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3 Is there a description of the *.liml format used by LISA ?

Viewing & Selection

4 How do I switch between the pre- & post-processor ?
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10 3D要素の隠線処理 Is there a hidden line mode for 3D elements ?
11 節点特性の情報を見る How can I view information on a node's properties ?

Basic Meshing
12 How do I undo a mistake ?
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19 四角錐やくさびのモデル How do I create models with pyramid elements or wedges ?
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26 How do I create higher order membrane elements ?
Auto-meshing

27 3D自動メッシャー How do I use the 3D automesher ?
28 2D自動メッシャー How do I use the 2D automesher ?
29 How do I convert triangle elements into quadrilaterals ?

Pressure Vessels & Shell Modeling
30 How do I create standard pressure vessel components ?
31 3D 円筒、球 shell How do I develop a 2D mesh into a 3D cylindrical or spherical shell ?
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1.F.A.Q - Can CAD models be imported ?(CADモデルのインポート)

IGES and STEP

多くの CADは、ジオメトリを、IGES（*.IGS）"または" STEPファイルフォーマットでエクスポートすることができ

ます。LISAは、これらのファイルから四面体メッシュを生成することができます。

Many CAD packages can export geometry in the IGES(.igs) or STEP file formats. LISA can generate a tetrahedral

mesh from these files.

[ファイル] → [開く]を使用してファイルを開きます。メッシングオプションを持つダイアログが表示されま

すが多くの場合初期値の変更は必要なく、’Mesh’を押すとモデルを最後までメッシングします。"Close"を

押して受け入れるか,オプションを調整して、再度メッシュします。

Open the file using File->Open. A dialog will appear with meshing options but often these won't have to be

changed initially, just press 'mesh' and it will show the meshed model when it's finished. Press 'close' to accept it or

adjust the options and mesh again.

Meshing options

最大要素長：ファインメッシュを強制する場合は許容最大長を入力します。ソフトに自動判断させるために

は空白にします。

カーブの最小要素数：曲線を正確に離散化するために大きい数字を入力します。

エッジの最小要素数：エッジに沿って小さい要素を作成するにはここに大きい数字を入力します

Max. element size: To force a fine mesh, enter the largest allowable element edge length. Leave blank to let the

software decide automatically.

Min. number of elements per curve: For a more accurate discretization of curves enter a larger number.

Min. number of elements per edge: Enter a larger number here to create smaller elements along edges.

サイズ成長率：隣接要素のサイズの最大比率を制御します。最大設定（aggressive）では要素が隣接の 2

倍になることができます。最小設定（gradual）では 1.1以下に強要されます。Low設定はモデル周辺に小

さな要素を発生させる元になります。High設定は大きな変化のない領域は、ソルバーの効率を向上させる

ことができる粗いメッシュを持つことになります。

Size grading: Controls the maximum ratio of each element's size to its immediate neighbors. At the maximum

setting (aggressive) it allows elements to be up to twice the size of their neighbors. The minimum setting (gradual)

forces the ratio to be less than 1.1:1. A low setting causes the small elements around details to be spread over more

of the model. At a high setting, large featureless regions will have a coarser mesh, which can improve solver

efficiency.

ポイントの局所細分化：指定した座標に最大要素長を制限します。細分化効果は、サイズの成長率に応

じポイントを中心に分布します。

Local refinement at a point: Limits the maximum element size at the specified coordinates. The refining

effect will spread out around the point according to the size grading.

局所細分化の欄：直交する直方体内のモデルの一部を精細化します。領域の境界が2つの対角の座標に

よって定義されます。良い品質のモデルに応じて自動メッシュは成功します。詳しくは、切断されたり、重複

している領域と、目には見えないかもしれない他の障害は、過度に細かいメッシュや、パフォーマンスの低

下や失敗の原因となります。

お使いのモデルが正常にメッシュできない場合は、LISAのメッシャーと同じコードに基づいていますが、より
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多くのオプション、ツール、および視覚化機能を持っている無料のアプリケーション"NetGenをダウンロード

することができます。これは"http://sourceforge.net/projects/netgen-mesher/から入手可能です。

LISAで開ける'＊.vol'フォーマットで保存してください。NETGENは LISA と提携していませんし、それにつ

いてのテクニカルサポートは提供されませんのでご了承ください。

Local refinement in a box: Refines part of the model within an orthogonal cuboid. The boundary of the

region is defined by the coordinates of two diagonally opposite corners.

Successful automeshing depends on a good quality model. Fine details, disconnected or overlapping

regions and other faults which may not be visible to the eye can cause excessively fine meshes, slow

performance or failure. If your model can't be successfully meshed you can download the free

application Netgen which is based on the same code as LISA's mesher but has more options, tools and

visualization. This is available from http://sourceforge.net/projects/netgen-mesher/. Save the output

to the .vol file format which can be opened in LISA. Please note that Netgen is not affiliated with LISA

and we do not provide technical support for it.

AutoCAD

LISAで開くことができるメッシュファイルを生成する為、AutoLISPのファイルがAutoCADで使えます。説明

書と AutoLISP ファイルは、LISAのWebサイトからダウンロードできます。

Autolisp files are available for use with AutoCAD, in order to generate a mesh file which can be opened

in LISA. The instructions and the autolisp files can be downloaded from the LISA website.

STL

LISAは広く、ほとんどの CADソフトウェアでサポートされている STL ファイルを開いたり保存することができ

ます。これらは単純に三角形メッシュです。しかし、3D自動メッシュツールはオープンした STL ファイルから

ボリュームメッシュを作成し、あるいはその表面要素の形状を改善するために使用することができます。

LISA can open and save STL files which are widely supported by most CAD software. These are simply

triangle meshes. However the Automesh 3D tool can be used to create a volume mesh from an opened

STL file, or improve the shapes of its surface elements.

