
坂田　昌良

機械系シミュレーション技術の開

発に従事。現在，生産技術研究所

第二開発部。日本機械学会会員，

精密工学会会員，電気学会会員。

古川　雅晴

プラスチック成形加工技術の開発

に従事。現在，生産技術研究所第

二開発部。プラスチック成形加工

学会会員。

安部　信一

機械系シミュレーション技術の開

発に従事。現在，生産技術研究所

第二開発部。精密工学会会員。

富士時報 Vol.73 No.9 2000

まえがき

製品開発におけるシミュレーション技術は，開発期間の

短縮化，性能や信頼性の向上，コストダウンに欠かせない

技術になってきている。特に，構造設計に対しては，強度，

振動，電磁力，熱，流れ，機構解析などの分野で日常的に

利用するようになってきた。しかし，実際の製品開発にお

いては，構造設計だけでなく，製造・加工法，すなわち作

り方が製品の性能やコストを決める重要な要因になってい

る。従来，このような，物作りに対しては，現場での経験

や勘，トライアンドエラーにより，最適な製造条件を決定

していた。

近年，コンピュータの飛躍的な性能向上や解析手法の多

様化とともに，製造・加工の分野でのシミュレーションの

適用が盛んに行われるようになってきた。このシミュレー

ション技術の実用化は，物作りに対して，単に，製造条件

の最適化だけではなく，製造過程に加わる製品へのダメー

ジや品質そのものの評価が実施でき，製品開発を行ううえ

では設計技術以上に重要な技術である。本稿では，各種製

造プロセスに関するシミュレーション技術と解析例につい

て紹介する。

パワーデバイス組立工程シミュレーション

パワーデバイスの小型化，大容量化は，ワイヤ破断や基

板割れ，はんだクラックなどの問題から，有限要素法

（FEM）を用いた強度解析によって構造設計をするのが一

般的となっている。

従来の構造設計は，完成状態の製品に対して，計算モデ

ルを作成し，ヒートサイクル，パワーサイクルに相当する

熱履歴を与えて，変形，応力を計算していた。

しかし，実際の製品では，製造工程中に発生するはんだ

接合や樹脂モールドの熱履歴により完成状態で相当な残留

応力が発生することや，工程の温度プロファイルで，基板

の反りが変化する。このため，製造工程を一貫して計算で

きるシミュレーション技術を開発した。

図１にモールド型 IGBT（Insulated Gate Bipolar Tran-

sistor）をモデルにした組立工程シミュレーションの概要

を示す。本手法では，製造プロセスに対応させて，FEM

モデルの要素を発生させることで，チップや銅ベースなど

の接合を再現する。このため，前工程で発生した残留応力，

変形を継続して，計算中に取り込むことができる。さらに，

はんだや樹脂のクリープ特性も考慮しているために，時間

依存を含む組立条件を再現することができる。

図２は組立後の基板の変形状態を実測と比較したもので

あるが，組立時の変形や，その後の変形状態も含めて再現

できていることが分かる。
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図１　組立工程シミュレーションの概要
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図２　組立後の基板の変形状態の比較
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このシミュレーションは単に，製品の変形や残留応力，

