
XFdtd

Electromagnetic Simulation

3次元電磁界解析ソフトウェア

Simplified



アドバンスドコンフォーマルメッシュXACT
GPUアクセラレーションXStream

インタラクティブ3D-CAD
CADインポート・エクスポート

高機能なリザルトブラウザー
多彩なビジュアライゼーション

XFdtdには、作業時間を減らす工夫が数多く

施されています。解析の高速化はもちろんのこ

と、アルゴリズムの簡明さ、繰り返し作業の削減、

解析結果の比較のしやすさ、カスタマイズ性の

高さなど、研究者・エンジニアの視点を強く意識

した作りになっています。

XFｄｔdは、1994年に世界初FDTD法商用
ソルバーとしてリリースされました。以来、
計算アルゴリズムは進化し続けており、研
究者が要求する精度、速度、安定性に加
え、豊富な機能と柔軟なカスタマイズ性を
実装するに至りました。

作業時間の効率化

世界初の商用FDTDソルバー

Remcom社は、FSSの解析や幾何光学回
折理論の応用、そしてFDTD法の改善等
の業績で著名なR・J・ルーバス教授とその
大学院生により設立されました。同社は米
国において、政府や大手キャリアーの解
析・コンサルティング業務で信頼を不動の

Small Business Innovative Research

歴史に裏付けられた信頼と実績

充実した形状編集機能に加え、アセンブリ、
賢いヒストリー機能、高速なソリッドカーネル
により、複雑で大規模な3次元構造の編集を
容易にします。

ユーザがモデルを作成する間、設定を常に
監視し、ユーザに知らせます。設定の不備
による解析エラーを未然に防ぎます。

解析結果の履歴が一元管理されるリザルト
ブラウザーから、全データのポスト処理ができ
ます。整理されたツリー構造により、容易に
参照・比較ができます。

形状、材料定数、励振波形、メッシュ、出力
要求、解析の継続時間等、ほぼ全ての設定
において、パラメータ（変数）を定義・コント
ロールすることができます。パラメータを含む
数式を記述することもできます。

XFdtdのスクリプトは、モデルの作成からシ
ミュレーションの実施、ポストプロセッシングを
含めてコントロール可能で、フレキシブルな
ユーザカスタマイズを実現します。標準実装
されたスクリプトライブラリは、形状マクロ、最
適化、シミュレーションプロセス、結果出力の
ポスト処理等、モデル作成から結果処理まで
様 な々場面で利用可能です。

使用頻度の高い波形・材質・パーツ等をライ
ブラリに登録しておくことで、いつでも簡単に
再利用することができます。類似問題の解
析には、様々な任意設定をデフォルト値とし
たテンプレートを作成しておくことにより、ワー
クフローが簡素化されます。

CATIA V4,V5,STL
Inventor等も標準サポート
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モデリング時間はより短く 設定エラー監視とフィードバック

モデル作成

柔軟で強力なパラメタライゼーション

豊富なスクリプトライブラリ XTend

ワークフローを簡略化する機能
ライブラリ & テンプレート

高機能なリザルトブラウザー

CADインタフェースを標準装備
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業界で利用されている多くのCADフォーマット
の入出力機能を標
準装備。ヒーラー、
非接触チェック・
修正機能も備えて
います。
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複雑な形状もステップバイステップで作成可能

結果A の
参照・比較

結果B の
参照・比較

結果C の
参照・比較

モデル作成

繰返し作業を減らすツール群

ポストプロセッシング

ものにしており、2001年にはUS Army

Quality Award”を受賞しています。



電磁界解析手法として、長年信頼されてい

るFDTD法に、精度・解析速度の向上を可

能にする最新のテクノロジーが加わり、

XFdtdは新たなFDTD法ソルバーとして

進化し続けます。

精度・高速化

MPIクラスターコンピューティング

XFdtdは、クラスターシステム上での解析
にも対応しています。クラスターのリソース
を十二分に活用し、飛行機や自動車など
を含む大規模な電磁界解析を行うことが
できます。

精度を損なわずメッシュ数を劇的に削減するテクニックXACT

CPUとGPUのパフォーマンス比較XACTの効果

XFdtd 7のXACTにより、複雑な湾曲や微
細な間 など、結果に極めて大きな影響を
与える形状を正確に捉え、かつ従来の
XFdtdと同様に高い精度を保ったままで、解
析時間や必要なリソースを削減することが
可能です。パーツ毎にメッシュを微調整す
ることなく、CADのデータに忠実な解析を高
速に行うことができます。また比較的短い解
析時間で、モデルのおおよその傾向を掴む
ことができるため、設計ツールとしての幅も
広がります。XFdtd Pro、 Bio-Pro共に、
XACTは標準実装されています。

