
modeFRONTIER®多目的ロバスト設計最適化支援ツール

modeFRONTIERは、ESTECO社により開発されました。本文中に記載の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

高機能&使いやすい

多目的ロバスト設計最適化支援ツール

多目的最適化
MOGA、MOSA、MOPSOなどの
先進的な手法を多数搭載

自動化・統合化
30種以上のソフトウェアとのインターフェースを標準搭載。

GUI上でアイコンを配置し、直感的な操作で
自動最適化システムの構築が可能

統計分析
単体の統計分析ツールに匹敵する

豊富で高度な分析機能

ロバスト設計
多目的ロバスト設計最適化機能。
性能とばらつきのトレードオフ問題や

多目的許容差設計に対応

応答曲面
RBF、クリギング、ガウシアンプロセスなど
非線形特性の近似に対応可能な手法搭載

データマイニング
SOM、クラスタリングなど
多変量解析機能搭載

設計原理原則抽出支援
CAP（Computer Aided Principle）

機能搭載

グリッドコンピューティング
グリッドマネージャによる
分散並列実行が可能

■最先端の最適化手法、実験計画法、応答曲面近似手法を搭載

■多目的ロバスト設計最適化・多目的許容差設計最適化に対応

■統計分析、多変量解析、CAPなどの多彩なポスト処理機能を搭載

■日本語環境・英語環境に対応したインターフェース

■CATIA V5、ANSYS Workbench、MATLAB、LabVIEWなど様々な
　ツールにダイレクトにアクセス可能な専用ノードを標準搭載

『考える』を支援する最適化ツール。
「多機能化、高性能化、コスト低減など複数の要求を同時に満足する必要がある設計開発現場では、全ての問題は目的関数が複数存在する

"多目的最適化問題"である。」という概念から出発したmodeFRONTIERは、世界で初めて多目的関数最適化に対応した商用ロバスト最適化

ツールです。最先端の多目的最適化手法、結果評価手法、ロバスト設計手法などを数多く搭載し、設計開発現場における様々な問題に対応し

ます。単なる最適解のアウトプットだけでなく、設計者自身が、その解がなぜ最適なのかという考察を支援するために、新たにCAP機能

(Computer Aided Principle:設計原理原則抽出支援機能)※を搭載し、意思決定支援ツールとして、さらなる進化をとげています。
※CAPは、横浜国立大学大学院 教授 于強先生が提唱する、設計原理の抽出を支援する手法です。



