します。また、カードと設定画面の関係および設定内容は、表 3 に示します。 

 

図 10: Johnson-Cook 材料カード 



 

| 8 

 

図 11: Johnson-Cook 材料設定画面 

表 3: エポキシ材料設定内容 

カード 設定画面 意味 値 

ρi Rho_Initial 初期密度 1e-9 [ton/mm^3] 

E E ヤング率 2000 [MPa] 

ν nu ポアソン比 0.3 

a a 初期降伏応力 7.08 [MPa]  

b b 塑性硬化パラメータ 324.0 [MPa] 

n n 塑性硬化指数 0.437 

Johnson-Cook 弾塑性材料では、応力 σ は 

σ = a + b εp𝑛𝑛 
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で表されます。ここで εp は塑性ひずみです。本例題のパラメータでは、図 12 の応力、降伏ひずみの関係が得られ

ます。 

 

図 12: エポキシ応力、降伏ひずみ線図 

エポキシの要素特性カードを図 13 に示し、設定項目を緑色枠で示します。HyperMesh の設定画面を図 14 に示

します。表 4 には、カードと設定画面の関係と設定内容を示します。  

 

図 13: /PROP/SOLID カード 
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図 14: /PROP/SOLID 設定画面 

表 4: エポキシ要素特性設定内容 

カード 設定画面 意味 値 

ISOLID ISOLID 要素タイプ 24  

1 点積分。アワグラス抑制。通称 HEPH 

ここまでの設定は、EpoxyMatDB01_0000.rad をインポートすることで完了します。 

最後にコンポーネント plastic に、プロパティと材料を設定します (図 15)。 

 

図 15: エポキシ材料と要素特性の設定 

CFRP 層の材料、プロパティ設定  

CFRP 材料の計算は MDS が行うため、ここでは、仮にアルミ材料を設定しておきます。仮の材料設定のため、詳細

は省略します。 
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要素特性には、異方性ソリッド要素 /PROP/SOL_ORTH/ を利用します。カードを図 16 に示し、設定項目を緑色

枠で示します。HyperMesh の設定画面は図 17 に示します。各項目の設定内容は表 5 に示します。 

 

図 16: /PROP/SOL_ORTH カード 

 

図 17: /PROP/SOL_ORTH の設定画面 
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表 5: 異方性ソリッド特性設定内容 

カード 設定画面 意味 値 

ISOLID ISOLID 要素タイプ 24  

1 点積分。アワグラス抑制。通称 HEPH 

Vx, Vy, Vz Vx, Vy, Vz 材料方向参照ベクトル 0, 1, 0 

Ip Ip 材料方向定義方法 13 

要素 t-r 平面に、参照ベクトルを投影した

方向を、基準とする 

ψ Psi 材料配向角度 0 

基準方向を材料方向 1 軸とする 

 

Radioss でソリッド要素の材料座標系を決める方法は 3 個あります。本例題のように Ip=13 の場合、要素の節点

の並びから r, s, t ベクトルを求め (図 18)、t-r 平面上に Vx, Vy, Vz で定義されたベクトルを投影し、そのベク

トルを t-r 面内で ψ 回転したものが 1 軸、1 軸に垂直で t-r 面内のベクトルを 2 軸、t-r 面に垂直な軸（直方

体であれば s ベクトル） を 3 軸とします。Ip=11, 12 の場合、r-s, s-t 平面を基準としますが、基本的な概念は

同じです。この方法は、ヘキサ要素の座標系を一つだけそろえればよく、また、曲面に対しても設定が簡単です。本

例題では、それらの理由のために Ip=13 を採用しています。 
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図 18: ソリッド要素に対する r, s, t ベクトル 

Ip=1, 2, 3 の場合、基準ベクトルを用いないところが、Ip=11, 12, 13 との違いです。例えば Ip=3 の場合、t-r 

平面が基準面、t ベクトルに対して ψ の回転をしたものが 1 軸となります。ヘキサメッシュの 2 軸をそろえる必

要があり、要素がゆがんでいる場合への適用が難しく、Ip=11, 12, 13 に比べて利用する優位性がさほどありませ

ん。 

Ip=0 の場合、skew_ID で指定した座標系をそのまま、材料座標系とします。テトラ要素を使う場合、ヘキサ要素

の軸をそろえるのが面倒な場合に、便利です。一方で、曲面部分では、向きが変わるごとに新たに要素プロパティと

座標系が必要になります。本例題に対しては、もっとも簡単に設定できる方法です。 

なお、r, s, t のおおよその向きについては、本例題付属の elemSys2.tcl を用いて確認、変更することができま

す。 

 

ここまでの作業は AlminumMatDB01_0000.rad をインポートすることで完了します。 
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最後にコンポーネント cfrp に材料とプロパティを設定します (図 19)。 

 