COSMOS

一部のCADソフトウェアは、メッシュジェネレータを持っており、あなたのソフトウェアがCOSMOSのメッシュ

ファイル形式でファイルを書き込むことができる場合、それらは、LISAにインポートすることができます。

Some CAD software has a mesh generator, if your software is able to write files in the COSMOS mesh

file format, these can imported into LISA.
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以下はCOSMOSから LISAへの制限です：The following are the COSMOS to LISA limitations:

複数 loadstepの COSMOSのファイルは、LISAに変換することはできません。

表面や線への負荷が正しく変換できません。

以下の要素だけが COSMOSから LISAへ変換できます。：

6節点三角形、8節点四辺形、4 と 10節点四面体、8および 20節点六面体、6節点くさびと 5節点ピラミ

ッド。サンプル COSMOSのファイルは、通常、C：¥プログラムファイル¥ LISA_FET¥ LISA¥サンプル¥

COSMOSに LISAのプログラムと一緒にインストールされます。

No COSMOS file with more than one loadstep can be converted to LISA

Surface or line loads cannot be converted correctly

Only the following elements can be converted from COSMOS to LISA: 6 node triangles, 8 node

quadrilaterals, 4 and 10 node tetrahedrons, 8 and 20 node hexahedrons, 6 node wedges and 5 node

pyramids.

Sample COSMOS files are installed with the LISA program usually in C:¥Program

Files¥LISA_FET¥LISA¥Samples¥COSMOS .©2012 LISA-Finite Element Technologies
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5.F.A.Q - How do I pan, zoom & rotate ?(パン・ズーム・回転)
マウス操作：Using the mouse :

移動：右ボタン Pan: Hold down the right button

回転：ホイール押しこみ Rotate: Hold down the wheel

ズーム：ホイール回転 Zoom: Roll the wheel

ツールボタン操作: Using the tool-buttons :

このツールボタンもマウスによる回転として使えます。 'Mouse'メニュー→パンを選び左ボタンでアイテムを回転

させます。

The following tool-button can also be used to enter into the rotate by mouse mode.

Select the Mouse->Pan menu item to pan with the left button.

このツールボタンはズームインです。

The following tool-button is used for zooming-in.

このツールボタンはズームアウトです

The following tool-button is used for zooming-out.

節点選択モードに戻るには空エリアでマウスを右クリックするかこのボタンを使います。

To return to the node selection mode, right click the mouse or use the following tool-button.

ズームインの後に全体を見るにはこのボタンを使います。

To view the entire model after zooming-in, use the following tool-button.

キーボード操作：Using the keyboard :

･Page Up : ズームイン zoom-in

Page Down : ズームアウト zoom-out

Cursor left: 水平に移動 pan horizontal

Cursor right: 水平に移動 pan horizontal

Cursor up: 垂直に移動 pan vertical

Cursor down: 垂直に移動 pan vertical

F2: X軸周りの自動回転 rotate around X axis

F3: X軸周りの自動逆回転 rotate around X axis

F4: Y軸周りの自動回転 rotate around Y axis

F5: Y軸周りの自動逆回転 rotate around Y axis

F6: Z軸周りの自動回転 rotate around Z axis

F7: Z軸周りの自動逆回転 rotate around Z axis

F8: すべての回転を ISO(等角)にリセットし、スクリーンにフィット all rotations to 0 and fit to screen
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6.F.A.Q - How do I select nodes ?(節点選択)
マウスモードが'select nodes'又は'select nodes in circle'にある時、節点はマウスで選択できます。

Nodes can be selected by mouse when in the 'select nodes' or 'select nodes in circle' mode.

選択するために節点を左クリックします。新しい節点がクリックされたとき、または空のスペースがクリックさ

れた場合、ノードは非選択となります。一度に多くのノードを追加するには、空のスペースでマウスを左クリ

ックしますが、押したままゴムを延ばす様に矩形状に伸ばすと通過した節点が選択されます。ボタンを離し

矩形内部の節点は選択されます。円形の機能については'Mouse'メニューの'Select Nodes in Circle'を使う

方が便利かも知れません。

Left click a node to select it. If new node is clicked or the empty space clicked, the node becomes un-selected. To

add many nodes at one time, left click the mouse in an empty space, but keep the button pressed, then stretch a

rectangular rubber-band over the nodes to be selected. Release the button and the nodes inside the rectangular

rubber-band will now be selected. For circular features it may be more convenient to use the Mouse->Select Nodes

in Circle.

現在の選択済みの節点セットに節点を追加するには、新しい点を選択している期間 Ctrlキーを押し続けま

す。節点のセットから解除するには節点を解除する間 Ctrlキー使います。

節点を消去するには選択して'Delete' keyを使います。もしその節点が複数の要素で使われていたらそれ

らは消去されます。

To add more nodes to the currently selected set of nodes, keep the Ctrl key pressed while selecting the new nodes.

To de-select a node from a set of nodes use the Ctrl key while de-selecting the node.

To delete a node, select it and press the 'Delete' key. If there are any elements using that node, they will be

deleted.

パン、回転、ズームは選択された節点間では意識せず働き、モデルはズーム、回転、パンされ、既に選択

された節点は消去されません。パン/回転/ズームから抜けるにはマウスを右クリックし 'Mouse'メニュー→

Select Nodes モードに戻ります。節点は’Nodes'メニュー→Select Nodes を使うことで節点番号で再び選択できるようになり

ます。

The pan, rotate & zoom function transparently, which means in-between selecting nodes, the model can be zoomed,

rotated or pan and the already selected nodes will not become deselected. To exit a pan/rotate/zoom mode, right

click the mouse and it returns to the Mouse->Select Nodes mode.

Nodes may also be selected by node number using the Nodes->Select Nodes.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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7.F.A.Q - How do I select elements ?(要素選択)

要素の操作を実行する前に、選択する要素を定義するすべての節点を選択します。これらは自動的に要

素番号を要求するダイアログボックスに表示されます。

Before performing an element operation, select all the nodes that define the elements to be selected. These will

automatically be listed in the dialog box asking for element numbers.

望ましくない要素が選択に含まれている場合があります。例えばメッシュ内の一つの要素が省略されるべ

き場合、その近傍全てを選択する事は必然的に望まない要素も選択されます。これは、順番にいくつかの

小さな選択上の操作を実行することで回避できます。

There are cases where undesired elements are included in the selection. For example if a single element within a

mesh is to be ommitted, selecting all its neighbors will necessarily select the nodes of the undesired element. This

can be avoided by performing the operation on several smaller selections in turn.

