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聞こえてきますか、技術の鼓動。

シミュレーション技術特集
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シミュレーション技術は学際的な基礎技術

であり，多岐の分野にわたって重要な役割を

果たしている。コンピュータ技術の発展によ

り大規模なシミュレーションが性能の向上し

たパソコンでも可能となり，また解析パッ

ケージの操作性や結果の可視化技術が向上し

て利用者層が広がってきた。

富士電機では長年にわたり，各分野におい

てシミュレーション技術を活用し，大きな実

績・成果をあげている。
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「コンポーネント」など富士電機の注力事業

に貢献するシミュレーション技術の応用例を

組み合わせ，シミュレーション技術の多様性

をイメージ的に表現したものである。
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平成８年から平成10年まで，日本シミュレーション学会

の会長を仰せ付かった。当時を振り返って思うことは，シ

ミュレーションにはさまざまな見方があるということであ

る。

まず，一つの見方は，シミュレーションとは，各自が自

分の研究を進めていく過程でその有効性を確認するための，

手段（道具）であるとする見方である。この場合，この道

具は各自が十分使い込んで手になじんだものでなければな

らないことになる。と考えると，シミュレーションに対す

る考え方，取り組み方は各自がバラバラであって共通の土

俵はなかなか作れない。シミュレーションによって得られ

た成果はそれぞれの分野の学会で発表すればよいことで

あって，シミュレーション学会を支える基盤にはなりにく

いように思われる。

これに対して，もう少しシミュレーションを掘り下げて

考えてみると，自分の中に，形が見えず漠然としているも

のがあるとしよう。これをシミュレーションによって，よ

り明確なものにする，場合によっては現実のものとして見

ることが可能となる。すなわち，シミュレーションという

手段を用いて，従来にない新たな作品を生み出すというこ

とである。この場合，使う手段は年々進歩する。新しい手

段（道具）を考えて，これを駆使して初めて従来にない優

れた作品が生み出される。新しい道具と使い方を分かりや

すく紹介し，各自がこれを使って得られた新たな成果を広

く紹介しあうことによって，さらに使う道具の質を高めて

いく。ここにシミュレーション学会の存在意義があると思

う。

さて，私とシミュレーションとの関わりは残念ながら上

で述べた最初の立場である。今から約20年前，筑波学園都

市に建設された高エネルギー物理学研究所の陽子シンクロ

トロン加速器の制御問題の解決に協力する機会を与えられ

たことに始まる。制御問題といっても正確には陽子を加速

するための電磁石の電流制御である。電流の制御というと，

一見なんでもないように思えるが，実はこれが技術的に大

変な問題を含んでいた。陽子加速器の電磁石電流は 206 ア

ンペアから 3,045 アンペアまでの広い範囲を，あらかじめ

与えられている一定の目標波形に極めて忠実に追従するこ

とが要求される。問題なのはこのときの精度で，具体的に

は 10－4という極めて厳しい数値であった。この値は当時電

源の制御において，実現不可能な値であったし，現在でも

この状況は変わっていない。当時とられていた精度改善の

手法は１周期間の電流誤差をとって，これを詳細に解析し

次の運転時にこの誤差を相殺するような補正信号を人為的

に作り出し，フィードフォワード信号として加えるという

方法であった。しかし，この方法での精度向上は当然限界

があり，数ヶ月間の試行錯誤の結果，10－3 までは到達でき

たが，これが限界でこれ以上は不可能であった。

この精度をさらに１桁改善し，10－4 を達成しなければな

らない。このとき注目したことは，陽子加速器は約２秒間

の基本周期で繰り返し運転され，１度運転を開始すると，

同じ目標パターンのもとで２週間昼夜連続で運転が続行さ

れる点である。当時の研究室の仲間とこの問題を種々検討

していくうちに，一つの重要な考えが浮かんだ。それはシ

ステムに人間の持つ学習機能を取り入れることであった。

これは，人間の場合，同じ作業を何回か繰り返すと，この

作業に慣れて熟練していき，何回かの試行の後には，当初

は考えられなかったような，すばらしい精度で作業をこな

せるようになるという機能である。これをシステムに取り

入れることを検討してみると，このためのコントローラは，

基本周期に等しいむだ時間をポジティブにフィードバック

するだけでよいことが分かった。これを計算機上でシミュ

レートすると実にうまく作動した。実際にこれを，システ

ムに組み込み電磁石電流を制御してみると，予想どおりの

結果が得られ，このときほどシミュレーションのありがた

さを痛感したことはない。

冒頭でも述べたようにシミュレーションには，さまざま

な見方があるが，いずれにしろこれに関する技術は専門に

とらわれない横断的な技術である。それゆえ必ずしも学会

という枠にとらわれずいろいろな機会に，専門の異なる研

究者がシミュレーションを通して積極的に交流されること

を期待したい。

シミュレーション技術特集
に寄せて

中野　道雄（なかの　みちお）

拓殖大学工学部教授 東京工業大学名誉教授 工学博士
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まえがき

最近の流体，熱，構造強度，電磁界などに関する解析や

システムの挙動シミュレーションなどの技術は目覚ましい

進歩を遂げている。これらの技術は機器・システムの開発

期間の短縮，コストダウン，性能向上，機能の差別化に不

可欠なものとなってきている。

一方，最近のコンピュータの性能向上により，大規模な

シミュレーションがパソコンでも可能となりつつある。ま

た解析パッケージの操作性も良くなり，結果の可視化技術

も向上してきた。

富士電機はこれまで，製品開発やシステム解析にシミュ

レーションを積極的に活用してきた
～

。本特集号では，最近

の富士電機におけるシミュレーションの事例を紹介する。

なお，本稿ではシミュレーション技術の動向と富士電機の

取組みについて述べる。

シミュレーション技術の動向

シミュレーション技術は学際的な基礎技術であり，多岐

の分野にわたって重要な役割を果たしている。日本シミュ

レーション学会の2000年度シミュレーション・テクノロ

ジ・コンファレンスでは，半導体，電力・電界・磁界，認

識・アルゴリズム，交通，計測・画像，移動通信網，計算

力学，教育・情報，生体・物理・化学，最適化・経営・管

理という 10セッションにて研究発表が行われた。これを

みても非常に幅広い分野にわたっていることが分かる。そ

れゆえ，ここでは構造解析や熱流れ解析などの技術計算と

も称される計算力学分野に絞って，その動向について述べ

る。

２.１ 技術計算の現状

技術計算は1950年代のボーイング社における構造設計へ

の有限要素法の利用を皮切りにして，1960・1970年代から

は主として原子力業界（当時の対象は建築，土木）におい

て，1980年代からは自動車，電機，化学，材料などの各業

界で，現在では材料破壊，乱流現象，バイオテクノロジー

へと，その応用範囲が広がっている。今や，計算力学を含

めた計算科学技術は，理論，実験に続く第三の科学技術手

段となりつつある。

製造業においては製品のライフサイクルが短くなって，

開発期間を短縮するために，これまで別々であった設計作

業と解析作業を連携させ，同時並行で進める方向にある。

自動車業界では，例えば衝突時の挙動解析などにスー

パーコンピュータを利用することで，衝突試験数を従来

（一車種あたり数百回）の半分以下に短縮できるようになっ

てきており，エアバッグや搭乗者モデルを含めた統合モデ

ルを用いた数百万自由度の高精度解析を行いつつある。

２.２ 技術計算の課題

現在の技術計算の課題は，①解析手順の容易化，②大衆

化，③大規模化，にあると考える。

これらを達成するためには解析のためのメッシュ分割の

自動化またはメッシュフリー化が不可欠である。また，解

析プラットホームのパソコン化とパソコンを並列につなぐ

ことによる並列計算化が必要である。

東京大学の矢川教授らはフリーメッシュによる有限要素

法解析に取り組んでおり，ユーザーがメッシュを意識しな

くても評価できるようになってきた。この方式はメッシュ

を意識しないで済むことのほかに，並列計算に向いている，

アダプティブ（収束度に応じて節点数を最適化）解析が容

易であるなどのメリットもある。

２.３ 並列計算

大衆化という面では現在の平均的なパソコン（800MHz，

1GFLOPS）は，20年前のスーパーコンピュータ（クレイ

No.1：100MHz，0.1GFLOPS）の10倍の能力，1/1,000の

価格で，価格性能比は 10,000 倍となっており，ほとんど

の解析がパソコンで可能となっている。

一方で，コンピュータの高性能化とともに，より高精度

な解析が要求され，計算規模は今後とも増大し続ける。現

状の一般的な計算規模は，有限要素法による三次元解析な

（4）
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シミュレーション技術の動向と富士電機の取組み

どでは数十万節点（最先端技術ではすでに 1 億節点）程度

であるが，数百万節点は近いうちに普通に使われるように

なるであろうし，数千万節点もそれほど先のことではない。

日本学術振興会の設計用大規模計算力学システム（AD

VENTURE）プロジェクトでは数百から万オーダーのプロ

セッサで構成される超並列コンピュータ環境（計算速度は

30 ～ 100TFLOPS）を利用することで，2002年までに１

千万～１億自由度級メッシュの解析を目指している。原子

炉構造物のような複雑な解析対象を丸ごとモデル化して

いっぺんに解いてしまうようなことも夢ではなくなってき

ている。

このような大規模解析を可能とするためには，ハード

ウェア面だけでなく，記憶容量の節約と計算の高速化がソ

フトウェア（解析アルゴリズム）に要求される。これまで

の解析アルゴリズムは逐次処理を基本としており，計算の

高速化はコンピュータ自体の性能に大きくかかわっていた。

しかし，単一プロセッサによる演算速度のアップは 2 ～ 3

年で 2 倍程度であり，並列コンピュータが不可欠となって

いる。したがって，今まで逐次処理型コンピュータ上で開

発されてきた有限要素解析も並列処理に向いた手法の研究

が求められるようになってきており，領域分割法などがそ

の一例である。

２.４ 技術計算領域の拡大

技術計算の領域は，マクロからミクロな領域の計算に入

りつつあり，一方で，地球や宇宙といった超マクロな解析

や連成現象（構造解析と流体解析など）にも取り組みつつ

ある。対象とする領域も，社会，心理など，人との関係に

まで広がりつつある。

超マクロの例として，文部科学省が推進中の地球シミュ

レータ計画では，5,120台のプロセッサで 40TFLOPSの計

算速度，総主記憶量 10TBを持ち，地球全体だと 20 km

四方，日本だけなら 1 km 四方のメッシュで気象シミュ

レーションが可能となる。

富士電機の取組み

富士電機では1970年代に，汎用大型コンピュータによる

シミュレーションの利用が広がった。重電機器の電流や熱

収支などの設計計算に始まり，制御系解析，有限要素法に

よる構造解析，流体解析など，当時としては大規模計算を

主に自前のプログラムを開発して行ってきた。自社開発し

た汎用プログラムは改良を重ね，ワークステーション，パ

ソコンへの移植も進め，ライブラリ化してきた。

現在では，ほとんどすべての研究開発部門，設計部門に

おいて，何らかのシミュレーションや技術計算利用を行っ

ている。そのためのツールは自社開発だけでなく，市販汎

用パッケージが非常に多く利用されるようになってきた。

表１に富士電機における主な適用事例，図１に用途別に

利用されている主要なシミュレーションツールの例を示す。

以下では富士電機の注力している分野別に取組み状況を述

べる。

３.１ 環境分野

上下水道設備のシミュレーションをはじめとして，ごみ

焼却炉や道路トンネルの換気，水質汚濁，大気汚染拡散な

どのシミュレーションを数多く行っており，富士電機にお

けるシミュレーション技術の柱の一つである。設備の計

画・設計やそれらを制御するための制御システムの設計・

構築にシミュレーションをフルに活用している。シミュ

レータとして，設備の運転支援にも用いられるようになっ

てきた。

また，燃料電池などのクリーンエネルギー設備の設計・

運転制御や電動機のインバータ運転などによる省エネル

ギー効果の算定などにも有効にシミュレーションが利用さ

れてきた。最近の例として，燃料電池では，都市ガスと

LP（Liquefied Petroleum）ガスならびに廃棄物から発生

する消化ガスの燃料切換をスムーズに行うためのシミュ

レーションを行っている。これにより，もともとクリーン

な燃料電池をエネルギーの有効利用，災害時の対策にも役

立てることができる。

今後は環境影響評価や防災のためのシミュレーションな

ど，社会的な要請にこたえるシミュレーション技術の重要

性がさらに高まるものと考えられる。

３.２ 情報分野

富士電機では電力システムやプロセス制御システム，工

場の生産管理システムなどにおいて，シミュレーション技

術を運転・制御・管理システムに活用してきた。電力需要

予測やプラントのモデル化による最適化，制御系設計など

に数々の実績をあげてきた。

需要予測には自社開発のニューラルネットワークやカル

マンフィルタを用いたシステムを，電力や水道事業ユー

ザーに数多く納入している。制御系設計・シミュレーショ

（2）
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構造解析：MSC.Nastran�
　　　　　ADINA  NISA2

制御系設計・解析：SAPL＊�

　　　　MATLAB/SIMULINK

機構解析：ADAMS�
　　　　　MECHANICA

ニューラルネットワーク�
　　　　　　　　　：FLNET＊�
�

熱流れ解析：STAR-CD�
　　　　　　PHOENICS

統計解析：SPSS�
　　　　　S-PLUS

電磁界解析：FDEMT＊�
　　　　　　ANSYS

物流・離散系：WITNESS�
　　　　　　　METRO

電子回路：Verilog�
　　　　　SPICE

マーケティング分析：VMAS＊�
�

電力系統：EMTP�
　　　　　EMTDC

ビジネスプロセス：iGrafx�
　　　　　　　　　ARIS

管路網解析：FUJI-HYTRAN＊�
　　　　　　SAPL-W＊�

＊は富士電機が開発したツール。その他のツールは，それぞれの�
　所有者の商標の場合がある。�

コンピュータグラフィックス�
　　　　：Lightwave�
　　　　　3D Studio MAX�
�

図１　主要なシミュレーションツール
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ンには自社開発の SAPLのほか，MATLAB
〈注１〉

/SIMULINK
〈注２〉

が，電力系統のシミュレーションには EMTPが広く用い

られている。

最近では SCM（Supply Chain Management）における

需要予測，調達・生産・配送の最適化にシミュレーション

技術が活用されるようになってきた。前述のように，電力

や水道の需要予測には数多くの実績があり，この技術を

SCMにおける商品の需要予測にも展開している。輸配送

のシミュレーションには METRO，WITNESSなどを用

いて，設備ならびにルートの最適化に活用している。自動

販売機飲料の補充先とルートを最適化するシステムの開発

も行っている。

SCMや ERP（Enterprise Resource Planning）の導入

など，企業の生き残りをかけた事業改革にはビジネスプロ

セスをモデル化し，現状の姿とあるべき姿を描く必要があ

る。さらにそれを評価する指標を算出することが不可欠で

ある。このような目的のために，BPE（Business Process

Engineering）ツールの ARIS
〈注３〉

や iGrafx
〈注４〉

を活用している。

これらはビジネスプロセスをグラフィカルに表現して，

ABC（Activity Based Costing）分析やボトルネックプロ

セスの抽出などをシミュレーションすることができる。

商品の企画やマーケティングなどの企業の経営戦略にも

シミュレーションの果たす役割が大きくなっている。特に，
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表１　シミュレーション技術の適用事例�

分　野� 適用事例�

環　境�

情　報�

サービス�

コンポーネント�

発変電設備�

自動販売機その他�

パワーエレクトロニクス機器�

上下水道�

廃棄物�

クリーンエネルギー�

省エネルギー�

道路・環境�

鉄鋼・化学プラントなど�

組立加工システム�

電力システム�

物流・流通システム�

経営システム�

電　力�

プラント�

�

管網計算，ウォータハンマ解析，管網水質シミュレーション，水需要予測，�
水運用シミュレーション，下水流入量予測，下水処理シミュレーション　�

ごみ焼却炉シミュレーション�

燃料電池燃料切換シミュレーション�

ポンプ・送風機運転電力量シミュレーション�

トンネル換気シミュレーション，大気汚染拡散シミュレーション，水質汚濁シミュレーション�

プロセスシミュレーション，制御系解析�

生産ラインシミュレーション，生産スケジューリング�

電力系統シミュレーション，電力量予測�

需要予測，輸配送シミュレーション�

マーケティング分析，ABC 分析�

電力系統信頼度評価，事故部位判定�

プラント，回転機の故障予知・診断�

�冷却評価，熱応力解析，パワーデバイス組立工程シミュレーション，�
磁気ディスク媒体浮上シミュレーション�

半導体・電子部品�

電気器具�

電子機器�

機器筐体（きょうたい）�

火力プラント�

原子力プラント�

水力プラント�

発電機�

変電設備�

電動機�

鉄鋼圧延機�

クレーン�

電　車�

船　舶�

自動販売機�

生ビールディスペンサ�

冷凍ショーケース�

金銭処理機�

クリーンルーム�

計測機器�

電磁開閉器構造解析，磁界解析，機構解析，設計最適化�

�冷却評価，熱シミュレーション，回路シミュレーション，伝送線路シミュレーション，�
電波伝搬シミュレーション，電磁放射ノイズ解析�

樹脂成形シミュレーション，組立分解性評価�

冷却水系・蒸気系統の過渡解析，翼列流れ解析，タービンケーシング熱応力解析�

高温構造物の熱応力・強度解析，耐震解析・振動解析�

水車・導水路のサージ解析，流れ解析�

冷却系熱・流れ解析，電磁界解析�

変圧器電磁界解析�

振動抑制制御の制御系設計・解析�

棒鋼圧延シミュレーション�

クレーン振止めシミュレーション�

車両空転滑走シミュレーション�

砕氷船電気推進装置シミュレーション�

払出し機構解析，冷却ファンの騒音解析�

かくはん翼の流れ解析�

冷却シミュレーション�

貨幣搬送シミュレーション�

気流解析�

超音波トランスデューサ音圧分布解析�

〈注1〉MATLAB：米国The MathWorks, Inc.の登録商標

〈注2〉SIMULINK：米国The MathWorks, Inc.の登録商標

〈注3〉ARIS：IDS Prof. Scheer GmbH社の登録商標

〈注4〉iGrafx：Micrografx. Inc.の商標
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商品の売上げ情報が POS（Point Of Sales）システムでリ

