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Preface to the Special Issue on
Simulation Technologies and Computational Design

シミュレーション技術とコンピュータデザイン特集に寄せて

Johann Kolar
スイス連邦工科大学（ETH）教授

The development of power electronics converters is
GULYHQE\GHPDQGVIRUKLJKHUHIÀFLHQF\ORZHUIXQFWLRQDOYROXPHDQGORZHUFRVWV+RZHYHUGXHWRFRQWLQXRXV
SURJUHVVRYHUWKHSDVWGHFDGHVSRZHUGHQVLW\DQGHIÀFLHQF\EDUULHUVZLOOEHUHDFKHGLQQHDUIXWXUH)XUWKHUPRUH KLJK SHDN-to -DYHUDJH ORDG UDWLRV H[WUHPH RSHUDWLQJ WHPSHUDWXUHV RU UHOLDELOLW\ VSHFLÀFDWLRQV KDYH WR
EHFRQVLGHUHGPRUHDQGPRUHIUHTXHQWO\LQWKHFRXUVHRI
FRQYHUWHU GHVLJQV  6XFK PXOWL-REMHFWLYH UHTXLUHPHQWV
FDQQRORQJHUEHIXOÀOOHGZLWKFODVVLFDOGHVLJQPHWKRGV
EXWRQO\RQWKHEDVLVRIDKROLVWLFYLHZZLWKDKLJKGHJUHHRIGHWDLO7KHUHIRUHDSDUWIURPWKHEDVLFFRQYHUWHUIXQFWLRQVFRQVLGHUHGVRIDUVSHFLDOHPSKDVLVPXVWEH
SODFHGRQWKHKLJKIUHTXHQF\FKDUDFWHULVWLFVRIPDJQHWLF FRPSRQHQWV (0&（electromagnetic compatibility）
ÀOWHULQJ LQWHUFRQQHFWLRQ WHFKQLTXHV WKHUPDO PDQDJHPHQW RI DFWLYH DQG SDVVLYH FRPSRQHQWV DQG WKHUPR PHFKDQLFDO SURSHUWLHV RI SRZHU VHPLFRQGXFWRU SDFNDJHV  'XH WR WKH KLJK FRPSOH[LW\ RI D VLPXOWDQHRXV FRQVLGHUDWLRQ RI DOO VXFK DVSHFWV WKH EHVW SRVVLEOH WUDGH RIIEHWZHHQGLIIHUHQWUHTXLUHPHQWVFDQRQO\EHIRXQGE\
PHDQVRIGLJLWDOVLPXODWLRQDQGDÀQDOPXOWL-objective
RSWLPL]DWLRQ  ,Q WKLV ZD\ DSDUW IURP WKH FODULÀFDWLRQ
of technical details also a comprehensive comparison of
FRPSHWLQJ FRQFHSWV FDQ EH FDUULHG RXW DQG KDUGZDUH
prototyping can be transferred to the end of the develRSPHQWSURFHVV7KLVDOORZVWRVLJQLÀFDQWO\FXWGHYHOopment costs and time -to -PDUNHW
The challenge of a comprehensive description of
SRZHUHOHFWURQLFVFRQYHUWHUVFRQVLVWVLQWKHDFTXLVLWLRQ
DQGFRPELQDWLRQRIPRGHOVRIIXQFWLRQDOHOHPHQWVRIGLIIHUHQW NLQGV DQG LQ WKH FRYHUDJH RI H[WUHPHO\ ZLGH
WLPH OHQJWK DQG IUHTXHQF\ UDQJHV  )RU H[DPSOH
VZLWFKLQJ HYHQWV PXVW EH UHSUHVHQWHG LQ WKH QV UDQJH
ZKHUHDVIRUWKHDQDO\VLVRIPLVVLRQSURÀOHVKRXUVPXVW
EHFRYHUHG+HUHDFRQYHQWLRQDODSSURDFKYLDFRXSOLQJ
of discipline -VSHFLÀF )(0（ÀQLWH HOHPHQW PHWKRG）EDVHGVLPXODWLRQWRROVZRXOGOHDGWRH[WUHPHFRPSXWDWLRQ WLPHV DQG D KXJH DPRXQW RI GDWD DQG WKHUHIRUH
FHUWDLQO\ LV QRW D IHDVLEOH SDWK  7KXV QHZ PHWKRGV
PXVWEHIRXQGWKDWFUHDWLYHO\H[SORLWWKHKHWHURJHQHRXV
VWUXFWXUH DQG GLIIHUHQW SK\VLFDO GLPHQVLRQV DQG WLPH
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FRQVWDQWV RI WKH IXQFWLRQDO HOHPHQWV RI SRZHU HOHFWURQLFVFRQYHUWHUVLQRUGHUWRDUULYHDWUHGXFHG-order modHOVWKDWFDQEHKDQGOHGE\WKHFRPSXWHU
$V DQ H[DPSOH WKH JHRPHWU\ RI D SRZHU VHPLFRQGXFWRUPRGXOHPD\EHDQDO\]HGZLWK)(0 -VLPXODWLRQV
DQGWUDQVODWHGLQWRDUHGXFHG-RUGHUWKHUPDOHTXLYDOHQW
FLUFXLWWKDWLVOLPLWHGWRDIHZWHPSHUDWXUHVRILQWHUPHGLDWHOD\HUV7KLVHTXLYDOHQWFLUFXLWPD\EHLQWHJUDWHG
LQ D QDWXUDO ZD\ LQWR D FLUFXLW VLPXODWLRQ RI WKH FRQYHUWHU VWUXFWXUH  ,Q D VLPLODU ZD\ VWDUWLQJ IURP DQ
HOHFWURPDJQHWLF)(0RU3((&（SDUWLDOHOHPHQWHTXLYDOHQWFLUFXLW）DQDO\VLVWKHLQWHUQDOSRZHUPRGXOHOD\RXW
PD\ EH UHSUHVHQWHG LQ D VLPSOLÀHG HTXLYDOHQW QHWZRUN
DQGWKHEHKDYLRURIWKHSRZHUVHPLFRQGXFWRUVFRXOGEH
DSSUR[LPDWHG E\ EHKDYLRUDO FLUFXLW PRGHOV )LQDOO\
also the electromagnetic interface to the environment
FRXOGEHUHSUHVHQWHGLQWKHVDPHPDQQHU,QWKLVZD\
HJ WKH ORVVHV RI WKH SRZHU VHPLFRQGXFWRUV FRXOG EH
VLPXODWHGIRUWKHDFWXDOFLUFXLWOD\RXWDQGGLUHFWO\FRXSOHGZLWKWKHWKHUPDOPRGHO6XEVHTXHQWO\WKHUHVXOWLQJ SURÀOHV RI WKH LQWHUPHGLDWH OD\HU WHPSHUDWXUHV
FRXOG EH LQWHJUDWHG LQWR D OLIHWLPH DQDO\VLV HPSOR\LQJ
physics -based thermo -mechanical models parameterL]HGYLDF\FOLQJWHVWV
,Q JHQHUDO D UHSUHVHQWDWLRQ EDVHG RQ HTXLYDOHQW
FLUFXLWV DOORZV D VLPSOH FRXSOLQJ RI PRGHOV RI GLIIHUHQW
GLVFLSOLQHV ZLWKLQ D VXEV\VWHP EXW DOVR D GLUHFW FRQQHFWLRQ RI YDULRXV VXEV\VWHP PRGHOV WR DQ HQWLUH FRQYHUWHU 7KH UHVHDUFK DW WKH 3RZHU (OHFWURQLFV 6\VWHPV
/DERUDWRU\ RI (7+ =XULFK KDV IRFXVHG QRZ IRU RYHU 
\HDUV RQ WKH DXWRPDWHG JHQHUDWLRQ RI UHGXFHG-order
VXEV\VWHP PRGHOV DQG WKHLU FRQQHFWLRQ WR RYHUDOO FRQYHUWHUPRGHOV+HUHLPSRUWDQWDUHDVDUHWKHUPR -elecWULFPRGHOLQJWKHH[WUDFWLRQRIHTXLYDOHQWPRGHOVRILQWHUFRQQHFWLRQV\VWHPVDQG(0&ÀOWHUVWDJHVLQFOXGLQJ
FRXSOLQJV EHWZHHQ ÀOWHU HOHPHQWV E\ PHDQV RI 3((&
and the physics -based modeling of the lifetime of metal-PHWDO LQWHUIDFHV RQ WKH EDVLV RI DFFXPXODWHG GHIRUPDWLRQHQHUJ\ZKLFKOHDGVWRH[FHOOHQWDJUHHPHQWZLWK
H[SHULPHQWDO F\FOLQJ WHVWV  7KH GHVLJQ SODWIRUP DULVing in this way is complemented by design tools for
(0& ÀOWHUV DQG KLJK IUHTXHQF\ PDJQHWLFV ZLWK DG-

特 集

YDQFHGWKHUPDOPDQDJHPHQWDVZHOODVDQDO\WLFDOGHVFULSWLRQVRIDGYDQFHGFRROLQJV\VWHPV,QSDUDOOHODQ
optimization platform is being developed that allows a
VLPXOWDQHRXVRSWLPL]DWLRQRIDOOFRQYHUWHUVXEV\VWHPV
ZKHUH DOVR WKH SK\VLFDO GLPHQVLRQV RI LQGLYLGXDO FRPSRQHQWV DSSHDU DV YDULDEOHV  7KH HIIHFWLYHQHVV RI WKLV
UHVHDUFK LV ZHOO LOOXVWUDWHG LQ WKH UHDOL]DWLRQ RI SRZHU
HOHFWURQLFV FRQYHUWHUV ZLWK H[WUHPH SRZHU GHQVLWLHV RU
HIÀFLHQFLHV VXFK DV D QRQ-LVRODWHG DXWRPRWLYH '& -'&
FRQYHUWHUZLWKDSRZHUGHQVLW\RI N:GP3DQLVRODWHG'& -'&FRQYHUWHUZLWKDSRZHUGHQVLW\RI N:GP3
and a single -SKDVH 3)&（power factor correction）sysWHPZLWKDQHIÀFLHQF\RIRYHU 
,Q IXWXUH PXOWL-GLVFLSOLQDU\ VLPXODWLRQ WRROV ZLOO
JDLQHQRUPRXVO\LQLPSRUWDQFHDQGZLOOEHH[SDQGHGWR
YLUWXDO SURWRW\SLQJ SODWIRUPV  $ FRQYHUWHU GHVLJQ FDQ
WKHQ EH WUDQVODWHG ODUJHO\ DXWRPDWLFDOO\ LQWR D UHGXFHG-RUGHU PRGHO DQG D FRPSOHWH SLFWXUH RI WKH ORDGing of components at selected operating points or misVLRQ SURÀOHV FDQ EH REWDLQHG  +HUH RQH FRXOG DOVR
imagine the integration of component data basis and
FRVW PRGHOV RU WKH LWHUDWLYH RSWLPL]DWLRQ RI FRPSRQHQW
YDOXHVRURSHUDWLQJSDUDPHWHUVYLDKLJKHUOHYHORSWLPL]DWLRQURXWLQHV,QWKHDQDO\VLVRIWKHVXEVHTXHQWO\UHDOL]HG KDUGZDUH PXOWL-GLVFLSOLQDU\ VLPXODWLRQ FRXOG
DGYDQWDJHRXVO\VHUYHIRUDXJPHQWLQJWKHGLVSOD\VSDFH
LH WKH VLPXODWLRQ PRGHO FRXOG EH DGDSWHG YLD FDOLEUDWLRQURXWLQHVWRWKHPHDVXUHPHQWUHVXOWVVRWKDWQRQDFFHVVLEOH SK\VLFDO YDOXHV VXFK DV LQWHUQDO WHPSHUDWXUHVRUHOHFWURPDJQHWLFÀHOGVFRXOGEHGHWHUPLQHGDQG
GLVSOD\HGYLDSDUDOOHOVLPXODWLRQ$IXUWKHUDSSOLFDWLRQ
FRXOGEHWKHDQDO\VLVRIWKHVHQVLWLYLW\RIV\VWHPSHUIRUPDQFH LQGLFHV LQ UHVSHFW RI FRPSRQHQW FKDUDFWHULVWLFV
ZKLFK ZRXOG HQDEOH WKH GHULYDWLRQ RI URDGPDSV IRU DQ
HIIHFWLYH IXUWKHU GHYHORSPHQW RI FRPSRQHQW WHFKQRORJLHV)LQDOO\WKHWUDQVLWLRQIURPYLUWXDOSURWRW\SLQJWR
YLUWXDO PDQXIDFWXULQJ ZRXOG EH SRVVLEOH ZKHUH TXHVWLRQV RI HJ PDQXIDFWXUDELOLW\ DQG ORJLVWLFV FRXOG EH
FRQVLGHUHGLQDQHDUO\VWDJHRIWKHGHVLJQ
,Q VXPPDU\ WKH GHVLJQ SURFHVV RI SRZHU HOHFWURQLFV V\VWHPV ZKLFK LV FXUUHQWO\ EDVHG WR D ODUJH H[WHQW
XSRQKXPDQNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHZLOOEHH[WHQG-

HGLQWRDQHZGLPHQVLRQ9LUWXDOGHVLJQSODWIRUPVZLOO
LQWHJUDWH NQRZ-KRZ IURP YDULRXV GLVFLSOLQHV DQG EHFRPHDQLPSRUWDQWVWUDWHJLFIDFWRU+HUHVSHFLDOFKDOOHQJHVDULVHLQWKHWUDLQLQJRIHQJLQHHUVLQWKHXWLOL]DWLRQRIPXOWL-GLVFLSOLQDU\WRROVDQGLQHQVXULQJWKHFRRUGLQDWHGH[WHQVLRQDQGUHOLDEOHDYDLODELOLW\RIWKHVLPXODWLRQSURJUDPV+RZHYHUVXFKVLPXODWLRQV\VWHPVDOZD\V ZLOO RQO\ PRGHO DQG RSWLPL]H H[LVWLQJ FRQFHSWV
WKH FUHDWLRQ RI IXQGDPHQWDOO\ QHZ FRQFHSWV FUHDWLYLW\
ZLOOUHPDLQWKHLQKHUHQWWDVNRIWKHKXPDQEHLQJWKH
HQJLQHHU

■和文抄録（社内にて作成）
電力変換装置ä効率ú電力密度å過去数十年Ý大ÃÅ進
歩Íh近º将来áå限界á達ÏāÝ¸ă¼g磁気部品ä高
周波特性hEMI ľČŔĨh温度管理h半導体ĺĬĚsġä
熱膨張àßh多Åä専門分野Ĉ極÷Õ装置全体ä最適設計
技術ÂºÙÓ¼必要Þàāgøåú従来ä古典的à方法Ý
ä設計å困難áàāÞ思ąĂāgÉĂĈ実現Ïā手段ÞÍ
ÜİġĨŔĠňŎŕsĠŐŜÂ有望Ý¸āgÍÁÍh有限
要素法Ĉ用ºÕ従来ä方法Ýå計算時間úİsĨ量Â増大
ÏāÕ÷h新Õà手法Ĉ用ºÕ連成ĠňŎŕsĠŐŜÂ必
要Ý¸āgÉĂáþĀh開発ĜĢıÞ時間ä節約Â図Ăāg
電気h熱Àþé電磁気àßä各要素Ĉ等価回路á置Ã換
¾Ü結合ÏāÉÞÝhĠĢįŉ全体ĈŋİŔ化ÏāÉÞ
Â容易áàāgĢčĢ連邦工科大学}ETH Zurich~äĺ
ŘsđŕĘıŖĴĬĘĠĢįŉģ研究室}PES~Ýå 5 年
以上áąÕÙÜ低次元ŋİŔĈ自動生成ÍhĠĢįŉ全体
î発展ËÑÕĠňŎŕsĠŐŜä研究Ĉ行ÙÜºāg熱−
電気äŋİŔ化h各ĠĢįŉ間ú EMI ľČŔĨáÀÇā
等価ŋİŔä抽出hĻsıĞčĘŔđĶŔėsáþā寿
命ä物理的àŋİŔ化àßĈ重要à研究対象ÞÍÜºāg
30 kW/ℓ ä自動車用 DC -DC ĜŜĹsĨh10 kW/ℓ ä絶
縁型 DC-DC ĜŜĹsĨÀþé効率 99 % 以上ä単相 PFC
Ĉ実現ÍhÉä研究ä有効性Ĉ実証ÍÜºāg将来的áåh
仮想的á試作機Ĉ製作ÏāôÝá発展ËÑāg
従来å経験úķďĸďá依存ÍÜºÕ設計å次ä段階á進
õh仮想設計ŀŒĬıľĒsŉå多岐áąÕā専門分野äķ
ďĸďĈ取Ā入Ăh重要à戦略要素ÞàāgÍÁÍhĠňŎ
ŕsĠŐŜĭsŔÝŋİŔ化ú最適化åÝÃÜøh新ÍºĜ
ŜĤŀıä創造å人ä役割ÞÍÜ今後ø重要Ý¸āg
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富士電機のシミュレーション技術とコンピュータデザイ
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近年ä経済環境ä変化á伴º機器jĠĢįŉá対ÍÜåh従来以上ä信頼性Ĉ確保ÍÚÚ小型化h低価格化h高性能化h
高機能化îä迅速à対応Â求÷ÿĂÜºāg富士電機ÝåhËôÌôà製品分野áÀºÜÉĂÿä要望á応¾āÕ÷hŋ
İœŜę手法ú物性値ä同定àß独自ä工夫áþĀh高度化j高精度化Ĉ図ÙÕĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ製品開発úĠĢ
įŉ解析á積極的á適用ÍÜºāgôÕh三次元 CAD Ý作成ÍÕ設計İsĨàßĈ有効利用ÍÜh設計j製造ŀŖĤĢú
評価試験àßä高度化ú改善áþā高品質化á向ÇÕ取組õĈ進÷Üºāg
With the changing economic environment of recent years, the capability to ensure higher reliability of devices and systems and a rapid
response to support miniaturization, lower prices, higher performance and greater functionality are sought. Responding to such requests in
various product sectors, Fuji Electric is actively applying high-speed high-precision simulation technology, based on proprietary modeling techniques and methods for identifying physical properties, to product development and system analysis. Fuji Electric is also promoting the eﬀective utilization of design data generated by a three-dimensional CAD system to realize higher quality by advancing and improving design and
manufacturing processes and evaluation testing.

Þ製品開発îä適用範囲ø広ÂĀÚÚ¸āg

まえがき

富士電機Ýåh研究j製品開発úĠĢįŉ解析ÖÇÝà
近年ä経済環境ä変化á伴ºh従来以上ä信頼性Ĉ確保

Åh製品設計ú製造ŀŖĤĢ改善áø積極的áĠňŎŕs

ÍÚÚh小型化h低価格化h高性能化h高機能化àßä

ĠŐŜ技術Ĉ適用ÍÜÃÕg本特集号Ýåh富士電機áÀ

Ĵsģá迅速á対応ÏāÉÞÂ機器jĠĢįŉá求÷ÿĂ

ÇāĠňŎŕsĠŐŜ技術ä最新ä適用事例ÞhÓĂá関

ÜºāgĠňŎŕsĠŐŜ技術åh流体h熱h構造h電磁

連ÍÕ設計h製造技術ä事例Ĉ紹介ÏāgàÀh本稿Ýå

界h制御àß各分野Ý利用ËĂ上記Ĵsģá応¾Üºāg

ĠňŎŕsĠŐŜ技術ä動向Þ富士電機ä取組õáÚºÜ

ôÕh複数分野áôÕÂā連成解析ú CAD}Computer

述ïāg

Aided Design~Þä連携機能ä強化h分析j測定技術ä
⑴h⑵

進展àßáþÙÜhþĀ高度Ý複雑à現象ä再現h計算精

シミュレーション技術の動向

度ä向上h解析時間短縮àß技術向上Â進ĉÝºāgÉĂ
ôÝä部品ŕłŔä解析Áÿh装置ôÕåĠĢįŉ全体î
表

最近äĠňŎŕsĠŐŜ技術ä動向ÞÍÜh①複雑現象

富士電機における計算機環境の進化に伴うシミュレーション領域の拡大
〜 1980 年代

1990 年代

2000 年〜

大型汎用コンピュータ / スーパーコンピュータ

技術計算機

EWS
静的応力

固有値

構造解析

熱応力

塑性変形

振動応答

現

在

HPC サーバ
PC（並列計算）

接触

亀裂進展

衝撃・破壊

クリープ

粘弾性・粘塑性
マルチスケール

熱流体解析

電磁界解析

熱伝導

対流熱伝達

単相流

放射伝熱

静電場

静磁場

自由表面・混相流

沸騰・凝縮

粒子挙動
過渡応答

誘導加熱

流体騒音

電磁波

EMC

半導体デバイス
溶

その他

接

プレス加工

樹脂流動

ダイカスト

分子動力学

デバイス製膜

適用製品例

重電機器
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クリーンルーム

受配電機器

半導体

パワー
エレクトロニクス機器

太陽電池
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富士電機におけるシミュレーションによる設計プロセスの
変遷（熱流体解析の例）
現

在

小型化á伴¼温度上昇増加äþ¼áh製品ä限界設計h最

解析の種類

二次元・層流・定常

三次元・乱流

三次元・乱流・
非定常

解析規模
（要素数）

〜数千

〜数百万

〜数千万

汎用コード

汎用コード＋
独自機能
（ツール化含）

解析
プログラム

主な利用者

自社コード

数値解析部門
（専任者）

解析の主な
設計検討
用途
（プラント設備など）

設計部門
開発部門
（専任者・開発者・
（専任者・
設計者）
開発者）
製品開発
（量産品）

発ÍhÓä後流体解析ú電力系統解析h電磁界解析h機構
解析àß幅広º分野á適用ÍÜÃÕg例¾æh電気機器ä

開発期間短縮
限界設計

適設計ä実現áå複数ä物理現象äıŕsĲēľĈ考¾ā
必要Â¸āg従来äĠňŎŕsĠŐŜÝå¸ā仮定á基Û
Ã簡略化ÍÕ物理ŋİŔÝä現象再現Ĉ行ÙÜÃÕg現在
åh電磁力ú発熱ú化学反応àß複数ä物理現象Ĉ連成Ë
ÑhþĀ現実á近º条件Ý精度ä高º検討Â行¾āþ¼á
àÙÜºāg
表

áh富士電機ä代表製品ÊÞä主à設計要素hàÿ

éáÓĂÔĂá対応ÏāĠňŎŕsĠŐŜ技術ä適用事例
Àþé最近ä取組õĈ示Ïg次áh主要分野ä最近äı
ĽĬĘĢĈ述ïāg

îä適用範囲拡大h②対象ä大規模j詳細化h③専任者Á
ÿ設計者îä利用ä大衆化hàßĈ挙ÈāÉÞÂÝÃāg

.

ドライブシステム分野

最近äĜŜĽŎsĨä能力}計算速度hŊŋœ容量~å

産業用機械účŜľŒ設備á用ºā電動機Ýåh近年h

著ÍÅ向上ÍÜºāgÁÚÜå大型計算機Ĉ必要ÞÍÜº

省đĶŔės}省đĶ~化Ĉ目的ÞÍÕ永久磁石形同期電

Õ実製品ŕłŔä複雑構造úhþĀ現実á近º物理ŋİŔ

動機}PM ŋsĨ~ä適用Â進÷ÿĂÜºāgPM ŋsĨ

Ĉ利用ÍÕĠňŎŕsĠŐŜÂh現在åĺsĦĳŔĜŜ

ä設計Ý重要à永久磁石ä非可逆減磁ú渦電流損ä発生h

ĽŎsĨÝø容易áÝÃāþ¼áàÙÕg表

á示Ïþ¼

ĜėŜęıŔĘàßä課題á対ÍÜåh熱ú電磁界ä解析

áh富士電機áÀºÜø計算機環境ä進化á応ÎÜĠňŎ

技術Ĉ利用ÍÕ設計ŀŒĬıľĒsŉĈ構築Íh短期間Ý

ŕsĠŐŜ領域ä適用範囲ä拡大Ĉ図ÙÜºāgÉäþ¼

ä設計ä最適化Ĉ実現ÍÜºāg

áhĠňŎŕsĠŐŜ領域ä広ÂĀú単体解析Áÿ複合解

従来h設計段階Ýä予測Â困難Ý¸ÙÕ電磁ķčģä問

析}連成解析~îä拡張àßáþĀhĠňŎŕsĠŐŜä

題á対ÍÜøh基盤技術äĠňŎŕsĠŐŜ技術ä整備Ĉ

利用目的å設計製品ä部分最適Áÿ全体最適îh機能j性

進÷ÜºāgĺŘđŕ機器áÀºÜh半導体素子äĢčĬ

能ä実現目的Áÿ製造ĜĢıàß考慮ÍÕ統合設計î進化

ĪŜęáþĀ伝導ķčģÞ放射ķčģÂ発生Ïāg回路Ġ

ÍÚÚ¸āg

ňŎŕsĠŐŜĈ利用ÍÕ伝導ķčģä予測åÏÝá実用

ôÕhÉĂôÝ主á解析専任者Â行ÙÜÃÕĠňŎŕs

段階á到達ÍÜÀĀhčŜĹsĨú UPS}Uninterrupted

ĠŐŜáþā検討øh現在å設計部門áÀÇā製品開発ú

Power Systemk無停電電源装置~ä設計á活用ÍÜºāg

設計îä活用Â一般化ÍÜÀĀh表

á示Ïþ¼á富士電

現在åhþĀ高º周波数帯域Ĉ対象ÞÍÕ放射ķčģá関

機áÀºÜøĠňŎŕsĠŐŜĈ利用ÍÕ設計ŀŖĤĢä

ÍÜøh設計技術ä確立Ĉ進÷Üºāg今後øhËÿá高

変革Â進÷ÿĂÜºāgËÿáåh三次元 CAD ä活用ø

º精度Ý放射ķčģĈ予測ÝÃā技術Ĉ開発Íh製品ä高

進÷ÿĂÜºāgÓäŊœĬıä一ÚÞÍÜĠňŎŕs

信頼性化á役立Üā予定Ý¸āg

ĠŐŜÞä連携Â¸Āh従来hĠňŎŕsĠŐŜ活用ä
ĶĬĘÞàÙÜºÕŊĬĠŎ作成àßäŋİŔ作成工数Â

.

電子デバイス分野

大幅á削減ÝÃāþ¼áàÙÜºāgÓä結果ÞÍÜh設

IGBT}Insulated Gate Bipolar Transistor~ŋġŎsŔ

計上流段階áÜ性能評価h最適構造検討Ĉ行ºh試作ŕĢ

ú磁気記録媒体á代表ËĂā電子İĹčĢ製品áÀÇā性

化Ĉ図ā取組õø進÷ÿĂÜºāg

能ú信頼性Ĉ向上ËÑāÕ÷áåhËôÌôàİsĨĈ定
量的á把握Ïā必要Â¸āgÉäİsĨÞåh測定Â困難

富士電機における取組み

à微小領域Ý起Éā瞬間的à温度上昇ú電流変化hËÿá
å実使用条件áÀÇā製品ä変形úh長期的à材料劣化特

富士電機åhčŜĹsĨú電動機hĞsŅĠĢįŉàß

性àßÝ¸āgÉĂÿäİsĨĈĠňŎŕsĠŐŜàßá

äĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~
jĲŒčĿĠĢį

þĀ定量化ÍÜ技術開発ú設計á生ÁÏÉÞáþĀhÉĂ

ŉ機器hĺŘs半導体ú磁気İČĢĘ媒体àßä電子İĹ

ôÝ以上á過酷à使用条件ú長期的à信頼性Ĉ確保ÍÕ製

čĢ製品hËÿáå発電ŀŒŜı設備h受配電j制御機器h

品Ĉ創出ÝÃāþ¼áàāg

自動販売機àßh幅広º製品群Ĉ取Ā扱ÙÜºāg製品ä

ĸčĿœĬĲ車àßîä用途拡大Â進ĉÝºā IGBT ŋ

高機能j高性能化áþā付加価値向上hËÿáå高信頼

ġŎsŔÝåhİĹčĢ実装ä高密度化á伴¼放熱性向上

性化ú低価格化ä要求á応¾āÕ÷ä手段ä一ÚÞÍÜĠ

Â課題Þàāg現在åh動作時äŋġŎsŔ変形ú温度上

ňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ積極的á適用ÍÜºāg
富士電機áÀÇāĠňŎŕsĠŐŜ技術åh汎用大型Ĝ

昇ĈĠňŎŕsĠŐŜáÜ定量化ÏāÉÞÝh熱的à限界
設計Þ最適設計Ĉ行ÙÜºāg近年h適用Ĉ進÷Üºā鉛
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特 集

黎明（れいめい）期
発展期
（1980 年代） （1990 年代）

ŜĽŎsĨĈ利用ÍÕ重電機器ä構造解析ú熱解析á端Ĉ
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富士電機の代表製品の主な設計要素とシミュレーション技術の適用事例
分

野

代表的製品

主な設計要素

特 集

回

路

制

御

シーケンス，アルゴリズム， 状態遷移解析，制御系過渡現象・
機械系とのマッチング（サー 安定解析，電気−機械−制御連成
ボ）
，ソフトウェア実装
解析，制振制御解析

構

造

筐体（きょうたい）
・配線・
ブスバー構造，部品レイア
ウト・パッケージング

電

気

鉄心・磁石材料，電磁気構
造，巻線仕様，絶縁，回
路・制御とのマッチング

構

造

回転子・固定子構造，ケー
シング構造，熱冷却

インバータ
無停電電源装置

ドライブ
システム

サーボシステム

サーボモータ
同期電動機

IGBT モジュール
イグナイタ

電子
デバイス

発電
プラント

デバイス

デバイス構造

パッ
ケージ

パッケージ構造

コンポー
ネント

モータ電磁界解析，電界強度解析， ⇒永久磁石形同期電動機の性能予測による小
回路解析
型高性能化
◆永久磁石形同期電動機のシミュレーショ
強度・振動解析，鋳造解析，発放
ン技術
熱・温度解析，流れ解析
⇒ IGBT 適用製品の高精度設計化
デバイス解析
◆ IGBT デバイスの電気特性解析技術
（キャリア移動，電界，漏れ電流）
⇒顧客環境を考慮した IGBT モジュールの熱
温度解析，熱応力・変形解析，電
設計
流・電磁界解析
◆パッケージシミュレーション技術

材料・加工・表面処理（硬
度，剛性，うねり，粗さ）

構造解析

記録膜

層構成，記録層，下地軟磁
性層，ヒートシンク層

記録層温度解析，記録再生解析，
ヘッド磁界解析

HDI

保護膜・潤滑膜

ヘッド浮上解析

サーボ

サーボパターン

サーボ信号解析

構

ブレード・ロータ構造，回
転子・固定子構造，ケーシ
ング構造

強度・振動解析，電磁界解析

⇒ものづくり技術の IT 化による品質・信頼
性向上
◆蒸気タービンの設計・加工・組立シミュ
レーション技術

動翼・静翼構造，回転子・
固定子冷却構造，プラント
配管系統・構造

翼列流れ解析，コイル冷却解析
水・蒸気二相流解析

⇒タービン発電機の冷却性能向上
◆発電機全体を対象とした大規模熱流体解
析技術

気

電気制御・回路，電力シス
テム

電気システム系統解析

機構部

接点開閉機構，電流検知機
構・構造

機構動作解析，電磁−運動連成解
析，電磁−熱連成解析，電流伝熱
解析，高速ひずみ強度解析，流動
解析

遮断部

アーク磁気駆動機構，ガス
流制御，樹脂溶発制御，電
磁反発運動制御

アーク挙動解析，ガス流解析技術，
回路解析

漏電検知回路

電磁気・回路・EMC 解析

造

熱・流体

電

受配電・
制御機器

ブレーカ
サーマルリレー

回

自動販売機
コールドチェーン
機器

路

通貨機器

⇒新しい高密度記録方式への対応
◆熱アシスト磁気記録媒体のシミュレー
ション技術

⇒電動機保護の信頼性向上
◆サーマルリレーの熱変形解析技術
⇒樹脂成形部品の高品質化
◆樹脂流動解析技術

機構部

商品・カップハンドリング， 収納・搬送・落下挙動解析，飲料
・温度解析，応
液体・粉体ハンドリング， 攪拌（かくはん）
構造・機構（筐体，機構， 力・衝撃解析，機構動作解析，
ファン騒音解析
部品）

⇒自動販売機の商品販売動作の信頼性向上
◆商品販売機構の動作解析技術

加熱
冷却部

冷凍サイクル（冷却，ヒー
冷凍サイクル解析，庫内温度・気
トポンプ加熱）
，断熱構造，
流解析
気流制御

⇒自動販売機の運転状態予測による制御技術
向上
◆庫内商品の温度解析技術

フード機器
流通
システム

⇒機器の環境規制対応・小型・高信頼性化
◆ EMC フロントローディング設計技術
⇒機械特性考慮による制御系のロバスト性能
向上
◆モータドライブの制御系解析技術

筐体強度解析，車両振動解析，素
子温度解析

タービン
発電機

最近の取組み

板

基

磁気記録媒体

シミュレーション技術の適用事例
回路解析，信号遅延解析，電流分
布解析，モータ電磁界解析，電界
強度解析，EMC 解析

電力変換回路，制御回路，
電気・電磁気回路，フィル
タ，熱冷却，絶縁

制御部

冷却・加熱制御，販売制御，
回路解析
通信制御，電気・電子回路

鑑別部

センサ（磁気，光）
，
パターンマッチング

磁気センサの検知特性解析

機構部

紙幣・硬貨ハンドリング，
構造（筐体，機構，部品）

搬送・収納挙動解析，応力解析，
機構動作解析

制御部

搬送制御，通信制御，電
気・電子回路

回路解析

⇒金銭機器紙幣搬送動作の品質・信頼性向上
◆金銭機器の機構−制御連携解析技術

ľœsåĉÖÝåh接合部äåĉÖä塑性変形構造ä再現

ºā熱ċĠĢı記録媒体Ýåh記録密度ú記録条件á応Î

úŇčĘŖ組織ŕłŔÝä疲労特性ä把握Ĉ行¼ÉÞÝh

Õ効率的à材料開発Ĉ行¼Õ÷á熱解析ú磁場解析áþā

接合部ä寿命予測ä高精度化Ĉ実現ÍÜºāg
磁気İČĢĘ媒体ä高記録密度化á向ÇÜ開発Â進÷Ü
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現象ä可視化Ĉ行ºh数十ĳķŊsıŔēsĩä領域ä温
度分布ú磁化状態ä検討Ĉ通ÎÜ媒体構成ä最適化á取Ā

富士時報

Vol.82 No.3 2009

組ĉÝºāg今後øhËÿàā微小領域ä温度特性ú磁気

富士電機のシミュレーション技術とコンピュータデザインの現状と展望

行¼設計ŀŖęŒŉä計算結果á基ÛÃh複雑à曲面Á
ÿ構成ËĂāĨsļŜ翼úĚsĠŜęä三次元 CAD İs

化á役立Üā予定Ý¸āg

ĨÞ NC 加工ŀŖęŒŉĈ自動生成ÏāĠĢįŉĈ構築Íh
設計ä効率化Ĉ図ÙÜºāg三次元測定器Ĉ用ºÜ荒加工

.

発電プラント分野

火力j地熱発電ú原子力関連機器àßä発電ŀŒŜı設

段階Ýä素材形状ĈİġĨŔİsĨáÏāÉÞÝhÓä後
ä NC 加工áÀÇā加工ĺĢä最適化ø行ÙÜºāg

備åh電力ä安定供給îä要求àßÁÿ特á高º信頼性Â

今後hñÁä製造j加工ŀŖĤĢá対ÍÜøĠňŎŕs

必要Ý¸āgÓä製品規模ü¾á試作試験ĈłsĢÞÍÕ

ĠŐŜúİġĨŔİsĨä活用áþÙÜ技能ä見¾ā化á

開発áå多大àĜĢıÞ時間Ĉ要ÏāgÉĂĈ解決ÏāÕ

þā技術伝承Ĉ行ºh製品ä品質Þ信頼性ĈþĀ高ºŕł

÷áh構造h熱流体h電磁界àßäĠňŎŕsĠŐŜ技術

ŔÝ維持j向上Ĉ図ÙÜºÅg

Â設計検討á不可欠áàÙÜºāg
ŀŒŜı設備å一般á数多Åä部品Áÿ構成ËĂh構造

今度の展望

ø複雑Ý¸āÕ÷並列計算機Ĉ用ºÕ大規模三次元ĠňŎ
ŕsĠŐŜä適用ø進÷Üºāg空気冷却ĨsļŜ発電機

富士電機áÀÇā今後ä主à取組õÞÍÜhĠňŎŕs

áÀºÜø数千万要素ä熱流体解析Ĉ行¼ÉÞÝh発電機

ĠŐŜ技術適用範囲äºÙÓ¼ä拡大Þh設計j製造部門

内部ä冷却風分布ú温度分布ä把握Ĉ行º製品ä冷却性能

Ýä利用ä促進}設計者全体îä普及~Â挙ÈÿĂāg前

ä向上á取Ā組ĉÝºāg今後hÉä技術Ĉ応用ÏāÉÞ

者áÚºÜåh金属溶接部àßÝ発生Ïā材料ä亀裂進

ÝhĨsļŜ発電機äËÿàāĜŜĺĘı化ú高効率化á

展ú樹脂úĝŉá代表ËĂā高分子材料äĘœsŀú剥

役立Üā予定Ý¸āg

離}åÅĀ~
hËÿáåŋsĨä渦電流àßňĘŖà現象
ÞhÓĂÂ製品全体î及òÏ影響Ĉ同時á評価ÏāŇŔĪ

.