要素を削除する簡単な方法は、要素に属する節点を選択し、'delete'キーを押すことです。

'Mouse'メニュー→'Delete Element'による要素の操作では要素選択は要求された要素の中心の灰色ドット

をクリックすることで実行されます。中心ドットはそれらを必要とする要素操作が選択されると表示されます。

(例えば'Mouse'メニュー→'Delete Element'を選択)

A quick way to delete elements, is to select the nodes belonging to the elements and pressing the 'delete' key.

For element operations on the mouse menu, element selection is performed by clicking the grey center dot of the

required element. Center dots will appear when an element operation requiring them is selected.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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8.F.A.Q - What are the available quick-views ?(クイックビュー)

次のボタンはモデルの 3D表示を表示します The following tool-button shows a 3D view of the model.

次のボタンは XY平面上のモデルの 2D表示を表示します。The following tool-button shows a 2D view of the

model, the XY plane.

3軸は X,YZ軸にそって 2D表示を表示するために提供されます。軸の+ ve方向に沿って表示の場合は、

矢印の頭を左クリックします。軸の-veの方向に沿って表示の場合は、矢印の頭を右クリックします。

A triad is provided to display 2D views along the X, Y & Z axes. For a view along the +ve direction of an axis, left

click the arrow head. For a view along the -ve direction of an axis, right click the arrow head.

3D表示に戻るためには次のドットをクリックします。To return to a 3D view click the dot as shown below -

これらの表示を使った後に普通は"View→Fit to Window"が要求されます。After using these views the

"View->Fit to Window" is usually required.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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9.F.A.Q - How can I hide some sections of the model ?(一部分を隠す)
モデルの一部を非表示にする簡単な方法は、切断面のスクロールバーを使用しています。単にフォアグ

ラウンド以上の要素を非表示にするには右にドラッグします。

要素は、そのような不可視/可視、移動/等を回転などの操作のための単一のコンポーネントとして扱うこ

とができるようにまとめることができます。すなわち、それらは、より複雑な形状のより良い管理を可能にし

ます。

テンプレートから要素グループを作成します。

A quick way to hide part of a model is using the cutting plane scroll bar. Simply drag it to the right to hide more of

the foreground elements.

Elements can be grouped together so that they can be treated as single components for operations such as

visible/invisible, move/rotate etc. i.e, they allow better management of more complex geometries.

Creating element groups from a template

初期ダイアログウィンドウの後に、すべてのメッシュテンプレート（

）は、部品としてそれを定義するための別のダイアログ

を表示します。

All the mesh templates ( ) after the initial dialog window,

display another dialog for specifying it as a component

ここでは、部品に意味のある名前を付け、選択した描画色を選択することができます。

グループに属している要素のリストを変更することができるとはいえ、LISAのテンプレートによって入力さ

れた要素のデフォルトのリストを受け入れる方が良いでしょう。

テンプレート手順の結果として形成される要素グループが欲しくない場合は、[キャンセル]ボタンをクリッ

クし、このフォームを閉じます。

Here you can give the component a meaningful name and select a rendering color of your choice. Although you

can change the list of elements that belong to the group, it's probably better to accept the default list of elements

entered by the LISA template.

If you don't want an element group to be formed as a result of the template procedure, then close this form

clicking the cancel button.

既存のジオメトリからエレメントグループの作成 Creating element groups from existing geometry
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グループ要素 1から 8に対して、ツールメニューの "作成要素グループ"を使用します。

To group elements 1 to 8 use the 'create element group' in the tools menu.

表示されたダイアログで次の詳細を入力します。

On the displayed dialog enter the following details

要素 9～12に対して同様な第 2の要素グループが作られます。これらはツリービューで見えます。

Similarly a second element group is created for elements 9 to 12. The tree-view will look as follows
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表示 Render

メッシュを表示する為、最初は"View->Options"を呼び出して表示されたダイアログで"shaded element

faces" のチェックボックスを選択するか、ビューを隠すためにツールボタンを使います。

To render the mesh, first call View->Options and then on the dialog displayed select the check box for "shaded

element faces" or use the tool-button for hidden view.

モデルは、要素グループに関連付けられている色に合わせてレンダリングされます。

The model will be rendered according to the color associated with the element group.

要素の表示/非表示 Hiding or displaying elements

エレメントグループ上で右クリックして表示/非表示を選択します。Right click the element group and select

'hide' or 'display'.
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要素グループの削除 Deleting an element group

グループ削除は要素を削除せず、グループ名だけを削除し、グループに属する要素は'default'のグルー

プに追加されます。コンポーネントグループを削除するには、コンポーネント名を右クリックして[グループの

削除]を選択します。

Removing a group does not delete elements, it only deletes a group name, elements belonging to the group will be

added to the 'default' group. To delete a component group right click on the component name and select remove

group.

要素の追跡 Element Tracking

部品は 1つの部品を別の部品の中へドラックして結合することができ、後の部品は両方の部品から構築

されます。

グループに属する要素が細分化されている場合、新しい要素は、自動的にそのグループに追加されます。

グループ内の要素を追加または削除するには、グループ名を右クリックし、"追加要素"または "削除する

要素のどちらかを選択し、要素番号のリストは、使用できる構文「から..に..で.. 」または「＃ - ＃」で入力

します。

Components can be combined by dragging one component into another component, so that the latter component

is now made up of both components.

When an element belonging to a group is refined, the new elements are automatically added to that group.

To add or remove elements in a group right click the group name and select either 'add elements' or 'remove

elements' and then enter a list of element numbers, the "from..to..by.." or #-# syntax can be used.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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10.F.A.Q - Is there a hidden line mode for 3D elements ?
(3Dモデルの隠線)

3D メッシュは、要素と非常に密集することができま

す。

3D meshes can be very dense with elements.

内側の要素を非表示にするには、隠線ツールボタン

を使用します。

To hide the inside elements, use the hidden line tool-button.

内部を再表示するにはツールバーのボタンを使いま

す。

[View→Options]ダイアログボックスの[shaded

element faces]オプションは、同じ働きをします。

The 'shaded element faces' option in the View->Options

dialog accomplishes the same.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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11.F.A.Q - How can I view information on a node's properties ?
(節点特性の情報)

節点を選択し、Nodes menuの'properties'を選択します。Select a node and then from the nodes menu select

'properties'. .

