熱設計プロセスを
加速させる
電子機器のための熱解析

6SigmaETが選ばれる理由
効率的な｢設計｣、｢検証｣、｢最適化｣を実現する、熱解析モデリング技術
6SigmaETは、高度なCFD解析技術を搭載し、電子
機器を精度良くモデル化できる熱設計ツールです。
電子機器業界向けに設計された私たちのソフトウェ
アは、抜群の知能、連携機能、自動化機能、高い解
析精度でユーザの要望を満たし、熱設計の課題を解
決へと導きます。
熱流体解析は、機械設計プロセスの重要な要素で
す。私たちのソフトウェアは、｢モデルの作成ならび
に解析を素早く行う｣、｢製品製造前に電子設計を検
証する｣、｢市場投入までの時間を短縮しながら、熱
性能を最適化する｣ことができます。また、高性能か
つ効率的な自動化機能により、設計者はソフトウェ
アの操作時間を短縮し、設計により多くの時間を費
やすことができます。
これらは｢ラーニングカーブの短縮｣、｢設計生産性の
向上｣、｢設計と製造の連携強化｣を実現できます。
6SigmaETは さ ま ざ ま な 電 子 機 器 に 対 応 し て お
り、LED、家電製品、サーバ＆ラック、航空宇宙＆
防衛産業、車載部品など、多くの業界で使用されて
います。

6SigmaETでモデル化された
流跡線とヒートシンクの表面温度プロット

電子機器業界で活躍する6SigmaET
業界トップの企業からのコメント
LED
スタンドアロンのツールである6SigmaETは、データ入力のために追加で機械CADの
ソフトを利用する必要がないため、とても簡単に操作できます。6SigmaETの解析処
理速度は速く、熱設計ツールとして私たちのニーズと完全に合っています。さらに、
弊社で行った検証試験では、6SigmaETがコンポーネント温度を精度良く予測できる
と証明されました。
OTS社 Director
Norbert Englebert氏

コンシューマエレクトロニクス
熱流体モデルの作成機能に加え、6SigmaETにはPDMのようなデータベースにアクセ
スできるライブラリ機能があり、社内で展開・共有できます。このライブラリのおか
げで効率が上がり、作業の一貫性と再現性を保てています。ライブラリの各機能はと
ても使いやすく、詳細で精度の高いモデルの作成に役立っています。
Motorola社 Fellow & Director
Martin Pais氏

サーバ＆ラック
6SigmaETは｢グリッド生成｣と｢解析｣の機能が強力なことに加え、複雑形状のCADフ
ァイルが読み込めるので、モデルの作成時間を大幅に短縮できます。特に、｢熱分布の
解析結果をオブジェクト別に確認できる点｣、｢解析条件のスナップショットを確認す
るのに熱の閾値を事前に定義できる点｣が気に入っています。
Hyve Solutions社 Thermal Design Group Manager
Saket Karajgikar氏

航空宇宙＆防衛産業
6SigmaETの速くて高精度な熱解析で、モデルの作成時間を30%短縮できました。ま
た、高性能なプラットフォームを使用できるクラウド解析は、リソースの制限を気に
せず解析できるため、受注可能なプロジェクト数が2倍になりました。
TEN TECH LLC社 CTO & Director of Engineering
William Villers氏

車載部品
はんだ付け工程時のモデルを作成し、製造段階におけるPCBの動作を予測すること
ができました。6SigmaETのおかげです。BOSCHのPCBと製品データすべての読込
み、解析速度、さまざまな解析環境に対応できる柔軟さ。このような利点を考える
と、市場に出ているツールの中で、6SigmaETは最高の選択でした。
BOSCH社 Process Engineer
Miguel Peixoto氏

高性能

連携

6SigmaETのコンポーネントは、主従関係ならびに
属性を持ち、設置先とプロパティを自動的に決定
します。

既存の設計ツールと6SigmaETを連携し、消費電
力、機械CAD、PCBデータなどを直接モデルに読
み込むことができます。

6SigmaETが優れている理由
機能
熱設計を今まで以上に速く設計、解析、検討できるようにする―この思いを胸に、6SigmaETは日々、機能を
拡張しています。6SigmaETのユーザインターフェイス (以下、UI) は、電子機器エンジニアのニーズに合わせ特
別に作成されており、直感で使いやすい仕様になっています。このUIを活用することで、複数の検討案や設計上
の課題解決を簡単に実現できます。
a

a

既存のCADデータとPCB設計データを使用して、モデルを短時間で効率的に作成できます。また、インテリジェ
ントオブジェクトを使用したモデル作成、各コンポーネントの熱プロット表示、オブジェクト表面温度の視覚化
が可能となっており、適切な判断を下すために必要な情報を得ることができます。

