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Mecway入門チュー詞式ア識 

朔じめに 

祭昨糸ュ実詞式仔識朔腰Mecway FEA 寺竺市鹿痔昨使用削あ冴三腰罪昨基本的作士ペ鴫実斯ョン手順昨入門

碕し崎学習埼済傘皿う削構成さ参崎います甑 

有限要素法について 

坤有限要素法墾碕朔腰構造物燦複数昨有限個昨要素θ磁紫斯ュχ削便割し崎数値解析燦行う祭碕埼す甑 

CAE埼広く用い晒参傘有限要素法埼構造解析や流体解析燦行う削朔腰解析対象燦適勉作方法埼磁紫斯ュ便割

し作く崎朔作三ませ珊甑即阪腰解析対象昨形状燦コン侍ュ実祉埼計算埼済傘皿う削単純埼小さ作要素昨集合

燦形成θ示視式ン市χします甑 

近烝腰罪昨示視式ン市削採い崎腰磁紫斯ュ質肢実識や自動生成θ士実詞磁紫斯ュχ機能歳進歩し腰有効作示

視式ン市技術碕作榊崎います歳腰あくま埼有限要素示視識朔コン侍ュ実祉琢昨仮想示視識埼あ三腰罪昨解析

結果朔近似解埼あ三腰磁紫斯ュ昨良否歳計算結果燦滓右す傘祭碕削注意し作砕参柵作三ませ珊甑 

CAE技術者削碕榊崎有限要素法解析昨磁紫斯ュ生成採皿び示視式ン市埼朔腰主削以託昨皿う作点削肴い崎雑

注意し作砕参柵作三ませ珊甑 

 磁紫斯ュ数腰磁紫斯ュ昨粗密便布 

 磁紫斯ュ形状θ品質χ腰磁紫斯ュ昨次数 

 磁紫斯ュ生成機能θCAD使ン祉実児史使旨含殺χ昨使い便砕 

 解析昨目的腰求薩傘解析精燵 

 示視式ン市溷数腰計算時間腰解析期間 
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静解析 

問題 

次昨皿う作問題昨祉使寺腰氏式ュ実斯ョン削従榊崎解析します甑 

 解析祉使寺：Static 3D Analysis 

 解析示視識：片持阪梁θ一端拘束氏式紫詩示視識χ 

 解析碕結果：自重解析昨変形腰応力 

解析示視識θ形状χ昨定義 

 

起動時画面θMecway嗣屍旨寺竺実鹿碕示視識嗣視伺祉質司伺ン詩司χ 
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肢実識滋祉ン昨 θQuick squareχ燦屍式紫屍す傘碕腰Component & Materials託削腰Default 碕し崎腰１

肴昨 elementsθquad4斯史識要素χ歳定義さ参ます甑 

 

示視識嗣視伺祉質司伺ン詩司昨 θSelect facesχ燦屍式紫屍し腰引済伸柵す対象碕し崎腰Defaultサ実児史

使旨燦選択します甑 
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肢実識滋祉ン θExtrudeχ燦屍式紫屍し腰Extrude私使仔竺市燦士実寺ンします甑 

 

 Direction：引済伸柵す方向碕し崎腰+Normal燦選択します甑祭昨示視識昨場合朔腰+Z燦選択し崎雑同

一昨結果削作三ます甑 

 Thickness：引済伸柵す長さ碕し崎腰10θmχ燦指定します甑 

 Number of subdivisions：便割数碕し崎腰10燦指定します甑 

サ実児史使旨歳引済伸柵さ参腰10昨 elementθhex8氏式紫詩要素χ歳生成さ参ます甑 
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皿三高精燵作結果燦求薩傘冴薩削要素祉使寺燦変更します甑肢実識滋祉ン昨 Change element shape燦

屍式紫屍し腰Change Shape私使仔竺市燦士実寺ンします甑 

 

