
射出成形CAEソフトウエア



応用力
お客様との共同開発による

最先端解析技術！
　　

共同開発による新機能の創出　
特殊成形にも幅広く対応

安定性
独自手法による

高速・ロバスト・高性能解析！
　　

少ないメッシュで精度良く、高速な解析
あらゆるモデルに柔軟に対応

少な ッ 精度良く、高速な解析
あらゆるモデルに柔軟に対応

Unix

MS DOS

3D TIMON 6.0 3D TIMON 7.0

1980年

1990年
1996年

2000年

3D TIMONが
多くのエンジニアに選ばれるのは
理由があります。



拡張性
オープン化と

オプション機能による自在拡張！

お客様独自の知見やノウハウが組み込み可能
作業効率化のための、他社システムとの連携

技術サポート力
総合的な技術サポートで
お客様の業務運営を支援！

材料を知り尽くした東レグループならではの
開発力

豊富な解析実績
迅速なサポート対応

応用力
お客様との共同開発による

最先端解析技術！
　　

共同開発による新機能の創出　
特殊成形にも幅広く対応

3D TIMON XSシリーズ

最新版

2000年

2005年

2013年



設  計

3D TIMON 製品紹介
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エンジニアが抱える課題を各工程ごとに素早く解決します。

簡単に複数の設計案のそり変形を比較したい

簡単操作で形状起因によるそり変形の大小を比較でき、設計段階
での問題回避やゲート配置が可能です

TMD－FLOW

設計者向けのライトな射出成形CAEツール

製品設計から量産までをオールラウンドで解析が活用できます

事例1 外観不良の検討

事例2 軽量化検討

事例5 設計段階でのそり検討

意匠面にウエルド・ひけなどの外観不良が発生する

ゲート位置やランナーバランス調整で圧力の最適化を実施

3D TIMON－FLOW／PACK
AMEDESS for 3D TIMON

課題・問題点

解決策

解決モジュール

軽量化、薄肉化したいが、既設の成形機ではショート
ショットが発生する

高精度な充填解析により、充填パターンや各部位の圧力
などの結果から、対策立案可能
○圧力ピーク値、フローフロント温度、流動比（L/T）など

 3D TIMON－FLOW

課題・問題点

課題・問題点

解決策

解決策

解決モジュール

解決モジュール

設計

設計

設計

試作



量 産試 作
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エンジニアが抱える課題を各工程ごとに素早く解決します。

評価位置のそり変形を抑えたい

そり変形の要因をいち早く見つけ、要因に見合った効率の
良い対策が立案可能
○そり要因別解析機能

3D ＴＩＭＯＮ－FLOW／PACK／MCOOL／
FIBER／WARP

2色成形におけるそり変形を予測したい

1次材と2次材の接触面における温度連成解析からそりを
予測し、最適な接触面形状などの対策立案可能

3D TIMON－FLOW／PACK／WARP／MultiMold

サイクルが延びる熱留りを回避したい

簡単・高速解析なので数分で金型のキャビティ温度を確認
できます
高度な解析スキルを必要とせず、誰でも簡単にご利用いた
だけます

ＴＭＤ－COOL

製品設計から量産までをオールラウンドで解析が活用できます

事例6 サイクルアップ検討

事例3 そり低減検討　

事例4 特殊成形の問題点にも柔軟に対応

課題・問題点

課題・問題点

解決策

解決策

解決モジュール

解決モジュール

課題・問題点

解決策

解決モジュール

設計

試作

試作



3D TIMON 製品紹介

射出成形で製造されるプラスチック製品・金型設計を支援する解析ソフトウェアです。
さまざまなモジュールやオプションを組み合わせることで、解析の初心者から専任者まで使用することを目的に
80年代から開発し続けています。

独自特殊機能により、解析結果を得られるまでのリードタイムの短さと、正確な解析結果が得られます。

厚み方向に多層メッシュを必要としない東
レ独自の解析ソルバーです。
3Ｄ ＴＩＭＯＮ－TetMESHの１層ソリッドと
組み合わせることで、自動車内外装品など
の大型成形品でも短時間で解析可能です。
（特許取得済み）

TIMON－MESH
Voxel法をベースとし
た手法です。（特許取
得済み）

高品質なテトラ要素モデルを
自動生成する、専用のメッシュ
生成ソフトです。

3D TIMON－TetMesh
（オプションモジュール） 

数百万要素を超える解析モデルでも、スト
レスなく解析作業ができる最新のプリポス
トプロセッサーです。
条件設定やメッシュの分割設定など、煩わ
しい作業も自動化する機能を搭載してい
ます。

安定性を特長とした技術・製品

ものづくりに貢献する3D TIMON
現場で活用され、現場に定着する

（リリース予定　2013年）

高速で信頼性の高い解析機能  Light3Dソルバー

ロバストなメッシュ技術 TIMON－MESH/3D TIMON－TetMesh

最新のプリポストプロセッサー 3D TIMON－Pre/Post 
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熱硬化性樹脂用解析パッケージ

