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会社紹介



主な技術役務遂行実

NVH,耐久性テストとCAEのコンサルティング   |  パワートレインNVH、耐久とCAEコンサルティング
パートセンサー化、荷重/変位の測定、RLDA試験コンサルティング   |  材料物性、振動耐久試験コンサルティング
防振マウント＆BUSH設計、解析、試作品開発   |  吸音材遮音材の開発試験、解析、試作品開発
モーター電磁界の設計、試験、解析、試作品開発   |  インホイール原動機とシャーシプラットフォーム、環境にやさしい自動車の開発
SOLIDWORKS 販売および技術用役   |  3DEXPERIENCE 販売および技術用役
エンジン、変速機、モータなどの欠陥の早期検出機器販売   |  IoTベースのビジョン検査システムの開発と販売

total engineering
consulting service
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01 試験技術用役

振動騒音と耐久試験

材料物性と寿命試験

部品センサー化と負荷/変位測定

部品と吸音材遮音材の開発試験

ㆍ振動騒音と耐久試験 

ㆍ競争の車のベンチマーク試験    

ㆍMODAL TEST & ODS TEST

ㆍ乗り心地とステアリング感試験
ㆍTPA試験&Sound Quality試験

ㆍ材料物性試験
ㆍ防振ゴム特性試験
ㆍプラスチックの物性試験

ㆍS-N曲線の測定と寿命試験
ㆍ吸音材遮音材特性試験

ㆍ自動車及び部品センサー化       
ㆍ  自動車及び部品の荷重と変位

の測定 

ㆍ部品の振動騒音試験              
ㆍ部品の振動耐久と環境試験      
ㆍBSR試験

ㆍ  ボルトセンサー化と緩み測定
ㆍRLDA測定

ㆍ吸音材遮音材の開発試験
ㆍSeat振動騒音試験



01 試験技術用役

複合環境試験リスト

振動の試験リスト ENGINE＆ MOTOR Dynamometer 試験と実車走行試験

·複合腐食試験 ·熱衝撃試験 ·恒温恒湿試験 ·高温試験
·塩水噴霧試験 ·粉塵試験室試験 ·防水チャンバー試験 ·超加速寿命耐久試験

·大型電気振動試験
·中型電気振動試験
·小型電気振動試験

·6軸マスト振動試験
·BSR振動試験

·エンジンと変速機 Dynamometer 試験
·実車 Dynamometer 試験 と P/G 走行試験
·実車 RLDA 試験
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02 CAE解析技術役務

振動、騒音、耐久CAE解析

ラバーマウント＆BUSH、プラスチック解釈

エンジンのNVH、耐久CAE解析

部品、モジュール、解釈及びボルトの緩み解釈

ㆍNVH、耐久FEモデリング
ㆍ自動車、航空機、船舶、産業 

機械NVH、

ㆍパワートレインFEモデリング
ㆍエンジンNVHと耐久性分析
ㆍパワートレインシステム解析

ㆍエンジンブロック,オイルパ 
ン,ヘッドカバー,チェーンカ 
バー,カムシャフトNVHおよ 
び耐久性分析

ㆍ実験-CAE解釈相関分析
ㆍ最適化解析

ㆍエンジンマウントシステム解析
ㆍラバーマウント＆Bush CAE解析
ㆍマウントブラケットCAE解析

ㆍエンジンマウントシステム解析
ㆍSeat固有振動数とBSR強制振動解析

ㆍ部品、モジュール、振 
動耐久解析
ㆍボルトの緩み解釈

ㆍSealing解釈
ㆍエンジニアリングプラス

チックCAE解析



02 CAE解析技術役務

製品の最適化解析 PIPEと配管設計と解析、試験 用役サービス

·製品のFE解析モデリング
·製品振動騒音や耐久最適化解析
·製品流動最適化解析

·PIPEと配管設計
·PIPEと配管流動解析と耐久解析
·PIPEと配管の振動騒音試験

設計者のための解析モデルと解析の自動化技術の開発用役 システムの最適化解析

·3D CADモデリング自動化
·2D図面作成自動化
·シミュレーション(構造、振動、流体、熱、射出などなど、)自動化
·MS Officeファミリーでレポートを作成自動化

·自動車エンジンマウントシステム解析モデリング
·RUBBERマウント＆ブッシュの位置及び特性を最適化解析
·RUBBERマウント・ブッシュ形状設計と最適化解析
·マウントブラケット最適化解析
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03 電動機の電磁 設計、試験、CAE解析