ダイアログには、選択したノード番号、その座標に関連付けられているすべての境界条件が表示されま

す A dialog will display the selected node number, it's co-ordinates all the boundary conditions associated with it
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複数のノードが選択されている場合、それらの節点番号だけが、共通の座標値とともに表示されます。こ

のダイアログは、例えば同一平面にするため全ての Z座標を設定する等、選択したすべてのノードに同じ

座標値を適用するために使えます(座標欄に新しい位置を入力すれば良い)。節点に関連付けられている特性の

値を変更するには、リストボックスからプロパティを選択し、[編集]をクリックします。

モデル内のすべての節点の座標を表示するには、'Nodes'メニューの'リスト info'コマンドを使用します。

If more than one node is selected, then only their node numbers will be listed along with any common co-ordinate

value. This dialog can be used to apply the same co-ordinate value to all the selected nodes, for example, to set all

all the Z co-ordinates to make them co-planar. To change the value of any of the properties associated with the

node, select the property from the list box and click 'edit'.

To view the co-ordinates of all the nodes in the model use the 'list info' command in the nodes menu.

任意の節点の値を変更するには、節点番号を選択し、"edit"ボタンをクリックします。

To change a value of any node, select the node number and click the 'edit' button.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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13.F.A.Q - How do I specify a long list of element or node numbers ?
(要素や節点番号の長いリスト)

番号のカンマ区切りのリストは幾つかの要素に機能し、節点や要素数の多い数のためには 2つのフォーマットを使え、最初

の 1つは簡単に最初と最後の数字の間に"ｰ"(ダッシュ)を使い、もしくは 'from...to..by...'の書式を使います。例えば、ここに

100個の節点番号があるとすれば最初のフォーマットは"1-100"、2番めのフォーマットは"from 1 to 100 by 1"のように表さ

れます。

A comma seperated list of numbers works for few numbers, for a large number of node or element number two

formats can be used, the first one is using a simple dash (-) between the first and last number or the

'from...to..by...' syntax used.

For example if there are a 100 node numbers, then the first format would appear as : 1-100

and the second format as: from 1 to 100 by 1

.

2番目のフォーマットは例えば「from 1 to 100 by 2」のように'by'ですべての 2番めの節点を指定し数値を

ステップ実行することができます。

The second format can step through numbers because of the 'by', for example to specify every second node it would

be: from 1 to 100 by 2

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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15.F.A.Q - How do I create an extruded solid ?(押出でソリッドを作る)
最初に XY,YZ,ZX平面のいずれかに 2次元メッシュを作ります。LISAは XY平面の要素の節点順序を自動修

正機能を持っているので、XY平面上でメッシュを作り、YZ,または ZX平面に回転させることをお薦めします。

First create a two dimensional mesh in either the XY, YZ, or ZX plane. It's advisable to create the mesh in the XY plane

and then rotating it into the YZ or ZX plane, the reason being LISA has a topology corrector that will auto-correct

errors in nodal order used to form element in the XY plane.

もし、不正な幾何形状があればモデルは解けません。四

辺形要素は六面体要素を生成し、三角形要素は、くさび

(プリズム要素)を生成します。

If incorrect topology is present the model will not solve.

Quadrilateral elements generate hexahedron elements and

triangular elements generate wedges.

次に、elements メニューから'extrude'を選びます。Next

from the elements menu select 'extrude'.

このサンプルでは 16の要素があるので要素番号のリス

トには 1-16のように入力し、'thickness'は押出し長さで

す。モデルは XY平面にあるので、押出しには Z方向が

選ばれています。

In this example there are 16 elements so the list of

element numbers is entered as 1-16, the 'thickness'

is the length of the extrusion. As the model is in the

XY plane, the +Z direction for the extrusion has been

selected.
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'OK'をクリックすると、押出しソリッドが生成されます。On

clicking 'Ok', the extrude solid is generated.

©2012 LISA-Finite Element Technologies

16.F.A.Q - Can extrusions be done from existing elements ?
(既存の要素からの押し出し)

3D要素は、既存の 3D ソリッドまたはシェル要素からだ

けでなく、2Dのメンブレンと板要素から押し出すことがで

きます。以下の 3Dモデルを考えましょう。

3D elements may be extruded from existing 3D solid or shell

elements as well as from 2D membrane & plate elements.

Consider the 3D model below.

1つの面から押し出しを作成するため、図のように節点

を選択します。

To create an extrusion from one of the faces, select the

nodes as shown.
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次に、elements メニューから'extrude'を選択します。

Next from the elements menu select 'extrude'.

表示されたダイアログで、選択された面を使うためにデ

フォルト面を解除します。全体座標系の+ Z方向に沿っ

て押し出したいので方向として+Zオプションを選びます。

押し出しの様子を厚みの欄と細分割数で入力します。

On the displayed dialog, leave the default selection to 'use

selected faces'. For direction, select the +Z option, as we

want to extrude it along the +Z direction of the global

co-ordinate system. Enter the extent of the extrusion in the

thickness text-box and the number of sub-divisions.

OKをクリックすると、押し出しソリッドが生成されます。On

clicking 'Ok', the extrude solid is generated.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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17.F.A.Q - How do I create a revolved solid ?

最初に XY,YZ,ZX平面のいずれかに 2次元メッシュを作ります。LISAは XY平面の要素の節点順序を自動修

正機能を持っているので、XY平面上でメッシュを作り、YZ,または ZX平面に回転させることをお薦めします。

もし、不正な幾何形状があればモデルは解けません。

First create a two dimensional mesh in either the XY, YZ, or ZX plane. It's advisable to create the mesh in the XY plane

and then rotating it into the YZ or ZX plane, the reason being LISA has a topology corrector that will auto-correct

errors in nodal order used to form element in the XY plane. If incorrect topology is present,the model will not solve.

四角形要素は 6面体を作り、三角形要素はくさび(プリ

ズム)要素を作ります。もし、4角形要素が回転軸に沿っ

ていたら崩壊 6面体要素が作成され、モデルは解けま

せん。問題を解決するために以下の例で説明する修復

ツールが提供されます。

Quadrilateral elements generate hexahedron elements and

triangular elements generate wedges. If quadrilateral

elements touch the axis of revolution, collapsed hexahedron

elements will be generated and the model will not solve. To

solve the problem, a repair tool has been provided which will

be explained in the following example.