流通システム分野

ĢĚsŔ解析îä取組õø開始ÍÜºāg同時áhŀŒģ

地球温暖化防止ä観点Áÿh自動販売機áå近年h省đ

Ňj化学反応àßĈ利用ÍÕ製造ŀŖĤĢúh衝突h騒音

ĶŔės}省đĶ~化Â強Å要求ËĂÜºāg商品温度安

àß従来å事前検討Â困難Ý¸ÙÕ複雑à物理現象á関Í

定化á要Ïā電力消費量Ĉ低減ÏāÕ÷h冷却j加熱時ä

ÜøhĠňŎŕsĠŐŜ技術ä実用化Ĉ進÷ÜºāgÉĂ

商品収納庫内部ä気流ú熱移動äĠňŎŕsĠŐŜĈ実施

ÿáþĀh設計ŀŖĤĢä大幅à変革Â図ÿĂāøäÞ考

Íh多種多様à機種Ĉ対象ÞÍÜ設計段階Ýä商品温度ä

¾āg

推定Þ構造ä最適化Ĉ行ÙÜºāg

ôÕh利用ä促進áÚºÜåh線形構造解析ú熱伝導解

自動販売機ä販売機構úh自動ÚĀ銭機àßä通貨機器

析àß実用ŕłŔäĠňŎŕsĠŐŜ技術Â確立ÍÕ領域

Ýåh商品ú紙幣ä搬送機構Ĉ筐体}Ãý¼Õº~内áĜ

Ĉ中心áh製品固有äķďĸďä蓄積Þ手順ä標準化}ŀ

ŜĺĘıá収納ÏāÉÞÂ要求ËĂāg限界設計áþā小

ŒĬıľĒsŉ化hĭsŔ化àß~ú設計者á対ÏāĠ

型化Þ機構動作ä信頼性Ĉ両立ÏāÕ÷h製品設計áÀº

ňŎŕsĠŐŜ技術ä教育j普及Ĉ推Í進÷āÉÞÝhË

Üåh搬送対象物ä動作Ĉ含ö機構j制御äĠňŎŕs

ÿàā設計ä高精度化h効率化Ĉ目指ÍÜºāg

ĠŐŜ技術Ĉ活用ÍÜºāg
今後hÉĂÿä技術ä応用範囲Ĉ拡大Íh製品äËÿà

あとがき

ā省đĶ化úĜŜĺĘı化h高信頼性化á役立Üā予定Ý
¸āg

富士電機Ýå今後ÞøhĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ個々ä
製品jĠĢįŉ開発ÖÇÝàÅh研究開発ú製造ŀŖĤĢ

.

製造・加工プロセスへの応用

三次元 CAD ä普及Þ CAD Þ解析ĦľıďĐċä連携

áøËÿá展開ÍhÀ客Ëôä期待á応¾ā製品Ĉ提供Íh
社会á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

強化áþĀh構造解析Ĉ中心ÞÍÕ設計ŕłŔÝä性能検
証Â一般化ÍÚÚ¸āg富士電機ÝåhËÿáĠňŎŕs
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芝野

富士電機åh中小容量ä電動機ä小型化h高効率化h高性能化Ĉ図āÕ÷h永久磁石形同期電動機}PM ŋsĨ~Þ駆動
ĠĢįŉĈ開発ÍÜºāg開発á当ÕĀhĦľıďĐċ化ÍÕ PM ŋsĨ設計ŀŒĬıľĒsŉĈ構築ÍÕg永久磁石ä
渦電流損ä評価ú PM ŋsĨäĜėŜęıŔĘä解析h鋳物ľŕsŉä鋳造ĠňŎŕsĠŐŜĈ行ÙÜºāgËÿá PM
ŋsĨä温度予測技術ú減磁耐量評価技術Þ組õ合ąÑh設計ä最適化ú品質向上á結é付ÇhÀ客ËôäċŀœĚsĠŐ
Ŝá応ÎÕŋsĨä提供Ĉ行ÙÜºāg
Fuji Electric develops and sells permanent magnet synchronous motors (PM motors) and drive control systems that enable medium and
small electric motors to be made smaller, yet with higher eﬃciency and performance. A software platform for PM motor design has been
built for use in the development process. Simulations are performed to assess the permanent magnet eddy-current loss, analyze the PM motor
cogging torque, and to simulate the casting of a cast metal frame. By combining thermal predictive technology and technology for assessing
the ability to withstand demagnetization, and linking such technology to design optimization and improved quality, Fuji Electric also provides
motors suitable for customer applications.

準ÞÍÜ規格化ËĂÜºāäá対ÍhPM ŋsĨáåÓä

まえがき

þ¼à制約ÂàºgÍÕÂÙÜhPM ŋsĨåċŀœĚs
電動機åh社会生活ú産業活動á欠ÁÑàºĖsĜŜ

ĠŐŜ本位Ý電圧h電流h回転速度h極数h外部形状àß

ņsĶŜıÝ¸āg例¾æ水道用ņŜŀh送風用ľĊŜh

ä仕様Â決÷ÿĂāÉÞáàāgÉäþ¼à背景Áÿh顧

空調用ĜŜŀŕĬĞhđŕłsĨàßäčŜľŒ設備úh

客ä要求仕様á合致ÍÕŋsĨä設計ĈhºÁá早Å高精

工作機械h印刷機hĘŕsŜàßä各種産業機械ä動力源

度á行¼ÁÂ極÷Ü重要Þàāg
É¼ÍÕĴsģá対応ÏāÕ÷h富士電機ÝåĠňŎ

úĞsŅċĘĪŎđsĨÞÍÜËôÌôà場所Ý適用ËĂ

ŕsĠŐŜĈ活用ÍÕ PM ŋsĨ設計ŀŒĬıľĒsŉ

Üºāg
近年äıŕŜĲÞÍÜh中小容量誘導電動機äĜŋİČ
įČ化Â¸āg製造技術Â一般化ÍÕÕ÷h中小容量誘導

}PMMPF~Ĉ構築ÍÕgÉĂåĦľıďĐċ化ËĂÜÀ
Āh特徴å次äÞÀĀÝ¸āg
⑴

電動機å{世界ä工場|ÞàÙÕ中国Ý安価á大量á製造

⒜

効率的à設計計算áþā短納期対応

ËĂāþ¼áàĀh差別化Â困難ÞàÙÜºāg一方Ýh

⒝

永久磁石ä減磁耐量ä評価機能áþā品質向上

省đĶŔės}省đĶ~
jCO2 削減äĴsģä高ôĀáþ

本稿Ýå⒝ä減磁耐量評価機能áÚºÜ述ïāg

ā電動機ä高効率化h機器ä小型化ú高性能化á対応Ïā

永久磁石åh温度úĜčŔ電流áþā磁界ä影響áþÙ

Õ÷ä電動機ä小型化hĔĢĨŇčģàßä要求Â高ôÙ

Ü非可逆減磁ÏāÉÞÂ¸āg一度非可逆減磁ÏāÞh永

Üºāg

久磁石å再着磁Íàº限Ā磁力Â弱ôÙÕôôÞàĀh必

富士電機Ýåh上述äþ¼à状況Ĉ踏ô¾h永久磁石形

要àıŔĘÂ得ÿĂàÅàāgÍÕÂÙÜhPM ŋsĨä

同期電動機}PM ŋsĨ~ä駆動ĠĢįŉĈĲŒčĿ事

設計áÀºÜå想定ËĂā動作条件áÀºÜ非可逆減磁Í

業ä戦略ċčįŉÞÍÜ位置付Çh差別化Ĉ図ÙÜºāg

àºÉÞhÏàą×減磁耐量Ĉ見極÷ā必要Â¸ĀhÉä

PM ŋsĨåh永久磁石Ĉ回転子ä部品á用ºāÉÞá

ÉÞÂ重要à品質ä担保áÚàÂāg
PMMPF Ýåh最大電流h永久磁石特性Ĉ入力ÞÍÜh

þÙÜh電動機ä小型化h高効率化h高性能化Â図ĂāÞ

永久磁石内部ä磁束密度ÂßÉôÝ下ÂĀ得āÁĈ計算Íh

º¼優ĂÕ特徴Ĉ持Úg
本稿ÝåhPM ŋsĨä価値向上Ĉ促進ÏāÕ÷á開発
ÍÕ代表的技術Ĉ紹介Ïāg

視覚的áÓä結果Ĉ確認ÝÃā機能Ĉ持Úg図

åhĜč

Ŕá大電流Â流ĂÕ場合ä永久磁石ä減磁部位ä解析結果
例Ĉ示ÍÜÀĀh非可逆減磁ĈÍ得ā部位Â特定ËĂÜº

電気設計におけるシミュレーションの活用

āgþÙÜhÉäþ¼à部位Â解消ËĂāþ¼á磁石ä寸
法ú電流制限値Ĉ決定ÏāÞº¼設計Â可能ÞàĀh高信

⑴

.

PM モータ設計プラットフォーム

頼化Ĉ図āÉÞÂÝÃāg

PM ŋsĨå誘導電動機Þ異àĀhčŜĹsĨ駆動Â前
提Ý¸āgþÙÜhøÞøÞ系統電源îä直接接続áþĀ
用ºÿĂÜÃÕ誘導電動機Â系統電源ä電圧Þ周波数Ĉ基

.

永久磁石の渦電流損

永久磁石ÞÍÜåĶēġŉ磁石Ĉ用ºāÉÞÂ多ºgĶ
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永久磁石形同期電動機のシミュレーションによる高性能
化・小型化
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永久磁石形同期電動機のシミュレーションによる高性能化・小型化

PM モータ設計プラットフォームにおける減磁耐量評価例

表

コギングトルク詳細評価のサーボモータの仕様
項

特 集

永久磁石

目

仕

ステータ外径（mm）
ステータ鉄心材料
ロータ鉄心材料

様

124

項

目

極

数

仕

様
8

35A360

スロット数

12

S45C

磁石材料

Nd-Fe-B

非可逆減磁部位

鉄心積厚（mm）

50

空隙（くうげき）長
（mm）

0.9

ロータコア

フレーム材料

Al

定格出力（kW）

1

図

シャフト
１/６モデル

åhĶēġŉ磁石ĈŖsĨ内部á埋÷込ĉÖ PM

ŋsĨáÚºÜ導出ÍÕ磁石渦電流損ä分布Ĉ示ÍÜºāg
導出ËĂÕ渦電流損ä妥当性áÚºÜåh積層鋼板áÀº

埋込磁石形モータの例，ロータのみ表示

Ü発生ÏāĜċŖĢÞ併Ñh実機Ĉ用ºÕ精密à損失測定
結果Þä比較Ĉ通ÍÜ確認ÍÜºāg
図

Éä技術ĈhPM ŋsĨä温度予測技術hÀþé前述ä

埋込磁石形モータのネオジム磁石渦電流損の導出結果

減磁耐量評価技術Þ組õ合ąÑh設計時点Ýä性能予測h
ステータ鉄心

（p.u.）

設計最適化h小型化hÀþé品質向上á結é付ÇÜºāg

1
⑵

.

PM モータのコギングトルク解析

PM ŋsĨá特有ä問題ÞÍÜhĜėŜęıŔĘÂ¸āg
ĜėŜęıŔĘåhĜčŔ電流無通流ä状態áÀºÜŖs
ĨĈ外力áþÙÜ回ÍÕ場合á発生Ïā脈動ıŔĘĈ指Ïg
ÉĂåhPM ŋsĨÂ永久磁石Ĉ内蔵ÍÜºāÕ÷hĜč
Ŕ電流無通流ä状態ÝøŋsĨ内部ä磁気đĶŔėsÂ存

永久磁石
0
※ロータ鉄心部分は非表示

在ÍhÁÚÓä磁気đĶŔėsÂŖsĨä位置á応ÎÜ変
化ÏāÉÞá起因ÍÜºāg一方hĜčŔ電流無通流ä状
態Ýå磁気đĶŔėsÂ発生Íàº誘導電動機àßÝåh

ēġŉ磁石åh強力à磁場Ĉ発生ËÑāÉÞÂÝÃāÉÞ

ĜėŜęıŔĘå発生ÍàºgĜėŜęıŔĘå制御系á

Áÿ広Å実用ËĂÜºāg

ÀÇā外乱ÞàāÕ÷hĞsŅŋsĨàß高精度ä位置決

.

節Ý述ïÕ永久磁石ä減磁耐量Ýåh永久磁石ä温

÷制御Ĉ行¼場合áå性能劣化要因ÞàĀhôÕÓĂ以外

度Â大Ãà影響Ĉ与¾āg一般áhĶēġŉ磁石å温度Â

ä産業用途ä場合áÀºÜø振動ä原因ÞàāÕ÷h低減

高ºñß非可逆減磁ÍúÏÅàāgĶēġŉ磁石å導電

Â望ôĂāg

率Â比較的高ÅhĶēġŉ磁石内部ä磁束密度Â時間的á
変化ÏāÞh磁石内á渦電流Â誘起ËĂÜ損失Â発生Ïāg

ĜėŜęıŔĘåhĞsŅŋsĨä場合áå定格ıŔĘ
ä数 % á抑¾ā必要Â¸āgÉĂåhPM ŋsĨ内部á

Éä渦電流損失Â磁石ä温度Ĉ上昇ËÑāgàÀh導電率

蓄積ËĂā総磁気đĶŔėsä約 1 % Þº¼極÷Ü小Ëà

Â低ºľĐŒčı磁石ä場合áåÉäþ¼à問題åàºø

脈動áþÙÜ生ÎāgÍÕÂÙÜhÉĂĈ磁界解析áþÙ

ääh最大磁気đĶŔės密度ÂĶēġŉ磁石ä 1/10 程

Ü予測ÏāÕ÷áåh磁束密度Àþé磁気đĶŔėsáÚ

度Ý¸āÕ÷h簡単á置Ã換¾āÉÞåÝÃàºg

ºÜh出力ıŔĘúčŜĩĘĨŜĢĈ導出Ïā場合þĀø

ÍÕÂÙÜh前述ä減磁耐量評価áÀºÜĶēġŉ磁石

åāÁá大ÃàĩčĳňĬĘŕŜġÂ必要ÞàāgôÕ材

ä渦電流損Þ温度Ĉ予測ÍhÉĂĈ考慮ÏāÉÞÂ必要Þ

料äąÐÁà磁気特性ä誤差Ĉ無視ÝÃàºÕ÷h解析ä

àāg富士電機Ýåh磁界解析Ĉ中心ÞÏāĠňŎŕs

難易度Â高ºg富士電機ÝåhÉäþ¼àĜėŜęıŔĘ

ĠŐŜáþÙÜÉĂĈ実現ÍÜºāg

ä予測技術áø取Ā組ĉÝºāg次áÓä概要Ĉ述ïāg

Ķēġŉ磁石ä渦電流損ä原因Þàā磁束密度ä変化

対象åhĜėŜęıŔĘä要求Â厳Íº 8 極 12 ĢŖĬ

åh主á①磁気抵抗ä空間変動}ĢįsĨäĢŖĬı部ä

ıäĞsŅŋsĨ}表

影響~
h②ĜčŔ起磁力ä空間変動}ėŌĬŀ起磁力分布

Ïā主à要因ÞÍÜåhŋsĨ電磁気部ä形状j寸法h鋼

~ÞÍÕgĜėŜęıŔĘá影響

高調波~
hÀþé③ĜčŔ起磁力ä時間変動}電流èÐõh

板ä磁気特性}B−H 特性~
h永久磁石ä磁気特性h鋼板

ĢčĬĪŜęœŀŔ~áþÙÜ生Îāg①Þ②áÚºÜåh

ä加工Àþé組立構造á起因Ïā磁気特性ä劣化h偏芯à

ŋsĨä詳細構造Ĉ反映ËÑÕ磁界解析áþÙÜh③áÚ

ßä非対称性Â挙ÈÿĂāgôÐåh可能à限ĀÉĂÿä

ºÜåÓĂá加¾Ü別途ĠňŎŕsĠŐŜáþÙÜ導出Í

要因Ĉ排除ÍÕŋsĨĈ製作ÍhÉĂáÚºÜ解析値Þ

ÕčŜĹsĨ駆動時ä電流波形Ĉ用ºÜh磁石渦電流損Ĉ

実測値ä整合Ĉ試õÕgÏàą×h図

算出Ïāg

持ÙÕŋsĨáÚÃh加工èÐõÂÊÅ小Ëº鋼板Ĉ用º
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鋼板固定á伴¼応力Ĉ排除ÍÕ組立構造Ĉ採用ÍhËÿá
ŖsĨä偏芯量Ĉ精密調整ÝÃā供試装置Ĉ製作ÍÜ評

構造設計におけるシミュレーションの活用

⒜ÂÓä結果Ý¸Āh実測値Þ解析値ÂþÅ

一致ÍÜºāÉÞÂ分ÁāgôÕh図

⒝á示Ïþ¼áĢ

電動機ä構造設計áÀºÜøĠňŎŕsĠŐŜä活用Â

įsĨĜċá対ÏāèÐõ取Ā焼鈍}Íý¼ßĉ~ä有無

進ĉÝºāgÉÉÝåh鋳物ľŕsŉä鋳造ĠňŎŕs

áþÙÜĜėŜęıŔĘÂ約 40 % ø異àāg鋼板打抜Ã

ĠŐŜĈ紹介Ïāg

áþā残留応力ÂĜėŜęıŔĘá大Ãà影響Ĉ与¾āÉ
ÞÂ確認ÝÃÕg

数 kW 以上ä電動機äĢįsĨĜċåh通常h積層鋼
板áþÙÜ形成ËĂÕ後h鋳物製äľŕsŉá収納ËĂāg

ÓäñÁáøËôÌôà要因áþāĜėŜęıŔĘä変

鋳物å砂型á溶湯}溶解ÍÕ鉄~Ĉ注入}湯流Ă~
j凝固

化Ĉ評価ÍhĜėŜęıŔĘä設計時予測ä精度Ĉ高÷h

ËÑÜ製作Ïāg鋳物品質Ĉ安定ËÑāáåh湯流Ă不良

製品性能ä向上Ĉ図ÙÜºāg

}流速不足h乱流h温度低下àß~Þ凝固不良}引Ç巣à
ß~á気ĈÚÇā必要Â¸ĀhÉĂÿĈ考慮ÍÕ設計å経
験á頼ā場合Â多ºg
富士電機Ýåh湯流ĂÞ凝固ä状況äĠňŎŕsĠŐŜ

図

áþā事前評価Ĉ設計á取Ā入Ăh品質ä裏付ÇÞàā定

コギングトルク詳細評価のサーボモータ断面形状

量的àİsĨĈ蓄積Íh分析ÍÜºāg
図

図

åh電動機輸送用ÚĀ座部Ĉ品質改善ÍÕ例Ý¸āg

鋳造シミュレーションによる品質改善の例

（a）改善前
0

13

図

コギングトルク（N・m）

解析

（c）実機調査

75

75

75

閉ループあり
（引け巣発生の可能性大）

サーボモータのコギングトルク実測値と解析値

0.06

（b）改善後

閉ループ解消
（引け巣発生の可能性小）

引け巣は確認されない

実測

0.04

図

凝固直後の応力シミュレーション

0.02
0
−0.02

温度
高

応力
高

低

低

−0.04
−0.06

0

15

30

45

60

75

90

ロータ機械角（degree）
（a）構造要因を極力排除したモータの場合

（a）温度分布

コギングトルク（％）

150

鉄心焼鈍あり

（b）応力分布

鉄心焼鈍なし（１００％とする）

100
50

変形
大

0

小

−50
−100
−150

0

15

30

45

60

75

90

ロータ機械角（degree）
（b）鋼板打抜き応力の影響

（c）変形量（変形量 10 倍表示）
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ÚĀ座部å強度確保äÕ÷肉厚Ý¸āäÝ引Ç巣Â発生Í
úÏº箇所Ý¸āg改善前図

⒜áåhÚĀ座内部á

特 集

等凝固時間曲線Áÿ閉ŔsŀhÏàą×溶湯Â還流ÍÜº
ā部分Â¸āÉÞÂ分ÁÙÕg閉Ŕsŀ部Ýåh溶湯ä
外部Áÿä供給Â少àÅh最終凝固時á溶湯Áÿ孤立ÍÕ
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整Íh閉ŔsŀÂ解消Ïāþ¼á改善ÍÕ 図

⒝
gÉ

ä効果å実機調査Ý確認済õÝ¸āg
凝固完了直後ä温度分布Ĉ基áÍÕ熱変形ä解析ø可能
ÞÍÜºāg図

åÓä結果Ý¸Āh凝固直後ä温度分布

ú各部ä剛性ä違ºÁÿ生Îā変形Ĉ確認ÍÜºāg
Éäþ¼áh構造設計áĠňŎŕsĠŐŜĈ活用ÏāÉ
ÞáþÙÜh十分à強度Ĉ確保ÍÚÚŋsĨä小型化Ĉ図

鳥羽

章夫

電動機hĺŘsđŕĘıŖĴĘĢàßä技術開発
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čĿ事業本部鈴鹿製作所設計部g

ĠĢįŉä適用Â拡大ÍÜºāg富士電機åhÓäĞŀŒ
čōsÞÍÜhËÿáåÀ客Ëôä製品ä価値向上ĈÞø
á進÷āĺsıĳsÞÍÜh期待á応¾āÕ÷ä技術ä高

芝野

度化Ĉ推進Ïā所存Ý¸āg

電動機ä構造h冷却系ä開発Þ設計á従事g現在h

修
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ĲŒčĿ制御機器ä性能解析Ĉ行¼ÉÞåh市場要求á¸ÙÕ製品提供Þh最適à制御ĺŒŊsĨ調整àßä観点Áÿ
重要Ý¸āg富士電機ÝåŋsĨĲŒčĿáÀÇāŖĹĢı性能評価ÞÍÜh機械ŋİŔÞ制御ĠňŎŕsĠŐŜä連携
解析Ĉ行ÙÜºāg例¾æhĞsŅŋsĨÝ動作ÏāįsĿŔ駆動系áÚºÜhSimulationX Ĉ使ÙÜ機構部ĈŋİŔ化
ÍhMATLAB/Simulink áþā制御ŋİŔá組õ込ĉÝ連携解析Ĉ行ÙÕg周波数特性ú過渡応答Ĉ実機Þ比較ÍÕÞÉ
ăhĠňŎŕsĠŐŜ結果Þ実機特性äþº一致Â確認ÝÃÕg
Analysis of the performance of drive control devices is important from the standpoint of providing products that satisfy market needs
and for adjusting control parameters to their optimal values. At Fuji Electric, analyses are performed by combining mechanical models generated from CAD data with control system simulations. For example, in the case of a table drive system operated by a servo motor, the mechanical portion is modeled using SimulationX, and then a combined analysis is performed by incorporating that mechanical model into a control
model based on MATLAB/Simulink. The frequency characteristics and transient response were compared to those of an actual motor, and
the simulation results were veriﬁed to be in close agreement with the actual motor characteristics.

まえがき

対象Þàā装置ÏïÜĈ用意Íh性能検証ÏāÉÞå難Í
ºgÓäÕ÷h信頼性ä高ºĠňŎŕsĠŐŜáþĀ装置

汎用čŜĹsĨúĞsŅĠĢįŉàßäĲŒčĿ制御機
器åh機械ú設備äēsıŊsĠŐŜ化h省đĶŔės化

Ĉ模擬Íh制御対象äĺŒŊsĨ変動ø含÷ÕŖĹĢı性
能解析Ĉ行¼ÉÞåôÏôÏ重要áàÙÜÃÜºāg

á貢献ÍàÂÿ発展Íh今日á至ÙÜºāg適用分野ä拡

汎用ĞsŅĠĢįŉÝåh適用分野ÂŖŅĬıú工作機

大á伴ºhĲŒčĿ制御機器単体ÞÍÜä性能ä向上h小

àßÁÿh半導体h液晶h電子部品製造àßôÝÞ幅広º

型化h低価格化Â進÷ÿĂÜÃÕg

Õ÷hÉĂÿÏïÜä機械á対ÍÜh詳細à調査Ĉ実施Í

汎用čŜĹsĨ分野Ýåh搭載ÏāŇčĘŖŀŖĤĬĞ

精密àŋİŔĈ作成ÏāÉÞå難ÍºgôÕh時間Ĉ多Å

ä低価格化h高性能化á伴ºh低価格äčŜĹsĨáÀº

要ÏāÕ÷h¸ā程度ä経験Áÿ近似àßĈ用ºÕ簡単à

ÜøłĘıŔ制御àßä高度à制御機能Â搭載ÝÃāþ¼

ŋİŔĈ作成Í評価Ĉ行ÙÜºāgÍÁÍh簡単àŋİŔ

áàÙÜÃÜºāgŋsĨäłĘıŔ制御ÝåhıŔĘ制

Ýä評価áå限界Â¸āg

御精度ú周波数応答性能Â向上ÍÕgÓä影響ÁÿhÉĂ

ÉĂÿä問題ä解決äÕ÷áh機械ŋİŔĈ制御ĠňŎ

ôÝ機械ä共振周波数þĀø応答周波数Â低Å大Ãà問題

ŕsĠŐŜá正確á組õ込ĉÝ連携解析áÀºÜhĺŒ

ÞåàÙÜºàÁÙÕ機械系îä振動対策á関Ïā技術Â

ŊsĨ変動á対ÏāŖĹĢı解析Ĉ行¾æh従来Þ比ïÜ

⑴h⑵

注目ËĂÚÚ¸āg
一方hĞsŅĠĢįŉåŋsĨĲŒčĿÞº¼概念á
ÞßôāÉÞàÅh
{機械ä最適àŋsĠŐŜ制御|Ĉ実

精度h信頼性ä高ºĲŒčĿ機器Ĉ提供ÏāÉÞÂÝÃāg
本稿Ýåh適用事例ÞÍÜhĞsŅĠĢįŉÝä制御Ġ
ňŎŕsĠŐŜ解析ä取組õáÚºÜ紹介Ïāg

現ÏāĠĢįŉ機器ä概念îÞ移行ÍÚÚ¸āgÉäÕ÷h
安定à制御Ĉ実現ÏāÕ÷ä機械共振特性ä解析機能ú

シミュレーション技術概要

低周波数ä機械振動ĈĞsŅ制御áþĀ抑制Ïā{制振制
御|àßÂ標準搭載ËĂāþ¼áàÙÕg制御全体ä応答

ĞsŅĠĢįŉáÀÇā制御系ä性能解析áÀºÜh現
注 1〉
〈注 2〉
h

Ĉ損ãāÉÞàÅh振動成分äõĈ抑制ÝÃā機能ÞÍÜh

在å MATLAB/Simulink Ĉ使用Íh制御Àþé機械ŋİ

常時ıŔĘ振動Ĉ監視Íh振動周波数Ĉ自動的á抽出Í抑

Ŕä作成Ĉ行ÙÜºāg機械ŋİŔä作成áÀºÜåh要

制Ïā{ēsıķĬĪľČŔĨ|àßø搭載ËĂāþ¼á

素ĿŖĬĘä数Â多Å煩雑Ý¸Āh複雑化h多様化Ïā機

àÙÕgÉĂÿä機能j性能Ĉ搭載ÍàÂÿøhŋsĨú

械á対ÍÜhMATLAB/Simulink áþĀ正確á機械ŋİ

ċŜŀä小型化áþā機械äĜŜĺĘı化ø進ĉÝºāg

ŔĈ作成Í評価ÏāÉÞå難ÍºgôÕh機械ŋİŔĈ作
成Ïā際áhCAD}Computer Aided Design~İsĨÁ

ドライブ制御における課題

ÿ機械ŋİŔĈ作成ÍhMATLAB/Simulink Þ連携解析

É¼ÍÕĲŒčĿ制御機器ä製品開発úh設置áÀÇā

注 1MATLABk米国 The MathWorks, Inc. ä商標ôÕå登録商標

制御ĺŒŊsĨ調整ÞºÙÕđŜġĴċœŜęáÀºÜh

注 2Simulinkk米国 The MathWorks, Inc. ä商標ôÕå登録商標
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可能à機構系解析ĦľıďĐċÂ多Å市販ËĂÜºāgÍ

駆動系ä概略Ĉ示Ïg本機構å被駆動体}įsĿŔ~Þ案

特 集

ÁÍhÉĂÿ機構系解析ĦľıďĐċĈ使用Ïā場合h機

内機構hŅsŔãÎ軸hĳĬıh支持軸受hĞsŅŋsĨ

構ä詳細àİsĨÂ必要ÞàāÉÞÞhĠňŎŕsĠŐ

ÀþéĔĬŀœŜęáþĀ構成ËĂhãÎ機構Þ転ÂĀ要

Ŝá要Ïā時間Â膨大áàāÕ÷h制御系ä性能解析Ĉ迅

素Ĉ組õ合ąÑÕ構成ÞàÙÜºāg動作原理åhĞsŅ

速á行¼ÉÞÂ難ÍºgÓÉÝ今回å機械ŋİŔä作成á

ŋsĨáþĀãÎ軸Â回転ÍhĳĬı部Ý回転運動Â直線

〈注 3

SimulationX Ĉ新Õá導入ÍÕg

運動á変換ËĂh直動案内ËĂÕįsĿŔÂ駆動Ïāgô

SimulationX åhŇŔĪĲŊčŜ物理ŋİœŜęĦľı
ďĐċÝ¸Āh大規模à装置全体äŋİŔá関ÍÜh制御

Õh機構ä特徴ÞÍÜåhŅsŔãÎä軸方向振動Àþé
ãÎĀ振動á起因Ïā二Úä共振点Ĉ持ÙÜºāg

Ĉ含÷ÕĠĢįŉ全体ä解析úĞsŅĠĢįŉĈ含÷Õ装
置全体ä性能評価ú機能評価Â可能Ý¸āgGUI 環境á

.

解析モデル

Ü各種物理ŋİŔÂ用意ËĂÕŒčĿŒœÁÿ部品Ĉ選定

Éä機械系ä固有振動数å機械ä設計ĺŒŊsĨáþĀ

ÍÜhĿŖĬĘĩčōęŒŉĈ組öÉÞÝ簡単á取Ā扱¼

変動Ïāg今回įsĿŔ駆動系ĈŋİŔ化Ïāá当ÕĀh

⑶

ÉÞÂÝÃāgôÕhModelica 言語á準拠ÍÕĔĢĨŇ

駆動機構å図

čģĭsŔÂ用意ËĂÜÀĀhŒčĿŒœø簡単á追加Ý

ºhĞsŅŋsĨÞŅsŔãÎ軸ĈĔĬŀœŜęÝ結合Ï

ÃāgMATLAB/Simulink àß制御系解析ĦľıÞäč

āøäÞÏāg

á示Ïþ¼à集中定数系äŋİŔÞÍÜ扱

⑷

ŜĨľĐsĢÂ用意ËĂÜÀĀh従来ä開発資産ÞœŜĘ
ÍÜ利用ÝÃāg過去á作成ÍÕ MATLAB/Simulink ä

.

実機との周波数特性比較

制御ŋİŔÂ活用ÝÃhSimulationX áþĀ作成ÍÕ機械

前途äįsĿŔ駆動系Ĉ富士電機äĞsŅĠĢįŉ

ŋİŔÞ連携解析Â可能ÞàāgÉĂáþĀhĠňŎŕs

ALPHA5á搭載ËĂÜºāĞsŅċĳŒčģ機能}ı

ĠŐŜ段階Ý制御構造ú制御ĺŒŊsĨä妥当性評価úĠ

ŔĘ加振ÏāÉÞáþĀ機械系ä共振h反共振àßä周波

Ģįŉ全体Ýä性能評価Â迅速á行¾āgôÕh複雑化Í

数特性Ĉ測定Ïā機能~Ĉ使用Íh周波数特性Ĉ測定ÍÕ

続Çā機械á対ÍÜh制御系Ĉ迅速á構築Íh対応ÏāÉ

結果Ĉ 図

ÞÂ可能Ý¸āg

Ŕä周波数解析Ĉ行ÙÕĠňŎŕsĠŐŜ結果Ĉ図

今回採用ÍÕ制御系解析ĦľıďĐċ＋物理ŋİœŜę

á示ÏgSimulationX áþĀ作成ÍÕ機械ŋİ
á示

Ïg実機ÀþéĠňŎŕsĠŐŜ結果ä周波数特性áÀº

ĦľıďĐċä特徴Ĉ明確áÏāÕ÷áh制御系解析Ħľ
ıďĐċh制御系解析ĦľıďĐċ＋機構系解析Ħľı

図

ボールねじ機構を用いたテーブル駆動系

ďĐċh制御系解析ĦľıďĐċ＋物理ŋİœŜęĦľı
ďĐċáþā解析時間h工数hŋİŔ精度ä特徴Ĉ表

カップリング

á
サーボ
モータ

示Ïg

ボールねじ軸

被駆動体
テーブル案内
（テーブル）

モータ側
軸受

反モータ側軸受

解析事例
今回hĞsŅĠĢįŉä制御技術開発áÀºÜhSimu-

機台
ロータリー
エンコーダ

lationX Ĉ使ÙÜįsĿŔ駆動系Ĉ物理ŋİŔ化ÍhÓĂ

モータ側支持
ブラケット

ボールねじナット

反モータ側支持
ブラケット

Ĉ MATLAB/Simulink Ý作成ÍÕ制御ŋİŔá組õ込õh
連携解析Ĉ行¼ÉÞÝhĞsŅĠĢįŉä制御性能向上Ĉ
図ÙÕ事例áÚºÜ紹介Ïāg
.

図

対象の集中定数系モデル

xt

制御対象
図

Kt

á制御対象ÞÏāŅsŔãÎ機構Ĉ用ºÕįsĿŔ

Rθ b
θm

注 3SimulationXkĲčĭ ITI GmbH ä商標ôÕå登録商標

Mt

Jb

Jm

Ct

Kg

Tm

表

θb

解析手法の比較
解析時間

工

数

モデル精度

制御系解析ソフトウェア

◎

△

△

制御系解析ソフトウェア
＋
機構系解析ソフトウェア

△

△

◎

制御系解析ソフトウェア
＋
物理系モデリングソフトウェア

◎

◎

○
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Dm

T m ：モータトルク
θ m ：モータ回転角度
J m ：モータ慣性モーメント
D m ：モータ軸の粘性摩擦係数
K g ：軸ねじり剛性
J b ：ボールねじの慣性モーメント
Rθ b：ボールねじナットの移動量

Db

θ b ：ボールねじ回転角度
D b：ねじ軸の粘性摩擦係数
K t ：軸方向剛性
M t：被駆動体質量
C t ：直動案内の粘性摩擦係数
x t ：被駆動体位置
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Üh高周波帯域á関ÍÜåh実機Ýå今回ĠňŎŕsĠŐ

ġsĪŎsĴŜę機能Ĉ使用ÍÕg負荷慣性比Àþé位置
制御系h速度制御系äěčŜh積分時定数àßä制御ĺ
ŒŊsĨĈ自動調整ÍÕ結果Ĉ使用Íh駆動ĺĨsŜĈ指

ā共振点á関ÍÜåÀÀþÓ一致ÍÜÀĀh周波数特性á

定ÏāÉÞÝ自動運転Â可能àĺĨsŜ運転機能áþĀĺ

関Ïā精度å良好Ý¸āÞ考¾ÿĂāg

ĨsŜ運転Ĉ行ºhĺĦĜŜ上ä操作支援ĭsŔáþĀ波
形İsĨĈ取得ÍÕg

.

実機との過渡応答比較

ĠňŎŕsĠŐŜİsĨåhMATLAB/Simulink áþ

á実機ä測定結果ÀþéĠňŎŕsĠŐŜáþā解

Ā構成ËĂÜºā ALPHA5 ä制御ŋİŔá対ÍÜhSim-

析結果ä比較Ĉ示Ïg実機äİsĨåhALPHA5 áþĀ

ulationX áÜ作成ÍÕŅsŔãÎ機構äŋİŔĈ組õ込

慣性推定Àþé制御系äĺŒŊsĨĈ自動調整ÝÃāčs

ĉÖg実機駆動時Þ同様ä制御ĺŒŊsĨáþĀ連携解析

図

Ĉ実行Íh波形İsĨĈ取得ÍÕg実機ä測定結果ÞĠ
ňŎŕsĠŐŜ結果å良好á一致ÍÜÀĀh周波数解析À
図

þé過渡解析Ýä物理ŋİœŜęĦľıďĐċĈ用ºÕ機

実機の周波数特性

械ŋİŔ作成Àþé作成ÍÕŋİŔÞ制御系解析Ħľı
20

ďĐċÞä連携解析ä有用性Â確認ÝÃÕg

振幅（dB）

10

紹介ÍÕĠňŎŕsĠŐŜ手段åh制御ċŔĝœģŉä

0

共振点

開発îä適用äõàÿÐhđŜġĴċœŜęá対ÍÜø適

−10
−20

用Â可能Ý¸āg例ÞÍÜh顧客機械ä概略Ĉ考慮ÍÕĠ

−30

ňŎŕsĠŐŜĈ実施ÏāÉÞÝh機械äĺŒŊsĨ変動
ø考慮ÍÕh最適à制御ĺŒŊsĨĈ事前á検討ÏāÉÞ

−40
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1
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周波数（Hz）
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2

3
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Â可能ÞàĀh設置j調整ä時間短縮Àþé顧客機械ä
ısĨŔà性能向上Â期待ÝÃāg

30

図

120

−60
−90

−120

図

1
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周波数（Hz）

103

シミュレーションの周波数特性

80
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実測値
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0
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位相（deg）

100

0

20
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富士時報

Vol.82 No.3 2009

モータドライブの制御系解析によるロバスト性能の向上

あとがき

金子

貴之

特 集

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器ä研究j開発á従事g

富士電機Â取Ā組ĉÝºāŋsĨĲŒčĿ制御ä制御系
解析á新ÕáŇŔĪĲŊčŜ物理ŋİœŜęĦľıďĐċ

現在h富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会
社đŕĘıŖĴĘĢ技術ĤŜĨsĺŘđŕ機器開
発部g博士}工学~
g電気学会会員g

Ĉ導入ÍhĠňŎŕsĠŐŜáþā機械系äĺŒŊsĨ変
動á対Ïā信頼性向上á取Ā組ĉÖ事例áÚºÜ紹介ÍÕg
今後hôÏôÏ多様化h複雑化ÏāÝ¸ă¼ŋsĨĲŒč

櫻井

賢彦

Ŀ分野á対ÍÜh信頼性ä高ºĲŒčĿ機器Ĉ提供ÍÜº

ĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ機器ä研究j開発á従事g

Å所存Ý¸āg

現在h富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会
社đŕĘıŖĴĘĢ技術ĤŜĨsĠĢįŉ機器開
発部g電気学会会員g
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čŜĹsĨàßäĺŘđŕ機器Ýåh半導体áþāĢčĬĪŜę時á生Îā電磁妨害àßä EMC}Electro Magnetic
Compatibility~ä問題Â¸āg富士電機ÝåhÉä問題解決äÕ÷áh回路ĠňŎŕsĨĈ用ºÕ伝導ķčģ解析úh電
磁場解析áþā放射ķčģäĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ開発Íh設計時点Ýä問題点ä抽出Þ解決Ĉ行ÙÜºāgÉä技術
å UPS ú汎用čŜĹsĨàßä開発j設計îä適用Â進÷ÿĂÜÀĀh製品ä品質向上úķčģľČŔĨĈ含ö装置ä小
型化á寄与ÏāøäÝ¸āg
With power electronics devices such as inverters and the like, electromagnetic interference (EMI) due to the switching of semiconductors
is a problem. To solve this problem, Fuji Electric has developed the technologies to analyze the conductive noise using circuit simulator and to
simulate the radiation noise based on electromagnetic ﬁelds. These technologies are being applied to the design of uninterruptible power supplies (UPS) and general-purpose inverters to contribute to the improvement of product quality and the reduction of the size of equipment that
contain noise ﬁlters.