図 19: CFRP 部品へのプロパティおよび材料設定 

負荷子の材料、プロパティ設定  

負荷子には鉄相当の弾性材料と等方性ソリッドプロパティを設定します。負荷子は剛体として扱いますが、運動と接

触剛性を正しく評価するために、適切な材料特性を与えておく必要があります。本節では詳細は割愛します。 

FukakoMatDB01_0000.rad をインポートし、材料とプロパティを HyperMesh に読み込みます。その後、コンポ

ーネント fukako_inside, fukako_outside に材料とプロパティを設定します (図 20)。 
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図 20: 負荷子に対する材料、プロパティ設定 

負荷子の剛体化、拘束条件、負荷条件  

最初に fukako_inside を剛体化 (/RBODY) します。以下の手順で行います。 

1. rbody というコンポーネントを作り、カレントにしておきます。Card Image を <None> にする必要があり

ます。 
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2. rigids パネルに移動します。 

 

3. 次の状態にします。 

 

4. fukako_inside を選択して create を押します。 

 

図 21 のように剛体が作成されます。 
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図 21: fukako_inside に作成された剛体 

5. Solver ブラウザを開きます。 

 

6. 剛体に名前をつけます。 
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7. 剛体のスレーブ節点集合が rigid14269nodeset と分かりにくい名前なので、必要に応じて変更します。 

 

以上の作業を繰り返し、fukako_outside も剛体化します。 

次に fukako_inside に対する拘束条件を設定します。fukako_inside は z 軸併進移動のみ許可します。 

8. Load collector を 1 個作成し、bcs_fukako_inside という名前にします。 
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9. 以下の設定をします。 

 

10. set コレクターを 1 個作成し、以下の設定をします。 

 

11. 負荷子のマスター節点を選択します。 

 

負荷子のマスター節点の選択が難しい場合、添付の  Master2Clipboard.tcl を使うことで、剛体のマスター節点 ID 

をクリップボードにコピーすることができます。その後 HyperMesh の by id セレクタで選択することができま

す。 
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fukako_outside にも同様の作業をします。ただし、fukako_outside は完全拘束します。 

 

最後に負荷子を押し込む強制変位の設定をします。0.01 秒間に 5mm z 方向下向きに押し込みます。 

12. Load collector を 1 個作成し、以下の設定をします。 
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Grnod_id は手順 10 で作った節点セットを再利用します。 

13. Ifunct の上で Create を実行すると、カーブが 1 個作成されるので、fukako_inside_disp と言った名前をつ

けます。 

 

 

14. このように X, Y 値を打ち込みます。X が時刻、Y が移動量です。 
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対称境界条件  

負荷子に拘束条件をつけたときと同じ方法で、YZ 対称面と、ZX 対称面に対称条件を設定します。 
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接触  

1. contact コレクターを 1 個作成します。 

2. 以下の設定をします。 

 

TYPE24 は汎用接触です。Istf = 4 は接触剛性計算オプションの推奨値で、マスター要素面とスレーブ節点の剛性

のうち、小さいほうの剛性か 



 

| 24 

ら接触剛性を計算します。Fric で摩擦係数 0.2 を与えています。 

3. Surf_id1(s) を Set に変えて Create を実行します。 

 

4. 次のように設定をします

 

全ての要素の表面が接触対象となります。本設定で、全ての部品同士の接触、および、自己接触の設定となります。 

履歴グラフ出力  

内側の負荷子 fukako_inside のマスター節点の変位と、荷重履歴を出力する設定を行います。 

1. Output Block を 1 個作成します。 

2. 次のように名前をつけ、Nodes 選択にします。 
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3. 負荷子剛体のマスター節点を選択します。選択が難しい場合、Master2Clipboard.tcl と by id を組み合わせて

選択します。 

 

4. 次の設定をします。 

 

DEF は標準出力設定で、変位出力が含まれています。 
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5. もう 1 個 Output Block を作り、以下の設定をします。 

 

この設定で、剛体に対する標準の履歴グラフ出力を行います。剛体への荷重も出力に含まれます。 

Engine ファイル設定  

これまでの設定は Radioss の Starter と呼ばれる部分の設定で、メッシュや計算条件に関する内容でした。本節で

は Engine と呼ばれる、解析時間、アニメーション出力設定、ログ出力設定と言った、計算機に対する指令に関する

設定を行います。 

本節の設定は engine01.hm をインポートすることで完了します。表 6 に各設定内容を示します。 
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表 6: Engine 設定項目 

HyperMesh 設定名 内容 

ENG_RUN 解析時間の設定。本例題では 0.01s 

ENG_MON CPU、メモリなどに関する出力と、解析終了時間予想 

ENG_ANIM_BRICK_TENS_STRAIN ソリッド要素に対するひずみテンソル出力 (アニメーション) 

