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Important Information about this Release 

Dear MSC CoSim Customer, 

Congratulations on receiving the MSC CoSim 2020 release which enables you to 
setup co-simulation models between Adams, Marc, Nastran, and scFLOW. The 
MSC CoSim software has been developed in order to provide an application 
independent interface of the MSC solvers for the direct coupling of different solver 
codes and provides a multi-physics framework. This document gives you an 
overview about MSC CoSim 2020 and enables you to execute co-simulation 
between Adams, Marc, Nastran, and scFLOW. 

Please read the MSC CoSim 2020 Installation Guide. For using the MSC CoSim 
tool, please read the MSC CoSim 2020 User's Guide. Additionally, you can 
download demo models and the demo model guide from SDC 

 
Licenses are required for using MSC CoSim: 

 For each solver, which you want to use for co-simulation, a license 
feature is required.  

CoSim_Marc_Interface  
CoSim_Adams_Interface  
CoSim_scFLOW_Interface 
CoSim_MSCNastran_Interface 
CoSim_Generic_Interface 

 
MSC CoSim 2020 Release Highlights:  

 
 MSC CoSim 2020 release supports the following OS:  

o Windows 10 64bit 
o RHE7.3 64bit 
o SUSE12SP1 64bit  

 
 Supported solvers: 

o Adams 2020  + MSC CoSim 2020 Adams Adapter or 
higher 

o Marc 2020 or higher 
o Nastran 2019 FP1 or higher 
o scFLOW 2020 or higher 

 
 Defect: 

o Refer to Known Issues below. 
 

 Available Documentation for MSC CoSim 
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o MSC CoSim Installation Guide  
o MSC CoSim User’s Guide 
o MSC CoSim Demo Guide 

 

 The following CAE areas are supported: 
Features 

MSC 
CoSim 

Adams-
Marc 

Adams-
scFLOW 

Marc-
scFLOW 

Adams-
Marc-
scFLOW 

Nastran-
scFLOW 

Structural-Static Supported Y     Y   

Structural-Dynamic 
Transient Supported     Y   Y 

Multi-body Dynamics 
Statics Supported Y         

Multi-body Dynamics 
Transient Supported Y Y   Y   

Thermal/Structural Supported     Y     

Thermal Supported     Y     

 
 The following physical quantities are supported by co-simulator 

system: 
Physical Quantity Physical Quantity ID Remark 

Displacement 1 Supported 

Force 2 Supported 

Temperature 3 Supported 

Heat Transfer Coefficient 32 Supported 

Temperature of Atmosphere 33 Supported 

Stress 4 Not Supported 

Strain 5 Not Supported 

Pressure 6 Supported 

Coordinate 7 Not Supported 

Velocity 8 Supported 

Acceleration 9 Supported 

Position 10 Supported 
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 MSC CoSim provides MSC CoSim Engine GUI for setting up the co-
simulation and running the process. Please read the User Guide for 

setting up a co-simulation. In addition, you can use one of the demo 
model files, which are completely setup for a co-simulation run to 
make you familiar with the setup and the execution. 

 

 

 
 

Limitations  
 
This release has limitations. See Below. 

 The limitation for Adams-Marc co-simulation are as follows: 
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 The limitation for Adams-scFLOW co-simulation are as follows: 

 

 The limitation for Marc-scFLOW co-simulation are as follows: 
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 The limitation for Nastran-scFLOW co-simulation are as follows: 

 

 The limitation for Adams-Marc-scFLOW co-simulation are as follows: 
o CoSim iteration for liquid support is not supported 
o Multiple job (e.g. 2 Marc and single scFLOW) are not supported 
o Dynamic analysis of Marc is not supported 
o DDM of Marc is not supported 
o Cut-back for Marc-Adams coupling is not supported 
o Shape function based mapping is not supported 
o Thin solid or shell element is not possible 

 
 

Known Issues  
ID Description 

COSIM-1621 

During nastran-scFLOW co-animation, if user click on color-bar, on left 
hand side then scPOST crashes, 
--This is known problem of scPOST, not only for COSIM data. This is kind 
of a trade-off between usability and safety. It's very difficult to solve in 
short term, so we decided to defer this issue. 

COSIM-1521 

If co-simulation is interrupted or one of the software gets stopped due to 
convergence difficulty, it is recommended to click on Stop MSC CoSim to 
kill all related processes running in background and to stop writing 
garbage data in CoSim output files. 

COSIM-1279 A word which is not described in manuals appear in the glue output file. 
But it does not affect to functionalities. 