まえがき

図

半導体のスイッチングによる電磁ノイズ発生の概念図

：電圧，電流の急峻な変化

EMC}Electro Magnetic Compatibility~Þåh電磁妨
害ä問題Ĉ体系的á扱¼技術領域Ý¸āg電磁妨害Þåh
自然現象Ý¸ā雷ú静電気hÀþé電気電子機器àßÂ発
コレクタ−エミッタ間電圧

Ïā意図Íàº電流ú電磁波àßä電磁ķčģÂhĚsĿ

V ce
0

Ŕú空間Ĉ経由ÍÜ電気電子機器á入Ā込õh電子回路Ĉ
誤動作ËÑāÉÞĈº¼g電磁妨害Ĉ防止ÏāÕ÷áh電
コレクタ電流

磁ķčģĈ発生Ïā機器á対ÍÜåÓä発生量ä規制Âh

Ic
0

ôÕ電子回路Ĉ含ö機器áå電磁ķčģá対Ïā耐量ä規
制ÂÓĂÔĂ存在Ïāg機器ŊsĔså製品ä安定動作ä

ターンオン動作

ターンオフ動作

Õ÷hÉĂÿä規制Ĉ満足ÏāÕ÷á開発時á試験Þ対策
á多ÅäœĦsĢĈ投入ÍÜºāg規制á関Ïā試験方法
ú基準値åh国際電気標準会議}IEC~áþÙÜ定÷ÿĂ

āg図中ä{Ĕįĝœ|åh機器ä種類ú適用先á応Î

ÜÀĀhôÕ業界別ä独自基準Â定÷ÿĂÜºā場合ø¸

Ü選定ËĂāg伝導ķčģáÚºÜå 150 kHz v 30 MHzh

āg

放射ķčģáÚºÜå 30 MHz v 1 GHz Ý規制ËĂÜÀ
ĀhºÐĂøĺŘđŕ機器ä一般的à動作周波数}基本波
ÞÍÜ DC v数 kHzhĢčĬĪŜęå 10 kHz 前後~þĀ

EMI の規制と課題

ø高º帯域Â問題ÞàāÉÞÂ分Áāg
.

パワーエレクトロニクス機器に対する EMI 規制

EMC ä問題ä¼×大Ãà一要素ÞÍÜhčŜĹsĨà

.

パワーエレクトロニクス機器の EMI 対策における課題

ßäĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~機器Â発Ïā電

ĺŘđŕ機器ä本来ä機能Ý¸ā電力変換áÚºÜ設

磁ķčģáþā障害hÏàą× EMI}Electro Magnetic

計Ïā場合h一般áå動作周波数Ĉ中心á検討ÏāgÍ

Interference~Â¸āgĺŘđŕ機器áÀºÜå半導体á

ÁÍh上述äþ¼á EMC ÞÍÜ問題Þàā帯域å動作周

þāĢčĬĪŜęÂ行ąĂÜÀĀhÓä際ä電圧h電流ä

波数þĀø高ºÕ÷hÉäþ¼à設計ĈÍÜø EMC ä問

急峻}Ãû¼Íûĉ~à変化áþÙÜ高周波ä電圧h電流

題áå対応ÝÃàºgEMC Â問題Þàā高周波領域Ýåh

Â発生Ïā}図

例¾æ装置内部ä金属同士ä近接áþÙÜ生Îā浮遊容量h

~
gÉĂÿÂh例¾æ電源ĚsĿŔĈ通

ÍÜ{伝導ķčģ|ÞàĀhôÕ電界ú磁界á変化ÍÜ

ĚsĿŔ同士ä近接áþā相互čŜĩĘĨŜĢh部品ä持

空間á放射ËĂ{放射ķčģ|Þàāg
{伝導ķčģ|Þ

Ú高周波特性Â無視ÝÃàºg

á示Ïþ¼á周

従来hÉäþ¼à問題åÓä複雑ËäÕ÷設計段階Ýä

波数成分á応ÎÕ規制値Â IEC 規格ÞÍÜ定÷ÿĂÜº

予測ú対策å困難ÞËĂh電力変換機能ÖÇĈ意識ÍÜ設

{放射ķčģ|á対ÍÜåhÓĂÔĂ 図
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IEC 61800-3（Power Drive System）による電磁ノ

図

図

共振形インバータ回路図

イズ規制値

特 集

擬似電源回路網
（LISN）

120
：カテゴリ 1
：カテゴリ 2
：カテゴリ 3

100
規制値（dB V）

共振形インバータ
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浮遊容量
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スペクトラムアナライザ
（妨害波強度計）

周波数（MHz）
（a）伝導ノイズ規制値

：カテゴリ 1
：カテゴリ 2
：カテゴリ 3
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図

供試インバータの伝導ノイズシミュレーション
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（b）放射ノイズ規制値（10 m 法）
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規制値（dB V/m）

80

：実測
：シミュレーション

120
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0.01
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1

10

30

周波数（MHz）

計Ĉ行ºh試作機Â完成ÍÕ後á電磁ķčģä評価ĈÍÜ
事後的à対策Ĉ行¼ÉÞÂ通常Ý¸ÙÕgÍÁÍh開発期
間ä短期化h半導体素子ä動作ä高速化áþā電磁ķčģ

前述äÞÀĀh伝導ķčģå 150 kHz v 30 MHz ä範囲

発生量ä増大h機器ä小型化á伴¼素子類ä近接ä影響ä

Ý規制値Â定÷ÿĂÜÀĀhĺŘđŕ機器ä電力変換機能

増大àßáþÙÜh事後的à対策Ýå対応ÍÃĂàº状況

ä設計áÀºÜå検討対象外Ý¸āgÓÉÝh伝導ķčģ

áàĀÚÚ¸āg

ĠňŎŕsĠŐŜä実施á当ÕÙÜåh次ä内容Ĉ特別á

富士電機ÝåhÉäþ¼à状況Ĉ踏ô¾hĺŘđŕ機

考慮Ïā必要Â¸āg

器ä EMC 性能Ĉ設計時点Ý見積øÙÜ問題Ĉ解決Ïā

⒜

受動素子ä高周波特性

{EMC ľŖŜıŖsİČŜę設計|
}77 Ńsġ解説 1

⒝

半導体素子ä高周波特性Þ冷却ľČŜá対Ïā浮遊

参照~Ĉ推進ÍÜºāgÉĂáþÙÜh製品自身Þ周辺機
器ä安定動作áÚºÜh試作評価äõá頼āÉÞàÅ設計
段階Ý多面的á検証ÝÃāg本稿ÝåhÓä代表的à内容
Þ設計適用事例Ĉ示Ïg

容量
⒞

LISN äŋİŔ化

上記Ĉ考慮ÍÜ詳細áŋİŔ化ÍÕ回路Ĉh回路ĠňŎ
ŕsĠŐŜáþÙÜ解析Ïāg
図

á解析例ÞÍÜ選定ÍÕ共振形čŜĹsĨä回路図

⑴

伝導ノイズシミュレーション

Ĉh図

á同čŜĹsĨä伝導ķčģä測定結果ÀþéĠ

ňŎŕsĠŐŜ結果Ĉ示Ïg設計áÀºÜ問題ÞàāĽs
ĺŘđŕ機器ä伝導ķčģä規制åh主á電源接続Ĉ

Ę値åh実測結果ÞĠňŎŕsĠŐŜ結果ÞĈ比較ÏāÞh

介ÍÜ系統電源á伝導Ïā電磁ķčģá対ÍÜ課ËĂh

主要部Ý¸ā 5 MHz 以下ä領域ÝþÅ一致ÍÜºāg従

LISN}line impedance stabilization networkk疑似電源回

来å困難ÞËĂÜºÕ伝導ķčģä設計時点Ýä予測á向

路網~Þ呼æĂā専用ä測定装置Ĉ用ºÕ評価方法Â規定

ÇÕ要素技術Â確立ÍÕÞ判断ÍÜºāg

⑵

ËĂÜºāg伝導ķčģĠňŎŕsĠŐŜåhÉäþ¼à
評価方法áþÙÜ得ÿĂā伝導ķčģĈh設計段階Ý予測

伝導ノイズシミュレーションの適用事例

ÏāÉÞĈ目的ÞÍÜºāgÉĂáþÙÜh開発j設計ä
大幅à合理化Þ設計ä最適化Ĉ図ĀÚÚh製品ä安定動作
Ĉ確保Ïā狙ºÝ¸āg富士電機Ý開発ÍÕ手法åh回路
ĠňŎŕsĨĈ用ºÜ伝導ķčģĈ導出ÏāøäÝ¸āg
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ÇÜ設計ŀŒĬıľĒsŉĈ構築Íh製品設計Ýä利用Ĉ
.

ミニ UPS

推進ÍÜºāg

特 集

富士電機ä製品áåh主áĞsĹ用á使ąĂā無停電電
⑶

源装置ňĴ UPS
}図

~Â¸āg伝導ķčģä規格Þ

ÍÜå IEC62040-2 äĔįĝœ 2} 図

.

~Â課ËĂÜºāg

通常ä機器Ýå伝導ķčģä規制Â電源入力áäõ課Ë

低電磁ノイズ IGBT

IGBT}Insulated Gate Bipolar Transistor~åh制御性
ä良Ëh損失ä小ËËáþĀh現在äĺŘđŕ機器用äĺ

Ăāäá対ÍhUPS Ýå入力Þ出力ä両方á課ËĂāÕ

Řs半導体素子ÞÍÜ一般的á用ºÿĂÜºāgIGBT ä

÷h電磁ķčģ対策ä労力Â単純á 2 倍ÞàāÖÇÝàÅh

特徴áå高速ĢčĬĪŜęÂ挙ÈÿĂāgÉĂå損失低減

入出力ä電磁ķčģ対策ä干渉ø考慮ÍàÇĂæàÿàº

Þº¼大ÃàŊœĬıÂ¸ā一方h電圧Þ電流ä変化率Â

Õ÷h対策ä難易度Â極÷Ü高ºgôÕh電磁ķčģá寄

大ÃÅàāhÏàą×有害à高周波成分Ĉ多Å含öþ¼á

与Ïā要因Â多ºÕ÷hľČŔĨàßä対策ä最適化Ĉ行

àāÕ÷hEMC ä観点ÁÿåİŊœĬıÂ生Îāg

ąàºÞ装置ä大型化Ĉ招ÅgÍÕÂÙÜh伝導ķčģĠ

図

á IGBT ŋ ġ Ŏ s Ŕ ä 構 造 Þ 浮 遊 容 量 Ĉ 示 Ïg

ňŎŕsĠŐŜáþā伝導ķčģä予測Â特á望ôĂā機

IGBT äĪĬŀåh固定Þ冷却äÕ÷á銅łsĢ上面ä

種Ý¸āÞº¾āg

回路ĺĨsŜá実装ËĂÜºāg銅łsĢå通常h冷却

本製品á対ÍÜ伝導ķčģĠňŎŕsĠŐŜĈ行ÙÕÞ
Éăh図

á示Ïþ¼á測定結果Þä良好à一致Ĉ確認Í

ľČŜĈ介ÍÜ接地ËĂāÕ÷hÉÉá浮遊容量}高周波
回路~Â形成ËĂāg 図

á示Ï C2E1 点åhIGBT äĢ

Õg本ĚsĢĢĨİČsĈ通ÍÜh回路ĠňŎŕsĠŐŜ

čĬĪŜęáþÙÜ電圧Â大ÃÅ変化ÍhÁÚ CC2E1

áÀºÜ必要Þàā高周波ŋİœŜęä主要部Ĉ詳細á確

IGBT 回路ĺĨsŜÞ銅łsĢÞä対向面áþÙÜ形成Ë

認Íh高周波ŋİœŜęÂ不要à部位ä存在ø明ÿÁá

ĂāÕ÷浮遊容量Â大ÃºäÝhĢčĬĪŜęá伴º比較

àÙÕgËÿáhĠňŎŕsĠŐŜ手法áÚºÜø見直Íh

的大Ãà電流Â流ĂÜ電磁ķčģÞàāg

-E

ÓÉÝh図

解析時間ä大幅à短縮ø図ÙÜºāg上述ä内容Ĉ体系付
図

ミニ UPS の概観

図

å

á示Ïþ¼á片側ä IGBT ĪĬŀĈ反転実

IGBT モジュールと浮遊容量の関係
回路パターン
（下アーム，コレクタ電極）
C2E1
E2

C1

IGBT チップ

銅ベース
回路パターン
（下アーム，エミッタ電極）

絶縁層

（a）IGBT モジュール構造図
C1

C2E1

C C1−E

E2

C C2E1−E

C E2−E

銅ベース
（b）IGBT モジュールの浮遊容量の関係

図

ミニ UPS の伝導ノイズ解析結果

※QP 値：準尖頭値

雑音端子電圧（dB V）

120

測定結果
解析結果
規制値（QP 値）
規制値（平均値）

100
80

図

低電磁ノイズ IGBT モジュールの構造
回路パターン
（コレクタ電極）
C1

60

回路パターン
（下アーム，コレクタ電極）
C2E1
E2

IGBT チップ

IGBT チップ
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20
銅ベース
0
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絶縁層

反転実装
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（下アーム，エミッタ電極）
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低電磁ノイズ IGBT モジュールの効果のシミュレーション

図

放射ノイズシミュレーション

雑音端子電圧（dB V）

：提案 IGBT モジュール
：通常の IGBT モジュール

120

電界強度

100

筐体

（dB V/m）
130

80
60

122
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20
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114

0.1

1

10

30

ケーブル

106

周波数（MHz）
98
90

装ÏāÉÞáþÙÜhC2E1 Þ銅łsĢä間ä浮遊容量Ĉ
低減ÏāÉÞĈ着想ÍÕgÓä効果Ĉ把握ÏāÕ÷h伝導
ķčģĠňŎŕsĠŐŜáþÙÜ事前評価ÍÕg図

（a）電磁場シミュレーション結果

áÓ
80

ä結果Ĉ示Ïg通常ä IGBT ŋġŎsŔá対ÍÜh1 MHz
放射電界強度（dB V/m）

特 集

140

付近Ý 20 dB 程度ä大幅à電磁ķčģ低減効果Â得ÿĂā
ÉÞĈ確認ÍÕgÉĂĈ受ÇÜ試作品Ĉ製作h評価Íh提
案ä妥当性Ĉ確認ÍÕg
本件åh構造的à工夫áþÙÜ機器Â発Ïā電磁ķčģ
ä低減Ĉ図āÉÞÂÝÃāÞº¼事例Ý¸āgÓä効果予
測Ĉ簡便á行¼上Ýh伝導ķčģĠňŎŕsĠŐŜÂ有用
Ý¸āÉÞÂ確認ÝÃÕg

70

解析値（

）
放射ノイズ対策なし

60
50

実測値

40
30
20
10

放射ノイズ対策あり
解析値（＋）

0
10

実測値

100

1,000

周波数（MHｚ）

放射ノイズシミュレーション

（b）放射電界の測定結果と解析結果との比較

放射ķčģ}電磁波~åh一般á機器内äŀœŜı基板
配線Áÿ筐体}Ãý¼Õº~ôÝĈ含ö金属部分Â{意図

úh機器ä安全性á対Ïā意識ä高ôĀĈ大ÃàıŕŜĲ

ÑâċŜįĳ|ÞàāÉÞáþÙÜ空間á放射ËĂāgÍ

ÞÍÜh今後ø重要性Ĉ増ÏÉÞå確実Ý¸āg

ÕÂÙÜh回路動作ÖÇÝàÅ構造Â EMI á関与ÏāÕ
÷hÓä予測ä難易度å伝導ķčģþĀøåāÁá高ºg

あとがき

富士電機Ýåh伝導ķčģ解析Ý培ÙÕ技術ĈËÿá発
展ËÑh先駆的à取組õÞÍÜ放射ķčģĠňŎŕsĠŐ

富 士 電 機 Ý åh 従 来 å{ 予 測 不 能 | Þ ä 一 般 認 識 Ý

Ŝä開発Ĉ進÷Üºāg図 0 åh金属筐体Ĉ持ÚĺŘđŕ

¸ÙÕ電気電子機器ä EMC 特性á対ÍÜh本稿Ý述ïÕ

機器Þ電源ĚsĿŔÁÿàā装置ä放射電界ä解析結果Ý

{EMC ľŖŜıŖsİČŜę設計技術|áþĀĿŕčĘ

¸āg 図 0 ⒜á示Ïþ¼áh装置周辺ä電磁場Ĉ電磁界

ĢŔsĈ果ÕÍh製品ä安定動作Ĉ高ºŕłŔÝ実現Ïā

ĠňŎŕsĠŐŜáþÙÜ解析ÍÜºāg機器äõàÿÐh

ÉÞáþÙÜh社会äĴsģá応¾ÜºÅ所存Ý¸āg

ĚsĿŔÁÿø電磁場Â発生ÍÜºāÉÞÂ分Áāg図 0
⒝å機器ä遠方}10 m~ä電界ä測定結果Þ解析結果Ý
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熱アシスト磁気記録媒体のシミュレーション技術
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由沢

高橋
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磁気記録媒体ä面記録密度向上äÕ÷áåhķčģä低減h熱安定性ä向上h飽和記録ÞºÙÕ相反Ïā課題Ĉ解決Í
àÇĂæàÿàºgÉĂÿäıŕsĲēľĈ解決Ïā技術Ý¸ā熱ċĠĢı方式ä媒体ä開発áÀºÜhĠňŎŕsĠŐ
Ŝ技術Ĉ活用ÍÕg温度ĠňŎŕsĠŐŜÝåh基板−記録層間áĻsıĠŜĘ層Ĉ設ÇāÉÞáþĀh媒体上ä熱ĢņĬ
ıĈ大幅á縮小ÝÃāÉÞĈhôÕ記録再生ĠňŎŕsĠŐŜÝåh熱ĢņĬıä極小化Â記録直後ä熱揺ÿÄä抑制á
有効àÉÞĈ明ÿÁáÍÕg
To improve the areal recording density of a magnetic Recording Media, it is necessary to resolve some conﬂicting requirements with regard to signal-to-noise ratio, writability, and thermal stability. Simulation technology was used to resolve these conﬂicts and obtain optimum
design guidelines for the development of thermally-assisted magnetic recording media. Heat transfer simulation conﬁrmed that the provision
of a heat-sink layer between the substrate and recording layers signiﬁcantly reduces the size of heat spots on a recording medium, and read/
write simulation clariﬁed that minimization of the size of heat spots is an eﬀective means to reduce thermal ﬂuctuations immediately after recording.

まえがき

図

粒子状媒体の保磁力の温度特性

近年ä急速à IT 化ä進展ÞÞøáhĸsĲİČĢĘ装
置}HDD~á搭載ËĂā磁気記録媒体ä記録密度å年率
40 % 以上ä急ĽĬĪÝ増加ÍÜºāg記録密度å 2008 年
Ý 400 Gbits/in2 Ĉ超¾āÞÉăôÝ到達ÍÜÀĀh2010
2

年前後áå 1 Tbits/in Ĉ超¾āŕłŔá達ÏāÞ見込ô

保存
加熱

媒体保磁力 H c

特 集

:PT\SH[PVU;LJOUVSVN`VM;OLYTHSS`(ZZPZ[LK4HNUL[PJ9LJVYKPUN4LKPH

冷却
ヘッド磁界
記録

ĂÜºāg
2

1 Tbits/in Ĉ超¾ā面記録密度Ĉ実現Ïāáåhķčģ

室温

Tc

温度

ä低減h熱安定性ä向上h飽和記録Þº¼互ºá相関関係
á¸ā三Úä大Ãà技術課題Ĉ克服ÍàÇĂæàÿàºg
ķčģ低減äÕ÷áå磁化遷移幅Ĉ狭ÅÏā必要Â¸Āh

ºgÓÉÝ新Õá熱á関Ïā設計指針Ĉ取Ā入Ăā必要Â

ÓäÕ÷áå磁気記録層ä結晶粒径ä微細化Þ同時áh分

¸āg従来媒体á比ï設計上ä検討項目Â増¾āÕ÷hĠ

布Ĉ抑¾āÉÞÂ有効Ý¸āgÍÁÍķčģä低減äÕ÷

ňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ設計開発äĭsŔÞÍÜ活用ÏāÉ

á結晶粒径Ĉ微細化ÏāÞh強磁性粒子ä磁化Ĉ容易軸方

ÞÂ重要ÞàÙÜÅāg本稿ÝåhTAMR 媒体ä開発á

向î向Çþ¼ÞÏāđĶŔėsÂ減少ÏāÕ÷h熱安定性

ÀÇāĠňŎŕsĠŐŜ技術ä活用áÚºÜ述ïāg

Â低下Ïāg一方h熱安定性ä向上áå磁気異方性ä高º

TAMR 媒体におけるシミュレーション技術

材料ä選択Â必要ÞàāÂh磁気異方性ä高º材料å保磁
力ø高ÅàāÕ÷áh飽和記録Â困難ÞàāgÉäþ¼áh
高密度化äÕ÷相反Ïā三Úä技術的課題Ĉ解決ÏāÉÞ

現在hTAMR 媒体ä開発Ý利用ËĂÜºāĠňŎŕs
ĠŐŜ技術ÞÓä適用対象å次äÞÀĀÝ¸āg

Â求÷ÿĂÜºāg
Éä課題Ĉ解決Ïā新Íº記録方式ÞÍÜh媒体Ĉŕs

⒜

ıĠŜĘ設計h潤滑層ä耐熱性評価àß~

ğÝ加熱昇温ËÑÜ低º記録磁界Ý記録Ïā熱ċĠĢı磁
気記録}TAMRkThermally-Assisted

Magnetic Record-

熱伝導方程式á基ÛÅ温度ĠňŎŕsĠŐŜ}Ļs

⒝

ŇčĘŖŇęĶįČĘĢá基ÛÅ記録再生ĠňŎ

⑴h
⑵

ŕsĠŐŜ}記録層ä設計hŁĬĲä特性評価àß~

ing~Ĉ検討ÍÜºāg一般á媒体åĖŎœs温度ôÝ加熱
ÏāÞ実質的á記録層保磁力ÂĥŖÞàā特性Ĉ持ÙÜº
ā}図

~
g保磁力Â下ÂĂæ弱º磁界Ýø磁化反転ËÑ

āÉÞÂÝÃāgTAMR å記録層ä結晶粒径ä微細化Þ
高º磁気異方性Ĉ許容Íh高保磁力á対ÍÜå加熱ÏāÉ
ÞÝ飽和記録Ĉ可能ÞÏāg
TAMR 媒体äĖŎœs温度åÀþÓ 600 v 800 K Þ高
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⒞

分子動力学á基ÛÅıŒčŅŖġsĠňŎŕsĠŐ
Ŝ}高被覆jTAMR 対応潤滑剤構造ä探索h潤滑剤
−保護層結合ŊĔĴģŉ解明àß~

ËÿáhÉĂÿäĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ連携ÍÕĠ
ňŎŕsĠŐŜø行ÙÜºāg例¾æh記録再生ĠňŎ
ŕsĠŐŜÝå温度ĠňŎŕsĠŐŜÝ求÷Õ媒体温度分
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蓄積ËĂÕ熱Ĉh面内方向ÝåàÅ垂直方向}厚Ë方向~

布Ĉ使用ÍÜ計算Ĉ実行Ïāg

á逃ÂÏÉÞÂ重要Ý¸āg熱伝導率ä高º材料Áÿàā
ĻsıĠŜĘ層Ĉ基板Þ記録層Þä間á追加ÏāÉÞáþ

Ü述ïāg

Āh厚Ë方向îä熱ä流ĂĈ加速Ïā効果Â得ÿĂāÞ期
待ËĂāgÉä効果Ĉ確認ÏāÕ÷温度ĠňŎŕsĠŐŜ
Ĉ行ÙÕg

温度シミュレーション

図

.

概

要

á計算ŋİŔá使用ÍÕ媒体構成Ĉ示Ïg媒体åĕ

ŒĢ基板ä上áhĻsıĠŜĘ層h裏打×層h中間層h記

1 Tbits/in2 Ĉ超¾ā大容量Ģıŕsġá必要àļĬıĞ

録層h保護層Â順次積層ËĂÕ層構成Ĉ仮定ÍhĻsıĠ

čģä目標値å数十 nm 径Ý¸Āh加熱領域ø同程度á小

ŜĘ材料ÞÍÜ銅熱伝導率 398 W/
}mjK~
Ĉ仮定ÍÕg

ËàĞčģÂ必要Ý¸āgôÕ 20 nm 程度äļĬı長Ý

ôÕŕsğ光強度å半値幅 50 nm äĕďĢ分布ÞÍh連

記録ÍÕ場合h線速度Ĉ 20 m/s ÞÏāÞh記録á費úÏ

続光ÞÍÜ保護層Áÿ垂直á入射ÏāÞ仮定ÍÕg

ÉÞäÝÃā時間å 1 bit 当ÕĀ 1 ns 程度ÞàāgÏàą

図

áŕsğ連続照射状態áÀÇā記録層中心ä温度分

×h1 ns 程度ä間á加熱Þ冷却Ĉ完了Ïā必要Â¸āgÉ

布Ĉ示Ïg横軸å半径方向ä相対位置h縦軸å周囲温度Á

äþ¼á TAMR Ýå空間的j時間的á極÷Ü微少àĢ

ÿä相対温度上昇 ǼT ĈĽsĘ温度 Tmax Ý正規化ÍÕ温

ĚsŔáÀÇā熱ä制御Â必要不可欠ÞàāgÉäþ¼à

度Ĉ示ÍÜºāg図þĀhĻsıĠŜĘ層Ĉ追加ÍÕ場合h

微少àĢĚsŔä熱ä挙動Ĉ実験的á把握ÏāÉÞå精度

温度分布ä面内方向ä広ÂĀ方Â少àÅàĀh加熱領域Â

的á難ÍºgÓäÕ÷温度ĠňŎŕsĠŐŜĈ用ºÜ媒体

局所化ËĂāÉÞÂ確認ÝÃāgËÿá面内方向ä広Â

温度分布Ĉ求÷āÉÞÞÍÕg

Ā方åhĻsıĠŜĘ層ä膜厚Ĉ増加ËÑāñß少àÅà

媒体温度分布Ĉ求÷āÕ÷áåh光ä吸収Þ熱伝導Þä

āgÉĂåh記録層ä熱ä垂直方向}厚Ë方向~îä流Ă

⑶h⑷

連携Â必要Þàāg光ä吸収ä解析Ýå光Ĉ電磁波ÞÍÜ

ÂĻsıĠŜĘ層áþĀ加速ËĂÕ結果Ý¸āg

扱ºhŇĬĘĢďĐŔ方程式Ĉ解ºÜ電磁界分布Ĉ求÷ā
ÉÞÂ基本ÞàāgŇĬĘĢďĐŔ方程式å厳密解Ĉ求÷

図

記録層内の温度分布

ā方法Þh数値計算Ý解Å方法Â¸āg前者å計算量Ĉ比
レーザ光照射位置

較的少àÅÝÃā反面h複雑à構造Â解析ÝÃàºgôÕ
1.2

後者å任意形状Â解析ÝÃāÂh計算量Â多Åàāàßh
ÓĂÔĂ長所短所Â¸āgàÀh本ĠňŎŕsĠŐŜÝå

1.0

一方h熱伝導解析Ýå光ä吸収ä解析Ý得ÿĂÕ発熱量
分布ĈčŜŀĬıÞÏāgÓÍÜ非定常熱伝導方程式Ĉ解

ΔT /ΔT max

構造Â単純Ý¸āÕ÷h計算量Ĉ少àÅÝÃā厳密解Ĉ求
÷ā方法Ĉ採用ÍÕg

ヒートシンク膜厚 200 nm
ヒートシンク膜厚 50 nm

0.8
0.6

ヒートシンクなし

0.4

ºÜ媒体温度分布Ĉ求÷āg三次元ä非定常問題Ý¸āÕ
0.2

÷数値計算Ĉ使用ÍÕgôÕ計算ĺŒŊsĨÞÍÜ各層ä
熱伝導率Þ比熱Ĉ与¾āg

0
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半径方向の相対位置（トラック位置）
（nm）

.

ヒートシンク層の設計

次áhÉä温度ĠňŎŕsĠŐŜä適用例áÚºÜ紹介
ÏāgTAMR 媒体Ýåh加熱Þ冷却Â可能à限Ā速úÁ

図4

記録層温度の時間変化

áhÁÚ局所的á行ąĂā必要Â¸āgÉäÕ÷記録層á
レーザ
オン

計算モデルに使用した媒体構成

オフ
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図

ヒートシンクの熱解析結果

特 集

ヒートシンク膜厚
（nm）

ǼT max
（K）

FWHM th
（nm）

τfall
（ns）

0（ヒートシンクなし）

206

290

1.99

50

137

154

0.85

200

109

113

0.31

ôÕh 図

シミュレーションモデル

GMR素子
記録ヘッド

主磁極

åŕsğ光Ĉ 1 ns äĺŔĢÝ入射ËÑÕ場
加熱領域

合äh記録層中心温度ä時間変化Ĉ示ÍÜºāgĻsıĠ
ŜĘ層ä膜厚Â大Ãºñßh温度ä立上ÂĀh立下Āäŕ
ĢņŜĢÂ改善ËĂāÉÞÂ分ÁāgÉĂåhĻsıĠŜ
Ę層áþĀh記録層ä熱Â拡散Ïā速度Â高÷ÿĂÕ結果

裏打ち層

Ý¸āg
以上ä結果Ĉ表

áĻsıĠŜĘä熱解析結果ÞÍÜ示

記録層

ディスク移動方向

ÏgǼTmax åhŕsğ光Ĉ連続照射ÍÕ場合ä記録層中
心áÀÇā最大ä相対温度上昇hFWHMth å面内方向ä
温度分布ä半値幅Ý¸āgôÕ τfall åhŕsğ光ĈĺŔ

図

ヘッド通過直後の媒体磁化状態シミュレーション結果

Ģ照射ÍÕ場合ä記録層中心温度ä立下Ā時間}ŕsğ
出力停止後h温度Â 100 %/5 % á減少Ïā時間~Ý¸āg

記録ビット間隔

ディスク移動方向
オフトラック位置（nm）

高密度化ä観点Áÿå FWHMthhτfall åàāïÅ小ËÅh
ŕsğĺŘsä観点Áÿå ǼTmax åàāïÅ大Ãº方Â
良ºg表þĀhĻsıĠŜĘ層áå FWHMthhτfall Ĉ減少
ËÑā効果Â¸āÂhǼTmax Ĉ減少ËÑāİŊœĬıÂ¸
āÉÞÂ分Áāg加熱能力áå制限Â¸āÕ÷hĻsıĠ
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0
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ŜĘ層ä熱伝導率ú膜厚Ĉöúõá大ÃÅÏāÞ記録層Ĉ
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ダウントラック位置（nm）

必要à温度ôÝ加熱ÝÃàÅàā可能性Â¸āgÍÕÂÙ

記録トラック

（a）FWHM th＝70 nm

オフトラック位置（nm）

ÜhĻsıĠŜĘ材料ä選定úÓä膜厚ä決定Ýåh使用
Ïā加熱源ä能力Ĉ十分á考慮ÍÜ実施ÍÜºāg
àÀh温度ĠňŎŕsĠŐŜåh前述ä用途以外áh保
護層ú潤滑層ä耐熱性評価áÀÇā基礎İsĨ収集用ÞÍ
Üø活用ÍÜºāg
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0
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ー20
ー30
ー40
0
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ダウントラック位置（nm）

記録再生シミュレーション
.

概

（b）FWHM th =200 nm

要

ķčģä低減h熱安定性ä向上h飽和記録Þº¼三Úä

ÅÉÞáþĀh各ĢįĬŀÝä媒体磁化状態Ĉ決定Ïāg

相反Ïā課題Ĉ解決Í必要à記録再生特性Ĉ達成ÏāÕ÷h

再生過程Ýåh最終的à媒体磁化Þ GMR 素子ä感度関数

ŇčĘŖ磁化解析á基ÛºÜ記録再生特性Ĉ左右ÏāËô

Áÿ相反定理á基ÛºÕ計算Ĉ行ºh再生信号電圧Ĉ求÷

⑸

ÌôàĺŒŊsĨĈ最適化ÏāgŇčĘŖ磁化解析åh記

āg

録媒体ä各種物性値}飽和磁化h異方性定数h容易軸方
向àß~ÞÓĂÿäæÿÚÃhÀþéŁĬĲ磁界分布ú温

.

熱揺らぎ影響解析

度分布ĈĺŒŊsĨÞÍÜ任意á指定ÝÃā柔軟ÁÚ強力

TAMR å高保磁力媒体Ĉ使用ÏāÉÞÝh記録層äę

à解析手法Ý¸āgŇčĘŖ磁化解析á基ÛÅ記録再生Ġ

ŕčŜĞčģĈ小ËÅÍÜøh保存状態Ýä熱安定性Ĉ高

ňŎŕsĠŐŜáþĀh記録密度ú記録条件á応ÎÕ最適

÷āÉÞÂÝÃāgÍÁÍŕsğáþā熱印加ä際áåh

à設計指針Ĉ導Ã出Íh効率的à材料開発Ĉ行¼ÉÞÂÝ

保磁力ä減少Àþé温度ä上昇áþĀ高保磁力媒体Ýø一

Ãāg

時的á熱安定性Â低下Íh熱揺ÿÄ}77 Ńsġ解説 3

図

áĠňŎŕsĠŐŜŋİŔĈ示Ïg記録過程Ýåh

参照~Â加速ÏāÉÞÂ懸念ËĂāgÓÉÝh記録再生Ġ

媒体Ĉ一定ä速度Ý図ä矢印ä方向áĢįĬŀ状á移動Ë

ňŎŕsĠŐŜáþĀh記録直後ä熱揺ÿÄä影響áÚº

ÑàÂÿhŁĬĲ主磁極Áÿ発生Ïā記録磁界Þ記録層

Ü調査ÍÕgĠňŎŕsĠŐŜÝåh加熱領域ä温度分布

LLG}Landau-

ĈĕďĢ分布ÞÍhÓä半値幅}FWHMth~Ĉ変化ËÑÕ

Lifshitz-Gilbert~方程式}77 Ńsġ解説 2参照~Ĉ解

場合ä影響Ĉ調ïÕgôÕ熱揺ÿÄä影響áÚºÜåhŒ

ä加熱領域内ä温度分布Ĉ計算Ïāg次á
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保磁力と保磁力分散の温度依存

キュリー温度：700 K

á減少Ïāg一方h保磁力分散å温度Â 400 K Ĉ超¾Õ辺
ĀÁÿ急激á増加Ïāg例¾æ温度 600 K áÀÇā保磁力

1

2,000

0.75

1,000

0.5
保持力分散

保磁力分散

保磁力（kA/m）

TAMR áÞÙÜh保磁力分散ä増加å重大à問題Ý¸āg

1,500

能性ø¸Ā得āg
Éäþ¼áh媒体ä設計段階áÀºÜ潜在的à問題点Ĉ
事前áø明ÿÁáÏā用途ÞÍÜøĠňŎŕsĠŐŜĈ活

0.25

500

Éä問題Â TAMR äĺľĒsŇŜĢä上限Ĉ規定Ïā可

用ÍÜºāg現在hÓä成果ÞÍÜ 1 Tbits/in2 ä記録密
0

0

200

400

600

度Ĉ成立ËÑā TAMR 条件Â策定ÝÃÜºāg

0

温度（K）

あとがき
Ŝĩŉà磁界成分Ĉ LLG 方程式ä実効磁界ÞÍÜ各Ĩč
ŉĢįĬŀÝ加¾āÉÞáþĀŋİŔ化ÍÕg

磁気İČĢĘ媒体ä開発j設計Ýåh本稿Ý紹介ÍÕ以
外áøËôÌôàĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ適用ÍÜºāg

å高保磁力媒体áļĬı長 12.7 nm Ý信号Ĉ記録Í

今後Ëÿá高性能化Â進öÞ予想ËĂā磁気İČĢĘ媒体

Õ場合ähŁĬĲ通過直後ä磁化状態äĠňŎŕsĠŐ

ä開発áÀºÜhĠňŎŕsĠŐŜä重要性åôÏôÏ高

Ŝ結果Ý¸āg温度分布ä半値幅Â 70 nm Þ狭º場合å

ôāøäÞ考¾ÿĂāg富士電機åhTAMR 方式ä技術

図

⒜á示Ïþ¼á一定ä間隔ä磁化反転ĺĨsŜÂ記録

図

Ĉ早期á確立Íh記録密度ä向上Ĉ行¼所存Ý¸āg

ļĬıÞÍÜ確認ÝÃāÂh半値幅Â 200 nm Þ広º場合
å図

⒝á示Ïþ¼á磁化反転ĺĨsŜÂ確認ÝÃàº結

果ÞàÙÕgÉä原因áÚºÜhËÿá磁性粒子単位Ý磁
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磁化遷移ġĬĨĈ増大ËÑhSNR}Signal-To-Noise

磁気記録媒体ä研究開発á従事g現在h富士電機
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ÚÃ}保磁力分散~Ĉ少àÅÏāÉÞÂ求÷ÿĂāg一般
á粒子状媒体ä保磁力åĖŎœs温度付近ôÝ温度ÞÞø
áñò線形á減少ÏāgÍÁÍ温度上昇áþĀ保磁力Â小
ËÅàāÞh相対的á保磁力分散ä増加Â予想ËĂāg図
åhĠňŎŕsĠŐŜÝ求÷Õ保磁力Þ保磁力分散ä温
度依存Ý¸āg保磁力分散Þåh各温度Ýä保磁力Ý正

高橋

伸幸

磁気記録媒体ä研究開発á従事g現在h富士電機
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規化ÍÕ値Ý¸āg記録層äĖŎœs温度å 700 K ÞÍ
Õg 図

á示Ïþ¼áh保磁力å温度上昇á伴ºñò線形
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分散å室温 300 K ä約 1.8 倍Ý¸ÙÕg高温Ý記録Ĉ行¼
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IGBT デバイスの電気特性解析用モデルによる設計精度
の向上
0TWYV]LK+LZPNU(JJ\YHJ`I`4VKLSPUN,SLJ[YPJHS7YVWLY[PLZVM0.);+L]PJLZ

山田

昭治:OVQP@HTHKH

阿形

泰典@HZ\UVYP(NH[H

藤本

英俊/PKL[VZOP-\QPTV[V

IGBT 製品ä電気特性解析Ĉ行¼Õ÷hIPM ú IGBT ä高精度j高汎用性ŋİŔÂ求÷ÿĂÜºāgIPM ŋİŔåhĲ
ŒčĹ IC ŋİŔúĺĬĚsġŋİŔàßÝ構成ÏāgĺĬĚsġŋİŔĈ導入ÍÜĺĬĚsġÝä放熱性ä解析ú電磁界
解析áþĀ LR 等価回路Ĉ求÷h電気特性ä解析á適用ÍÕgčęĳčĨ用 IGBT äŋİŔåhMOSFET ú BJT á過渡特
性Ĉ模擬Ïā付加回路Ĉ組õ合ąÑÕ等価回路ŋİŔÝ構成ÏāgÉĂÿäŋİŔĈ用ºāÉÞáþĀh実測ÞäľČĬ
įČŜę精度Â良º電気特性解析Ĉ実現ÝÃhIGBT 製品ä設計精度向上á寄与ÍÜºāg
In order to analyze the electrical characteristics of IGBT products, there is a need for highly accurate and versatile models of IPMs and
IGBTs. The model of an IPM is conﬁgured from a model of a driver IC, the package, or the like. Using a package model, an LR equivalent circuit is obtained based on an analysis of the heat spreading characteristics of the package and an analysis of the electromagnetic ﬁeld. That LR
equivalent circuit is then used in an analysis of the electrical characteristics. The model of an igniter-use IGBT is conﬁgured from an equivalent circuit model that combines a MOSFET or and BJT with an auxiliary circuit that models transient characteristics. Use of these models
enables electrical characteristics to be analyzed, and the results of such analysis show good agreement with measurement results and contribute to improving the design accuracy of IGBT products.