'Elements'メニューから revolve'を選びます。

From the elements menu select 'revolve'.

この例では 16の要素があるので要素数には 1-16のよ

うに入力します。モデルが XY平面にあるので、+X、+Y

軸が回転軸として使えます。

In this example there are 16 elements so the list of element

numbers is entered as 1-16. As the model is in the XY plane,

the +X or +Y axis can be used for the axis of revolution.
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OKをクリックすると、回転ソリッドが生成されます。

On clicking 'Ok', the solid of revolution is generated.

(この例では 360度 28分割です)

中心からのサイドビューでは 6面体要素が崩れ、くさび

に見えるのがはっきりと見えます。

A side view of the center clearly shows that the hexahedron

elements are collapsed and appear as wedges.

モデルを修復するための最初のステップは、'Nodes'メニ

ューの'merge nearby nodes'を使って重複節点を除去

することです。

このステップは実行しないと次のステップが機能しない

のでとても重要です。ダイアログ内の任意の小さな値を

入力し、"OK"をクリックします。

The first step in repairing the model is to eliminate duplicate

nodes using the 'merge nearby nodes' command in the nodes

menu. This step is very critical if it is not done, the next step

won't work.Enter an arbitrary small value in the dialog and

click 'Ok'.

第 2ステップは'Elements'メニューの'correct collapsed

elements'コマンドを使います。

The second step is to use the 'correct collapsed elements'

command in the elements menu.
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修復された要素のリストが表示されます。

A message will appear listing the corrected elements.

さらに崩れた六面体が実際にくさびに変換されたこと

を確認するには、要素をメニューの "リスト情報"を使

用します。

To further check that the collapsed hexahedrons have

indeed been converted to wedges, use the 'list info' in the

elements menu.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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18.F.A.Q - How do I create a lofted solid ?(傾斜ソリッドの作成)

ロフトツールは、サイズの異なる 2D平面メッシュの 2つの同等パターン間の体積を埋めるために使用されま

す。

The loft tool is used to fill the volume between two similarly patterned 2D planar meshes differing in size.

ロフトツールは1つのパターンからなる、2つの別々に

保存された＊.liml ファイルを操作します。

ここ(LISA)で表示されている 2つのメッシュパターンで

は動作せず、これは例題表示だけで、ロフトの手順の

一部ではありません。

(2つのファイルであることが必要)

The loft tool operates on two seperately saved ＊.liml

files, each file containing one pattern, it does not operate

on the two mesh patterns while displayed within LISA, the

below depiction is for illustration purposes only and not

part of the lofting procedure.

パターンは XY平面に並行で、Z軸方向に離れていな

ければなりません。今、'Top.liml'の全節点が Z>0で

なければならないのなら'Bottom.liml'は Z=0でなけ

ればなりません。'Bottom.liml'のすべての節点は Z

軸で"0"であり、パターンが同等であるとみなすために

は、それらは等しい節点と要素を持っている必要があ

ります。

'Tool'メニューから loft toolを呼び出します。

The patterns must be parallel to the XY plane and

separated by a distance along the Z-axis.That is, all the

nodes of bottom.liml must have a Z-coordinate of 0 while

those of top.liml must have a Z-coordinate greater than

zero 0. For the patterns to be considered similar they

must have equal nodes and elements.Call the loft tool

from the tools menu.

2つのファイルがロードされ、'OK'をクリックします。

Load the two files and click 'Ok'.
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傾斜ソリッドの細分割数を聞くダイアログが表示され

ます。

A dialog will appear asking for the number of sub-divisions

for the lofted solid.

OKをクリックした後、傾いたメッシュが生成されます。

After clicking "Ok", the lofted mesh will be generated.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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19.F.A.Q - How do I create models with pyramid elements or wedges ?
(四角錐やくさびのモデル)

6面体要素で 3Dモデルを作ります。

Create a 3D model of hexahedron elements.

‘elements menu'→’change shape'コマンドを使います

Use the command in the elements menu.

8節点 6面体から 5節点 4角錐に変更を選択します。

(pyrはピラミッド、4角錐のことです)

Select change from hex8 to pyr5

OKをクリックすると、四角錐要素のモデルが作られます。

Click 'Ok' and the new model of pyramid elements is created.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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20.F.A.Q - How can I resize a mesh ?(メッシュの寸法変更)

メッシュの寸法は倍率で拡大縮小することができます。これは異なる単位のシステムのモデルの寸法長を

変換するのに便利です。

The dimensions of a mesh can be scaled by a multiplying factor. This is useful, for converting the length dimensions

of the model different systems of units.

インチからミリへモデルを変換する例 For example to convert a model from inch to mm

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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22.F.A.Q - How do I locally refine a mesh ?(メッシュの局所的な精細化)

以下のメッシュ精細化は四角形要素のみです。

The following mesh refinement description is for quadrilateral elements only.

局所精細化するメッシュを選択します。Select the nodes about which the mesh is required to be locally refined.

elements メニューから'quadrilateral refinement'を選び、2つのオプションの可能なオプションのいずれ

かを選びます。From the elements menu select 'quadrilateral refinement', choose either of the two available

options
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メッシュ操作で作られた重複節点を消すため、メッシング操作の後に、 'Nodes'→'Merge Nearby Nodes'を

使ってください。After the meshing operation use the 'Nodes->Merge Nearby Nodes', to delete duplicate nodes

created by the meshing operation.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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23.F.A.Q - How do I refine the entire model ?(モデルの精細化)

LISAのエレメントライブラリのすべての要素は quad12を除い

て、次のようにして精細化することができます。

All the elements in the LISA element libarary can refined in the

following manner, except for quad12.

'Elemets'メニューの'Refine'コマンドを呼び出します。

Call the 'refine' command in the elements menu.

表示されたダイアログには値が入力されていません。

'Ok'をクリックすると、一様に精細化されたメッシュが得られま

す。(要素番号を入力するとその要素だけが精細化される)

No value was entered in the displayed dialog. On clicking 'Ok', a

uniformly refined mesh was obtained.

