
উজ؞এ५ॺ૪৶
&$(�&$'ঔشইॕথॢ
উট७५ঽ৲
ള়୩ୠਈి৲�ਝੑർด
&$(ঔॹঝঃছওشॱش৲

UNLEASH THE POWER OF CAE



ලऩ�५ॸॵউपेॊ૪৶
५ॸॵউ���ঘش२شউট७५भ੶ஈ
५ॸॵউ���nॻছॵॢ	ॻটॵউ|*8,भਛ
५ॸॵউ���*8,भન
५ॸॵউ���ਃચभਁ৫

ड़জ४ॼঝওॵ३গ

ड़জ४ॼঝ&$'

ಌৗभ&$'

ঽಌৗभওॵ३গ

ঽಌৗऔोञ
மਡधੀ੯

ଁ়ঔॹছش

0HVK:RUNV�दमؚ&$'ध
&$(ॹشॱभৼ൩৴ऋ
శଞप५ش६पऩॉऽखञ؛
&$'ॹشॱऋಌৗऔोञؚ
ওॵ३গृॖথॱشইख़ش५ؚ
மਡؚؚੀ੯
ऩनभ੯ਝुৎप
ಌৗऔोऽघ؛
ऽञؚওॵ३গऋঔشইॕথॢ
औोञؚঢ়৴घॊ&$'ु
ৎपಌৗऔोऽघ؛

ঃছওॺজॵॡ
ঔॹছش

0HVK:RUNVदਛखञঋش५ছॖথ&$(ঔॹঝमؚঽदঃছওॺজॵॡ
ঔॹঝधऩॉؚజਟؚرपষॎोथःञঃছওشॱش৲भৎधੵਯ॑
చखऽघ્؛ಅ੭भ$XWR�3DUDPHWHUL]DWLRQقঽঃছওشॱك৲شमؚ
ইॕشॳকشੳधঘش२شଝपेॊঝشঝॸথউঞشॺपेॉ
ৰষऔोऽघ؛

ଁ়ঔॹছش

&$'ঔॹঝऊैؚؚ้
ؚكଭॉੱ؞ఠ؞ஷق+19
ິ୲ਙঔॹঝऩनളਯभਃચ&$(
ঔॹঝ॑েਛघॊऒधऋলਟऽघ؛
രਙभ&$(ঔॹঝ॑ৎपಌৗघॊ
ऒधऋदऌॊञीؚधभ৴
पउःथुଁ়औोञঔॹঝ॑ু
ऩऎણ৷घॊऒधदؚੵਯ॑చख
ऩऋैള়୩ୠਈి৲�ਝੑർด॑
ৰघॊऒधऋ૭ચदघ؛

ঽ৲ঔॹছش

ॉନखभ&$(উট७५मؚ)DVW�5HFRUGقৈச੶ஈڀك
&UHDWH�*8,8*ق,ਛ3ڀكOXPEقન3ڀكXEOLVKਁق৫ك
উট७५पेॉؚဌசपঽ৲घॊऒधऋदऌऽघ؛
ऒभਃચमؚঔॹঝपൂோचङؚউটॢছথॢभ௧ੴ॑ਏधखऩः
ঘش२شଝभ*8,दؚডشॡইটشषभଁ়ऋઍಔदघ؛

ଲષ৫উট७५॑घॊؚઃ਼৻&$(উছॵॺইज़ش

ৈऔध்भঽঃছওشॱش৲

&$'

ິ୲ਙঔॹঝ
19+ঔॹঝ



ওॵ३গਛ

0HVK:RUNVमؚളහऩ&$'ॹشॱऊै�'उेल�'भওॵ३গ॑ဌசपਛदऌॊਘৡऩ&$(
ওॵ३গਛग़থ४থ॑࿌ൗखथःऽघ؛

ৈ২पঽ৲औोञওॵ३গਛਃચपेॉؚঘش२شमಢৎऊणਈ৵भदৈષସभ
ওॵ३গ॑ਛदऌؚ&$'ॡজشথ॔ॵউमਈ৵ؚৃ়पेढथमৰସपਂਏपऩॉऽघ؛

ॸথউঞشॺঋش५भওॵ३গਛदमؚঘش२شमؚইॕشॳকشੳؚওॵ३গ१ॖ६ਏ੯ؚ
उेलષସ੦भञीभॸথউঞشॺ॑ਝघॊऒधऋदऌऽघ؛

ৈ২पঽ৲औोञওॵ३গષସଐਃચपेॉؚঘش२شभષସॸথউঞشॺृؚ
੦॑ञघञीभؚঽदওॵ३গఊਫ॑इथःऽघ؛

ர&$'ॖথॱشইख़ش५पৌૢखथःॊञीؚ67(3ृ3DUDVROLGऩनभሑ৷ইज़شঐॵॺृ
ಹऩ&$'ঃॵॣش४ऊै૾॑ઉமॖথএشॺघॊऒधऋदऌऽघ؛

&$'ॡজشথ॔ॵউभਏਙऋऺऻ૮ऩৃ়दँढथुؚ0HVK:RUNVमढ़شঈؚ१شইख़५ؚ
९জॵॻभౣૐृඝपৌघॊઁ೧ऩਃચऋॎढञ&$'ग़থ४থदघ؛

ংॵॳ૪৶पेॊওॵ३গਛਃચमؚঔॹঝ॔७থঈজ৸৬पৌखওॵ३গਛॸথউঞشॺ
॑સॉਊथऽघ؛औैपؚডشॡ५ॸش३ঙথऽञम+3&୭भःतोऊदؚളਯউট७ॵ१ش
दংॵॳ૪৶पथওॵ३গਛ॑ৰষखऽघ؛

ਕഓওॵ३গ؟

ঽਕഓওॵ३গਃચपेॉؚఏ୩ୠउेलইॕঞॵॺؚาऩनभ્୩ୠपउऐॊਏಞ
ષସਏ੯ृؚ૾पปढञਛ੯॑ञघওॵ३গ॑েਛखऽघ؛ଡୗੰෲृ&)'ق৬ੰෲك
भওॵ३গमؚ&$(ग़থ४ॽ॔ஆঽभਏ੯पి়घॊञीؚःऎणऊभ౪ঃছওشॱ॑شઞ৷
खथฑໞऊण૨ेऎওॵ३গ॑ਛखऽघ؛