気特性ä設計精度Ĉ向上ËÑāÕ÷áåh回路ĠňŎŕs

まえがき

ĨÝ使用ÝÃā高精度j高汎用性ŋİŔä構築hÀþé製
近年h地球環境保護àßä環境問題Â社会問題ÞÍÜĘ

品全体äĠňŎŕsĠŐŜä実現Â不可欠Ý¸āg本稿Ý

ŖsģċĬŀËĂÜºāgÉĂá伴ºĺŘsđŕĘıŖĴ

åhIGBT Ĉ使用Ïā製品ä¼×hIPM ÀþéčęĳčĨ

ĘĢ機器áåËÿàā小型化h効率化Â要求ËĂhÓÉÝ

Ĉ対象áÍÕh電気特性Ĉ高º精度ÝĠňŎŕsıÝÃā

用ºÿĂāĺŘsİĹčĢä果ÕÏ役割å非常á大Ãºg

ŋİŔáÚºÜ述ïāg

富士電機Ýåh産業分野h自動車分野h電源分野向Çá
各種ĺŘsİĹčĢ製品ĈŒčŜċĬŀÍÜºāg産業

IPM 用モデルの構築

分野Ý使用ËĂā IGBT}Insulated Gate Bipolar Transistor~ŋġŎsŔú IPM}Intelligent Power Module~
h自

IPM åhIGBT Ī Ĭ ŀhFWD}Free Wheeling Diode~

動車đŜġŜä点火装置ä制御á使用ÏāĺŘsİĹčĢ

ĪĬŀhÀþéÉĂÿĈ制御ÏāĲŒčĹ IC ĪĬŀh

製品}čęĳčĨ~àßhIGBT ĪĬŀĈ内蔵ÍÕ製品Â

IGBT/FWD/ĲŒčĹ IC ĪĬŀĈ実装ÏāĺĬĚsġà

数多Å¸Āh電気特性ĈĠňŎŕsıÏā回路ĠňŎŕs

ßÝ構成ËĂāgÉĂÿ構成要素ÊÞáŋİŔĈ構築Íh

ĨĈ使用ÍÜÉĂÿ IGBT Ĉ使用Ïā製品Ĉ設計ÍÜºāg

各ŋİŔĈ統合ÍÜ IPM 用ŋİŔĈ構築ÏāgIPM 用ŋ

ÍÁÍhIGBT ä高精度j高汎用性ŋİŔÂ回路ĠňŎ

İŔä概略構成図Ĉ図

á示Ïg

ŕsĨá用意ËĂÜºàºÕ÷hIGBT Ĉ使用Ïā製品全
体ä電気特性}例¾æ IPM ÝåĲŒčĹ IC ä IGBT 駆動

.

能力Ĉ設計ÏāÕ÷äĢčĬĪŜę特性ú過電流制限機能

ドライバ IC モデル

IGBT ĪĬŀä制御á使用ÏāĲŒčĹ IC åh通常ä

Ĉ設計ÏāÕ÷ä短絡保護動作特性àßhčęĳčĨÝå

ēŜ−ēľ機能ÖÇÝàÅh過熱保護機能ú過電流保護機

回路Ĉ設計ÏāÕ÷ä DC 特性úĢčĬĪŜę特性àß~

能h短絡保護機能àß複数ä機能Ĉ持ÚgÉĂÿä機能

äĠňŎŕsĠŐŜåÉĂôÝ困難Ý¸ÙÕgÉĂÿä電

Ĉ実現ÏāÕ÷hĲŒčĹ IC å複数ä回路ĿŖĬĘÝ構
成ËĂÜºāgÓÉÝhĲŒčĹ IC Ĉ回路ĿŖĬĘÊÞ

図

IPM 用モデルの概略構成図
図

ドライバ IC の機能ブロック図

IGBTモデル

ドライバIC
モデル
（VHDLAMS）

パッケージ
モデル
（LR等価
回路）

FWDモデル

センスIGBTモデル

入力回路

命令制御
回路

アラーム
回路

エラー検知
回路

プリドライバ
回路

出力
MOSFET回路

NLU
回路
センス抵抗
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á分割Íh各回路ĿŖĬĘäŋİŔĈ構築Ïāg図

åĲ

IPM 用ŋİŔá使用ÏāĺĬĚsġŋİŔÞÏāg

ŒčĹ IC ŋİŔä回路ĿŖĬĘ構成Ý¸āgĲŒčĹ IC
.

ŔĈ構築ÍÜºāg

IGBT/FWD モデル

IGBT ŋİŔåh市販äĠĢįŉĠňŎŕsĨá用意Ë

各機能ĿŖĬĘŋİŔåhİĹčĢŋİŔÝ回路Ĉ構成

ĂÜºā標準 IGBT ŋİŔĈ使用Ïāg標準 IGBT ŋİ

ÏāäÝåàÅh言語記述áþĀ抽象化ÍÕ形Ý構築Ïāg

Ŕå DC 特性Àþé過渡特性ĈľČĬįČŜęÏāÕ÷ä

ŋİŔ構築á使用Ïā言語åhVHDL-AMS}Very

High

ĺŒŊsĨĈ数十個持ÙÜºāgÉĂÿäĺŒŊsĨĈ

Speed Integrated Circuit Hardware Description Lan-

ľČĬįČŜęÏāÉÞÝh温度依存性úĜŕĘĨ電流依

guage-Analog and Mixed-Signal~Ý¸āgËÿáh機能

存性àßø含÷Õ波形ľČĬįČŜęÂ行¾āgËÿáh

ĿŖĬĘÂ持Ú設計上重要à特性ÞÍÜ例¾æÍÃº値電

IPM 用ä IGBT ĪĬŀå電流ĤŜĢ IGBT Ĉ内蔵ÍÜº

圧h遅Ă時間àßĈĺŒŊsĨÞÍÜ設定ÝÃāŋİŔÞ

āÕ÷h電流ĤŜĢ IGBT áÚºÜø同Î IGBT ŋİŔĈ

ÍÜºāg

使用ÍÜŋİŔ化Ĉ行¼g
FWD ŋİŔáøĠňŎŕsĨá用意ËĂÜºā標準

.

パッケージモデル

FWD ŋİŔĈ使用Ïāg標準 FWD ŋİŔå DC 特性À

⒜å IPM á使用ÏāĺĬĚsġä一例Ý¸āg外

þé過渡特性ĈľČĬįČŜęÏāĺŒŊsĨĈ持ÙÜº

部電極端子h絶縁基板h銅łsĢàßÝ構成Íh絶縁基板

āgÉĂÿäĺŒŊsĨĈľČĬįČŜęÏāÉÞÝ波形

上á IGBT/FWD/ĲŒčĹ IC ä各ĪĬŀĈ実装ÍÜºāg

ľČĬįČŜęÂ行¾āgÍÁÍhFWD ä電気特性ä重

ÉĂÿäĺĬĚsġ構成要素ä抵抗účŜĩĘĨŜĢ成

要à項目Ý¸ā逆回復特性ĈľČĬįČŜęÏāĺŒŊs

分}LR 成分~å IPM ä電気特性á大ÃÅ影響Ĉ及òÏÕ

ĨÂ標準 FWD ŋİŔÝå不十分àÕ÷h温度依存性àß

÷hIPM ä電気特性Ĉ精度良ÅĠňŎŕsıÏāÕ÷á

Ĉ含÷Õ場合h標準 FWD ŋİŔÝå精度良Å逆回復特性

åh電流経路Ý¸ā外部電極端子Áÿ絶縁基板ôÝä LR

ĈĠňŎŕsıÏāÉÞÂ困難Ý¸āg

図

成分Ĉ IPM 用ŋİŔá組õ込ö必要Â¸āg一般的áå

ÓÉÝh逆回復特性Ĉ模擬Ïā等価回路Ĉ可変抵抗àß

計算Ý LR 成分Ĉ導出ÏāÂh形状ä複雑à外部電極端子

Ý構成Íh図

ú多数äŅŜİČŜęŘčōÝ電流経路Ĉ構成ÍÜºāÉ

İŔÞ並列á追加ÏāgÉä付加回路Ĉ追加ÍÕ FWD ŋ

ÞÁÿ三次元構造Ĉ考慮ÍÕ計算Â必要Ý¸Āh計算áþ

İŔĈ使用ÏāÉÞáþĀhFWD ä逆回復特性Ĉ精度良

Ā精度良Å LR 成分ĈŋİŔ化ÏāÉÞå困難Ý¸āg

ÅĠňŎŕsıÝÃāg

á示Ïþ¼á付加回路ÞÍÜ標準 FWD ŋ

ÓÉÝhLR 成分äŋİŔ化á電磁界解析ĠňŎŕsĨ
Ĉ使用Ïāg図

⒜á示ÏĺĬĚsġä三次元構造ŋİŔ

Ĉ境界要素法áþĀ電磁界解析Íh図

.

⒝á示Ï LR 等価

回路ŋİŔĈ導出Ïāg導出ËĂÕ LR 等価回路ŋİŔĈh

IPM モデルの電気特性評価結果
.

節Áÿ .

ŋİŔÞÏāg 図

節ôÝä各ŋİŔĈ組õ合ąÑhIPM
á IPM áÀÇāĢčĬĪŜę特性波

形}ĨsŜēŜ波形/ĨsŜēľ波形~äĠňŎŕsĠŐ
図

ŜÞ実測値Ĉ示ÏgĨsŜēŜ波形/ĨsŜēľ波形Þø

パッケージモデルと LR 等価回路モデル

áhĠňŎŕsĠŐŜå実測値á良Å一致ÍÜºāg特á
ĨsŜēŜ波形ä FWD 逆回復特性部分åh .
外部電極
端子２

外部電極端子1

FWDチップ

節Ý述ï

Õ逆回復特性模擬回路ä効果Â現ĂÜºāg
図

IGBTチップ

á IPM áÀÇā短絡保護動作時äĜŕĘĨ電流波

形äĠňŎŕsĠŐŜÞ実測値Ĉ示Ïg短絡保護動作Þ

外部電極
端子３

åhIGBT äĢčĬĪŜę中h負荷ä突発的à短絡áþĀ
IGBT á大電流Â流ĂÕ場合áh検出抵抗}ĤŜĢ抵抗~
絶縁基板
プリント基板

ドライバIC

ä電圧á応ÎÜĲŒčĹ IC ä出力電流Ĉ抑制ÍhIGBT
äĜŕĘĨ電流Ĉ制限Ïā動作Ý¸āg短絡保護動作時ä

銅ベース

図

FWD モデル

（a）パッケージの三次元構造モデル
電磁界解析

外部電極
端子１

付加回路

IGBT
チップ

外部電極
端子１

・
・
（b）LR等価回路モデル

FWD
チップ
FWDモデル

標準FWDモデル
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図

ゲート充電電荷特性の波形比較
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200

狙ºh過渡特性Ĉ精度良ÅĠňŎŕsıÏāÉÞÂ可能à
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IGBT 等価回路モデルの構成
図

åčęĳčĨ用 IGBT ŋİŔä等価回路ä概略図Ý

¸āgčęĳčĨ用 IGBT ŋİŔåhBJT ŋİŔhMOSĜŕĘĨ電流ä制限á関ÍhĠňŎŕsĠŐŜå実測値á

FET ŋİŔh付加回路 1}ěsı−ĜŕĘĨ間容量模擬

良Å一致ÍÜºāg

回路~
h付加回路 2}įsŔ電流模擬回路~Ý構成Ïāg

Éä IPM ŋİŔĈ使用ÏāÉÞáþĀhIPM ä電気特
性Ĉ精度良ÅĠňŎŕsıÝÃhĲŒčĹ IC ä IGBT 駆
動能力ú過電流制限機能àßä設計精度ä向上á寄与ÝÃ
āg

ゲート - コレクタ間容量模擬回路

.
図

å IGBT ä過渡特性ä一ÚÝ¸āěsı充電電荷特

性Ĉh実測値ÞĠňŎŕsĠŐŜÝ比較ÍÕ結果Ý¸āg
付加回路 1 Âàº場合äĠňŎŕsĠŐŜ結果Þ実測値Þ

イグナイタ用 IGBT モデルの構築

ä間áåhěsı電圧ä変化á大Ãà差Â見ÿĂāgÉä
差ä原因å IGBT äěsı−ĜŕĘĨ間ä容量Ý¸āg実

čęĳčĨäĠňŎŕsĠŐŜĈ行¼市販ä電子回路Ġ

際ä IGBT Ýåhěsı電圧Â上昇Ïāá従ÙÜěsı−

ňŎŕsĨáåhIGBT ŋİŔå用意ËĂÜºàºg一般

ĜŕĘĨ間ä容量Â大ÃÅ変化Ïāäá対Íh付加回路 1

的áhĠňŎŕsĨá用意ËĂÜºā BJT}Bipolar Junc-

Âàº IGBT ŋİŔÝåěsı−ĜŕĘĨ間ä容量Â一定

tion Transistor~ŋİŔú MOSFET}Metal-Oxide-Sem-

Ý¸āg

iconductor Field-Eﬀect Transistor~ŋİŔĈ組õ合ąÑ

ÓÉÝhěsı電圧á応ÎÜ容量Â変化Ïā可変容量Ĉ

Ü IGBT ä等価回路ŋİŔĈ構築ÏāÉÞÂ行ąĂÜºā

模擬Ïā等価回路Ĉ付加回路 1 ÞÍÜŋİŔá追加Ïāg

⑴

ÂhIGBT ä過渡特性ä特徴Ý¸āěsı−ĜŕĘĨ間ä

Éä付加回路 1 Ĉ追加ÏāÉÞÝh図

容量ä変化úįsŔ電流波形Ĉ精度良ÅĠňŎŕsıÝÃ

ı充電電荷特性äĠňŎŕsĠŐŜ結果Â実測値Þ一致Íh

àº問題Â¸āgÉäÕ÷hIGBT Ĉ含öčęĳčĨä過

過渡特性äĠňŎŕsĠŐŜ精度Ĉ向上ËÑāÉÞÂÝÃ

渡特性Ĉ精度良ÅĠňŎŕsıÏāÉÞÂÉĂôÝ困難Ý

āg
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ターンオフ時のテール電流の波形比較

図

スイッチング特性の波形比較
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コレクタ電流 I C（A）

3

あとがき
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2

本稿ÝåhIPM účęĳčĨàßä IGBT Ĉ使用Ïā
製品ä電気特性áÚºÜh精度ä良ºĠňŎŕsĠŐŜĈ
実現ÏāÕ÷ä IPMhIGBT ŋİŔä構築áÚºÜ述ïÕg

1
ゲート電圧 2.5 V
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ÉäŋİŔå IGBT 使用製品ä設計精度ä向上á重要Ý¸
Āh今回構築ÍÕŋİŔĈ今後ä IGBT 製品ä電気特性ä

5

設計á広Å適用ÍÜºÅ所存Ý¸āg

コレクタ−エミッタ間電圧V CE（V）

Ëÿáh電気特性ä解析ÞĺĬĚsġä放熱特性ä温度
解析ú放射ķčģàßä電磁界解析Ĉ連携ËÑhIGBT Ĉ
使用Ïā製品á必要à広範à特性Ĉ解析ÝÃāŇŔĪľČ
.

ġĬĘĢĠňŎŕsĠŐŜ環境Ĉ構築Íh総合性能ä良º

テール電流模擬回路
図

å IGBT äĨsŜ−ēľ時äĜŕĘĨ電流波形Ĉ実

İĹčĢĈ提供ÍÜºÅ計画Ý¸āg

測値ÞĠňŎŕsĠŐŜÝ比較ÍÕ結果Ý¸āg付加回路
2 Âàº場合äĠňŎŕsĠŐŜ結果ÝåhĜŕĘĨ電流
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：シミュレーション（付加回路 2 なし）

ゲート電圧 V GE（V）
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IGBT デバイスの電気特性解析用モデルによる設計精度の向上
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IGBT ŋġŎsŔå近年hĸčĿœĬĲ車àßîä用途拡大á伴º小型化ä市場要求Â高ôĀh従来þĀø放熱性ä高º
ĺĬĚsġÂ必要ÞàÙÜºāgÓäÕ÷ĺĬĚsġä設計段階Ýh実動作時äŋġŎsŔ挙動Ĉ十分á把握Íh最適化
Ĉ行¼ÉÞÂ重要Ý¸āg動作時áå温度分布Â変化ÍhŋġŎsŔå熱変形ÏāgÉä熱変形ÂËÿá温度分布Ĉ変化
ËÑāgÉä温度分布Þ熱変形ä関係áÚºÜ熱−構造連成解析áþĀ技術構築Íh従来þĀø高º精度Ý実使用状態ä
İĹčĢ温度Â予測ÝÃāþ¼áàÙÕg
With the recent expanded application range of IGBT modules to include hybrid vehicles and the like, market demands for smallersize IGBT modules have increased, and packages are being required to provide higher heat dissipation performance than in the past. For
this reason, during the package design stage, it is important that the module behavior during actual operation be understood suﬃciently and
that the package be optimized. During operation, the temperature distribution will change and the module shape will become deformed by
the heat. This heat deformation causes the temperature distribution to change further. Based on thermal-structural coupled analysis of the
relationship between the temperature distribution and heat deformation, package simulation technology, enabling the temperature of a device
in its actual usage state to be estimated with greater accuracy than in the past, has been developed and is introduced in this paper.

ÍÜhIGBT ŋġŎsŔĈ顧客冷却装置á設置ÍÕ際ä挙

まえがき

動Ĉ対象ÞÍÕ有限要素法áþā熱応力ĠňŎŕsĠŐŜ
čŜĹsĨĈåÎ÷ÞÍÕ電力変換装置åh昨今ä省đ

技術áÚºÜ述ïāg

ĶŔės化ú地球温暖化防止á向ÇÕ社会的要請á基Û
Ãh発電設備ú大型産業設備ĈåÎ÷h電気自動車úĸč

IGBT モジュールの熱設計

ĿœĬĲ車ôÝ用途Â拡大ÍÜºāgÉĂá伴ºhĢčĬ
Ī Ŝ ę İ Ĺ č Ģ Þ Í Ü 使 用 Ï ā IGBT}Insulated Gate

.

Bipolar Transistor~ŋġŎsŔÝåhĺĬĚsġä小型

従来の熱伝導解析モデル
図

á一般的à IGBT ŋġŎsŔä断面構造Ĉ示Ïg動

化j高耐熱化j長寿命化àßä要求Â高ôÙÜºāg小型

作 時hIGBT ø Í Å å FWD}Free Wheeling Diode~ à

化îä対応áåhİĹčĢ実装ä高密度化Â求÷ÿĂÜº

ßäĺŘs半導体素子}ĪĬŀ~å発熱ÍhÓä熱å絶縁

āg発熱密度Â増加ÏāäÝh従来áø増ÍÜ放熱性ä高

基板h銅łsĢĈ通ÍÜh冷却装置}冷却ľČŜÞĞsŇ

ºĺĬĚsġä開発Â重要Ý¸āg

ŔĜŜĺďŜĲ層Áÿ構成~î伝ąĀh外部á放熱ËĂāg

IGBT ŋġŎsŔä大ÃËú寿命Ĉ左右ÏāĺĬĚsġ

IGBT ŋġŎsŔä放熱経路åhŋġŎsŔ内部ä熱伝導

ä熱設計Ýåh実動作時äŋġŎsŔ挙動Ĉ設計段階Ý十

Â主Ý¸Āh熱伝導率ä小Ëº封止材ú樹脂ĚsĢÁÿä

分á把握Íh最適設計ú限界設計Ĉ行¼必要Â¸āg

放熱åąÐÁÝ¸āg

富士電機ÝåÉĂÿä課題á対応ÏāÕ÷h実測İsĨ

図

á熱伝導解析ŋİŔä例Ĉ示Ïg解析ŋİŔåh計

Þä整合ú顧客使用環境Ĉ考慮ÍÕĺĬĚsġĠňŎŕs
ĠŐŜ技術ä構築á取Ā組ĉÝºāg本稿ÝåÓä一例Þ
図

図

インバータ部

一般的な IGBT モジュールの断面構造
IGBT/FWD チップ

コンバータ部

ワイヤ

FWD
IGBT

FWD
銅箔（はく）
絶縁基板

はんだ

ブレーキ部
FWD

熱伝導

IGBT
モジュール側

熱伝導解析モデル例

銅箔

絶縁基板

銅ベース

IGBT
銅箔
銅ベース
冷却フィン

冷却フィン
顧客冷却
装置側
サーマル
コンパウンド層

熱伝達
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算負荷Ĉ軽減ÏāÕ÷hĪĬŀ温度上昇 ǼTj îä影響Â

モジュールの熱変形現象を考慮したデバイス温

Ĉ基á通電時áİĹčĢÝ発生Ïā損失Ĉ事前á計算Íh

度解析

ĪĬŀ活性領域äõ発熱ÏāøäÞÍÜºāg冷却ľČŜ
å簡略ŋİŔĈ使用Íh顧客冷却装置Þ冷却性能Â同等á

.

àāþ¼á事前á計算ÍÕ熱伝達率Ĉ冷却ľČŜä下面á
設定ÍÜºāg

サーマルコンパウンド層の物性値の推定

ĞsŇŔĜŜĺďŜĲåh一般áĠœĜsŜēčŔáĠ
œĔ微粉末àßäľČŒsĈ配合ÍÕęœsĢ状ä形態Ĉ
ÍÜºāg金属úĤŒňĬĘĢàßä固体Þ違ºhōŜę

.

従来モデルの課題
図

率Ĉ定義ÏāÉÞÂ難Íºg今回åh実験結果ÞĠňŎ

á示Ïþ¼áhIGBT ŋġŎsŔåh求÷ÿĂā機

ŕsĠŐŜÞä比較áþĀōŜę率Ĉ設定ÍÕg

能Ĉ満ÕÏÕ÷áh金属jĤŒňĬĘĢj樹脂àßä線
膨張係数Â大ÃÅ異àā材料ä複合体Áÿ構成ËĂÜº

.

āg運転時ä温度変化á伴ÙÜhÉä線膨張係数差áþĀ
ŋġŎsŔ内部á熱応力Â発生Í熱変形Ĉ生Îāg熱変形

解析手法

熱−構造ä連成解析áþĀh熱変形Ĉ考慮ÍÕ解析Ĉ
行ÙÕg図

á連成解析äľŖsÞ計算段階ÊÞäĞsŇ

Â生ÎāÞĞsŇŔĜŜĺďŜĲ層ä厚õÂ変化Ïāg図

ŔĜŜĺďŜĲ層ä変形ä様子Ĉ概念的á示Ïg①ôÐh

á一般的à IGBT ŋġŎsŔä断面方向áÀÇā温度分

熱伝導解析áÜŋġŎsŔ温度分布Ĉ計算ÏāgÉÉÝä

布ä例Ĉ示ÏgIGBT ŋġŎsŔ側ä温度上昇þĀø顧客

ĞsŇŔĜŜĺďŜĲ層ä形状åh厚õÂ均一à平板ÞÍ

冷却装置側ä温度上昇ä方Â大ÃÅh特áĞsŇŔĜŜĺ

Õg②次áhÉä温度分布İsĨĈ基á熱応力解析Ĉ行ºh

ďŜĲ層Ýä上昇Â大ÃºgÉĂåhĞsŇŔĜŜĺďŜ

通電時äŋġŎsŔ熱変形形状Ĉ計算ÍÕgÉä時äŋİ

Ĳä熱伝導率Â 0.1 v数 W/
}mjK~Þ小ËºÕ÷Ý¸āg

Ŕ形状å温度分布áþĀ変化Ïāg③最後áh熱変形後ä

ÍÕÂÙÜh熱変形áþāĞsŇŔĜŜĺďŜĲä厚õä

形状Ý熱伝導解析Ĉ行ºh温度分布Ĉ再計算ÍÕg

変動åhǼTj á大Ãà影響Ĉ及òÏgÓÉÝh温度解析ä

àÀh計算量Â膨大áåàāøääh②変形計算h③温

精度Ĉ向上ËÑāÕ÷áhĞsŇŔĜŜĺďŜĲ層ä厚õ

度計算Ĉ収束ÏāôÝ繰Ā返ÏÉÞáþĀh解析精度Ĉ高

変動Ĉ適切á模擬ÝÃā解析技術Â重要Þàāg

÷āÉÞÂÝÃāg
.

図

IGBT モジュール構成部品の線膨張係数
IGBT/FWD チップ
（3×10−6/ K）

解析条件
図

á示ÍÕ解析ŋİŔĈ対象ÞÍÜh表

á示Ï二Ú

ワイヤ
銅箔
（23×10−6/ K）（16〜17×10−6/ K）
絶縁基板
（3〜7×10−6/ K）

はんだ
（20〜30×10−6/ K）

図

熱−構造の連成解析フローと計算段階ごとのサーマルコン
パウンド層の変形の様子

銅ベース
（16〜17×10−6/ K）
①

厚みが均一の平板

IGBT モジュール通電時の
デバイス発生損失の温度解析

銅ベース

冷却フィン

サーマルコンパウンド層

冷却フィン
（23×10−6/ K）

サーマル
コンパウンド層

図

IGBT モジュール断面方向における温度分布例

②

温度分布に即した
モジュールの熱変形解析

③

熱変形後の部材形状での
デバイス発生損失の温度解析

形状は温度分布に
連動して変化

熱変形後の形状

解析フロー

60

サーマルコンパウンド層の形状

55

IGBT モジュール側の温度上昇

50
温度（℃）

特 集

小Ëº部品å省略ÍÜºāg発熱条件åh顧客ä運転条件

45

サーマル
コンパウンド層
の温度差

顧客冷却装置側の温度上昇

40

表

発熱条件
デバイス発生損失（W/chip）

35
フィンと周囲との
温度差

30
25

0

室温 25 ℃

180（ 32 ）

5

10

15

運転モード

インバータ部

コンバータ部

IGBT

FWD

FWD

高負荷運転

113.4

24.3

30.0

低負荷運転

22.0

6.9

0.8

冷却フィン下面からの距離（mm）
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ä運転ŋsĲ}高負荷運転Þ低負荷運転~ä時áİĹčĢ

荷運転時~á示Ïg高負荷運転時Þ低負荷運転時Þø銅
łsĢ中央部Ĉ頂点á上Â凸ä形状ÞàÙÜºāg両者Ý

Ýä拘束条件åh図

熱変形量Â異àĀh高負荷運転時ä方Â大ÃÅ変形ÍÜº

á示Ïþ¼á冷却ľČŜĜsĳ部ä

節点Ĉ緩úÁàæãÝ拘束ÍhôÕhŋġŎsŔäãÎ穴

āÉÞÂ分Áāg高負荷運転時åh図

部Ĉ冷却ľČŜá固定ÍÜhãÎ締÷Ĉ模擬ÍÕg

áh銅łsĢú冷却ľČŜôÝ熱拡散Íh温度Â上昇Í
Üºāg一方h低負荷運転時åh図

.

解析結果
図

á低負荷運転時ä初期変形前

äŋġŎsŔ温度分布Ĉ示Ïg図中ä Tj å IGBT ĪĬŀ

ÂÙÜh銅łsĢú冷却ľČŜä温度Â高º高負荷運転時
ä方Âh熱変形量Â大ÃÅàÙÕÞ考¾ÿĂāg
Éä熱変形後äŋġŎsŔ形状á基ÛºÜ実施ÍÕ温

表面温度hTc å銅łsĢ裏面温度hTa å周囲温度Ĉ表Íh
-a~

å Tj Þ Ta ä温度差Ĉ表Ïg

度解析結果Ĉ 図

次áÉä温度分布á即ÍÜ熱変形ÍÕĞsŇŔĜŜĺď
ŜĲ層ä形状Ĉh図
図

Áÿ明ÿÁàþ¼áh

銅łsĢú冷却ľČŜÂ¸ôĀ温度上昇ÍÜºàºgÍÕ

á高負荷運転時h図

例¾æ ǼT}j

Áÿ明ÿÁàþ¼

}高負荷運転時~Àþé図 0 }低負

拘束条件

}高負荷運転時~á示Ïg変形後äŋ

ġŎsŔ温度分布åh図
ÜhǼT}j
図

-a~

Â 5.7 KhǼT}c

á示ÍÕ熱変形未考慮時á対Í
-a~

Â 6 K 上昇ÍÜºāg図

áh

熱変形考慮時のサーマルコンパウンド層の形状
（高負荷運転時）

厚み変化量
（ m）
35.0

サーマルコンパウンド層の
厚み変化量：30 m 増加

※表示倍率：150 倍
ねじ穴部で
冷却フィンと固定

図
図

熱変形考慮時のサーマルコンパウンド層の形状
（低負荷運転時）

熱変形未考慮時のモジュール温度分布（高負荷運転時）

厚み変化量
（ m）
35.0

温度
（℃）
130.0

T j ：125.7 ℃
T c：93.4 ℃
T a：25.0 ℃

図

サーマルコンパウンド層の
厚み変化量：23 m 増加

ΔT (j−a) ＝100.7 K
ΔT (c−a) ＝68.4 K

※表示倍率：150 倍

25.0

熱変形未考慮時のモジュール温度分布（低負荷運転時）

図

ΔT (j−a) ＝19.3 K
ΔT (c−a) ＝13.0 K

25.0

−5.00

熱変形考慮時のモジュール温度分布（高負荷運転時）

温度
（℃）
130.0

T j ：44.3 ℃
T c：38.0 ℃
T a：25.0 ℃

−5.00

緩やかなばね拘束

温度
（℃）
130.0

T j ：131.4 ℃
T c：99.4 ℃
T a：25.0 ℃

ΔT (j−a) ＝106.4 K
ΔT (c−a) ＝74.4 K

25.0
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熱変形の考慮有無による R th 推移と実測との比較（高負

図

荷運転時）

áÚºÜ述ïÕgĞsŇŔĜŜĺďŜĲ層ä熱抵抗ÂĪĬ
ŀ温度上昇á大Ãà影響Ĉ及òÏÉÞĈ示ÍhËÿá実使

特 集

用状態ÝåŋġŎsŔá熱変形Â生ÎhĞsŇŔĜŜĺď

R th（K/W）

1.2

7.9％

2.7％

1

実測値

0.8

R th(j−c)

ŜĲ層ä厚õø変動ÏāÉÞĈ示ÍÕgÉä現象Ĉ模擬Ï

実測値との
誤差

āÕ÷h熱−構造連成解析Ĉ用ºhŋġŎsŔ温度分布á
即ÍÕ熱変形Ĉ考慮ÏāÉÞÝh従来þĀø実使用状態á
近ºĪĬŀ温度Ĉ予測ÏāÉÞĈ可能ÞÍÕg

0.6
18.4％

R th(c−f)

24.6％

0.4

今後åhĞsŇŔĜŜĺďŜĲ層ä挙動ÖÇÝåàÅh

サーマル
コンパウンド層
の R th の占有率

冷却ľČŜ性能Ĉ考慮ÍÕ熱流体解析úh電気配線àßä
LCR}LkčŜĩĘĨŜĢhCkĖŌĺĠĨŜĢhRkŕġ

R th(f−a)

0.2

ĢĨŜĢ~Ĉ含÷Õ連成解析Ĉ実施ÍÜ設計精度Ĉ高÷Ü
0
熱変形の考慮なし

ºÅgÓĂáþĀh小型化 ･ 高耐熱化 ･ 長寿命化àßĺĬ

熱変形の考慮あり

Ěsġä高性能化á貢献ÍhÀ客ËôîäŊœĬı提供Ĉ
心掛ÇÜºÅ所存Ý¸āg
熱変形考慮ÍÕ場合Ýä熱抵抗 Rth 推移Þ実測Þä比較Ĉ
示Ïg熱変形Ĉ考慮ÍÕ場合äısĨŔ熱抵抗 Rth}j

-a~

åh

変形Ĉ考慮Íàº場合á比ïÜ高ºgÞĀąÇĞsŇŔĜ
ŜĺďŜĲ層ä熱抵抗 Rth}c

-f~

ÂısĨŔ熱抵抗á占÷ā

割合 Rth 占有率åh18.4 % Áÿ 24.6 % á増加ÍÜºāÉÞ
Â分Áāg

山田

教文

ĺŘs半導体ŋġŎsŔä研究開発á従事g現在h
富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社電子
İĹčĢ技術ĤŜĨs先端İĹčĢ研究所gđŕ
ĘıŖĴĘĢ実装学会会員g

ÉĂÿäÉÞÁÿĞsŇŔĜŜĺďŜĲ層ä厚õ変動á
þĀ熱抵抗Â増加ÍhĪĬŀ温度上昇á影響Ĉ及òÍÜº
āÉÞÂ確認ÝÃÕgôÕh熱変形Ĉ考慮Íàº場合åh

堀

解析値Þ実測値Þä誤差å 7.9 % ¸ÙÕÂh熱変形Ĉ考慮

IGBT ŋġŎsŔä構造設計j実装技術開発á従事g

ÍÕ場合å 2.7 % áôÝ改善ÍÜºāg
以上Áÿh実動作時äŋġŎsŔ挙動Ĉ模擬Íh温度変

元人

現在h富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会
社生産技術研究所g日本伝熱学会会員g

化á伴¼熱変形現象Ĉ考慮ÏāÉÞáþĀh従来þĀø実
使用状態äİĹčĢ温度ĈþĀ精度þÅ予測ÝÃāþ¼á
àÙÕg

池田

良成

ĺŘs半導体ŋġŎsŔä研究開発á従事g現在h

あとがき

富士電機İĹčĢįĘķŖġs株式会社電子İĹ
čĢ研究所ċĤŜĿœ開発部ŇĶsġŌsg電気
学会会員hđŕĘıŖĴĘĢ実装学会会員h日本

本稿ÝåhĺĬĚsġĠňŎŕsĠŐŜ技術áþā熱設
計精度ä向上ä一例ÞÍÜhIGBT ŋġŎsŔä温度解析
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富士電機Ýåh空気冷却ĨsļŜ発電機ä冷却性能Ĉ向上ËÑh従来水素冷却ä範囲Ý¸ÙÕ 300 MVA ôÝ出力拡大
ÍÜºāgĨsļŜ発電機ä冷却技術å製品ä信頼性ú性能向上á不可欠à要素技術Ý¸Āh富士電機Ýåh従来ä試作
試験áþā開発á加¾h熱流体解析技術Ĉ利用ÍÕ冷却改善îä取組õĈ進÷Üºāg今回h発電機全体Ĉ対象ÞÍÕ流
ĂÞ温度ä大規模解析Ĉ実施Íh回転子ĜčŔ温度ä測定結果Þ解析結果åh良º一致Ĉ示ÍÕg解析技術ä適用áþĀh
従来測定Â困難à箇所ä温度ø推定ÝÃāäÝh設計反映áþā発電機ä性能向上Â可能áàÙÕg
Fuji Electric has improved the cooling performance of air-cooled turbine generators and boosted their output up to 300 MVA, which
previously had been within the output range of hydrogen-cooled turbine generators. Cooling technology for turbine generators is essential
for enhancing product reliability and performance, and in addition to conventional development based upon prototype testing, Fuji Electric
also uses thermo-ﬂuid ﬂow analysis technology to improve the cooling performance. A large-scale analysis of the ﬂow and temperature was
performed for the entire generator, and measurements of the rotor coil temperature were in good agreement with the results of the analysis.
The use of analysis technology makes it possible to estimate temperatures at locations in which measurements had been diﬃcult to obtain
and, by incorporating the results of such analyses into the design, enables the generator performance to be improved.

ĨsļŜ発電機ä冷却設計áÀÇā最重要課題åhĜč

まえがき

ŔÀþé鉄心ä温度分布Ĉ均一化Íh局所的à過熱Ĉ防止
近年h火力発電設備áÀºÜ発電機器äĜĢıúŊŜį

ÏāÉÞÝ¸āg回転子Àþé固定子ä冷却åh軸方向á

ĳŜĢä低減á対Ïā要求Â高ôÙÜºāgÓĂá対応Ï

複数設ÇÿĂÕĩĘıá冷却風Ĉ流ÏÉÞÝ行ąĂāÕ÷h

āÕ÷富士電機Ýåh2 極空気冷却ĨsļŜ発電機ä出力

温度分布ä均一化áåh発電機内部ä風量分布Ĉ予測ÍÜ

範囲Ĉ従来ä水素冷却ä範囲Ý¸ā 300 MVA ôÝ拡大Í

適切á制御ÏāÉÞÂ重要Ý¸āg

Üh市場á提供ÍÜºāg空気冷却ĨsļŜ発電機ä出力
拡大á対ÍÜåhĜčŔú鉄心ä温度低減áþā製品ä信

.

頼性確保Â技術課題ä一ÚÝ¸ĀhÓä実現áåh通風冷

ĨsļŜ発電機ä内部流ĂåhľĊŜú回転子áþā旋

却技術ä向上Â不可欠Ý¸āg

従来の通風冷却設計

回流Ăá加¾h各流路ä分岐ú合流áþĀ構成ËĂā複雑

Éäþ¼à背景ä下h富士電機Ýåh空気冷却ĨsļŜ

à現象Ý¸Āh机上検討äõáþā詳細予測å極÷Ü困難

発電機ä冷却性能ä向上Ĉ目的á熱流体解析技術ä適用Ĉ

Ý¸āgÓäÕ÷h従来ä冷却設計åh主áŋİŔ実験ú

進÷ÜÀĀh本稿ÝåÓä最新ä適用事例áÚºÜ述ïāg

機器ä運転実績Ĉ蓄積ÏāÉÞÝ発展ÍÜÃÕg
現在h通常ä設計Ýåh発電機内部ä流量配分ú温度分

タービン発電機の冷却
図

.