MARC-14927 

In a Adams-Marc co-simulation, a new cut-back algorithm is implemented. 
But it has still a few limitation. Therefore it is decided not to expose it by 
default. The old algorithm is set as default. A user interface will be 
introduced to allow user activating the new cutback algorithm. This is 
modification on Marc UI only. So that it will be complete after GA of 
CoSim. 

ADMS-64392 

This issue is relating to the robustness of new cut-back method. In some 
cases, the new method may be less stable than the old method. However, 
the complete improvement for this issue needs much more time. Because 
of that, the default setting of cut-back remains to be old method. 
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Technical Support 

Due to the complexity of some models in co-simulation, we would be happy to 
assist you.  

Please do any of the following if you need support: 

 Call the MSC field representative assigned to your company regarding MSC 
CoSim implementation. 

 Use or request your MSC Salesforce account and post your queries at the 
following forum: 
https://mscsoftware.force.com/customers/s/group/0F90c000000bq8UCAQ/c
osim-16-la 

Any suggestions or comments according to your requirements are welcomed. For 
information on the latest events, products and services for all products, refer to the 
MSC Software corporate site (www.mscsoftware.com).  

We trust you are now familiar with your software package and the supporting aids 
and services available to you. Thank you for the investment you have made in 
MSC Software. 

 

Your MSC CoSim Product Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSIM:V2020:Z:Z:Z:DC-INFO-PDF 

https://gateway.mscsoftware.com/Login.aspx?refer=https://gateway.mscsoftware.com/Users/SfdcSSO.aspx?startUrl=%2Fcustomers%2Fs%2Fgroup%2F0F90c000000bq8UCAQ%2Fcosim-16-la&type=com
https://gateway.mscsoftware.com/Login.aspx?refer=https://gateway.mscsoftware.com/Users/SfdcSSO.aspx?startUrl=%2Fcustomers%2Fs%2Fgroup%2F0F90c000000bq8UCAQ%2Fcosim-16-la&type=com
http://www.mscsoftware.com/
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MSC CoSim 2020 に関する重要なご案内 

MSC CoSim 
お客様各位、 

平素は、MSC Software 製品をご利用くださいまして誠に有難うございます。 

Adams, Marc, Nastran, scFLOW の間でコシミュレーションの設定を可能にする、MSC 
CoSim 2020 がリリースされました。MSC CoSim ソフトウェアは、異なるソルバーコード

を直接連携する、MSC ソルバーアプリケーションとは別の独立したソフトウェアとして開

発され、ソルバーアプリケーション間のインターフェースとマルチフィジックスフレームワ

ークを提供します。このドキュメントでは、MSC CoSim 2020 の概要を説明し、Adams, 
Marc, Nastran, scFLOW の間でコシミュレーションを実行できるようにします。 

詳細については、MSC CoSim 2020 Installation Guide をご覧ください。MSC CoSim
ツールの使用については、MSC CoSim 2020 User's Guide をご覧ください。さらに、

SDC よりデモ用モデルとデモ用モデルのガイドをダウンロードすることができます。 

 

MSC CoSim を使用するには、デモライセンスが必要です： 

• コシミュレーションに使用するソルバーごとに、ライセンスフィーチャが必要

です。 

CoSim_Marc_Interface 
CoSim_Adams_Interface  
CoSim_scFLOW_Interface 
CoSim_MSCNastran_Interface 
CoSim_Generic_Interface 

 
 

MSC CoSim 2020リリースのハイライト：  

 
• MSC CoSim 2020リリースは、以下のオペレーティングシステムをサポート

しています。  
o Windows 10 64ビット 
o RHE7.3 64ビット 
o SUSE12SP1 64ビット 

 
• 以下のソルバーをサポートしています。 

o Adams 2020およびMSC CoSim 2020 Adams Adapterまた

はそれ以上  
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o Marc 2020またはそれ以上 
o MSC Nastran 2019 FP1またはそれ以上  
o scFLOW 2020またはそれ以上 

 
• 不具合 

o 以下の既知の問題を参照してください。 
 

• MSC CoSimでは以下のドキュメントを提供しています。 
o MSC CoSim Installation Guide 
o MSC CoSim User’s Guide 
o MSC CoSim Demo Guide 

 

• 以下のCAE領域をサポートしています。 

解析タイプ 
MSC 

CoSim 
Adams-

Marc 
Adams-
scFLOW 

Marc-
scFLOW 

Adams-
Marc-

scFLOW 

Nastran-
scFLOW 

構造-静解析 サポート Y   Y  

構造-動的過渡

解析 
サポート   Y  Y 

マルチボディ 

ダイナミクス-

静解析 

サポート Y     

マルチボディ 

ダイナミクス-

過渡解析 

サポート Y Y  Y  

熱-構造解析 サポート  Y Y   

熱解析 サポート   Y   

 
• 以下の物理量をコシミュレータシステムでサポートしています。 

 