ഓওॵ३গ؟

ঽ৲औोञഓওॵ३গਛਃચमؚਏಞષସਏ੯॑ञघਈ৵ਕഓ॑થघॊഓ
ওॵ३গ॑েਛघॊऒधदؚ૾पปढञଐସऩওॵ३গ॑खؚาؚইॕঞॵॺؚইছথ४ؚ
অشॻ�ऩनभఢ೧भ્ऩওॵ३গਏ੯॑ञखणणؚਏಞ१ॖ६ਏ੯पৌखરोञ౪॑
ষःऽघ؛

রয়એওॵ३গ؟

ঽ৲औोञॖথॱছॡॸॕঈऩওॵ३গਛਃચपेॉؚঘش२شमؚজঈृभઐ୷घॊ
્ඉऊणളහऩউছ५ॳॵॡउेलᄃୗષभরয়એওॵ३গ॑ਛघॊऒधऋदऌऽघ؛
&$'૾भಌपൣअௐऩनमঽपওॵ३গपખऔोऽघ؛

লঊय़१ওॵ३গ�ঽঊय़१ওॵ३গ
ঽঊय़१ওॵ३গقઉઐওॵ३গك

ഓওॵ३গলঊय़१ওॵ३গ

ॸॺছওॵ३গ



ॸॺছওॵ३গ؟

0HVK:RUNVदमؚॸॺছওॵ३গਛभؚःऎणऊभ্১ऋँॉऽघ؛
ॸॺছওॵ३গमؚమ৲ؚಽ૾ॸॺছওॵ३গؚਛশ૨ऩनرऩपेढथ౪घॊ
ऒधऋदऌऽघ؛

ঊय़१ওॵ३গ؟

ঽઉઐঊय़१ওॵ३গਛਃચपेॉؚએपৌख৬भপऌऩقङ॒एॉखञكളහऩ
ષदुؚ����ঊय़१ওॵ३গ॑ਛघॊऒधऋदऌऽघ؛লঊय़१ওॵ३গਛਃચ
दम્্ؚपତഔऔोञ્ඉ॑णષपৌखؚঊय़१ওॵ३গ॑ਛघॊऒधऋदऌऽ
घ؛bWKLQ�ZDOO�KH[�PHVKHUbदमؚরয়એഓওॵ३গऊैঊय़१ওॵ३গषಞଫऎఌख
ऽघ؛ঊय़१ওॵ३গਛਃચ॑ੌ়ॎचथؚਈ৵भঌথॱਏಞपथؚ૾पปढञঊय़१
ওॵ३গ॑েਛखऽघ؛

়ਙ؟

ওॵ३গেਛमؚ&$'૾धਘऎ়खथःऽघ؛ऒभऒधऊैؚ&$'૾ऋಌऔोॊؚ
ওॵ३গुঽदಌৗऔोजभಗभৃ়ुभ௮ऌ॑खऽघ؛

ଁ়ওॵ३গਛ؟

ૢৡ�ິ୲ਙؚྌਙ�19+قஷ؞ఠ؞ଭॉੱكऩनभ౮ऩॊരਙपৌૢघॊওॵ३গ
ॸথউঞشॺ॑&$'ॹشॱपસॉਊथॊऒधऋदऌऽघ؛ટधखथؚ৸थभ౮ऩॊരਙप
ৌૢघॊওॵ३গ॑ঔॹঝऊैেਛघॊऒधऋदऌؚള॑ೂघॊऒधऋदऌऽघ؛

ঃছওॺজॵॡওॵ३গਛ؟

્ಅ੭भঃছওشॱش৲ু১पेॉؚওॵ३গਛউট७५भपؚৎपঃছওॺজॵॡ
ওॵ३গ॑েਛघॊऒधऋदऌऽघ؛ऒभঃছওشॱش৲मؚ&$'ਃચभधखथऔोؚ
ঝشঝृॸথউঞشॺ॑ଝघॊऒधऋ૭ચदघ؛

ঔॹঝਛ

0HVK:RUNVभঔॹঝਛঔ४গشঝमؚॖথॱছॡॸॕঈदৈ২पঽ৲औोञঔॹঝ
॔७থঈজؚঔॹঝமਢ�়ؚ౫મؚؚੀ੯સॉਊथਃચऊैਛॉؚैोञ
ৎदঽؚ,&ग़থ४থؚఫ૬ਃؚ௩ऩनभളහऩইঝ३५ॸঞঋঝभঔॹঝਛ
॑૭ચखऽघ؛

५এॵॺྃம؟

५এॵॺྃமଡୗقঽभ৬ऩनكभৃ়ؚྃமਏಞमؚ้19+قஷ؞ఠ؞ଭॉੱك
ິ୲ਙऩनرऩॱॖউभരਙपৌखथঽেਛऔोऽघྃ؛மभेॉถऩঔॹঝਛभञीؚ
ྃமৡਂଌؚ५এॵॺྃமఢ೧भभ୶॑ਭऐॊ୩ୠभঔॹঝਛऩन્ؚऩইॕشॳকش
भਹ৷ऋ૭ચदघ؛ଲષ৫भੂपउःथؚ५এॵॺྃமउेल५এॵॺྃமਡमؚષওॵ३গ
॑ઞ৷खथঽেਛऔोऽघ؛

CAD
ॹشॱ

ॹ४ॱঝঔॵॡ॔ॵউ
ॹشॱ

ใோ
ওॵ३গॹشॱ

ഓওॵ३গ ਕഓওॵ३গ ঽঊय़१ওॵ३গ ঽॸॺছওॵ३গ

ঁॖঈজॵॻ३ख़ঝ
९জॵॻওॵ३গ অشਛ ঽ॔७থঈজ

ওॵ३গਛप
્৲खञॶشঝ

ঽওॵ३গਛग़থ४থ

ঁॖঈজॵॻ३ख़ঝش९জॵॻওॵ३গ রয়એওॵ३গ

ྃமਏಞभੳधྃமभঽਛ



३شྃம؟

३شྃம॑அिੌয়ଡୗभৃ়ؚྃமਏಞमؚढ़ॵॻؚঅشؚ९জॵॻؚྌਙਏಞऩनभ
رऩଡਛ॑৷ःथেਛघॊऒधऋदऌऽघ؛९জॵॻਏಞ॑ઞढञྃமभถऩঔॹঝਛ
पৌखؚঽदྃம॑ਛघॊड़উ३ঙথऋँॉؚఢఈષषभঀشॻभঐॵॳথॢऋ૭ચ
दघ؛