空気冷却タービン発電機の通風構造

通風冷却構造
図１á空気冷却ĨsļŜ発電機áÀÇā通風構造ä例Ĉ

流路 2
回転子の冷却

流路 4
固定子鉄心端部

流路 1
固定子の冷却

流路 3
固定子コイルエンド

示Ïg発電機ä駆動側Þ反駆動側ä両側á取Ā付ÇÿĂÕ
軸流ľĊŜáþĀ送風ËĂÕ冷却風åhľĊŜä下流Ý四
Úä流路á分岐Ïāg
第一ä流路å主á固定子Ĉ冷却ÏāøäÝh固定子Þ回
転子ä空隙}Å¼ÈÃ~á流入ÍÕ後h空隙Áÿ固定子鉄
心á複数設ÇÿĂÕ通風ĩĘıĈ通Āh固定子鉄心ä外径
側á排出ËĂāg第二ä流路å回転子Ĉ冷却ÏāøäÝh
保持œŜęä内径側Áÿ回転子á流入Íh遠心力áþā回
転子ä自己ľĊŜ作用Ĉ利用ÍÜh回転子ĜčŔĈ冷却Í
Õ後h冷却風å空隙îÞ排出ËĂāg第三ä流路å固定子
ĜčŔđŜĲĈ冷却ÍÕ後h固定子鉄心ä外径部á通Îh
ôÕ第四ä流路å固定子鉄心端部Ĉ冷却ÍÕ後h固定子鉄

軸流ファン 固定子鉄心 回転子軸 空気冷却器 保持リング 軸流ファン

心ä外径部îÞ通Îāg
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特 集

布ä予測á等価回路網法Ĉ使用ÍÜºāgÉä手法åh通

ä低減àßÂ¸āg各要素á対ÍÜ解析技術Ĉ用ºÕ詳細

風計算Ý¸Ăæh各流路ä形状ú風速Ý決ôā流Ăä流体

検討Ĉ行¼ÉÞÝh発電機ä冷却構造ä最適化Ĉ進÷Üº

抵抗h温度計算Ý¸Ăæ各部品ä材質ú厚ËÝ決ôā熱抵

āg

抗Ĉ抵抗回路á見立ÜÜ表現Íh各部ä抵抗Áÿ構成ËĂ
⑶

ā連立方程式Ĉ解ÅÉÞÝh発電機内部ä流量分布ú温度

.

分布Ĉ算定Ïā方法Ý¸āg

発電機全体に対する熱流体解析

発電機内ä冷却風å機内Ĉ自己循環ÏāÕ÷h発電機全

ÍÁÍhÏïÜä箇所ä流体抵抗ú熱抵抗Ĉ精度良Å算

体ä流Ă場Ĉ把握ÏāÉÞÂh前述ÍÕ個々ä通風要素á

定ÏāÉÞå困難Ý¸āgÓÉÝh個別ä要素実験áÜ取

ÀÇā最適化検討ä精度向上áÚàÂāgÍÁÍh従来ä

得ÍÕ抵抗値Ĉ利用ÍÕĀh実績機Ýä測定結果á基ÛÅ

通風要素ÊÞä解析検討Ýåh回路網法ä計算値á基ÛÅ

補正Ĉ行ÙÕĀÏāÉÞÝ回路網法å精度ä向上Â図ÿĂ

冷却風量ú圧力分布Â境界条件ÞÍÜ用ºÿĂÜÃÕÕ÷h

ÜÃÕg等価回路網法åh従来構造Þ類似ä発電機á対Í

回路網法自体ä精度的限界ø¸Āh冷却構造ä最適化Â十

Üå有効à設計手法Ý¸āÂh通風構造Ĉ変¾Õ新設計ä

分行ąĂÜºàÁÙÕg

発電機á対ÍÜå精度的à限界Â¸Āh詳細à現象把握ú
最適構造ä検討ø困難Ý¸āg

ÉĂá対Íh近年äĸsĲďĐċúĦľıďĐċä性能
向上áþĀh熱流体解析áÀºÜø解析ŋİŔä要素数増
大Â可能ÞàĀh発電機内ä複雑à流Ă現象Ýø比較的精
度ä高º計算ÂÝÃāþ¼áàÙÜÃÜºāgÓÉÝ今回h

熱流体解析技術の適用

発電機内部ä冷却ŊĔĴģŉä可視化Þ冷却構造ä最適化
⑴h⑵

.

発電機の主要通風要素に対する熱流体解析

Ĉ目的ÞÍÜh発電機全体Ĉ対象ÞÍÕ三次元熱流体解析

近年h自動車ú電気機器ĈåÎ÷ÞÏā各種製品áÀº

Ĉ行ºh発電機内部ä風量分布ú圧力分布hĜčŔä温度

Üh熱流体解析技術ä適用áþā流Ăú温度ä予測Â進÷

分布àßĈ実測値Þ比較ÍÕäÝh次áÓä内容Ĉ紹介Ï

ÿĂÜºāg富士電機Ýøh発電機冷却設計áÀÇā解析
技術ä実用化Ĉ目指Íh測定İsĨÞä整合áþā解析

図

回転子コイルエンドの流れ解析結果

精度ä向上úŋİœŜę手法ä適正化á取Ā組ĉÝÃÕg
ĨsļŜ発電機ä場合h特á回転子ä冷却Â設計上ä重要

コイル間流路

回流片

課題Ý¸āgÉĂá対Íh測定Â困難à回転子ä内部風速
úĜčŔ温度ä定量化Â可能Ý¸Āh設計変更á伴¼冷却
流速

特性ä変化ø短期間Ý確認ÝÃāÉÞÁÿhÉÉ数年h冷

高

却構造ä最適化検討á熱流体解析技術Â活用ËĂÜºāg
一例ÞÍÜh図

Àþé図

á回転子ĜčŔđŜĲä熱

コイルエンド下部空間

流体解析ä事例Ĉ示Ïg冷却風åĜčŔÞ絶縁間隔片áþ
Ā形成ËĂā流路Ĉ蛇行ÍàÂÿ流ĂhĜčŔÁÿ熱Ĉ取

回転子軸
低

Ā去āÂh流速分布ú温度分布ä解析結果Ĉ参考áh間隔
片á設ÇÿĂÕ突起ä形状àßĈ適正化ÏāÉÞÝh圧力
損失ä低減ú放熱性能ä向上Â行ąĂÜºāgĨsļŜ発
電機ä冷却設計上äņčŜıÞÍÜåh回転子ä流路構造

図

発電機全体解析モデル

äñÁáøh固定子ĩĘıä風量配分均一化h軸流ľĊŜ
固定子鉄心

近傍Ýä剥離}åÅĀ~ä抑制h空隙流入部Ýä圧力損失
図

主要通風要素に対する解析（回転子コイルエンド）

回転子軸

軸流ファン
主要通風要素の
部分モデル解析

固定子コイル

コイル

周方向間隔片

軸方向間隔片

回転子コイル
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軸流ファン近傍の風速分布
保持リング

固定子コイルエンド

図

冷却風量の実測値と解析値の比較

固定子鉄心

流路③
固定子鉄心端部

特 集

流路②
固定子コイルエンド

流路④
空隙
流路①
回転子流入

流速
高

空気冷却器

回転子軸

低

風

量

実測値
解析値
回路網法

āg
⑴

解析ŋİŔ
流路④
空隙

流路③
固定子鉄心端部

固定子枠äĞčģÝ 5,000 mm Ĉ超¾ā機械Ý¸āÂh冷
却設計上ä最重要箇所ä一ÚÝ¸ā回転子ĜčŔä通風ĩ

流路②
固定子コイルエンド

ä構造å駆動機側Þ反駆動機側Ýñò対称Ý¸āÉÞÁÿh
軸方向 1/2 ä領域Ĉ解析対象ÞÍÕg対象ÞÍÕ発電機åh

流路①
回転子流入

á発電機ä熱流体解析ŋİŔä構成Ĉ示Ïg発電機

空気冷却器
︵総風量︶

図

Ęıä流路幅å 5 mm 以下Ý¸āgÉĂÿ部位Ýä圧力損
失ú熱伝達率Ĉ精度良Å算定ÏāÉÞÂh発電機全体ä循
環風量úĜčŔ温度ä予測á不可欠Ý¸Āh発電機ä全体

力ÞÍÜ考慮ÏāÉÞÝh軸流ľĊŜĈ含ö回転子ä圧力

解析Ýåh装置全体á対ÍÜ約 1/1,000 äĢĚsŔÝ起É

上昇Ĉ再現ÍÜºāg今回ä熱流体解析Ýå複数ĜċĈ持

ā現象Ĉ定量的á再現ÏāÉÞÂ技術課題Þàāg

Ú並列計算機Ĉ利用ÍÜÀĀh計算実行前á解析ŋİŔĈ

熱流体解析Ýåh一般áŊĬĠŎ分割Â解析精度á強º

領域分割Íh各領域ĈÓĂÔĂäĜċá割Ā当ÜāÉÞÝ

影響Ĉ及òÏg仮á空間 3 方向äŊĬĠŎ分割Ĉ 1,000 分

大規模à解析Ĉ実現ÍÜºāg

割ÏāÞh発電機全体Ýå 10 億ŊĬĠŎáàĀh最新ä

⑷

ĢsĺsĜŜĽŎsĨÝø計算Â困難Ý¸āgÓÉÝ本解

機内通風ä解析結果Þ実測値ä比較

解析結果áþā発電機内ä風速分布Ĉ図

á示Ïg熱流

析Ýåh回転子巻線ú固定子鉄心ĩĘıá対ÍÜh部分ŋ

体解析ä結果å実測値Àþé回路網法ä計算値Þ比較Ĉ

İŔÝä予備検討Ĉ実施ÍhŊĬĠŎĞčģÂ通風性能á

行ÙÕg図

á空気冷却器Ĉ通過Ïā発電機内ä循環風量

与¾ā影響Ĉ事前á検証ÍÕgÉä検証Ĉ通ÎÜŊĬĠŎ

Ĉ実測値Þä比較áÜ示ÏÞÞøáh軸流ľĊŜ通過後ä

分割ä適正化Ĉ行¼ÞÞøáh解析ŋİŔ上Ýä形状再現

4 流路ä冷却風量Ĉ回路網法Þä比較áÜ示Ïg循環風量

Â困難àh微細à凹凸áþā熱伝達ä促進効果á関ÍÜåh

ä実測値Þ解析値ä差異å約 10 % Ý¸Āh流Ă解析áÜ

表面粗Ëä一部ÞÍÜÓä影響Ĉ組õ込öÉÞÝ温度計算

ĨsļŜ発電機ä冷却風量Â実用的精度Ý予測ÝÃāÉÞ

Ĉ行ÙÕg本解析ŋİŔäŊĬĠŎ数å約 6,500 万Ý¸āg

Ĉ確認ÍÕg軸流ľĊŜ通過後ä冷却風ä配分ø従来実績

⑵

ä¸ā回路網法Þñò一致ÍÜÀĀh発電機内部ä冷却風

温度計算条件
温度計算Ýåh回転子Àþé固定子ĜčŔh固定子鉄心

àßá損失条件Ĉ与¾Õg積層ÍÕÇº素鋼板Áÿ構成Ë
Ăā固定子鉄心Ýåh径方向Àþé周方向Þh積層方向ä

流Ăä予測手法ÞÍÜ流Ă解析Â活用可能Ý¸āÉÞÂ確
認ÝÃÕg
発電機内圧力ä実測値Þ解析値ä比較Ĉ図

á示Ïg発

熱伝導率ä異方性Ĉ考慮ÍÕgôÕh素線Ĉ束ãÜ形成Ï

電機内 4 Á所ä圧力分布áÜh両者å良好á一致ÍÜºāg

ā固定子ĜčŔøh銅Þ絶縁áþĀ生Îā熱伝導率ä異方

軸流ľĊŜú回転子áþā圧力上昇úh固定子鉄心ĩĘıh

性Ĉ考慮ÍÕg

固定子ĜčŔđŜĲÝä圧力損失ø流Ă解析áÜ予測可能

⑶

Ý¸āÉÞÂ確認ÝÃÕg流Ă解析技術ä適用áþĀh発

解析手法
解析å乱流流Ăä効果Ĉ考慮ÍÕ定常解析Ý¸Āh回転

子ä回転áþĀ流体á作用Ïā遠心力ÞĜœēœ力Ĉ体積

電機全体ä風量分布äĹŒŜĢĈ考慮ÍÕ冷却設計Â可能
Ý¸āg
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発電機内圧力の実測値と解析値の比較

特 集

固定子コイルエンド

図

回転子コイル温度の実測値と解析値の比較

固定子鉄心外径部
①コーナ部

圧力

ファン入口

高

②極中央部

低
①コーナ部
外径側

実測値
解析値

空気冷却器通過後
実測値
解析値

固定子
コイルエンド

力

内径側
温

図

外径側

実測値
解析値

内径側
低

外径側
コイル

②極中央部

度

高

低

温

度

高

内径側
コイル

áåh回転子ĜčŔđŜĲä代表的 2 Á所áÀÇā

圧

温度Ĉ実測値Þ解析値ä比較áÜ示Ïg積層ËĂÕĜčŔ
固定子鉄心
外径部
ファン入口

ä温度å内径側äĜčŔþĀø外径側äĜčŔä方Â高Å
空気冷却器
通過後

àāgÉä勾配}É¼æº~å実測値Þ解析値áÜñò一
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ĳs部þĀø極中央部ä温度Â高Åàā傾向ø解析áÜ再
現ËĂÜºāg回転子内部å測定áþā現象把握Â特á困
難à箇所Ý¸āg熱流体解析技術Ĉ利用ÏāÉÞÝh冷却

図

性能向上äÕ÷ä構造案ä検討Â行¾āg

回転子コイル温度の解析結果
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本稿ÝåhĨsļŜ発電機内部ä冷却風ä流Ă状態Þ温
度分布Ĉ明ÿÁáÏā熱流体解析技術áÚºÜ述ïÕgÉ

温度
高

ĂôÝ主á部分的à構造検討á用ºÿĂÜÃÕ解析技術Ý
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サーマルリレーの熱変形解析による信頼性の向上
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電磁接触器Þ組õ合ąÑÜ電磁開閉器ÞÍÜ使ąĂāĞsŇŔœŕsåh一定以上ä通電電流ä発熱Â生ÎāÞĹčŊ
ĨŔä変形Ý補助接点Â切Ā換ąāÉÞĈ利用ÍÜºā安全装置ä一ÚÝ¸āgÉäĹčŊĨŔä正確à変形解析áåh
ĻsĨ線ä電気抵抗率ä温度依存性ú電流分布Â重要ÝhÓĂĈ考慮ÍÕ電流−伝熱解析Þ熱変形解析Ĉ連成ÍÕ解析Ĉ
行ÙÕg熱伝導率ú電気抵抗率hĹčŊĨŔä線膨張係数àßä物理定数åh温度依存性Ĉ含÷独自á取得ÏāÉÞáþĀh
精度ä高º解析Ĉ実現ÍÕg解析結果Ĉ設計á反映ÏāÉÞáþĀhĞsŇŔœŕsä信頼性Ĉ向上ËÑÕg
Thermal relays combined with electromagnetic contactors and used as electromagnetic switches are a type of safety device that utilize
the fact that auxiliary contacts will change due to bimetal deformation occurring when heat generated by the conduction current exceeds a
certain level. For an accurate deformation analysis of the bimetal, the temperature dependence of the electrical resistivity of the heater wire
and the current distribution are important factors, and in consideration thereof, analysis that combined a current-heat transfer analysis and
a heat deformation analysis was performed. We independently acquired values of such physical constants as thermal conductivity, electrical
resistivity, coeﬃcient of linear expansion of the bimetal, and the temperature dependency to realize a highly accurate analysis. Analysis results
were incorporated into the thermal relay design to improve reliability.

ä影響度Ĉ把握Ïā必要Â¸āÂh型式Â約 40 種類Þ多

まえがき

Å実機測定Ýä把握å非常á困難Ý¸āgÉä課題Ĉ解決
低圧誘導電動機ä過負荷保護装置áåh熱動形h電磁形h

ÏāÕ÷áåhĠňŎŕsĠŐŜ技術Â有効Þàāg

誘導形h静止形àß各種ä過負荷継電器Â¸āg熱動形過

本稿ÝåhĞsŇŔœŕsĻsĨ部ä電流−伝熱解析á

負荷継電器}ĞsŇŔœŕs~åhñÁä方式Þ比較ÍÜ

þā熱解析技術ÞĹčŊĨŔä湾曲量Ĉ把握ÏāÕ÷ä熱

経済的Ý¸āÖÇÝàÅh通電電流áþā発熱Ĉ利用ÍÜ

変形解析技術áÚºÜ紹介Ïāg

ºāäÝ電動機ä熱特性Þ保護協調ÂÞĀúÏºÞº¼動
作特性Ĉ持ÚÞÞøáh取扱ºÂ容易Ý¸āÞº¼利点Â

サーマルリレーの構造と動作

¸āgÓäÕ÷h現在各種産業用設備áÀºÜ広Å用ºÿ
ĂÜºāg

図１áĞsŇŔœŕsä外観Ĉ示ÏgĞsŇŔœŕsåh

ĞsŇŔœŕså電磁接触器Þ組õ合ąÑāÉÞáþĀh
電磁開閉器ÞÍÜ各種設備ä自動化ú省力化áÞÙÜ不可

通電電流áþā発熱ÝĹčŊĨŔĈ湾曲変位ËÑā加熱部
Þh変位量Â規定値Ĉ超¾Õ際á反転動作ÍÜ補助接点Â

欠àøäÞàÙÜºāg近年Ýåh生産ĠĢįŉÂ複雑
化j大規模化ÍÜºāg１台ä電動機ä異常停止ÂĠĢį

図

サーマルリレーの内部構造

ŉ全体á与¾ā影響åôÏôÏ大ÃÅàĀh保護ä信頼性
リセット棒 補助接点

ĈþĀ向上ËÑā要求Â強ÅàÙÜÃÜºāg保護ä信頼
性Ĉ向上ËÑāÕ÷ä一Úä方法ÞÍÜåh通電Ïā電流

操作部
ダイヤル

値ÞĞsŇŔœŕsĈ動作ËÑāĹčŊĨŔ湾曲量ä関係
Ĉ一定áÏāÉÞÂ¸āgÓäÕ÷áåhËôÌôà要因
トリップ棒

図

サーマルリレーの外観
リンク機構
ヒータユニット
釈放レバー
加熱部
反転ばね
機構

（a）
「TR-0N」
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（b）
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切Ā換ąā操作部Áÿ構成ËĂÜºā}図

~
g

曲量ä算出áå精度Â悪ºg今回ä解析Ýåh先á紹介Í
Õ電流−伝熱解析áþÙÜ得ÿĂÕĹčŊĨŔä温度分布
İsĨĈ基á熱変形解析Ĉ実施ÍÜºāÕ÷h精度ä高º

čŊĨŔä湾曲変位量Â規定値Ĉ超¾Õ際á反転動作Íh

解析ÂÝÃÜºāgËÿáhĹčŊĨŔä湾曲Ĉ阻害Ïā

補助接点Ĉ切Ā換¾ā反転æã機構ÞhœŜĘ機構ÞĈ加

ĻsĨ剛性ø考慮ÍÕ湾曲量Ĉ算出ÝÃāÉÞÂ特徴Ý¸

熱部ä側面á配置ÍÜºāg

āg

ĹčŊĨŔä動作Ĉ解析ÏāÕ÷áhĹčŊĨŔĈ湾曲

ĹčŊĨŔ低膨張側Þ高膨張側äōŜę率ú線膨張係数

変位ËÑā加熱部áÀÇā電流−伝熱解析}定常~ÞÓä

Ĉ材料物性値ÞÍÜ入力ÏāgÍÁÍh材料物性値åĹč

温度分布解析結果Ĉ連成ËÑÕ熱変形解析技術Ĉ適用ÍÕg

ŊĨŔŊsĔsäķďĸďá関Ïā部分Ý¸Ā開示ËĂÜ
ºàºÕ÷h独自á材料試験Ĉ実施ÍÜ解析á取Ā込ĉÖg

サーマルリレーの電流 - 伝熱 - 熱変形解析
.
.

電流−伝熱解析

ĻsĨ部} 図

図

参照~åh通電áþĀhĻsĨ線hĹ

解析モデル

áĔĹsĈ外ÍÕ状態ä解析ŋİŔĈ示ÏgŋİŔ

åĚsĢhĻsĨŏĴĬıhĔĹsÝ構成ÍÜºāg図

čŊĨŔh端子h接続板ä各部材ÝġŎsŔ発熱ÍÜº

á解析ŋİŔä要素分割図Ĉ示Ïg節点数å約 6 万h要素

āg従来ä温度解析Ýåh主à発熱体Þàā導体á発熱

数å約 35 万Ý¸āg

密度Ĉ設定Í伝熱解析äõĈ実施ÍÜºÕgÓä方法Ý
åhġŎsŔ発熱Ĉ解析上Ý考慮ÍÜºàºÕ÷h精度Â

.

低ÁÙÕg今回ä解析åh電流解析áþÙÜġŎsŔ発熱
ø解析上Ý考慮ÍÜºāÉÞÂ特徴Ý¸āg
ôÕh高定格側ä製品Ýåh抵抗値Â温度áþÙÜ大

解析条件

Éä解析Ýåh導体äġŎsŔ発熱Þ伝熱Ĉ考慮ÍÕg
流体Þ固体間ä熱伝達á関ÍÜåh筐体}Ãý¼Õº~周
辺ä熱伝達係数Ĉ重力方向á応ÎÜ設定ÍÕg筐体内部á

ÃÅ変ąā銅系材料äĻsĨ線Ĉ採用ÍÜºāÕ÷h抵
抗温度係数áþāġŎsŔ発熱ä変化Â無視ÝÃàÅà

図

解析モデル

図

要素分割図

āgĻsĨ線á採用ÍÜºā銅材}純銅~ä抵抗温度係数
⑴

å 0.0043 K−1Ý¸Āh低定格ä製品側Ý使用ÏāĴĬĚŔ
ĘŖŉ線Þ比較ÍÜ高ºÕ÷h精度ä高º解析Ĉ実施Ïā
áåh導電材料ä抵抗温度係数Ĉø考慮ÍÕ上Ý電流解析
Ĉ実施Ïā必要Â¸āg今回ä解析Ýåh材料ÊÞá測定
ÍÕ電気抵抗率Ĉ解析á取Ā込ĉÝºāg
.

熱変形解析

ÉĂôÝĹčŊĨŔä熱変形量åhĹčŊĨŔŊsĔs
ä提供Ïā湾曲定数Þ想定ËĂāĹčŊĨŔä平均温度上
昇Áÿ湾曲量Ĉ算出ÍÜºÕgĹčŊĨŔä温度上昇åh
固定部ä温度上昇ä影響Â強ºÕ÷h平均温度上昇Ýå湾
図

サーマルリレーのヒータユニット

バイメタル

接続板
端子

ヒータ線

絶縁チューブ
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補助接点hĩčōŔhœĤĬı棒àßä操作部Ĉ加熱部
ä上面á配置ÍÕ二階建Ü構造ÞàÙÜºāgËÿáhĹ
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関ÍÜåh空気層ĈŋİŔ化ÍÕgàÀh放射å考慮Í

定ÍÕg

ÜºàºÂh代ąĀáĻsĨŏĴĬı表面á熱伝達係数Ĉ
.

定Íh解析ä収束性Ĉ上ÈāÕ÷á電線Àþé接続板ä先
端á経験的á得ÿĂÜºā温度Ĉ温度拘束ÞÍÜ設定ÍÕ
}図

~
gôÕh電流−伝熱解析Ý得ÿĂÕ定常解析結果ä

ĹčŊĨŔ温度分布Ĉh熱変形解析上ä境界条件ÞÍÜ設

解析結果
図

á電流−伝熱解析ä温度分布図Ĉ示ÏgĹčŊĨŔ

ä温度åhĹčŊĨŔ長手方向äñò中央部分Ý最大値Ĉ
示ÍhĻsĨ線Þ近傍äĹčŊĨŔ表面ä温度åñò同Î
値Ĉ示Ï結果ÞàÙÕg図

á電流密度分布図Ĉ示Ïg図

á熱変形解析áÀÇāĻsĨŏĴĬı変形図Ĉ示Ïg
図

Éäþ¼áh熱変形解析Ĉ実施ÏāÉÞÝĹčŊĨŔä

電流設定と温度拘束

変形ŀŖľĊčŔĈ得āÉÞÂÝÃāg 図 0 áĹčŊĨ
温度拘束

Ŕä各位置Þ温度上昇ä関係Ĉh実測値Þ電流−伝熱解析
図

ヒータユニット変形
変形量
大

電線

接続板
小

温度拘束および電流セット

図

温度分布図
温度
高

図

バイメタル温度分布実測値と解析値の比較
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図

バイメタル先端側

電流密度分布（絶縁チューブ表示なし）
図

バイメタル変形量実測値と解析値の比較
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高

低
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áþā解析値ä両方ĈŀŖĬıÍÕ。図 1 áĹčŊĨŔ
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自動販売機の庫内商品温度の高精度な推定による高性能
化
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高野

缶飲料自動販売機ä省đĶŔėsĈ図āáå庫内商品ä温度Ĉ正確á推定ÝÃā必要Â¸āg熱j換気回路網Ĉ用ºÕ
ĠňŎŕsĨÞ熱j流体解析ĦľıďĐċĈ連携ËÑÕĠňŎŕsĨĈ新Õá開発ÍÕg具体的áå冷凍ĞčĘŔĠňŎ
ŕsĨh庫内運転ĠňŎŕsĨh庫内気流ĠňŎŕsĨh熱j換気網ĠňŎŕsĨÁÿàāĠňŎŕsĨÝh商品温度ä
予測åh実測値Þ比較ÍÜh ＋
− 1 K 以内ä精度ÝÝÃāÉÞĈ確認ÍÕgÉäĠňŎŕsĨĈ使¼ÉÞÝh自動販売機ä
ºÙÓ¼ä省đĶŔės化á貢献ÏāÖÇÝàÅh顧客満足度áø寄与ÝÃāg
The capability to perform highly accurate estimates of the temperature of products stored in a canned beverage vending machine is
essential for achieving energy savings. We have newly developed a simulator that combines simulation of heat and ventilation circuit networks
with thermal and fluid analysis software. Specifically, this simulator consists of a refrigeration cycle simulator, a storage compartment
operation simulator, a storage compartment air flow simulator and a heat and ventilation circuit network simulator, and in comparison
to actual measured values, we confirmed that product temperatures could be estimated with accuracy within 1 K. Use of this simulator
contributes to greater energy savings in automated vending machines and also increases customer satisfaction.

まえがき

自動販売機の構成

缶飲料自動販売機åh内部á複数ä商品Ĉ収納Ïā庫室

ĻsıņŜŀ自動販売機ä構成Ĉ図

áhĻsıņŜŀ

Ĉ持×h缶úŅıŔ飲料Ĉ冷却ôÕå加熱ÍÜ販売Ïāg

機能Ĉ持Ú冷却ŏĴĬı}ĻsıņŜŀŏĴĬı~ä概略

飲料ä冷却áå冷媒ä圧縮Þ膨張Ĉ利用ÍÕ冷却ŏĴĬıh

構成Ĉ図

á示Ïg図

á示Ïþ¼áh各商品収納庫室á

加熱áå電気ĻsĨä発熱Ĉ利用ÍÜºāgôÕh近年Ý

å補助ĻsĨh加熱用交換器h蒸発器Àþé庫内ľĊŜĈ

å地球温暖化防止ä観点Áÿh電気đĶŔėsä使用量ä

備¾ÜÀĀh補助ĻsĨôÕå加熱用交換器Ý加熱ÍÕ温

削減Ĉ狙ºh冷却ŏĴĬıä排熱Ĉ商品ä加熱á利用Ïā

風Þ蒸発器Ý冷却ËĂÕ冷風Ĉ循環ËÑÜ商品ä加熱j冷

ĻsıņŜŀ自動販売機ø製品化ÍÜºāg

却Ĉ行¼g

ÍÁÍh熱源Áÿ商品ôÝäđĶŔės移送å商品収納

図

á示Ïþ¼áhĻsıņŜŀ運転ÝåĜŜŀŕĬĞ

庫内ä循環空気Ĉ媒介ÞÏāÕ÷h構造àßÂ異àāÞ空

Áÿ吐出}ÞÍûÚ~ÍÕ高温j高圧ä冷媒Ĉ加熱用交換

気ä流ĂÂ変化Íh商品温度Â変化ÍÜÍô¼gËÿáh

器î流Íh庫内ä空気Þ熱交換ÏāÉÞÝ加熱Ĉ行¼g熱

自動販売機ä屋内ú屋外設置àßáþā気温ä差h設置Ï

đĶŔėsĈ加熱庫内î放出ÍÕ冷媒å膨張機構}電子膨

ā地域ÊÞä気候ä差àß周囲環境áþÙÜø商品温度ä

張弁~Ý低温j低圧ä冷媒ÞàĀh冷却庫内Ý熱đĶŔ

変化å避ÇÿĂàºgÓÉÝ顧客満足度ä向上Ĉ狙ÙÜ常

ėsĈ吸収ÍÜ庫内Ĉ冷却ÏāÞÞøáhÉä吸熱ÍÕ熱

á安定ÍÕ商品温度Ĉ維持ÏāÕ÷h開発時áå機種ÊÞ

đĶŔėsĈ加熱á利用ÍÜºāg

á試作Þ評価áþā調整Ĉ行ºh多大à労力Ĉ費úÍÜ
ºāg汎用ä熱j流体解析ĦľıďĐċĈ用ºÜ事前áĠ
ňŎŕsĠŐŜĈ行º調整Ïā手段ø¸āÂh内部ä構造

図

ヒートポンプ自動販売機の構成

Â複雑Ý¸Ā計算時間Â長Åh推定誤差ø大ÃºÞº¼問
（正面図）

題Â¸ÙÕg
ÉĂÿä問題Ĉ解決ÏāÕ÷áh新Õá熱j換気回路網
Ĉ用ºÕĠňŎŕsĨÞ汎用ä熱j流体解析ĦľıďĐċ
àßĈ連携ËÑÕĠňŎŕsĨĈ開発Íh短時間Ý庫内商
品温度ä高精度à推定Ĉ可能ÞÍÕgÉĂáþĀh開発初
期段階Ý商品温度ä予測ÂÝÃāÕ÷h開発効率Â大幅á
向上ÍÕÖÇÝàÅh設置環境á左右ËĂàº商品温度調

（側面図）
空気循環
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収納庫

蒸発器
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加熱用
交換器

整ÂÝÃāþ¼áàÙÕgËÿá自動販売機ä運転状態予
測áþā運転制御技術ä向上áþĀh省đĶŔės化ä推
進á大ÃÅ寄与ÏāÉÞÂ期待ÝÃāg
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ヒートポンプユニットの概略構成

図
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図

商品温度シミュレータの構成

シミュレータの概要

冷凍サイクルシミュレータ
出力：冷却熱量・加熱熱量

商品搭載ラック部：構造による熱・換気経路の変化はない
庫内運転シミュレータ

換気回路

熱回路

入力：庫外放熱量，庫内熱容量，冷却・加熱熱量
出力：ヒートポンプ／ヒータ運転パターン（時間）

缶
缶

三次元 CAD
出力：CFD（Computational Fluid Dynamics）
モデル

缶
缶

庫内気流シミュレータ
汎用 CFD ソフトウェア
気流

入力：加熱運転パターン，加熱熱量
出力：商品周り風量・風温

ータ

売シュ

商品販

風洞
熱・換気回路網シミュレータ
入力：商品周り風量・風温
出力：商品温度

商品搭載ラック下部：機種ごとに構造が変化する

商品温度シミュレータの概要

ÓÉÝh商品搭載ŒĬĘ部áÚºÜåh構造変更îä対応
å困難Ý¸āÂ短時間Ý計算可能à熱j換気回路網Ĉ用º

.

自動販売機開発の課題

自動販売機åĴsģá応ÎÕ多数ä機種ĈÓă¾ÜÀĀh
商品収納庫ä容積ú構造àßå機種ÊÞá異àāgôÕh

ÕgŒĬĘ下部áÚºÜåh構造変更îä対応Â容易Ý三
次元 CAD ŋİŔÁÿ解析ŋİŔĈ作成ÝÃā汎用ä熱j
流体ĦľıďĐċĈ用ºÜ計算ÏāÉÞÞÍÕgôÕh図

熱源Þ商品å離ĂÕ位置Ý循環空気Ĉ媒介ÞÍÜ熱đĶŔ

á示Ïþ¼áĻsıņŜŀ運転Ýå庫外îä排熱Ĉ最小

ėsĈ移送ÍÜºāg庫内ä容積ú構造Â異àāÞ空気ä

限ÞÏāÕ÷冷却庫Â停止状態ä場合hĻsıņŜŀ加熱

流Ăú庫外îä放熱量Â変ąĀh商品温度äæÿÚÃú運

Ĉ停止ÍhĻsĨ加熱á切Ā替¾Ü加熱運転Ĉ行ÙÜºāg

転状態Â変化ÏāÕ÷hÉĂôÝå機種ÊÞä試作j評価

Éä運転状態å加熱j冷却熱量h庫内熱容量Þ庫外放熱量

áþĀ商品温度ú運転状態ä調整Ĉ行ÙÜºÕg

Ý決ôāgÓÉÝh加熱j冷却熱量Ĉ冷凍ĞčĘŔĠňŎ

ÓÉÝh効率的áhÁÚhþĀ性能Ĉ向上ËÑāÕ÷á

ŕsĨÝ計算Íh運転状態å庫外放熱量ú庫内熱容量àß

åh開発段階Ý商品温度Ĉ推定ÏāĭsŔÂ必要ÞàÙÕg

Ĉ入力ÍÜ推定Ïā庫内ĠňŎŕsĨĈ開発ÍhÉĂÿä

ôÕh加熱j冷却á要ÏāđĶŔėsä低減Ĉ図āÕ÷á

ĦľıďĐċĈ連携ÍÜ庫内ä商品温度ä推定Ĉ行¼ÉÞ

øh庫内ÊÞä商品温度Ĉ均一化ÏāÉÞÂ課題ÞàÙÕg

ÞÍÕg

.

商品温度推定方法の検討
図

á示Ïþ¼áh自動販売機áÀºÜ商品Ĉ搭載Ïā

.

商品温度推定方法

商品温度ä推定å図

á示Ïþ¼à手順Ý解析Ĉ行¼g

ŒĬĘ部å機種áþÿÐ同一構造Ý¸Āh伝熱経路ú空気

主à入力Þ出力å次äÞÀĀÝ¸āg

ä流Ăā通路形状å変化Íàºg一方h商品搭載ŒĬĘ下

⑴

部ä商品販売ĠŎsĨú風洞å機種áþÙÜ構造Â異àāg

冷凍ĞčĘŔĠňŎŕsĨ
冷却ŏĴĬıä構造àßĈ入力Íh商品収納庫ä加熱熱
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ÿ庫外îä放熱}吸熱~熱量ä差分ÖÇ下降}上昇~Ïā

量Þ冷却熱量Ĉ算出Ïāg
⑵

ÉÞáàāgÓÉÝh図

庫内運転ĠňŎŕsĨ

á示Ïþ¼á庫外îä放熱}吸

特 集

各商品収納庫ä加熱j冷却熱量h商品収納庫外îä放熱

熱~熱量h庫内ä熱容量Àþé加熱}冷却~熱量ä計算ŋ

量h商品収納庫内熱容量Ĉ入力Íh時系列Ýä商品収納庫

İŔĈ作成ÍhÉä計算ŋİŔá基ÛºÜ庫内ä温度変化

ä加熱 ･ 冷却運転ĺĨsŜ}運転時間~Ĉ算出Ïāg

Ĉ計算ÏāÉÞáþĀh自動販売機ä運転j停止ä時系列

⑶

ĺĨsŜĈ算出ÍÕ}図

庫内気流ĠňŎŕsĨ

~
g

自動販売機設計図h加熱j冷却熱量Þ加熱 ･ 冷却運転時
間Ĉ入力Íh庫内ä気流分布Þ気流温度変化Ĉ算出Ïāg
⑷

.

熱j換気回路網ĠňŎŕsĨ
商品周Ā定点ä気流速度Þ気流温度Ĉ時系列Ý入力Íh

商品温度Ĉ算出Ïāg

庫内気流シミュレータ

三次元 CAD ŋİŔÁÿĠňŎŕsĠŐŜÝ使用Ïā解
析ŋİŔĈ作成ÝÃā汎用ä三次元熱流体解析ĦľıďĐ
ċĈ用ºÜh庫内Ĉ循環Ïā空気ä流ĂÞ温度äĠňŎ
ŕsĨĈ開発ÍÕgĠňŎŕsĨå計算時間ä最小化Ĉ図

各シミュレータの機能と特徴

āÕ÷h解析ŋİŔ}図

~áÀºÜhŒĬĘ下ä流Ăá

影響Íàº上方äŋİŔ削減úŒĬĘ部ä構造ä簡素化Ĉ
今回ä商品温度ĠňŎŕsĨá用ºÕ各計算ĠňŎŕs

行ÙÕgôÕh解析手法Ýåh解析時間ĢįĬŀ}計算間
隔~ä最適化h熱Þ流体ä新Õà連成解析方法ä考案Àþ

Ĩä概要Ĉ次á示Ïg

é解析ŊĬĠŎ数ä最適化Ĉ行ÙÕgôÕh境界条件ÞÍ
.

冷凍サイクルシミュレータ

Ü冷凍ĞčĘŔĠňŎŕsĨÝ計算ÍÕ各商品収納庫内ä

冷凍ĞčĘŔä性能予測áÚºÜå以前h富士電機Ý独

加熱j冷却熱量Þh庫内運転ĠňŎŕsĨÝ計算ÍÕ運

⑴

自á開発ÍÕĠňŎŕsĨ}図
⑴

~Ĉ使用ÍÜºāg

低温室効果ĕĢÝ¸ā CO2hHC úľŖŜ冷媒Ý¸ā

転j停止時間Ĉ入力ÏāÉÞÝh時系列Ý庫内ä空気温度
ä推定Ĉ行ÙÕg

R134ahR407C àß幅広º冷媒á対応ÍÜºāgôÕh
冷凍機油ä影響ø考慮ÍÜºāg
⑵

図

商品収納庫内熱収支モデル

ĜŜŀŕĬĞú熱交換器àßä汎用部品ĈœĢı化Íh
収納庫外放熱・吸熱量

膨張機構àßä主要機器ä単体特性å実測値Ĉ使用ÍÜ

（t ）
Q 1out

（t ）
Q 2out

（t ）
Q 3out

ºāÕ÷高精度Ý¸āg
⑶

放熱

計算å圧力àßĈ変更Íh吸熱Þ放熱ä熱的à平衡h

吸熱

吸熱

加熱庫

総冷媒封入量Àþé各部Ĉ流Ăā冷媒循環量Â一様Þà

冷却庫

庫内温度 T（
1 t）

āþ¼á収束計算Ĉ行¼g

熱容量

T（
2 t）
C2

C1

T（
3 t）
C3
t ：時間

.