ENG_ANIM_BRICK_TENS_STRESS ソリッド要素に対する応力テンソル出力 (アニメーション) 

ENG_ANIM_ELEM 要素に対するアニメ出力。本例題では塑性ひずみ出力を要求 

ENG_ANIM_VECT ベクトル値に対するアニメ出力。本例題では接触力、接触圧を要求。変

位は標準出力 

ENG_ANIM_DT アニメ出力時間間隔 

ENG_TFILE 履歴グラフ出力時間間隔 

ENG_PRING ログファイル出力サイクル間隔 

ENG_RFILE リスタートファイル出力間隔。本例題では終了時のみ出力要求。 

入力ファイル出力  

エクスポートし、ファイル名が _0000.rad と _0001.rad で終わる 2 個のファイルが作成されていることを確認

します。 

MDS の設定  

Step 1: 単位セルモデルの設定  

1. 本例題では Honeycome Lattice を選択し、繊維含有率を % で指定します。 
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2. モデルを構築します。 

 

3. モデルを確認します。 

 

4. 保存します。 



 

| 29 
 

Step 2: 線形特性の設定  

1. マトリクスと繊維のヤング率、ポアソン比を設定します。 

 

 

2. 平均化された線形特性の計算をします。 

 

3. 結果を確認します。 
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4. 保存します。 

 

Step 3: 縮退化  

1. 標準設定のまま、実行します。 
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2. 保存します。 

 

Step 4: 非線形特性の設定  

1. マトリクスの非線形特性を以下のように設定します。入力項目は緑色枠の 4 つです。 

表 7 にそれぞれの意味を示します。また、概要図を図 22 に示します。 
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表 7: 3 区分ダメージタイプの設定内容 

パラメータ名 説明 値 

S0 初期降伏応力 7.08 [MPa] 

S1 最大応力 70 [MPa] 

E1 最大応力発生ひずみ 0.06 

E2 破断ひずみ 0.07 
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図 22: 3 区分ダメージタイプ 

2. 繊維には 2 区分ダメージタイプを設定します。 

パラメータの内容、概要は表 8 と図 23 に示します。 

 

 

表 8: 2 区分ダメージタイプの設定内容 

パラメータ名 説明 値 

S0 最大応力 7000 [MPa] 

E1 破断ひずみ 0.025  
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図 23: 2 区分ダメージタイプ 

3. 解析設定をします 

本例題では、引張り試験のみ行います。 

 

4. 実行します。 

 

5. 確認します。 
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6. エクセルで確認します。 

 

7. 保存します 

 

Radioss Interface 

1. 状態変数の数を求めます 
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2. 状態変数のアニメーション出力設定を行います。全ての状態変数を出力します。 
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この対応表はアニメーション表示の際に必要となるため、スクリーンショットまたはメモなどを残してください。 

3. 平均化された密度を入力します。 

 

4. MDS 用のファイルを作成します。 
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<ユーザーディレクトリ>\Documents\MultiscaleDesigner\Macro\Mechanical フォルダに以下の 3 ファイルが

作成されます。 

 

5. 先ほどのフォルダに Radioss の _0000.rad と _0001.rad ファイルをコピーします。 

6. Radioss キーワードを作成します。 

 

7. テキストエディタで _0000.rad ファイルを書き換えます。 

/MAT/USER01/ の次の数字は、_0000.rad の CFRP 用の仮の材料と同じ番号にします。そのほかは、そのままコ

ピー & ペーストします。 
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8. テキストエディタで _0001.rad ファイルに追加します。 

 

連成解析の実行  

1. 次の環境変数を設定します。 

RAD_USERLIB_LIBPATH = <MDS インストールディレクトリ>\plugins\radioss 
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2. スタートメニューから Radioss 実行ツールを起動します。 

 

3. _0000.rad ファイルを選択して実行します。 

MDS 3.2 は、共有メモリによる並列演算 (-nt) に対応していません。複数プロセスによる並列演算 (-np) には対

応しています。 

 

ポスト処理  

HyperView によるアニメーション表示  

マトリクスのダメージ (図 24)、塑性ひずみ (図 25)、炭素繊維のダメージ (図 26) 等を可視化してみましょう。 
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図 24: マトリクスのダメージ 

 

図 25: マトリクス塑性ひずみ 
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図 26: 炭素繊維ダメージ 

HyperGraph による履歴グラフ表示  

エネルギー履歴 (図 27)、負荷子荷重履歴 (図 28) 等を描画してみましょう。 

 

図 27: エネルギー履歴 
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図 28: 負荷子荷重履歴 

 

本書に関する情報  

初版発行 2016年11月24日 

著者 福岡展行 

発行 アルテアエンジニアリング株式会社 

     〒170-6043 東京都豊島区東池袋サンシャイン60 43階 
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