மା়؟

மା়ऋਏऩৃਚदमؚ९জॵॻ়ਏಞमঽেਛऔोؚଁ়ਏಞृமඡऩन॑ஂखथ
ఢఈષभওॵ३গषଁ়औोऽघ؛

ঝॺ়؟

0HVK:RUNVदम்ؚઁःரథभঝॺ়॔७থঈজਏಞऋঽেਛऔोऽघ؛ऒोैपमؚ
D���ฮৢঝॺؚE�ॿ४ؚF�ถऩওشॺঝ১भঝॺঔॹঝਛؚG�ᅡ�ྌ৬धभঝॺம়
ऩनऋஅऽोऽघ؛

மඡঔॹঝਛ؟

ઁऩமඡঔॹঝਛदमؚ॔७থঈজ৸ଡਛષदঽமඡએਛ॑ਹ৷घॊऒधऋ
दऌऽघ؛மඡৌमؚ༂ႆ્ؚਙऩनभిજऩੀએ੯दமඡએपেਛघॊऒधुदऌऽघ؛

उेलੀ੯؟

౮ऩॊரథभୖपৌखؚرऩृੀ੯॑ဌசऊण૨पਝघॊऒधऋदऌऽघ؛

ॖথॡঝشॻই॓ॖঝଵ৶؟

శଞपপૠெऩ३५ॸঔॹঝपৌखؚॖথॡঝشॻই॓ॖঝଵ৶३५ॸऋऔोऽघ؛
ঘش२شमؚ१ঈ॔७থঈজॹشॱ॑ॖথॡঝشॻই॓ॖঝपౣਛखؚ౮ऩॊॖথॡঝشॻ
ই॓ॖঝपॎञढथॹشॱඝඝ॑ৰষघॊऒधऋदऌऽघ؛

ঽமਡਛ

மା় ഓਏಞपेॊ
३شྃம

भ୶॑ਭऐॊ॰شথ
�+$=�

ॸॺছ

ঊय़१

োৡ লৡ

ঽঝॺਛ

९জॵॻਏಞपेॊ
३شྃம

ঽྃமਛ



এ५ॺ૪৶

0HVK:RUNVमؚীෲટभંउेलলৡ॑घॊञीभؚളਯ୩ୠपৌૢखञএ५ॺ૪৶ॶشঝदघ؛
ர९ঝংشऊै੭ञટই॓ॖঝ॑ഭाؚંघॊऒधऋदऌऽघ؛

॔ॽওش३ঙথؚ॥থॱؚشએંؚಉகએંؚટகभঀشॻऽञमਏಞभॡग़জشऩनؚ
௹୕ऩএ५ॺ૪৶ਃચपৌૢखथःऽघ0؛HVK:RUNVभॖথॱছॡॸॕঈऩএ५ॺ૪৶ਃચदमؚ
ટपৌघॊःੴৄ॑੭ॊऒधऋदऌॊञीؚ૾யৣदभਃ༊ऩ৸৬भ॑ेॉऎ৶ੰ
घॊऒधऋदऌऽघ؛

আشॡૢৡகؚਈপஷஷ்ऩन|ॵॺ५এॵॺ|ટभঽྴলपৌखؚঽ৲औोञএ५ॺ૪৶
ਃચ॑ਹ৷घॊऒधऋदऌऽघ؛

ঐঝॳक़ॕথॻक़॑৷ःञএ५ॺ૪৶पेॉؚളਯभॣش५ृਝੑ੧॑૨पૻຎघॊऒधऋ
दऌऽघ؛

ঐঝॳঌش४पेॊટभএ५ॺ૪৶पेॉؚ౮ऩॊછథभলৡ॑ളਯঌش४पथં૭ચऩञीؚ
ඝ॑ઍಔपষअऒधऋदऌऽघ؛

ਃચ

•ؙ॥থॱ؟شঔॹঝभ॥থॱشউটॵॺ॑ਛखؚীෲટ॑૭ଳ৲
yؙಉகએ્؟भટभಉகએقगகभએ॑كંؙ
yؙ॔ॽওش३ঙথ؟శଞؚउेलঔشॻ॔ওش३ঙথड़উ३ঙথपৌૢ
yؙঔॹঝੲਾି؟मঔॹঝभถ॑ંखؚਏपૢगथ୯ਸੲਾ॑ି੶प੶ൗ
yؙॡग़জقشঢ়৴ੲਾ؟كঀشॻؚਏಞउेलષभॡग़জقشঢ়৴ੲਾكभলৡટ॑
�����ၡ༮घॊऒधऋ૭ચ
yؙએંੰ؟ෲঔॹঝ॑૯જॊભਔभએએदभถ૾ய॑નੳ
yؙঘشॸॕজॸॕ؟شৰୡੑ১ك)2'قधਈి৲ਫ਼ୈभञीؚટभঽ৲এ५ॺ૪৶प
�����ःऎणऊभঘشॸॕজॸॕ॑شઞ৷

ਹਡ

yؙ0HVK:RUNV୭भଁ়औोञএ५ॺ૪৶ঘش२ॖشথॱشইख़ش५
yؙ$EDTXVउेल06&�1DVWUDQभટলৡऊैෆฐपএ५ॺ૪৶॑ৰষ
yؙপૠெঔॹঝभॉඞःऋઍಔ
yؙँॊक़ॕথॻक़�ঌش४ऊैશभक़ॕথॻक़�ঌش४षؚਹऩ|ढ़ॵॺؚ॥আؚشঌش५ॺؚ
�����ి৷|॑৷ःथટभএ५ॺ૪৶॑ঐঝॳঌش४धঐঝॳએदৰষ
yؙঽ৲औोञ|५॥॔ढ़شॻ|ঔ४গشঝमؚرऩટ॑ྴলघॊभप૽য়ठؚઞःু
�����भଐःંૄद
yؙ;0/ঋش५भ७ॵ३ঙথই॓ॖঝभ৳ோ