アルタイムに得られるようになり，これを利用したマーケ

ティング分析システム VMASを開発している。このシス

テムにより，商品開発をシミュレーションすることができ

る。

今後は，人事や財務会計を含め，俊敏な経営の意思決定

にシミュレーションの活用が図られていくものと考えてい

る。

３.３ サービス分野

前記の環境，情報分野もサービス分野の一つであるが，

ここでのサービス分野とは，製品・システムの保守・保全

などの主にアフターサービス分野を対象とする。

こうした分野に現状ではシミュレーション技術の活用は

あまりなされていないが，AI，ファジィやニューラル

ネットワーク技術を応用したプラントや電力系統，回転機

などの故障診断，事故部位の判定などに実績がある。また，

電力供給自由化の進展に伴い，電力系統の信頼度評価など

新しい取組みも行っている。今後，設備故障の予知，事故

時の動作シミュレーション，サービスレベルの評価など，

シミュレーション技術の果たすべき役割が多くなってくる

ものと考えている。また，インターネットを通じて，リ

モートでこれらのサービスを提供できる仕組みの構築を

行っていく。

３.４ コンポーネント製品

ここでは，最終製品・システムに組み込まれる比較的小

型の製品を，具体的には半導体などの電子部品や電磁開閉

器などの電気・電子機器を対象とする。

この分野においては，小型化・高性能化のために，熱冷

却解析や構造解析のシミュレーションが設計時に不可欠と

なっている。電子回路や半導体デバイスのシミュレーショ

ン，電磁界解析や放射電磁波の影響，電波伝搬などそれぞ

れの製品の必要に応じてさまざまなシミュレーションが行

われており，製品開発に欠かせぬ技術となっている。

電子回路シミュレーションでは SPICE，Verilogなどの

専用ツールが主に利用されている。ディジタルとアナログ

の混在回路ではMATLABを併用してシミュレーションを

効率的に行っている。電磁開閉器の設計においては，電磁

界解析を繰り返し行って，最適な構造を設計している。

ハードディスクドライブ装置に内蔵される磁気ディスク

媒体においては小型化・高記録密度化により，媒体界面に

関する解析（記録ヘッドの浮上シミュレーション）や磁性

層薄膜の磁化シミュレーションが活用されている。

３.５ 発変電設備

火力，原子力，水力などの発電設備，変圧器，高圧遮断

器などの変電設備の計画・設計においては，構造解析，熱

流れ解析，電磁界解析などシミュレーション技術は不可欠

である。サイズが大きく複雑なため，大規模な三次元解析

が必要であり，富士電機の持つシミュレーション技術の大

きな柱の一つである。

構造解析には MSC. Nastran，熱流れ解析には STAR-

CDが主に用いられ，電磁界解析には FDEMTなど自社

開発ツールが主に用いられている。

火力発電所の冷却水系・蒸気系統の過渡解析や水車・導

水路のサージ解析には自社開発の管路系過渡現象解析ソフ

トウェア FUJI-HYTRANを用いている。

熱流れ解析や電磁界解析などの大規模な三次元解析では

計算処理に長時間かかるのがネックであり，高性能な技術

計算サーバを使用している。

３.６ パワーエレクトロニクス機器

電動力を応用したパワーエレクトロニクス機器の場合は

機械系，電気系，制御系が一体となったシミュレーション

が必要である。ねじり振動を伴う電動機や鉄鋼圧延，天井

走行クレーン，電車駆動装置，電気推進船，炭鉱巻上機な

ど，モデリング，制御系設計，シミュレーションを行って

いる。ツールはMATLAB/SIMULINKが主流である。

３.７ 自動販売機その他の機器

自動販売機においては，各部材の構造解析は当然として，

冷却ファンの流れ解析による騒音解析や商品払出し機構の

解析などを行っている。このほか，冷凍ショーケースの熱

流れ解析，金銭処理機の貨幣搬送シミュレーション，生

ビールディスペンサのかくはん翼の流れ解析，クリーン

ルームの気流解析など応用例は枚挙にいとまがない。

機構解析や組立分解性の評価など，運動を伴うシミュ

レーションには ADAMSや三次元 CGシミュレーション

が利用されている。

あとがき

富士電機は今後ともシミュレーション技術を個々の製品

開発にはもちろん，環境事業，情報事業，サービス事業，

コンポーネント事業に効果的に活用して顧客各位の期待に

こたえ，社会に貢献していく所存である。

また，並列計算技術や最適化技術，需要予測技術などシ

ミュレーション関連の基礎技術の開発とシミュレーション

結果の検証・精度向上にも力を注いでいきたい。関係各位

の温かいご指導をお願いする次第である。
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まえがき

科学技術計算分野において，大規模化や高速化への要望

が強い。富士電機では汎用機の時代から現在のUNIX
〈注１〉

機に

至るまで技術計算サーバ（技術計算コンピュータ）を運用

してきた。PC（Personal Computer），EWS（Engineer-

ingWork Station）の高性能化と普及が進み，科学技術計

算の裾野が広がっている。ネットワークが進歩した現在，

高性能化のみならず信頼性・安定性に加えセキュリティが

完備したことにより，Webからも容易に使用できる環境

が整い，技術計算サーバの利用が増大している。

CPUの性能は 2 年で２～3倍またはそれ以上に高速化し

てきているが，複数の CPUを同時に使用して計算する並

列計算により，さらに飛躍的な高速化を図ることができる。

本稿では，技術計算サーバのシステム構成，性能などの

概要と，デバイスシミュレーション，自動販売機冷却ユ

ニットの流れ解析，発電機回転子の軸応力解析，変圧器の

三次元電磁界解析の例を示す。また，入手が容易である

PCにより比較的大規模な解析が可能な PCクラスタを使

用した電子デバイス関連の熱応力解析例を示す。

技術計算サーバ

２.１ システム構成

現在，技術計算サーバとして導入しているシステムの構

成を図１に示す。

COMPAQ ES40
〈注2〉

は 2 台の並列スカラーコンピュータか

らなっており，専用の高速チャネルで結んでクラスタを構

成している。1 台あたり４CPU（Alpha 21264 EV67）の

共有メモリコンピュータで，2 台のコンピュータを利用し

て最大８CPUによる並列計算が可能となっている。計算

に使用するハードディスクは同時入出力処理機能とリカバ

リ機能を持ち，信頼性の高いシステムとしている。

SGI OCTANE
〈注３〉

は２CPU（MIPS R12000）搭載の EWS

で，三次元ソリッドモデル作成，入出力処理を行い，機構

解析でも利用している。

２.２ 技術計算サーバの性能

技術計算サーバ（COMPAQ ES40）の性能は，性能指

技術計算サーバとその解析事例
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ファイバチャネル�
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流体解析�
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構造解析�
　NASTRAN，FINAS，ABAQUS

機構解析�
　ADAMS�
入出力処理�
　I-DEAS
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負荷分散管理�
キューイング�

図１　技術計算サーバのシステム構成
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図２　流体解析のベンチマークのCPU計算時間

〈注１〉UNIX：X/Open Co., Ltd. がライセンスしている米国ならび

に他の国における登録商標

〈注２〉ES40：Compaq Computer Corp. の登録商標

〈注３〉SGI OCTANE：Silicon Graphics, Inc. の登録商標



技術計算サーバとその解析事例

標 SPECfp95で 82.2（１CPU）になっている。STAR-CD
〈注４〉

を用いた流体解析の並列計算ベンチマークでの結果は，１

CPUの場合と比較して２CPUで約1.9倍，４CPUで3.4倍，

８CPUで7.0倍である。図２に１CPUから８CPUでの流

体解析のベンチマークの CPU計算時間を示す。

解析事例

技術計算サーバの更新後に実施した解析例をデバイスシ

ミュレーション，流体解析，構造解析，電磁界解析につい

てそれぞれ述べる。また，PCクラスタ構成による並列計

算の解析例を紹介する。

解析例のように連成解析や非線形のより高度な解析技術

を必要とする解析が増え，計算時間やモデル作成，解析評

価に長時間かかるようになってきている。

３.１ デバイスシミュレーション

半導体デバイスのシミュレーションにおいても詳細化，

複雑化するデバイスの特性予測や開発効率の向上のため，

三次元大規模解析の必要性が増大している。パワートラン

ジスタの NMOS構造の素子について有限要素法デバイス

シミュレーションプログラム ISE-TCAD
〈注５〉

を使用して三次

元デバイスシミュレーションを行った例を紹介する。

解析モデルの規模は節点数 84,808，要素数 442,583で，

図３に 1/2モデルのメッシュ図を示す。解析内容はブレー

クダウン計算で，図４にドレインバイアス約 500V 時の電

界分布図を示す。

三次元モデルによる解析と二次元モデルでの解析を比較

検討すると，電界分布のピーク値の位置など三次元解析の

有用性が明らかになっている。

今後，さらに三次元デバイスシミュレーションを展開し

ていく予定である。

３.２ 自動販売機冷却ユニットの流れ解析

最近，自動販売機も屋内設置の需要が高まり，それに

伴って運転時も静粛性が求められるようになってきた。自

動販売機の騒音源の一つである冷却ユニットについて，流

れ解析結果を使って騒音解析を行った例を紹介する。

冷却ユニットは，コンデンサ（熱交換器），コンデンサ

ケーシング，冷却ファンから構成される。冷却ユニットの

騒音周波数特性を図５に示す。冷却ユニットの騒音を実際

に計測してみると，ファン単体，それにコンデンサケーシ

ングを付けた場合，さらにコンデンサを付けた場合の 3 段

階での周波数特性では回転速度と翼枚数（以下，NZと略

す）成分とその高次成分の騒音レベルが顕著になっている。

さらに，コンデンサケーシングを付けた場合には NZ値周

辺の広帯域部分が上昇する。

騒音解析は流れ解析の結果を使って騒音値を求める方法

で行った。流れ解析は有限体積法熱流体解析プログラム

STAR-CDを使用して乱流モデル（LES）によりメッシュ

数約26万で行い（図６），解析結果の計算精度は画像処理

流速計（PIV）を使用して検証した。その流れ解析の結果

から，騒音値を音響方程式により計算した。ファンの騒音

はファン表面からの圧力変動が支配的であり，NZ域の騒

音がファンとコンデンサケーシング周りから，広帯域の騒

音がファンブレードから発生していることが分かった。計
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電界分布のピーク�

図４　NMOS素子1/2モデルの電界分布図
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〈注４〉STAR-CD：Computational Dynamics Limitedの登録商標

〈注５〉ISE-TCAD：Integrated Systems Engineering AGの登録商

標



技術計算サーバとその解析事例

算精度の面ではまだ課題が残っているが，静粛化技術の開

発のための流れ解析を用いた騒音評価が可能になった。

３.３ 発電機回転子の軸応力解析

２極タービン発電機の回転子巻線端部を保持する保持リ

ングと保持リングが焼きばめられる回転子軸の端部には，

強大な遠心力のほかに回転子コイルの熱膨張による荷重が

作用し，応力は非常に高く，起動停止による応力振幅も高

い。したがって，設計に際しては詳細で精度の高い応力解

析が必要となる。特に重要なことは，保持リングの焼ばめ

代が大きいので，焼ばめにより生じる応力を，この部分に

作用する摩擦を考慮して正確に知る必要があることである。

このためには，接触要素を使用した三次元非線形応力解析

が不可欠となる。

今回，現時点での空気冷却タービン発電機の出力の上限

とされる 300MVA級機を対象に有限要素法非線形構造解

析プログラム FINAS
〈注６〉

，ABAQUS
〈注７〉

を使用してこの解析を

行い，良好な結果を得た。解析モデルは周方向の1/90を

対象とし，節点数は約 24,000である。接触要素は保持リ

ングと軸端およびエンドリングとの間，ならびにクランプ

リング周辺に設けた。この接触要素を使用した三次元非線

形応力解析は解の収束性に問題があり，荷重ステップの大

きさ，接触部の要素分割の大きさおよび解の収束判定に高

いノウハウが必要となる。図７に変形図，図８に応力図を

示す。

３.４ 変圧器の三次元電磁界解析

三相変圧器の三次元渦電流解析を行った。解析目的は磁

束の漏れを防ぐシールドの影響などの検討にある。

miA-φ法は磁気ベクトルポテンシャル Aと電流φを未

知数とした有限要素法による渦電流解析の定式化を含んだ

手法の一つである。解析領域を四面体に分割し，Aおよ

びφの離散化にはそれぞれ Nedelec（辺要素）の一次要素

および通常の一次要素を用い，CG法（共役こう配法）を

用いた反復計算によって解析を行った。

図９に 1/6モデル図，図 に 1/6モデルの変圧器全体に

対する位置を示す。図 は磁束密度分布図，図 に渦電

流流線図を示す。1/6モデルはその形状に対称性を仮定し，

図 に示すように U相１相分のさらに半分にあたる全体

の 1/6のみをモデル化する。モデルはタンク，シールド，

鉄心，コイル巻線，空気およびその他の構造物から成る。

空気の透磁率は４π×10－7（H/m），周波数は 50 Hzとす

る。

コイルには内側から－159,332A，－303,622A，462,954A

の電流を与える。したがって電流の総和は０（Ａ）となる。

表１に各部の比透磁率および導電率を示す。境界条件とし

て図９の向かって右側の面に（νrot A）×n＝ 0と A×n＝

0を与え，その他の面では A×n＝ 0を与える。

モデルの節点数は 76,380，要素数は 107,232である。反

復回数は 6,012 回である。

磁束密度分布から，コイルを流れる電流の総和が 0とな

るため，鉄心を貫通する磁束が存在せず，また外部へ向か

う磁束はシールドで遮へいされていることが分かる。

また図 の渦電流の流線図から，タンクの角にあたる箇

所のシールドの切れ目で，磁束の漏れによる渦電流が発生

している。実機による温度測定では，この箇所で温度が上

昇しており，本三次元解析の有用性が明らかになった。

１２

１０

１２１１

１０
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〈注６〉FINAS：核燃料リサイクル機構が（株）CRC 総合研究所の協

力を得て開発した非線形構造解析プログラム

〈注７〉ABAQUS：Habbitt, Karlsson & Sorensen, Inc. の登録商標



技術計算サーバとその解析事例

現在，三相変圧器全体をモデル化する全体モデルによる

解析を実施している。図 に全体モデルのメッシュ分割図

を示す。コイルのうち U相には 1/6モデルと同じ電流を

与え，V相およびW相にはそれぞれ＋120 °と－120 °位

相をずらした電流を与える。全体モデルの節点数は

414,128，要素数は 574,055である。なお，本解析は九州大

学の金山研究室との共同研究である。

３.５ PCクラスタによる熱応力解析

PCクラスタによる並列計算は領域分割法など並列計算

技術の研究開発と PCの性能向上，高速のネットワーク

（ギガビット Ethernet
〈注８〉

など）の実用化から急速に進歩して

きている。さまざまな取組みをしているが，ここでは，

（社）日本機械学会の「PCクラスタによる超並列 CAEシ

ステムの開発に関する研究分科会」で開発された領域分割

法による並列有限要素法構造解析システムを使用した。

PCクラスタは CPU（PentiumⅢ
〈注９〉

），100 Mビット/秒

Ethernetにより TCP/IP（Transmission Control Protocol

/Internet Protocol）接続，Linux
〈注10〉

を OS（Operating Sys-

tem）として，並列通信モジュールとしてMPI
〈注11〉

を使用し

た構成としている。

解析例として 4 面体一次要素および 4 面体二次要素の

MOSモジュール 1/4モデル熱弾性解析を示す。前者では

PC ３台で，後者では PC22 台で解析を実施した。なお，

CG法残差の許容誤差は 1×10－6とした。解析規模や計算

時間（2000年12月現在）などを表２に示す。

図 にMOSモジュールの熱応力解析結果として応力図

を示す。応力など細部まで詳細な結果を得ることができて

いる。PCクラスタによる並列計算は，身近にある PCで

比較的大規模な解析を高速にでき，十分実用的になってき

た。並列処理解析によるソフトウェアの解析機能，前後処

理機能も順次強化，充実してきている。解析規模や解析目

１３
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（4）（3）

１０

富士時報 Vol.74 No.6 2001

338（10）

コイル，鉄心は�
筐体（きょうたい）内に入る。�

1/6モデル�

鉄心�

コイル�

変圧器筐体�

図１０　変圧器全体のモデルのメッシュ分割図

コイル�

図１１　変圧器1/6モデル磁束密度分布図

変圧器筐体�

シールド�

図１２　変圧器1/6モデル渦電流流線図

表１　物理特性�

�タ ン ク �

シ ー ル ド �

コイルまたは空気�

比透磁率�

600�

10,000�

1�

 導電率（S/m）�

6.67×10
6
�

0�

0

〈注８〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

〈注９〉PentiumⅢ：Intel Inc. の登録商標

〈注10〉Linux：Linux Torvals の登録商標

〈注11〉MPI：Message Passing Interface Forumが著作権所有

鉄心�

コイル�

シールド�

図９　変圧器1/6モデル図



技術計算サーバとその解析事例

的などをかんがみ，技術計算サーバと使い分けて利用して

いる。

あとがき

今回導入した技術計算サーバを中心に性能と解析例を紹

介した。今後は，技術計算サーバの利用の高度化と効率化

を図っていく所存である。また，解析モデルの大規模化と

ともに，解析精度の向上，前後処理の効率化，適用製品の

拡大，評価方法も強化していきたい。

HPC（High Performance Computer）の大規模プロジェ

クトの動向からも分かるように，クラスタ構成による並列

コンピュータの占める重要性はますます増してくると考え

られる。システムバスの帯域やハードディスクなどのアク

セス速度と信頼性，OSの信頼性を考慮すると，技術計算

サーバの利点は大きい。PCクラスタは比較的安価に構築

でき，単独の PCではできない規模の解析に利用されてい

くと思われる。各部門間との連携をとり利点を生かしなが

ら技術計算サーバの利用と科学技術計算の技術力の向上に

努めていきたい。

参考文献

鶴田和博ほか．矩形熱交換用プロペラファンの LES 解析

と騒音評価．日本機械学会流体工学部門講演会講演論文集．

2000．

金山寛．計算電磁気学《空間系Ⅳ》．岩波書店，2000．

田上大助ほか．電磁場問題における電流密度の補正と反復

法の適用．日本機械学会第 13 回計算力学講演会．2000．

Kanayama, H. et al．A finite element method for 3-D

eddy current problems using an Iterative apporoach．to

appear in Int. J. Comput. Fluid Dynamics．

矢川元基，塩谷隆二．超並列有限要素解析．朝倉書店，

1998．

矢川元基ほか．平成 11 年度中間報告書．PCクラスタによ

る超並列 CAEシステムの開発に関する研究分科会．日本機

械学会．2000．
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表２　PC クラスタによる熱応力解析データ�

�

�使 用 要 素 �

節 点 数 �

要 素 数 �

メモリ使用量�

CG 法反復回数�

解析経過時間�

PC 3台での解析�

4面体一次要素�

306,826�

1,642,882�

�900M バイト�
（300M バイト/台×3）�

3,580回�

1時間50分�

PC 22台での解析�

4面体二次要素�

2,313,021�

1,642,882�

�7.48G バイト�
（340M バイト/台×22）�

10,255回�

21時間22分�

解　説 有限要素法

有限要素法（FEM：Finite Element Method）は，

1956年に航空機などの強度を解析することを目的に

ボーイング社の Turnerらによって発表された論文に

始まる数値解法である。

数理的なモデル化により定式化された物理現象は微

分方程式で表される場合が多い。連続的な微分方程式

を数値的に解くために離散化を必要とするが，変分原

理や仮想仕事の原理に基づいて積分形式に変形して扱

う。物理現象が現れている解析領域を「有限要素（要

素）」と呼ばれる多数の小領域に分割する。各要素ご

とに微分方程式を，通常，低次の補間関数で近似して

マトリックスを作成する。これを全体マトリックスに

重ね合わせ，さらに，境界条件や荷重条件などを考慮

して連立一次方程式を作成し，これを解く。

数値解析法としては差分法や境界要素法などがある

が，有限要素法には次のような利点がある。

数学的理論により裏付けされている。

同様な考え方がいろいろな物理現象に適用できる。

複雑な形状に柔軟に対応できる。

有限要素法は大量の計算を必要とするが，コン

ピュータに向く汎用的な手法といえ，コンピュータの

発達と相まって精力的に研究・開発が行われており，

固体力学から熱伝導，流体，電磁界など広範な分野へ

の応用が進んでいる。航空宇宙分野から電機製品，土

木建築，自動車，民生品さらには半導体デバイスにも

適用され，科学技術分野における研究・開発・設計に

必要不可欠な技術となっている。

参考文献

鷲津久一郎．エネルギ原理入門．培風館，1980．

菊地文雄．有限要素法概要．サイエンス社，1980．

菊地文雄．有限要素法の数理．培風館，1994．（3）
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図１３　MOSモジュール1/4モデル熱応力解析応力図
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まえがき