この方法は重複節点を作らず、結合しないのでモデルの急速精細化にはお薦めします。

This method is recommended for quickly refining a model because it doesn't create and merge any duplicate nodes. It

also retains face properties.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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24.F.A.Q - How are the element templates used ?
（要素テンプレートの使い方）

テンプレートのパターンは 4節点四角形、あるい

は 8節点 6面体要素だけで使えます。

The template patterns can only be used for 4 node

quadrilateral and 8 node hexahedron elements.

'Elements'メニューから 4角形要素のテンプレートを選びま

す。

From the elements menu, select the template for

quadrilateral elements.

表示されたダイアログでパターンを適用する要素番号を入

力してください。(パターンはラジオボックスで選択)

On the displayed dialog, enter the element numbers

to which the pattern should be applied.
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OKをクリックすると、パターンが生成されます。キ

ャンセルボタンをクリックするとダイアログを終了し

ます。

On clicking 'Ok' the pattern is generated. Click the

'cancel' button to exit the dialog.

マウスはテンプレートパターンを適用するのに使

えます。

The mouse can be used to apply the template

patterns. For elements to be selectable by mouse, in

the View->Options dialog, select the check-box next

to 'element center dots'.

'Mouse'メニューから'3D template'を選びま

す。(要素中心ドットが表示される)

From the mouse menu select '3D template'

マウスの右クリックでテンプレートパターンを選択するためのダイアログを起動します。

Right-click the mouse to bring up the dialog for choosing the template pattern.
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パターンを選択した後、キャンセルをクリックしダイ

アログを消します。そして要素中心横のドットを選

択します。

After selecting the pattern, click the 'cancel' button to

dismiss the dialog, then select the dot at the center of

the element.

要素は選択したパターンに従って分割されます。

The element will now be split according to the

selected pattern.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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25.F.A.Q - How do I sub-divide elements ?(要素の細分化)

細分割コマンドは 4角形(4,8, & 12 node)と、6面体(8 & 20 node)要素だけで使えます。ここでは 2節点の

線要素を細分割コマンドで分割します。

The sub-divide command can only be used for quadrilateral (4,8, & 12 node) and hexahedron elements (8 & 20

node). There is a seperate sub-divide command for 2 node line elements.

Elements メニューから'refine custom'を選択します。（refine：精細化）

From the elements menu select 'refine custom'.

細分化される要素のリストを入力し、細分割の種類を選択します。

Enter the list of elements to be sub-divided and choose the type of sub-division.
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細分割コマンドはマウスでも動作します。マウスで選択できるようにするため、"マウスメニュー"から

"Subdevide Elements"をチェックします。要素中心の隣にドットが表示されます。

The sub-divide command also works with the mouse. For elements to be selectable by mouse, in the View->Options

dialog, select the check-box next to 'element center dots'.

細分割数を入力するダイアログのため、マウスを右クリック
．．．．．．．．．

します。

Right-click the mouse for the dialog in which the sub-division numbers are to be entered.
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ダイアログを終わるため、'OK'をクリックし、要素

中心の横のドットを選択(左クリック)します。

Clicking 'Ok' to exit the dialog, then select the dot at the center of the element.

細分割メッシュが生成されます。(クリックしないと細分割されません)

The sub-divided mesh is now created.

注)マウスメニューからの細分割は重み付け分割はできません。等分割だけです。この分割値は記憶され、次回からはクリッ

クだけで適用されます。設定なしで単に左のクリックを行うと 'Elements'メニューの'Refine'が実行されます。(2×2×2分割)

分割コマンドは 2節点線要素(トラスとフレーム)の細分割に使われます。

A seperate command is used to sub-divide 2 node line elements (frame & truss) .

使い方は上記と同じです。

（From the mouse menu, select 'subdivide line'.）
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要素のドットを選択すると細分割されます。After selecting the element 'dot', it is sub-divided.

メッシュ操作で作られた重複節点を消すため、メッシング操作の後に、 'Nodes'→'Merge Nearby Nodes'を

使ってください。After the meshing operation use the 'Nodes->Merge Nearby Nodes', to delete duplicate nodes

created by the meshing operation.©2012 LISA-Finite Element Technologies
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27.F.A.Q - How do I use the 3D automesher ?(3D自動メッシュ)

3D自動メッシュツールは既存のボリュームメッシュ(tet, pyr, wedge, hex elements)を再メッシュします。

また、シェル要素で囲まれた閉領域を塗りつぶすことができます。tri3または tri6要素または主に quad4、

quad8要素、のいずれかで四面体ボリュームメッシュまたはサーフェスメッシュを生成することができます。

局所精細化は点や直交 Box領域内部に適用できます。

The Automesh 3D tool can remesh an existing volume mesh (tet, pyr, wedge, hex elements). It can also fill closed

regions bounded by shell elements. It can produce either a tetrahedral volume mesh or a surface mesh with tri3 or

tri6 elements or predominantly quad4 or quad8 elements. Local refinement can be applied at a point and in an

orthogonal box shaped region.

自動メッシャーはエッジやスムース表面を見つけ、結果として生じたメッシュはスタート時より粗く作られま

す。

3D自動メッシュは'Elements'メニューにあります。それを開く前に、節点は、メッシュへの領域を定義するた

めに選択することができます。何も選択されていない場合、それはモデル全体に初期設定されます。

注)：3D自動メッシュツールは要素グループ、材料、節点特性、表面加重を保持しません。

The mesher automatically detects edges and smooth faces, so the resulting mesh can be made coarser than the

starting one.

The Automesh 3D tool is in the 'Elements' menu. Before opening it, nodes can be selected to define the region to

mesh. If nothing is selected then it will default to the entire model.

Caution: The Automesh 3D tool does not preserve element groups, materials, node properties or face loads.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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28.F.A.Q - How do I use the 2D automesher ?(2D自動メッシャー)

2D自動メッシュは既存の粗い 2Dメッシュ(XY平面上の tri3, tri6, quad4, quad8, quad9要素)を再メッシュします。

また、LINE2要素で囲まれた領域を満たすことができます。局所細分化が適用され、結果として得られたメッ

シュは tri3または tri6要素、または主として quad4または quad8要素で構成することができます。

The Automesh 2D tool can remesh an existing 2D coarse mesh (tri3, tri6, quad4, quad8, quad9 elements in the XY

plane). It can also fill in regions bounded by line2 elements. Local refinement can be applied, and the resulting

mesh can consist of tri3 or tri6 elements or predominantly quad4 or quad8 elements.