3D TIMON－ReactiveMold 

応用力を特長とした技術・製品

お客様要望を実現するため、高機能・高精度化のための大学・公的機関との
共同研究・技術提携により、お客様から要求される機能を順次開発してきました。

電機メーカとの共同開発

自動車メーカとの共同開発

電機部品メーカとの共同開発

自動車メーカとの共同開発

自動車メーカとの共同開発

電機メーカとの共同開発

熱硬化性樹脂の複雑構造品における流動挙動～そり変形予
測、半導体（ＩＣパッケージ）封止成形の不具合事前予測、イン
サート品一体そり変形予測が可能なシステムです。

結晶性非強化樹脂用オプション

3D ＴＩＭＯＮ－ＡＷＡＲＰ
結晶性非強化樹脂を用
いた大型射出成形品に
特化して、高精度なそり・
収縮予測が可能です。独
自の材料測定技術によ
り拡張された材料デー
タを使用して高精度化
を実現しました。

多色成形品における材
料間の温度連成を行い、
さまざまな問題点を予
測します。

多色成形解析用オプションモジュール

3D TIMON－MultiMold 

超薄肉成形解析用オプションモジュール

3D TIMON－SuperThin
液晶ポリマー（LCP）特有の流動挙動・収縮挙動を考慮したソ
ルバーにより、従来解析が難しいとされていたLCPの薄肉成
形品（最小肉厚0.5以下）に対して、充填パターン・そり変形を
高精度に予測します。

インサート解析用オプションモジュール

3D TIMON－INSERT
インサート製品における充填からそり変形を予測します。

射出圧縮成形における
型締め力低減・低ひずみ・
低そり対策などに活用
できます。

射出圧縮成形解析用オプションモジュール

3D TIMON－PRESS
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3D TIMON 製品紹介

射出成形ＣＡＥを効率的に活用していただくために、他社システムと連携しました。

CATIA V5 TFC 

初期解析 

設計変更後の解析 

初期設計 

製品設計 ゲートランナー作成 3D TIMONへの
エクスポート 

ウイザード操作による作成
  ⇒煩雑な操作不要！

CATIA上のデータを
3D TIMONに直接出力製品形状修正 再作成不要！ 3D TIMON 

解析実行・結果評価 

パワーコピー機能を利用した
テンプレート作成 類似製品の解析 類似品設計 

■ 解析準備作業を効率化

■ スプル/ランナのカタログ登録 ■ 形状変更への柔軟な対応

TIMON for CATIA最小システム構成

■ TIMONへのダイレクト出力

CATIA V5環境から3D TIMONへのインターフェース

TIMON for CATIA V5R20（ＴＦＣ）
TIMON for CATIA V5（TFC）は、CATIAと3DTIMONとのシームレス連携による
解析作業の大幅な効率化を実現します。

拡張性を特長とした技術・製品

● CATIA V5 R20
● 3D TIMON－FLOW
● 対応OS　WindowsXP 32/64bit版，Windows7 64bit版（SP2以上）

TIMON for CATIA V5（今後の開発予定）
CATIA PLM環境への統合

※CATIAは、ダッソー・システムズ（Dassault Systemes）
または、ダッソー・システムズ子会社の米国およびその他
の国における登録商標です。

形状変更前 形状変更後

CATIA V5上で作業可能

ボタン1つで
出力可能
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■ ゲート位置変更による
　ウエルドラインコントロール

■ ゲート位置変更による型締め力最小化

■ 4×4=16通りの最適化

■ 形状最適化によるそりの最小化の実行例
　肉厚を変更したコネクタのそり最小化

■ ランナー形状変更による充填バランス最適化

パラメトリック最適化オプション

AMDESS for 3D TIMON
3D TIMONの最適化システムです。従来経験値を必要としていた様々な成形要件を自動で最適化することができます。
専用インターフェースを用いることで誰でも簡単に最適化システムを活用できます。形状変更時にもCADシステムは不要です。

最大型締め力（充填時）

型
締
め
力

最適化前 最適化後
0

300

600

900

[ton]

最適化前

最大そり量：0.044mm

最大そり量：0.038mm

最適化後

3D TIMON専用インターフェースより目的と変更対象を組
み合わせ、様々な最適化が可能です。
目的（ウェルド位置制御、型締力低減、そり低減、充填バラン
ス）と設計変数（ゲート位置、ランナー断面形状、製品肉厚、成
形条件）とを自由に組み合わせ、最適条件を導き出します。

通常の解析
［ 入力 ］

CAE

［ 結果 ］

［ 判断 ］

［ 入力 ］ ［ 結果 ］
最適化

目標値
（要求） 解析条件

解析結果1

解析結果2

解析結果3

入力条件・結果を分析し最適条件を人間が判断 ［ 判断 ］ソフトウェアが最適条件を提示

最適化システム

条件の策定
解析条件1

解析条件2

解析条件3

最適化前

最適化後
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TMDは、充填解析、金型冷却解析、簡易そり解析が可能です。コンシェルジェ（案内人）を用いることで、
解析の手順を示し、解析結果を分かり易く表示します。

