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富士電機では，応力や振動・温度上昇の低減を通じた製品の信頼性向上を実現するため，強度・振動や熱冷却を中心とし
た機械系シミュレーション技術の開発と適用を進めている。振動解析では，タービン発電機の固定子コイルエンドにおける
電磁力との共振回避を目的とした振動シミュレーション技術を構築し，製品開発に適用している。冷却設計の分野では，汎
用インバータを対象に，主回路配線で生じる発熱分布を電流解析によって計算し，ヒートシンクやプリント基板を含む製品
温度を推定するシミュレーション技術の開発を実施し，製品の熱的信頼性の確保に努めている。
To enhance product reliability through reducing stress, vibration and temperature, Fuji Electric is advancing the development and
application of mechanical system simulations with a focus on strength, vibration and thermal cooling. For vibration analysis, Fuji Electric has
established vibration simulation technology for the purpose of avoiding resonance with the electromagnetic forces at the turbine generator
stator coil end windings, applying it to products development. In the ﬁeld of cooling design, Fuji Electric is working to ensure the thermal
reliability of products and for general-purpose inverters has developed simulation technology that analyzes the current ﬂow to compute the
distribution of heat generated in the main circuit wiring and also estimates the temperature of the product, including the heat sink and printed
circuit board.
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まえがき

の利用範囲が拡大している。これに合わせ，製品が通常使
われる運転条件や動作環境はもちろんのこと，通常運転を

富士電機は，火力発電や地熱発電に代表される大型の発
電プラント設備から，インバータやモータなどのパワーエ
レクトロニクス（パワエレ）･ ドライブ機器，さらにはパ

超える条件を想定した性能や信頼性の確認も，シミュレー
ション技術の利用により可能になってきている。
その中でも特に，熱応力や共振によって生じる疲労破壊，

ワー IC や IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）モ

クリープによる変形の進行，温度上昇に伴う電子部品の寿

ジュールなどの電子デバイスまで，幅広い用途，そして大

命低下など，製品の長期信頼性に関わる設計課題に対して

小さまざまな製品群を持っている。

は，試作試験に基づく従来のアプローチでは短期間での検

使用環境や運転条件，要求される寿命は製品により異な
るものの，いずれの製品においても，応力や変形量を適正
レベルまで低減するとともに，構造物の固有振動数を把握
し，共振を回避することが機械的な設計課題として挙げら

証が困難なこともあり，シミュレーションによる検討が設
計段階で広く行われている。
表 1 に，製品の信頼性確保を目的として実施している機

械系シミュレーションの例を示す。

れる。また，製品内部の各種部品の発熱による温度上昇を

応力や変形量の低減，共振回避を目的とした強度シミュ

抑制することも，製品の品質や安定動作を保証し，さらに

レーションにおいては，パワー半導体のはんだ層のような

は長期信頼性を確保するために不可欠である。

微小領域での熱応力やクラック進展の推定から，大規模発

近年，発電設備の大容量化や，パワエレ機器や電子デバ
イスの小型 ･ 高密度実装化，さらには，電気自動車やハイ

電プラントにおける構造物の強度検討まで，幅広い分野で
製品の信頼性に関わる検討を実施している。

ブリッド車への搭載といった製品の用途拡大の要求が高

最近は，プラスチックやゴム，接着材などの高分子材料

まっている。それに伴い富士電機では，強度 ･ 振動や熱冷

を対象に，粘弾性解析という手法による製品の長期信頼性

却を中心とした機械系シミュレーション技術の開発 ･ 活用

の確認にも取り組んでいる。例えば，インバータなどの高

による製品の信頼性の向上を進めている。

温環境下にさらされる可能性のある樹脂筐体（きょうた

本稿では，富士電機における製品信頼性に関連した機械

い）でのクリープによる応力緩和や，モータ回転子への磁

系シミュレーションの主な適用範囲について述べた後，具

石接着時の接着剤応力や，界面の機械的寿命の推定を目的

体例として，タービン発電機の固定子コイル振動解析，汎

とした強度解析技術の実用化を進めている。

用インバータの主回路温度解析について紹介する。

次に，製品の安定動作や，長期信頼性の確保を目的とし
た温度シミュレーションにおいては，機器筐体内でのプリ

2

機械系シミュレーションによる信頼性向上への

ント基板実装部品の冷却検討や，パワー半導体の放熱設計

取組み

が主な適用対象として挙げられる。小型化や大電流化が進
むこれら製品においては，材料の劣化や電子部品の寿命低
Aided Design） の 普 及 と コ ン

減を引き起こす温度上昇の抑制が重要な設計課題の一つで

ピュータの性能向上を背景として，シミュレーション技術

あり，シミュレーション技術の活用による，冷却構造，放

3D-CAD（Computer
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製品信頼性に関わる機械系シミュレーションの例
分