製品寿命を精度よく予測するだけでなく，製造方法を検討

するうえで有効なツールとなっている。

図３は同一の構造の IGBTモジュールに対して，製造方

法を変えた場合に，反り変形がどのようになるかを計算し

た一例である。ケース 1，2はチップとリードフレームか

ら接合する場合，ケース 3はベースと基板から接合する場

合，ケース 4，5はリードフレーム，基板，ベースを先に

結合し，最後にチップを接合する場合を比較したものであ

る。同一の構造でも，チップ，リードフレーム，ベースな

どの順番の違いにより，これだけの変形の差が生じること

が事前に判明し，製造方法の選択や温度プロファイルの最

適化に活用している。

溶接接合シミュレーション

ガス溶接やアーク溶接は，広く普及している一般的な接

合方法である。しかし，溶接部材の厚肉化と薄肉化の両極

面で製造上のブレイクスルーが必要になってきている。厚

肉化に対しては，水車ランナの大容量化に伴う溶接ランナ

製造技術やロータの溶接補修技術などであり，薄肉化に関

しては，限界設計，コストダウンに伴う薄板溶接時の反り

の最小化などの問題である。

従来，これらの問題に対しては試作による溶接条件や溶

接手順の最適化を実施してきたが，コンピュータの計算速

度の向上や計算手法の開発により，このような溶接プロセ

スのシミュレーションが可能となってきた。

図４に溶接接合の解析手順を示す。

溶接接合をシミュレーションするには，まず最初に溶接

時に発生する温度分布を計算する。

計算は FEMを用いているが，通常の熱伝導解析と異な

るのは熱源が移動することや，金属が溶融する場合の潜熱

を考慮しなければいけないことである。

図５は T字継手における溶接過程の温度分布をシミュ

レーションしたものである。

図６に母材部で実測した温度と計算結果を示す。

上記の熱解析を計算した後，今度は，時間的な温度変化

のデータを基に，熱による膨張，収縮やCCT（Continuous

Cooling Transformation），TTT（Time Temperature

Transformation）カーブを基にした相変態などの金属学

的な物性の変化を計算する。溶接接合のシミュレーション

では，上記の計算を溶接過程全体に対して，微小時間のス

テップで計算していく。

図７に溶接後の変形状態の実測と計算の比較を示す。

このように溶接後の変形や残留応力の予測，さらには熱
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図４　溶接接合の解析手順