એં ಉகએં

॥থॱشउेलঢ়৴ੲਾقॡग़জكش

ঐঝॳक़ॕথॻक़पेॊএ५ॺ૪৶



ॢছইਛ

0HVK:RUNVभॢছইमؚਘৡऩউটॵॺ॑इॊॹشॱੰෲॶشঝदघ؛
௹୕ऩউটॵॺਃચؚઞःুभଐःॖথॱشইख़ش५ؚਃચऊैਃચषभઍಔऩ
ॼঅ।ش३ঙথਃચ॑इؚ0HVK:RUNVॖথॱشইख़ش५प৸ଁ়औोथःऽघ؛

औोञਯஊঢ়ਯ॑ॶشঝदਹ৷दऌؚ&$(३গঞش३ঙথટ॑উটॵॺघॊञीभ
ਯૄभ૪৶ऋઍಔदघ؛

ਃચ

yؙউটॵॺກ؟५ॣشঝ॑ৌਯ५ॣشঝपಌ
yؙউটॵॺঐॡট়؟ਛශभউটॵॺऋ૭ચ
yؙౠఏੲਾ؟ශभਈপਡधਈ৵ਡभનੳ
yؙტ؟ශभถ॑ં؛ষ५ॱॖঝؚ౦ؚाऩनभരਙभಌऋ૭ચ
yؙශ५ॣشঝभड़ই७ॵॺ؟ශभ५ॣشজথॢ॑ৰষ؛ളਯශपৌखड़ই७ॵॺ॑
�����ి৷૭ચ
yؙශभੑ؟ৗૠශ॑ૄधக॑৷ःथਛ
yؙঊॵॲش�ইॵॲ؟شঊॵॲش�ইॵॲشभౣૐ
yؙ੦؟ກधႄઉກभ্दؚঘش२شଝभਜ਼઼पथ॑ਛ
yؙශभരਙ؟ষ५ॱॖঝؚ౦ؚाؚ३থঝ५ॱॖঝऩनभരਙ॑ଝ
yؙॢছইਛିش੶؟ශभถ॑ି੶दં؛ਏपૢगथؚ୯ਸੲਾ॑ି੶प੶ൗ

ਹਡ

yؙউজ؞এ५ॺभଁ়औोञॢছইਛঘش२ॖشথॱشইख़ش५
yؙ1DVWUDQ�SFK�९ঝংشলৡऊैभෆฐऩএ५ॺ૪৶ટ
yؙউটॵॺශपৌखؚളਯभঃথॳই॓ॖঝ॑୯ਸ૭ચ
yؙँॊक़ॕথॻक़�ঌش४ऊैશभक़ॕথॻक़�ঌش४षؚਹऩਝ੯भਬಲऍਃચ
�����॑৷ःथટभএ५ॺ૪৶॑ঐঝॳঌش४धঐঝॳએदৰষ
yؙ;0/ঋش५भ७ॵ३ঙথই॓ॖঝभ৳ோ؛७ॵ३ঙথই॓ॖঝमગে૭

ঐঝॳक़ॕথॻक़पेॊ૪৶

ৌૢ५ॣشঝউটॵॺ

়ਛශউটॵॺ



ग़থ४ॽ॔জথॢউট७५ঽ৲भढ़५ॱঐॖ६

&$(উট७५म�)DVW�5HFRUGقৈச੶ஈ�ڀ�&UHDWH�*8,8*ق,ਛ�3ڀكOXPقન�3ڀكXEOLVKਁق৫ك
উট७५॑ઞ৷खथؚဌசपঽ৲घॊऒधऋदऌऽघ؛

శଞपളහऩ૾ृওॵ३গਛदुؚ௧ऩউটॢছথॢृ५ॡজউॺभੴ॑ਏधचङؚ
উট७५॑ঽ৲घॊऒधऋदऌऽघ؛

ঽ৲घॊऒधऋदऌॊউট७५मؚD�&$'ؚ�E�ওॵ३গਛؚ�F�ঔॹঝ॔७থঈজؚ�G�ঔشইॕথॢؚ
H�ঃছওشॱش৲ؚIكউ५ॺ૪৶ؙऋஅऽोऽघ؛

উট७५भঽ৲पेॉؚజਟेॉ�ऊै��भপ்ऩੵਯచऋ૭ચपऩॉऽघ؛

નয়औोञউট७५मؚৗૠ९ইॺक़ख़॔भॖথ५ॺشঝऩन॑ষअऒधऩऎभ৸थभঘش२شध
ુથघॊऒधऋदऌऽघ؛

ਗभৰষই॓ॖঝृ५ॡজউॺ3ق\WKRQؚ-DYDऩनكमؚউট७५पଁ়घॊऒधऋदऌऽघ؛

|ॻছॵॢ	ॻটॵউ|ਃચपेॉؚॢছইॕढ़ঝঘش२ॖشথॱشইख़ش५॑ك,8*قලपਛखؚ
੶ஈऔोञউট७५षᇽऑॊऒधऋदऌऽघ؛

ॹشॱইটشॳকشॺपᇽऋॊ*8,ष੶ஈखञ૪৶॑ঽఌखऽघ؛

ਃચ

yؙढ़५ॱঐॖ६૭ચऩউট७५ॸথউঞشॺ
yؙரऩঔॹঝपৌૢघॊউট७५ঽ৲
yؙnRQ�RII|ਃચड़উ३ঙথपेॊ৸৬উট७५भ੶ஈ
yؙॖথॱشইख़ش५ਛपमؚ|ॻছॵॢ	ॻটॵউ|पेॊ*8,ਛਃચ
yؙ੶ஈऔोञউট७५॑ॹشॱইটشॳকشॺषঽఌखؚ*8,दન
yؙnॻছॵॢ	ॻটॵউ|ඝद*8,॑નखؚॹشॱইট॑ش૪৶
yؙ৶ؚ੯ધؚউট७५ঝشউऩन॑উট७५ইটشपஅीؚजोपૢगथউট७५भ
�����ਔઓৠृંলख॑ৰষ
yؙঐঝॳউট७५भঽ৲ਃચमؚभ*8,दজথॡ
yؙউট७५मਗ५ॡজউॺषজথॡखৰষ૭ચ