庫内運転シミュレータ

自動販売機å各商品収納庫内á設置ËĂÕ温度ĤŜĞá
基ÛºÜ加熱ú冷却ä運転j停止Ĉ行ºh商品温度Ĉ一定
加熱

á保持ÍÜºāg加熱}冷却~運転時åh庫内ä温度å上

冷却
（t ）
Q 1in

昇}下降~Íh庫内加熱}冷却~熱量Áÿ庫外放熱}吸

冷却

（t ）
Q 2in

（t ）
Q 3in

加熱･冷却熱量

熱~熱量ä差分ÖÇÂ商品ú部品á蓄¾ÿĂā熱量Þà
āgôÕh停止時ä庫内温度åh庫内á蓄¾ÿĂÕ熱量Á
図
図

庫内運転シミュレータの計算方法

冷凍サイクルシミュレータ
各収納庫内温度と制御条件により
各収納庫運転・停止の決定

各収納庫運転・停止から庫内加熱（冷却）熱量の決定

庫内加熱（冷却）から庫外放熱（吸熱）を引いた熱量と
各収納庫熱容量を用いた温度勾配の計算

温度勾配と時間ステップから各収納庫内温度の計算

時間の更新
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収納庫内気流シミュレーション結果
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熱・換気回路網シミュレータ

熱j換気回路網Þå熱ú気体Ĉ電気á見立Üh流ĂúÏ

四ÚäĠňŎŕsĠŐŜĈ連携ËÑhĻsıņŜŀ加熱

ËĈ電気抵抗á置Ã換¾Ü等価回路上Ý計算Ïā手法Ý¸

方式ÞĻsĨ加熱方式á対応ÍÕ自動販売機用商品温度Ġ

āg差分法ú有限要素法àßäþ¼á複雑à計算Ĉ行ąà

ňŎŕsĨĈ開発ÍÕg開発ÍÕĠňŎŕsĨÝ推定ÍÕ

ºÕ÷短時間Ý計算ÝÃāÂh推定誤差Ĉ小ËÅÏāáå

商品温度å多数ä機種Ý実機ä測定結果Þ一致ÍÕÉÞÁ

熱ä流Ăā経路ú流ĂúÏËĈ示Ï抵抗ä精度Â重要Þà

ÿh設計段階Ýä自動販売機構造Áÿ商品温度ä高精度à

āgÓÉÝh実験áþÙÜ商品搭載ŒĬĘ部ä熱j換気経

予測ÂÝÃāþ¼áàÙÕgôÕhĠňŎŕsĨÝ庫内流

路Þ各抵抗値ä同定Ĉ行ºh詳細ŋİŔĈ作成ÍÕgÉä

Ăä最適化Â図ĂāÕ÷h商品温度ĈþĀ均一化Í常á安

ŋİŔä境界条件Ĉ庫内気流ĠňŎŕsĠŐŜÝ算出ÍÕ

定ËÑāÉÞáþĀh消費電力量ä低減á役立ÚÖÇÝà

空気温度ÞÍÜŋİŔĈ構築Íh短時間Ý商品温度ä高精

Åh顧客満足度ä向上áø寄与ÝÃāg

度à推定Ĉ可能ÞÍÕg

Ëÿáh庫内運転ĠňŎŕsĨÝ自動販売機ä運転状態
予測ÂÝÃāþ¼áàÙÕÕ÷h運転制御技術ä高度化Â

計算結果

図ĂhþĀ精密à運転制御Ý冷却ŏĴĬıä運転時間Ĉ削
減ÏāÉÞåh大幅à消費電力量ä低減áøÚàÂāg

ĻsıņŜŀ加熱Ĉ行¼自動販売機ÞĻsĨäõÝ加熱
Ĉ行¼自動販売機áÀºÜh実測ä商品温度ÞĠňŎŕs

本ĠňŎŕsĨåhÉĂÿ自動販売機ä高性能化á大Ã
Å貢献ÝÃāg

ĠŐŜĈ比較ÍÕg庫内運転ĠňŎŕsĨáþā自動販売
機ä加熱j冷却運転ĺĨsŜú庫内気流ĠňŎŕsĠŐŜ

あとがき

áþā商品周Āä温度予測結果}図 0 ~
h気流分布}図 1 ~
åhÞøá実測結果ÞþÅ一致ÍÕgÉĂÿĈ連携ËÑ

今後åh本ĠňŎŕsĨĈ効果的á活用Íh地球環境á

Ü商品温度Ĉ推定ÍÕ結果h精度å誤差＋
−1 K 以内ÞàĀh

úËÍº省đĶŔės対応ä自動販売機úhÀ客Ëôá

g
商品温度ä高精度à推定Â可能ÞàÙÕ}図 2 ~

ºÙÓ¼満足ÍÜºÕÖÇā安定ÍÕ商品温度制御Ĉ実現

àÀhÉĂÿä解析å 24 時間以内Ý計算Â完了Ïāä

ÍÕ自動販売機Ĉ提供ÍÜºÅ所存Ý¸āg

Ýh短時間Ý一連ä予測ÂÝÃāg
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ĢsĺsŇsĚĬıàßä店舗Ý使ąĂā自動ÚĀ銭機àßä金銭処理機器Ýåh取Ā扱¼紙幣ä紙質ú折Ă曲ÂĀä
有無áþÿÐ紙幣ä搬送不具合Â発生Íàºþ¼áh設計段階Ýä紙幣ä搬送j整列j収納àß挙動ä正確à予測Â必要
Ý¸āgÓÉÝh線形応力解析ú非線形構造解析}衝突変形解析~
h機構解析}運動解析~áþā紙幣ä挙動予測技術Ĉ開
発ÍÕgËÿáh機構Þ制御ĠňŎŕsĨĈ連携ÍÜ解析ÝÃāŀŒĬıľĒsŉĈ開発Íh紙幣搬送Þ機構動作äĨč
ňŜęàßĈ可視化ÝÃāþ¼áÏāÉÞÝh紙幣搬送ä品質向上Ĉ図ÙÜºāg
To prevent the occurrence of bill transport problems, regardless of the paper quality or existence of bends in the paper money handled
by cash handling equipment such as the automatic change machines used at shops, supermarkets and the like, the transport, alignment and
storage behavior of the paper money must be accurately estimated when designing such equipment. Therefore, Fuji Electric developed
technology for predicting the behavior of paper money based on linear stress analysis, nonlinear structural analysis (impact deformation
analysis) and mechanism analysis (motion analysis). Fuji also developed a platform capable of analyzing combined mechanism and control
simulations, and has enabled visualization of the timing of paper money transport and mechanism operation to improve the quality of paper
money transport.

まえがき

客äÀ金ä受渡ÍĈ素早Åh間違ºàÅ自動的á払º出Ï
自動ÚĀ銭機}図

~åÓä一例Ý¸āg

金銭処理機ä内部構成å図

富士電機Ýåh社内Ý普及ÍÜºā三次元 CAD Ĉ併用

á示Ïþ¼áh入金部h搬

ÍàÂÿh市販h自社製作Ĉ問ąÐËôÌôàĠňŎŕs

送路h鑑別部h収納部h出金部h搬送方向切替部ä主要à

ĠŐŜĦľıĈ使用ÍÜh品質向上ä試õĈ各分野Ý行Ù

構成ÁÿàÙÜºāg

Üºāg具体的áåh数多Å¸ā設計ĺŒŊsĨä条件ä

紙幣Ĉ入金部á挿入ÏāÞ搬送路á繰Ā出ËĂh鑑別部

æÿÚÃá対ÍÜhĠňŎŕsĠŐŜáþā性能検証Ĉ行

Ĉ通ÙÜ真偽h種類Ĉ判別ÍÕ後h搬送方向切替部Ý搬送

ºh設計áľČsĲĹĬĘÍÜºāg
本稿Ýåh富士電機ä通貨機器関連事業ä¼×h紙幣Ĉ

方向Â切Ā替ąĀ紙幣種類ÊÞä収納部á収納Ïāg紙幣
ä払º出Íåh収納部Áÿ紙幣Ĉ搬送路á繰Ā出Íh搬送

取Ā扱¼金銭処理機器áÀºÜh紙幣詰ôĀàßáþā機

路Ĉ通ÙÜ出金部á一時収納ÍÕä×h装置外部î出金Ï

械停止Âàºþ¼á機構動作ä品質向上Ĉ目的ÞÍÕ機構

āgÉäþ¼á紙幣種類ÊÞá分別収納ÍÜºāÕ÷h収

Þ制御äĠňŎŕsĠŐŜä連携解析技術áÚºÜ紹介Ï

納部ú搬送方向切替部hĤŜĞÂ多Åh装置構成ú搬送制

āg

御Â煩雑Ý¸āg
ôÕh搬送中ú収納中á紙幣Â大Ãà変形Â生ÎāÞ搬

金銭処理機器におけるシミュレーション技術

送路上Ý詰ôÙÕĀh収納状態Â乱ĂÕĀÏā恐ĂÂ¸ā
Õ÷h変形Ĉ抑¾Õ搬送ú整列収納ĈÍàÇĂæàÿàºg

.

金銭処理機とその課題

入金時点Ý¸ÿÁÎ÷紙幣Â変形}折Ăú曲ÂĀ~ÍÜº

受Ç入ĂÕ紙幣Ĉ正確á識別ä上h素早Å計数ÍhÚĀ
銭Ĉ払º出Ï富士電機ä金銭処理機åhËôÌôàľČs

図

金銭処理機内の内部構成

ŔĲÝ活躍ÍÜºāgĢsĺsŇsĚĬıhİĺsıhĜ
ŜļĴđŜĢĢıċÝĖŌĬĠŌúŕġĢĨÞ連動ÍÜ顧
図

入金部

鑑別部

搬送方向
切替部

搬送路

筐体
（きょうたい）

製品例（自動つり銭機）

出金部

収納部 1

入金ルート

収納部 2

収納部 3

出金ルート
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果á相応ä安全率Ĉ考慮ÍÜ設計判断Ĉ行ºhÝÃā限Ā

ā場合ø同様Ý¸āg

ä軽量化j小型化Ĉ行ÙÜºāg

機械ä停止ú処理速度ä低下åhđŜĲŏsğá迷惑Ĉ

特 集

ÀÁÇÏāÖÇÝàÅh販売機会ä喪失áøÚàÂāÕ÷h

⑵

非線形構造解析}衝突変形解析~

搬送中ä紙幣ä挙動Ĉ予測ÏāÕ÷áh紙幣ä変形ú反

金銭処理機áå高º品質j信頼性Â要求ËĂāg

力Ĉ計算Ïā必要Â¸āg非線形構造解析Ýåh紙幣Ĉ
.

機構シミュレーション

ŊĬĠŎá分割ÍÜ詳細à変形形状ä再現Þ外部á及òÏ

金銭処理機ä機構ä要求品質åh軽量化j小型化Ĉ追求

反力Ĉ計算ÍÜh搬送路ä壁àßÞä衝突á起因ÍÕ詰ô

ÍÕ限界設計ĈÍàÂÿø機構部品ä破損ÂàÅhÁÚh

Ā現象ú搬送負荷ä増加Ĉ予測ÝÃāgôÕh紙幣ä新旧

紙幣状態äæÿÚÃÂ¸ÙÜøh紙幣詰ôĀàßä不具合

áþā紙質áÚºÜåh紙幣ŋİŔä分割数}ŊĬĠŎ

Â出àºÉÞÝ¸āg

数~úōŜę率Ĉ変更ÏāÉÞáþĀ表現ÍÜºāgËÿ

機構部品Â破損Íàºþ¼áÏāáåh安全率Ĉ十分á

áh紙幣ä折Ăú曲ÂĀh折Ă癖àßø表現ÏāÕ÷hō

ÞÙÕ強度設計ĈÏĂæþºÂhÓ¼ÍÕ設計åh質量ä

Ŝę率ä定数Ĉ部分的á変更Íh折Ăú曲ÂĀä¸ā紙幣

増加ú装置ä大型化Ĉ招Ãh材料ä使用量ú駆動機構ä容

ĈŋİŔ化ÍÜºāgÉĂáþĀh紙幣変形ä状態ú搬送

積Â増加ÏāgÉäÕ÷ÝÃā限Ā装置Ĉ軽量化j小型化

負荷ä値Áÿh衝突変形ú搬送負荷Ĉ低減Ïā搬送路形状h

Ïā必要Â¸ĀhÓä制約下ÝºÁá十分à強度Ĉ確保Ï

搬送力Ĉ検討ÏāÉÞÂÝÃāg
紙幣ä詰ôĀåh狭º搬送路ä中ÝhÁÚh極÷Ü短º

āÁÂ品質向上äņčŜıÝ¸āg
Ëÿáh剛性Â弱Å変形ÍúÏº紙幣Ĉ詰ôÿÑāÉÞ

時間á起Ãā現象Ý¸āgÓäÕ÷原因解明å高速ļİē

àÅ搬送j収納ÏāÕ÷áh紙幣ä極端à変形áþā詰ô

áþā観察Ýø難Íº場合Â多Åh本ĠňŎŕsĠŐŜå

Āú収納状態ä乱Ăø予測ÍÜ設計Ïā必要Â¸āg

有効àĭsŔÝ¸āg新機種ä開発時ÖÇÝàÅh既存製

上述ä課題Ĉ解決ÏāÕ÷á金銭処理機ä機構設計Ýåh
主á表

á示Ï 3 種類ä機構ĠňŎŕsĠŐŜä手法Ĉ適

⑶

機構解析}運動解析~

機構解析å非線形構造解析Þ同様áh搬送中ä紙幣ä変

用ÍÜºāg
⑴

品ä詰ôĀ状態ä究明ú対策ä効果検証á用ºÜºāg

形ú反力Ĉ計算ÏāÉÞÂÝÃāgÉä手法Ýåh剛体Þ

線形構造解析}応力解析~

機構強度ä解析áåh応力分布Ĉ計算ÍÜ最大応力値Þ

ÍÕ物体ä運動Ĉ運動方程式á基ÛÃ導出Ïāg非線形要

材料ä許容応力Â比較ÝÃā必要Â¸āg線形構造解析

素構造解析äþ¼áŊĬĠŎá分割ÑÐáŋİŔ化ÏāÉ

å静荷重応力分布Ĉ計算Íh金銭処理機Ĉ構成Ïā筐体
}Ãý¼Õº~àßä構造部材ú軸h軸受àßä部品ä強
度Ĉ検討Ïā目的Ý用ºāg

ÞÂÝÃāÕ÷h要素数Â少àÅ計算時間Ĉ短ÅÝÃā利
点Â¸āg紙幣ä変形åh図

äþ¼á一Úä物体Ĉ複数

ä剛体á分Çhæã要素Ý連結ÍÕŋİŔÞÍÜ柔軟体ä

応力集中Â予測ËĂā切Ā欠Ã部úh応力緩和Ĉ狙ÙÕ

ŋİŔĈ構成ÏāgÉä場合ø非線形解析Þ同様á折Ăú

曲面部àßh詳細Ĉ忠実á再現ÏïÃÞÉăåh形状İs

曲ÂĀàßä紙幣ä状態Ĉ部分的áæã定数}ōŜę率~

ĨĈ三次元 CAD İsĨÁÿ読õ込õh適正à要素}ŊĬ

Ĉ変更ÏāÉÞÝŋİŔ化Ïāg

⑴

ĠŎ~分割Ĉ行¼gÉäþ¼áŋİŔ化Ĉ工夫ÏāÉÞÝ

æãÝ接続Ïā剛体Ĉ多ÅÍÜÍô¼Þh計算負荷Â大

計算精度Ĉ向上ÍÜºāgôÕh構造部材áÁÁā荷重ä

ÃÅh非線形構造解析Þ差異ÂàÅàÙÜÍô¼Âh紙幣

種類}静荷重h繰返Í荷重h衝撃荷重~áþÙÜh計算結

úľČŔŉàß物体ä変形ŋsĲÂhĴ次元的à変形á限

表

解

機構シミュレーションの手法

法

モデル要素
評価項目
解析対象時間
得意な解析対象

線形構造解析

非線形構造解析

機構解析

有限要素法（陰解法 )

有限要素法 ( 陽解法 )

運動方程式（陽解法 )

弾性体

弾性体

変形，応力

変形，応力

速度，変位

なし（定常状態）

あり（短時間現象）

あり（長時間現象）

線形領域における荷重
熱変形

衝突現象
塑性変形

物体挙動

方向切替器

剛

搬送壁

体

紙幣

解析事例
紙幣

金銭処理機構成部品の応力解析
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剛体のばね連結による紙幣モデル

開発フローの従来との比較

微小剛体
機構開発

構想
/ 仕様検討 機構設計

制御
仕様検討

制御開発

試作

プログラ
ミング

評価・調整 改良設計

デバッグ

仕様変更

（a）プラットフォーム適用前

伸縮ばね K l
機構開発

構想
/ 仕様検討 機構設計

試作

評価
改良設計

定ËĂā場合úh少àº剛体ä数äÚàÄ合ÑÝ近似的á
⑵

制御開発

表Ñā場合àßá有効Ý¸āg
.

制御
仕様検討

プログラ
ミング

プラットフォーム上で構想をモデル化
⇒構造動作イメージが早期に
得られ仕様検討に着手

機構・制御連携シミュレーション

金銭処理機ä機構制御ä品質向上Ĉ目的ÞÍÜh機構解

デバッグ

仕様変更

機構設計後に試作モデル構築
⇒試作モデルを制御シミュレータで
シミュレーション上でデバッグ

（b）プラットフォーム適用後

析技術}挙動解析~Ĉ用ºÕ機構ĠňŎŕsĨÞh制御Ġ
ňŎŕsĨĈ連携ËÑÜ制御動作設計ÂÝÃā開発ŀŒĬ
ıľĒsŉ}ŀŒĬıľĒsŉ~Ĉ適用ÍÜºāg
図

áŀŒĬıľĒsŉ適用前後ä開発ľŖsä比較

İŔ化ÝÃāg搬送方向切替器ŋİŔÝ¸Ăæh慣性ŋs
ŊŜıÞĦŕķčĲä応答性Ĉ考慮ÍÜh方向切替部á紙

Ĉ示Ïg適用前å機構開発者Â構想/仕様検討Ĉ行ÙÕ後h

幣Â到着ÏāôÝä切替動作完了ä可否áÚºÜ検討Ïā

Óä構想Ĉ元á制御仕様ä検討Ĉ行¼ÉÞÂ多ÁÙÕg適

ÉÞÂÝÃāgŋİŔİsĨłsĢåÉĂÿä要素ŋİŔ

用後åh機構開発者ÂŀŒĬıľĒsŉä機構ĠňŎŕs

Ĉ内包ÍÜÀĀh装置ŋİŔĈ構築Ïā場合á要素ŋİŔ

Ĩ上Ý構想Ĉ行¼ÉÞÝh制御開発者Â機構構想ä情報Ĉ

ĈÉÉÁÿŀœŀŖĤĬĞá読õ込ög
ĠňŎŕsĠŐŜ結果å機構ú紙幣ä状態量Â時間軸Ĉ

共有ÝÃh早期ä仕様検討á着手ÝÃāg
Ëÿáh制御開発者å機構開発者ä機構設計j試作中áh

持ÙÕęŒľİsĨÞÍÜ定量的á表示ËĂh動作Ĩčň

制御ĠňŎŕsĨĈ用ºÜŀŖęŒňŜęĈ行ºhŀŒĬ

ŜęäŇsġŜàßĈ読õ取āÉÞÂÝÃāg制御ËĂÕ

ıľĒsŉ上Ý機構ĠňŎŕsĨÞ連携ÍÜ機構ä制御Ĉ

機構挙動ĈċĴŊsĠŐŜ表示Ý定性的á観察ÝÃāÕ÷h

行¼ÉÞÝŀŖęŒŉäİĹĬęÂÝÃāg制御開発者å

挙動čŊsġÂÚÁõúÏÅh機構動作ú制御ċŔĝœģ

試作品完成Ĉ待ÕÐá前倒ÍÝİĹĬęÍh並行ÍÜ従来

ŉä見直ÍøÝÃāg

行ÙÜºÕ評価作業äúĀ直ÍàßÂàÅàÙÕgôÕh

⑶

制御ĠňŎŕsĨ
¸ÿÁÎ÷基準部品ĈŋİœŜęÍÕ制御ŋİŔĈ持Ù

機構設計試作中á機構ä改善点Ĉ提案ÝÃh機構設計者å
改良設計Ĉ前倒ÍÜ実施ÝÃāÕ÷hþĀ短º開発期間Ý

ÜÀĀhŋİŔ内á機構ä状態量変化áþā制御指令Ĉ定

品質Ĉ向上ÏāÉÞÂÝÃāg

義Ïāg図

⑴

áh制御ŋİŔĈĿŖĬĘÝh制御状態}変数~ä伝達経

機構j制御連携ĠňŎŕsĠŐŜ構成
図

á 機 構j 制 御 連 携 Ġ ň Ŏ ŕ s Ġ Ő Ŝ ä ŀ Œ Ĭ ı

中ä{制御ŋİŔä制御ľŖs|á示Ïþ¼

路Ĉ矢印Ý表Íh制御状態ä分岐条件Â矢印上á定義ËĂ

ľĒsŉä構成Ĉ示ÏgŀŒĬıľĒsŉå機構ĠňŎ

Üºāg定義ÍÕ機構ä制御状態Â¸ā条件Ĉ満足ÏāÞh

ŕsĨÞ制御ĠňŎŕsĨhÀþéÓĂÿä間Ý情報Ĉ伝

条件á則ÍÕ別ä制御ĿŖĬĘá移動}遷移~ÍÜ新Õà

達ÍÜ連携ËÑāčŜĨľĐsĢ部Ý構成ËĂÜºāg機

制御指令Â発ÑÿĂāg例¾æĦŕķčĲä制御ŋġŎs

構構造h制御ċŔĝœģŉàßäŀŒĬıľĒsŉ上ä設

ŔÝ¸Ăæh開状態h閉状態ä二Úä制御状態Â¸Āh機

計情報å開発関係者Â共有ÝÃāĠĢįŉÞÍÜºāg

構ä状態Ĉ示ÏĤŜĞ信号ä変化Ĉ受ÇÜ制御状態Â遷移

⑵

ËĂhĦŕķčĲä開指令h閉指令ÞºÙÕ制御指令Â発

機構ĠňŎŕsĨ
¸ÿÁÎ÷基準部品ĈŋİœŜęÍÕ要素ŋİŔĈ内包

ÑÿĂ動作ÏāgĿŖĬĘÞ線Ý制御ľŖsĈ表Íh制御

ÍÕŋİŔİsĨłsĢÞhÓä要素ŋİŔĈ組õ合ąÑ

指令ĈĿŖĬĘ内á制御状態ä分岐条件Â線内Ý定義ËĂ

Ü装置ŋİŔĈ構築ÏāŀœŀŖĤĬĞh定量的à解析結

ÜºāÕ÷h制御ä中身Â分ÁĀúÏÅ制御ċŔĝœģŉ

果äęŒľ化機能ú解析動作挙動Ĉ可視化ÏāċĴŊs

Â作ĀúÏº構成ÞàÙÜºāg

ĠŐŜ機能Â¸āņĢıŀŖĤĬĞÁÿ構成ÍÜºāg
要素ŋİŔåh搬送対象ä紙幣Þ金銭処置機機構Ĉ構成

ĠňŎŕsĠŐŜ中åh現在ä制御状態á¸ā制御ľ
ŖsäĿŖĬĘú線ÂĸčŒčı表示ËĂÜ一目Ý分Áā

ÏāŖsŒhŋsĨh搬送方向切替器àßä主要機構部品

Õ÷h不具合発生時ä制御状態ä特定Â容易Ý¸āg

ÁÿàĀhĺŒŊsĨ設定機能Ĉ持ÙÕŋİŔ作成Â行¾

⑷

āg例¾æh紙幣ŋİŔÝ¸Ăæh変形ŋsĲ数}剛体á

čŜĨľĐsĢ
čŜĨľĐsĢ部Ýåh機構ĠňŎŕsĨ側Áÿ得Õ

þā分割数~
hæã定数}ōŜę率~
h密度ÞºÙÕ入力項

ŋsĨä回転数ú回転方向h方向切替器ä開閉àßä機構

目Ĉ設ÇÜºāgÉĂáþĀh新旧ä紙幣状態ä相違øŋ

状態ä情報Þh紙幣位置ú種類àßä紙幣状態ä情報Ĉ制
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機構設計Ĉ目的ÞÍÕ機構ĠňŎŕsĠŐŜ手法Þh制御
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缶飲料自動販売機Ýåh販売時á商品Â販売機構部Ý詰ôÙÜ出ÜÉàºàßä不具合Â発生Íàºþ¼áh缶飲料ä
容器ä形状ú材質àßä多様化á対応ÍÕ販売機構Ĉ提供Ïā必要Â¸āg蛇行ÍÕ通路形状á商品Â収納ËĂāĞsŃ
ŜŒĬĘúhľŒĬĺÝ商品Ĉ一ÚÐÚ繰Ā出ÏłŜĲŊĬĘä機構設計Ĉ行¼Õ÷áĠňŎŕsĠŐŜáþā解析Ĉ行Ù
Üºāg容器内ä液体úh剛性ä低ºŃĬıŅıŔä表面ä変形Ĉ再現ÝÃāþ¼áhĠňŎŕsĠŐŜŋİŔä工夫Ĉ
行ºh部品形状ú荷重条件äæÿÚÃø考慮ÍÕ設計Ĉ行¼ÉÞÝh信頼性向上áÚàÈÜºāg
To prevent products from becoming stuck inside canned beverage vending machines during vending operations, a vending mechanism
compatible with diverse can shapes of canned beverage and materials must be provided. In order to design a serpentine-type vending rack
on which products are stored and a vending mechanism for discharging products one at a time with a ﬂapper, we performed analyses based
on simulations. A simulation model was devised so as to be able to reproduce the surface deformation of the liquids inside cans and of the
low-hardness PET bottles, and a design taking account of variations in the parts shapes and load conditions was implemented to improve
reliability.

上部þĀ補充ËĂÕ商品ä落下姿勢Ĉ水平á保持ÍàÂÿh

まえがき

下Áÿ整列ÍÜ収納Ïā機能Ĉ持ÚgĞsŃŜŒĬĘä設
清涼飲料水ä自動販売機Ýåh商品ä販売時áh商品Â

計áÀºÜåh最大径商品á合ąÑÜ形成ÍÕ幅広ä通路

収納庫内ú販売機構部Ý詰ôÙÜ出ÜÉàºàßäđŒs

áh大小ËôÌôà商品Â投入ËĂÜøh姿勢Ĉ水平á保

ÂôĂá発生Íh最悪ä場合áå機器Â停止ÍhÀ客Ëô

Úþ¼á制御ÍàÂÿ落下ËÑāÉÞÂ重要áàāg

ä販売機会äŖĢÂ発生Ïā恐ĂÂ¸āgÉäþ¼à事態

łŜĲŊĬĘåh顧客Â販売ŅĨŜĈ押ÏÞhľŒĬĺ

Ĉ避ÇāÕ÷h販売動作ä中Ý商品ä損傷ú詰ôĀáÚà

Â回転ÍÜ一番下ä商品以外Ĉ押Ë¾ÚÚhŃĩŔÂ回転

Âāþ¼àh商品ä落下j転ÂĀÞºÙÕ挙動ä発生Ĉ事

ÏāÉÞáþÙÜh一番下ä商品Ĉ落下ËÑā}販売Ï

前á把握Íh最適à設計Ĉ行¼ÉÞÂ重要Ý¸āgÍÁÍ

ā~機能Ĉ持Ú} 図

~
głŜĲŊĬĘä設計Ýåh商品

àÂÿh商品å容器内á液体Â封入ËĂÜºāÞº¼特殊
性Ĉ持×hËÿáå容器自体ø年々h形状j材質àßÂ多
様化ÍÜºāÕ÷}図

図

自動販売機内の商品販売機構

~
h従来åÓä挙動Ĉ定量的á予

測ÏāÉÞÂ困難Ý¸ÙÕg

外箱

富士電機Ýåh上述ä課題Ĉ解決ÏāÕ÷áh商品挙動
解析技術Ĉ構築ÍÕgÉĂáþĀh販売機能ä信頼性ä向
上Þ販売機会ŖĢä低減Ĉ狙ºÞÍÜh商品挙動Ĉ予測Í
操作扉

Ü最適化設計ÂÝÃāþ¼áàÙÕg

商品取出し口

自動販売機の構成と課題
自動販売機ä商品販売機構åh商品Ĉ収納ÏāĞsŃ
ŜŒĬĘÞh商品ä切出ÍĈ行¼łŜĲŊĬĘÁÿàā
}図

ガイド

商品投入

~
gĞsŃŜŒĬĘåhÓä蛇行ÍÕ通路形状áþĀh

待機商品
対向板（フラッパと
ともに商品を押さえる板）

図

多様化する飲料商品容器

補充商品
円弧状通路

フラッパ（待機商品を
押さえる部品）
ペダル

販売商品

（a）サーペンラック

（b）ベンドメック

201（ 53 ）

特 集

自動販売機の商品販売機構の動作解析による信頼性の
向上

富士時報

図

Vol.82 No.3 2009

自動販売機の商品販売機構の動作解析による信頼性の向上

ベンドメックの動き

特 集

①販売待機

②ロック解除（商品ボタンオン）

③商品保持

④保持解除

⑤動作完了

積載商品

販売商品

②
フラッパ

ペダル

①
販売商品

ベンドメック

動作時間：約 400 ms

ä容器形状j剛性àßĈÏïÜ考慮ÍÜh部材ä回転Ĩč

図

一般的な飲料商品のモデリング

ňŜęú各部形状Ĉ適正化Ïāg
ÍÁÍh最近ä商品åh前述äþ¼áhİğčŜ性重視

中空要素による
容器モデル

áþā形状ä複雑化h低価格化j環境保護äÕ÷容器材質

二つのモデルの中心軸を
回転自由に結合

薄肉化á伴¼剛性低下áþĀh商品販売機構ä中Ýä商品
挙動ä把握åhËÿá困難ÞàÙÜÃÜºāgÓÉÝ富
士電機Ýåh顧客ä新Íº商品á対Ïā販売性能ä信頼
性Ĉ向上ÏāÕ÷h商品販売機構áÀÇā商品挙動áÚº
ÜĠňŎŕsĠŐŜÝä性能評価技術ä構築á取Ā組ĉÝ

減衰トルクを
容器モデルに付与

ºāgÉĂôÝáhĞsŃŜŒĬĘáÀÇā商品落下挙
⑴

動解析áÚºÜ取Ā組ĉÝÃÕÂh今回åłŜĲŊĬĘá

中実要素による
飲料モデル

ÀÇā商品販売挙動ä解析技術ä構築Ĉ行ÙÕgĭsŔ
áåhMSC. Software 社製運動解析ĦľıďĐċä MSC.
注 1

ADAMS Ĉ使用ÍÕg
容器内ä飲料å回転ÏāÉÞàÅ容器ä挙動áñÞĉß関
与ÍÜºàºøäÞ想定ÍÕg飲料商品ŋİŔĈ図

モデリング

á示

⑴v⑶

Ïþ¼à構成ÞÍÕgÉäŋİŔä特徴Ĉ次á示Ïg
商品ä形状j材質ä変化áþā影響Ĉ把握ÏāÕ÷áåh

⒜

Ę内ä各部œŜĘ機構ä動作ĨčňŜęĈ定量的á解析Ï

容器ŋİŔĈ中空円筒ä剛体要素h飲料}液体~ŋ
İŔĈ中実円筒ä剛体要素ÞÍÜ見àÍÜ構成Ïāg

販売過程áÀÇā商品ä落下ú転ÂĀhôÕhłŜĲŊĬ
⒝

機構ä質量特性ú働Å力ä計算Ĉ行¼ÖÇÝàÅh物体間

⒞

各要素åÓĂÔĂä重心Ĉ通ā中心軸同士Ĉ回転自

由á連結Ïāg

ä連係動作Ĉ短時間Ý解析ÝÃā運動解析ĠňŎŕsĠŐ
ŜĈ用ºÜh商品ú通路部品ĈŋİŔ化Íh三次元挙動解

容器要素áåh実機形状Áÿ計算ÍÕ質量Þ慣性
ŋsŊŜıĈ入力Ïāg

ā必要Â¸āgÓÉÝh飲料商品ä転ÂĀ特性h各œŜĘ

⒟

相対回転速度á比例ÍÕ減衰ıŔĘ式⑴Ĉh容
器要素äõá付与ÏāgÉäÞÃh飲料要素å回転Í

析Ĉ行ÙÕg

àºg
.

商品のモデリング

⑴

一般的à商品äŋİœŜę

T B＝C B r 2

dθ
xxxxxxxxxxxxxxxx⑴
dt

中空物体}容器~Þ液体}飲料~Áÿàā飲料商品Ĉ運

TB

k減衰ıŔĘ

動解析ĠňŎŕsĠŐŜ上ÝŋİœŜęÏāÕ÷áåh液

CB

k飲料ä粘性Þ容器形状Áÿ定ôā減衰係数

r

k容器半径

体Ĉßäþ¼á扱¼ÁÂ課題Ý¸āg実機Ýä挙動Ĉ基áh

dθ/dt k容器ŋİŔÞ飲料ŋİŔ間ä相対回転速度
注 1MSC. ADAMSk米国 MSC. Software Corporation ä商標ô
Õå登録商標
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成Ý同等ÞàāÉÞĈ確認ÍÕgÉĂåh円筒型ä缶容器
äõàÿÐh角型äŃĬıŅıŔáÀºÜøh形状ä影響

.

⑵

容器剛性ä低º商品äŋİœŜę

ベンドメックのモデリング
図

áłŜĲŊĬĘä構造Ĉ示Ïg図

Ý示ÍÕþ¼á

待機商品Ĉ押Ë¾ÚÚ販売商品Ĉ落下ËÑāÕ÷hľŒĬ

最ø予測Â困難àäåh待機商品ä落下áþā動荷重á

ĺÞŃĩŔĈœŜĘ機構áþĀ動作ËÑāgÉä動作åh

þÙÜ容器形状Â変形Ïāþ¼àh柔軟àŃĬıŅıŔ商

ľŒĬĺ裏面äĔŉ部}図

品ä販売挙動Ý¸āg待機商品数ä増加á伴ºhľŒĬĺ

Ăā駆動ĽŜĈ押ÍÚÇāÉÞáþÙÜ実現ÍÜºāg

Ý押Ë¾ÿĂÕ商品ä変形量Â大ÃÅàāÞhľŒĬĺÞ

~áĦŕķčĲáþĀ駆動Ë

一連ä動ÃåĦŕķčĲä吸引特性h構成部品ä慣性

対向板ä間Áÿ商品Â抜Ç落×ÜÍôºh多重販売ÞºÙ

ŋsŊŜıú摩擦力àßä影響áþĀ非線形性Ĉ伴¼ÉÞ

ÕđŒsÂ発生ÏāgÉäþ¼à容器表面ä変形Ĉ解析Ï

ÁÿhĔŉ形状å複雑à形状ÞàāgÉĂáþā力ä伝達

āÕ÷h商品容器Ĉ図

á示Ïþ¼áh表面Ĉ小Ëà球状

ĨčňŜęĈ精度þÅĠňŎŕsĠŐŜÏāÕ÷hÉĂÿ

ä要素á分割ÍhÓĂÿĈæã要素Ý連結ÍÕŋİŔĈ構

äœŜĘ機構ä各部品ä詳細形状h質量h慣性ŋsŊŜı

⑷

築ÍÜºāgËÿáh容器表面ä球状要素áåh飲料ä質

Ĉ正確áŋİŔá反映ÝÃāþ¼áh三次元 CAD äŋİ

量h容器ä内圧á相当Ïā力Ĉ内側Áÿ加ąāþ¼á定義

ŔĈ中間ľĊčŔ}Parasolid İsĨ~á変換ÍÜ入力Ï

ÍÜºāgÉĂáþÙÜh容器ä一部á外部Áÿ荷重Â加

āÉÞáþĀ作成ÍÜºāg
œŜĘ機構ä駆動力ÞàāĦŕķčĲä吸引力ä特性åh

ąāÞh荷重点Ĉ中心áîÉö現象Ĉ再現ÏāÉÞÂÝÃ

測定値þĀhŀŒŜġŌs位置Þ吸引力ä関係Ĉ関数化Ï

āg

ā} 図
図

通電時間内Ý発生Ïāþ¼áhŀŒŜġŌsá作用Ïā力

容器剛性の低い商品のモデリング
容器の断面係数やヤング率から
求める伸縮・回転ばねで連結

回転ばね

~
gÉä関数式á従ÙÕ吸引力ĈhĦŕķčĲä

図

12 球要素 ×18 列（容器）
＋18 球要素（飲料）

フラッパのカム形状

初期圧力
（製造時充填圧力）

伸縮ばね

ソレノイド吸引時のピン位置
2D モデル
体積減少分

圧縮ばね保持により, 下面の容器
で増加した
質点にのみに飲料質量を付与

飲料質点

ピンの接触により
トルクが発生

圧縮ばね

平行に並べ, せん断ばねで
連結した胴部モデル

①容器要素モデル

外力

圧力

容器質点

②飲料要素モデル

ピンの挙動軌跡

③内圧要素モデル

ピン初期位置

ベンドメックのリンク構造
ソレノイド

フラッパ駆動ピン

図

ソレノイドの特性例
80

フラッパ

70
吸引力

60

ペダル

吸引力（N）

図

50

プランジャー位置

40

y ＝ax −b

30
20
10

ペダルロック
解放ピン

0

0

5
10
プランジャー位置（mm）

15
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自動販売機の商品販売機構の動作解析による信頼性の向上

}吸引方向~ÞÍÜ定義ÏāÉÞþĀhĦŕķčĲä動作
Ĉ模擬ÍÜºāg

ŊĬĘ内ä汚Ă}摩擦係数変化~àßä膨大àĺŒŊsĨ
Ĉ考慮Ïā必要Â¸ā}図 1 ~
g従来åhÉäþ¼àĺŒ

特 集

ŊsĨäĤĬįČŜęáå限界Â¸ĀhËÿá目測Ý商
品挙動Ĉ評価ÏāÉÞø困難Ý¸āÕ÷h膨大à数ä試験

ベンドメックの挙動解析

Ĉ行ºh不具合発生確率ä比較áþĀ適正化Ĉ図ÙÜÃÕg
ÉĂÿäŋİœŜę手法Ĉ組õ合ąÑāÉÞáþĀh図
äþ¼à各部œŜĘ機構ä時間á対Ïā挙動ÂċĴŊs
ĠŐŜÞ同時á定量評価ÏāÉÞÂ可能ÞàāgÉäľ

本ĠňŎŕsĠŐŜ技術ä利用Ĉ進÷āÉÞáþÙÜh次
ä効果Â得ÿĂāg
⑴

設計品質Ĉ向上ËÑāÕ÷h部品形状h荷重条件àß

ŒĬĺ駆動ĽŜä動ÃáÚºÜh高速度ĔŊŒÝ撮影ÍÕ

äæÿÚÃá対ÏāŖĹĢı性ä評価Ĉ並行ÍÜ進÷ÿ

実機挙動ÞĠňŎŕsĠŐŜä解析結果äċĴŊsĠŐŜ

ĂāäÝh部品ä設計精度Â向上Ïāg

Ĉ同Î時間軸上Ý比較ÍÕÞÉă} 図 0 ~
hñò同ÎĨč

⑵

ŒĬĺäĔŉ形状Ĉ変更ÍÕ際ähľŒĬĺjŃĩŔä動
作ĨčňŜęáÚºÜh試作ĈÏāÉÞàÅ短時間Ý定量

ÍÜ}図 2 ~
h最悪条件Ĉ考慮ÍÕ設計ÂÝÃāg
⑶

的á比較Ĉ行ºh形状検討Â行¾āþ¼áàÙÕg

事前áĠňŎŕsĠŐŜÝ最悪条件Ĉ想定ÍÜ¸āÕ
÷h完成品ä最終評価試験Âh条件Ĉ絞ÙÜ行¾āäÝ

製品の信頼性向上への取組み

図

量産製品ä信頼性Ĉ担保ÏāÕ÷áåh試作評価試験á

販売評価に考慮するパラメータ例

電圧変動による
吸引力低下

ÀºÜh各種商品形状h積載商品荷重h積載状態hłŜĲ
図

信頼性Ĉ向上ËÑāÕ÷商品ä容器剛性h汚ĂÞºÙ

ÕĺŒŊsĨø自由á変化ËÑÜ商品挙動Ĉ詳細á観察

ňŜęÝ動作ÍÜºāÉÞÂ確認ÝÃÕgÉĂáþĀhľ

フラッパ上における駆動ピンの動き

商品積載状態
4

45

駆動ピンの動き

積載商品荷重の変化

40

3

35

応力（N）

応力（N）

2
30

25

1

0
20
−1

15

10
0

5

10 15 20

長さ（mm）

ソレノイド特性

−2
−15−10 −5

0

汚れによる軸の渋り

5

長さ（mm）

カム内におけるピン位置

図
図

フラッパと対向板による
商品保持状態の変化
（商品形状・摩擦）

待機商品荷重の変化による挙動への影響例

実機挙動とシミュレーション解析結果の比較

0 ms

75 ms

100 ms

0 ms

75 ms

100 ms

待機商品
10 本

待機商品
20 本

実機挙動

シミュレーション
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商品変形による
食い込み発生
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⑷

8102.

