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STEP 1 - 問題の定義 Problem Definition

断面（厚さL=0.1メートル）の板は初期温度（To=250℃）を持っており、突然、温度Ta =50℃のオイルバスに

浸漬されます。材料特性は、熱伝導率κ=204W/(m･℃)、熱伝達係数 h=80W/（m2･℃）、密度ρ=2707

Kg/m3、そして比熱 CP=896 J/(kg･℃)です。

平板が 200℃の温度まで下がる時間を求めます。

A plate is of cross-section thickness L = 0.1 m has an initial temp of To = 250℃, when it is suddenly immersed into

an oil bath of temperature Ta = 50℃. The material properties are thermal conductivity κ= 204W/m℃, heat

transfer coefficient, h = 80W/(m2℃), density rho = 2707 kg/m**3, & specific heat Cp = 896 J/kg℃ . It is required to

determine the time taken for the slab to cool to a temperature of 200℃.

STEP 2 - 予備解析 Preliminary Analysis

この段階では予備解析は予想される反応の技術的理解に基づいて行わなければなりません。

At this stage a preliminary analysis must be made based on an Engineering understanding of the expected response.

モデルのサイズ Model Size

浸漬される平板を扱う時、表面は同じ温度条件にさらされ、時間と場所による温度変化はいたるところ、平

板の断面だけになります。例えば厚みとか、辺板の各断面はいつも同じ温度分布になります。これは、有

限要素モデルを 2D要素でモデル化できることを意味します。

Whenever working with a slab under immersion so that all it's surfaces are subjected to the same temperature

conditions, the temperature variation with time and distance will be across only the cross-section of the slab i.e it's

thickness, so that every cross-section of the slab will have the same temperature distribution at any time. This

means that the FE model can be modeled with 2D elements.

有限要素モデルは、X軸に沿って厚さ 0.1 メートルなのに対して、Y軸方向の有限要素モデルは Y軸に沿

って温度が一定なので任意に選べます。このモデルのために、任意に 0.2 メートルの Y軸の長さを選びま

す。

The FE model will have a thickness 0.1m along the X-axis, whereas the length of the FE model along the Y-axis can
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be arbitrarily chosen as the temperature is constant along the Y-axis. For this model we arbitrarily choose a Y-axis

length of 0.2m.

要素の選択 Element Selection

0.1未満のビオ数については、断面内のどこも同時刻・同温度になります。簡単な計算では、これが正しい

と示しています。
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4節点四辺形要素は、直線的に温度を補間し、熱伝達の非定常状態を表現できるので、この要素はモデ

ルのために選択されます。

For Biot Numbers less than 0.1, the temperature anywhere in the cross-section will be the same with time. A quick

calculation shows that this is true.

Bi = hL/κ= (80)(0.1)/(204) = 0.0392

The 4 node quadrilateral element interpolates temperature linearly, and is able to represent unsteady states of

heat transfer so this element will be selected for the model.

手計算 Hand Calculations

200℃の温度に到達するのに必要な時間の概算をする必要があります。このケースでは従来の熱伝達理

論から次の集中定数系の解析伝熱式を使用することができます。 )()( mte
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We need to have a rough estimate of the time required to reach a temperature of 200℃. In this case, from classical

heat transfer theory the following lumped analysis heat transfer formula can be used -

(T(t)-Ta)/(To-Ta) = e**-(mt)

ここで、V:体積、A表面積、d：奥行き、h：高さ、L:厚みとして、d,h→∞の極限値は
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where m = hA/rho cV = h/ rho c(R/2)⇒m = 80/[(2707)(896)(0.1/2)]⇒m = 1/1515.92 s**-1

(200 - 50) / (250 - 50) = e**(-t/1515.92)

t = ln (4) X 1515.92⇒t = 436 second

STEP 3 - 解析の選択 Select analysis
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'Model'メニュー→'type of analysis'を選択します。

From the 'model' menu select 'type of analysis'.

表示されたダイアログでまず、2D解析を定義します。

On the displayed dialog, first specify that this is going to be a

2D analysis.

分析のタイプのリストは、上記の選択を反映して更新され

ます。今、'thermal'の下にある'transient' オプションを選

択します。

The list of analysis types will update to reflect the above

choice. Now, select the 'transient' option under 'thermal'.

OKをクリックしてダイアログを終了します。Click 'Ok' to exit the dialog.

STEP 4 - 材料特性 Material properties

このステップの材料の定義は、後で作成される要素に関連

付けられます。 'model'メニューから 'materials'コマンドを

呼び出します。

Material definitions in this step, will later be associated with

elements that are going to be created. Call the 'materials'

command from the 'model' menu.

表示されたダイアログの左下の'add'ボタンをクリックしま

す。

Click the 'add' button at the bottom left corner of the displayed

dialog.
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'Thermal'タブで'isotropic'を選び、テ

キスト欄に相当する特性を入力しま

す。

In the thermal tab, select 'isotropic' and

enter the corresponding properties in the

text-boxes.