ਹਡ

yؙ�ऊै��पॎञॊ&$(উট७५भপ்ऩੵਯచ
yؙ৸थभউজ૪৶५ॸॵউमؚঘش२شஆঽभ॔ॖॹ॔ृ
�����ਏ੯पజःؚଁ়औोञডشॡইটشधखथৰষ
yؙਈुളහऩউট७५दँढथु0HVK:RUNVभঽ৲উট
�����७५पेॉලಞ৲
yؙฮਙधષସ॑ન৳खणणؚेॉဌசपટ॑੭
yؙੌ௶৸৬पॎञॊউট७५भఏ৲धಆຯ৲ؙ
�

ঽ৲૭ચऩఏউট७५

���&$'૾भਛधඝ
���ളහऩওॵ३গਛध॔७থঈজ
५ਝभഭाؚટभ୮धঽਾઔشॣ���
���ঽঃছওشॱش৲ؙؙऩन

ලऩ�५ॸॵউपेॊ૪৶
5HFRUG�!�&UHDWH�*8,�!�3OXP�!�3XEOLVK�

੶ஈऔोञ૪৶म
ইটشॳকشॺૄदં

nॻছॵॢ	ॻটॵউ|पेॊ��
��ලऩඝ

CAD

৸ওॵ३গ	॔७থঈজঔॹঝ

ग़থ४থभওॵ३গਛउेल॔७থঈজ৲भঽ৲
ك�भੵਯచق



७ॲথ

॔क़ॺ७ॲথ�	�ॻॼ689ش
ঔشইॕথॢध়

689

औध்भঃছওشॱ॑شಌ
ইॕঞॵॺྫྷभঃছওشॱ॑شಌ

&$(ঔشইॕথॢ

0HVK:RUNVमؚใோभ)(0ऽञम&)'ঔॹঝ॑ဌசपঔشইॕথॢखथৗखः૾ृૻ૨प়ॎचॊऒधऋदऌॊইॕشॳকش
ঋش५भঔشইॕথॢ॑इऽघ؛

ષঞঋঝृইঝ३५ॸঞঋঝभ)(0ऽञम&)'ঔॹঝقঽभ้ঔॹঝؚ19+ঔॹঝؚິ୲ਙঔॹঝऩन॑كঔشইॕথॢ
खथؚ५ॱॖজথॢছॖথؚએؚૻ૨ऩनभඨ৯॑அिਝੑ૾॑ਫનपి়औचॊऒधऋदऌऽघ؛

॥থॺটشঝঈটॵॡঔشইॕথॢৣقਜ਼ऽञमਜ਼ؚكॲॖঞॡॺঃছজॵॡঔشইॕথॢؚૉ৬ؚএজय़গشঈঔشইॕথॢؚ
ইॕشঝॻঔشইॕথॢऩनभཪऩঔشইॕথॢু১॑इؚரऩॽش६पૢइऽघ؛

॥থ७উॺঔॹঝਛ

0HVK:RUNVमؚਝੑभੂप)(0ऽञम&)'भ॥থ७উॺঔॹঝ॑ਛघॊञीभৈ২ऩજਃચؚශऑਃચؚଁ়ਃચ॑
खथःऽघ؛

)(0ऽञम&)'भॻॼشঔॹঝऊैଂਚ୩ୠ॑જؚঔشইॕথॢ়ؚखथؚ৯भ)(0ऽञम
&)'॥থ७উॺঔॹঝ॑ဌசपਛघॊऒधऋदऌऽघ؛॥থএشॿথॺ)(0॥থ७উॺঔॹঝमؚ
७ॡ३ঙথधॹॕঞॡॱشছॖথ॑ઞढथਛघॊऒधऋदऌऽघ؛

জঈؚऋ७ॵॺؚาऩनभ)(0॥থ७উॺঔॹঝभইॕشॳকشमؚใோभঔॹঝपဌசपਛ
घॊऒधऋदऌऽघ؛

&$(ঔॹঝभঃছওشॱش৲

0HVK:RUNVमؚଲષ৫भ৸మदਹ৷दऌॊઁऩঃছওشॱشढ़ॸ०জ॑شৰಎघॊෆฐऩ
&$(ঔॹঝঃছওشॱش৲ग़থ४থ॑࿌ൗखथःऽघ

ঃছওشॱشढ़ॸ०জشपमؚഝௐؚ૾ؚએؚ५এॵॺྃமभআॵॳؚ३شྃமभ࿒ؚ
மାभশऔؚॺএট४قش౫भગଦ઼ؚكইॕشॳকقشૠभ૬पउऐॊาؚজইؚ࿒ؚ
ಓശ৫ऩनभਯؚكሑ৷ঃছওشॱشऋँॉऽघ

ఏभ)(0ऽञम&)'ঔॹঝमؚॖথॸজ४ख़থॺऩঃছওॺজॵॡ)(0�&)'ঔॹঝपఌघॊऒधऋदऌऽघ؛

ঃছওشॱش৲मؚஆदৰষघॊऒधुؚऽञৰୡੑ১ृك)2'قള়୩ୠਈి৲ك2'0قध৴औचॊ
ऒधु૭ચदघ؛

ঃছওॺজॵॡ&$(ঔॹঝ॑ਹ৷घॊऒधदؚਯ௲पउेवঔॹঝ॑ളਯৰষ૭ચऩ&$(ঔॹঝ॑ঽেਛ
घॊऒधऋदऌऽघ؛

MeshWorks
ঔشইॕথॢ

�द
ৗঔॹঝभ
ਛآ



ਝੑॖॿشঈছش

0HVK:RUNVपमؚଡୗਙચृ&)'ਙચभधभೄ৲पਏऩఏऩਝੑ९জগش३ঙথ॑ঽਛघॊ
ঃডইঝऩਝੑॖॿشঈছشऋৰಎऔोथःऽघ؛

घएपઞ৷૭ચऩঽ৲&$(९জগش३ঙথधखथ৷ਔऔोॊఏऩਝੑॖॿشঈছشमؚD�অشॻ�ؚE�ॲشॺؚ
Fك࿒ؚG�ଓਘؚH�าऽञम५টॵॺؚI�ષभಇೠؚJ�३ख़ঝজইؚK��ॸॺছজঈؚL�ॸشছشॻྃமउेल
টشঝॻঈছথॡك%�75%:7قऩनऋँॉऽघ؛