富士電機では，長年にわたり下水道関係の研究開発を行

い，三十数種類のシミュレーションプログラムを蓄積して

きた。例えば，雨水流出シミュレーション，送風機制御シ

ミュレーション，汚泥焼却シミュレーションなどをパッ

ケージ化してある。最近は下水処理プラントの活性汚泥法

をモデル化して，処理水質をシミュレーションするプログ

ラムの利用を試みている。

活性汚泥法はさまざまな処理方法が開発されているが，

富栄養化防止，水環境保全のために導入が進められている

のは，有機物・窒素・りん除去を目的とした高度下水処理

法である。この中でも，生物学的に３成分を同時に除去す

る方法は，凝集剤添加が不要，汚泥発生量が少ない，運転

コストが安いなどの観点から注目を浴びている。

本稿では，下水処理シミュレーションの利用目的，高度

下水処理運転支援システム，高度下水処理シミュレータを

紹介する。

下水処理シミュレーション

２.１ シミュレーションの利用目的

シミュレーションは，下水処理場の計画・設計時におい

て，コンピュータ制御システムの事前評価や制御方法の改

良・検討に利用され，システムの運転・維持管理において

は，制御システムに組み込まれたソフトウェアの一部とし

てオンラインで稼動したり，オフラインで運転管理員を介

在して操作点の設定や制御設定値の検討・決定のための

ツールとして使用される。また，豪雨，連休など通常の流

入水質と異なる期間の運転計画の策定や処理水質異常時の

復旧方法のガイダンス指示など，熟練運転管理員が必要と

される複雑なプロセスの維持管理を支援するシステムにも

利用されている。最近では，運転管理員の教育，訓練用の

モデルとしての利用も多くなっている。

下水処理プラントでのシミュレーションの主な利用目的

は次のとおりである。

下水処理場の運転支援

運転制御条件の検討

生物反応槽の容量検討，機器の制御条件検討

２.２ 活性汚泥モデルの概要

下水処理プロセスに使用する活性汚泥の生物反応モデル

は，各種微生物の反応を基質除去の観点から数学的に記述

した ASM（Activated Sludge Model） No.2d（図１）を

採用した。このモデルは，活性汚泥内の微生物を３種類，

流入有機物を５種類に分類して，有機物，窒素，りんの挙

動を記述している。

有機物除去を行う従属栄養細菌は，主に好気的条件にお

いて有機物を分解して自己増殖を行い，さらに無酸素条件

にて脱窒によって増殖を行う。窒素除去に関係する硝化細

菌は，好気的条件においてアンモニア性窒素を硝酸へと酸

化して自己増殖を行う。りん除去を行うりん蓄積細菌は，

嫌気的条件において，菌体内に蓄積したポリりん酸を放出

して酢酸成分を貯蔵する。一方，好気的条件において，り

ん酸態りんを吸収し，蓄積した有機物成分を利用して自己

増殖を行う。りんを過剰に摂取した活性汚泥を余剰汚泥と

（6）（5）

（3）

（2）

（1）
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して引き抜くことにより，プロセスからりん除去を行う。

高度下水処理運転支援システム

高度下水処理法の一つである嫌気ー無酸素ー好気法

（A2O 法：Anaerobic Anoxic Oxic）を対象とした運転支

援システムの概要を図２，高度下水処理運転支援システム

の構成例を図３に示す。

３.１ A2O法の運転制御

A2O法では，活性汚泥中の従属栄養細菌，硝化細菌，り

ん蓄積細菌の反応を利用して，有機物，窒素，りんの除去

を行う。このため，流入水質，流量の変動に対して，生物

反応槽の状態を各微生物の機能を十分に発揮する状態に保

つことが，安定した処理水質を保つために必要である。

このプロセスの操作変数は，循環汚泥流量，返送汚泥流

量，余剰汚泥量，溶存酸素濃度，凝集剤添加量（りん除去

のための補助）などがある。これに対し制御方法は，A-

SRT（Aerobic-Sludge Retention Time）制御，DO（Dis-

solved Oxygen）制御，返送汚泥流量制御，循環汚泥流量

比例制御などがあるが，いずれも個々の操作量に対する制

御であり，生物反応槽の状態を各微生物にとって良好な状

態に保つための直接的な制御ではない。したがって，この

ような複雑な高度処理プロセスの運転は，各生物の反応，

処理場への流入水質の特徴，土木・機械・制御機構を理解

し，操作変更時期や変更量を熟知した熟練技術者により行

われてきた。また，下水処理場は長期的な計画をもとに設

計されるため，運転開始時に設計流量・水質であることは

まれで，このような状況に対応できるのも熟練技術者のみ

である。

それに対し，富士電機では，プロセスの生物反応，機械

制御の特徴を組み込んだシミュレーションを応用すること

により，目標水質を保つための操作変数の変更タイミング

や操作量に対する適切なガイダンスを与え，経験の浅い技

術者にも高度処理プロセスの運転が行える高度下水処理運

転支援システムを開発中である。

３.２ 運転支援システムの構成と利用方法

運転支援システムは，監視制御コンピュータ，シミュ

レータ部および水質計部から構成されている。水質計は，

流入水の水質を計測して，コンピュータシステムに計測

データを送る。コンピュータシステムは，受け取った水質

データと運転条件を抽出・作成し，シミュレーションに必

要なデータとしてシミュレータへ送る。この例では，分析

項目として TOC（Total Organic Carbon），T-N（Total-

Nitrogen）を採用した。分析項目は，流入水質の特徴，シ

ミュレーションの精度を考慮して選択可能である。
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図３　高度下水処理運転支援システムの構成例
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図２　A2O法運転支援システムの概要
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最初沈殿池越流水の TOC，T-Nを計測することにより，

活性汚泥モデルへの流入水質を計算し，監視制御コン

ピュータは各ポンプ流量，DO濃度などの現在の運転状態

をシミュレータに送ると，シミュレータは生物反応槽の水

質，処理水質の予測結果を監視制御システムへ送り返す。

監視制御システムでは，計算結果をもとに反応槽の水質比

較や処理水質のトレンドの表示を行う。予測結果が規制値

をオーバーするような状態になれば，現在の流入水に対応

して，滞留時間後に放流される水質に対して何らかの対処

が可能となる。また，さまざまな制御設定値の変更のタイ

ミングや操作量の検討，運転条件変更による処理水質の予

測が現在の処理プロセスにおいて可能となる。

A2O 法では，雨天時にりん除去性能が悪くなることは

すでに知られており，その対策として凝集剤注入設備を備

えている処理場が多い。これに対して，運転支援システム

では，凝集剤注入タイミングおよび添加終了時期の検討な

どが可能となる。

この下水処理プロセスは，A2O 法単独であるが，他の

方法と並列で稼動している処理場に対しても各種モデルを

組み合わせることにより，処理場全体のシステム構築も可

能である。

３.３ 高度下水処理プロセスのシミュレーション結果

図４に実際の A2O 法実施設のシミュレーション結果を

示す。このプラントは合流式処理場であり，シミュレー

ションした期間は初夏である。表１に施設概要と代表的な

流入水質の分析結果を示す。

図４に示す実測値は，流入水についてはコンポジットサ

ンプル，反応槽内の水質については同一時刻のスポットサ

ンプルの分析値である。各生物反応槽内の窒素に関する成

分である NH4-N，NO3-N 濃度変化は，実測値とシミュ

レーション結果がほぼ一致している。りんについても同様

の結果を得ている。

このように下水処理プラントの水質を再現できることは，

運転管理員の処理プロセスの学習や，過去の流入水質にて

計算を行わせることにより，危機管理時の運転操作，操作

時期などを事前に検討することが可能である。

高度下水処理シミュレータ

４.１ システム概要

このシステムは，各種下水処理プロセスの生物反応の理

解や学習を想定して，前記のようなシミュレーションをパ

ソコン単独で行うことを可能とした。処理プロセスは六つ

の活性汚泥法から選択できる。有機物・窒素・りん除去の

高度下水処理法にも対応しており，流入水質は TOCまた

は BOD（Biochemical Oxygen Demand）値を入力するこ

とで，活性汚泥モデルの CODcr（Chemical Oxygen

Demand chromium）基準の変数設定が簡単に行える。計

算結果もトレンドグラフ，各槽間比較などで表示され，プ

ログラミングの知識は何も必要としない。

４.２ システム構成

図５にシステムのメニュー構成を示す。計算対象のプロ

セスを選択後，それに対応したプロセスフローを含むシ

ミュレーション画面（図６）から，流入水設定，解析条件

設定，計算結果のグラフ表示が行える構成となっている。

流入水データの作成では，基準値に対し増減を指定するこ

とにより水量変化のパターンを作成することができる。水

質の入力では，CODcrと TOCや BODの相関係数を入力

することにより，過去の貴重な水質データを有効利用する

ことが可能である。解析条件では，シミュレーションを行

（8）

（7）
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表１　実施設概要と流入水質�

BOD（mg/L）�

T-N（mg/L）�

NH4-N（mg/L）�

T-P（mg/L）�

PO4-P（mg/L）�

120�

29�

19�

5.5�

4.1

総有効容量（m3）�

反応槽分割比（－）�

流入水量（m3/d）�

汚泥循環率（％）�

汚泥返送率（％）�

MLSS（mg/L）�

SRT*（d）�

流入水質�実施設概要�

1：4.6：6

1,900�

�

3,700�

140�

56�

2,200�

21

＊ SRT：Sludge Retention Time
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うプロセスの運転条件，各種ポンプの制御方法の設定や選

択ができる。計算結果の表示は，複数の項目の時系列変化

を個々のグラフや同一のグラフ内で表示する時系列グラフ

と，各生物反応槽内の結果を比較する槽間グラフがある。

以上をまとめると次のようになる。

対象プロセス：標準活性汚泥法，

循環式硝化脱窒法，

嫌気ー好気法，

嫌気ー無酸素ー好気法，

担体投入型嫌気ー無酸素ー好気法，

ステップ流入式多段硝化・脱窒法

生物反応槽数　：最大12槽，容量の設定が可能

生物反応モデル：ASM No.2d（有機物・窒素・りん

除去）

流入水質作成　：任意の日時における流入水質設定，

ベース値に対する日間変動の設定

運転条件定義　：任意の時刻での制御条件設定

循環水量，返送汚泥量，余剰汚泥

抜出量，溶存酸素濃度，A-SRT

制御など

結果表示　　　：任意の水槽の時系列変化の表示，

各反応槽の水質比較など

４.３ シミュレータ利用例

このシステムは，特定の処理場を対象にしたものではな

いため，ユーザーが仮想的な下水処理場を想定してさまざ

まな利用方法が考えられる。

生物反応槽の容量決定

処理場の計画や改造時に，流入水量，水質の変動に対し

て，最適な生物反応槽の区画数，容量の検討が可能である。

制御条件決定

処理場の運転スケジュールに合わせて各種ポンプの運転

制御方法の検討が可能である。

活性汚泥プロセスの学習

処理目的の異なる活性汚泥法について，有機物，窒素，

りんの除去における各種生物反応の理解，余剰汚泥量など

さまざまな操作量と各種水質との関係の理解に利用できる。

あとがき

以上，富士電機が取り組んでいる下水処理シミュレー

ションについて紹介した。このような活性汚泥プロセスの

シミュレーションは海外では利用が進んでおり，下水処理

場の運転・管理においてコスト削減，安定した処理水質の

確保など数多くの成果が発表されている。また，バルキン

グなどのモデルも提案され，今後新たなモデルの検証と実

利用が期待されている。シミュレーションの応用には，処

理プロセスの生物反応の知識はもちろんのこと，モデルの

理解も必要である。

富士電機では，ここに紹介したシミュレーションのほか

にも下水処理場に関するシミュレーションパッケージを蓄

積しており，今後は，それらのソフトウェアと統合して下

水処理場の総合的な管理・運営に貢献していきたい。

なお，A2O 法の運転支援システムについては，三重県

県土整備部下水道課，（財）三重県下水道公社と共同研究中

であり，多大なご協力をいただいた関係各位に感謝申しあ

げる。
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図６　シミュレーション画面
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まえがき

近年，都市ごみ焼却プラントを効率よく運転するために

分散型制御システム（DCS：Distributed Control System）

が積極的に導入されており，DCSを用いた自動燃焼制御

（ACC：Auto Combustion Control）運転が行われている。

しかし，都市ごみ焼却プラントに対する環境問題，エネル

ギー問題などの種々な要請にこたえるために，より高性能

な制御システムが求められている。

そこで，ごみ質の変動や焼却炉の経年変化に合わせ制御

パラメータの調整が必要な部分にニューラルネットワーク

（以下，ニューロと呼ぶ）の適用を検討した。そして，従

来の ACCの一部をニューロに置き換えることにより，制

御パラメータの調整が容易なニューロ自動燃焼制御システ

ムの構築を行った。

本稿ではニューロ自動燃焼システムの構築手順と，モデ

ル作成時に用いたシミュレーションシステムについて紹介

する。

都市ごみ焼却プラント

本システムを設置した施設は，1997年３月に完成した最

新式の都市ごみ焼却プラントである。焼却炉は１炉あたり

の定格焼却量が 120 t/日のストーカ炉であり，２炉構成で

運転している。また，本施設では焼却により発生した廃熱

利用による発電設備を有しており，隣接する温水プールの

熱源としても利用している。

システム構成

本プラントは富士電機製 DCS（型式：MICREX-IX）に

より運転されている。この DCSにニューロ演算用のパソ

コンを付加することで機能を実現した（図１）。

具体的には，ニューロ演算を行うオンライン制御演算用

パソコンを各炉に１台ずつ合計２台，過去のデータを蓄積

しニューロモデルの構築や制御シミュレーションを行う学

習用パソコンを１台の構成である。

制御用データの転送は DCSの制御用 LAN（PEリンク）

により実現した。DCSと制御演算用パソコン間は１秒周

期でデータの受け渡しを行う。そして１秒ごとのセンサか

らの入力データを用いて制御演算を行い，DCSに演算結

果を出力する。また１秒ごとの入力データを１時間ごとに

ファイルに保存し，さらに学習用パソコンは１か月分ごと

にまとめて保存を行う。

制御アルゴリズム

本システムでは，燃焼と発電の安定化のため，発生蒸気

量の制御を行う。発生蒸気量を安定化させるためには，炉

に投入されたごみ質に合ったごみ量を与えるためのストー

カ速度の制御と，投入されたごみ質・ごみ量に適した量の

空気を送るための一次燃焼空気量制御が必要である。そこ

で，季節によって異なるごみ質に対する空気量の調節を容

易にするために，ニューロによる一次燃焼空気量制御を適

（1）
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用した。

主燃焼風量ニューロ制御を図２に示す。制御は以下の手

順で実行する。

各種プラントデータから，現在の制御状態がそのまま

続いたとして，一定時間後の発生蒸気量 PVの予測を行

う。

予測した発生蒸気量と発生蒸気量目標値（発生蒸気量

SV）を比較し，操作量MVを決定する。

操作量 MVから一次燃焼空気量 SVを決定し，それ

により一次燃焼空気ダンパ開度を決定する。

本システムでは，発生蒸気量 PVの予測にニューロを用

いた（解説「ニューラルネットワーク」を参照）。一定期

間後の発生蒸気量 PVの差分予測値を出力する 3 層階層型

ニューロを用いた。これは式 のとおり，プラントデータ

i1 ～ inを入力すると発生蒸気量 PV差分予測値 omを出力

するニューロであり，入出力間は非線形関数で結ばれてい

る。

om＝f（ i1，i2，…，in）……………………………………

ごみ質の変動に応じて，ニューロによる発生蒸気量予測

のモデルを変更することにより，従来の制御パラメータ調

整をニューロの学習に置き換え，自動化を行った。

オンライン制御システム

制御演算用パソコンで動作するオンライン制御システム

では，設定ファイルに記されたニューロモデルを用いてリ

アルタイムに制御演算を行い，発生蒸気量MVの算出を

行う。毎秒 1回プラントデータを DCSから収集し，5 秒

ごとに制御演算を行う。そしてその値を DCSへ転送し，

最終的に一次燃焼空気ダンパの制御を行う。また制御演算

用パソコンでは，制御演算とともに DCSから収集したプ

ラントデータをファイルに保存する。ゲインなどの設定パ

ラメータとニューロのモデルを組で管理しており，モデル

を再選択することにより異なったモデルで制御を行うこと

ができる。また，制御出力の最大値・最小値を制限するこ

とで，ニューロの予測が突然変動した場合にも，プラント

の急変を防ぐことができる。異常発生時には警報を発生さ

せ，自動的に従来の ACCに切り換わる。

オフラインシミュレーションシステム

学習用パソコンにはオフラインシミュレーションシステ

ムを搭載している。本シミュレーションシステムは，大き

く 4 機能を持つ。以下それぞれの機能について説明する。

６.1 プラントデータの自動保存機能

オンライン制御システムで収集したプラントの運転デー

タを１か月に 1 回自動的にコピーし，まとめて保存する。

保存したデータはニューロモデルの構築と制御シミュレー

ションに用いられる。

６.２ プラントデータ表示機能

過去に収集したプラントデータを表示する。プルダウン

メニューにより，表示期間と表示させるグラフの項目を選

択することができる。グラフの上をマウスでクリックする

ことで，選択した時刻のプラントの値がグラフの左上に数

値で表示され，実際の値を確認することができる。

６.３ ニューロ学習機能

収集したデータを用いてニューロのモデル構築（学習）

を行う。学習に用いるニューロモデルの構造は，テキスト

ファイルに記述することで変更することができる。学習回

数など学習に必要なパラメータをあらかじめ指定すること

により，学習用データの選択だけで自動的に学習を行う。

学習中は学習進捗（しんちょく）状況が表示され，現在の

学習回数を知ることができる。

６.４ 制御シミュレーション機能

過去に収集したデータでオンライン制御と同等の演算を

行い，制御出力などの演算結果を表示する。また，学習後

のニューロモデルに過去のデータを入力し，予測出力

（ニューロの出力）を計算しグラフ表示する。制御シミュ

レーション時の制御出力値の標準偏差や，予測出力の二乗

平均誤差（RMSE）などを計算し表示する。図３のように

「プラントデータ表示機能」と同一画面に表示する。

（1）

（1）

（3）（2）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.74 No.6 2001

345（17）

各種�
プラント�
データ�

発生蒸気量SV

発生蒸気量PV�
予測値�

＋�

－�

ボイラ�
発生蒸気量予測�
ニューロ�

一次燃焼空気�
ダンパ開度制御�

一次燃焼�
空気量演算�

図２　主燃焼風量ニューロ制御 図３　制御シミュレーション画面
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モデル構築

ここでは，制御モデルの構築から運用までの方法を述べ

る。

７.１ 問題点の抽出と対策の検討

まず始めに，従来制御における問題点の抽出を行った。

従来の ACCは PID 制御を主体に設計されており，季節ご

とのごみの違いによる燃焼状況の変動に対応するために，

設計者レベルのパラメータ調整が必要であった。そこで，

最も変動の激しい PID 制御部分をニューロ制御に置き換

えることにより，パラメータの調整を自動化する方法を検

討した。

７.２ データの収集

制御方式や制御モデルの検討のために，プロセスデータ

の収集を行った。従来制御の設計者の考え，現場のオペ

レータの操作するパラメータなどを考慮し，データ収集項

目を決定した。また制御時のプラントの応答性，新システ

ムで可能な制御周期などを考慮してデータ収集間隔を決定

した。そして，DCSと接続してデータを自動的に収集・

保存する機能を設けたパソコンを設置した。今回は 91 変

数を 1 秒周期で収集した。

７.３ プロセスデータの検討

ニューロモデルの入力データを抽出する作業を行った。

従来制御の経験者からの聞き取り調査と，変数間の相関関

数などからニューロモデルに必要な入力項目を決定した。

図４は，1 分差分の発生蒸気量と 2 分差分の O2 濃度との

間の相関関数であり，10秒前の O2 濃度が発生蒸気量の予

測に最も影響を与えることを示している。最終的には CO2

濃度，O2 濃度，炉出口温度，ごみ層厚，燃焼完結点など

76変数に決定した。また，相関関数から予測先の時間を60

秒先に決定した。

７.４ モデルの構築

上記のようにして検討された入力データからニューロモ

デルを構築した。モデルの構築には，オフラインシステム

の学習機能を用いた。構築には約 2か月分のデータを用い

た。ニューロの予測精度は式 で示す実測値と予測値の二

乗平均誤差を標準偏差で規格化した評価値 IPで評価を行っ

た。初期段階では評価指数 IP= 0.9 程度の予測であったが，

最終的には目標値 0.7を下回る IP= 0.61という良好な予測

結果が得られた。

……………………………

N：データ数

X：実測値

X̂：予測値

σ：実測値標準偏差

７.５ モデルの検証

オフラインシステムの制御シミュレーション機能を用い

て学習結果の検証を行った。ニューロ制御を行った場合の

発生蒸気量MVと，従来制御時の発生蒸気量MVとを比

較し，出力の変動方向や大きさが妥当な値であることを確

認した。また実際の制御に備え，制御ゲインの仮決めも

行った。

７.６ 実プラント試験

オフラインシステムで作成したモデルを用いて実プラン

トを動作させる試験を行った。制御パラメータを多少調整

することにより，焼却炉が安定に運転されることを確認し

た。

７.７ 運用方法

運用時は以下の手順でニューロモデルの入れ替えを行う。

モデルの変更は，四季に応じて年 4回程度の変更を想定し

ている。

現状のモデルにおける制御性能の確認

学習用データの準備

モデル学習

新モデル評価

モデル入れ替え

制御結果

本システムの性能を比較するために，2 炉のうち，1 号

炉を本制御，2 号炉に従来制御を適用して発生蒸気量 IR

〔式 〕の比較を行った（図５）。その結果，従来制御では

0.88（t/h）であったものが，本制御では 0.54（t/h）に向

上した。また，蒸気発生量が SV 5%以内に入る比率も

80%から 89%へ向上した（図６）。

＋－
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SV：設定値

あとがき

ごみ焼却施設に本システムを導入することにより，ごみ

質の変動に伴う制御モデルの作成が容易に行えるように

なった。また，従来制御に比べて同等以上の性能の制御を

行うことができた。

現在の方式ではモデル変更時に設計者レベルの知識を有

する者が，ニューロの学習，モデルの変更などを行う必要

がある。今後は，モデル変更の自動化を行い，常に新しい

モデルで運用できるようにする予定である。自動化するた

めには学習用データが正常である期間を自動で切り出すこ

とが必要であり，これが今後の課題である。
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図６　本制御と従来制御時の蒸気発生量分布比較