'mechanical'タブに切り替え、

'isotropic'を選択して密度を入力しま

す。

Switch to the 'mechanical' tab, select

'isotropic' and enter the density.

'close'をクリックしてダイアログを終了します。Click 'close' to exit the dialog.

これは過渡解析であるため、計算実行時間は、周期と併せて入力する必要があります。手計算を検証す

るだけなので、解析は 1秒間隔で 450秒間にわたって実行します。

As this is a transient analysis, the time over which the computation is to be run has to be entered as well as the

time period. Since we are only verifying the hand calculation, the analysis will be run over 450 seconds at 1 second

time intervals.

λ=
Cp=
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'General'タブでそれぞれの欄に入力し

ます。(1秒間隔で 450回)

On the 'general' tab, enter the numbers in

the respective text-boxes.

OKをクリックしてダイアログを終了します。Click 'Ok' to exit the dialog.

STEP 5 - 節点生成 Creating nodes

"Nodes"メニューから'add single'コマンド、又は

を選びます。

Select the 'add single' command from the nodes

menu.

表示されたダイアログで次の軸を入力します。

On the displayed dialog enter the following

co-ordinates :

'add'をクリックして次の座標で他の節点をつくりま

す。

Click the 'add' button. Create more nodes with the

following co-ordinates.

0.1, 0, 0

0.1, 0.2, 0

0, 0.2, 0

'Cancel'を押してダイアログを終了します。モニタ

スクリーンを XY平面ビユーと並行にするために

次、又は を選びます。

Click 'cancel' to exit the dialog.To view the XY plane

parallel to monitor screen, select
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モニタスクリーンにフィットさせる為にビューのサ

イズ変更、又は を使います。

To re-size the view to fill out the monitor screen use

ノード番号を表示するため、'View'メニューから

"Option"を選択し、"節点番号"のチェックボックス,

又は を選びます。

To view the node numbers select 'options' from the

view menu and select the check-box for the 'node

numbers'.

モデルは次のように表示されます

The model will appear as follows -

わかりやすくするために、座標軸はオプションダイアログで'原点'チェックを外して隠しています。

For clarity, the co-ordinate axis has been hidden by un-checking 'origin' in the options dialog.

STEP 6 - 要素作成 Creating an element

'elements' menuから"add single"、又は を使います。

Use "add single" in the elements menu.

表示されたダイアログで、'面 quad4'要素を選び、要素の

材料がステップ 3で定義した材料 1に関連付けられている

ことを確認します。

On the displayed dialog, select the 'quad4 plane' element and

verify that the material associated with the element being

created is material 1, as defined in step 3.
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節点番号 1,2,3,4を入力します。

Enter the node numbers 1,2,3,4.

要素生成のために'add'を、ダイアログを終わるために

'Close'をクリックします。

Click 'add' to create the element, and 'close' to exit the dialog.

要素番号を表示するために、オプションダイアログで 'element numbers' チェックボックスを選ぶか、 を

使います。

To display the element number, on the options dialog select the check box for 'element numbers' or
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STEP 7 - 要素の細分化 Subdividing the element

単一の要素は、意味のある結果を得ることが粗すぎるので、

より正確な構造のひずみ変動を捕えるために小さい要素に

分割されます。

'Elements'メニューから "refine custom"を選択します。

A single element is too coarse to obtain any meaningful results,

therefore it will be divided into smaller elements to more

accurately capture the strain variations in the structure.

Select 'refine custom' from the elements menu.

ダイアログで縦分割 4、水平分割 8、要素番号 1を入力しま

す(R,S,Tは X,Y,Zに該当)。すべてのメッシュ生成操作は今

か、後で取り除かねばならない重複節点を作ります。このス

テップでは、重複節点を除くために、0.0001の任意の小さな

値が使われます。これは 1つの節点に統合すべき節点を検

出する半径です。

In the dialog enter the number of vertical divisions as 4,

horizontal divisions as 8 and element number 1. All mesh

generating operations create duplicate nodes which have to

eliminated either now or later. To eliminate duplicate nodes in

this step, an arbitrary small value of .0001 has been used. This is

the radius within which any nodes found will be merged into a

single node.

'apply'ボタンをクリックしてメッシュを生成します。

節点と要素の番号はわかりやすくするためにオフになってい

ます。

Click the 'apply' button to create the mesh.

The node & element numbers have been switched off to improve

clarity.
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STEP 8 - 対流境界条件の設定 Specifying convection boundary conditions

__

対流熱伝達は、全体のプレートの表面に沿って行われます。有

限要素モデルでは、これは左右の辺になります。クリックし、選

択される左辺の節点をマウスでドラックします。Ctrlキーを押し

たまま、右辺の節点上で繰り返します。

Convection heat transfer takes place along the surface of the entire

plate. For the FE model, this will be the left and right edges. Click

and drag the mouse over the nodes of the left edge so that they

become selected. Hold the Ctrl key down and repeat it for the nodes

on the right edge.