ऒोै৸थमؚ૾ृওॵ३গ়ؚ॑ঐॽগ॔ঝदਛघॊऒधऩऎؚశଞपලपਛघॊऒधऋदऌؚ
ਝੑऋষअभधಉभঁॖঞঋঝऩੲਾ॑खऽघ؛

नभਝੑॖॿشঈছؚुشউটঃॸॕؚش౫મؚ॥ॿॡॱشऩन॑इञଁ়९জগش३ঙথधखथৰষघॊऒधऋ
दऌऽघ؛

ऽञऒोैभਝੑॖॿشঈছشमؚधखथؚऽञमളਯभঃছওشॱشधखथৰষघॊऒधऋदऌऽघ؛

ਈి৲�ਝੑർด

ള়୩ୠਈి৲�ਝੑർด

ঃছওॺজॵॡधঀথঃছওॺজॵॡ�भ&$(ঔॹঝ॑ঋش५धघॊ0HVK:RUNVमؚਝੑ৯ఏ॑ञखؚଲષ
भೄ৲धଲୗ॥५ॺ॑చघॊള়୩ୠਈి৲॑૭ચपखऽघ؛

0HVK:RUNVभঃছওॺজॵॡঔॹঝदमؚളਯৰষ૭ચऩীෲॹشॱૄ॑টং५ॺपেਛखؚৰୡੑ১
पଁ়घॊऒधشॡইটشॻदৰষखؚঽ৲औोञডشऒो॑ংॵॳঔ؛ঐॺজॵॡ५॑खऽघك)2'ق
ऋ૭ચदघ؛

,VLJKWؚPRGH)5217,(5ؚ+(('6ؚ2SWLPXVؚ/6�237ऩनभਏऩਈి৲९ইॺक़ख़॔৷भ
ॖথॱشইख़ش५ुৰಎखथःऽघ؛

ঋش५ছॖথ���้

ঋش५ছॖথ���19+

ঋش५ছॖথ���&)'

'(3�0HVK:RUNV

�౮ऩॊ୩ୠऊैঔॹঝ॑
ঃছওشॱش৲घॊଁ
॥থॺটشঝঈটॵॡك

ਝੑਯध

৯�৺

'2(

ਈి৲ॶشঝ

ૢ௦ශએ

ਈి৲ਝੑ

'2(
ك৬ৡ৾ق

NVH

้

้९ঝংش

19+९ঝংش

&)'९ঝংش

োৡলৡ
ঐॺজॡ५

ਝੑ੧�
ਝੑ੧�
ਝੑ੧�

ਝੑ੧�
ਝੑ੧�
ਝੑ੧�

ਝੑ੧�
ਝੑ੧�
ਝੑ੧�

ਝੑ੧Q

ਝੑ੧Q

ਝੑ੧Q



|ॽঐজ५ॺॹ२ॖথ|ॺএট४شਈి৲

&$'ঔشইॕথॢ

્ඉऩ૾भచ	भဂऔ
ॽঐজ५ॺॹ२ॖথ॑ਛघॊਈ৵৲ ਝੑ૬भਛ ॺএট४شਈి৲

૾ਈి৲ ৯ఏகभਛ |॥থ७উॺজঈঔॹঝ
भਛ௷ऌ|

౫મभ୯ਸृ
చᆽਚ્॑

્ඉऩ૾भచ ਈ৵भभௐा

ਝੑ૬भঽਛ ଲୗ૭ચऩਝੑुखऎम)(0ঔॹঝਛ
ఏऩॺএট४ش
ਈి৲भટ

0HVK:RUNVदमऒोैभ५ॸॵউऋ৸ঽ৲औोथःऽघآ

ड़জ४ॼঝ&$'

ৈभಌ

জ॔क़ॕথॻक़ഓ২भಌ

ঔشইॕথॢभ&$'

ইটথॺक़ॕথॻक़
ഓ২भಌ

ᅡृभ

&$'�0RUSKHUमؚใோभ&$'ॹشॱق৬ଡୗؚঃডشॺঞॖথؚ३কش३॑كઉமঔشইॕথॢ
खथৗखः૾॑ဌசपਛदऌॊ'(3भ९ইॺक़ख़॔दघ؛

इयؚใோਓभডॖॺॹॕك:,%قشभ৸ऩ&$'ॹشॱ॑ঔشইॕথॢखथؚৗखः
भ५ॱॖজথॢृ१ॖ६पి়औचॊऒधऋदऌऽघ3)'؛ऋ્ಅ॑੭खथःॊऒभ&$'
ঔشইॕথॢૼ॑ણ৷घॊऒधदؚ&$'৫॑ਯনাुಢೠघॊऒधऋदऌऽघ؛

ऒभ&$'ঔشইॕথॢमؚଲષ৫भनभమदुৰষघॊऒधऋ૭ચदघ؛

$�ؙੂभ॥থ७উॺమ؟ใோभॻॼش&$'ॹشॱमؚৗखः५ॱॖজথॢध१ॖ६पి়
औचॊञीঔشইॕথॢऔोऽघ؛

%�ؙ৫؟ใோभ%,:�&$'ॹشॱ॑ਝੑॳشऋଝखञৗखः१ॖ६पి়घॊेअ
ঽಌৗऔोऽघ؛

&�ؙਈి৲؟&$(ॳشऋ੭ञਈి৲ટपి়घॊेअؚใோ&$'ॹشॱमಌৗऔोऽघ؛

োুखञঔشইॕথॢ&$'ॹشॱमؚঃॵॣش४থॢؚਛਙؚ५ॱॖজথॢؚযਏؚযੵؚ৾
&$(ؚ१উছॖখऊैभષ৹ऩनभਫ਼ୈपؚ৫উটॢছभੂమऊैણ৷घॊऒधऋदऌऽघ؛

&$'ॖথॱشইख़ش५ ୭ &$(ॖথॱشইख़ش५

•ؙ3DUDVROLGقॸय़५ॺ�	�ংॖॼজك
yؙ67(3
yؙ,*(6
yؙ&$7,$�9��	�9�
yؙ-7
yؙ8*�1;

•ؙ:LQGRZV���অॵॺك������ق
•ؙ:LQGRZV१شংش
•ؙ5HG�+DWध686(�(QWHUSULVH
�����/LQX[���অॵॺق:RUNVWDWLRQ�	�+3&ك