商品ä販売機構ä動作解析ÂÝÃāĠňŎŕsĠŐŜ技
術Ĉ確立Íh商品ä販売機構ä動作Ĉ把握ÍÕ開発j設計
áþĀ信頼性Â向上ÍÕg

山田

隆典

今後øhËÿàā技術革新Þ信頼性向上á努÷h誰øÂ

自動販売機h金銭処理関連機器àßä研究開発á
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受配電・制御機器への樹脂流動解析による品質の向上
特 集

0TWYV]LK8\HSP[`VM9LJLP]PUN+PZ[YPI\[PVUHUK*VU[YVS,X\PWTLU[[OYV\NO9LZPU-SV^(UHS`ZPZ

石川

和幸2Ha\`\RP0ZOPRH^H

坂田

昌良4HZH`VZOP:HRH[H

受配電j制御機器ä多ÅÝ利用ËĂÜºāŀŒĢĪĬĘ}樹脂~材料å電気絶縁性ú生産性á優Ăh機能的áø重要à
役割Ĉ果ÕÍÜºāgŀŒĢĪĬĘ部品ä高品質化äÕ÷áh構想設計ä段階Ý想定ËĂā不良Ĉ予測ÍÜ製品設計á反
映ÏāÕ÷á樹脂流動解析Ĉ行ºh金型設計á反映ÍÜºāg低圧遮断器ÝåıĬŀĔĹsä製品形状ú製造手法Ĉ最適
化ÍÕg電力監視ŏĴĬıÝåĔĹsÞĚsĢäå÷合º性Ĉ改善ÍÕg電磁開閉器ä巻線部品Ýå連成解析Ý金型ä薄
肉化Ĉ可能áÍÕgËÿáh解析ŋİŔĈ標準化ÏāÉÞáþĀh効果的à解析ÂÝÃāþ¼áàÙÕg
The plastic (resin) material used in most receiving/distribution and control equipment has excellent electrical insulation properties,
is easy to work with, and performs a vital function. In order to improve the quality of plastic components, resin ﬂow analysis is performed
during the conceptual design stage to anticipate potential defects so that the analysis results can be incorporated into the product design
and into the design of the mold for the plastic components. For low-voltage circuit breakers, we have optimized the shape of the top cover
and the manufacturing method. The ﬁt between the cover and case of a power monitoring unit has been improved. For the winded part of
an electromagnetic switch, the application of coupled analyses has enabled the mold to be made with thinner walls. Standardization of the
analysis model has made the analyses more eﬀective.

Éäþ¼à解析技術ä適用áþĀh三次元 CAD ä構想

まえがき

設計ä段階Ý材料ä選択h金型設計Ýä問題点h利用ÝÃ
電磁開閉器ú低圧遮断器á代表ËĂā受配電j制御機器

ā成形機ú成形条件àßä関係性Ĉ特定ÝÃh各部門Þ具

ä多Ååh電気絶縁性ú生産性á優ĂāŀŒĢĪĬĘ}樹

体的àİsĨĈ基áÍÜ連携Ĉ図āÉÞÝ{開発期間ä短

脂~材料Ĉ利用Íh接点部品ä支持ú保持h摺動}Íû¼

縮h性能j品質ä確保|Ĉ達成ÝÃāg

⑴

ß¼~性àß機能的áø重要à役割Ĉ果ÕÍÜºāgôÕh

図

á成形品開発ä連携Ĉ示Ïg

ÉĂÿäŀŒĢĪĬĘ部品ä課題åh国内Áÿ海外}中
国~îÞęŖsĹŔà生産拠点îÞ加速Ïā中h機能ÖÇ
ÝàÅh量産時ä品質Ĉ安定ËÑā最適à設計ĈÏāÉÞ
Ý¸āg

図

成形品開発の連携

樹脂流動解析å構想段階Ý成形品ä充填}Îû¼Üĉ~
j
金型技術

外観不良ú反Āø予測ÝÃāgÍÕÂÙÜh金型設計Ĉ行

（a）型構造
ゲート位置
ガスベントなど
（b）型材料・表面処理
（c）加工方法・精度

¼上Ýø有効à手段Þàāg
本稿Ýåh受配電j制御機器îä樹脂流動解析ä適用事
例áÚºÜ紹介Ïāg

金型技術
（金型設計部門）

成形部品の開発プロセス
通常ä開発ŀŖĤĢå{商品企画 / 構想設計 / 機能試
作j評価 / 量産試作j評価 / 量産|Ý¸āg開発期間Ĉ

開発品の
事前検討
（開発部門）

短縮ÏāÕ÷h下流ä段階Ý発生Ïā課題ĈºÁá上流ä
商品企画h構想設計ÞºÙÕ段階Ý抽出ÝÃāÁÂ重要Ý

成形技術
（製造技術部門）

材料・評価技術
（試験・評価部門）

¸āg
成形部品ä場合h製品á使¼材料ú金型h成形機h成形
条件àßä多Åä要素Â構成要件ÞàĀh設計上ä機能Ö
ÇÝå製品Â成Ā立ÕàºÞÉăá難ÍËÂ¸ÙÕg
樹脂流動解析åh成形時ä充填性åøÞþĀh成形収縮
áþā変形ú繊維配向hďĐŔĲ}樹脂流動時ä会合部~
áþā強度低下箇所ä推定ÂÝÃāgËÿáhÉĂĈ基á
ÍÕ応力解析Ĉ実施ÏāÉÞÝh製品ä要求強度Ĉ満足Ï
āÉÞĈ確認ÝÃāg
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成形技術
（a）成形方法
インサート成形
射出圧縮成形
（b）成形条件
射出速度
樹脂・金型温度など
（c）射出成形機

材料・評価技術
（a）材料技術
①材料物性
粘性
ＰＶＴ特性など
②規格認証
（b）評価技術
①形状測定
②材料分析
③特性・寿命評価
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機種別適用例
機種名

低圧受配電機器

開閉制御機器

製

図

電磁開閉器

制御機器

マニュアルモータ
スタータ

監視計測機器

角型表示灯

計測表示付き
オートブレーカ

電力監視ユニット

品

解析目的別比率

図

スパイラルフローの充填解析

図

実機による解析

精度向上
9％

反り・変形
48％
充填性
43％

図

スパイラルフローによる検証実験

射出速度
（mm/s）

射出圧力（MPa）
50

100

150

20

実成形での樹脂流動工程

120
240

充填率
20%

充填率
30%

充填率
50%

充填率
70%

充填率
90%

流動解析での樹脂流動工程

樹脂流動解析の適用状況
樹脂流動解析ä適用実績}過去 5 年間~Áÿh機種別j

図

解析種類別比率

目的別j解析種類別áôÞ÷Õ表ÞęŒľĈ次á示Ïg
表

成形条件
11％

á示Ïþ¼á各機種別á幅広Å適用ÍÜºāg解析

目的別ä比率å 図

á示Ïþ¼áh樹脂ä充填性Þ変形

}反Ā~á二分ËĂh全体ä一割程度åh流動解析自体ä
精度向上äÕ÷áh予備的à解析Ĉ実施ÍÜºāg

樹脂材料
16％

ゲート位置の変更
44％

例¾æhĢĺčŒŔ状ä容易á完全充填Íàºñß長º
流動長Ĉ持Ú試験金型Ĉ用ºÜh速度j圧力Ĉ変¾Ü射出

部品形状
29％

成形ÍÜ充填ÍÕ長ËĈ計測Íh流動性Ĉ評価ÏāĢĺč
ŒŔľŖsä検証実験Ĉ行ÙÜºā}図
成形結果Þh図

~
gÉä実際ä

á示Ï充填解析Ýä樹脂ä流Ăā長ËĈ

一致ËÑāÕ÷áh射出成形機ä速度ä立上Ā損失ú実際

Ïþ¼á実成形品ä流動途中ä各段階Ýä結果Ĉ実機Þ流

áÁÁā内部ä圧力Ĉ係数化ÍÜºāgËÿáh図

動解析Ý比較j検証ÍÜ解析精度ä向上Ĉ図ÙÜºāg

á示
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図

解析用樹脂データ〜 PVT グラフ

トップカバーの充填解析結果
（s）
1.597

特 集

0.95

1.452

比容積（cm3/g）

0.90

1.307
1.161

0.85

1.016
0.870

圧力別グラフ
0.80

0.725
0.579
0.434

0.75

0.288

0.70
20

0.143

70

120

170

220

270

320

温度（℃）
（a）結晶性樹脂の PVT
0.95

図

電力監視ユニット「F-MPC」

比容積（cm3/g）

0.90
圧力別グラフ
0.85

カバー

0.80
パネル面
0.75

0.70
20

70

120

170

220

270

320

温度（℃）
（b）非結晶性樹脂の PVT

ケース

図

側面スリット

å目的Ĉ達成ÏāÕ÷ßäþ¼à内容Ĉ解析ÍÕÁ

Ĉ解析種別比較ÞÍÜôÞ÷ÕøäÝ¸āgěsı位置ä
変更ú部品形状解析ä割合Â高Åh成形条件ä解析å充填
性ú変形改善îä効果Â低ºÕ÷á割合ÞÍÜå低ºg樹

形~
h形状変更àßĈ検討ÍÕg

脂材料ä解析åh電気的j機械的特性ä課題Ĉ解決ËÑā
Õ÷á候補材料ä特性比較Ĉ行ÙÜºāgôÕh図

Ëÿáh製造技術部門Þå金型構造上ä課題h材料技術

ä樹

部門Þå耐熱性ú遮断試験時ä耐強度性}ĕŒĢ繊維ä含

脂ä PVT }圧力j比容積j温度ä関係~ęŒľþĀh結

有量àß~
hUL 規格ä難燃性Ĉ確保Ïā樹脂ä選定ú製

晶性樹脂Áÿh溶融Áÿ固化時á比容積差ä小ËÅh急激

品設計者áþā応力解析ø含÷Üh製品形状ú製造手法ä

à変化Âàº非結晶性樹脂á代替Ĉ提案Íh樹脂変更Ĉ実

最適化Ĉ行ÙÕg

⑵

施ÍÕ事例àßø¸āg

Éäþ¼à取組õä結果h樹脂á要求ËĂā特性Ĉ満足
ÍÕ作ĀúÏÅ高品質à構成部品Ĉ実現ÍÕgôÕ量産性
Ĉ考慮ÍÜ金型ä改造Ĉ抑制ÍÕÉÞÝh開発期間短縮ä

樹脂流動解析の適用事例

効果ø生õh早期á市場îä展開ÂÝÃÕg
.

低圧遮断器での適用事例

低圧遮断器ä主要à樹脂部品åh機能Â複合化Íh形状

.

Â小型化j複雑化ÍÜºāÕ÷h構想設計ä段階Áÿä事

はめ合い性の検討

ŋİŔĪĐŜġáþĀ新形状á変更ÏāÉÞÝh成形品

前検討ÂþĀ重要Ý¸āg過去ä同様à機種áÀºÜh金

Ý¸āĔĹsÞĚsĢä変形áþÙÜå÷合ºÂ問題áà

型改造ä繰返ÍÂ多º部品á着目ÍÜh未充填ú変形h強

āÉÞÂ多ºg樹脂流動解析ä反Ā変形ä解析Ĉ用ºÜh

度不足ä問題Ĉ抱¾ā部品ä情報収集Þ整理Ĉ行ºhňĲ

事前áå÷合ºä検討Ĉ行¼ÉÞÂÝÃāg

ŔĔĹsúıĬŀĔĹshıœĬŀĘŖĢĹsàßä重要
部品ä樹脂流動解析Ĉ優先ÍÜ実施ÍÜÃÕg
図

電力監視ŏĴĬıF-MPCÝåhĔĹsÞĚsĢä
流動解析ä結果þĀh推奨ěsıÝä充填性ú変形差h変

áıĬŀĔĹsä充填解析ä事例Ĉ示Ïg

形方向Ĉ比較検証ÍÜ両部品äå÷合º性ä評価ĈÍÕg
⑶

ôÕh現行品Þ対比ÍàÂÿh最適àěsı位置}充填
圧力hďĐŔĲhĕŒĢ繊維配向~ú樹脂}成形性h変
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図

á電力監視ŏĴĬıäĔĹshĚsĢĈ示Ïg 図 0

á反Ā解析ä結果Ĉ示Ïg

富士時報

図

Vol.82 No.3 2009

カバーとケースの反り解析結果

受配電・制御機器への樹脂流動解析による品質の向上

図

対策前の巻線部品の未充填品

（mm）
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特 集
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電源側
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ゲート
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0.234

負荷側
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コイル端子
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0.094

金型

未充填部

0.047
0.000

（a）カバーの反り解析

（mm）
0.597
0.538

図

樹脂流動中の金型の倒れ（断面模式図）

0.478
0.418

樹脂の流れ

0.358
0.299

金型

0.239

金型の倒れ発生

0.179
0.119

未充填部

0.060
0.000

（b）ケースの反り解析

図

対策前後の金型の変形パターンと変形量

流動解析ä結果h両部品Þø充填Â可能à圧力Ý¸ÙÕg

0.4

ôÕhďĐŔĲÂ発生ÍÕÕ÷hĔĹså外観á出Üºà

0.3

º部位hĚsĢå強度不足áàÿàºþ¼áh側面ĢœĬ
変形量（mm）

ĔĹsÞĚsĢä合ąÑ面ä変形方向å逆向ÃáàāÂh
外観j目視上h品質面Ý問題áàāŕłŔÝåàÅhå÷
合ºä問題øàºÞ推察ÝÃāgàÀh実際ä製品ø解析
ßÀĀ問題àÅh早期á量産î移行ÏāÉÞÂÝÃÕg

0.1
0
−0.1
−0.2

樹脂流動解析の応用事例
.

対策後の金型の変形

0.2

ıäđĬġ以外ä部位áàāþ¼áěsı位置Ĉ変更ÍÕg

対策前の金型の変形

−0.3

巻線部品におけるインサート解析の応用

−0.4

電磁開閉器ä巻線部品}ĢŀsŔ~Ýåh線ä這}å~

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

射出時間（s）

º回Í用á溝Â形成ËĂÜÀĀh
Óä下ä薄肉部}0.6 mm~
Â未充填ÞàÙÕg 図 1 á巻線部品ä未充填部位Ĉ示Ïg
Éä現象åh 図

ä断面模式図á示Ïþ¼áhěsıá

近º製品部ä上側Áÿ樹脂Â充填ËĂh半硬化ÍàÂÿ圧

áÏāøäÝ¸āgčŜĞsı部品ä代ąĀá薄肉金型部
ĈčŜĞsı物Þ見立ÜÜ応力解析Þä連成解析Ĉ行ÙÕg

力Â上昇Íh溝部ä隙間}ÏÃô~Ĉ形成Ïā金型Ĉ変形

Éä解析Ĉ用ºāÉÞÝh金型Ĉ変形ËÑÐá充填Â可能

ËÑÜ流動ĢŃsĢÂàÅàāÉÞÝ未充填ÞàÙÕøä

à部品形状Ĉ提案ÏāÉÞÂÝÃÕg 図

Ý¸āg

金型ä変形ĺĨsŜÞ変形量Ĉ示Ïg

á対策前後ä

通常ä樹脂流動解析Ýåh金型ä変形å考慮ÝÃàºÕ
÷hœsĲľŕsŉàßĈ封止成形Ïā際á使用ËĂāč

.

解析モデル化手法の確立

ŜĞsı解析ŋsĲĈ応用ÍÜh薄肉金型部ä解析Ĉ試õ

従来h樹脂流動解析ä充填結果å厚肉ú薄肉Â混在ÍÕ

ÕgčŜĞsı解析åhčŜĞsı部品ä射出工程時ä成

部品Ýåh金型内ä酸素ú樹脂Áÿ発生ÏāĕĢä巻Ã込

形圧力ú射出工程後ä樹脂ä収縮èÐõáþā変形Ĉ明確

õø¸Āh薄肉部ä充填Â遅ĂÜh実際ä現象Þ一致ÑÐ
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流動遅ĂĈ再現ÍÕg

ミドルカバーの成形途中サンプル

特 集

あとがき

ゲート位置
表面悪化箇所

受配電機器àßá使ąĂāäŀŒĢĪĬĘ部品åh今後
中国Ýä成形Þ供給áþāęŖsĹŔ生産Â加速ÏāÞ予
想ËĂāgÉäþ¼à状況下áÀºÜøh解析技術äËÿ
àā精度向上á努÷h樹脂流動解析Ĉ効果的á活用ÏāÉ
ÞÝh高品質à製品Ĉ供給ÍÜºÅ所存Ý¸āg
参考文献
図

⑴

モデルの最適化前後の流動分布

坂田昌良ñÁ. 製造ŀŖĤĢáÀÇāĠňŎŕsĠŐŜ技
術. 富士時報. 2000, vol.73, no.9, p.513-516.

⑵

日本塑性学会編. ŀŒĢĪĬĘ成形加工İsĨĿĬĘ. 日刊

工業新聞社. 1988, 355p.
⑶
薄肉部の流動遅れ

（a）モデルの最適化前

小太刀功成. ŀŒĢĪĬĘ成形品ä事故事例ÞÓä対策. 総

合技術ĤŜĨs社. 1991.

（b）モデルの最適化後

石川

和幸

開発部品h金型ä設計h射出成形機ä活用ú成形

áh実成形Ýå未充填úĔĢŕ不良Â発生ÍÜºÕg
成形部品áå低圧遮断器äňĲŔĔĹsäþ¼á局部的

ĠĢįŉä構築業務h各種ĠňŎŕsĠŐŜ業務
á従事g現在h富士電機機器制御株式会社技術j
開発本部技術部g

á薄肉áàā部品ø存在ÏāÉÞÁÿhÉäþ¼à部品Ý
ø樹脂ä流動抵抗Ĉ精度þÅ解析ÝÃā方法Â望ôĂÕg
図

áňĲŔĔĹsä成形途中äĞŜŀŔĈ示Ïg
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樹脂ä流動抵抗Ĉ精度þÅ解析ÏāÕ÷h解析Ħľı

機械系ĠňŎŕsĠŐŜ技術ä開発h製品適用á

ŊsĔsÞ共同ÍÜ解析ĺŒŊsĨÞ要素分割ä最適化á

従事g現在h富士電機機器制御株式会社技術j開

þĀh実際ä流動ĺĨsŜá一致Ïāþ¼à厚肉h薄肉混
在部品äŋİŔ化手法Ĉ確立ÍÕg 図

áŋİŔä最適

化前後ä充填ĺĨsŜĈ示Ïg最適化後h実成形Þ同等ä
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近年ä小型化ú高密度化á伴ºh電子機器äåĉÖ接合部áåÉĂôÝ以上ä過酷à環境Ýä長期信頼性Â要求ËĂ
āg一方h環境対応á伴ºh鉛ľœsåĉÖ材料ä適用Â進÷ÿĂÜºāÂhÓä変形機構Â従来ä鉛åĉÖÞ異àāÕ÷h
新Õà寿命予測手法Â必要Ý¸ÙÕg富士電機ÝåhÉĂÿä電子機器ä鉛ľœsåĉÖ接合部ä信頼性Ĉ向上ÏāÕ÷áh
鉛ľœsåĉÖ特有ä塑性変形機構Ĉ再現Ïā近似式Ĉ導出ÏāÞÞøáhåĉÖ接合部ä凝固組織ŕłŔÝä疲労特性
Ĉ取得Ïā評価技術Ĉ構築Íh高精度à鉛ľœsåĉÖ接合部ä寿命予測技術Ĉ確立ÍÕg
With the recent trends towards miniaturization and higher density, the soldered connections in electronic devices are required to provide
longer-term reliability under severe environmental conditions. Meanwhile, with the trend toward eco-friendliness, the use of lead-free solder
material is being advanced, but because that lead-free material has a diﬀerent deformation mechanism than conventional lead solder, a new
lifetime prediction technique was needed. To improve the reliability of lead-free solder connections in these electronic devices, Fuji Electric
has derived an approximation equation for reproducing the distinctive plastic deformation mechanism of lead-free solder and has created
evaluation technology for acquiring fatigue characteristics at the solidification structure level of soldered connections to establish highly
accurate lifetime prediction technology for lead-free solder connections.

まえがき

÷ÿĂÜÀĀh富士電機ÝåhSn-Ag-Cu 系鉛ľœså
ĉÖá微量元素}Nih
Ge~Ĉ添加ÍÕåĉÖ材料}SACNG
⑴h⑵

近年h電子機器製品ä小型化ú高密度化á伴ºh大容量

åĉÖ~Ĉ開発ÍhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ}ĺŘđŕ~

Áÿ小容量ôÝäËôÌôà熱容量ä電子部品úłċĪĬ

ú産業分野ä製品á適用j展開ÍÜºāgÉä鉛ľœså

ŀä半導体İĹčĢĈ同一ä基板á実装ÍÜºāg

ĉÖåh従来ä鉛入ĀåĉÖ}Sn-Pb 共晶åĉÖ~á比

中 Ý øhBGA}Ball Grid Array~ ú CSP}Chip Size
Package~àßäłċĪĬŀäĺĬĚsġåhQFP}Quad

ïāÞ塑性変形Â主Ý¸āÕ÷h塑性変形機構Ĉ再現Ïā
近似式}塑性構成則~Ĉ導出Ïā必要Â¸ÙÕg
⑶

Flat Package~àßä一般的àĺĬĚsġá比ïāÞh

ôÕhφ10 mm ä標準試験片Ĉ用ºÕÉĂôÝäåĉ

ĪĬŀ本体Þ実装ÏāŀœŜı基板Þä熱膨張差Â大ÃÅ

Ö材料ä疲労特性Ĉ取得Ïā低ĞčĘŔ疲労試験Ýåh実

àĀhÁÚœsĲ電極áþā応力緩和Â期待ÝÃàºgÓ

際Þ異àā凝固組織ä材料特性Ĉ使用ÍÜºÕÉÞÂh

äÕ÷h製品動作時ä発熱ú周囲温度変化á対Ïā信頼性

CAE Ĉ用ºÕåĉÖ寿命推定ä乖離}ÁºĀ~要因ä一

Ĉ確保ÏāÉÞÂ課題Ý¸āgôÕh車両用電子機器ú産

ÚÞÍÜ考¾ÿĂāg

業用電子機器Ýåh屋外¸āºå振動àß厳Íº環境下Ý

ÉĂÿäÉÞþĀh鉛ľœsåĉÖ接合部ä寿命予測技

使用ÏāÉÞÂ多ÅhÁÚ大電流Ĉ制御ÏāgåĉÖ接合

術ä構築á当ÕĀh塑性構成則Þ寿命予測精度ä関係Àþ

部å絶¾Ð過酷à状況á置ÁĂh長期的à信頼性Ĉ確保Ï

éh疲労試験片ĞčģÞ疲労寿命ä関係áÚºÜ検討ÍÕg

ā必要Â¸āg
富士電機ÝåhÉĂÿä電子機器ä信頼性Ĉ向上ÏāÕ

鉛フリーはんだ構成則の導出

÷áh鉛ľœsåĉÖ接合部ä高精度寿命予測技術}熱応
力解析技術h評価解析技術~Ĉ構築ÍÕg

.

鉛フリーはんだの材料特性
図

鉛フリーはんだ接合部の寿命予測手法の課題

á示Ïþ¼áh一般的à Sn-Ag-Cu 系鉛ľœså

ĉÖåh従来ä Sn-Pb 共晶åĉÖá比ïāÞ引張強度Â
高Åh耐Ęœsŀ性á優ĂÜºāÕ÷h応力緩和ÍáÅº

ÉĂôÝ実機ä加速寿命試験áþĀ電子機器製品ä信頼

材料Ý¸Ā塑性変形Â支配的Ý¸āgĘœsŀ変形ÍúÏ

性評価Ĉ行ÙÜÃÕg加¾Ü近年ÝåhCAE}Computer

º Sn-Pb 共晶åĉÖÝåh塑性変形ÞĘœsŀ特性Ĉ個

Aided Engineering~Ĉ用ºÕåĉÖ接合部ä寿命予測手

別á定義}弾塑性Ęœsŀ分離型~Íh非弾性èÐõĈ算

法ú信頼性設計技術Â確立ËĂÚÚ¸āgCAE Ĉ用ºÕ

出ÍÜºÕg一方hSn-Ag-Cu 系鉛ľœsåĉÖåh塑

寿命予測手法Ýåh製品動作時ä電子部品ÞŀœŜı基板

性変形Â支配的áàāg実際áåh塑性変形Þ応力緩和Ĉ

ä熱膨張差áþĀ生Îā熱ĢıŕĢ}非弾性èÐõ~Ĉ

組õ合ąÑÕ塑性変形機構}粘塑性~Â生ÎāÕ÷h両者

CAE Ý求÷håĉÖ材料ä低ĞčĘŔ疲労特性Áÿ寿命
Ĉ推定ÍÜºāg

注 1RoHSk電気電子機器á含ôĂā特定有害物質ä使用制限á

注 1

一方hRoHS 指令á従ÙÜh鉛ľœsåĉÖä適用Â進

ÚºÜä EU}欧州連合~ä指令
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鉛入りはんだと鉛フリーはんだの材料特性比較

図

粘塑性構成則（Anand モデル）と弾塑性構成則（従来モ
デル）
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Ĉ考慮ÍÕ統一型ä塑性構成則Ĉ導出Ïā必要Â¸āg
.

（b) 弾塑性構成則（従来モデル）

粘塑性構成則（Anand モデル）の課題

市販ä有限要素法}FEMkFinite Element Method~Ĉ

図

ひずみ−応力曲線の再現精度（Anand モデル）

用ºÕ汎用ä構造解析ĦľıáåhAnand ÿÂ提唱ÍÜ
応力
（MPa）

ºā粘塑性則}Anand ŋİŔ~Â構成則ÞÍÜ組õ込ô

40

ĂÜºāøäÂ¸āgAnand ŋİŔå式⑴v⑶á示Ïþ
・vph応力Ĉ σ h気体定数Ĉ R ÞÍh
¼áh粘塑性èÐõĈ ε

実測値
30

九 Ú ä 材 料 定 数}A1hQhmhnhξhh0hahŝhs0~ Á ÿ

σyt

àā構成則Ý¸āg

20

Q
・vp A exp
ε
−
＝ 1・
RT
A2

・
s ＝ h0

s
1− s *

s *＝ sØ

・vp
Q
ε
exp
A10
RT

σ
sinh ξ・ s

s
sign 1 − s *

Éä Anand ŋİŔåh 図

1
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xxxxxxx⑴
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・vp xxxxxxxx⑵
ε
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0
0
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ひずみ
−10

σyc
−20

xxxxxxxxxxxx⑶
á示Ïþ¼áh温度úèÐ

−30

õ速度依存性Â高ºåĉÖä非線形性}引張特性~Ĉ従来

解析値
（Anand）

ä弾塑性構成則}直線近似法~Ý表現ÏāþĀø降伏応力

−40
バウシンガー効果：
圧縮降伏応力σyc ＜引張降伏応力σyt

近傍ä材料特性Â高精度Ý再現ÝÃā構成則Ý¸āg
ÞÉăÂh図

0.005

á示Ïþ¼áh引張−圧縮ä繰返Í応力

Ĉ伴¼疲労ÝåhèÐõ−応力曲線ä再現精度á誤差Â生
Îāg一般的áhåĉÖä疲労Ýåh引張時ä降伏応力á

ďĠŜĕs効果Ĉ考慮ÍÕ新Õà粘塑性則ä導出Â課題Ý

比ïāÞ圧縮時ä再降伏応力å低ÅàāĹďĠŜĕs効果

¸āg

Þ呼æĂā現象Â生Îāg従来ä弾塑性Ęœsŀ解析Ýåh
ÉäĹďĠŜĕs効果Ĉ考慮ÏāÕ÷áh移動硬化則Ĉ用
ºÜÃÕgAnand ŋİŔå引張特性Ĉ再現ÏāÕ÷ä構

.

鉛フリーはんだ塑性構成則の検討

粘塑性変形下ÝåĘœsŀ速度å現在ä応力値äõàÿ

成則Ý¸ĀhĹďĠŜĕs効果Ĉ考慮ÝÃàºgÉäÕ÷h

Ð非弾性èÐõ履歴á依存ÏāàßhĘœsŀÞ塑性変形

先述ÍÕèÐõ−応力曲線ä再現á誤差Â生ÎāäÝhĹ

áå相互関係Â¸āg

⑷
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ÓÉÝh統一型粘塑性構成則Ĉ用ºhĹďĠŜĕs効果

àÅ塑性èÐõø想定ÏāÕ÷h⑺式ä温度依存項Ĉ次式
äþ¼á修正ÍÕg

Ĉ考慮ÝÃā新Õà構成ŋİŔĈ検討ÍÕg
įŜĦŔå次式⑷äþ¼á表ËĂāg

Q

（
＝ exp −
I T）

xxxxxx⑻

R （ T −T a ）
κ＋ T a
Q

n
・in ＝ p（ε
・）A〈Ǽσ 〉
ε
exp −
ij

n ij

本ŋİŔÝå材料定数決定ä際á基準ä試験結果Ĉ選択

R （ T −T a ）
κ＋ T a

xx⑷
・~åèÐõ速度á依存Ïā項hǼσ å内部
ÉÉÝhp}ε

ÏāÕ÷hTa åÓä試験条件ä温度Ý¸āg
SACNG åĉÖä引張特性Áÿ得ÿĂÕ材料定数Ĉ基á
繰返Í疲労時äèÐõ−応力曲線Ĉ算出ÍÕ結果Ĉ図

á

応力変数hQ å活性化đĶŔėshR å気体定数hT å絶

示ÏgAnand ŋİŔá比ïāÞh圧縮降伏応力近傍Àþ

対温度hn å応力指数hnij å流ĂįŜĦŔhAhκå材料

é再引張降伏応力近傍ä再現精度Â実験値ÞþÅ一致ÍÜ
ÀĀh温度Ĉ室温Áÿ 125 ℃á変化ÍÕ場合Ýø高精度Ý

定数Ý¸āg
 å Macauley äĔĬĜÝ¸Āhx Â 0 以下àÿx
＝0hx Â 0 以上àÿx
＝x Ý¸āgôÕh内部変数áå

再現ÝÃāÉÞĈ確認Íh導出ÍÕ構成則Â適用ÝÃāÞ
判断ÍÕg

等方硬化則á関連ÍÕ応力空間áÀÇā降伏曲面ä半径Ĉ
支配Ïā抗応力Àþé移動硬化則á関連ÍÕ応力空間áÀ

はんだマイクロ組織レベルでの材料特性の取得

Çā降伏曲面ä中心Ĉ支配Ïā背応力Â¸āÕ÷h背応力
⑸

ä移行式á Armstrong-Frederick 則Ĉ用ºÕg

ÉĂôÝhCAE Ĉ用ºÜåĉÖ接合部ä寿命推定Ĉ行

・ ＝ 2 Cε
・in −βα ・
α
ij
ij p xxxxxxxxxxxxx⑸
ij
3
・ij å背応力速度įŜĦŔhαij å背応力įŜĦ
ÉÉÝhα
・inij å非弾性èÐõ増分įŜĦŔh
ŔhChβ å材料定数hε
j
p å相当非弾性èÐõ増分Ý式⑹Ý表ËĂāg
・
p＝

2ε
・in ：ε
・in
ij
ij
3

xxxxxxxxxxxxxx⑹

一方h定常Ęœsŀ変形äõ生Îā場合h非弾性èÐõ

¼場合ä乖離}ÁºĀ~要因ä一ÚÞÍÜh試験片Ğčģ
Â凝固組織á影響Ĉ及òÍh疲労特性á影響ÍÜºāÞ考
¾ÕgCAE Ýä寿命予測手法ĈþĀ高精度化ÏāÕ÷á
åhåĉÖ接合部ä凝固組織Ĉ想定ÍÕ結晶ŕłŔ}ŇĘ
Ŗ組織ŕłŔ~Ýä疲労特性取得Â重要Ý¸āg
ÍÁÍàÂÿh実接合部ĞčģŕłŔä試験片Ĉ用ºÕ
疲労試験Ĉ行¼áåh試験技術的á困難àÕ÷h実接合部
þĀåāÁá大Ãº試験片Ĉ用ºÜ疲労寿命Ĉ取得ÍÜ

⑹

速度å拡散係数á比例ÏāÉÞÁÿh温度依存項å次式Ý
表Ñāg

（
＝ exp −
I T）

Q
RT

xxxxxxxxxxxxxx⑺

図

大型試験片組織と微小試験片組織および実接合部との組織
比較

本構成則Ýåh非弾性èÐõåĘœsŀèÐõÖÇÝå
φ10 mm

図

ひずみ−応力曲線の再現精度

φ20 mm

応力
（MPa）

40

30

φ1.0 mm

20
実測値
（125 ℃）

等軸疲労試験片組織

実接合部組織
1.0 mm

10

−0.015

−0.01 −0.005

0.4 mm

0
0

0.005

0.015

ひずみ

−10
粘塑性解析
（125 ℃） −20

0.01

実験値
（室温）

1.0 mm

1.6 mm

（a）大型試験片

粘塑性解析
（室温）
−30
1.0 mm

−40

（b）微小試験片
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試験片サイズの違いによる SACNG はんだの室温疲労特性

図

実機熱疲労試験でのクラック進展状況と非弾性ひずみ分布

50

m

大型試験片
全ひずみ範囲 εt（％）

特 集

10

1

はんだ

微小試験片

チップ部品

0.1

0.01
10

102

103

104

クラック発生位置に
ひずみ集中

105

繰返し数 Nf1（cycles）

⑺

ÃÕgÉä大型試験片Þ実接合部ä組織比較Ĉ図

á示Ïg

実接合部á比ïāÞh大型試験片å結晶粒径Â大Ãº組織

はんだ

Ý¸Ā実接合部Þä凝固組織å大ÃÅ異àāgôÕh亀裂
進展則ú損傷機構á対Ïā試験片Ğčģä因子ø示唆ËĂ
āÕ÷h実接合部ä疲労特性Ĉ持ÙÜºāÞåºº難ºg
ÉäÕ÷hđŕĘıŖĴĘĢ実装学会Ýå実接合部äŇĘ
Ŗ組織ŕłŔÝä疲労特性Ĉ明ÿÁáÏāÕ÷h微小試験
⑻

片Ýä疲労試験方法Ĉ提唱ÍÜºāg
試験片Ğčģä違ºáþā SACNG åĉÖä凝固組織ä
比較Ĉ 図

á示Ïg微小試験片}φ1.0~ä凝固後ä組織

表

寿命予測精度検証結果

å大型試験片Þå大ÃÅ異àĀh明ÿÁá結晶数ø少àÅ

非弾性ひずみ
範囲 εin（%）

予測寿命
（cycle）

実測との寿命
誤差（%）

（a）弾塑性クリープ
2 直線近似法

15.6

283

− 23

（b）弾塑性クリープ
多直線近似法

22.3

198

− 46

（c）粘塑性解析

11.8

373

2.0

実接合部ä凝固組織á近º形態Ĉ示ÍÜºāg試験片Ğč
ģä違ºáþā SACNG åĉÖä室温疲労特性Ĉ図

á示

Ïg
微小試験片}φ1.0~ä室温疲労寿命å大型試験片寿命
á比ïāÞh1/5 v 1/10 ñß短寿命Ý¸āg微小疲労試
験片ä凝固組織å実接合部ä組織形態á近ºÕ÷h大型試

実試験での熱疲労寿命（cycle）

366

験片á比ïāÞ実機寿命á近º特性Ĉ持ÙÜºāÞ考¾āg

熱疲労寿命予測精度の検証

あとがき

一般的àĪĬŀ部品Ĉ対象áh熱疲労試験Ĉ想定ÍÕ熱

電子機器ä信頼性向上Ĉ図āÕ÷håĉÖ構成則ä導出

応力解析Ĉ行º寿命予測精度ä検証Ĉ行ÙÕg実機熱疲労

ÞŇčĘŖ組織ŕłŔÝä材料特性ä評価ä必要性Ĉ紹介

試験ÝäĘŒĬĘ進展状況Þ非弾性èÐõ分布Ĉ図

ÍÕg

á示

ÏgĘŒĬĘ発生位置åĪĬŀ下åĉÖ接合部Ý¸Āh同

今後åh安定ÍÕ信頼性}品質~製品ÞåĉÖ接合部ä

位置Ý非弾性èÐõÂ最ø高ÅàāÉÞÂ確認ËĂÕgÉ

限界構造設計Ĉ両立ËÑÕ製品開発á向ÇÜhCAE 技術

ä最大èÐõ発生部á生Îā非弾性èÐõ振幅Ĉ基á寿

ä有効活用á取Ā組ĉÝºÅ所存Ý¸āg

命推定ÍÕ結果Ĉ表

á示Ïg比較ÞÍÜh弾塑性Ęœs

ŀ解析結果ø併ÑÜ記載Ïāg実試験Ýä熱疲労寿命å
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蒸気タービンの設計・加工・組立シミュレーション技術
による品質の維持・向上
:PT\SH[PVUVM:[LHT;\YIPUL+LZPNU4HU\MHJ[\YLHUK(ZZLTIS`7YVJLZZLZ[V4HPU[HPUHUK
0TWYV]L8\HSP[`
森田

耕平2VOLP4VYP[H

小園

実4PUVY\2VaVUV

火力蒸気ĨsļŜä複雑à三次元曲面ÁÿàāĨsļŜ翼ÞĚsĠŜęä設計j加工j組立áh製品開発支援ĠĢįŉ
}CAE/CAD/CAM/CAT~Ĉ新Õá開発Í適用ÏāÉÞÝh設計j製造ôÝ含÷Õ製品品質ä維持j向上á貢献ÍÜºāg
ĿŕsĲ製造部門Ýåh上流ä設計İsĨĈ NC 加工á活用ÏāÞÞøáh従来å経験á頼ÙÜºÕĿŕsĲä寸法測定Ĉh
非接触三次元測定装置Ĉ用ºāÉÞÝ経験Ĉ不要áÍh測定精度ø向上ËÑÜºāgËÿáhĚsĠŜęÝå設計ä最適
化Þh三次元ļŎsŘáþā加工j組立性ä向上á役立ÜÜºāg
CAE/CAD/CAM/CAT system has been newly developed and used in the design, manufacture and assembly of the turbine blades and
casing, formed from complex three-dimensional curved surfaces, in a thermal power steam turbine to maintain and improve product quality,
which includes the quality of the design and manufacturing processes. In the blade manufacturing department, upstream design data is used
in the NC processing, and the accuracy of blade measurements, which previously depended upon the experience of the operator, is improved
by using a non-contact three-dimensional measurement apparatus which the operator experience is not required. Also, the optimization of the
design and use of a 3D viewer help to improve the manufacturing and ease the assembly of the casing.