電動機の数値解析と最適化設計

電動機NVHと性能試験

電動機プロトタイプの開発と試験

EV & PHEV自動車試験とCAE解析

ㆍ電動機の数値解析に基づい電磁界特
性解析

ㆍ電動機CAEモデリング

ㆍ電動機の性能解析
ㆍ電動機の電磁最適化

ㆍ電動機NVH試験
ㆍ電動機減速機NVH試験

ㆍ電動機の性能試験
ㆍ電動機実車装着時の振動騒音試験

ㆍ電動機プロトタイプ開発
ㆍ電動機プロトタイプ性能試験

ㆍエコカーや部品の試験
ㆍエコカーと部品CAE解析

ㆍIn-wheel電動機の開発
ㆍIn-wheel電動機性能試験

ㆍ多物理CAE解析開発
ㆍエコカー関連技術の開発



04 RUBBER MOUNT＆BUSH 設計、試験、解析、試作品開発

RUBBER MOUNT＆BUSHプロトタイプ開発RUBBER MOUNT＆BUSH 開発 TOTAL SOLUTION 提供

防塵システムエンジニアリング用役
ㆍシステム解析（エンジン、電動機、キャビンマウ 

ント、等）と最適化
ㆍ車両NVH品質の問題vs防振ゴム相関分析と改善ソリ 

ューションを提供

RUBBER MOUNT＆BUSH DB 管理 S / W 開発

お客様特化ソフトウェア開発
(Easy to use, Fast solution)
ㆍ設計者、実験エンジニアのためのマウントシステ 

ムの最適化解析ソフトウェア
ㆍ試験データ管理および分析ソフトウェア

マウント設計とプロトタイプ開発
ㆍシステム解析による防振ゴム最適設計とプロトタ 

イプ開発
ㆍゴム製品のベンチマーク特性解析

CieL-Sは、自動車、航空機、船舶、産業機械、電動機などの振動騒音低減のための防振マウントシステムの設計、試験、解析、 
およびプロトタイプ開発など、統合エンジニアリングサービスを提供しています。.

システム設計及び解析 製品設計及び最適化解析

実車実験

optimal
Mounting solution

by close loop 
development
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RUBBER MOUNT＆BUSH 設計、試験、解析、試作品開発

お客様独自のテスト結果データベースを構築 種々の試験

装置の硬さを持つテンプレート および 新製品の開発も

可能である

RUBBER MOUNT＆BUSH 開発 解釈 プロセス RUBBER MOUNT＆BUSH 試験 DATA 管理 S / W 開発

システムデータ

システムモデリング

テストとの相関関係

シミュレーション&最適化

-準静的

ターゲット

スタティック

線状剛性 D/Ratio,減衰 非線形剛性

• シミュレーション結果とベースカーでのテスト結果を比較します.
• システム日付とマウントの特徴を確認および変更

• 静的平衡
• TRA Calculation

• 静的剛性·減衰動比
• トラベルギャップ&プログレッシブカーブ
• 油圧マウント用減衰周波数及びレベル
• 各マウントの最大負荷

• Rigid Bodyモード
• ロード·エキサイトメント
• エンジンの振動
• インパクトショック

• P/Train Movement

• 最大 マウント·ロード
• 最大 マウントディスパッチ

ダイナミック 準静的 

データのインポート

- 標準フォーマット

- データベース
- データ分析

- ファイル
- 印刷
- 異なるデータ形式

Raw Data

処理

Output

Mount Parameter の定義

-ダイナミック
-スタティック



試験用保持装置と S/W リスト

解析用保有 S/W リスト

解析用保持装置の仕様

ㆍHP Z820 Work station

ㆍHP Single unit packaging

ㆍHP Z820 Country kit

ㆍHP Z820 1125 W 90% Efficient chassis

ㆍHP Dual processor air cooling kit

ㆍWin8.1Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64

ㆍWindows7 64 bit factory image recovery

ㆍIntel Xeon E5-2643 v2 3.5 1866 6C 1stCPU

ㆍIntel Xeon E5-2643 v2 3.5 1866 6C 2ndCPU

ㆍ512GB DDR3-1333(16×32GB)2CPU LR RAM

ㆍ512GB SATA 1st Soild State Drive

ㆍ2TB 7200 RPM SATA 2nd hard drive

ㆍ2TB 7200 RPM SATA 3rd hard drive

ㆍ  NVDIA Quadro K4000 3GB 1st GFX 

ㆍHP USB Optical mouse

ㆍHP USB Keyboard

ㆍ16X Super multi DVRW SATA 1st ODD

ㆍHP 3/3/3 Warranty

ㆍHP Z24i24-lnch IPS Monitor

ㆍEtc. Laptop and desktop for analysis

ㆍLMS SCADASシステム：5 Set（各40 CH）
ㆍ試験および分析のためのWorkstation級ノートパソコン：6 Set
ㆍLMS SCADAS XSシステム：1 Set
ㆍ  エンジン＆トランスミッションの振動騒音と耐久欠陥の 
早期検出装置：RED-ANT1 Set
ㆍ  加速度計、マイク、インパクトハンマー、タコメーター、 
ラウドスピーカーなど他のセンサ類
ㆍ試験用S / W：TestLab、RED-ANTなど

ㆍABAQUS, TOSCA, I-SIGHT, FE-SAFE

ㆍHYPERWORKS, SIMLAB, FEMFAT

ㆍSTAR CCM+

ㆍSOLIDWORKS 3D CAD, Simulation

ㆍ3DEXPERIENCE Simulation Engineer Etc. Hyperworks S/W license 
certification

ABAQUS S/W license 
certification

05 CIEL-S 保有機器と S/W リスト
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Head office ｜  85514, LINC, Sungkyunkwan University, 
 2066 Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon,  
 Gyeonggi-do 16419, Korea

Branch Office 2 ｜   7F 704, 362-11, Jung-gu, Ulsan,Korea Branch Office 3 ｜   1F COLLA.LAB 199-4, Jeongicha 1-ro, Daema-myeon, 
Yeonggwang-gun, Jeollanam-do, Korea

Branch office 1 ｜   1107, JIAT, 6, 2 Dongjangsan-ro, Gunsan-si, 
 Jeollabuk-do 54158, Korea

CIEL-S 保有機器と S/W リスト 06 CIEL-S OFFICE ADDRESS



[16419]  85514,LINC, Sungkyunkwan University, 2066 Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon, Gyeonggi-do ,korea

TEL 031. 299. 6785    H.P 010. 3142. 2161    FAX 031. 299. 6782    E-MAIL info@ciels.co.kr

total engineering consulting service