解　説 ニューラルネットワーク

ニューラルネットワーク（ニューロ）は，入出力モ

デルの近似や組合せの最適化を行う処理手法の一つで

あり，以下のような特長を持っている。

データによる学習が可能であるため，数式モデル

が不明の場合にもモデルの構築が可能である。

評価関数により自ら収束するため，制約条件を決

定すれば自動的に実用で必要なレベルの最適化が行

われる。

非線形性を持つため近似性能が高く，モデルの構

築がしやすい。

これらの特長により，以下のような分野に適用され

ている。

™時系列予測

™パターン認識

（3）

（2）

（1）

™配送・作業スケジューリング

™物の最適配置

図は一般的なニューロの構造である。入力データに

学習で決定された各重みを乗じ丸印の部分で非線形処

理を加え出力される。

出力�

入力�

重み�

重み�
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まえがき

富士電機では，関西電力（株）向け高性能系統解析試験装

置（APSA），中部電力（株）向け系統解析装置，東京電力

（株）向け電力系統シミュレータなど多くのアナログ形電力

系統解析用シミュレータを納入してきた。アナログ形シ

ミュレータは，当初は潮流解析や定態安定度などの準静的

な現象を扱うことが多かったが，近年では系統の複雑化に

伴い系統共振現象や多重事故解析など複雑な現象を扱うこ

とが多くなっている。また，電力系統用機器の開発におい

ては，通常はディジタルシミュレーションによる解析を重

ねた後，実系統での検証試験が行われる。しかし，実設備

の持つノイズの影響を解析することや，大規模系統でかつ

瞬時から長時間にわたる連続した検証試験をディジタルシ

ミュレーションのみで解析することは困難である。また，

実系統の電気現象をディジタルシミュレーションする場合，

検証したい周波数帯域に合わせて単一の演算刻みにて計算

されることが多い。しかし，近年，実系統に導入されてい

る各種電源のディジタル制御装置の演算刻みは多岐にわた

り，このような単一の演算刻みで解析を行うことにより実

情とは異なる解析結果が得られる可能性もある。このよう

な問題を解決するうえでもアナログ形シミュレータの有用

性は無視できない。

一方，電力規制緩和により今後，特別高圧系統や高圧系

統に分散型電源が多数接続されることが予想され，従来の

潮流制御方式や系統事故時における保護制御方式の見直し

が必要な状況になりつつある。これに伴い将来の配電系統

を想定したシミュレータの必要性が生じている。

本稿では，最近の電力事情を踏まえながら，最新のアナ

ログシミュレーション技術について紹介する。

アナログシミュレータ用モデル

２.１ 自励式電力変換器モデル

近年，分散型電源として太陽光発電，風力発電，燃料電

池などが導入される方向にあるが，これらの分散型電源の

多くは，自己消弧型デバイスにより電力変換を行う自励式

電力変換器が採用されており，系統現象解析に対する電力

変換器のモデル化がシミュレータにおいても重要である。

富士電機ではこの自励式電力変換器モデルとして以下の２

種類のモデルを開発した。

２.１.１ 方形波モデル

スイッチング現象により発生する方形波を模擬したモデ

ルで，搬送波と信号波によりスイッチ状態を決定し，この

スイッチ状態に応じてあらかじめ決められた電圧値を出力

する。ただし，スイッチの過渡現象は無視している。キャ

リヤ周波数は 1 kHz 程度が模擬可能である。

２.１.２ 基本波モデル

スイッチング現象を無視して，基本波のみを模擬したモ

デルである。最近では搬送波の周波数（キャリヤ周波数）

が高速（10 kHz 程度）になってきており，電力変換器の

出力電圧はほぼ基本波のみと見なせることから，基本波の

みに着目したモデルを開発している。

模擬対象とした自励式電力変換器の構成を図１に示す。

方形波モデルでは PWM（Pulse Width Modulation）出力

によるスイッチングを模擬する。また，直流側電源として

燃料電池や電力貯蔵用二次電池の模擬を行い，電池過渡特

性も含めた系統の解析が可能である。基本波モデルは周波

数変動や電圧変動など系統の準静的な解析が可能である。

自励式電力変換器モデルの外観を図２に示す。自励式電

力変換器モデルは DSP（Digital Signal Processor）ボード，

アナログ信号入出力ボードを持つディジタル演算装置と電

圧増幅器から構成される。ディジタル演算装置は変換器の

モデル演算を行い演算結果を電圧増幅器に出力する。電圧

増幅器は電圧で系統に出力する。自励式電力変換器モデル

の主要機能は以下のとおりである。

電力変換器主演算部には，演算周期 100μsのディジ

タル演算装置を採用

DSPボードには DSPが合計 6個搭載され，並列演算

処理を実施

自励式電圧型電力変換器を模擬

有効電力，無効電力一定制御機能（瞬時電流制御）（4）

（3）

（2）

（1）
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PLL（Phase Locked Loop）回路機能付き

パソコン上の定数設定画面により，容易に制御系定数

や出力段フィルタの定数を変更可能

有効電力，無効電力の設定値については，オンライン

にて変更可能

２.２ 超電導発電機モデル

超電導技術は，基礎研究から実用化研究の段階を迎えて

いるが，超電導機器の電力系統への導入は，系統の高効率，

高密度，高信頼性，高柔軟性，高運転性能，低コスト化な

どの種々の高性能化の可能性を秘めている。

富士電機は，東京大学工学部工学研究科向けに1997年度

からアナログ形電力系統解析シミュレータ装置を納入して

いるが，1998年度に低速応励磁形超電導発電機モデルを，

1999年度には速応励磁形超電導発電機モデルを完成させ納

入した。超電導発電機を大規模電力系統に導入した場合の

効果の検証を実系統で実施することはきわめて困難である

（7）

（6）

（5）
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図１　自励式電力変換器と自励式電力変換器モデルの構成

図２　自励式電力変換器モデルの外観
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図３　超電導発電機モデルの構成
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図４　超電導発電機モデルの等価回路

図５　超電導発電機モデルの外観
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が，このモデルは，電力系統における超電導発電機の諸特

性や導入効果の把握を目的としており，制御方式や設置点

の検討などの解析を可能にさせるものである。

超電導発電機モデルは，現用機と比べ構造や機器定数に

大きな違いがある。このモデル化に対してはさまざまな定

式化がなされているが，本モデルでは同期機のモデル式と

して一般的に使用されている Park 式を用いた。超電導発

電機は界磁回路に超電導巻線を使用するため，現用機と比

較すると同期リアクタンス（Xd）を小さくすることが可

能となる。また，界磁巻線抵抗が非常に小さいために，界

磁回路の時定数が非常に長いという特徴がある。本モデル

では，界磁開路時定数（Tdo）を 1,000 秒と仮定して設計

し，ほぼ期待どおりの実測値が得られた。

低速応形超電導発電機の構造を模擬した場合，Park 式

における制御巻線回路がｄ軸，ｑ軸に各２本ずつ存在する

と仮定できることから，低速応形モデルでは，通常の

Park 式に対して，制動巻線回路を追加することによって，

これに対応した。

速応励磁形超電導発電機モデルは，現有機と同じ構成の

Parkモデルを採用した。速応励磁形はその特徴として界

磁回路の超電導巻線が SMES 効果（超電導コイルにエネ

ルギーを貯蔵する効果）を持ち，励磁電圧の調整によって

励磁系に蓄積されたエネルギーを発電機端子側に供給した

り発電機端子から出力されたエネルギーを吸収することが

できる。界磁回路の主なパワーは有効電力成分であると仮

定できるが，モデル化にあたっては有効電力および無効電

力を独立して計算可能としている。この自励式速応励磁回

路を模擬するため，界磁電流と界磁電圧の変化により有効

電力成分（PEX）と無効電力成分（QEX）をアナログ演算

により求め，系統に電力を供給あるいは吸収する回路を付

加した。

図３にモデルの構成，図４に等価回路，図５にモデルの

外観を示す。また，表１に発電機モデルの機器定数を示す。

模擬送電線設備用モデル

模擬送電線設備は，実設備に近い縮小形モデルを用いる

ので実現象との等価性が高いという利点があるが，設備が

大きく取扱いが煩雑であるため，多機系の系統解析への適

用には限界がある。従来は機器開発用としての用途が多

かったが，前述のように近年配電系統に対する解析の必要

性が増し，配電系統の解析ツールとして新たな用途が広

がっており，配電系統シミュレーション用新規モデルの開

発が進められている。ここでは，関西電力（株）向けに納入

した配電系統回路現象シミュレーション装置用分散型電源

モデルと直並列形電圧補償装置モデルの紹介を行う。

３.１ 分散型電源モデル

コージェネレーションシステムやディーゼル発電設備は，

配電系統内では比較的大容量の発電を行う場合が多く，機

器の特性や制御方式の相違による系統への影響を解析する

必要がある。また，風力発電設備は一般に誘導発電機が採

用されるが，インバータ連系を行わない誘導発電機が系統

に多量に接続された場合，

系統連系時の突流電流とそれに伴う電圧降下

風速変化に伴う発電電力の変動による電圧の動揺（2）

（1）
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表１　超電導発電機モデルの機器定数�

記　号� 名　称� 単　位�
現用機（参考）�

火力�

T

Xl

Xd

Xd'

Xd''

Xd'''

Xd /Xd'

Xq

Xq''

Xq'''

電機子漏れリアクタンス�

直軸同期リアクタンス�

直軸過渡リアクタンス�

直軸初期過渡リアクタンス�

直軸次初期過渡リアクタンス�

横軸同期リアクタンス�

横軸初期過渡リアクタンス�

横軸次初期過渡リアクタンス�

do'
Td'

(     )
Tdo''
Td''

(     )
Tqo''
Tq''

(     )
Tdo'''
T d'''

(     )
Tqo'''

T

T

do'＝� T Tdo''＝   d''T Xd'/Xd'' （　　　　）で計算する。�T Tqo''＝   q'' Xq'/�Xq''

Tq'''

M

直軸開路過渡時定数�

直軸開路初期過渡時定数�

直軸開路次初期過渡時定数�

横軸開路初期過渡時定数�

横軸開路次初期過渡時定数�

慣性定数�

電機子時定数�

低速応励磁形� 自励式速応励磁形�

超電導1 超電導2 超電導1 超電導2 超電導3

p.u.�

p.u.�

p.u.�

p.u.�

p.u.�

p.u.�

p.u.�

p.u.

s

s

s

s

s

s・MW/MVA�

s

0.225�

1.7�

0.35�

0.25�

－�

1.7�

0.25�

－�

4.85�
(1.00)

0.042�
(0.03)

0.204�
(0.03)

－�
(－)�
�
�

－�
(－)�
�
�0.4�

7.4

1,000�
(800)

0.61�
(0.48)

0.61�
(0.38)

0.03�
(0.024)�

�
�

0.03�
(0.024)�

�
�0.094�

6.5

0.04�

0.4�

0.32�

0.252�

0.201�

0.4�

0.249�

0.199

1,000�
(800)

0.61�
(0.48)

0.61�
(0.38)

0.03�
(0.024)�

�
�

0.03�
(0.024)�

�
�0.165�

6.5

0.07�

0.7�

0.56�

0.441�

0.353�

0.7�

0.436�

0.349

1,000�
(800)

0.03�
(0.024)

0.03�
(0.024)

－�
(－)�
�
�

－�
(－)�
�
�0.094�

7.4

0.04�

0.4�

0.32�

0.256�

－�

0.4�

0.256�

－�

1,000�
(800)

0.03�
(0.024)

0.03�
(0.024)

－�
(－)�
�
�

－�
(－)�
�
�0.141�

7.4

0.06�

0.6�

0.48�

0.384�

－�

0.6�

0.384�

－�

1,000�
(800)

0.03�
(0.024)

0.03�
(0.024)

－�
(－)�
�
�

－�
(－)�
�
�0.188�

7.4

0.08�

0.8�

0.64�

0.512�

－�

0.8�

0.512�

－�

〈注〉�

a
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ソフトスタート時の高調波電流の発生

発電機極数変更における電圧低下

などが懸念される。

分散型電源モデルは，回転機と制御装置から構成される。

図６に 0.75 kW機の構成，図７にモデルの外観を示す。原

動機は高性能インバータによるトルク制御が行われ，トル

ク変化に基づく出力の調整を可能なものとした。分散型電

源モデルは，3 kW機と 0.75 kW機の 2 種類を製作した。3

kW機は同期発電機によって系統に連系されるコージェネ

レーションシステム，自家発電システム（ディーゼル発電

機，ガスタービンなど）を，また，0.75 kW機は風力発電

システム（かご形誘導機直結タイプ，同期発電機タイプ），

小水力発電システムについて模擬が可能なものとした。

３kW機はインバータ駆動の誘導電動機と同期発電機の

組合せとし，0.75 kW機はインバータ駆動の誘導電動機と

極数変換可能なかご形誘導発電機の組合せとしている。さ

らに，0.75 kW機は電磁クラッチの切換により巻線形誘導

発電機も使用できる。分散型電源モデルは次の特徴を有す

る。

忠実なトルク出力を実施するために駆動用に高性能ベ

クトル制御形インバータを採用している。

現象の再現性を確保するために発電関連機器はすべて

実機と同等の特性を持つ部品を使用している。

プラントおよび制御モデルはマルチプロセッサやネッ

トワークなどの対応が容易な最新鋭プログラマブルコン

トローラを使用している。

制御装置を盤１面に収納し，コンパクト化を図ってい

る。また，盤面は実発電所をイメージした操作器の構成

とし，実機の操作訓練も可能なものとしている。

３.２ 電圧補償装置

分散型電源の増加は，逆潮流や電圧変動の発生が予想さ

れ，従来の配電系統における電圧制御方式では対応が困難

になる。このため，将来の配電系統電圧制御方式の検討を

目的として直並列形電圧補償装置モデルを製作した。

直並列形電圧補償装置は，図８に示すように直列補償部

と並列補償部から構成される。直列補償部は系統に直列に

挿入され，インバータ発生電圧を系統電圧に加算すること

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）
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図６　0.75 kW分散型電源モデルの構成
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図８　直並列形電圧補償装置の構成図７　分散型電源モデルの外観
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で系統電圧の制御を行う。並列補償部は無効電力の発生と

吸収により系統電圧を制御するものである。各方式の動作

概要と特徴を表２に示す。

図９にモデルの外観を示す。モデルは直列補償部ユニッ

トと並列補償部ユニットで構成され，盤１面に収納されて

いる。直並列形電圧補償装置モデルは IGBT（Insulated

Gate Bipolar Transistor）を使用し，10 kHzのスイッチン

グ周波数により制御を行っている。インバータの制御は，

PWM制御も含めユニット内の DSPボードで行われるが，

パソコンにより制御プログラムを変更することが可能であ

る。モデルは直列形制御装置，並列形制御装置および直並

列形制御装置の３種類のモードで運転できる。

あとがき

電力自由化の進展により，電力を取り巻く環境は大きく

変わろうとしている。従来は負荷としか認識されなかった

配電系統から電力が発生することで，潮流や電圧の分布が

変わることや，多数のインバータ電源が系統に接続される

ことで事故時の様相が従来とは異なるものになることなど，

既存の系統現象とは異なる現象が発生するものと考えられ，

電力システムの最適化検討や保護制御方式の見直しが必要

となってくるものと思われる。

配電系統における分散型電源の影響解明や対策検討，電

力取引における電力品質問題の解析，分散型電源の電力系

統への影響予測など，シミュレーション技術はますます重

要になるものと考える。より高度なシミュレーション技術

が求められる中で，富士電機は，新しい電力環境に対応で

きるアナログシミュレータを今後とも開発していく所存で

ある。
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まえがき

自動販売機管理業務（自動販売機オペレーション）では，

自動販売機の商品補充配送が重要な部分を占める。この商

品補充配送を「ベンダ管理在庫」という考え方でとらえ，

その計画立案のアルゴリズムとそれを支援するためのシス

テムを開発した。

本稿ではそのアルゴリズムの紹介と，開発に際して行っ

たシミュレーションについて説明する。

自動販売機オペレータ

自動販売機オペレータは自動販売機の設置，管理，保守

をトータルに行う業者である。自動販売機オペレータにお

いては，ルートマンと呼ばれる作業員が自動販売機への商

品の補充や自動販売機の清掃，集金などのルート業務を

行っている。現状，これらルート業務はルートマン個人の

勘と経験に頼っているところが多いが，一般にルートマン

が業務に慣れ，さらに熟練するまでにはかなり時間をかけ

て経験を積む必要があり，そのような人材を確保するのが

難しくなっている。このような中で，経験の少ないルート

マンに対しても的確な作業指示を与えられる補充配送計画

を立てることが求められている。

ベンダ管理在庫（VMI）

ベンダ管理在庫（VMI：Vendor Managed Inventory）

とは，商品（製品）を提供するベンダ側が顧客の倉庫など

における自社提供商品の在庫を管理する形態のことである。

物流のアウトソーシングの一つであり，3PL（3rd Party

Logistics：物流会社による顧客製品物流管理のアウトソー

シング）と関連して話題となることも多いが，VMIは以

下のようにこれまでも身近で行われているものである。

™プロパンガスの家庭への配送

™重油や灯油の家庭や事業所への配送

™自動販売機への商品補充配送

これらはいずれも商品を提供する側が顧客における在庫

の減り方を予想し，ちょうどなくなるころに配送するとい

うサービス形態であり，VMIそのものといってよい。

VMI のための要素技術

VMIのイメージは図１のようになる。１枚の平面が１

日に対応しており，各平面内には各自動販売機が点として

表されていて，空間（地理）的分布を表している。これが

翌日から N日先まで N枚あって，平面上の各点（自動販

売機）について，各平面を貫く形でそこに置かれている各

商品についての需要予測が行われる。

この需要予測に基づく自動販売機ごとの訪問タイミング

の最適化と，各日の平面内で配送コストの面からみた経路

の最適化とを同時に行うわけである。需要予測を行う期間

の Nとしては30日間とした。
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図１　VMI としての自動販売機補充配送計画の考え方
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４.１ 需要予測

