Case Study

Mubea 社、ハイパフォーマンスコンピューティングにより

テーラーロールドブランクの最適化プロセスを効率化
Mubea社は、世界的な自動車部品サプライヤーでありシャーシや駆動系部品を主な製品としています。
現在サプライヤーとして唯一、テーラーロールドブランク（TRB）技術を有する企業です。“テーラーロール”
とは、圧延ロールの加圧力を制御することで、部分的に厚さの異なるパネルを連続的に冷間圧延す
る工程のことであり、そのパネルを熱間プレス成形することで、部分的にモーメント耐力を向上したボディ
シェル部品の製造が可能となります。TRB部品で構成されたボディシェル構造は、板厚一定の従来構
造と比較して、同一性能を維持した場合、約20%軽量です。
軽量化は今日の自動車産業の重要課題です。 剛性や衝突安全性能などの要件を満たしながら車
両を軽量化することができれば、 燃料消費量を削減し CO2 排出量要件を満たせるだけでなく、 ドラ
イビングフィールの改善や低コスト化にもつながるからです。 Mubea 社は、 TRB 部品の最適設計に
加え、 自社の CAE リソースを活用してフルビークルの軽量化コンサルティングサービスを提供しています。
Mubea 社のエンジニアは、 数ある CAE 製品の中から Altair の HyperWorks を採用し、 設計計算
や最適化で使用しています。 HyperWorks は、 同社の開発プロセスで活用する CAE ツールを豊富
に搭載しており、 それらは特許取得済みの非常に柔軟なライセンスシステムを通じて管理されています。
最先端の軽量化技術であるテイラーロールドブランク（TRB）は、 OEM やサプライヤーの技術の粋を
結集して実現されました。 従来ボディシェル構造の無駄 ( 軽量可能領域 ) を見定め、 TRB 部品を
効果的に配置する検討は、 CAE による最適化なくして語れません。 しかし、 ボディシェル構造検討で
必要となる衝突解析は計算機負荷が大きく、 1 ケースの解析に 12 時間有することもあります。 さらに、
複数の設計コンセプトに関する最適化を実施する場合、 非常に多数の解析が必要になり、 計算時
間が大きな問題となります。 限られた計算リソースで必要な解析が実行できない場合、 ボトルネックと
なり、 イノベーションの機会が失われてしまいます。
複数の設計コンセプトを評価 ・ 選別するために必要なシミュレーションをすべて実行するには、 ハイパ
フォーマンスコンピューティング（HPC）を利用して、 所定の時間内に最適化タスクを完了させなければ
なりません。Mubea 社は、通常、これらのシミュレーションを社内の HyperWorks Unlimited ™
（HWUL）
Physical Appliance クラスターで処理しています。 HyperWorks Unlimited Physical Appliance は、
完全設定済みのハードウェアとソフトウェアを搭載したオンプレミスのプライベートクラウドソリューションであ
り、アプライアンス内ですべての Altair のソフトウェアを無制限に使用できます。クラス最高のアプリケーショ
ンソフトウェアと HPC ワークロード管理ツールを搭載しており、 業界最先端のライセンスおよびビジネスモ
デルにより、 高まり続けるシミュレーションニーズに対応できます。

「クラウドベース CAE が当社にもたらした
最大のメリットは、エンジニアが新しい
プロジェクトや要件変更に以前よりも

はるかに迅速に対応できるようになった
ことです。HWUL Virtual Appliance に

より、軽量化スタディの計算時間を大幅
に短縮できました」

Niklas Klinke,
CAE Engineer at Mubea

「社内の HWUL クラスター上のリソースだけでなく、 ワークロードのピーク時にはクラウドの計算キャパシ
ティを短 期間だけ借りることもあります。 そこで、 HPC チャレンジの機会を利用して HWUL Virtual
Appliance を試験的に使用することにしました」 と、 ドイツの Mubea Tailor Rolled Blanks 社の
CAE Engineer である Niklas Klinke 氏は語ります。

HPC チャレンジの設定
HyperWorks Unlimited Virtual Appliance は、SaaS（Software As A Service）、PaaS（Platform
As A Service）および IaaS（Infrastructure As A Service）を単一の直感的なポータルで提供す
る CAE クラウドソリューションです。 HPC チャレンジでは、 この HWUL Virtual Appliance が、 Amazon
Web Services（AWS）および Intel 社のソリューションと共に提供されました。
HPC チ ャレンジ参加者には、 Intel® Xeon® プ ロセ ッ サーの E5 製品フ ァミリーの 32 コア構 成か ら
128 コア以上の構成まで、 合計６種類のシステム構成が用意されたほか、 Altair の HyperWorks