ك�ংॖॼজ	�,,&6$ق/67ؙ•
•ؙ06&�1DVWUDQ
•ؙ$EDTXV
•ؙ$16<6�0HFKDQLFDO
•ؙ/6�'<1$
•ؙ3$0�&5$6+
•ؙ5DGLRVV

•ؙ)OXHQW
•ؙ6&5<8�7HWUD
•ؙ67$5�&'
•ؙ0$'<02
•ؙ2SWL6WUXFW
•ؙ*(1(6,6
•ؙ&219(5*(�&)'



CAEスケッチングツール

ConceptWorks



設計者が新しいモデルを作成する際、既存モデルを最適化することに加え、
過去のモデルを流⽤して迅速に新規モデルを⽣成することが多々あります。
構造上の情報を得るため、CADデータを⽤いずFEモデルを作成するのには、
多くの⼯程や機能を伴うため、⾮常に時間がかかります。

設計の⾃動化に対する要望︓

1

デトロイト・エンジニアド・プロダクツは、お客様のニーズを踏まえ、よりスマート
なイノベーションの可能性を⾒極めることで、⾼度なソリューションの開発およ
び設計に⽇々向き合っています。当社では、⾰新的な独⾃プラットフォーム
「DEP MeshWorks」を活⽤し、迅速かつ変⾰された商品開発を⾏い、
より良いソリューションの発明・開発・構築を続けています。

この20年間、DEP MeshWorksは、設計変更に関連する単調で時間を
要するプロセスを簡素化し、商品開発サイクルを削減することに重きを置き、
開発をしてきました。MeshWorksのモジュールには、概念CAD/CAEモデル
の迅速な作成、パラメーター化および最適化/設計探索、⾼度なメッシュ作
成、プロセス⾃動化、コンセプトモデル作成およびCADモーフィングから構成さ
れるプリ・ポスト処理機能が含まれます。CAEモデル間の密な連携、繰り返
しCAE作業の⾃動化、多機能CAEモデルの⽣成、⾃動化されたパラメトリッ
ク機能を使うことで、最適な結果を得ることが可能になります。

従来のMeshWorks機能に、最新の⾰新的な技術である
ConceptWorksが加わりました。ConceptWorksにより、モデル作成
と解析間のギャップを埋めるため、当社はさらなるイノベーションを追求しま
す。

さらなる効果化を求めて︓



2

なぜConceptWorksが必要︖

⾞両の開発段階において、概念部品の作成を担当するCAEエンジニア
は限られています。デザイン向上の可能性がある新しい部品⽣成のアイ
デアは、部品を作成または再設計するCADエンジニアに伝える必要があ
ります。この後、CAEエンジニアはメッシュ作成やアセンブリに時間を費や
しますが、CADエンジニアとCAEエンジニア間のやり取りは、最適な設計
案に達するまで続きます。この⽅法は明らかに⾮効率かつ多くの時間を
要することから、当社はConceptWorksを開発しました。

ConceptWorksとは︖

ConceptWorkは、概念モデル作成段階でCAEモデルに直接変更を
加えることができるため、新しい設計とその最適化検討のために素早く
概念部品を追加することができます。

ConceptWorksは、CADを必要とせず概念部品（メンバーやジョイン
ト）の作成を可能にする、CAEエンジニアのために開発されたツールです
。さらに重要なポイントは、⼊⼒が⾮常に簡単である点です。ユーザーは
、3~4時間のトレーニング後、特別なスキルを必要とせず、どのレベルの
エンジニアでも概念部品を簡単に作成できるようにツール設計されていま
す。

ConceptWorksを⽤いることで、設計者を関与させることなく、設計の
上流段階でもCAEエンジニアが迅速に最適な設計を確認することがで
きます。概念設計がCAEレベルで検証されると、CAD設計者に概念設
計を提⽰することができます。これにより、従来の設計開発サイクルで発
⽣しているCADとCAE間のイタレーションを⼤幅に削減することができま
す。

この新しい⾰新的なツールは、⾞両の設計開発における全段階で利⽤
することができます。



機能︓

メンバー作成:
ConceptWorksモジュールには、ユーザー定義または定
義済み両⽅のメンバーを作成する詳細なメンバー作成機
能があります。どちらのメンバーについても、⾼さ、幅、⾓度
、厚さ、要素サイズなどの基準は、要件に基づき定義する
ことができます。また、メンバー作成は、既存のメンバー、
⽅向ベース、軌跡ベースなどを使⽤して、新しいフィーチャ
ーとして作成することができます。

ジョイント作成:
ConceptWorksは、与えられた⼊⼒に基づいて、標
準のジョイントまたは特殊なジョイントなど、適したジョイ
ントを構築する機能を備えます。要素サイズ、⾼さ、交
差断⾯ノード、ベクトル定義、接続部、⽬標位置、基
本部品など少ない⼊⼒のみで⾃動でジョイントを作成
します。

ConceptWorksは、最⼩限の⼊⼒で概念部品を⽣成する⾃動化されたモデル作成ツールです。このツールは、モデル設計と解析間のギャップを埋める働
きがあります。モデル作成機能では、軌跡、⾼さに沿った軸、基本部品、⾼さ、幅、⾓度、サイズ、半径、および厚さなどのユーザー⼊⼒に基づいて要素を⾃
動作成する機能を保有します。

⼊⼒ 出⼒

3

⼊⼒ 出⼒



BSO内部部品:
ConceptWorksでは、CAEエンジニアは、インナールーフ
レール、ヘッダー、ルーフボー（補強メンバー）、Bピラー
インナーなどの⾼度な内部部品を分析し、構築するための
より詳細な機能を⾒つけることができます。位置、参考
要素、厚さ、軌跡などを指定する最⼩限のユーザー⼊⼒
で、ボディー構造のための内部部品を作成することができ
ます。

特殊なフィーチャー:
ConceptWorksでは、モデル設計と解析間のギャップを
埋めることを⽬的とし、モデル上のノード、半径、および要
素を指定することによって、フィレット、ホール、およびスプリッ
トなどの様々な特殊なフィーチャーをユーザーが簡単に構
築することが出来ます。

調整:
Conceptworksによるモデル作成のロバスト性は、任意
の出⼒に合うようにするため、 調整すべき要素を選択し、
それに応じて範囲、変形可能なノード、およびベース部品
を調整し、ユーザーが既存のメンバーおよびフランジを変更
することで、フレームワークの複雑な操作を不要とします。