この場合は，自動販売機別の各商品の日々の売上げを予

測するため，予測対象の変数の数が膨大であることから，

複雑な手法は用いず，シンプルなものとし，過去数週間の

データから週間売上げパターンを推定し，基本的にそれを

そのまま予測値とする方法を用いている。

本稿では需要予測の結果は所与のものとし，配送配車計

画，配送タイミング計画という，空間と時間の同時最適化

について詳しく説明する。

４.２ 配送配車計画（空間方向の最適化）

これは，基本はいわゆる巡回セールスマン問題であるが，

実際には車両が複数であったり，顧客（自動販売機）別に

訪問できる時間帯の指定があったりとさらに複雑な問題で

ある。そのため，現実の大規模な問題になると厳密な最適

解を見いだすことはほぼ不可能であるが，最近は非常によ

い近似準最適解を与える手法が開発されてきている。

どの最適化手法（近似解法）を使うかは，「解の最適性

（どれだけ厳密な最適解に近いか）」と「解の計算時間」の

トレードオフで，どちらを優先するかが問題であるが，時

間をかけて解の最適性を高めても，かかる時間に見合うだ

けの現実の効果は少ないことが多い。富士電機が VMI 用

に新しく開発したアルゴリズムはログ・オプト社のMetro

Ⅲのエンジン部を用いている。MetroⅢは，東京商船大学

の久保助教授がコアのロジックを開発し，ログ・オプト社

が商品化している新しいタイプの配車計画システムであり，

メタヒューリスティックの局所探索法に分類される手法を

網羅的に含んでいる。この手法は大規模な現実レベルの問

題に対しても少ない計算量（時間）でかなり精度のよい解

が得られることが特徴である。例えば，230台のトラック

で 3,500の顧客への配送計画を立てる問題で，MetroⅢで

は 1 分以内で車両割付けと訪問経路を出力する（CPU：

PentiumⅢ 850MHzを使用）。富士電機の物流向けソリュー

ション製品「輸配送計画立案支援システム」は，配車計画

エンジンとしてMetroⅢを用いている。「輸配送計画立案

支援システム」は，一般に物流拠点，配送先，および輸送

車両に関する各種データから，効率的な配送ルートの計画

シミュレーションを行うことができる有効なツールである。

４.３ 配送タイミング計画（時間方向の最適化）

在庫に対するコストと，売切れに対するコストを組み合

わせたコスト評価関数を計算する。N日先までの補充配送

タイミングを独立変数とし，在庫と売切れの単位費用に基

づいて，N日間の在庫と売切れの総費用が計算できるので，

これをコスト関数とすることで組合せ最適化問題になる。

これは閉路を含まない有向グラフ上の最短路問題という形

で定式化でき，動的計画法によって解ける。

４.４ 空間と時間の同時最適化（MetroVMI について）

空間と時間の同時最適化のためにMetroⅢを使って新し

く開発したアルゴリズムが MetroVMIである。この膨大

な組合せに対する最適化問題に対してこれまで研究例はあ

まり多くなく，実際の適用例もほとんどない。その点で

MetroVMIはオリジナルなものである（特許出願中）。

MetroVMIについて簡単に説明すると，まず初期解を

以下の挿入法により作成する。

各自動販売機に対して，次式により s＋ 1日に補充し，

その後補充しない場合の s＋1日～ t日（ t>s）の間のコス

ト（配送費用含む）が計算される。

δs,t＝Fs＋1＋ΣpHpΣ
t
t’＝s＋1 [Cp－Dp

s＋1, t’]
＋+ΣpLp[D

p
s＋1, t－Cp]

＋

……………

ここで，記号は以下の定数，変数を表す。

Fs＋1 ： s+1 日の自動販売機への配送費用

Cp ：自動販売機内商品 pの収容数

Hp ：自動販売機内商品 pの在庫単価

Lp ：自動販売機内商品 pの売切れ単価

Dp
s＋1, t’：自動販売機内商品 pの s+1 日～ t’日の累積需

要

[x]＋ ： x ≥ 0のとき x，x < 0のとき 0

各自動販売機 iに対して Fs＋1，Cpなどの変数，定数が独

立に定義されるが，ここでは自動販売機の添え字 iは省略

している。

自動販売機までの配送費用 Fs＋1が sに依存せず一定の場

合は４.３節の配送タイミング計画であるが，実際には他の

自動販売機の訪問状況によって経路が変わるため，日

（s＋1）によって Fs＋1 が変動するので非常に複雑になる。

簡単にいえば，近くへ寄る「ついで」があればその自動販

売機への配送費用は少なくて済むということである。Met

roVMIでは Fs＋1を MetroⅢの訪問経路計画（経路生成）

機能によって計算する。

さて，式 により sと tを 0から Nまで変化させること

により，各自動販売機に対してN日先までの毎日に訪問す

る場合と訪問しない場合での在庫・売切れ状況とそのコス

トが算出されるので，動的計画法によってその中の一番よ

い解を得る。しかしこれは探索の範囲が非常に限定されて

いて，まだあくまでも可能な解の一つでしかない。次にこ

の解を出発点（初期解）として，局所探索法の一つである

改善法を施すことにより準最適解を求める。

シミュレーション

５.１ シミュレーションの目的と方法

開発したアルゴリズムに対するフィージビリティスタ

ディとして，MetroVMIを自動販売機商品補充計画に適

用することで，現状よりもどのように作業の効率化と売切

れの低減が図れるかを調べた。

図２に示す考え方で，「現：現状行われている計画に基

づく訪問」と「新：MetroVMIによる計画に基づく訪問」

を比較する。その指標として，ルートマンの総稼動時間

（各日と30日間で集計）と売切れ発生件数という二つを用

いることとした（空間方向の最適化では総稼動時間のみ）。

（4）（1）

（1）

（1）

（3）
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短い稼動時間で売切れが少ないほうがよいので，いずれ

の指標も小さいほうがよい訪問ということになる。「現」

と「新」のいずれも，「テストデータ」から訪問状況をシ

ミュレーションして再構成したうえで評価指標を計算する。

５.２ テストデータ

某自動販売機オペレータの協力を得て，この会社のある

営業所の補充実績データを提供いただき，これを用いてシ

ミュレーション（モデリング）を行った。

この営業所では都市部の約 15 km四方にある600台程度

の自動販売機を管理しており，8 人のルートマンが勤務し

ている。各ルートマンは定まった自動販売機を担当してお

り，毎日夕方に，翌日分の訪問自動販売機をルートマン自

身の判断で決定し，補充に必要な商品をトラックに積み込

んでいる。図３にこの営業所の管理する自動販売機の地理

的分布とその中での各ルートマンの担当自動販売機（エリ

ア）を示す。

今回，この営業所から提供いただいたデータは，約10

か月分の，8 人の各ルートマンの補充訪問データである。

日々のルートマン別の訪問自動販売機と，その各自動販売

機の補充商品別の補充数が含まれている。

ここで，提供された補充訪問データの制約から，「時間

と空間の同時最適化」は 1 人のルートマンのデータのみを

用いることにした。一方，「空間の最適化」については営

業所全体についてのデータを利用することができた。

まず，「現」における稼動時間を推定するために，ルー

トマンごとの毎日の訪問自動販売機から訪問順序を推定す

る必要がある。各ルートマンの毎日の訪問自動販売機と１

台のトラックという条件を与えて MetroⅢで計算すると，

１台分の最適訪問順序＝経路が得られるので，これをもっ

て自動販売機を訪問した経路と見なす。同時に稼動時間も

計算されるため，これにより８人のルートマンそれぞれ，

30日分の毎日の訪問経路と稼動時間を計算し，これを「現」

の推定値とした。

「現」の売切れ発生状況は，対象とする１人のルートマ

ンの分について，ある商品を満杯数と同じ数補充している

場合に，訪問時にその商品は売り切れていたものと判定す

ることにより売切れ発生数を推定した。

５.３ 空間方向の最適化

空間方向の最適化は，現状 8人のルートマンそれぞれの

担当自動販売機が固定されているのを，固定せずに割り付

け直す考え方である。固定した場合（「現」）と，固定しな

い場合（「新」）について30日（実際には日曜日は補充して

おらず，除いているので26日）分について計算した毎日の

総稼動時間を図４に示す。 が 8 人のルートマンの毎日の

稼動トラック台数， が日々の稼動時間の合計である。

トラックの稼動台数は減っているが，その分 1台あたり

の稼動時間が長くなっているだけで全体として稼動時間は

減っておらず，結論として空間方向の最適化（MetroⅢ）

だけではあまり効率化にはならないと考えられる。

５.４ 空間と時間の最適化

次に，1 人のルートマンの担当自動販売機について，Met

roVMIを用いて時間と空間の同時最適化を行った。最適

（b）

（a）
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化においてはトラックの移動費用（円/km）と，商品の在

庫費用（円/本・日），売切れ費用（円/本）に基づいて評

価関数を計算している。在庫費用，売切れ費用は缶とカッ

プで別に定めるため，これら 5 種類の評価関数の重みを何

種類かの値の組に設定してシミュレーションを行った結果

を表１に示す。

ケース 0が「現」を推定したデータである。30日間で稼

動時間が7,297分，売切れが少なくとも57回発生している

と推定される。

ここではトラックの移動費用として 300円/kmで一定と

した。ケース 1 ～ 10は予測精度 100%，つまり実績をそ

のまま予測値として用いた場合で，未来の需要予測が寸分

の誤差もなく行えると仮定した場合である。売切れ費用を

小さめに設定したケース 1 ～ 3では相当数売切れが発生し

ている。ケース 4，3，2，1を比較すると，売切れ費用を

小さくしたときに売切れ発生件数が急激に増加するのに対

して稼動時間の減り方は緩慢であり，売切れの発生と稼動

時間のトレードオフを調整するためのパラメータとして売

切れ費用を用いるのは難しいと思われる。

売切れ費用を缶，カップとも 2,000円程度より大きくし

たケース 4 以降で売切れがかなり少なくなっている。同時

に稼動時間は「現」と比較してかなり少なくなっており，

きわめてよい配送計画である。売切れ費用は，缶の場合

2,000円，カップの場合 3,000～5,000円でやっと売切れがな

くなり，その後大きくしてもあまり変わらない。このあた

りに売切れをなくすための売切れ費用のクリティカルポイ

ントがあると思われる。売切れ費用が１本2,000円という

のは高いように思えるが，移動，在庫，売切れの各費用は，

互いの相対関係を定めればよいので，例えば今回のように

移動費用など１種類を一定値とし，残りの費用をある程度

試行錯誤によるチューニングで定めるのが有効であると思

われる。

ケース11，12は，予測精度が 100%でない場合で，ケー

ス11は，需要予測として実績の過去 4週間分の同曜日を平

均して求めた週間パターンを用いたものである。売切れが

かなり増加しているが，次のケース12は，この予測値を

1.5 倍してMetroVMIに与えたものである。多めに需要を

予測することで売切れはかなり少なくすることができてい

る。その分稼動時間も増えているが，「現」の場合よりは

まだかなり少ない稼動時間で済んでいる。

以上のように，「現：現状行われている計画に基づく訪

問」と，空間と時間の同時最適化（MetroVMI）による

「新：MetroVMIによる計画に基づく訪問」とを比較評価

することにより，MetroVMIの効果が確認できた。

あとがき

本稿では MetroVMIのフィージビリティスタディとし

て行ったシミュレーションとそれによって示されたMetro

VMIの効果について説明した。

以下に今後の課題を挙げる。

１日の最少稼動車両台数の指定

日々最低限の車両台数と稼動時間の計画が立てられるが，

結果として，稼動しない車両が出る場合がある。可能な車

両はすべて稼動させるという選択も必要と考えられる。

稼動車両間の作業負荷の平準化

商品の入れ替えへの対応

実運用での検証

自動販売機分野以外の VMIとしてとらえられる物流

分野への適用

これらは今後，大学とも協力して取り組んでいく予定で

ある。なお，MetroVMIのアルゴリズム開発にあたって

は，東京商船大学の久保幹夫助教授に全面的にご協力をい

ただいた。ここに厚くお礼を申し上げる次第である。
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表１　空間と時間の同時最適化シミュレーション結果�
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近年の三次元 CG（Computer Graphics）技術の進歩は，

コンピュータ上に写真のようにリアルで正確な画像を迅速

かつ簡単に作ることを可能にしている。三次元 CGをシス

テムの企画段階に適用すると，顧客やプロジェクトメン

バー全員が製品やシステムの具体的なイメージを持つこと

ができ，以後のシステム設計を効率的に行える。このよう

なプレゼンテーション効果の高さから，多くの企業でシス

テム企画や仕様決定の際に CGが利用されてきている。

富士電機はこれまで CG利用技術の開発を行ってきたが，

最近では三次元 CGシーンを使った仮想空間での三次元

CGシミュレーション技術の適用を行っている。三次元

CGシミュレーションの利用によって，システム完成の予

想を実感できるだけでなく，問題点の早期抽出による出戻

りの削減に効果を上げている。

本稿では，視認性，現実感，感性などを再現した三次元

CGシミュレーションの適用例および三次元 CGの作成効

率化ツールについて紹介する。

ワークスペースの三次元CGシミュレーション

プラント監視制御室やオフィス現場のような，人を中心

としたワークスペースにおける顧客満足度向上には，人間

工学的要素を三次元で検証することが有効である。ここで

は図１に示す富士電機24時間コールセンターへの適用例を

中心に，三次元 CG上のオペレーターの視野検証や動線

チェックを目的としたワークスペースへの三次元 CGシ

ミュレーション適用例を紹介する。

２.１ モデリング

三次元 CGシミュレーションでは，対象とする物体（モ

デル）の形状が必要となる。このモデル作成作業（モデリ

ング）には，三次元 CAD（Computer Aided Design）で

作成したデータを取り込むか，三次元 CGツール上でモデ

リングを行うか，どちらかの手法を使う。

建物などあらかじめ形状寸法の分かっているものや，寸

法精度を必要とする製品形状は三次元 CAD上で作成し，

トランスレータを使って三次元 CGモデルへ変換する。図

２の例では， の二次元データをもとに， のような建物

や製品の三次元モデルを作成する。

三次元 CGモデルのデータ構成は CGソフトウェアごと

に異なる場合があり，オブジェクト面の表裏反転，重複

データの作成などモデルのビューが崩れることがあるため，

変換修正プログラムを準備している。

三次元モデルの再利用により三次元 CG作成作業の効率

化が図れるが，再利用しやすいモデルのライブラリを製作

するためには，利用目的に合った適度な精度のモデルが必

要である。三次元 CAD上で正確な形状データを作成し，

相対オブジェクト化することにより，モデル利用時の精度

の適合性を保証している。

（b）（a）
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高橋　　潔（たかはし　きよし） 三好　正人（みよし　まさと）

図１　ワークスペースのデザインシミュレーション事例

（a）CGシミュレーション

（b）実際の施設
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一方，プレゼンテーションイメージ化など，厳密な寸法

データのない三次元モデルは CGソフトウェア上で作成す

る。CGソフトウェア上のモデリングはサーフェスベース

（面データ）のため，曲面形状の多いものでも少ないデー

タ量で迅速にモデルを作成することができる。

モデリング作業は三次元 CGシミュレーションの中でも

多くの時間を必要とし，三次元 CGの適用を広げられない

要因になっている。しかし，近年，複数枚の写真から三次

元幾何構造を推定して幾何モデルまで作る方法（イメージ

ベースドレンダリング）の研究が進んでおり，今後，三次

元モデルデータ（オブジェクトライブラリ）の作成作業は

大きく改善されることが期待されている。

２.２ 照明と色・質感

強い印象のイメージを作成するためには，色彩設計をし

てレンダリングイメージ上に現れる色のトータルセットを

決めて色彩の配合を行う。こうして決定した色彩を中心に，

全サーフェスに対して色･質感の設定を行い，照明を設定

する。

初期段階の照明設定では，対象物照明に 3 点照明の手法

を用いて行う。3 点照明の 3 点とは，光がシーン上（三次

元空間）で演じる三つの役割をシミュレートした光のこと

で，キーライト，フィルライト，バックライトの 3 種類の

光源により照明効果を効率的に行う。一般的なスポットラ

イトによるレンダリング〔図３ 〕では，陰影が均一で全

体が平たんとなってしまうが，3 点照明を使用したレンダ

リング〔図３ 〕では，より現実的な形状を表現できる。

プレゼンテーション用 CG作成における照明設定は，専

門的要素が強く，多くの試行錯誤が必要であるため，最も

時間のかかる作業の一つである。このため照明設定に関し

て各種設定の自動化ツールを開発し，作業の自動化・効率

化を進めている。

２.３ レンダリング

レンダリングとは，三次元空間内の環境や物体の質感，

陰影などを計算し表示することである。レンダリングに

よって，リアリティがあり正確な視野やイメージを検証し

迅速で詳細な意思決定が可能になる。レンダリング計算は

一般的な三次元 CGソフトウェアを用いており，レイト

レーシング法とラジオシティ法の 2 種類のレンダリング技

法を使い分けている。

レイトレーシングでは，画素ごとにシーン内に存在する

オブジェクトをサンプリングし，図４に見られる光の映り

込みや影の生成に特徴がある。

一方，ラジオシティ法は間接光がかもしだす柔らかい雰

囲気を表現できるのが特徴である。ラジオシティ法ではレ

ンダリング時に物体の構成面を幾つかの面素（エレメント）

に分割して連立方程式を解くため，計算時間がかかる。こ

のため，間接光などが重要である場合や，レンダリングに

時間をかけられる場合のみラジオシティ法を使用し，通常

はレイトレーシング法で作成している。

プレゼンテーションに三次元 CGを利用する場合，写真

で撮ったようにリアリティの高いレンダリングをフォトリ

アリスティックレンダリングと呼ぶ。このレンダリング手

法はイメージ図の段階であるにもかかわらず，実物よりも

（b）

（a）
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図２　モデリング作業

（a）二次元データ

（b）三次元モデル

図３　スポットライトによるレンダリング

（a）スポットライト設定 （b）３点照明設定

図４　レイトレーシングによる映り込み表現



三次元CGシミュレーション

きれいに見えることで，見る人に対して実際の完成シーン

であるかのような誤解を招くことがある。そのような場合

には，レンダリング後の画像に画像処理を加える。例えば，

油絵や水彩画のタッチを表現したり，あるいはセルアニメ

タッチで CGの出力をする。このような手法はノンフォト

リアリスティックレンダリングと呼ばれ，主にエンターテ

インメントの分野で用いられてきた。

三次元CGの作成効率化ツール

三次元 CG作成は多くの作業を必要とする。目的とする

三次元 CGを迅速に作成するには，効率化ノウハウを具体

的に適用する仕組みやツールが必要である。ここでは三次

元CG作成効率化のために開発したツールを紹介する。

３.１ 照明設定自動化ツール

三次元 CG上の照明は現実の照明と異なり，明度調整が

無限にできてしまうため，現実的な照明設定を行うには多

くの時間と試行錯誤が必要であった。これを解決するため，

三次元 CG作成初期段階に使う現実の照明設計に基づいた

照明設定自動化ツール〔図５ 〕を作成した。

このツールは広さ，使用条件による照明計算に基づいた

照度・輝度・必要照明数を算出する。作成した照明計算テ

ンプレートにより，だれでも容易に必要照明器具台数を求

めることができる。実際には照明率が照明器具に固有なも

のとなるため，正確な結果が得られない場合もあるが，企

画提案の照明設計を考えた場合，実用的誤差の範囲に収ま

る。

３.２ 色温度計測ツール

CGソフトウェアにおける光源色の選択法は CG 制作者

に任されているため，完成した三次元 CGの色合いは制作

者ごとにばらばらであったり，三次元 CGの制作過程で照

明の色の微調整を頻繁に行い，作業を何度も繰り返すと

いった工程が発生していた。このため図５ に示す色温度

ツールを準備し，照明の光源の色を標準定義できるように

し，これらの品質を安定させた。

色温度計測ツールでは代表的な人工光（照明光源）11

種および自然光 8種，合計19種類の色温度に対応し，RG

B（Red Green Blue）値を瞬時に求めることができる。使

用方法は，19種類の光源の一つをプルダウンメニューから

選択するだけである。出力は選択した光源の色温度および

RGB値である。これにより，CG制作者であればだれでも

統一した光源色の設定が可能となり，光源色設定時間を短

縮することができる。しかし，三次元 CG上で光源による

演色性を表現しようとする場合は，照明の色を変えただけ

では表現できないこともあり，三次元 CGのオブジェクト

の色自体を調整することが今後の課題である。

３.３ アクセスライブラリ

図６ ， に示すアクセスライブラリは，外部アプリ

ケーションから三次元データにアクセスする関数である。

このアクセスライブラリを利用して三次元 CGデータ

（シーンファイル）にアクセスする Excel
〈注〉

ツールを開発し，

シーンファイルへの直接的な設定を Excel 上で行うことを

可能にした。図６ ， はアクセスライブラリを利用して

行った劇場照明シミュレーションの例である。現在はExcel

マクロを利用した三次元レイアウトモデルの一括変換と，

ライトの一括追加・変更が行える。今後は，オブジェクト

の親子関係の一括操作や照明の自動化を可能にする予定で

ある。

（d）（c）

（b）（a）

（b）

（a）
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図５　自動化ツール

（a）照明設定自動化ツール

（b）色温度ツール

図６　アクセスライブラリと照明シミュレーション

（a）操作画面 （b）データの読み出し結果

（c）照明シミュレーション（1） （d）照明シミュレーション（2）

〈注〉Excel：米国Microsoft Corp.の登録商標
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適用例