まえがき

タービン翼の設計・加工・組立シミュレーショ
ン技術

自動車ú家電業界ä設計ä三次元化å広Å普及Â進ĉÝ
ºāg国内ä重電各社ÝåhŀŒŜı全体ä建屋ú配管設

ĨsļŜ翼åh静止体Ý¸āĚsĠŜę側á固定ËĂÕ

計ä三次元化å進ĉÖøääh発電ŀŒŜıĈ構成Ïā機

静翼ÞhŖsĨÞÞøá回転Ïā動翼Áÿàāg各部ä寸

器h特á蒸気ĨsļŜáÀºÜå FEM}有限要素法~解

法j形状å流力特性h強度Àþé振動特性Ĉ十分考慮ÍÜ

析àßä限定的à活用áÞßôÙÜºāg蒸気ĨsļŜåh

設計ÍÜºāg

複雑à三次元曲面ÁÿàāĨsļŜ翼ú鋳造品ä高中圧
ĚsĠŜęh鋼板溶接品ä低圧ĚsĠŜęÀþé鍛鋼品ä

図

áh現在取Ā組ĉÝºāĨsļŜ翼áÀÇā設計Á

ÿ加工j品質検査ôÝä全体概要Ĉ示Ïg

ŖsĨàßh多数ä構成部品Áÿàā大型ċĤŜĿœ製品

上流ä設計ŀŖęŒŉáÜ自動作成ÍÕhĺŒŊıœĬ

Ý¸āg三次元 CAD}Computer Aided Design~áþā

ĘİsĨ Áÿh①設計三次元ŋİŔh②下流側ä NC 加

ŋİœŜęáå特殊à手法Ĉ構築Ïā必要Â¸āgËÿáh

工 用 č Ŝ ŀ Ĭ ı İ s Ĩ}CAMkComputer Aided Man-

À客Ëôä要求á合ąÑÜÓä都度最適設計Ïā必要Â¸

ufacturing~
h ③ 検 査 用 İ s Ĩ}CATkComputer Aided

Āh設計負荷Â増大ÏāÕ÷á設計ä三次元化äõÝå効

Test~Àþé各種帳票類Ĉ自動作成ËÑā製品開発支援

果Â出ÍáÅº製品Ýø¸āgÉäÉÞÂh国内重電各社

Ġ Ģ į ŉ}CAEkComputer Aided Engineering/CAD/

ä設計ä三次元化Â進ĉÝºàº最大ä要因ÞàÙÜºāg

CAM/CAT~Ĉ新Õá開発ÍÕg

〈注 1

富士電機ÝåhÉä課題Ĉ解決Íh
{øäÛÅĀá生Á
Ï|Þº¼視点Ýh①設計情報äİġĨŔ化h②製造j品

.

三次元モデルの自動作成（CAE/CAD）

質保証ôÝ含÷Õ加工j組立ĠňŎŕsĠŐŜáþā信頼

NC ŀŖęŒŉ作成á必要à三次元ŋİŔåh従来å設

性ä向上á取Ā組ĉÝºāgËÿáh実際á活用ÏāÕ÷

計部門Â出図ÍÕ二次元図面Ĉ参照ÍÜh製造部門Â作成

äķďĸďä蓄積Ĉ行¼ÉÞÝh三次元設計Þº¼枠Ĉ超

ÍÜºÕgÍÁÍhĨsļŜ翼å複雑à三次元曲面Áÿà

¾Õ運用Ĉ始÷Üºāg

āÕ÷h製作図ÁÿÓä寸法形状Ĉ正確á読õ取Āŋİœ

本稿Ýåh蒸気ĨsļŜĈ構成Ïā多種多様à機器ä中

ŜęÏāáå多大à労力Ĉ要ÍÜºÕgôÕh二次元図面

Ýh特á三次元化Ý効果ä¸āĨsļŜ翼ÞhĨsļŜ

Ýå表現Â困難à箇所áÚºÜåh製造部門ÝÓä都度確

ĚsĠŜęáÀÇā設計j加工j組立ĠňŎŕsĠŐŜá

認ÍàÂÿ作Ā込ĉÝºÅ必要Â¸ĀhÉäÉÞÂhNC

þā信頼性ä向上技術áÚºÜ述ïāg

ŀŖęŒŉ作成ä自動化ú品質維持ä面Ýä障害ÞàÙÜ
ºÕg

注 1ĺŒŊıœĬĘİsĨkĨsļŜ翼ä寸法形状j公差j材質j
製作個数àßh製品固有äÏïÜä
情報Ĉ網羅ÍÕ CSV 形式İsĨ
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タービン翼の設計・加工・組立シミュレーションの概要

特 集

加工・検査情報

設計情報

設計情報の流れ

形状リバース

CAE 解析

設計プログラム

＜用途＞
荒鍛材の CAM 取込み
調律加工後形状の
固有振動数解析への活用
磨き技術の定量化⇒技術伝承

データ管理
システムによる
一括管理

翼列熱力計算
翼強度計算
翼組立図，翼製作図

検査成績書の
自動作成

設計に反映

パラメトリック
データ

帳票類の
自動作成

振動測定・
調律

磨き

機械加工

自動モデリング
NC データ

非接触式デジタイザ計測
三次元 CAD

図

CAM：加工シミュレーション

三次元モデルの自動作成

図

設計部門
従

？？

経験と技量を要するブレード測定

ノギスやマイクロメータなどによる測定

ブレード部門

来

設計
プログラム

CAT

ゲージ測定

労力大

製作図
翼型図

×

手入力

CAM

プロセス変革後
設計
プログラム

自動モデリング
三次元 CAD

パラメトリック
設計

CAD/CAM

ÉÞàÅh製造部門ä要求Ïā三次元ŋİŔÂ提供ÝÃā
自動作図

þ¼áàĀh従来三次元ŋİŔä作成á要ÍÜºÕ時間ä

データ共有

約 70 % Â削減ÝÃÕg
設計ŀŖĤĢä変革áåh三次元設計å設計者ä業務負
荷増大áÚàÂāÞº¼旧来ä認識Ĉ変¾h設計部門Þ製
Óä解決áåh設計時点Ý製作図ÞÞøáh三次元ŋİ

造部門ä双方Ýh工数削減効果ä実感Ĉ持ÙÜøÿ¼ÉÞ

ŔĈ作成ÏāÉÞÂ考¾ÿĂāÂh同時áøäÛÅĀä要

Â大切Ý¸Āh設計ä初期段階Áÿ三次元ŋİœŜęĈ可

素ø加味ÍÕøäÝàºÞh製造部門ä真ä効率化áåÚ

能ÞÏā|標準化|Þ|自動化|Â鍵Ý¸āg

àÂÿàºÖÇÝàÅh設計者ä負荷Â増大ÍÜÍô¼g
ÓÉÝh設計側ä上流ŀŖęŒŉĈ改良ÍhĺŒŊıœĬ

.

三次元形状測定（CAD/CAT）

Ę設計İsĨĈ作成Ïā機能Ĉ追加ÍÜh三次元 CAD Ġ

ĨsļŜ翼åh各製作工程Ý制作ÍÕ特殊à専用ěsġ

ĢįŉÞ連携ËÑāÉÞÝh三次元ŋİŔÞ製作図}二次

Ĉ用ºÜ測定j検査ÏāÉÞÝ形状品質Ĉ確保ÍÜºāg

元展開図~Ĉ自動作成ÏāĭsŔĈ開発ÍÕ}図

ÍÁÍh測定者ä経験j技量áþÙÜ測定結果áæÿÚÃ

~
g作

成ÍÕ三次元ŋİŔåh設計İsĨ管理ĠĢįŉÝ共通管

Â¸ā上h測定äúĀ直Íú熟練技術者îä確認á多Åä

理j運用ÏāÉÞÝh設計j製造ä双方ÝİsĨä共有化

時間Ĉ費úÍÜºÕ}図

Ĉ図Ăā環境ÞÍÜºāg
ÉäĭsŔáþĀh設計者ä負荷ĈñÞĉß増大ËÑā

~
g

Óä解決äÕ÷áh新Õá非接触式ä三次元測定器Ĉ導
入ÍÕg非接触式三次元測定器åh実物ä三次元ĢĖŌŜ
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İsĨÞ三次元 CAD İsĨÞĈ直接比較ÏāÉÞáþĀh

ĀhŉĩàđċĔĬı時間Â発生ÍÜºÕgÓÉÝh実物

特 集

従来ä方法Ýå計測Â不可能Ý¸ÙÕ曲面äèÐõú断面

ä素材Ĉ三次元測定器ÝĢĖŌĴŜęÍh形状œĹsĢÍ

àßh視覚的j定量的á評価ÝÃāgÉĂáþĀh測定Ĉ

Õ三次元ŋİŔÞh設計三次元ŋİŔÞĈh最適à位置関

個人ä技量á頼āÉÞÂàÅàĀhÁÚ測定時間ä短縮Þ

係Þàāþ¼画面上ÝłĢıľČĬıËÑÕ上ÝhCAM

測定精度Â向上ÍÕ}図

á取込õh加工ĺĢĈ作成Ïā手法Ĉ構築ÍÕ} 図

~
g

~
g

ÉĂáþĀh製造現場Ýä繰返Í測定作業Ĉ不要ÞËÑā
.

加工パスの最適化（CAD/CAT/CAM）

ÞÞøáhŉĩàđċĔĬı時間Ĉ低減ÍÕ最適à加工ĺ

ĨsļŜ翼åh荒鍛造材ôÕå荒加工済õä素材Áÿ削

ĢĈ割Ā出ÏÉÞĈ可能ÞÍÕg

Ā出ÍÜ製作ÏāgÓä加工用ä NC ŀŖęŒňŜęÏā
.

áåh素材形状Þ加工機îĤĬıÏā際ä軸位置関係ä定

タービン翼加工の今後の展望と課題

義Â必要Þàāg従来åh二次元式ä{簡易測定器|Ĉ使

ĨsļŜ翼ä最終形状îä微調整åh最後å人ä手áþ

用ÍÜ素材形状Þ加工後形状Þä位置関係Ĉ割Ā出ÍÜº

ā磨Ã作業á頼ā部分Â大Ãºg中Ýøh固有振動数Â低

ÕÂh簡易測定器å測定精度Â低º上áh軸位置Â翼重心

º長大翼ä場合åh磨Ã作業Þ同時á固有振動数ä調律Ĉ

位置Þ同ÎáàāôÝh測定Ĉ繰Ā返Ï必要Â¸āÕ÷多

行¼gÉä調律作業áåh多大à労力ÖÇÝàÅh高度à

Åä労力Þ時間Ĉ費úÍÜºÕ}図

熟練Â必要Ý¸āg熟練技能者ä高齢化Â進ö昨今Ýåh

~
g

ôÕhNC ŀŖęŒňŜęÝåh専用ä CAM ĠĢįŉ

製品品質ä維持á向ÇÕ対応Â急務ÞàÙÜºāg技能ä

Ĉ用ºÜh機械情報h工具情報Àþé素材形状Ĉ定義ÍÜ

確実à伝承äÕ÷áå技能jķďĸďä数値化j定量化Â

加工ĺĢĈ設定Ïāg従来ä簡易測定器Ý割Ā出ÍÕ素材

大切Ý¸āg

寸法Ýåh工具Þ素材Þä接触Ĉ避ÇāÕ÷áh素材Áÿ

今後åh熟練技能者Â磨ºÕ後ä形状Ĉ順次h三次元測

十分à余裕Ĉ持ÙÕ位置Áÿ加工定義Ĉ開始Ïā必要Â¸

定器áÜĢĖŌĴŜęÍh形状œĹsĢÍÕİsĨĈ設計

図

図

非接触式三次元測定器を用いた測定

3.0000

簡易測定器による素材形状の軸位置決め

簡易測定器

2.5

二次元 CAD

単位
（mm）

2.0

素材形状

1.5
1.0
0.5

加工後形状

0.0000

繰返し

−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0000

（a）全体形状評価

図

（b）寸法表示

加工パスの最適化

三次元測定器

素材計測データ

設計 CAD データとの
位置合わせ最適化

NC 加工シミュレーション

CAM への取込み
最適加工
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ú製作図áľČsĲĹĬĘÏāÉÞÝh暗黙知Ĉ形式知化

āgôÕh設計äŉĩà箇所Â視覚的á分ÁĀúÏÅàā

ÏāÉÞĈ目指ÍÕºg

Þº¼ŊœĬıø¸āg

タービンケーシングの設計・加工・組立シミュ

多Åä有効à機能Â¸āgÓä一例ÞÍÜh三次元 CAD

レーション技術

ĠĢįŉÂ持ÚœŕsĠŐŜ機能}数値計算áþā形状
定義機能~Ĉ活用ÍÕh設計ä見¾ā化Ĉ実施ÍÕ事例Ĉh

各種発電ŀŒŜıÝ使用Ïā蒸気ĨsļŜåhŒčľŒ

図

čŜÝ¸ā電力ä安定供給Â使命Ý¸Āh高º信頼性Þ品

á示Ïg
蒸気流入部ä空間断面積Ĉ定量的áĠňŎŕsĠŐŜÍh

質Â要求ËĂā製品Ý¸āgôÕh最近å CO2 ä排出削

設計上必要à断面空間á近ÛÇāÉÞÝh形状äĢœŉ化

減áþā地球環境保護ä観点þĀhËÿàā性能向上Þ品

Â可能Þàāg

質Ĉ維持ÍÕ上Ýä重量低減Þ体格äĜŜĺĘı化Ĉ目指

Ëÿáh作成ÍÕ三次元 CAD ŋİŔĈÓäôô FEM

ÏÉÞÂh製造ŊsĔsá与¾ÿĂÕ重要àįsŇÞàÙ

構造解析á取Ā込õh解析結果Ĉ設計áľČsĲĹĬĘÏ

Üºāg

āÉÞÝ設計形状ä最適化ÞÞøáh構造強度上ä品質向

Éäþ¼àĴsģá応¾āÕ÷ä具体的à手段ä一ÚÞ
ÍÜh三次元İsĨä活用áþāĨsļŜĚsĠŜę設計

上ø同時á図ÙÜºā} 図

~
gÉä事例Ýåh流入部形

状ä最適化äõÝ全体重量ä 5 % 低減ÝÃÕ}図 0 ~
g

ä最適化Þh加工j組立ĠňŎŕsĠŐŜä取組õáÚº
.

Ü述ïāg

加工・組立シミュレーションの取組み

蒸気ĨsļŜĈ構成Ïā部品åh高º信頼性Â要求ËĂ
.

タービンケーシング設計の最適化

āÕ÷h過去ä実績Þ経験ä積重ãá基ÛºÕ流用設計Ĉ

鋳造ĚsĠŜęå複雑à三次元曲面ä組合ÑÁÿàāg

用ºāgÓä反面安易á流用ÍÜ失敗ĈÏā場合ø¸āg

Éä形状Ĉ従来ä二次元図面Ý表現Ïā場合h曲面ĈÚà

一時代前äþ¼áh失敗Þ経験Ĉ重ãÜ改善ÏāÉÞÂ

Æ部分ä形状Â表現Í難ºg特áh蒸気流入部ä形状定義

許ËĂā時代Ýåàºg現在Ýåh製造ķďĸďĈºÁá

å鋳造ŊsĔsá任ÑÜºā部分ø¸Āh設計強度上å必
要äàº駄肉Â付ºÕ形状Þàā場合Â¸ÙÕ}図

~
g

図

FEM 構造解析

ÉĂá対Íh三次元 CAD å形状自体Ĉ立体的á表現Ý
ÃāÕ÷h設計者ä意図Ĉ正確á鋳造ŊsĔsá伝¾ÿĂ
図

二次元図面ベースの形状
二次元図面を忠実に再現した形状
蒸気流入部

相当応力
243.06 Max
88
80
75
70
75
70
60
50
40
30
20
10
5
0.0051505 Min

二次元図面

断面形状イメージ
内面

外面

軽量化

駄肉

改善前

改善後

図
図

最適化後の形状

蒸気流入部の断面形状シミュレーション
流入部断面積の
定量化

重量低減：−５％
（−305 kg）

設計上必要な
断面積

相関関係

（a）従来形状

（b）最適化後
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三次元ビューワによるデザインレビュー

部門間áÀÇā{İğčŜŕļŎs|
} 図 1 ~ú製作段階
áÀÇā{作業性検討|
} 図 2 ~àßá活用ÍÜºāg三
次元ļŎsŘáåh任意ä断面表示h寸法計測h注釈追

特 集

問題箇所 13
排気ケーシング軸受台の内部のベーパー配管
ベーパー配管の先が軸受台カバーに固定されている。
組立・分解時の作業性が悪い

記àßä機能Â¸āg¸ā程度ä操作方法Ĉ習得ÏĂæh
CAD ä操作ÂÝÃàº人Ýøh比較的容易á三次元 CAD
İsĨÂ活用ÝÃāg
Éä三次元ļŎsŘĈ活用ÏāÞh実際á物Ĉ作ÿàÅ
Üøh仮想的á画面上Ý部品間ä干渉確認úh加工j組立
性Ĉ再現ÍÜh不具合Â未然á防止ÝÃāþ¼áàāg
将来的áåh最上流äđŜġĴċœŜę段階Áÿh生産

軸受台カバーに
固定されている

ベーパー配管

設計h部材手配h据付Çj運転jŊŜįĳŜĢá至ā最下
流ôÝĈ包括ÏāĠĢįŉä構築Ĉ目指ÍÕºg

あとがき
図

三次元ビューワによる作業性検討

富士電機ä重電機器åhÓä機器Â持Ú特殊性Þ信頼性
ÁÿhÓä長º歴史ä中Ý築ºÜÃÕ{豊富à実績|Þ
{優ĂÕ技術|ä DNA Ĉ脈々Þ受Ç継ºÝÃÕ製品Ý¸
āg今後øhIT ä活用áþĀh
{øäÛÅĀ技術|Þ{知
恵|Ĉ形式知化ÏāÉÞÝh世界最高水準ä技術Þ信頼性
Ĉ追求Í続Çh国内外ä電力安定供給á貢献ÍÜºÅ所存
Ý¸āg

作業性検討

森田

耕平

蒸気ĨsļŜä構造開発j設計á従事g現在h富
角フランジから通常の物に変更

士電機ĠĢįŉģ株式会社発電ŀŒŜı本部川崎
工場火力ĨsļŜ部主任g

İġĨŔ化ÍÜ経験的¸ºôºËĈ除去ÝÃāÁhôÕh
個人ä技量ŕłŔá依存ÍàºĠĢįŉĈ構築ÝÃāÁÂ

小園

重要ÞàÙÜºāg

蒸気ĨsļŜ翼ä製造技術á従事g現在h富士電

Óä一例ÞÍÜh設計部門Ý作成ÍÕ三次元 CAD İs
ĨĈ活用Íh製造技術ä IT 化Þ蓄積Ĉ推進ÍÕ事例Ĉ紹
介ÏāgÉä事例Ýåh設計部門Ý作成ÍÕ三次元 CAD
İsĨÞ三次元ļŎsŘĠĢįŉĈ用ºÜh設計j製造
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高信頼性を実現する無線システムの解析技術
特 集
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四蔵
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石井
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高崎

電波Ĉ通信媒体ÞÍÜ用ºā無線ĠĢįŉÝåh構造物ä設置状況ú人ä動ÃàßáþĀđœċ内Ý電波強度Â大ÃÅ変
動Ïāg信頼性ä高º無線ĠĢįŉ構築áå電波分布Ĉ考慮ÍÕ無線機設置úċŜįĳ技術Â重要Ý¸Āh電波分布úċŜ
įĳ特性Ĉ効率的ÁÚ精度良Å行¼Õ÷ä解析技術開発á取Ā組ĉÝºāgċŜįĳ解析技術Ýåh解析対象á最適à手法
ä開発Þ実機適用Ĉ進÷ÜºāgôÕh電波伝搬特性解析ÝåhŕčıŕsĢ法Ĉ適用ÍhľĐsġŜęáþā電界強度ä
誤差数％内ä高º精度Ý解析Â可能Ý¸Āh無線ĠĢįŉä置局設計áÜ中継用無線機ä最適配置Â行¾āþ¼áÍÕg
In wireless systems that use radio waves as their communications medium, the strength of the radio waves varies signiﬁcantly within
certain areas due to the installation of structures, peoplez
s movements and the like, and therefore in order to construct wireless systems
that are highly reliable, it is important that the wireless equipment installation and antenna technology consider how the radio waves are
distributed. Fuji Electric is working to develop technology for eﬃciently and precisely analyzing the radio wave distributions and antenna
characteristics. For antenna analysis technology, we are advancing the development of techniques optimized for the analysis objects, and are
applying the results to actual devices. Also, for analyzing radio wave propagation characteristics, we use the ray trace method which enables
highly accurate analyses for performing with a ﬁeld strength error due to fading to be within several percent, so that wireless relay devices
can be placed in their optimal locations when designing the layout of a wireless broadcast station.

まえがき

図

無線システムのシミュレーション技術

ŏļĖĨĢĶĬıŘsĘ社会ä実現áåh多様à無線通
信技術ú無線Ĉ用ºÕ各種応用ĠĢįŉä実現Â必要Ý¸
āg富士電機ÝåhÉĂôÝ高周波利用設備ú特定小電力
無線àßä適用Ĉ受Çā免許Â不要à近距離無線通信技術
⑴v⑶

電波伝搬シミュレーション
伝搬ロス，電界強度分布
など

á力Ĉ入Ăh各種ĠĢįŉĈ開発ÍÜÃÕg
電波Ĉ通信媒体ÞÍÜ用ºā無線ĠĢįŉÝåh構造物
アンテナ

ä設置状況ú人ä動ÃàßáþĀđœċ内Ý電波強度Â大
ÃÅ変動ÏāgÍÕÂÙÜh信頼性ä高º無線ĠĢįŉ構
築á当ÕÙÜåh電波分布Ĉ考慮ÍÜ無線機Ĉ設置Ïā必
要Â¸āgôÕh電波ĈþĀ効率的á送信j受信ÏāÕ÷

アンテナシミュレーション
ゲイン，指向性など
回路シミュレーション
インピーダンスマッチングなど

RF 回路
無線機

äċŜįĳ技術øhĠĢįŉä信頼性向上áå重要Ý¸āg
本稿Ýåh無線機設置úċŜįĳ設計Ĉ効率的ÁÚ精度
⑷h⑸

良Å行¼Õ÷ä各種ĠňŎŕsĠŐŜ技術áÚºÜh富士

Üºāg
ôÕhċŜįĳÞ RF 回路ÞäčŜĽsĩŜĢŇĬĪŜ

電機ä取組õĈ紹介Ïāg

ęàßä解析áåhċŜįĳäĠňŎŕsĠŐŜÞ電子回
⑹

無線システムのシミュレーション技術

路解析Ĉ連成ËÑÕĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ開発ÍÜºāg
電波伝搬特性áåh伝搬損失}距離áþā電波ä減衰~

無線ĠĢįŉĈ開発Ïāáåh図

á示Ïþ¼àċŜį

ĳh回路h電波伝搬äĠňŎŕsĠŐŜÂ必要Ý¸āg

úľĐsġŜę}電界強度ä短時間変動~Â¸āg前者á
å自由空間伝搬損ú対地反射 2 波ŋİŔàßä極÷Ü簡単

ċŜįĳå筐体}Ãý¼Õº~á組õ込ôĂā場合ø多

àŋİŔh後者áåŕčœs分布ú仲上 - ŒčĢ分布à

ÅhċŜįĳĠňŎŕsĨĈ用ºÜ筐体úŀœŜı板j

ßä確率密度分布Ĉ適用Ïā方法Â¸āgÍÁÍhÉĂÿ

実装部品àßä周囲構造物ä材質j形状Ĉ考慮ÍÜh利

ä方法å特定条件下áÜ成立ÏāøäÝ¸Āh個々ä実環

得h指向性hčŜĽsĩŜĢàßĈ計算ÏāgċŜįĳä

境á適用Ïāáå精度Â不十分Ý¸āgËÿáhÉĂÿå

ĠňŎŕsĠŐŜ手法áåhŋsŊŜı法h有限要素法h

定点間ä特性Ĉ求÷āøäÝ¸Āh電波分布Ĉ求÷āáå

FDTD}時間領域差分~法àßÂ¸āgÓĂÔĂ一長一短

非実用的Ý¸āÞº¼問題Â¸ÙÕg

Â¸Āh適材適所Ý用ºā必要Â¸āg富士電機Ýåh電

ÓÉÝh富士電機Ýå無線機設置環境áÀÇā電波伝搬

磁界解析技術ÞÍÜhÉĂôÝh用途á応ÎÜ最適à手法

特性Ĉ精度良Å推定ÏāÕ÷áhĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ

ä開発Þ実機適用Ĉ進÷ÜÃÜºāgċŜįĳäĠňŎ

開発ÍÕäÝh次á説明Ïāg

ŕsĠŐŜáåŋsŊŜı法Ĉ適用ÍÕ解析技術Ĉ開発Í
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図

ä計算ŋİŔåh金属製ä仕切Ā壁}一部hĕŒĢ

窓¸Ā~ÀþéĜŜĘœsı壁Ý複数á区切ÿĂÕ社内実

電波伝搬のシミュレーション技術

特 集

験ĢŃsĢäŋİŔÝ¸āg位置 A}送信点~Áÿ電波
電波伝搬äĠňŎŕsĠŐŜ方法ÞÍÜåh先á示ÍÕ

Ĉ送出Íh2 Á所ä受信点ä近傍 100 ņčŜıáÀÇā受

電磁界解析方法ø用ºÿĂā場合Â¸āÂhÉÉÝåhŕ

信電界Ĉ求÷hÉĂÿä計算結果Ĉ統計処理Ïāg壁hĕ

čıŕsĢ法Ĉ用ºÕ電波伝搬ĠňŎŕsĠŐŜ技術ä適
用例áÚºÜ述ïāg
.

図

レイ計算例

シミュレーション方法
図

á示Ïþ¼áhŕčıŕsĢ法åh送信点Áÿ放射
壁の切欠き部分
からのレイの漏れ

ËĂā電波Ĉŕč}光線~Þ見àÏg周囲ä構造物Ý反

送信アンテナの指向性

射h透過h回折Ĉ繰Ā返ÍàÂÿ受信点á到達ÏāŕčĈ
ıŕsĢ}追跡~Íh各ŕčä伝搬距離Þ受信点îä入射
角度àßä情報Áÿh伝搬損失ú伝搬遅延h到来角度àß
ä電波伝搬特性Ĉ求÷ā方法Ý¸āgŕčıŕsĢ法Ýåh
送受信間äŕčĈ求÷āÉÞÝ比較的簡易á伝搬特性Ĉ推
定ÝÃā方法Ý¸āÂh構造物ä数àßá演算時間Â大Ã

受信アンテナの
指向性

Å依存ÏāgÓäÕ÷h計算ċŔĝœģŉä高速化Â検討
ËĂÜºāg富士電機Ýåh実環境Ýä精度確保á重点Ĉ
置Ãh構造物ä形状ú数hŕčä反射h透過h回折ä回数
àßä解析ĺŒŊsĨä最適化Ĉ図āÉÞÝhĠňŎŕs
ĠŐŜ環境ä構築á取Ā組ĉÝÃÕg
図

図

累積確率分布比較
100

レイトレース法

累積確率（％）

送信点
反射

レイ１
（電波）

透過

レイ 2
（電波）

1
−100

受信点

計算
実測

10

−80

−60

−40

受信電力（dBm）

回折

レイ 3
（電波）

（a）位置 B
100

電波伝搬計算モデル

累積確率（％）

図

位置Ａ
（送信点）

計算
実測

10

位置Ｂ
（受信点）
1
−100

−80

−60

−40

受信電力（dBm）
（b）位置 C
壁の切欠き
ガラス窓
位置Ｃ
（受信点）

表

電界強度中央値の実測と計算結果の比較

コンクリート柱
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受信電力差（dB）

誤差（％）

位置 B

2.2

4.6

位置 C

2.1

3.2
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¼ĠĢįŉÝ¸ĀhA 地点Þ B 地点ä間áå鉄ôÕåĜ

送信j受信ä各ņčŜıá設置ÍÕċŜįĳä指向性ĈÓ

ŜĘœsıÝ仕切ÿĂÕ複数ä区画Â存在ÍÜºāg図

ĂÔĂ入力ÍÜ計算Ïāg

⒝h⒞áhŕč分布ä計算結果Ĉ示ÏgÉĂÿåh図

⒜

ä平面図áŕčä計算結果Ĉ重ã合ąÑÜ表示ÍÜºāg
.

シミュレーション結果

⒝å無線機ä受信感度Ĉ上回āŕčh図

図

⒞å同ÎÅ

áh位置 A}送信点~Áÿ位置 C}受信点~îäŕ

受信感度以下äŕč分布Ý¸āgÉĂÿä結果Áÿ分Áā

čä計算結果Ĉ示Ïg壁ä上部á¸ā切欠ÃÁÿä漏Ăú

þ¼áhA 地点Áÿ B 地点ôÝåh無線機ä受信感度Ĉ

窓Ĉ貫通ÏāŕčÂ確認ÝÃāg

上回āŕčåàÅh建屋外壁Ĉ通Ā抜Çā受信感度以下ä

図

図

áh実測Àþé計算Ý求÷Õ電界強度ä累積確率分

ŕčÂ¸āäõÝhÉäôôÝå無線伝送ÂÝÃàºg
ÓÉÝh中継用ä無線機Ĉ置ÅÉÞĈ考¾āgÉä時ä

布Ĉ示ÏgôÕhÉäİsĨÁÿ求÷Õ電界強度中央値ä
実測Þ計算結果ä比較Ĉ 表

á示Ïg受信電力誤差 2 dB

程度h誤差 5 % 程度Þ実用上十分à性能Â得ÿĂÜºāg
図

åh本解析技術ä適用例Ý¸Āh¸ā建屋内ä A

計算結果Ĉ図

á示ÏgA 地点−中継点間Àþé中継点−

B 地点間áå受信感度以上ä複数äŕčÂ確認ÝÃhC 地
点á無線機Ĉ置ÃİsĨ中継ËÑāÉÞÝhİsĨ無線伝

地点á¸āĤŜĞ情報Ĉ B 地点ôÝh無線áÜ伝送Ĉ行

送Â可能Ý¸āÉÞÂ分Áāg

図

ä最適設置Ĉ効率良Å行¼ÉÞÂÝÃh設置j運用ĜĢı

以上äþ¼áh本解析技術Ĉ用ºāÉÞáþĀh無線機
置局設計例

ä低減Þ通信信頼性ä高º無線ĠĢįŉ構築ÂÝÃāþ¼
建屋外壁（コンクリート）

Ａ地点
（送信点）

áàÙÕg

あとがき
Ｂ地点
（受信点）

ŏļĖĨĢĶĬıŘsĘ時代á向ÇÜh無線技術ä重要
建屋内部

性å高ôÙÜºÅgÓä場合hĠňŎŕsĠŐŜ技術ä果
ÕÏ役割åôÏôÏ大ÃÅàāg

（a）置局設計モデル

無線技術åh本稿Ý述ïÕċŜįĳj電波伝搬àßä物
理層ŕłŔåø×ăĉäÉÞh通信方式ú通信理論hÉĂ

受信感度を上回る
レイはない

レイ

Ĉ実現ÏāŀŖıĜŔàß幅広ºg
今後åh本項Ý紹介ÍÕ技術ä高度化åø×ăĉäÉÞh
ĶĬıŘsĘ解析àßáø取Ā組õh無線ŏļĖĨĢĶĬ
ıŘsĘ実現á貢献Ïā所存Ý¸āg

（b）受信感度を上回るレイ分布

（c）受信感度以下のレイ分布
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無線ĠĢįŉä企画h研究開発á従事g現在h富

高崎

靖夫

電子応用機器hĶĬıŘsĘ機器ä開発á従事g

士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会社情報通

現在h富士電機機器制御株式会社開発企画本部開

信制御開発ĤŜĨs通信ĠĢįŉ部課長g電気学

発部担当部長g電子情報通信学会会員g

会会員g

石井

美里

熱j流体ĠňŎŕsĠŐŜ技術ä研究開発á従事g
現在h富士電機ċĲĹŜĢıįĘķŖġs株式会
社生産技術ĤŜĨs生産技術研究所g電気学会会
員g
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解説 1 フロントローディング設計
業務ä初期工程á解析àßĈ重点的á行¼ÉÞáþÙÜh

図ā設計ŀŖĤĢĈº¼g

検証àßä後工程ä負荷Ĉ軽減Íh品質向上ú納期短縮Ĉ

解説 2 LLG 方程式
LLG}Landau-Lifshitz-Gilbert~方程式å印加磁界á対

áÀºÜh右辺第 1 項å有効磁界Ĉ中心ÞÍÕ磁化łĘı

Ïā磁化łĘıŔä応答Ĉ記述ÍÕ方程式Ý¸āgŇčĘ

Ŕä歳差運動Ĉ表ÍÜÀĀhγåÓä角周波数á関係ÍÕ

ŖŇęĶįČĬĘĠňŎŕsĠŐŜÝåh本方程式Ĉ数値

定数ÝġŌčŖ磁気定数Þ呼æĂāgôÕ右辺第 2 項å磁

計算áþĀ解ÅÉÞÝ磁化ä時間発展Ĉ求÷āgLLG 方

化łĘıŔÂ有効磁界Þ平行à方向á向ÃĈ変¾ā運動Ĉ

程式å下式äþ¼á表ËĂāg

表ÍÜÀĀhαåÓä運動ä速ËĈ表Ï定数Ý Gilbert ä

dM
dM
α
M×
＝−γ M×Heﬀ＋
dW
dW
0s
ÉÉÝhM å磁化łĘıŔhHeﬀ å磁化łĘıŔá作用
Ïā全磁界}有効磁界~
hMs å飽和磁化Ý¸āg本方程式

ĩŜĽŜę定数Þ呼æĂāg実際ä強磁性材料Ýå αå
磁化á非線形的á依存Íh定数ÝåàºgÍÁÍŇčĘŖ
ŇęĶįČĬĘĠňŎŕsĠŐŜÝå計算ä簡便性äÕ÷h
αĈ定数ÞÍÜ扱¼äÂ一般的Ý¸āg

解説 3 熱揺らぎ
熱揺ÿÄÞåh周囲ä熱đĶŔėsä影響áþĀh磁化

記録媒体ä高密度化äÕ÷á磁性粒子ä微細化áþā改良

Â不規則à方向Ĉ向Åþ¼áàāÉÞĈº¼g熱揺ÿÄå

Ĉ進÷Õ結果h室温Ýä熱揺ÿÄä問題Â顕在化Ïāþ¼

磁化Ĉ一定方向á保ÚÕ÷äđĶŔės}磁性粒子ä体積

áàÙÕg磁気記録媒体äËÿàā高密度化Ĉ実現Ïā上

á比例~á対ÍÜ熱đĶŔėsÂ無視ÝÃàº場合á起É

Ýh熱揺ÿÄä問題ĈºÁá克服ÏāÁÂ重要à課題Þ

āg磁気記録İĹčĢáÀºÜh熱揺ÿÄå磁気情報ä消

àÙÜºāg

失Ĉ誘発Íh信頼性Ĉ低下ËÑā原因Þàāg近年h磁気
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主要事業内容

電機システム部門
富士電機システムズ株式会社
富士電機機器制御株式会社
ドライブ分野［駆動制御，駆動システム，電源，車輌・特機］
，オートメーション分野［センサ，計測機器，コントローラ，
製造ソリューション，エネルギーソリューション，ソシオソリューション］
，産業プラント分野［産業電源，施設電機，電
鉄用変電，クリーンルーム］
，発電プラント分野［火力，原子力，水力］
，工事分野［電気設備工事，空調，給排水工事］
，
器具分野［電磁開閉器，マニュアル・モータ・スタータ，操作表示機器，配線用遮断器，漏電遮断器，高圧真空遮断器，
低圧・高圧ヒューズ，ガス警報器，エネルギー管理機器］

電子デバイス部門
富士電機デバイステクノロジー株式会社
半導体デバイス［パワー MOSFET， 電源制御 IC， IGBT モジュール， IGBT-IPM， 整流ダイオード， 圧力センサ］
，
ディスク媒体［アルミ媒体，ガラス媒体，アルミ基板］
，画像デバイス［感光体，画像周辺機器］

リテイルシステム部門
富士電機リテイルシステムズ株式会社
自動販売機［各種自動販売機］
，フードサービス機器［各種ディスペンサー，自動給茶機，冷蔵ショーケース］
，通貨機器［硬
貨識別装置（コインメカニズム）
，紙幣識別装置（ビルバリデータ）
，両替機，つり銭自動支払機，遊技場向け通貨関連機器，
非接触 IC カードシステム］
，コールドチェーン機器［店舗用各種ショーケース，店舗関連機器，店舗設計施工・保守］

＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する商標または登録商標である場合があります。
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