使いやすい
ユーザインターフェイス
分かりやすいGUIとシンプルなリボン形式で、モ
デルの構築・解析・結果検証を行います。

PCBデータの読み込み
IDF、IDX、XFL、Gerber形式でPCBデータの読み込
みが可能です。

グリッドの自動生成
6SigmaETのグリッド機能は、解析に最適なグリッ
ドをオブジェクト毎に自動的に生成します。

CADの読み込み＆書き出し
STEP/IGES形式をはじめとする、幅広いCADデー
タの読み込みが可能です。また、6SigmaETで作成
したモデル (DWG形式) とオブジェクト (STL形式)
の書き出しができます。

トレースのモデル化
多層基板のトレースデータをすべて簡略的に、また
は詳細に再現するのではなく、重要な部分は詳細
に、その他は簡易的にと混在させて再現できます。

コンポーネントの制御設定
温度センサの参照や、複数曲線によるスロットリン
グ制御に対応しています。

自動化
6SigmaETは、オブジェクトの重なりやモデル作成
時のエラーを自動的にチェックします。ユーザは、エ
ラーが発生した時点で問題を処理できます。

多流体
コールドプレート、ポンプ、冷却ダクトといった
インテリジェントオブジェクトを用いて、液冷シ
ステムをモデル化します。

ライブラリの集約
一元管理できるネットワークライブラリで、オブ
ジェクト、アセンブリ、モデルを組織全体で共有
できます。

並列ソルバ
HPCクラスタを用いた、128コア以上の規 模にも
対応しています。

非定常解析
非定常解析を設定・実行し、時間で変化するさまざ
まな事象をシミュレーションすることができます。

制御システムとの連携
DLLファイルを用いてMATLABやC++と連携する
ことで、より複雑な制御が可能です。

パワフル
エンジニアは、熱解析が終わるのを何日も待つわ
けにはいきません。私たちが開発した強力なソル
バは、複雑形状のモデルさえも短時間で解析する
ことができます。

ECXML対応
半導体メーカのFPGAやレガシーの熱設計ツールの
モデルデータは、ECXML (Electronics Cooling XML)
形式を用いて読み込みや書き出しができます。

バージョンツリー
複数の設計案やオブジェクト (例. PCB、コンポー
ネント) をツリー構造で管理することで、それぞれ
のモデル間で比較検討でき、最適な設計案に近づ
けることができます。

ジュール熱
オブジェクトに電気的境界条件を設定して電位を
解析し、ジュール熱の値を計算します。

クラウド解析
高性能なハードウェアが手元になくとも、6SigmaET
で作成されたモデルをすべて、ユーザが必要とする
コア数で解析できます。

レポートの自動作成
レポートの作成機能は細かくカスタマイズできる
ようになっており、解析結果の比較や検証、関係
者との解析結果の共有に役立ちます。

航空機レーダ処理装置の液体冷却
航空宇宙産業で、熱設計プロセスを加速させる
TEN TECH社について
TEN aTECH社は、ITAR (米国の武器国際取引に関す
る規則) に登録された女性が経営する中小企業です。
ロサンゼルスに本社を構える同社は、様々な先進技
術を使用し、構造力学、流体力学および熱分析＆解
析の分野の専門知識を提供しています。
a

a

同社は、2016年より、シングルボードコンピュータ
(SBC)、RF&マイクロ波コンポーネントなどの組込式
自機防御システムや、航空電子工学、フライトデー
タレコーダ(FDR)、航法誘導、レーダ処理装置、電子
戦、C4ISRアプリケーション等、ロバスト性のある
筐体の熱設計に6SigmaETを使用し始めました。

6SigmaETでモデル化された
航空機搭載レーダ処理装置 (液冷式)