三次元 CGシミュレーション適用例を図７に示す。富士

電機24時間コールセンターではオペレーターや見学者の視

野検証を図７ のような三次元 CG上で行い，問題点を検

証することで工期短縮に貢献した。図７ に完成時の写真

を示す。また，図７ に示す工場全体の景観検証のような，

これまでの CADや試作では困難なほど大規模な検討も可

能となった。

あとがき

ワークスペースにおける三次元 CGシミュレーションと

CG作成の効率化ツールについて述べた。

今後は，これまでに蓄積した手法を利用し，三次元 CG

作成に要する時間の短縮や専門知識を必要とする作業の自

動化を進め，三次元 CGシミュレーション技術を顧客プレ

ゼンテーションからデザインのステップまで幅広く適用し

ていく所存である。
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図７　三次元CGシミュレーション適用例

（c）工場全体の景観検証

（b）ワークスペース完成時の写真

（a）三次元CGワークスペース検証
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まえがき

従来，わが国の電力系統では，十分な設備投資により系

統運用・計画の高信頼性を実現してきた。しかし，設備投

資抑制などによる機器利用率向上や今後予想される電力自

由化の進展などにより，電力系統の信頼度に対するオンラ

イン・オフラインでの定量的な評価が重要となると考えら

れる。

電力自由化環境下では，電力取引が基本となり，各送電

線の流通電力量は市場によって決定される。しかし，送電

線は過負荷，電圧安定性，過渡安定性などの物理的な要因

から流通限界値が決まってしまう。したがって，時々刻々

と変化していく市場に対応して，各送電線の可能送電量を

計算するための基本技術である電力系統の信頼度評価は，

重要な技術として認識されている。

一般的に系統の信頼度評価は，

™静的信頼度評価（SSA：Static SecurityAssessment）

™電圧信頼度評価（VSA：Voltage Security Assessment）

™動的信頼度評価（DSA：Dynamic SecurityAssessment）

の３種から構成される。このうち SSAは，系統内で事故

が発生した際に線路過負荷および電圧低下度を指標として，

その事故が系統に及ぼす影響を評価する想定事故解析に

よって行われる。VSAは電圧安定度を指標とする想定事

故解析によって行われ，DSAは過渡安定度を指標とする

想定事故解析によって行われる。一般に，SSA，VSAは

潮流解析，DSAは過渡安定度解析によって行われる。

このように電力系統では，想定事故に対する各種影響を

評価して，系統計画における送電線や電力機器の増強計画，

運用計画・運用における系統内の潮流状態の変更などを検

討している。信頼度評価は，実系統規模の解析では想定事

故の数が膨大となるため，その計算量および計算時間が問

題となる。そのため，信頼度評価は一般に，想定事故をそ

の過酷度合いによってランク付けし，過酷事故のみを選択

する想定事故選択（スクリーニングとも呼ばれる）と，選

択した過酷事故に対する詳細評価の二つのステップによっ

て行われる。従来，手法そのものの高速化を目指してさま

ざまな信頼度解析手法が提案されている
～

。これらは主とし

て，高速な近似計算手法の開発であり，想定事故選択へ適

用されている。

一方，信頼度評価機能を必要とする系統制御システムや

オフライン解析で使用されるコンピュータシステムは，近

年，分散システムにより構成されている。このような環境

では，ネットワークで接続された複数のコンピュータによ

る分散並列処理を適用することにより高速化が期待できる。

現在では，そのコストパフォーマンスの良さなどからクラ

スタコンピューティングによる分散並列処理が注目を集め

ており，さまざまな研究や実用化が行われている。した

がって，信頼度評価に対して，前述した近似計算手法の開

発のみならず，分散並列処理を適用することによる高速化

が期待できる。

このような背景から，富士電機では，SSAと VSAを統

合した信頼度評価に対し，分散並列処理の適用による高速

化まで実現したシステムを開発した。開発した評価システ

ムは，電力系統の標準的な IEEE（Institute of Electrical

and Electronics Engineers）例題系統を用いたシミュレー

ションによりその有効性および実用性を確認している。

信頼度評価手法

２.１ 感度法による静的想定事故解析

SSA 機能には，直流法潮流計算に基づく手法である感

度法を用いている。電力系統に事故が発生した場合，機器

の損傷や事故波及を防止するため，一般に事故部位を高速

に遮断するが，その結果，潮流・需給バランスが変化する

ことになる。本手法は，このような状況に対応し，系統内

のある一つの送電線・バンクが切断された場合，および系

統内のある発電機の発電量が変化した場合のおのおのに対

し，個々の事故が潮流に与える影響を示す感度を用いて高

速に計算する。

送電線・バンク事故に対する感度は LODF（Line

Outage Distribution Factor），発電量変化に対する感度は

GSF（Generation Shift Factor）と呼ばれる。この LODF

（1）

（7）

（6）（1）
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および GSFを用いて，すべての想定事故に対する事故後

送電線潮流を高速に求め，これと各送電線の限界容量とを

比較することにより，過負荷が発生するか否か判断できる。

この結果から過酷事故を選択し（想定事故選択），選択さ

れた過酷事故ごとに交流法潮流計算などの詳細計算を実行

する（想定事故評価）ことによって高速かつ精度よく想定

事故解析を行うことができる。

２.２ Look-Ahead 法による電圧想定事故解析

VSA機能には，CPFLOWに基づく手法である Look-

Ahead 法を用いている。CPFLOWは，P-Vカーブを逐次

求めながら潮流限界点に到達する計算手法で，信頼性が高

く確実な手法である。P-Vカーブのトレースは一般に予

測子・修正子（Predictor-Corrector）法によって求めら

れる。

CPFLOWによる P-Vカーブ生成の概念図を図１に示す。

図１中の予測子は与えられた負荷増加パターンにより求め

られ，拡張された潮流計算を修正子として利用することに

よりカーブをトレースする。したがって，CPFLOWでは，

P-Vカーブ全体を生成するのに，潮流計算 1回分の数十

倍から数百倍相当の計算量が必要となる。これに対し，

Look-Ahead 法では，現在の運用状態と，ステップ幅の大

きい CPFLOWによって求められた負荷増加させた運用状

態の，二つの運用状態のみを用いて，その P-Vカーブを

二次関数により近似する方法である。これにより，１回の

潮流計算の２倍程度の計算量で潮流限界点の近似値を得る

ことができる。

Look-Ahead 法の概念を図２に示す。図２には制御機器

動作などを考慮し，通常のステップ幅で求めた CPFLOW

による P-Vカーブと，本手法により求めた P-Vカーブを

示している。現在の運用状態における潮流解（X1）の発

電・負荷状態を P1とする。ステップ幅を大きく取った場

合の P-Vカーブ上の次の計算時点（X2 時点）の発電・負

荷状態を求め，CPFLOWにより次の計算時点の潮流解

（X2）を求める。ここで，X1 時点と X2 時点を比較して，

最も電圧降下の激しい負荷ノード（ｉ）を選択し，この負

荷ノードにおける P-Vカーブを利用して負荷余裕を近似

する。Look-Ahead 法によって求められた近似値から過酷

事故を選択し（想定事故選択），選択された過酷事故ごと

に CPFLOWによる詳細計算を実行する（想定事故評価）

ことによって高速かつ精度よく想定事故解析を行うことが

できる。

２.３ 静的・電圧統合型想定事故解析

ここでは，上述した二つの想定事故解析手法（感度法お

よび Look-Ahead 法）の統合について述べる。これら二

つの想定事故解析は互いに独立した性格のものであるから，

統合する場合においてもそれぞれ独立した機能として働く

ようにする必要がある。しかし，両者で共通となる計算処

理を一括で行うなど，できるだけ計算時間が短くなるよう

統合することが重要となる。ただし，共通となる計算処理

（5）

（8）

（5）
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は，それぞれに適用する計算手法によっても異なる。

電圧信頼度評価は，想定事故選択においてすべての想定

事故ケースにおける潮流計算処理を行っている。このため，

この時点で静的想定事故解析に必要な計算処理がすべて行

われることになる。したがって，系統計画や運用計画など

のオフライン業務への適用を考える場合には，静的信頼度

評価における想定事故選択処理が不要となり，Look-

Ahead 法による電圧想定事故解析の処理のみを実行すれ

ばよい。しかし，系統監視などのオンライン業務に適用す

る場合においては，より高速にアラーム処理をする必要が

あるため，静的信頼度評価における想定事故選択処理を実

行する必要がある。このように，想定事故解析を適用する

業務によって，また，静的信頼度評価および電圧信頼度評

価において用いる計算手法によって，これらの統合方法は

異なる。提案法では，上述した計算手法を用いた想定事故

解析を，オフライン・オンライン業務のどちらにも適用可

能とするように，想定事故選択処理を実行するか否かを選

択可能とし，どちらの場合にも計算量が最も少なくなるよ

うな統合とした。

図３に統合された想定事故解析のフローチャートを示す。

分散並列処理の適用

並列アルゴリズムを検討する場合に重要となるのは，プ

ロセスの粒度，プロセス間の通信量，計算負荷バランスな

どである。これらの最適値は，並列コンピュータのアーキ

テクチャや対象とする問題ごとに異なる。今回は，適用対

象として系統制御所などにおける分散コンピュータシステ

ムを考え，100Mビット/秒程度のネットワークを用いて

数台のワークステーションを接続したクラスタシステムを

プラットホームとして分散並列アルゴリズムを検討した。

ここでは，各コンピュータにおいてそれぞれただ一つのプ

ロセスが実行されるものとする。このような場合において

は，計算処理に対して通信処理のオーバヘッドが大きな問

題となるため，プロセスを疎粒度とし，通信量をできるだ

け小さくする必要がある。したがって，問題分割の基本単

位を想定事故ケースごとの計算とすることによってプロセ

スを疎粒度とした。また，1 回の通信量を調整し，ノンブ

ロッキング通信を使用することによって通信と計算をオー

バラップさせるようなアルゴリズムとした。ノンブロッキ

ング通信とは，データの送受信の際に送信側は受信側に

データが到着したことを保証せず，受信側はデータが到着

していなくても制御が戻るような通信方法である。

今回，分散並列処理を実現するツールとして，メッセー

ジ通信ライブラリの標準仕様である MPI（Message

Passing Interface）を利用した。MPIは多くのプラット

ホームへ実装されており，今回開発したプログラムはパソ

コンや EWS（Engineering Work Station）によるネット

ワーク環境からスーパーコンピュータまで幅広い環境でそ

のまま実行可能である。

数値例

４.１ シミュレーション条件

IEEEの定める標準系統である 14，30，57，118および

300 母線の各系統に対し，逐次処理プログラムおよび今回

開発した分散並列処理プログラムによる計算を実行し，そ

の実行時間を比較した。なお，想定事故選択によって選択

する過酷事故数は静的想定事故解析，電圧想定事故解析と

も 10とした。

また，今回使用したワークステーションクラスタは，性

能の異なる３台のコンピュータ（CPUは Pentium
〈注１〉

II-300

MHz×1 台，400MHz×2 台）を 100Mbps-Ethernet
〈注２〉

のネッ

トワークにより接続したものを用いた。比較対象とする逐

次処理プログラムは PentiumII-400MHzのコンピュータ

で実行した。

４.２ シミュレーション結果　　

シミュレーションケース２の結果を図４に示す。ここで

は，負荷バランスを適応的に調整する場合としない場合に

ついて示した。図に示すように，負荷バランス調整なしの

（9）
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表１　IEEE300 母線系統に対する VSA によるランキング�

詳細解析�
による順位�

電圧想定事故選択�
による順位�

電圧安定度�
（負荷余裕）�

電圧安定度�
（負荷余裕）�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10

0.030�

0.061�

0.145�

0.232�

0.270�

0.277�

0.278�

0.305�

0.363�

0.375

1�

2�

12�

5�

3�

8�

16�

4�

11�

13

0.024�

0.060�

0.345�

0.197�

0.126�

0.327�

0.424�

0.183�
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〈注1〉Pentium：米国 Intel Corp.の商標

〈注2〉Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標
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場合に比較して，負荷バランス調整ありの場合には，全体

的に平均倍率を大きくできることが確認できた。例えば実

規模 300 母線系統において，提案法の計算負荷バランス調

整機能を使用した場合には約 2.68 倍（実行時間約30秒），

使用しない場合には約 2.39 倍となり，適応的に計算負荷

をバランスさせることが有効であることが確認できた。

表１に IEEE 300 母線系統に対し，電圧想定事故解析に

おける想定事故選択によって順位付けした結果を例として

示す。電圧想定事故選択で 10 位までにランキングされて

いるものは，詳細計算の１～ 5位までを含んでおり，提案

法により電圧想定事故解析で過酷事故が選択できているこ

とが分かる。

あとがき

本稿では，メッセージ通信ライブラリの標準仕様である

MPIを用いて，一般的なワークステーションによるクラ

スタシステムをプラットホームとし，富士電機が開発した

分散並列処理を用いた静的・電圧統合型信頼度評価システ

ムについて述べた。開発システムでは，想定事故ケースご

との分散並列化を基本として，通信と計算のオーバラップ

処理などにより通信処理のオーバヘッドを極力小さくする

ようにし，さらに各プロセスが自律分散的に計算負荷バラ

ンスを調整することによって効率の向上を図っている。３

台の不均質なクラスタで計算負荷バランス調整を用いるこ

とにより，IEEE 300 母線系統において，逐次処理に比べ

て 2.68 倍高速に処理できることを確認した。

今後，信頼度評価に最適な並列台数を明確にするととも

に，DSA機能も含め高速な総合信頼度評価システムを開

発していく予定である。
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解　説 MPI

コンピュータのダウンサイジングにより，EWS

（Engineering Work Station）やパソコンを用いたネッ

トワーク環境が一般的になってきている。このような

環境下で，ネットワーク内の複数台のコンピュータを

仮想的な並列コンピュータと見なした分散並列処理技

術は，安価に高速計算を実現する技術として注目を浴

びている。MPI（Message Passing Interface）は，

1993年から，MPI Forumという団体で仕様が決めら

れてきている。近年，MPIに準拠した分散並列処理の

基本ツールがスーパーコンピュータからパソコンまで

広範囲にわたり開発されてきており，ディファクトス

タンダードとして利用されている。
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まえがき

近年，最新の半導体技術の適用により，電子装置の小型

化・高機能化・高速化が急速に進展し，その装置を設計・

開発するには，ボードレベルでの各種シミュレーションに

よる事前検証が不可避となってきている。

富士電機では，高機能化・高速化していく電子装置の開

発に対応すべく設計環境の強化を継続して行っており，品

質の向上，開発期間の短縮に効果を上げている。

本稿では，電子回路設計環境の概要を紹介し，その中で

近年注力している，①ボードレベル論理シミュレーション，

②ディジタル・アナログ混在シミュレーション，③プリン

ト基板における伝送線路シミュレーション，の 3 点につい

て詳細を紹介する。

設計環境

図１に富士電機における電子回路の開発設計フローの概

略を示す。

回路設計から各種シミュレーション工程，レイアウト設

（1）
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大野　勝史（おおの　まさぶみ） 武井　　修（たけい　おさむ） 杉本　雅俊（すぎもと　まさとし）
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計において複数のベンダから導入した CAD（Computer

Aided Design）システムは自社開発ツールにより有機的

にデータ連携するシステムを構築し活用している。

電子回路設計用 CADシステムを有効活用するためには，

使用部品のライブラリ準備がキーとなる。富士電機では，

部品管理データベースシステムを自社開発し，部品データ

を事業所単位で一元管理している。この部品データベース

への登録と連動して各設計段階で必要となるライブラリを

タイムリーに作成し，CADシステム活用による開発効率

の向上を図っている。

図２に自社開発の部品データベースシステムと回路図

CADの連携，シミュレーションツールへの連携を示す。

ボードレベル論理シミュレーション

図３に論理シミュレーション適用範囲の概念図を示す。

単体レベルシミュレーション

ASIC（Application Specific IC）や FPGA（Field Pro-

grammable Gate Array）など単品を対象としたシミュ

レーションである。

マルチチップレベルシミュレーション

ASICや CPU，メモリ，ロジック ICなどの複数部品を

対象としたシミュレーションであり，部品間のインタ

フェースも確認できる。

ボードレベルシミュレーション

プリント基板設計用 CADデータを HDL（Hardware

Description Language）に変換し，ボード全体を対象とし

たシミュレーションである。

システムレベルシミュレーション

ソフトウェアを含むシミュレーションである。

富士電機では上記 ， ， レベルのシミュレーショ

ンが可能な環境を構築している。

ボードレベルシミュレーションを可能にするために，

CPUやメモリ，標準ロジック IC（TTL，CMOSなど），

抵抗などのシミュレーションモデルを約 300 種類作成した。

また，プリント基板回路図データから部品の型式や電源電

圧を抽出し，該当するシミュレーションモデルを割り当て

る富士電機独自のツールも作成した（図４参照）。

図５にマルチチップおよびボードレベルシミュレーショ

ンと，単体レベルシミュレーション実施方法の差異を示す。

単体レベルシミュレーションでは，信号波形をテスト対象

（ASICなど）に与え，テスト対象が出力する信号波形

（タイミングやシーケンス）をもって，良否の判定を行う。

この方法は ASICの製造試験を意識した従来からのシミュ

レーション方法であるが，機能（例えば，メモリのリード

やライト）を直接確認するものではない。また，入出力信

号を１本１本定義しなければならず膨大な作業が必要であ

る。

一方，マルチチップレベルシミュレーションとボードレ

ベルシミュレーションでは機能を直接確認する方法であり，

上記の単体レベルシミュレーションより不具合の検出率が

向上する。例えば，確認すべき機能がメモリのリード/ラ

イト機能であれば，CPUにメモリへの書込みを実行させ，

続けてリードし，書込み値と同じであるかをシミュレー

ション用テストプログラム（Verilog-HDLのタスク）で

比較する。この方法は，作業者の見落としや勘違いを排除

することが可能である。

（3）（2）（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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システムレベルシミュレーションが可能なツールは市販