 要素祉使寺碕し崎腰hex8燦 hex20削変換す傘冴薩腰hex20燦選択し腰OK燦屍式紫屍します甑 
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拘束条件昨定義 

拘束条件燦定義す傘冴薩削腰一端昨サ実児史使旨燦選択します甑 

 

選択し冴サ実児史使旨琢埼爾司旨右滋祉ン燦屍式紫屍す傘栽腰あ傘い朔腰Mecway嗣屍旨寺竺実鹿質肢式実

昨 燦屍式紫屍し腰現参傘治紫寺仔紫寺質磁ニュ実栽晒腰Loads＆constraints > New 

fixed support燦選択します甑 
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す傘碕腰fixed support私使仔竺市歳士実寺ンします甑 

 

 拘束条件燦指定す傘サ実児史使旨θ<1 selected faces>χ燦確認し腰OK滋祉ン燦屍式紫屍します甑 

示視識嗣視伺祉質司伺ン詩司削採い崎腰指定し冴サ実児史使旨昨節点昨拘束条件θ赤色濯角形表示χ燦確認

します甑 
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荷重昨定義 

荷重碕し崎腰重力加速燵燦指定す傘冴薩腰Mecway 嗣屍旨寺竺実鹿質肢式実昨 燦屍式

紫屍し腰現参傘治紫寺仔紫寺質磁ニュ実栽晒腰New gravity燦選択します甑 

 

す傘碕腰gravity私使仔竺市歳士実寺ンします甑 

 

 重力加速燵碕し崎腰Y成便削-9.8θm/s2
χ燦指定します甑 
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材料特性昨定義 

材料特性燦定義す傘冴薩腰Mecway 嗣屍旨寺竺実鹿質肢式実栽晒腰 > 

燦屍式紫屍し腰現参傘治紫寺仔紫寺質磁ニュ実栽晒腰Assign new material燦選択し

ます甑 

 

す傘碕腰Material Properties (Material)私使仔竺市歳士実寺ンします甑 

 

 Mechanical祉字燦選択し腰Isotropic滋祉ン燦屍式紫屍します甑 

 Young’s modulus碕し崎腰200θGPaχ燦指定します甑 
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 Density祉字燦選択し腰Density滋祉ン燦屍式紫屍します甑 

 Density碕し崎腰7800θkg/m3
χ燦指定します甑 

解析昨実行と結果 

解析燦実行す傘冴薩削肢実識滋祉ン昨 θSolveχ燦屍式紫屍します甑 

す傘碕腰次昨皿う作 Solver私使仔竺市歳表示さ参腰解析寺竺止旨燦確認す傘祭碕歳埼済ます甑 
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Mecway 嗣屍旨寺竺実鹿質肢式実昨 Solution 託昨 燦屍式紫屍す傘碕腰次昨皿う作児四ン

璽実死旨応力昨便布燦観察す傘祭碕歳埼済ます甑 

 

示視識治旨詞質司伺ン詩司削採い崎腰視児四識詞埼朔腰10便割昨便布値碕罪参削対応す傘始鹿実便布削皿

傘児四ン璽実死旨応力便布歳観察さ参ます甑 

表示応力値昨単位燦変更す傘祭碕歳埼済ます甑GPa燦MPa削変更す傘削朔腰GPa琢燦屍式紫屍し腰現参傘

寺識私司ン質磁ニュ実栽晒MPa燦選択します甑 
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す傘碕腰示視識治旨詞質司伺ン詩司昨便布値歳変更さ参ます甑冴坂し腰始鹿実便布昨表示朔変わ晒作い埼し

鮫う甑 

 

変形斯史実寺燦観察す傘冴薩削腰肢実識滋祉ン昨 θDeformed viewχ燦屍式紫屍します甑 
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さ晒削腰解析精燵燦琢砦傘冴薩削要素便割数燦増やします甑 

要素便割数燦 2倍削す傘削朔腰Mecway嗣屍旨寺竺実鹿質肢式実昨 燦選択し腰肢

実識滋祉ン昨 θRefine x2χ燦屍式紫屍します甑 

 