2D自動メッシュツールは'Elements'メニューにあります。それを開く前に、節点は、メッシュへの領域を定義

するために選択することができます。何も選択されていなければ全モデルが初期値で選ばれます。ダイア

ログは次のオプションがあります。

The Automesh 2D tool is in the 'Elements' menu. Before opening it, nodes can be selected to define the region to

mesh. If nothing is selected then it will default to the entire model. The dialog box has the following options:
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Elements: 形状で使われている要素番号。The element numbers defining the geometry.

Maximum element size: (optional) 指定したサイズ以下に要素を制限します。最大サイズが指定さ

れていない場合、既存の境界が使用されます。Restricts the elements to the specified size or smaller. If

no maximum size is specified then the existing boundary will be used.

Size grading(サイズ成長率): 隣接する要素のサイズから 1
．
を引いた数
．．．．．

の最大比。例えば、1の値は、

各要素が最大2倍にその近傍のサイズにできることを意味します。値が小さいほど、より多くの要素を生成

します。それは、ゼロにすることはできません。The maximum ratio of neighboring element sizes minus

one. For example, a value of 1 means each element can be up to 2 times the size of its neighbors. A

smaller value generates more elements. It cannot be zero.

Refine at node(節点の精細化): (optional) 局所精細化する節点の番号 A node number to locally

refine at

Refinement factor（精細化指数）: (optional) 定義済み節点の詳細化のレベル。数値が大きいほど、

より細かいメッシュを生成します。The level of refinement at the previously specified node. A larger

number produces a finer mesh.

Quad dominant（四角形優勢指数）: (optional) '0'は三角形要素だけを作ることを意味します。'１'は

可能な限り四角要素を使い、三角形要素を一部含むことを了解します

0 means only triangle elements will be created. 1 means the mesher will attempt to use quad elements

where possible, and will usually include some triangles too.

Quadratic elements(2次要素): (optional) '0'は tri3または quad4要素を作成します。'1'は

tri6,quad8要素を作ります。二次要素は、元のメッシュ内の任意の二次要素と同じ曲率を保ちます。

0 causes it to create tri3 or quad4 elements. 1 creates tri6 or quad8 elements. Quadratic elements retain

the same curvature as any quadratic elements in the original mesh.

Sketching outlinesスケッチ概要

領域の輪郭はカーブジェネレータツールでパラメトリック方程式を用いてプロットすることができ、又、

'Mouse'メニューの "Polyline"ツールを使用してスケッチすることができます。Polylineは 2D操作のように

XY平面がスクリーンに平行になるよう方向を変えます。(FAQ:利用できるクイックビューは？)

A profile of the area can be plotted using parametric equations with the Curve Generator tool or it can be sketched

using the 'polyline' tool in the mouse menu. As polyline is a 2D operation, re-orient the view so that the XY plane is

parallel to the screen (f.a.q - What are the available quick-views ?).
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形状の概要を描画する手助けとして画像ファイルは'View'メニューの'load background image'を使ってメッシュの

の後ろに配置することができます。

To assist in drawing the outline of a shape, an image file can be laid behind the mesh using 'load background image'

in the view menu.

(下書き例)

各ピクセルが 1X1の次元を持っているので画像ファイルは変倍されます。サイズ修正のために拡大倍率を

計算できます。(FAQ：メッシュ寸法を変更するにはでメッシュのサイズ変更を説明しています)

The image is scaled so each pixel has dimensions of 1x1 units. You can calculate a multiplying factor to size it

correctly. The f.a.q - How can I resize a mesh ? explains how to resize the mesh.

ポリラインモードでは、要素で満たされるべき領域の輪郭をクリックします。ストートと最後を接続して最終

の要素を作成するために"close shape"ボタンを押してください。穴や子領域を定義するには、内側のルー

プを作成します。自動メッシャーは、これらのように別のサブドメインを扱います。それは形状とその境界の

要素グループを保持します。これらの領域は穴を作成後、消去されます。

In the polyline mode, click the outline of the region that is to be filled with elements. Press the "close shape"

button to create the final element connecting back to the start. To define holes or subdomains, create more loops

inside. The automesher will treat these as different subdomains. It will preserve the geometry and element groups

of their boundaries. These regions can be deleted afterwards to create holes.
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モデルの一部が再メッシュされたら、その実行後に’Nodes→Merge Nearby Nodes'を使い既存の部

品に適合した新しいメッシュを接続します。

If only part of a model is being remeshed, then after it is done, use the 'Nodes->Merge Nearby Nodes',

to connect the new mesh to the existing parts where they meet.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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31.F.A.Q - How do I develop a 2D mesh into a 3D cylindrical or spherical shell ?
(3D円筒、または球の Shell)

Nodes→Hollowコマンドは 2D平面メッシュを球、円

筒、円錐、トロイダル、半球の Shell要素に変換する

ために使われます。例えば以下の 2D メッシュを考え

ます。

The Nodes->Hollow command is used to convert 2D plane

meshes into a shell element sphere, cylinder, cone,

tori-sphere or hemisphere. For e.g consider the 2D mesh

shown below

全メッシュを選択するためにメッシュ全体の上でマウ

スをドラッグし、'Nodes'メニューから hollowを呼び出

します。

Drag the mouse over the entire mesh so that all the nodes

are now selected, then call this select 'hollow' from the

nodes menu.

表示されたダイアログに次のように入力します。

Option、(追加データ)、半径

Enter the following in the displayed dialog.

Option

1→球状(spericalは sphericalのミス?)

2→楕円

3→半球

4→トロイダル

5→円筒(X軸方向)

6→円筒(Y軸方向)

7→円錐 半径は頂角

Option=2 では追加データが必要です。B:Bは短軸半径

Option=3 と 4では追加データが必要です。

THIC：THICは Shellの厚みです。
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球状の Shellが作られます。

A spherical shell is now created -

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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32.F.A.Q - Can line elements be revolved into shells ?
(線の回転押し出し)

XY,YZ,ZX平面のどれかで線要素を作成します。

Create line elements in either the XY, YZ, or ZX plane.