されているが，富士電機では導入していない。現在，ツー

ルの機能，性能をウオッチしている段階である。システム

レベルシミュレーションの導入目的は仕様設計，性能事前

確認，従来機器との互換性確認，ソフトウェアデバッグの

前倒しなど多くが考えられるが，システムレベルシミュ

レーションはハードウェアの開発用というより，仕様設計

やソフトウェア設計のツールになるのではないかと考えて

いる。

また，富士電機では，シミュレーションによるランニン

グ試験相当を実現している。あらかじめ定めたテスト順序

どおりにシミュレーションを実施するだけではなく，各テ

ストプログラムを，あたかもマルチタスク OS 上で動作す

るがごとくランダムに実行させることができる。図６に動

作概念図を示す。

この仕組みは，排他制御機能や複数クロックを使用する

回路などの確認で威力を発揮する。シミュレータの性能や

試験対象の回路規模にもよるが，数十時間のランニングで，

思わぬ不具合を抽出することが期待できる。

ディジタル・アナログ混在シミュレーション

通常，Verilogと SPICEを使うディジタル・アナログ混

在シミュレータでは複雑な回路において，非常に時間がか

かってしまうため，小規模の回路にしか適用できない。そ

のためボードおよび ASICの開発ではディジタル回路部と

アナログ回路部のシミュレーションを個別に実施し，組合

せによる検証は製作後の実機にて実施していた。

しかし，それでは仕様の不一致などの問題が発生するた

め，富士電機では，ディジタル・アナログ混在回路を開発

する場合，システム検証ツール（MATLAB
〈注〉

）をベースに

ディジタル・アナログ混在シミュレーションを行ってい

る。MATLABは，システム検証を可能とするツールであ

り，回路全体の要求仕様を基に機能記述しシミュレーショ

ンすることが可能である。それにアナログ回路モデルと

ディジタル回路の論理シミュレータ（Verilog）と連携す

るツールを組み合わせシミュレーションを実施している。

以下にディジタル・アナログ混在回路での設計検証フ

ローを説明する（図７）。

要求仕様から，ターゲットの構成と機能を，標準ブ

ロックおよび機能ブロック（数式，Ｃ言語）により設計

し，仕様どおりの入出力特性となるシミュレーションを

実施する（図８）。

各機能ブロックをアナログ回路モデルとディジタル回

路モデル（Verilog-HDL）に置き換え，MATLABと

Verilogシミュレータと協調シミュレーションを実施す

る。

ディジタル回路部を，Verilog-HDL 記述から遅延を

含む回路に置き換え協調シミュレーションを実施する。

このように回路ブロックを機能（数式，C言語）→回路

モデル（HDL）→回路（ネット）と置き換えシミュレー

ションを進める。

のシミュレーションで作成したテストパターンは，（2）（1）

（3）

（2）

（1）
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〈注〉MATLAB：米国The MathWorks, Inc.の登録商標
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および のシミュレーションで利用することができるため，

™テストパターン作成時間の短縮（ディジタル・アナ

ログ混在回路のテストパターン作成時間を 1/4に短

縮）

™一貫したテストパターンによる品質の向上

といった効果がある。

シミュレーション実行時間では，SPICEを使ったディ

ジタル・アナログ混在シミュレーションと比較すると数十

倍から数百倍のシミュレーション時間の高速化が実現でき

ている（256逓倍 PLL 回路収束シミュレーションで10時間

→ 3 分）。また，実動作での検証が必要な回路に対して

HDL 設計データを FPGAに書き込み，回路シミュレー

ションでのテストパターンを出力変換し，パターン発生器

と連携させることにより，ボード・ ASIC 製作前に汎用

FPGAプロトタイプボードでの実動作検証環境を用意し

ている（図９）。

この FPGAボードを使いタイミングなどを考慮した複

雑な検証と，製作前にアナログ回路との組合せ検証を可能

にしている。

プリント基板における伝送線路

シミュレーション

近年，電子装置で使用する IC/LSIは，動作速度が高速

になると同時に，信号遷移時間（立上り・立下り時間）が

高速になってきており，FPGAの中には 1 nsよりも速い

立上り時間を持つ素子が登場している。このような FPG

A，ASIC，CPUなどを採用したプリント基板では，シス

テムクロックがそれほど高速でなくても，図 に示すよう

に従来では問題にならなかった 5 cm 程度のパターン長で

も反射による信号波形の乱れが発生するため，事前に伝送

線路シミュレーションにより検証することが不可欠となっ

てきている。

そのため，システムクロックがそれほど高速でなくても

反射やクロストークの影響がどれくらいあるかを伝送線路

シミュレータにより確認する必要がある。

富士電機では，数年前からレイアウト設計 CADとシー

ムレスに結合する伝送線路シミュレータを導入し，IC 特

性モデルのライブラリ化などの運用環境を整備し，レイア

ウト設計段階において反射・クロストークの解析を行い，

部品配置・配線経路の変更や終端回路の挿入などを行い，

設計段階から品質の作り込みを行っている。

伝送線路シミュレーションにおいては，ANSIで標準化

された ICの入出力特性を記述した IBIS（Input/Output

Buffer Information Specification）モデルを使用するが，

使用する IC/LSIのモデルがすべてメーカーから入手でき

るとは限らない。そのため，ICの特性実測やデータシー

ト記載特性などから IBISモデルを作成し，プリント基板

１０

（2）

（3）
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全体での伝送線解析を実施できる環境を構築している。

図 ，図 に制御装置用プリント基板での実施例を示

す。自動配線したパターンにおいてシミュレーションした

結果，反射によるオーバシュート，アンダシュートが顕著

に見られたため，図 に示すように配線経路を変更する

ことにより，オーバシュート，アンダシュートを小さくし

た。また，図 は，ダンピング抵抗の挿入により波形の

オーバシュートを抑えた例である。

今後は，複数ボード間をまたぐ信号やケーブルを含めた

システムの解析実施と IBISモデルの充実を行っていく計

画である。

あとがき

電子装置の高機能化・高速化・小型化は，今後も進展を

続け，その最終形として SOC（System on Chip）や SIP

（System in Package）があるといえ，これらでは，実機で

の検証が非常に難しく，時間のかかる作業となる。一方で，

タイムリーな製品提供を行うためには開発期間の短縮・品

質の向上が不可欠となっている。

このため，設計段階での検証はますます重要性を増して

おり，対象範囲の拡大・より上流工程での検証へと広げて

いく必要がある。今後もディジタル・アナログ混在シミュ

レーション，ハードウェア・ソフトウェア協調シミュレー

ション，システムレベルシミュレーションといったより高

度な設計環境の構築を進めていく所存である。
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まえがき

近年，産業用インバータなどの電力変換装置において，

40 kW～ 1MWクラスの大容量品の需要が高まってきて

おり，これに使用されるパワーデバイスにはさらなる小型

化，高信頼性，使いやすさが求められている。このような

パワーデバイスでは，制御する電流は数百 A以上となり，

半導体素子での発生損失（熱）は数百Ｗ以上となる。その

ため，パワーモジュールには放熱，ジュール熱を考慮した

熱設計が求められる。

本稿では，この要求に対し富士電機が製品化する大電流

定格の IGBT（ Insulated Gate Bipolar Transistor）モ

ジュール「EconoPACK-Plus」における熱解析例につい

て述べる。EconoPACK-Plusの外観を図１，定格と特長

を表１に示す。

パッケージの熱設計

一般的な IGBTモジュールの断面構造を図２に示す。こ

こで，半導体素子（チップ）で発生した熱は，絶縁基板，

銅ベース，さらに冷却体と移動し，外界に放熱される。

EconoPACK-Plusは省スペース化を狙った IGBTモジュー

ルである。そのため，パッケージとしての熱抵抗は大きく

なり，実動作時のチップ接合温度（Tj）の上昇が心配され

る。Tjを保証温度 125 ℃以下に保つためには，チップの

低損失化と，パッケージの適切な熱設計が必要となる。

２.１ 簡易モデルによる熱解析

チップで発生した熱をパッケージ内で効率よく拡散させ，

Tjの上昇（ΔTj）を抑える構造を有限要素法解析で検討し

た。図３に示す簡易モデルでチップ配置の検討を行った。

図４に示す解析結果から，二つのチップにオフセット量を

与えパッケージ上に対角配置することで，チップ間隔を大

きく取った場合と同様に熱干渉を軽減でき，ΔTjを抑え

られることが分かる。なお，Tjはチップセンターの温度

である。また，この対角配置により，Al2O3〔λ＝20W/

（m・K）〕で構成された絶縁基板であっても，従来大定格

モジュールに採用されていた高熱伝導率を有する AlN

〔λ＝170W/（m・K）〕を用いた場合と同等のΔTjを実現

できることが分かる。

（2）

（1）
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図１　EconoPACK-Plus の外観

主電極� アルミワイヤ� ケース�

絶縁基板�チップ�銅ベース�

図２　IGBTモジュールの断面構造図

表１　EconoPACK-Plus の定格と特長�

定　　　　格�

小型・薄型化�

使いやすさ�

高 信 頼 性 �

大 容 量 化 �

1,200 V/225～450 A，1,700 V/150～300 A�

従来品使用時の約1/2の使用面積�

プリント基板実装型構造で大電流定格まで6個組化�

サーミスタ内蔵により温度保護精度が向上�

�オン電圧温度依存性が正のため並列接続が容易であり，�
電流定格の拡大が可能�
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２.２ EconoPACK-Plus の熱解析

２.１節の解析結果から，Tjはチップ配置に影響を受け

ることが分かる。そこで，EconoPACK-Plusでは Tjの上

昇を抑えるため，IGBTチップの配置を図５のように対角

（千鳥）配置とし，絶縁基板には Al2O3を採用した。チッ

プ配置の効果を確認するため，熱伝導解析と温度測定実験

を実施した。解析対象は 1,200 V/300A 定格パッケージと

し，発熱量は約 70W/chip，冷却条件は周囲温度 Ta=25 ℃，

強制空冷（v=3.5m/s）とした。
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図７　温度分布図（実測：サーモグラフィー）
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図６は熱解析による温度分布図，図７はサーモグラ

フィーによる実験での温度分布図である。シミュレーショ

ン結果，実測結果ともに特定のチップのみが高温になるこ

とはなく，チップで発生した熱が効率よくパッケージ内で

拡散されていることが確認できる。これは EconoPACK-

Plusのチップを千鳥配置としたことにより，熱干渉を抑

え，パッケージ全体を冷却体への熱伝導に有効利用できた

結果である。

図８は，1,200 V/450 A 定格パッケージを fc=1 kHz，

100 ％負荷で動作させた場合を想定したシミュレーション

結果である。実動作時は IGBT，FWD（Free Wheeling

Diode）チップともに発熱するが，この場合も，各相内で

特定のチップのみが熱干渉によって高温となる現象は生じ

ていないことが温度分布図から確認できる。

内部配線の熱設計

図９に EconoPACK-Plusにおける内部配線モデルの一

部を示す。本製品の特長である薄型パッケージでは，従来

の銅バーによる空中配線が困難であり，端子ー絶縁基板間

および絶縁基板ー絶縁基板間の接続配線高さを低く抑える

必要がある。本解析ではワイヤボンディングによる配線方

法を検討した例を紹介する。

開発課題は細いアルミワイヤに最大 450A（1,200 V 系）

の大電流を流すことによるワイヤ発熱温度を，封止用シリ

コーンゲルの耐熱温度以下になるよう設計することである。

３.１ 解析モデル

図９に示した配線モデルの IN 部（電極）から DC 450A

を流し，アルミワイヤおよび銅配線を通り OUT部（銅配

線端部）から流れ出る設定とした。通電条件はインバータ

運転条件の 450A（t =60 s）で解析を行った。解析の都合

上，ワイヤ形状は角柱としたが，実ワイヤの断面積と等し

くなるように構造モデルを作成した。解析ソフトウェアは

SOLIDIS3D（スイス ISE 社製）を用い，過渡解析モード

で60秒後の電流密度分布および温度分布の計算を行った。

３.２ 解析結果

図 に解析，図 に実測（サーモグラフィー）による

450A（t＝60 s）通電時のワイヤ温度を示す。また図 に１２

１１１０
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図１０　温度解析結果（改善前，t＝ 60秒）

図１１　温度実測結果（改善前）
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ワイヤ位置とワイヤ温度の関係を示す。これらから，解析

結果が実測値とほぼ一致することが確認できた。発熱状態

は，電流経路が最短となるワイヤに電流が集中的に流れ

（温度＝148 ℃），封止ゲルの耐熱温度以上となることが明

確となった。電流集中の改善策として，①絶縁基板上の銅

配線のコーナ部にＲを付ける，②Ｒ付け＋アルミワイヤの

太線化について検証した。

図 に改善策②の条件の解析結果を示す。図 に改善

策①および改善策②について解析した結果を示す。電流経

路の銅配線コーナ部にＲを付けることにより，電流のアン

バランスが改善され，ワイヤ位置による温度分布がなだら

かになった。さらにアルミワイヤを太線化することで抵抗

を下げ，ワイヤ全体の温度を 94 ℃まで下げられることが

分かった。図 に改善策②で解析したワイヤ位置と電流密

度の結果を示す。Ｒ付けすることにより，改善前に比べワ

イヤ間での電流密度差が少なくなり，太線化により電流密

度自体の値を下げている。

以上から，銅配線コーナ部へのＲ付けおよびワイヤの太

線化が電流アンバランスの改善，ワイヤ温度上昇の低減に

有効であることが示され，目標温度以内に収めることがで

きた。

あとがき

以上，チップおよびワイヤ発熱を精度よく解析するシ

ミュレーション技術を開発し，EconoPACK-Plusの熱設

計に活用した事例を述べた。この技術は大容量化と小型化

が進むパワーデバイスの信頼性向上に重要であり，今後も

熱分担の均等化あるいは低減を図るためにパワーデバイス

の熱設計に広く適用を進めていく所存である。

さらに，ジュール熱，熱伝導，熱流体，熱応力解析を連

成させ，パワーモジュールの信頼性評価に適用できるシ

ミュレーション環境（システム）の構築も進めていく。
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図１３　温度解析結果（改善策②，t＝ 60秒）
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まえがき

情報技術（IT）化の中で，ハードディスク装置（HDD）

に利用される媒体の高記録密度化は過去10年間にわたり年

率 60 ％，近年では年率 100 ％以上の伸び率を示し，業界

における現在の開発目標は 200 Gビット/in2となるなど，

今後もハードディスクの高記録密度化が進んでいくと思わ

れる。また，これまでのパソコン向けから，ディジタル放

送に伴う映像記録分野が新たなハードディスクの需要とし

て注目されている。このような AV（Audiovisual）機器

では必要とされる記憶容量が飛躍的に大きくなると予想さ

れる。

一方，パソコンの低価格化が急速に進むとともに，映像

記録分野でも低価格の記録装置が要求され，高記録密度，

高性能，低価格のハードディスク，媒体，ヘッドを短期間

で開発することが重要となってきている。その中で，これ

までの実験的手法に代わり，コンピュータシミュレーショ

ン技術を設計開発のツールとして活用することで，開発期

間を短縮することが求められている。

本稿では，コンピュータシミュレーション技術の適用例

として，ヘッドの低浮上量化に不可欠なヘッドディスク界

面（HDI：Head Disk Interface）の解析技術に関連する媒

体上のヘッド浮上シミュレーションと，高密度記録媒体の

磁性層開発に必要な磁化（Micromagnetics）シミュレー

ションを紹介する。

HDI 解析技術・媒体上のヘッド浮上

シミュレーション

高記録密度化を実現するため記録ヘッドの浮上量は年々

低下し，現在では数十 nmまで低下し，数 nmになる方向

にある。それを実現するためには媒体面の平滑性，とりわ

け，粗さ，うねりの制御が重要な要因となる。例えば，媒

体面上のうねりはヘッド浮上量の変動原因となり，データ

読み書き時のエラーの原因となる。

ヘッド浮上量は非常に小さいため，浮上量変動を実験的

に計測することは精度的にも難しい問題であるが，特に，

動的挙動を調べることは非常に難しい問題である。このよ

うな実験的手法の限界から数値的シミュレーション手法に

よる解析が不可欠な開発手段となっている。

また，低浮上を実現するためにはばらつきの少ない浮上

が必要であるが，スライダ面の形状により浮上特性が異な

るため，浮上開始速度や最低浮上量などの特性評価が重要

となる。これらを実験的に決めることは非常に時間がかか

るため，開発期間短縮のネックになる。これを数値解析に

より検討することで実験に要する開発期間を大幅に短縮し，

開発コストを削減することが可能になる。

ここではヘッドの浮上量解析ソフトウェアとして知られ

ているカリフォルニア大学バークレー校にある CML

（Computer Mechanical Laboratory）の D. B. Bogyが開発

した解析ソフトウェアを応用し，媒体面のうねりの影響を

解析した結果と，各種ヘッドの浮上特性をシミュレーショ

ンした結果を示す。浮上量解析ソフトウェアはスライダ面

の設計に用いられる場合が多いが，ここでは媒体表面形状

の影響を調べた例を紹介する。CMLの浮上量解析ソフト

ウェアには動解析モデルと静解析モデルがあるが，「媒体

面のうねりによるヘッドの振動解析」では動解析モデルを，

「各種ヘッドの浮上特性」では静解析モデルを用いた。

２.１ 媒体面のうねりによるヘッドの振動解析

媒体面は本来平たんであることが期待されるが，実際に

は，テクスチャと呼ばれる設計上付けられる凹凸やそれ以

外の細かい「粗さ」程度のものから，数十～数百 ｍ程度

の媒体面の「うねり」，さらに媒体面 1周で 1 ～２波長の

長いものまで種々の凹凸がある。ここでは，数十～数百

ｍ程度のうねりに着目してその影響を解析する。うねり

のモデルとして周方向に正弦波状の波がある場合を想定し，

媒体のその平均面からの高さ hmediaが，

hmedia＝Acos x ………………………………………

で与えられるものとする。ここで，xは適当な位置から

測った周方向の距離，Aはうねりの振幅で 1 ～ 3 nmを想

（1）
２π
λ

（1）
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定する。また，λはうねりの波長で 50 m ～数 mmの場

合を考える。なお，このモデルではうねりは半径方向には

変化しないものとする。波形の概略図を図１に示す。ヘッ

ド（スライダ）はディスクが回転するのに伴い，このうね

りの上を相対的に「飛行」する。ヘッドとしては，現在一

般的に用いられている 30 ％スライダを想定した。ヘッド

の浮上量 fは，リードライト素子下部でのスライダ面の媒

体平均面からの高さを hとすると，

f＝ h－ hmedia ……………………………………………

で与えられる。図２に 5,400 r/minで回転する媒体の最内

周側（半径 20mm）での，浮上変動量の平均浮上量に対

する割合（ドリフト）を示す。浮上量の変動は波長約 200

mのときに最大となる。外周側（半径位置 30mm）で

行った同様の計算では，350 ～ 400 mで変動量が大きく

なることが分かっており，これらは周波数では 50 kHz 程

度に相当する。すなわち，媒体面上に 50 kHz 程度の振動

を発生させるうねりがあると浮上量変動が大きくなること

が分かる。スライダのサスペンションの力学系の固有振動

数はこれより小さく，これはスライダと媒体の間の空気層

によるベアリング効果により起こる非線形振動によるもの

である。なお，平均浮上量は約 18 nmで，うねりの波長，

振幅によらずほぼ一定となっている。

図３に波長がさらに大きくなった場合の浮上量の変動を

示す（振幅 3nm）。波長がさらに大きくなると変動量は小

さくなる。300 m 以上の波長ではヘッドは媒体面のうね

りに追従して動くようになり，その結果，浮上量の変動は

起こらなくなる。

さらに，変動の時間変化を調べる。図４に波長 50 m

の場合の媒体のうねり，媒体の平均面から見たヘッド位置，

および浮上量の時間変化を示す。ただし，媒体のうねりは

平均浮上量分だけ位置をずらして重ねて示してある。波長

50 mは 150 kHzに相当するが，これより高い周波数では

ヘッドは媒体面のうねりの凹凸にほとんど追従せず，浮上

量は平均媒体面から一定の高さを保っているのが分かる。

このため，浮上量の変動は媒体のうねりと逆位相で起こり，

媒体面の凹凸に由来する変動が残るのみとなる。

以上のように，このヘッドの場合，媒体を設計するうえ

では内周側で 200 m 程度，外周側で 350 ～ 400 m 程度

のうねりが大きくならないように設計する必要があること

が分かる。

２.２ 各種ヘッドの浮上特性

ヘッドの浮上特性はヘッドの設計諸元，特にスライダ面

の形状により大きく異なってくる。その中で，起動時に

ヘッドが媒体面を離れる速度（または回転速度）は TOV

（2）
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（Takeoff Velocity）と呼ばれ，浮上特性を調べる重要な要