解析燦実行す傘冴薩削肢実識滋祉ン昨 θSolveχ燦屍式紫屍します甑 
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再燵腰Mecway嗣屍旨寺竺実鹿質肢式実昨 Solution託昨 燦屍式紫屍す傘碕腰次昨皿う作児

四ン璽実死旨応力昨便布燦観察す傘祭碕歳埼済ます甑 

 

解析前昨示視識碕重搾崎表示し冴変形斯史実寺燦観察す傘冴薩削腰肢実識滋祉ン昨 θUndeformed shapeχ

燦屍式紫屍します甑 
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動解析 

問題 

次昨皿う作問題昨祉使寺腰氏式ュ実斯ョン削従榊崎解析します甑 

 解析祉使寺：Modal Vibration 3D 

 解析示視識：円盤θ児式実/児式実質斯史識示視識χ 

 解析碕結果：振動示実詩解析昨固有振動数腰示実詩斯史実寺 

解析示視識θ形状χ昨定義 

解析祉使寺碕し崎腰3D振動示実詩解析燦指定す傘冴薩削腰Mecway嗣屍旨寺竺実鹿質肢式実最琢部昨

燦屍式紫屍し腰Analysis Setting私使仔竺市燦士実寺ンします甑 

 

 General祉字昨Modal Vibration 3D燦選択します甑 

 解析示実詩数碕し崎腰Number of modes削 10燦指定します甑 
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サ実屍識θ円盤昨外周χ燦定義す傘冴薩削腰磁使ン磁ニュ実昨Mesh tools栽晒腰Create > Curve 

generator…燦選択します甑 

 

す傘碕腰次昨皿う作 Curve Generator私使仔竺市歳士実寺ンします甑 
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 託方昨 Predefined curves止屍斯ョン栽晒腰Circle/ellipse燦選択します甑 

す傘碕腰次昨皿う作 Circle/ellipse私使仔竺市歳士実寺ンします甑 

 

 D1碕し崎腰0.5θmχ燦指定します甑 

 D2碕し崎腰0.5θmχ燦指定します甑 

OK滋祉ン燦屍式紫屍し腰Curve Generator私使仔竺市削戻三ます甑 

 

 OK滋祉ン燦屍式紫屍します甑  
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Curve Generator昨設定削従榊崎腰次昨皿う作節点碕結線歳生成さ参ます甑 

 

祭昨 Curve Generator削皿傘サ実屍識生成操作埼朔腰旨祉実詞碕嗣ン詩昨節点歳同一燼標碕作三腰重複し

崎います甑罪祭埼腰罪昨重複節点燦爾実施す傘冴薩削肢実識滋祉ン昨 θMerge nodesχ燦屍式紫屍し腰

Merge Nearby Nodes私使仔竺市燦士実寺ンします甑 

 

 Distance toleranceθ爾実施許容サ使旨χ碕し崎腰0.01θmχ燦設定し腰OK燦屍式紫屍します甑 

爾実施結果碕し崎腰旨至実祉旨バ実昨 Elements及び Nodes情報削採い崎次昨皿う削確認埼済ます甑 
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示視識昨観察視点燦変更す傘冴薩削示視識昨 Z燼標軸燦琢向済削す傘操作燦行います甑罪参削朔腰次昨皿う

削 Tools磁ニュ実栽晒腰Options燦選択します甑 

 

す傘碕腰次昨皿う作 Options私使仔竺市歳士実寺ンします甑 

 

 View orientation止屍斯ョン昨+Z is top滋祉ン燦選択します甑 
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自動磁ッシュ生成 

定義さ参冴サ実屍識削基咲い崎円盤磁紫斯ュ燦生成す傘冴薩削腰自動磁紫斯ュ生成機能燦使用します甑次昨

皿う削磁使ン磁ニュ実栽晒腰Mesh tools > Automesh 2D燦選択します甑 

 