部品の質量と衝撃効率（エネルギー吸収能力の
レベル）の関係を示した散布図
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Unlimited Virtual Appliance へのアクセスも提供されました。 すべての参加者は、 プロジェクトのエンジニアリングタスクを完了させるために、 Altair の各
種ソリューションを７日間以上無料で使用しました。 Altair の HWUL Virtual Appliance の無料使用権に加えて、 AWS から無料のクレジットが提供され
ました。
「当社にとって、 HPC チャレンジは、 HyperWorks Unlimited Virtual Appliance を試すよい機会でした。 ローカルのリソースと同じ要領で最適化計算を
実行できたので、 非常に大きなメリットがあることがわかりました」 と、 Klinke 氏は述べています。

計算リソース増加の推移

Mubea 社の計算キャパシティが大幅に増強され、 最適化スタディの計算時間が短縮

最適化した TRB コンポーネントの最終形状

Mubea 社と HWUL Virtual Appliance
自動車産業でイノベーションを起こすには、 新しい製造技術だけでなく、 新しい製品設計手法が鍵になります。 ただし、 設計探査という手法を用いて新
しい製品コンセプトを探求するためには、 大規模な計算リソースが欠かせません。 そこで活躍するのが HWUL Virtual Appliance です。 HWUL Virtual
Appliance では、 Altair のすべての CAE ツールおよび計算リソースに、 必要に応じて非常に柔軟にアクセスすることができます。 どのようなプライベートクラウ
ドソリューションにも追加できる HWUL Virtual Appliance があれば、 追加で長期契約を結ぶことなくワークロードのピークに対応できます。
「クラウドベースのサービスならクラウド上で非常に簡単にリソースを増やせるので、 必要に応じて HPC パフォーマンスを増強して短期間のピークに対応できます。
今後は、 それほど利用しない自前のハードとソフトを用意するよりも、 クラウドリソースを借りて大規模なスタディを実行することが一般的になっていくのではな
いでしょうか」 と Klinke 氏は説明します。
パフォーマンスはどうでしょうか？ クラウドベースであっても、 HWUL Physical Appliance などのオンサイトリソースに匹敵するパフォーマンスを発揮できるので
心配ありません。 クラウドベースの CAE ソリューションに関する、 残る大きな懸念の１つは、 データのセキュリティです。 Altair Virtual Appliance では、 SSL、
SSH、 VPN などの機能によってセキュリティを確保し、 業界標準のセキュリティ機能を満たしています。 「とはいえ、 お客様のデータをクラウドにコピーする際は、
事前に必ずお客様から了承を得ています」 と Klinke 氏は言います。
「クラウドベース CAE が当社にもたらした最大のメリットは、 エンジニアが新しいプロジェクトや要件変更に以前よりもはるかに迅速に対応できるようになったこ
とです。 HWUL Virtual Appliance により、 軽量化スタディの計算時間を大幅に短縮できました」 と、 Klinke 氏はソリューションのメリットについて語ります。
「デメリットを強いて挙げるなら、 唯一気になったのは、 結果がクラウドに保存される点です。 自社のデータベースに結果を保存する場合は、 ダウンロードし
なければなりません」。

将来の展望
近い将来、 クラウドベース CAE の使用頻度はますます増えていくことでしょう。 Altair が AWS および Intel 社と共同で提供しているクラウドベース CAE では、
必要なソフトウェアおよびハードウェアリソースのすべてをオンデマンドで利用できることに加え、 無限大の設計探査環境が提供されるため、 どのような懸念
やデメリットをも上回るメリットが得られます。 2016 年 5 月に発表された Bitkom 社の調査では、 調査実施時点で、 ドイツ国内の全企業のうち 54% を
超える企業がプライベートまたはクラウドの計算リソースを使用しているという結果が得られています。 2015 年の調査ではこの数字が 44% だったことを考え
ると、 プライベートまたはクラウドの計算リソースを利用する企業の割合は、 今後数年のうちに急速に高まることが予想されます。 Klinke 氏は最後にこう語
りました。 「当社では、 Altair のクラウドソリューションを活用できる機会はもっとあるはずだと思っています。 お客様の同意が得られれば、 プロジェクトのワー
クロードの一部をぜひともクラウドで処理したいと考えています」。
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