物理量 物理量ID 注釈 

変位 1 サポート 

力 2 サポート 

温度 3 サポート 

熱伝導係数 32 サポート 

雰囲気温度 33 サポート 

応力 4 未サポート 

ひずみ 5 未サポート 
圧力 6 サポート 
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座標 7 未サポート 

速度 8 サポート 

加速度 9 サポート 

位置 10 サポート 

MSC CoSimは、コシミュレーションを設定し、プロセスを実行するためのMSC CoSim 

Engine GUIを提供します。 コシミュレーションを設定するには、User Guideをお読みく

ださい。さらに、コシミュレーション実行のために完全にセットアップされたデモモデルフ

ァイルの1組を使用して、セットアップと実行を体験することができます。 

 

 

 

 

制限事項  
 
このリリースには、以下の制限があります。 
 

o Adams-Marcコシミュレーションの制限事項は以下のとおりです。 

制限事項 説明 

熱のサポート 熱-構造相互作用モデルはサポートされていません。 

AdamsのMNF Modal Neutral FileはAdamsの剛体運動を伴う線形変形に使用されますが、MNF
はMSC CoSimではサポートされていません。 

参照フレーム 

AdamsモデルとMarcモデルで異なる参照フレームを使用できますが、適用された

力の整合性を確認する必要があります。たとえば、すべてのモデルで重力が同じ

方向（アンサンブル座標系を基準にして）で作用することを確認する必要がありま

す。 

モデリング 2Dモデリングはサポートされていません。 

準静的解析 FEMとの連成の場合、Marc解析は準静的に進行します。 

弾性体 弾性体（フレックスボディ）はサポートされていません。 

複数ジョブのカットバックのサ

ポート 複数のMarcジョブに置いて、カットバックはサポートされていません。 
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o Adams-scFLOWコシミュレーションの制限事項は以下のとおりです。 

制限事項 説明 

流れにおける接触 

scFlowで接触した瞬間に、接触点の圧力が異常値になり、解の発散につながる

可能性があります。 
ボディが互いに接触している場合、ボディ間の圧力は真空とみなされ、解離は発

生しません。実際には、ボディの間に小さなクリアランスがあるので、実際の圧力

はより大きくなります。 

計算のリスタート サポートされていません。 

サーフェス上のトラクション応

力ベクトル 
流体の粘性により、構造サーフェス上にトラクション力/応力が生じますが、現在の

リリースでは無視されます。 

定常/静解析 サポートされていません。 

非定常/過渡解析の初期値と

しての定常/静的 サポートされていません。 

単位系 

MSC CoSim は、SI 単位系をサポートしていますが、1 つだけ例外があります。

Adams モデルは mm k s 単位系、scFLOW モデルは SI（m k s）単位系をできま

す。単位の変換は、長さと力において Adams アダプターによって内部的に実行さ

れます。追加の設定を行う必要はありません。 
注：時間は秒単位である必要があります。 

弾性体 弾性体はサポートされていません。 

古い*.config ファイルは未

サポート 
構成ファイルは手動で書き込む必要があります。ファイルを書き込む手順について

は、Configuring Adams-scFLOW, 54 セクションで説明しています。 

 

 

o Marc-scFLOWコシミュレーションの制限事項は以下のとおりです。 

制限事項 説明 

薄いオブジェクト 
物理量をマッピングする MSC CoSim のアルゴリズムのため、MSC は、面内の

要素サイズを厚さ方向よりも小さくすることを推奨します。それ以外のケースで

は、マッピング後に物理量が不正確になる可能性があります。 

流れにおける接触 

scFlowで接触した瞬間に、接触点の圧力が異常値になり、解析の発散につなが

る可能性があります。 
ボディが互いに接触している場合、ボディ間の圧力は真空とみなされ、解離は発

生しません。実際には、ボディの間に小さなクリアランスがあるので、実際の圧力

はより大きくなります。 

計算のリスタート サポートされていません。 

サーフェス上のトラクション応

力ベクトル 
流体の粘性により、構造サーフェス上にトラクション力/応力が生じますが、現在の

リリースでは無視されます。 

定常/静解析 サポートされていません。 

非定常/過渡解析の初期値とし

ての定常/静的 
サポートされていません。 

単位系 
scFlow ソルバーは SI 単位系を使用しているため、MSC CoSim は SI 単位系の

みをサポートしています。モデルでは SI 単位系を使用してください。 



MSC Software Corporation                           MSC CoSim 2020 

 