⼊⼒ 出⼒

⼊⼒ 出⼒

⼊⼒ 出⼒
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ConceptWorksでは、ユーザーからの限られた⼊⼒で、メンバー、ブレース、およびジョイントを有するCAEモデルを⾃動かつ迅速に作成することができます。
ユーザーは、コンピュータのユーザーインターフェースを使⽤して、既存の要素、メッシュ要素、およびパラメータ化要素を変更するができます。

• 設計検討
• ⾃動化機能
• メンバー作成

• 先進概念
• トポロジー最適化
• 迅速な設計

• CAEモデル作成
• 設計最適化
• コンセプト作成

利点:

5

⾞体構造 アンダーボディ構造フレーム構造



デトロイト・エンジニアド・プロダクト(DEP)は、製品開発を⽀援するエンジニアリング・ソリューションと
お客様の業務課題を解決するソフトウェア製品を提供しております。

DEPは、1998年に⽶国ミシガン州トロイで設⽴され、以来、ヨーロッパ、インド、中国、韓国そして
⽇本へと拠点を拡⼤しているグローバルカンパニーです。独⾃のプラットフォームであるDEP 
MeshWorksを活⽤することで、製品開発プロセスを加速化し、変⾰をもたらすことで、あらゆる製
品分野において開発時間を⼤幅に削減します。

⾃動⾞、防衛、航空宇宙、⽣物医学、エネルギー、⽯油・ガス、消費財、重機械など、多岐業
界における新製品の迅速な市場投⼊は、DEPの洗練されたエンジニアとMeshWorksプラットフォ
ームを介してお客様に提供される独⾃の価値提案です。

よりスマートなソリューション。実現。

⽇本︓ 株式会社IDAJ  〒220-8137 横浜市⻄区みなとみらい2-2-1-1 横浜ランドマークタワー37F  電話︓045-683-1900   www.idaj.co.jp
株式会社アドバンストCAEソリューション 〒317-0073  茨城県⽇⽴市幸町1-13-11 カリヨンビル2F  電話︓0249-22-9006   www.advancecae.com

CANADA: Aventec.,327Renfrew Dr.,Suite#301,Markham,Ontario,Canada L3R9,Ph:+1(866)305-1711www.aventec.com
Metal Forming Analysis Corporation.,65Dickens Drive,Kingston,ON,Canada K7M2M9,Ph:(613)547-5395www.mfac.com/about/

FRANCE: DynaS+.,5,Avenue Didier,Daurat–31400,Toulouse,France,Ph:+33561445498www.dynasplus.com
INDIA: EDS Technologies.,The Estate,Second Floor,121,Dickenson Road,Bengaluru–560042,India,Ph:+91(80)49190333www.edstechnologies.com

Spectratek,Animeesh.,Plot No.358,Lane Number17,Mahatma Society,Pune,Maharashtra411038,Ph:919822052694www.spectratek.co.in
ITALY: SmartCAE srl.,Via Ottorino Respighi4/A–50018,Scandicci–Firenze,Ph:+390559751000www.smartcae.com
MALAYSIA: DAG Technologies(M'sia).,Sdn Bhd12A,Jalan17/155c,Bukit Jalil,57000Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan,Kuala Lumpur,Malaysia,Ph:+603-89961590
KOREA: STC Integration Inc.,4F,Dukyun BD,1009-3,Bangbae,Seocho,Seoul–136090,Ph:82234469290
SPAIN: CAEsoft.,C/Rodríguez San Pedro13,piso2oficina9–28015,Madrid,Spain,Ph:+34914479204www.caesoft.es

CAEMesh.,Carrer de Picanya,39,Torrent,València,Spain46900,Ph:+34686435253www.caemesh.com
POLAND: EC Engineering.,Jasnogórska931-358Krakow,Poland,Ph:+48123418900www.en.ec-e.pl

KOMES SP.Z.O.O.,ul.Na Grobli34,50-421Wrocław,Poland,Ph:+48713050758www.komes.pl
THAILAND: Sigma Solutions Co.Ltd.,77/95,Sinn Sathorn Tower,23rd Floor,Thanon Krung Thon Buri,Khlong San,Bangkok10600,Thailand.Ph:Tel:+6628621188 
TURKEY: Bias Mühendislik Ltd.Sti.,Haluk Turksoy sok.12/3, Altunizade-Uskudar,34662,Istanbul/Turkey,info@bias.com.tr,www.bias.com.tr
UK: GRM Consulting.,Edmund House,Rugby Road,Royal Leamington Spa,Warwickshire,UK CV326EL,Ph:441926889300www.grm-consulting.co.uk
USA:  JBL Technologies.,LP,6300West Loop South,Suite335,Bellaire,Texas77401,USA,Ph:7136679087www.jbltek.com

JKL Sales International.,PO Box803025,Santa Clarita,CA91380,USA,Ph:(661)810-0915www.jklsi.com
Process Optimization Corporation.,P.O.Box647Murrieta,CA92564,USA,Ph:951-461-0368www.processopt.com
Forming Simulation Technology LLC.,45529Pebble Beach ct,Northville,MI48168,USA,Ph:(734)227-7370www.formingsimulation.com

⽶国（本社）
Detroit Engineered Products, Inc.
850, East Long Lake Rorad Troy,
Michigan 48085
Ph: +1(248)269 7130

インド
DEP India Pvt. Ltd.
#2/86, 7th Avenue,
Ashok Nagar,
Chennai - 600 083 India
Ph: +91 44 4214 1453

DEP India Pvt. Ltd. 
4th Floor, Gamma 
Block,. 
Sigma Soft Tech Park, 
HAL – Whitefield Main 
Rd 
Bangalore 560066 
Ph: +91 80 42052777

中国
DEP China software Co., Ltd. 
Rm A2202, Building A, 
Vantone
Center, #333, Suhong Rd.,
Minhang District, Shanghai-
201106, China 
Ph: +86-18665820511

⽇本
DEP Japan株式会社
〒135-0064
東京都江東区⻘海2-7-4
電話︓03-4500-8741

ブラジル
DEP Brazil Ltda
Edificio Cabo Corporate 
Center Rua
163, 226 - Sala 505 CEP -
54518-430
Cabo de Santo Agostinho 
- PE/Brasil
Ph: +55(11) 5565 6612代理店

海外拠点
Emailアドレス︓emailjp@depusa.com ｜ 製品に関する詳細は、当社ホームページをご覧下さい。 www.depusa.JP
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