野

電子デバイス

主な設計検討項目

機械系シミュレーション技術の適用事例

インバータ
無停電電源装置
サーボシステム

筐体（きょうたい）構造
素子冷却
基板冷却

筐体強度・衝撃解析，樹脂筐体クリープ解析
車両振動解析，筐体内気流解析
モジュール温度解析，実装部品温度解析

サーボモータ
同期電動機

回転子・固定子構造
コイル冷却

強度・振動解析，鋳造解析
コイル温度解析，冷却風流れ解析

パワー半導体

パッケージ構造
チップ冷却

熱応力解析，絶縁基板そり変形解析
モジュール内部温度解析

タービン

ブレード・ロータ構造
プラント配管内流動

強度振動解析，翼列流れ解析
水・蒸気二相流解析，配管系水撃解析

発電機

回転子・固定子構造
コイル冷却

強度振動解析
コイル温度解析，冷却風流れ解析

ブレーカ
サーマルリレー

接点開閉構造
電磁反発運動制御
アークガス流制御

機構動作解析，高速ひずみ強度解析
電流伝熱解析，アークガス流解析
樹脂流動解析

自動販売機
コールドチェーン機器
フード機器

商品ハンドリング
断熱構造・気流制御

収納・搬送挙動解析，機構動作解析
応力・衝撃解析，温度・気流解析
冷凍サイクル解析，ファン騒音解析

通貨機器

紙幣・硬貨ハンドリング

搬送・収納挙動解析
機構動作解析・強度解析

発電プラント

受配電・制御機器

流通システム

軸受

図₁

回転子

固定子鉄心

固定子コイルエンド

タービン発電機の構造例
⑴

熱構造の最適化に取り組んでいる。

図₂

3

機械的なストレスを受ける。そのため，電磁力との共振を

タービン発電機固定子コイルの振動解析

固定子コイルエンド

回避することが製品の信頼性を確保する上で不可欠である。
最近の技術開発の代表例として，最初に，2 極空気冷却

しかし，コイルエンドは構造が極めて複雑であり，また，

タービン発電機の固定子コイルの振動解析について紹介す

樹脂含浸の前後で各部の剛性も変化するため，従来技術で

る。タービン発電機では，回転子の軸振動低減や，固定子

は，設計段階で共振の有無を確認することは困難であった。

鉄心や固定子コイルの電磁力との共振回避が製品信頼性に
関わる振動面での重要課題である。これら課題に対し，シ
ミュレーション技術の活用による製品各部の構造検討 ･ 強
度評価を通じ，製品の信頼性向上に取り組んでいる。

₃.₂ 樹脂含浸による接着のモデル化

樹脂含浸の工程では，固定子を絶縁するため，表面を樹
脂でコーティングする。その際，固定子各部に溶けた樹脂
が流れ込み，その後，冷えて固まることで部材間が樹脂で

₃.₁ タービン発電機の構造と固定子コイルエンド

接着される。しかし，この接着層は，部材間の隙間のばら

図₁ に空気冷却タービン発電機の構造の代表例を示す。

つきにより実際には厚さが不均一であり，内部には部分的

また，図₂ には固定子コイルエンドを示す。固定子コイル

な剝離も生じていると考えられる。そのため，ミクロ的な

エンドは，コイル，絶縁間隔片，支え金具などから構成さ

構造を含む接着層の剛性を解析上で厳密に再現することは

れており，これらの部品を縛り紐（ひも）で締結した上で，

困難である。そこで今回，図₃ に示すばね定数によるマク

樹脂含浸により，一体に接着する。本絶縁方式は全含浸方

ロ的なモデル化を実施した。その上で，実機と同様に樹脂

式と呼ばれ，緩みに対する信頼性が高く，また，緩み補修

含浸を施した，図₄ の測定用コイルを製作し，固有振動数

などのメンテナンスが低減できるメリットを持つ。

の測定結果を図₅ に示すモデルでの解析結果と比較するこ

固定子コイルエンドは，始動時や運転時に電磁力による

とで，接着層のばね定数を算定し，その値をコイルエンド
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拘束条件