CAE業務や実機計測の自動化により、大幅な業務効率化を実現します。

多目的最適化により、目的関数のトレードオフ関係を把握することができます。

CAEモデルと実験値との同定作業、制御パラメータの同定作業を自動化します。

エンジニアがCAE実務や実機計測に専念できるのは、全業

務時間の10%未満と言われています。技術者がPCや実機

の前で業務ができない空白の時間帯を、modeFRONTIER

を使った自動計算・自動計測に使用することで大幅な業務

効率の改善を果たすと同時に、技術者を本来なすべき業

務に集中させることができます。 

modeFRONTIERは、コストと性能といったトレードオフ関係

にある目的関数同士を同時に向上させる最適化が可能で

す。エンジニアは、得られたパレート解の中から、定量的な情

報を元に、設計方針に最も適したデザインを選択することが

できます。

また、本来良い製品を作るためには、電気や熱、制御、機構な

どを個別に最適化するだけでは不十分で、これら複数の分野

を統合した複合最適化が必要です。多目的最適化の考え方は

こういった複合領域最適化すなわち全体最適化に合致する考

え方です。

CAEモデルのパラメータ同定問題を「実測との誤差を最小化する」という最適化問題に置き換えることでフィッ

ティング作業を自動化し、「複数のフィッティング対象を同時に満足させる」という問題にも対応します。 また、複

数の条件において最適な制御となるような制御パラメータの同定作業にも適用することができます。

●直感的なGUIに加え、ワークフローウィザードによる自動
化・最適化フローの自動作成機能で、容易に自動化・最
適化環境を構築

●パラメータの変更や出力変数を自動抽出するための、多
くのソフトウェアとのダイレクトインターフェースを装備

●複雑なワークフロー構築には、IDAJの環境構築サービス
（別途有償）も利用可能 

●同定作業のために準備されているカーブフィッティングノードで、誤差の二乗和や決定係数などの値を容易に取得

●マルチベクトルチャートで、パラメータ変更により合わせこんでいる波形形状を容易に確認可能

導入前 導入後熟練技術者が単純作業に専念
ツールが最適解を
自動探索する間に将来構想

単純作業はツールに任せて、
今のうちに次期モデルの構想を！

単純作業に貴重な時間を
取られたくないなぁ…

空き時間中に、解探索のための単純繰り返し作業を
最適化ツールに代行させ、効率向上を狙うのがコン
セプト

出勤日 休日

勤務時間 通勤・食事・家庭・睡眠

設計業務 設計外業務

計算その他

計算 その他

パレート解をバブルチャートで表示 多次元解析チャートによる選好解の絞り込み

モデルファイルのドラッグ＆ドロップによる
ワークフローの自動構築

マルチベクトルチャート

エンジン体積効率

精度保証がされてから
トレードオフ最適化

●オリジナル

カーブフィッティングノードの設定画面

モデルフィッティングの計算自動化 各種最適化計算の自動化



多目的ロバスト設計最適化支援ツール

CAEを応答曲面（近似関数）で代替し、総計算時間を大幅に短縮します。

実験データをシミュレーションデータへと拡張し、最適化を実現することができます。

自動化・最適化から得られた結果を分析することで、エンジニアの「考える」を強力に支援します。

CAE計算の一部または全てを、応答曲面による計算に置き替えて最適化を行うことができます。これにより、最適化に要する期間を大幅に短縮し、設計業務への最

適化技術の活用推進を実現します。

Excelファイル上の実験データを読込み、最適化ワークフローの生成、応答曲面作成までを簡単に実現します。これにより、実験データから作成された応答曲面をシ

ミュレーションソルバーのように用いた仮想最適化が可能です。

自動化・最適化、パラメータスタディによって非常に多くの結果データが得られます。これらのデータを分析することで、入力変数が結果に及ぼす寄与度を把握したり、より良い

設計にするために変数間の関係性を発見できる可能性があります。modeFRONTIERには、統計分析や多変量解析専用ツールに匹敵する高度なポスト処理機能、さらにはCAP

機能（Computer Aided Principle：設計原理原則抽出支援機能）が搭載され、 エンジニアの「考える」を強力に支援します。

応答曲面の利用法として

●応答曲面の精度向上を目的とした独自のサンプリング手法

●多項式近似だけでなく、非線形関数に強い近似手法を搭載しており、様々な応答曲面を作成可能

●応答曲面の可視化により、応答の勾配を視覚的に把握

●応答曲面を活用した汎用的な逐次近似型最適化アルゴリズムであるFASTにより、少ない計算回数でパレート解を探索

●RSMトレーナーノードを利用することで、指定した複数の応答曲面をワークフロー上で作成し、最も精度の高い応答曲面を自動的に出力

専用ウィザードに従うだけ

入力ファイルを
書き換えて
バッチ実行

出力ファイルを
読み込み

（設計条件）
 X=1.5,2.0,2.5…
 y=0.0,1.0,2.0…

入力データ
GT-SUITE
ANSYS
CATIA V5
etc...

CAD/CAE
（計算結果）
 X=0.0,4.2,6.4…
 y=1.5,8.0,6.3…

出力データ

応答曲面作成
特性

設
計
変
数

設計
変数

多目的最適化

効果バーチャートによる寄与度の把握 クラスタリングと散布図マトリクスチャートによる
デザインの特徴把握

属性値マップチャートによる変数間の相関把握

サンプリング実行
特性

設
計
変
数

設計
変数

サンプリングを自動計算 近似関数を用いて仮想最適化



modeFRONTIERの主な機能 操作性に優れたユーザーインターフェース

多彩なグラフ表示

性能向上とバラツキ低減のトレードオフを考慮したロバスト設計

分散実行環境構築が容易

主な最適化事例

・分かりやすく表示された各種アイコン群
を配置して線で結び、設定を行うだけ
で、容易に自動最適化システムを構築
・最適化計算後の自動レポート機能
・最適化初心者向けのワンクリックオプ
ティマイザ
・最適化途中にユーザーが任意のデザイン
を優先して実行させるデザインローダー
機能

視認性に優れた60種以上のグラフ表示機能を搭載し、これらチャート間のインタラクティブ
な連携によって、データ分析を強力に支援

グリッドマネージャを搭載し、外部のリソースマネージメントツールを利用することなく、分
散並列計算環境を構築

多目的ロバスト設計最適化支援ツール

最適化手法（19種類＋∞）
・セルフイニシャライジングやオートノマス機能によっ
て、アルゴリズム設定のユーザ負荷を大幅に軽減
MOGA-II、MOSA、MOPSOなどの発見的手法や、
pilOPT、FASTなど多数の先進的手法を搭載してお
り、オリジナルのアルゴリズムの追加も可能　

サンプリング手法（19種類）
・ラテン超方格法や直交表など各種実験計画法の
ほか、ASFやMACKなど応答曲面用に、出力特性に
応じた自動サンプリングをアダプティブに行う先
進的な手法を搭載　

応答曲面手法（19種類）
・M2O.aiの機械学習ライブラリによるディープラー
ニング、SVM回帰、JavaScript Bridge、RBF、クリギ
ング、ステップワイズ回帰など、多様な近似手法と
強力なポスト処理機能

ロバスト設計最適化
・モンテカルロシミュレーション、多目的ロバスト設
計最適化機能（MORDO）、多目的許容差設計最
適化（逆MORDO）　

ポスト処理
・スタンドアローンのポスト処理専用アプリケー
ション「modeSPACE」

・統計分析専用ツールや多変量解析専用ツールに
匹敵する高度なポスト処理機能 

・設計原理抽出を支援するCAP（Computer Aided 
Principle）機能　

ユーザーインターフェース
・使いやすさと高機能を両立させたGUI
・完全日本語化（GUI、マニュアル、メッセージ）
・専用ノードを多数搭載
・グリッドコンピューティング環境