課題
TENaTECH社は、航空機搭載レーダのプロセッシン
グシャーシ (液冷式) の設計、検証、適格性評価を行
っていました。高出力 (電力損失a3kw) かつ高密度な
シャーシを極端な温度 (最低温度限界a-55°C～最高温
度限界a125°C) で稼働しなければならず、液冷循環
以外に採用可能な冷却方法はありませんでした。ま
た一般的に、軍事用途には、さまざまな高度、環境
温度、液冷式冷却ポンプの入口温度や圧力変化に対
応する複数のミッションプロファイルを検討する必
要がありました。
a

a

a

a

a
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液冷装置のスペースに加え、多流体の特性のモデル
化が設計上の大きな課題でした。この複合的な冷却
システムのモデル構築には予想外に時間がかかり、
通常のCFD解析ツールでは対応しきれないと判断さ
れました。6SigmaETを導入したことにより、彼らが
以前使用していたソフトウェアより8倍速く、簡易化
やオブジェクトの変換等さまざまな設定や解析をする
ことができるようになりました。同社は、6SigmaET
こそ同社のニーズにより合致しているとすぐに気が
つき、結果的に作業時間と納期を短縮できました。

解決方法

結果

6SigmaETを使い、モデル構築、グリッド生成、解析
など、熱設計にかける時間を大幅に削減しました。
また、ソフトウェア内のツールを使用し、さまざまな
高度や外気温度などの解析も行うことができました。

TENaTECH社は、6SigmaETを使うことで設計目標を
達成し、以前より短期間でプロジェクトを進めること
ができました。時間を短縮できたことで、多くの設計
案を検証し、リソースを効率的に分配できました。

コールドプレートの設計時は、様々な設計案を検討
することで、圧力降下と放熱の最適解を求めること
ができました。最適なコールドプレートの設計案を
決定するのに要した時間は、1時間以内でした。

- 約570万円の開発費削減

この段階まで来たところで、TENaTECH社は液冷シ
ステムの検討を開始しました。25個以上の高出力な
シングルボードコンピュータ(SBC)と5つのコールド
プレートを含むシャーシ全体をモデル化しました。
複雑なモデルや高性能な並列ソルバを簡単に扱うこ
とができる6SigmaETで、より効率的に、精度を妥協
することなく、設計目標を達成できました。
加えて、｢シャーシ全体が適切に冷却されている｣、｢液
冷循環が正しく機能している｣、｢各SBCが温度条件内
にある｣ことを確認することができました。

十分な冷却能力が無かった初期のコールドプレー
トの設計案を採用していれば、検証試験で良い結
果は得られず、プロジェクトの遅延による大きな
損失が生まれていたかもしれません。TEN TECH社
は、6SigmaETを使うことで顧客の負担コストを軽減
できました。
a

- 解析時間を50％短縮
「使いやすいGUI」と「クラウド経由の高性能計算
クラスタ」で、従来のモデル作成ツールより解析時
間を大幅に短縮できました。

- 納期の短縮

6SigmaETを使えば、弊社のエ
ンジニアが熱設計の際に検証し
たいことを解析できます。
液冷のような複数の特性を持つ
システムを設計する場合、多流体
のモデル化は絶対欠かすことの
できない機能です。

CTO & Director of Engineering
William Villers氏

プロジェクトの納期を、当初見込んだ6週間から3週
間に短縮できました。短縮した時間で、設計案を比
較検討し、最適な設計案を出すことができました。

- 約280万円以上の人件費削減に成功
プロジェクト期間の短縮により、人件費を約280万円
以上削減できました。

Future Facilitiesについて
デジタル時代のエンジニアリングシミュレーション
私たちは、発展途上にあるデータセンタ業界にエンジ
ニアリングシミュレーション (CFD解析) の活用を広め
るべく、Future Facilitiesを設立しました。私たちのソ
フトウェアは、データセンタ業界向けに最適化された
ツールです。「パワフル」、「高性能」、「自動化」
、「連携」をキーワードとし、データセンタ業界の技
術者を対象に設計されています。
設立から5年後、電子機器の熱設計でも私たちの技
術を活かせるよう、データセンタと電子機器の両方
の業界で親和性の高い総合ツールを提供開始しまし
た。2015年には、Engineering Simulation Showにて
Product of the Yearを受賞しています。

英国（本社）

現在、私たちのソフトウェアは、設計コンサルタント
のほか、電子機器・半導体メーカー、投資銀行、ソー
シャルメディア、自動車関連企業、航空宇宙関連企
業、石油・ガス関連企業、政府系機関など、幅広い業
界のユーザ様にご利用いただくまでに成長しました。
Future Facilitiesの活躍はソフトウェアベンダとしてのみ
に留まらず、トップレベルの専門機関や研究機関等によ
り構成された組織活動に参加し、業界基準の定義・向上
に貢献しています。
a

北米

日本

Future Facilities ltd.
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San Jose, CA 95110
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