す傘碕腰Meshing Parameters私使仔竺市歳士実寺ンします甑 

 

 視児四識詞燦受砕入参腰OK滋祉ン燦屍式紫屍します甑 
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備考：Max. element sizeθ最大許容磁紫斯ュサ使枝χ及び Size Grading作鷺昨指定削皿三腰生成磁紫斯ュ

昨サ使枝腰磁紫斯ュ数燦変更す傘祭碕歳可能埼す甑最大許容磁紫斯ュサ使枝歳視児四識詞θ0χ昨場合腰罪

参朔自動的削設定さ参ます甑 

Automesh 2DθSurface mesh士寺斯ョン昨選択χ昨実行削皿榊崎腰次昨皿う作要素祉使寺 Tri3θ3角形烋

面要素χ昨磁紫斯ュ示視識歳生成さ参ます甑 
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材料特性昨定義 

材料特性燦定義す傘冴薩腰Mecway 嗣屍旨寺竺実鹿質肢式実栽晒腰 > 

燦屍式紫屍し腰現参傘治紫寺仔紫寺質磁ニュ実栽晒腰Assign new material燦選択

します甑 

 

す傘碕腰Material Properties (Material)私使仔竺市歳士実寺ンします甑 

 

 Geometric祉字燦選択し腰Thickness碕し崎腰0.01θmχ燦指定します甑 
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 Mechanical祉字燦選択し腰Isotropic滋祉ン燦選択します甑 

 Young’s modulus碕し崎腰200θGPaχ燦指定します甑 

 Poisson’s ratio碕し崎腰0.3燦指定します甑 

 

 Density祉字燦選択し腰Density滋祉ン燦選択します甑 

 Density碕し崎腰7800θkg/m3
χ燦指定します甑 
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要素タイプ昨変更 

解析祉使寺Modal Vibration 3D解析埼朔腰Tri3歳サ治実詞さ参崎い作い冴薩腰要素祉使寺燦変更します甑

肢実識滋祉ン昨 Change element shape燦屍式紫屍し腰Change Shape私使仔竺市燦士実寺ンします甑 

 

 要素祉使寺碕し崎腰tri3燦 tri6削変換す傘冴薩腰tri6燦選択し腰OK燦屍式紫屍します甑 

 



25 

解析昨実行と結果 

解析燦実行す傘冴薩削肢実識滋祉ン昨 θSolveχ燦屍式紫屍します甑 

す傘碕腰次昨皿う作 Solver私使仔竺市歳表示さ参腰解析寺竺止旨燦確認す傘祭碕歳埼済ます甑 

 

Mecway 嗣屍旨寺竺実鹿質肢式実昨 Solution 託昨 燦屍式紫屍す傘碕腰次昨皿う作示実詩

７昨変位便布燦観察す傘祭碕歳埼済ます甑 

備考：祭昨解析示視識昨要素祉使寺θShell要素χ朔 6自由燵燦サ治実詞し崎い傘冴薩腰拘束条件昨作い児式

実／児式実解析埼朔腰示実詩 1～6昨剛体示実詩歳計算さ参ます甑 
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示ー詩シェープ表示 

肢実識滋祉ン θDeform viewχ燦屍式紫屍し腰示実詩斯史実寺燦観察します甑 

 

ま冴腰罪参財参昨示実詩斯史実寺燦観察します甑 

  

示実詩 7 210.51 Hz 示実詩 8 210.54 Hz 

  

示実詩 9 355.20 Hz 示実詩 10 492.47 Hz 
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同様削腰肢実識滋祉ン θShow thicknessχ及び θUndeformed shapeχ燦屍式紫屍し腰各示実詩斯

史実寺昨 von Mises stress燦観察します甑 

 

ま冴腰罪参財参昨示実詩斯史実寺昨 von Mises stress燦観察します甑 

示実詩 7 210.51 Hz 示実詩 8 210.54 Hz 

示実詩 9 355.20 Hz 示実詩 10 492.47 Hz 
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