


What is  Granuleworks?

Granuleworks は、粉体シミュレーションの手法としてもっとも代表的な離散要素法 (DEM) の理論に基づく粉体の解析ソフトウェ
アです。食品、医薬品、化学品、輸送機器、電子材料など、粉体を使った様々な製造プロセスや粉体加工、粉体装置の設計・改良
に活用することができ、混合、搬送、充填、圧縮など粉体の現象を容易に解析できます。

*CGレンダリング処理を行っています

振動分級解析　株式会社チップトン様 回転ふるい機解析SAGミル解析

ホッパー解析 液架橋力を考慮した混合解析スパイラル・フィーダー解析
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電 機 食 品
消費財

防災・土木
建 築

医 療

エネルギー

金属積層造形解析

偏析予測解析

電池材料の充填解析

コンタミ発生予測解析

コンクリート流動解析

造粒解析
（錠剤の崩壊性や溶出性の制御）

錠剤のコーティング解析

打錠解析

原料搬送・乾燥解析

容器への充填解析

土砂崩れ解析

粉末冶金（金型充填）解析

ふるい分け・分級解析

粉砕解析

スクリュ搬送解析

各種粉体の混合解析

圧縮成形解析

防塵解析

トナーの現像・転写・クリーニング解析



流入 充填 圧縮 回復＆接着

Application
Granuleworksの事例

弾塑性接触モデルとポリゴンの移動設定を併用することにより、従
来手法（有限要素法など）では対応が困難だった充填プロセスから
圧縮成形プロセスまでのシームレスな解析が可能です。粉体間の接
着性を考慮することもできます。応力、粒子密度などの均質性、加工
条件の最適化などにご利用いただけます。

充填・圧縮成形解析

圧縮成形プロセスの見える化

粉体の応力、粒子密度などの均質性、加工条件の最適化

搬送装置の改良や搬送条件の最適化

装置内の粉体の挙動や量の評価

粉体の撹拌や混合における混ざり具合の効率化

粒度分布のある粉体の混合度を定性的に評価

混合解析 搬送解析

回転抵抗モデルを用いることにより、安息角、かさ密度などを精度よ
く再現できるため、粉体の搬送量の評価、搬送装置の改良、搬送条
件の最適化などにご利用いただけます。また、装置を強制運動させ
ることにより、振動搬送への適用も可能です。

一軸スクリュー搬送の事例

シミュレーション結果と実機との比較　
「ロッド付の円筒容器による粉体の混合」

振動搬送の事例提供：月島機械株式会社様
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Features
Granuleworksの機能

導入の流れとライセンス形態

GPU オプション機能を追加することにより、NVIDIA 社 CUDA による
GPU ボードを活用した高速シミュレーションが可能になります。
スパコンや HPC サーバーと同等の高速計算がデスクサイド PC でも
可能となり、計算時間とハードウェア導入コストを大幅に削減できま
す。
プロメテック・ソフトウェアは、
NVIDIA 社の CUDA プラットフォー
ム発表時より、GPU を利用したアプ
リケーション開発を行っています。

GPUを使用した高速計算

まずはプロメテック・ソフトウェアまたは販売代
理店のウェブサイト、Email、お電話からお問い
合わせ下さい。

ご要望により、お客様の課題に対してDEM（個
別要素法）の特性や実績からどのようなアプロー
チが可能かお打合せを行い、Granuleworks の
活用方法、最適なライセンス構成、関連サービス
をご提案します。

お客様にもっとも効果的な御見積りを作成。

ご要望に応じて、初期導入サポート、オンサイト
トレーニングサービス（有償）も実施します。

保守サービスまたは年間レンタルをご契約のお
客様へ、専門エンジニアが継続的な製品サポー
トをご提供します。

導入ステップ

保守サービス：保守契約または年間レンタルをご契約のお客様へ、
最新バージョンへのアップグレードおよびアップデートプログラムを
ご提供します。また、経験豊富なテクニカルサポートエンジニアが製
品 の 使 用 方 法 から解 析 内 容 のご 相 談まで、課 題 解 決 に
Granuleworks をご活用いただけるよう技術サポートサービスをご
提供します。

ライセンス形態

粒子法 CAEソフトウェアParticleworksと連成させることにより、粉体
と流体による混合・撹拌解析など、より複雑な解析が可能になります。
Particleworks は、プロメテック・ソフトウェアが開発した流体解析ソ
フトウェアで、流体を粒子として扱う手法を用いることで、液体の大変
形や合体・分裂など、自由表面の激しい変化を容易に解析できます。