より早く、実用的に、ものづくりを変える

コンシェルジェ機能
●解析設定コンシェルジェ
実行したい解析を選択すれば、フ
ローチャートにしたがって設定し
ていくだけです。解析初心者の方
や、たまにしか解析を行わない方
でも迷いません。

●解析評価コンシェルジェ
実行したい解析を選択すれば、フ
ローチャートにしたがって設定し
ていくだけです。解析モデルの成
形条件および解析結果に関する
一覧が可能です。

電卓感覚の手軽さ／設計の合間に解析が完了

TMD簡易そり解析は、形状や条件によるそりへの影響を素早く評価できます

充填解析：エアベント 金型冷却解析：金型表面温度 冷媒温度充填解析：充填パターン
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◆メッシュ作成は不要。簡単かつ高速に解析



■ 3D TIMON製品構成
区分 製品名 概要

基本モジュール 3D TIMON－FLOW Pre/Post 及び充填解析

標準モジュール

3D TIMON－PACK 保圧冷却解析
3D TIMON－FIBER 繊維配向解析
3D TIMON－WARP そり変形解析
3D TIMON－MCOOL 金型冷却解析

拡張モジュール

3D TIMON－INSERT インサート成形解析
3D TIMON－OPTICS 光学素子成形解析
3D TIMON－AWARP 結晶性非強化樹脂用そり解析
3D TIMON－SuperThin ＬＣＰ材料対応の超薄肉成形部用解析
3D TIMON－MultiMold ２色成形解析
3D TIMON－PRESS 圧縮成形解析
AMDESS for 3D TIMON　（セット） 最適化機能
AMDESS for 3D TIMON　（I/F） 最適化専用インターフェース
3D TIMON－TetMESH 3D TIMON専用テトラメッシャー

NASTRANTRANSLATOR Nastran用モデル・異方性物性出力
（強度検討・熱解析用）

ANSYSTRANSLATOR ANSYS用モデル・異方性物性出力
（強度検討・熱解析用）

ABAQUSTRANSLATOR ABAQUS用モデル・異方性物性出力
（強度検討・熱解析用）

3D TIMON for CATIA CATIA V5からインターフェース
3D TIMON－Pre/Post Pre/Post 追加ライセンス

熱硬化性樹脂用 3D TIMON－ReactiveMOLD 熱硬化解析

■ ＴＭＤ　製品構成
区分 製品名 概要

ネットワークライセンス版 TMD-FLOW　(N） 充填解析・充填パターン・簡易そり解析
ネットワークライセンス版 TMD-COOL　(N） 金型冷却解析・肉厚中心温度

■ 動作環境 （Windows環境）

区分 3D TIMON TMD

OS

Microsoft Windows 7
（Ultimate, Enterprise,　Professional）
32bit / 64bit　日本語版

Microsoft  Windows 7
（Ultimate, Enterprise,  Professional）
32bit / 64bit　日本語版

Microsoft Windows XP Professional SP3 
日本語版

Microsoft Windows XP Professional SP3 
日本語版

Microsoft Windows XP Professional X 64 
Edition SP2 日本語版

Microsoft Windows XP Professional X 64 
Edition SP2 日本語版

CPU 2GHz以上 2GHz以上
物理メモリ（RAM） 2GB以上 2GB以上
仮想メモリ 2GB以上 2GB以上
ディスク空き容量 4GB以上 4GB以上
グラフィック　カード 512MB以上のメモリを実装したOpenGL対応品 512MB以上のメモリを実装したOpenGL対応品
ディスプレイ 1280×1024以上

■ サポート業務内容
　　・ ホームページ ...............ユーザサポートサイトでのFAQ、修正モジュールのダウンロード、各種関連情報のお知らせ
　　・ サポートセンター .........電話、E-mail、FAXによるＱ＆Ａ各種関連情報のお知らせ
■ 教育内容
　　・ 定期教育（各１日） ........操作編１・操作編２・樹脂編・結果評価編・理論編
　　・ 個別教育 ......................お客様の日程に合わせた教育
■ 受託サービス内容
　　 樹脂測定／解析立ち上げ支援／個別支援コンサル　　
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本　　　　社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-16（日本橋室町ビル）
 TEL：03-3241-1543　FAX：03-3241-1545
名古屋営業所 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-2-4　アイディエリア711
 TEL：052-331-5951　FAX：052-331-5952
滋賀事業場 〒520-0842  滋賀県大津市園山1-1-1
 TEL：077-533-7319　FAX：077-533-7224

エンジニアリング事業本部　CAEソフト事業部
e-mail : info@3dtimon.com　http://www.3dtimon.com

※詳細についてはお問い合わせください。※3D TIMONは、東レエンジニアリング株式会社の登録商標です。その他、記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

2012.11

販売代理店

AWV161214
画像

AWV161214
タイプライターテキスト
設計製造システム事業部〒140-8526　東京都品川区東品川2-4-11　野村不動産天王洲ビルTEL:03-6701-3562　E-mail:cad-sales@canon-its.co.jp