'Elements'メニューから revolve'を選択します。From

the elements menu select 'revolve'.

このサンプルでは 8つの要素があるので要素番号

のリストは"1-8"と入力されます。モデルはXY変面に

あるので+X,+Y軸が軸回転に使えます。

In this example there are 8 elements so the list of

element numbers is entered as 1-8. As the model is in

the XY plane, the +X or +Y axis can be used for the axis

of revolution.

OKをクリックすると、Shellが生成されます。On

clicking 'Ok', the shell is generated.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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33.F.A.Q - Can line elements be extruded into shells ?
(線要素の押し出し)

XY,YZ,ZX平面のどれかで線要素を作ります。

Create line elements in either the XY, YZ, or ZX plane.

'Elements'メニューから'extrude'を選びます。

From the elements menu select 'extrude'.

この例では 8要素あるので要素数には 1-8のよう

に入り、厚みは突き出しの長さです。モデルは XY

平面にあるので突き出し方向は+Z方向が選ばれ

ます。In this example there are 8 elements so the list

of element numbers is entered as 1-8, the 'thickness' is

the length of the extrusion. As the model is in the XY

plane, the +Z direction for the extrusion has been

selected.

OKをクリックすると、Shellが生成されます。

On clicking 'Ok', the shell is generated.

©2012 LISA-Finite Element Technologies

作成要素数
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34.F.A.Q - Can shells be extruded from existing shell elements ?
(既存の Shellから押し出す)

Shell要素は他の既存の Shell要素から押し出せま

す。

Shell elements may be extruded from other existing shell

elements.

Consider the 3D shell model below.

図のように要素の端から押し出しを作成する為に、ノ

ードを選択します。

To create an extrusion from the element edges, select the

nodes as shown.

次に、'Elements'メニューから'extrude'を選びます。

Next from the elements menu select 'extrude'.

表示されたダイアログで、'選択した面を使用する"た

めに、デフォルトの選択のままにします。グローバル

座標の+Z方向に沿って押し出したいので方向は+Zオ

プションを選択します。厚みの欄には押出の値、そし

て細分割数を入力します。

On the displayed dialog, leave the default selection to

'use selected faces'. For direction, select the +Z option, as

we want to extrude it along the +Z direction of the global

co-ordinate system. Enter the extent of the extrusion in

the thickness text-box and the number of sub-divisions.
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OK をクリックすると押し出しソリッドが生成されます。

On clicking 'Ok', the extrude solid is generated.

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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35.F.A.Q - After refining a circular plate the outer diameter is faceted, how do I fix it ?
(ギザギザ面の修正)

円形の境界は精細化または細分割操作により、モデリ

ング時歪みます。この章ではメッシュ精細化によって歪

んだ半径 10ユニットからなる円形境界を考えます。

Circular boundaries get distorted during modeling due to a

refinement or sub-division operation. Consider this section

of a circular boundary of radius 10 units, distorted by a

mesh refinement operation.

このケースでは 61，207, 60, 211, 57, 214, 52, 216 &

45を修正されるべき節点として選択します。円形の節

点を選択するためのヒントについては、FAQ(how do I

select nodes ?)を参照してください。'Nodes'メニュー

から'cylindrical fit'を選択します。(円弧上に移動させたい

節点だけを選択します)

Select the nodes that must be corrected, which, in this

case are nodes 61, 207, 60, 211, 57, 214, 52, 216 & 45. For

a tip on selecting circular nodes, please refer to the faq -

how do I select nodes ?

Select 'cylindrical fit' from the nodes menu.

表示されたダイアログで要求された情報を入力します。

半径、軸番号、(原点)

On the displayed dialog enter the requested information.

結果が図のようにスムース円弧になります。

The result will be a smooth arc as shown below -

©2012 LISA-Finite Element Technologies
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38.F.A.Q - Can the corner of one element be connected to the mid-side of another element ?
(不整合メッシュ)

節点は要素の辺に接続することはできません、そのような配置は現実には存在しないフィールド値のギャップ

になります。次の素子間の接続エラーは避けなければなりません：

Nodes cannot be connected to element edges, such arrangements will result in gaps of the field value, which do not

exist in reality.

The following inter-element connection errors must be avoided :

i. 3節点の三角形が中間側節点を持っていないので、3節点の三角形と四角

形の 4節点の接続はつながりません。

The connection of the 4 node quadrilateral with the 3 node triangle cannot be a

connection because, the 3 node triangle does not have a mid-side node.

ii. 次数の違う 2つの三角形要素は、3節点三角要素の歪のモードは直線的

であるのに対して 6節点要素の歪モードは 2次関数なので共通の辺に沿って

は接続できません。このように、それらの節点値からの要素の上に補間した

変位は共通の辺に沿って一致しません。

The two triangular elements cannot be connected along the common edge, because

the mode of deformation of the 3 node triangle element is linear, whereas the mode

of deformation of the 6 node element is parabolic. Thus the displacements

interpolated over the elements from their nodal values will not match along the

common edge.

iii. 同様の理由で 3角形要素の辺の歪が 2次であるのに対して、2つの四角

形要素の変位は直線的
．．．．．．

なので、次数の違う四辺形 4節点は、線形ひずみ
．．．．．

三

角形要素の辺に接続することはできません。

For similar reasons the 4 node quadrilateral cannot be connected to the edge of the

linear strain triangle element, because the edge of the triangle element deforms

parabolically, whereas the edges of the two quadrilateral elements deform linearly.

iv. 両方の辺の変位は 2次関数ですが互いに異なっているので四角形要素

の頂点節点は三角形要素の中間節点には接続できません。

The corner node of the quadrilateral element ( Quad8) must not be connected to

the side node of a triangular element (ISO6) because, although both edges deform

as parabolas, they are different parabolas.

Note :これらのような接続(No1のような未接続を除く)は普通は致命的ではありません。それらは局所的

にひどい結果をもたらすが、その影響はサンブナンの原理によって、距離とともに減少します。これらの不

自然な応力の乱れは実際の物理的な振る舞いと間違えてはいけません。

Connections like these (except unconnected nodes like no. i.) are usually not fatal. They cause poor results locally,

but the effect dies away with distance, in accord with St. Venant's principle. These artificial stress disturbances

must not be mistaken for actual physical behaviour.
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