Particleworksとの流体・粉体連成解析流体解析
ソフトウェア

Windows・Linux に対応したビューワーを備
え、プリ処理・解析・ポスト処理まで、すべて
の処理を GUI から直観的に操作できます。効
率的でシンプルな設計・デザインにより、ユー
ザーの初期トレーニングに費やす時間を削減
し、複雑なプロジェクト管理や解析設定、ポスト
処理、解析結果の評価作業を容易にします。
GUI の 中 心となるビューウィンドウは、
OpenGL による高速表示、高画質シェーディン
グに対応し、大規模な解析結果もスムーズに表
示できます。また、ウィンドウ構成を自由に変更
できるので、複数のビューウィンドウを並べて
表示し、結果を比較することもできます。

高機能・高速ユーザーインターフェース

CPU(Broadwell-E16 コア ) を１としたときの計算速度の比

CPU 16Cores 1.0

GPU P100 4.3
GPU K80 2.5

お 問 合 せ

御 見 積 り

導　入

運　用

検討課題に関する
お打合せ・ご提案

体験セミナー、ベンチ
マーク、評価版貸出等

選択 : 買取ライセンス／年間レンタルライセンス

基本ライセンス
選択 : ノードロックライセンス／フローティングライセンス

基本構成：CPUソルバ  1ジョブ、 Pre/Post 1ライセンス

Flexera Software社  FlexNet Licensing

アカデミックライセンス （買取ライセンス）
大学での研究や講義、授業での使用など教育機関向けのライセンスです。 CPUソルバ 1ジョブ、Pre/Post 1ライセンス、
GPUソルバ 1ジョブ、SDKオプションが含まれます。

オプション機能
追加ジョブライセンス

SDK Software 
Development Kit追加 Pre/Post（ビューワー同時実行数追加）

GPU ソルバ



Capabil it ies  Chart
機能一覧・動作環境

物理モデル
解析手法

境界条件

並列処理

プリ処理機能

ポスト処理・可視化機能

粒径分布
接触モデル

回転抵抗モデル

液架橋力モデル
ファンデルワールス力
熱解析
外力

エアレーション（MPS連成）

ポリゴン壁

流入境界

流出境界
解析領域
ポンプ（MPS連成）
SMPによるノード内並列 (マルチコア)
MPIによるノード間並列 (クラスタ)
SMPとMPIのハイブリッド並列
GPUによる高速化
解析条件生成

入力形状 ファイル

その他機能

複数ビューウインドウの表示
粒子の色付け機能 (グループ／物理量による色分け)
アニメーション機能 (プレビュー・結果表示・静止画出力・動画出力)
粒子のベクトル物理量表示機能
流跡線機能
任意粒子の情報取得機能
指定領域内粒子の抽出機能・混合度評価機能（プローブ）
解析結果の座標変換機能 (座標変換)
ポリゴン壁への物理量マッピング機能 (物理量マッピング)
任意座標における物理量推定機能 (定点観測)
均一格子への物理量マッピング機能（グリッド化）
流線表示機能
コンター図表示機能
粉体表面の抽出機能 (表面メッシュ生成)
解析結果のASCII形式への変換 (結果ファイルのアスキー変換)
流量測定機能
かさ密度算出機能

ソルバ

プリポスト

動作環境

Windows 7／Windows 8／Windows 10／RedHat Enterprise Linux WS 6.x
4.0以上
intel社製、AMD社製 x86互換 2GHz以上
NVIDIA Tesla C2050、C2070、C2075、M2090／K20、K40、K80／P100、GP100
4GB以上
5GB以上

OS
OpenGL
CPU
GPU（計算用）
Memory
HDD

線形バネモデル
Hookeモデル
Hertzモデル
Thorntonモデル
Walton-Braunモデル

一定トルクモデル
EBP（Elasto-Brittle-Plastic）モデル
EPP（Elasto-Perfectly-Plastic）モデル

接触による熱伝達モデル
一定の加速度 (重力)
時間変化する加速度
液体中の気泡挙動
粒径分布のある気泡の発生、消滅、壁力、分裂、合体、抵抗力

強制運動 (並進、回転、親子関係)
壁にかかる力・トルク計算
断熱境界・等温境界

物性指定・流速指定・流入指定・温度指定
時間変化する流入条件
形状・領域指定
移動、境界端での流出
領域指定・速度指定

形状モデルの粒子化機能
面指定の粒子化機能
形状モデルのポリゴン壁化機能
STLファイル入力機能 (アスキー／バイナリ)
OBJファイル入力機能
Nastran形式ファイル入力機能

干渉領域にある粉体粒子の自動除去機能
粉体粒子の体積指定や、割合・配置の調節機能

※GPU版を使用するにはCUDA 8.0 のインストールが必要です。 ※OSは、64bitのみとなります。32bitには対応しておりません。