'Load'メニューから'Convection'を選びます。

Select 'convection' from the loads menu.

クリックして現れるダイアログで'add to selected faces'のボタ

ンをクリックし、子ダイアログを表示します。周囲温度と熱伝達

係数を入力します。

On the dialog that appears click the button for 'add to selected

faces', a child dialog will appear. Enter the ambient temperature and

heat transfer coefficient.

親ダイアログへ戻るために OKをクリックすると、境界条件が適

用されて更新されます。

Click 'Ok' to return to the parent dialog, which will now update to

show the applied boundary conditions.
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親ダイアログを終了させる為に'Close'をクリックします。モデル

の表示は対流を持った辺を表示するようによう更新されます。

Click 'close' to exit the parent dialog. The model display will update

to indicate the edges with convection.

STEP 9 - 初期温度の適用 Applying the initial temperature load

250℃の初期温度を平板に適用する必要があります。モデル全体の上

を長方形状にマウスを使ってドラッグし、モデルのすべてのノードを選

択します。

An initial temperature of 250°C needs to be applied to the plate.

Select all the nodes of the model by using the mouse to drag a rectangle over

the entire model

'constraints'メニューから'add/edit'を選びます。

Select 'add/edit' from the constraints menu.

ドロップダウンリストから'temperature' を選びます。定常解析の

'temperaturets' を選ばないように注意してください。

注)要素のリストはカンマ区切りのリストより、1-45 フォーマットのリストを使った方

が良いでしょう。

Select 'temperature' from the drop-down list. Be careful not to select

'temperaturets' which is used in static analysis. Note that the list of elements

uses the 1-45 format rather than a list of numbers seperated with commas.
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’add'ボタンをクリックして子ダイアログを表示し、節点番号のリストと特

性が正しいことをチェックし、内部温度の値を入力します。TimeｰStep

の下のドロップダウンリストから'0'を選びます。TimeStep=0は初期温

度を意味し、N/Aは温度固定を意味しています。

Click the 'add' button and a child dialog will appear, check that the list of

node numbers and property is correct, then enter the value of the initial

temperature. From the drop-down list under time-step, select the '0' value.

Timestep = 0 means initial temperature and Timestep = N/A means fixed

temperature.

子ダイアログを終了するためにOKをクリックします。親ダイア

ログの初期温度を列挙するために'Time Step'欄に'0'を入力

し、'apply filter'ボタンをクリックします。

Click 'ok' to exit the child dialog. To list the initial temperature in

the parent dialog , enter '0' in the 'timestep' text box and click the

'apply filter' button.

親ウィンドを終了するため’Close'をクリックします。モデルの初期温度

を表示するため、ツールバーのドロップダウンリストから"0"を選びま

す。

Click 'close' to exit the parent window. To display the initial temperatures in

the model select "0" from the drop-down list on the tool-bar.

モデル表示は初期温度を持つ節点を表示する様更新されます。

The model display will update to show the nodes with initial temperature.
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STEP 10 - ソルバー動作 Running the solver

モデルを解くために'File'メニューから'solve'か、又

は を選びます。

To solve the model, select 'solve' in the file menu.

ソルバーが終了したら、'post-processor'ボタンを

クリックします。

After the solver has finished, click the

'post-processor' button.

次のステップに移る前に、プリプロセッサに戻り、ファイルを保存します。デフォルトでは、結果はモデルデ

ータと同じファイルに保存されます。

Before moving onto the next step, return to the pre-processor and save the file. By default, the results are saved in

the same file as the model data.

STEP 11 - 解析結果のチェック Checking the analysis results

_

任意の有限要素解析で、間違ったものでさえ綺麗

な絵を作るので、得られたすべての推論が信頼で

きるように結果の検証を訓練のように常に行なわ

ねばなりません。

Any FE analysis, even a wrong one will produce pretty

pictures, therefore as a discipline you must always

have a way of validating the analysis results so that any

inferences taken from them can be trusted.

予備解析で、200℃にプレートを冷却するのに要する時間の手計算を行い、436秒と計算しました。ポスト

プロセッサが表示されていない場合は、[ツール]メニューから呼び出します。
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In the preliminary analysis we did a hand calculation for the time taken to cool the plate to 200°C and it was

calculated as 436 sec.

If the post-processor is not already displayed, call it from the tools menu.

ビューをモニタと平行に再配置するため、次のメニュかツールボタンの を使います。

To re-orient the view to be parallel to the monitor use the following menu item or tool-button.

又は

モデルをフィットさせます。

To fill the screen with the model.

ドロップダウンリストから 436 ステップ目を選びま

す。

From the drop-down list select time-step 436
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観測された計算値は期待値と 0.4％差で近く、受け入れられます。解析結果の妥当性確認は、毎回正当な

技術判断された計算結果から推定することで始まります。

As can be observed the computed values are close to the expected value with variations of 0.4%, which is quite

acceptable. Having validated the analysis results one can begin to draw inferences from the computed results with

sound engineering judgement at all times.
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