古い*.configファイルは未

サポート 

構成ファイルは手動で書き込む必要があります。ファイルを書き込む手順につい

ては、「Configuring Adams-scFLOW, 54」セクションで説明しています。 

 

 

o Nastran-scFLOWコシミュレーションの制限事項は以下のとおりです。 

制限事項 説明 

水、油などの重い液体 サポートされていません。 

熱連成 サポートされていません。 

計算のリスタート サポートされていません。 

定常/静解析 サポートされていません。 

非定常/過渡解析の初期値とし

ての定常/静的 
サポートされていません。 

単位系 
scFlow ソルバーは SI 単位系を使用しているため、MSC CoSim は SI 単位系の

みをサポートしています。モデルでは SI 単位系を使用してください。 

1つのコシミュレーションで複数

のジョブ 

サポートされていません。1 つのコシミュレーションでは、1 つの Nastran と 1 つの

scFLOW ジョブのみがサポートされます。 

CPYRAM、5面体ソリッド要素

は未サポート 

OpenFSI_Ex の制限のため、Nastran ではコシミュレーションはサポートされてい

ません。 

 

o Adams-Marc-scFLOWコシミュレーションの制限事項は以下のとおりです。 

o 流体サポートのCoSim反復はサポートされていません。 
o 複数のジョブ（2つMarcと1つのscFLOWなど）はサポートされていま

せん。 
o Marcの動解析はサポートされていません。 
o MarcのDDMはサポートされていません。 
o Marc-Adams連成のカットバックはサポートされていません。 
o 形状関数ベースのマッピングはサポートされていません。 
o 薄いソリッド要素またはシェル要素は使用できません。 
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既知の問題  
ID 説明 

COSIM-1621 

Nastran-scFLOWコアニメーション中に、左側のカラーバーをクリックすると、

scPOSTがクラッシュします。 

これは、COSIMデータだけでなく、scPOSTの既知の問題です。これは、ユーザビ

リティと安全性のトレードオフのようなものです。短期的に解決するのは非常に難

しいので、この問題は延期することにしました。 

COSIM-1521 

コシミュレーションが中断したり、収束の問題によりソフトウェアの1つが停止した場

合は、Stop MSC CoSimをクリックして、バックグラウンドで実行されているすべて

の関連プロセスを強制終了し、CoSim出力ファイルへの不要なデータの書き込み

を停止することを推奨します。 

COSIM-1279 マニュアルに記載されていない単語がグルー出力ファイルに出現します。ただし、

機能には影響しません。 

MARC-14927 

Adams-Marcコシミュレーションでは、新しいカットバックアルゴリズムが実装され

ています。しかし、それはまだいくつかの制限があります。そのため、デフォルトで

は公開しないことにしました。古いアルゴリズムがデフォルトとして設定されていま

す。新しいカットバックアルゴリズムをアクティブにできるユーザーインターフェース

が導入されます。これはMarc UIのみの変更です（CoSimの正式リリース後に利

用できます）。 

ADMS-64392 

この問題は、新しいカットバック方法のロバスト性に関連しています。場合によって

は、新しい方法は古い方法よりも安定性が低いことがあります。ただし、この問題

を完全に改善するには、さらに多くの時間が必要です。そのため、カットバックのデ

フォルト設定は古い方法のままです。 
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テクニカルサポート 

モデルによってはコシミュレーションが複雑になるため、サポートを提供しています。 

サポートが必要な場合は、以下をご覧ください。 

o  MSC CoSimの実装に関して、お客様のMSCフィールド担当者に連絡してくださ

い。 

o  MSCコミュニティのアカウントを使用して、次のフォーラムにご質問を投稿してくだ

さい。

https://mscsoftware.force.com/customers/s/group/0F90c000000bq8UCAQ/c

osim-16-la 

日本のお客様は、テクニカルサポートもご利用ください。 

お客様のご要望に沿った提案やコメントを歓迎します。 

最新のイベント、すべての製品のサービスに関する情報は、MSC Softwareのホームペ

ージ（www.mscsoftware.com/ja ）をご覧ください。  

 

今後とも、CoSim ならびに MSC Software を、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 
www.mscsoftware.com 
www.mscsoftware.com/ja 
 
テクニカルサポートポータル 
http://simcompanion.mscsoftware.com/infocenter/index?page=home&locale=ja_JP 
マーケティング 
mscj.market@mscsoftware.com 

https://gateway.mscsoftware.com/Login.aspx?refer=https://gateway.mscsoftware.com/Users/SfdcSSO.aspx?startUrl=%2Fcustomers%2Fs%2Fgroup%2F0F90c000000bq8UCAQ%2Fcosim-16-la&type=com
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