多目的ロバスト設計最適化（MORDO）
出力の性能重視、かつ出力のロバスト性重視のト
レードオフ最適化など、バラツキが存在する設計
変数を用いた多目的最適化が可能

多目的許容差設計（逆MORDO）
「出力のロバスト性を規定値範囲内に抑えつつ、
性能を最大化する」ときの、設計変数の値とその
許容バラツキ量の組み合わせを逆算

効果バー バブル 箱ひげ図

確率密度関数 RSM評価 RSM三次元マップ

多目的ロバスト設計最適化（MORDO） 多目的許容差設計（逆MORDO）

19.04-2000

特性の平均値→最大化
特性のバラツキ→最小化
設計変数のバラツキ→定数

特性の平均値→最大化
特性のバラツキ→最小化
設計変数のバラツキ→最大化

●modeFRONTIERは、ESTECO社により開発されました。
●本文中に記載の会社名、製品名、サービス名等は、
　それぞれ各社の商標または登録商標です。

自動出力

www.idaj .co . jp
info@idaj .co. jp

【製品・サービスに関するお問い合せ先】

本　　社 ／ TEL：045-683-1990　FAX：045-683-1999
中部支社 ／ TEL：052-569-2581　FAX：052-569-2582
関西支社 ／ TEL：078-389-5470　FAX：078-389-5472

・緊急病棟におけるスタッフ配置およびシフトの多目的最適化
・セメントレス人工関節でのロバスト性分析
・帆船構造の最適化
・タンパク質のリガンド結合における多目的ロバスト最適化
・太陽熱温水暖房システムの効率最適化

●その他

・CVDエッチングプロセス最適条件の探索
・メタン燃焼条件の最適化
・炭化水素改質反応プロセスの最適化
・石油化学プロセスにおける多目的最適化
・ダイカスト製造工程最適化　など

●製造プロセス

・コンポジット翼形状の複合領域最適化
・翼板の熱成型条件の最適化
・液体ロケットエンジンにおける最適化
・無人航空機における太陽光パネルの最適化
・航空機の翼サイズと経営戦略の最適化　など

●宇宙・航空

・ウォーターポンプ形状の最適化
・タービン動翼形状の複合領域最適化
・ガスタービンベーポライザー形状の最適化
・ガスタービンデフロスタ形状の最適化
・プロペラ形状の最適化　など

●ターボ機器

・IPMモータ形状の最適化
・ヒートシンクの形状最適化
・冷蔵庫用コンプレッサーの騒音低減
・オーブンレンジの構造最適化
・洗濯機の挙動最適化　など

●電機・電子業界

・１次元エンジン解析ツールの自動フィッティング
・エンジン回転数フィードバック制御ゲイン最適化
・HEV・EVトラクションモータの燃費最適設計
・ABS制御パラメータのロバスト最適化
・CFDによる自動車空力デザイン最適化　など

●自動車業界

動作環境
弊社ならびにESTECO社ホームページでご確認ください。

ダイレクトインターフェース
・ダイレクトインターフェースにより、modeFRONTIERから変数の指定が容易に可能
・未対応のノードは、個別に作成してご提供（MYNode）

＊1 グリッドコンピューティング対応

スクリプトノード

CATIA V5＊1

CreoElements(Pro/ENGINEER)＊1

SOLIDWORKS＊1

SOLIDWORKS Flow Simulation＊1

NX＊1

SpaceClaim＊1

計算機＊1

DOSバッチ＊1

VBScript＊1

Cygwinシェル＊1

Jythonスクリプト＊1

Python＊1

EasyDriver＊1

SHシェル＊1

JScript＊1

BeanShell＊1

PowerShell＊1

SFT＊1

汎用アプリケーションノード
Excelワークブック＊1

MapleSim
MATLAB＊1

OpenOfficeファイル＊1

カーブフィッティング
テーブル検索

LabVIEW＊1

Mathcad
Octave＊1

Scilab＊1

応答曲面

CAEノード
ABAQUS＊1

Adams/Car＊1

Adams/View＊1

Amesim＊1

ANSA＊1

AVL AST＊1

CST STUDIO SUITE＊1

Flowmaster＊1

GT-SUITE＊1

JMAG＊1

mETAPost＊1

Zemax OpticStudio＊1

MADYMO
Autodesk Simulation Moldflow 
Insight（ASMI）＊1

SFE CONCEPT
SimulationX＊1

LMS Virtual.Lab＊1

ANSYS Workbench プロジェクト＊1

PowerFLOW Suite＊1

MSC Nastran＊1

RomaxDESIGNER＊1

SC/Tetra＊1

ネットワークノード
FTP
SFTP転送
VOLTA

CADノード

MYノード
CONVERGE＊1

FloTHERM＊1

RecurDyn＊1

PSIM＊1

Dymola＊1

LOGEsoft＊1

Femtet＊1

LightTools
TurboOPT v2＊1

Timon＊1

Rocky

メール送信
SSHスプリクト
データストアノード