共晶はんだ 高温はんだ 

チップ 

ケース1

2分の1対称モデル 

反り量 

各工程での変形挙動 

計算ステップ 

熱
反
り
量
（
m
m
）
 

0

0

－0.1

－0.2

－0.3

－0.4

－0.5

－0.6

－0.7
20 40 60 80 100

ケース1
ケース2
ケース3
ケース4
ケース5

120

ケース2

ケース4

ケース5

L/F ：リードフレーム 
NAL ：アルミナ基板 

ケース3

L/F Cu
NAL

共晶はんだ 中温はんだ 

高温はんだ 

チップ 

L/F Cu
NAL

共晶はんだ 

チップ 

中温はんだ 高温はんだ Cu
NAL
L/F

チップ 

共晶はんだ 中温はんだ Cu
NAL
L/F

チップ 

中温はんだ 
Cu
NAL
L/F

図３　製造方法の違いによる反り量の予測

図５　溶接過程の温度分布シミュレーション結果



製造プロセスにおけるシミュレーション技術

処理後の金属学的特性の予測などにも利用できる。

また，溶接手順の最適化や変形や焼割れをなくすための

保温，冷却治具を設計する場合に対しても有効なツールと

なる可能性がある。

樹脂成形シミュレーション

プラスチックの流動解析は製品設計段階で成形時の不良

を予測できることから，試作段階での金型修正や製品設計

見直しなどの繰返しロスを低減し，開発期間短縮やコスト

低減に大きな成果をあげている。しかも，今までの解析用

のモデル形状は薄板を組み立て，板厚を定義することで疑

似三次元化していたが，近年は，ソフトウェアの進展，コ

ンピュータの性能向上により完全な三次元化が可能になり，

三次元 CAD図をそのまま，解析モデルとして使用できる

ようになってきた。このことは，今までのモデル作成時間

がなくなることによる大幅な期間短縮とシミュレーション

精度の向上（形状に起因する誤差の減少）が期待できる。

流動解析によって得られる情報としては，成形時の樹脂

温度分布，成形圧力分布，繊維配向，ウエルドライン位置，

反り，変形量などがあり，これらの結果を基に製品形状や

金型形状の最適化を図ることができる。

図８は感光ドラムのプラスチック化を目的として，樹脂

流動解析を適用した一例である。

感光ドラムには，反りのない素管成形が求められている

が，ゲート位置・形状が反りの原因となり，成形時の樹脂

の温度分布にどのように影響するかをシミュレーションに

より検討した。

図８の例では，同一のゲート位置でもゲートの厚みを変

えるだけで，樹脂の温度分布が流入口と反対側で逆になっ

ていることを示し，ゲート厚みと樹脂温度は非常に関連し，

反り発生の原因になっていることが判明した。

このような解析結果を基に，ゲート位置や形状，金型構

造，成形条件を最適化することで，反り量 20μm以下を

達成することができた。

図９は配線用遮断器の成形部品への適用例を示したもの

である。ここでは，シミュレーション上でゲート位置の最

適化を行い，この結果を基に金型を製作した。

実際に成形した製品の反りを測定した結果，図 に示す

ようにシミュレーションと実測値は，ほぼ同一であること

が確認できた。

以上のように，樹脂成形シミュレーションは開発品の型

製作前の事前検証ツールとして非常に有効に活用できる。

今後はインサート品による内部ひずみの反りや変形への
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図７　溶接後の変形比較

図９　遮断器用部品の計算モデル

図８　感光ドラムへの流動解析適用事例

ゲート2

ゲート1

反り量

温
　
度
（
℃
）
 

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1412

溶接部 

A B C D

1086
時　間（min） 

420

シミュレーション 
実測値：測定点A 
実測値：測定点B 
実測値：測定点C 
実測値：測定点D

図６　母材部の温度比較
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影響，およびプラスチックを製品に適用するうえで重要と

なる信頼性評価（ヒートサイクル，高温放置など）の影響

が予測できるようにしていきたいと考えている。

プレス加工シミュレーション

量産性に優れたプレス加工は，その要求精度も高まり，

製品の重要な構造・強度部品として利用するようになって

いる。このようなプレス部品の高精度化は金型設計におい

て，開発・試作期間の長期化，金型修正の増加という問題

が発生しており，事前検討の重要性が指摘されてきている。

プレス加工（塑性加工）のシミュレーション技術は，

FEMをベースに接触問題や弾塑性，大変形問題などを考

慮した高度な手法を取り入れた解析である。コンピュータ

の処理能力の向上とともに，安定して解を収束させるアル

ゴリズムの開発や動的陽解法の利用などにより，実用的に

計算できる段階となってきた。

図 は凸型のプレス成形品が，強度部材として，どの程

度の座屈強度を持つかをシミュレーションしたものである。

シミュレーションでは，プレス工程中における部材の応力

を計算することができるために，凸部の高さがどの程度ま

で許容できるかも予測できる。さらに，プレス加工で曲げ

た凸部をシミュレーション上で押し付けることで，凸部の

座屈強度を計算することができる。

図 はタイプの違いによる座屈強度を比較したものであ

る。このように，現在では，プレス加工品のスプリングバッ

クを含めた変形や強度を短時間に確実に予測できるように

なってきている。

量産品となるプレス加工品では，どのような要因が品質

に影響するかが重要な問題になる。実験や試作試験では，

個々の要因を確実に分離することはできないが，シミュレー

ションは，材料の寸法や物性，プレス機械の下死点や荷重，

プレス型の寸法などに対して，個々の要因を分離して計算

することができるために，どの要因のばらつきが，どの程

度，製品の品質に影響を与えるかを事前に評価することが

できるという利点がある。

あとがき

シミュレーション技術は，あくまでも現実をいかにまね

る（シミュレート）ことができるかであり，実際の製造プ

ロセスでは，当初，考えもしない要因が製造条件に影響を

与えていることがある。この要因はシミュレーション結果

との差になるが，この差を解析することで，製造条件を左

右する重要なパラメータを見つけ出す手がかりにもなって

いる。

現在，シミュレーションが可能な製造プロセスは，無数

にある製造手法の一部分にすぎないが，このようなシミュ

レーション技術を確立していくことは，物作りのプロセス

を理解する絶好のチャンスであると考える。
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図１２　座屈強度の比較
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図１１　プレス成形の計算事例
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