表皮効果などにより導体曲面に集中する電
流を精緻に再現することや、細い曲がった導
線の正確な長さを再現すること等、従来の
階段近似では膨大なメモリを要したモデル
も、XACTにより比較的少量のメモリで正確
に表わすことが出来るようになります。

FDTD法は並列化に適したアルゴリズムで、
また精度を追い込む際にほぼ予想通りに収
束します。CUDA実装は、これらの長所を最
大限生かすものです。

時間領域差分法（FDTD法）は、空間・時
間的に差分化したマクスウェル方程式を
時間ステップ毎に解き、電磁場を求める手
法です。人体モデルのように、多くの分散
性媒質が複雑な形状をなすようなモデル
の解析を得意とします。時間領域ソル
バーであるため、フーリエ変換することによ
り、広帯域の結果を一度の解析で得ること
ができます。また、モデルの規模の増大に
対する必要メモリの増加率が、他のアルゴ
リズムに比べて低く抑えられます。

時間領域差分法（FDTD法）

アドバンストコンフォーマルメッシュ

XACT

GPUアクセラレーション

XStream

階段近似の短所を克服するテクニック

FDTD法の長所を生かすテクノロジー

XStreamは、GPUの力を借りて電磁界解析
のパフォーマンスを飛躍的に向上させます。
64bit-CPUに比べて、数十倍から300倍の高
速化を実現しました。XFdtd Proには1台の
GPU、Bio-Proには2台のGPUを使用できるライ
センスが含まれています。またXFdtdには、
CPUの進化を最大限活用するため、16スレッ
ドまでの解析環境をオプション購入なしで
ご利用いただけます。

When you need speed and accuracy....When you need speed and accuracy....

Traditional FDTD Mesh XACT Mesh

XFdtdはいち早くGPUへの対応を実現し、
豊富な実績で高い信頼を得ています。
常に最新のGPUアーキテクチャを取り入
れることで、パフォーマンス向上の努力
を続けています。
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XFdtd Bio-Proバージョンには、人体曝露解析分野におい
て、十分な実績を有するSAR演算機能が搭載されていま
す。付属する男性・女性の臓器等を含む詳細な全身メッ
シュモデル、および40種類以上の生体組織データベースを
利用し、SAR計算を簡単かつ正確に行うことができます。

Bio-Pro

VariPoseは、GUI上で人体モデルの3D表示、姿勢の
調整を行えるソフトです。様々な状況を想定し、現実
世界により近い形で電磁界解析を行えるため、規格策
定の根拠となるような解析データを包括的に得ることが
可能です。

VariPose

主な用途

主な用途
・人体モデル姿勢編集
・人体モデルのエクスポート

・SAR 計算
・人体曝露解析 携帯電話によるSAR

姿勢を変更した人体モデル

Remcom社は、電磁界解析をコア技術とし

て、特殊な電子デバイス、生体分野、大規模

問題、地形等も考慮した伝搬問題等、専門

分野のソリューション技術も提供しています。

Remcomテクノロジー

電磁界解析をコアとするRemcom社の専門技術

主な用途

主な用途

主な用途

RLDは、幾何光学理論とロットマンレンズ方程式を利用
する、ロットマンレンズの設計、シンセシス、解析を行うツー
ルです。RLDで作成した形状データは、XFdtdへエク
スポートでき、ロットマンレンズを利用するデバイスの電磁
界解析へ移行できます。

Rotman Lens Designer

・ロットマンレンズ設計
・ロットマンレンズのエクスポート

WaveFarerはミリ波レーダー解析ツールです。
自動車が実際の街中を走行している環境を
モデル化したシミュレーションが可能であり、
 車体の形状はもちろんのこと、地面や道路周辺
の構造物からの散乱波などのマルチパスを考慮
したレーダー解析が行えます。

WaveFarer

・遅延プロファイル，受信電力解析
・RC S解析（レーダー反射断面積）

Wireless InSiteは、都市、郊外および屋内の3次元モデ
ルにおいて、高速かつグラフィカルな電波伝搬シミュレー
ションを提供するツールです。XFdtdで設計したアンテナ
パターンをインポートできます。ITS（路車間通信と車車間
通信）や MIMOのアンテナ設計等にも威力を発揮します。

Wireless InSite

・大規模伝搬解析
・室外室内伝搬解析
・地形による伝搬

ロットマンレンズ実サンプルと解析結果

車両走行試験シミュレーション

車載アンテナのパターンと都市部の受信レベル
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最新のテクノロジーが可能にした圧倒的パワーとスピード

■CPU/GPUクラスタ

■メモリ無制限

■並列処理

Throughput Plot of MPI + XStream

Throughput Plot of XStream

機能リスト

■インポート CADファイル

High-Performance Computing GPU アクセラレーション

■High-Performance パッケージ



https://www.kke.co.jp