コイル
ばね

特 集

接着層（樹脂）
絶縁間隔片
接着層（樹脂）
コイル
実際の接着

図₃

モデル化

樹脂含浸による部材間接着層のモデル化

コイル

図₆

固定子コイルエンドの解析モデル

変位
縛り紐（ひも）

図₄

絶縁間隔片

大

ばね定数算出のための測定用コイル

小
ばね
コイル
絶縁間隔片

図₇

楕円モードの解析結果

ばね定数算出のための解析モデル

全体の振動解析に用いた。
₃.₃ 解析モデル
図₆ にコイルエンド全体の解析モデルを示す。樹脂含浸

の接着状態をばね定数として解析に反映し，振動解析を実

実測

15
誤差
10

5

A

施した。なお，固定子鉄心の挙動はコイルエンドの振動

20

解析

誤差（％）

図₅

楕円モードの周波数（Hz）

コイル

B

C

D

E

F

0

発電機

モードに寄与しないと仮定し，コイルエンドの鉄心側に拘
束条件を与えて計算を行っている。

図₈

₃.₄ コイルエンドの振動解析結果

確認を行っていたコイルエンドの共振の有無が，設計段階

解析結果に対しては，電磁力との共振の恐れがある楕
円（だえん）モードに着目して，実測値との比較を行った。

楕円モードにおける実測と解析の比較

にて検証できるようになり，タービン発電機の信頼性向上
や開発期間の短縮に役立っている。

図₇ にコイルエンドの楕円モードの様相を示すとともに，
図₈ には，出力や体格の異なる 6 機種の発電機における実

4

汎用インバータ内部の温度解析

測値との比較結果を示す。いずれの発電機においても，実
測と解析の楕円モードの差異は 10 % 以下であり，固定子
コイルエンドに対し，高精度な振動モードの推定が可能で
あることが確認できた。
本解析技術により，従来は主に，製作後の振動測定にて

144（ 34 ）

₄.₁ 汎用インバータの冷却設計

振動 ･ 強度とともに，冷却設計も各種製品の信頼性を左
右する課題として挙げられる。次に，汎用インバータ内部
の温度推定を目的に開発を進めているシミュレーション技

富士時報

機械系シミュレーションによる信頼性向上

Vol.84 No.2 2011

熱的信頼性を確認することが必要となってきている。そこ

術について紹介する。

で，パワーモジュールを含む主回路配線と，実装部品の温
度を推定するシミュレーション技術の構築に取り組んでい

流を任意の電圧 ･ 周波数の交流に変換するインバータ部に

る。

から構成されている。一般にインバータ装置の電力変換
効率は約 95 % である。残りの約 5 % の電気エネルギーは，

₄.₂ 主回路配線の損失計算

パワーモジュールや配線，トランス，コンデンサなどから

主回路配線の損失計算では，3D-CAD データから配線

熱として放散される。汎用インバータでは，発熱量の大き

形状の読込みを行い，配線の抵抗率や電流値を定義するこ

いパワーモジュールの温度上昇を緩和するためにヒートシ

とで，電流密度や発生損失の分布を求めた。

ンクを利用している。従来の冷却設計においては，ヒート

図₁0 にパワーモジュール， 図₁1 にプリント基板のパ

シンクの放熱性能の向上に主眼を置き，構造上のさまざま

ターンとブスバーにて構成される主回路配線の電流密度分

な工夫を行ってきた。しかし，近年の装置の小型化や，熱

布の代表例を示す。パターン配線の幅や厚さ，電流の経路

設 計 と EMC（Electromagnetic Compatibility） の 両 立 設

によって電流密度に分布が生じていることが分かる。これ

計の要求を受け，筐体内のプリント基板実装部品に関して

らの計算結果を利用して，主回路配線や実装部品を含むイ

も，設計の上流段階にて，発熱量や伝熱経路を明確化し，

ンバータ内部の温度解析を行った。
₄.₃ インバータ内部の温度解析

筐体内部の実装部品の温度上昇値は，ヒートシンクの放
熱能力にも左右される。そこで今回は，ヒートシンクを含
むインバータ筐体全体を解析対象として，主回路配線の損
失分布と主要部品の発生損失を考慮した温度解析を実施し
た。図₁2 にインバータ内部の温度分布を示す。
実測との比較により，各部の温度上昇における解析値と
実測値の差異は，平均で約 15 % であることを確認してい
（a）筐体構造

る。インバータ全体の複雑構造を対象とした大規模解析で

（b）内部構造

あり，モデル化手法などに改良の余地を残してはいるもの
図₉

汎用インバータの概観

の，温度分布の傾向は実測値とおおむね一致する結果を得

温度
高

電流密度
高

低
低

図₁₀

（a）ヒートシンク

パワーモジュールの電流密度分布

温度
高
電流密度
高

低

低

（b）電源基板

図₁₁

主回路配線の電流密度分布

図₁₂

インバータ内部の温度分布
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図₉ に汎用インバータの概観を示す。装置内部の主回路

は，入力の商用電源を直流に変換するコンバータ部と，直
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ている。
本解析技術の利用により，インバータ装置の熱的信頼性
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確保を目指した検討が，設計の上流段階で可能であり，現
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本稿では，タービン発電機と汎用インバータを代表例と
して，製品の信頼性確保と設計最適化を両立させるための
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ミュレーション技術は不可欠な要素技術の一つとなってい
る。今後も，これらシミュレーション技術のよりいっそう
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の高度化とともに，計測 ･ 評価技術の向上を図ることで，

機械系シミュレーション技術の開発に従事。現在，

各種製品の信頼性向上に努めていく所存である。
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