素の一つである。また，データの読み書き中でも内周側か

ら外周側までのデータゾーン内では，回転速度が同じでも

飛行速度は異なる。さらに，スキュー角が内外周で異なる

ため，データゾーン内では浮上量はなるべく安定している

ことが望ましいが，実際には浮上量がトラック位置（半径

位置）により異なってくる。ここでは浮上シミュレーショ

ンを用いて，TOVとトラック位置による浮上量の変化を

計算した例を示す。

シミュレーションでは，TOVは回転速度を変化させた

場合の浮上量がバンプ高さを切る点として判断できる。こ

こでは同じ 30%スライダであるがスライダ面形状の異な

る４種類のヘッドの浮上特性をシミュレーションした。媒

体面には高さ 20 nmのバンプがあるものと想定している。

図５には各種ヘッド（A，B，C，D）の回転速度に対する浮

上量の変化を示す。定常回転時の浮上量に対して，Aの

ヘッドは低回転速度でも浮上量が下がらず，TOVは小さ

く，浮上しやすい設計になっている。一方，Cのヘッドは

回転速度が比較的高いところで浮上量が低下してバンプ高

さを横切り，TOVは大きな値となり，浮上しにくい

ヘッドである。このように，ヘッドのスライダ面形状によ

り回転速度への依存性が大きく異なっていることが分かる。

なお，これらの計算結果は AE（Acoustic Emission）を

使った実験による TOVの実験値とよく一致している。

次に，これらのヘッドのデータゾーンでの定常状態浮上

量の計算結果を図６に示す。ここでは A，Dのヘッドは

データ領域内で比較的安定した浮上特性を示している。そ

れに対して B，Cのヘッドは外周側で浮上量が大きく低下

している。

これにより，いろいろなヘッドに対し耐久性の高い媒体

を設計するために，例えば，外周側で最も浮上量が小さく

なるヘッドを基準に設計を行うことができるようになり，

実験回数を削減することができるようになる。

磁化解析

次に，マイクロマグネティックスシミュレータを用いた

媒体磁性膜の磁化解析の例を述べる。マイクロマグネ

ティックスは磁性体の磁化構造を数値計算により解く手法

で，1960年代から行われてきた。従来，多くの計算を要す

るため実用的でなかったが，近年のコンピュータの高速化

により比較的容易に計算できるようになり，設計・開発レ

ベルに応用することが可能となった。

ここでは，マイクロマグネティックスシミュレータとし

てアリゾナ州立大学の Michael Scheinfeinが開発した

Landau-Lifshitz-Gilbert（LLG）方程式を差分法で解く

LLGマイクロマグネティックスシミュレータを用いている。

このシミュレータでは，飽和磁化，交換エネルギー定数，

異方性定数，磁化容易軸の方向などを磁性膜の物性値とし

て指定することで，種々の磁性膜材料をモデル化すること

ができる。また，これらの物性値に確率分布に基づく分布

を与えたり，対象領域内で種々の値を指定することができ

るようになっている。これらの磁性膜の物性値を変えた場

合について磁化特性を求め，この結果，最適な物性値を選

定することができる。磁化特性は主にヒステリシス曲線

（M-Hループ）から求まる諸元，すなわち，磁気記録に

重要な残留磁化，保磁力，角形比などで定式化される。図

７にM-Hループの概略とそれぞれの定義を示す。これら

の値は，ノイズを少なくするという媒体設計の観点から見

た場合，残留磁化，角形比は大きく，角形比が１になるの

が，また，高保磁力のものが好ましい。

（3）

（2）

（2）
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磁性膜として，記録媒体で使われる磁性材料を想定し，

物性値の磁化特性への影響を調べる。磁性層は厚さが 20

nmの薄膜とする。垂直磁化媒体を想定して磁化容易軸の

方向は膜面に垂直方向に与える。また，実際の磁性層の特

性をシミュレートするために，磁化容易軸方向に垂直から

ガウス分布の分布を与えている。飽和磁化は 400×10－4

（T）とした。

図８は外部磁界を 20,000×103/4π（A/m）から変化さ

せた場合のヒステリシス曲線が異方性定数 Kuの値によっ

て受ける影響を計算した例である。Kuの値は例えば Co

では４×105（J/m3）程度である。異方性定数 Kuが小さく

なると保磁力（Hc）が大きくなっている。一方，残留磁

化（Mr）は小さくなる傾向を示す。

図９は交換エネルギーの影響をみるために，交換定数 A

の値を変えた場合のヒステリシスループの変化を示してい

る。交換定数 Aが大きくなるに伴い，立上りが急激にな

り，角形比は増加する。

あとがき

浮上シミュレーションソフトウェアと磁化解析シミュ

レーションソフトウェアを用いた媒体設計手法を紹介した。

これらのソフトウェアを利用した設計により，設計・開発

期間を短縮し，高性能媒体の開発を短期間で行うことが可

能になる。

本稿で紹介した浮上シミュレーションソフトウェアには，

静解析ソフトウェアと動解析ソフトウェアがあるが，静解

析は動解析に比べ，加速度の効果などが計算できない欠点

があるものの，モデルの設定が容易，計算時間も短くてす

むなど欠点を補い得る特徴がある。各ヘッドの浮上傾向の

把握には有効なツールであり，短時間で計算でき，計算を

行いながら確認することも容易にできる。一方，動解析ソ

フトウェアは媒体面の形状によるヘッドのダイナミックな

運動を捕らえることができ，実験的には見ることのできな

かった世界をシミュレーションにより可視化することが可

能になり，低浮上量化するヘッド・媒体界面の浮上設計の

限界設計を可能にする。

また，マイクロマグネティックスによる磁化解析シミュ

レーションでは，媒体面の磁性体の磁化特性を解析する手

法を紹介した。今後，媒体に期待される高記録密度化を推

進するには磁性層の開発がキーポイントであり，磁性膜の

複層化や面内磁化膜から垂直磁化膜へと進んでいくが，こ

うした磁性膜の磁化特性をシミュレーションにより予測す

ることで試験回数を削減し，新磁性膜の開発が短期間でで

きるようになる。
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まえがき

ビール全体の消費が伸び悩む中で，生ビールの消費量は

増加しており，各ビールメーカーは量販店確保の有力な手

段として，生ビールディスペンサを位置づけている。富士

電機の生ビールディスペンサ（図１）は，20年前から市場

展開を開始し，以来，市場ニーズにこたえるべく，機種の

充実を図っている。一方，これら機種への共通した要求と

して，よく冷えた生ビールの多量販売が挙げられる。

この要求を満たすには，冷却性能の大幅改善が不可欠で

あり，今回，かくはん翼と冷却水槽について，シミュレー

ション，可視化手法を活用して開発を行ったので報告する。

また，かくはん翼の試作にラピットプロトタイプを用いた

ことにより，短納期で開発を行うことができた。

生ビールディスペンサの構成と仕様

図２に生ビールディスペンサの構成を示す。生ビールは，

炭酸ガス圧力でたるから押し出され，冷却水槽配管内で冷

却水との熱交換を行い，バルブから注出されるまでの間に，

室温から５℃程度まで冷却される。

冷却性能改善の目標仕様は次のとおりである。

注出杯数：15杯（ジョッキ内ビール温度 8℃以下，２

秒間隔）

かくはんモータ： 5W（4 極）以下

開発のポイント

冷却性能の改善は，冷却水槽形状や配管取付位置などの

変更による方法も考えられるが，冷却性能に直接影響を与

えるかくはん翼にポイントを絞り実施した。生ビールディ

スペンサは，冷却水槽内の水を水槽内面に氷結させ，かく

はん翼で循環させた水を冷却媒体として配管内の生ビール

を冷却している。このため，冷却性能は水槽内で循環する

水の流速を速くすることにより向上するが，循環流速を速

くしすぎると氷解速度が上がり早く氷がなくなり，生ビー

ルの注出杯数が少なくなる。また，かくはん翼用モータの

容量アップによる方法は，コストアップと機械の大型化に

つながるとともに，モータ発熱による水槽外側からの熱伝

（2）

（1）
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生ビールディスペンサ用かくはん翼の開発

達量が大きくなり，庫内の温度を上昇させる要因となる。

モータ容量を変えることなく冷却効果を高めるためには，

かくはん翼効率の大幅な改善とともに，庫内全体の水の挙

動が重要となる。これまでの翼は，一般的に使用されてい

るかくはん用の翼が採用されていた。これらの翼は，庫内

全体の水をかくはんし，庫内温度を均一化することを目的

に設計されている。このため，翼出口の流れは翼の内周側

から外周側に向かって複雑な流れを作り出している。一方，

生ビールディスペンサにおけるかくはん翼は，庫内の氷を

溶解するとともに冷水により効率よくビールコイルを冷却

する機能が要求される。このため，開発は次に示す実験お

よび解析結果を用いて庫内全体の流れを把握することから

行い，冷却効果の高い翼を羽根外径，ハブ比，羽根枚数な

どの基本パラメータから検討を加え，実施した。なお，開

発された翼の性能は，性能を示す主要なパラメータである

循環する水の代表流速において，従来の翼に比べ 20 ％以

上向上していることが確認されている。

実験・解析評価

図３は，今回実施したかくはん翼の実験や解析などに関

する開発フローを示す。翼の設計は三次元 CAD（Com-

puter Aided Design）上で行われ，その翼形状データは，

造形・流体解析メッシュ・構造解析メッシュおよび金型製

作用として使用されている。

また実験用のかくはん翼の試作には，短期間で製作可能

な光造型を採用することで，流れの可視化および冷却性能

評価が流体解析と並行して行える。なお，光造型で採用し

た樹脂は，強度解析を実施し水中でのかくはんに耐えうる

ものを選定している。

４.１ 流体ー構造連成解析

流体解析は，翼および冷却水槽内の流れについて実施し，

圧力分布，流速分布を算出するとともに翼面圧力分布から

所要トルクを導いている。その結果は，翼設計にフィード

バックされ，翼設計精度の向上と開発時間の短縮を行って

いる。さらに，自社開発したプログラムによって，流体解

析で得られた翼面圧力分布を構造解析の荷重条件にした流

体ー構造解の連成解析を行い強度評価している。

４.２ 流れの可視化

水槽内の流れの状態を把握し，かつ解析の信頼性を向上

させるため，流れの可視化を実施した。可視化には，PIV

（Particle Image Velocimetry：粒子画像流速測定）法を採

用している。これは，水槽中にトレーサ粒子を入れ，光源

としたダブルパルス YAGレーザを照射し，粒子から反射

した光を高速度・高精細ディジタルビデオカメラで撮影す

ることで流れの状態を測定する方法である。撮影された画

像データは，画像分析を行うことで流速ベクトルが求めら

れる。この手法を用いて，かくはん水槽中央断面部につい

て流速ベクトルを可視化した。なお，水槽はレーザおよび

粒子反射光を透過させるため，氷部，配管部および水槽を

アクリル樹脂で製作した。可視化領域は，評価領域および

分解能の関係から図４に示す領域とした。図５に従来翼と

開発翼の PIV 法で測定された流速分布を示す。可視化結

果は，生ビールディスペンサの冷却効果に大きな影響を与
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生ビールディスペンサ用かくはん翼の開発

える氷部に流れる流速に着目し評価している。

４.３ 流体解析

流体解析は，有限体積法を用いた汎用コード（STAR-

CD）を利用している。解析条件は次のとおりである。

要素数　　　：380,000

回転速度　　：1,260 r/min

乱流モデル ：標準 k-ε

差分スキーム：一次風上差分

流体解析モデルを図６に示す。解析モデルは流体部のみ

をモデル化している。また，解析時間を省略するため，今

回の開発で注目していないらせん状に配管されている配管

は，外形寸法が同一な中空円柱の簡略モデルとした。翼周

りのメッシュは，翼からのメッシュ高さを均一にし，壁関

数（境界層内部の物理量を表す関数）における Y＋（壁か

らのメッシュ距離を表す無次元数）を約40としている。

図７に開発した翼の流速分布を示す。解析結果は，氷部

付近の流速や渦のある位置など，PIV 法による測定結果と

よく一致している。また，翼面上の圧力分布から算出され

る所要トルクは，実験で測定されたモータ入力から求めら

れるトルクと比較し，設計を行ううえで十分な精度がある

ことを確認している。

４.４ 構造解析

水中で回転するかくはん翼には，遠心力および流体力が

作用する。そこで，量産化の際，使用する翼材料の破損を

未然に防ぐために，有限要素法による構造解析（I-DEAS）

を行い検証した。水中での回転による水圧は，流体解析に

よって得られる。この水圧を有限要素解析の荷重条件に変

換した結果を図８に示す。解析モデルは，1/4の周期対称，

節点数は，9,000である。また，翼の強度に影響を与えな

いボス上部形状は省略している。図９に応力の解析結果を

示す。応力の高い位置は，翼圧力面の根元部に集中するが，

この応力は使用する樹脂の引張強度に比べきわめて小さく，

構造上問題のないことを確認した。

４.５ 実験結果

開発された翼を用いて２秒間欠の型式試験を行い，従来

翼と冷却性能の比較を行った結果を図 に示す。この試験１０

（4）

（3）

（2）

（1）
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図７　流体解析結果（流速分布）

図９　応力の解析結果

図８　構造解析モデル

図６　流体解析モデル（壁面断面表示）

（a）全体図 （b）拡大図



生ビールディスペンサ用かくはん翼の開発

は，ジョッキに生ビールを２秒間隔で注ぎ（2 秒/杯），

ジョッキ内ビール温度が８℃以上になるまで連続注出し，

８℃以下で注がれた生ビールの杯数を調査するものである。

型式試験の結果，従来翼が10杯に対し，開発された翼は21

杯と大幅に性能が向上していることが確認された。

あとがき

以上のように，流体解析と実験を行うことにより，生

ビールの連続注出杯数を10杯から21杯へと大幅に改善する

ことができた。今後とも，多様で時間とともに大きく変化

する市場ニーズを的確に把握し対応していく所存である。

最後に，今回の開発は，富士電機の流通部門と重電部門

の技術により進められた。今後も，多様な技術を結集する

ことで，広い場面で顧客ニーズにこたえた技術が開発でき

ると考えている。
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シミュレーション技術は多岐の分野にわたっている。技術計算で

は「解析手順の容易化」「大衆化」「大規模化」が課題である。この

解決のために，フリーメッシュや並列計算などの技術開発が行われ

ている。富士電機では各分野においてシミュレーション技術を活用

し，大きな実績・成果をあげてきた。今後は注力分野である「環境」

「情報」「サービス」「コンポーネント」事業を中心にシミュレー

ション技術のさらなる向上に努めていく。

シミュレーション技術の動向と富士電機の取組み

黒谷　憲一

富士時報 Vol.74 No.6 p.331-334（2001）

富士電機の技術計算で共用しているサーバを更新した。新しい技

術計算サーバは，並列計算が可能な UNIXコンピュータで，EWS，

PCからリモートログインでき，またWebからも利用できる。並

列化により従来に比較して５倍から 20 倍に高速化しており，解析

規模も拡大できる。技術計算サーバは流体解析，構造解析，電磁界

解析，デバイスシミュレーションといった解析に使用される。また，

PCクラスタによる並列計算は比較的大規模な解析ができるように

なってきた。それぞれ用途により使い分けている。

技術計算サーバとその解析事例

松本　廣太 浅川　修二

富士時報 Vol.74 No.6 p.335-339（2001）

富士電機では，下水処理場における活性汚泥法の生物反応モデル

を利用して，処理場の運転支援を行うシステムを開発中である。シ

ミュレーションは，運転制御条件の検討，生物反応槽の容量検討，

機器の制御条件検討，運転・管理コスト削減，安定した処理水質の

確保などを目的に導入の検討がされている。本稿では，監視制御コ

ンピュータシステムに組み込んだ高度下水処理運転支援システムと，

複数の活性汚泥法において上記の検討を行える高度下水処理シミュ

レータを紹介する。

下水処理シミュレーション

古屋　勇治 橋田　邦彦 奥田　　昇

富士時報 Vol.74 No.6 p.340-343（2001）

都市ごみ焼却プラントの自動燃焼制御においては，ごみ質の変動

や焼却炉の経年変化に合わせた制御パラメータの調整が必要である。

そこで，制御パラメータの調整が容易なニューロ自動燃焼制御シス

テムの構築を行った。本システムを導入することにより，従来制御

と同等以上の制御性能を維持したまま，ごみ質の変動に伴うパラ

メータの調整が容易に行えるようになった。本稿では，ニューロ自

動燃焼システム構築手順と，モデル作成時に用いたシミュレーショ

ンシステムについて紹介する。

都市ごみ焼却プラントのニューロ制御シミュレーション

塚本　輝彰 松本　晴幸 野村　和朗

富士時報 Vol.74 No.6 p.344-347（2001）

近年，電力系統の複雑化に伴い，電力系統解析において系統共振

現象や多重事故解析など複雑な現象を扱うことが多くなっている。

一方，電力規制緩和により今後特別高圧系統や配電系統に分散型電

源が多数接続されることが予想され，従来の潮流制御方式や系統事

故時における保護制御方式の見直しが必要になりつつある。このよ

うな状況の中で，将来の電力系統を想定したシミュレータの必要性

が生じている。本稿では，最近の電力事情を踏まえながら，最新の

アナログシミュレータモデルについて紹介する。

電力系統のアナログシミュレーション技術

仁井　真介

富士時報 Vol.74 No.6 p.348-352（2001）

自動販売機補充配送業務の計画立案を「ベンダ管理在庫（VMI）」

として支援する，オリジナルなアルゴリズムMetroVMIを開発し

た。実データに基づくシミュレーションにより，MetroVMIを用い

ることで自動販売機補充配送業務が効率化されることが確認できた。

本稿ではMetroVMIのアルゴリズムの概要とシミュレーションの

結果について説明する。

VMI による自動販売機補充配送シミュレーション

村上　賢哉 平松　純一 長瀬　一也

富士時報 Vol.74 No.6 p.353-356（2001）

富士電機はこれまで，三次元CGの利用基礎技術の開発を行って

きたが，最近では CGシーンを使った三次元 CGシミュレーション

技術の適用を行っている。CGシミュレーションの利用によって，

システム完成の予想を実感できるだけでなく，問題点の早期抽出が

できることで，出戻りの削減に効果を上げている。本稿では視認性，

現実感，感性などを再現した三次元CGシミュレーションの適用例，

および三次元CG作成時の効率化ツール（照明設定自動化ツールな

ど）を紹介する。

三次元CGシミュレーション

高橋　　潔 三好　正人

富士時報 Vol.74 No.6 p.357-360（2001）

電力系統では，設備投資抑制などによる機器利用率向上や今後予

想される電力自由化の進展により，信頼度に対するオンライン・オ

フラインでの定量的な評価が重要となる。富士電機は，過負荷およ

び電圧安定度の信頼度評価を高速に行う分散並列処理を適用した信

頼度評価システムを開発した。開発したシステムは，電力系統の標

準的な IEEE例題系統を用いたシミュレーションにより，有効性お

よび実用性を確認した。３台の PCクラスタにより，単純な１台の

PCと比較し，約 2.68 倍の高速化が可能となった。

並列処理による電力系統の高速信頼度評価技術

北川　慎治 福山　良和 中西　要祐

富士時報 Vol.74 No.6 p.361-364（2001）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

Fuji Electric has innovated the server used in common for techni-

cal computing.  The new technical computing server is a UNIX com-

puter capable of parallel computing, which has made possible remote

log-in from an engineering work station (EWS) and a personal com-

puter (PC) and use from the Web.  Parallel computing can raise the

speed 5 to 20 times higher than before and can enlarge the analysis

scale.  The technical computing server is used for analysis such as flow

analysis, structural analysis, electromagnetic field analysis and device

simulation.  Parallel computing with a PC cluster has become capable

of comparatively large-scale analysis.  Each use can select a suitable

method of computing.

Technical Computing Server and its Examples of
Analyses

Kouta Matsumoto Syuji Asakawa

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.6 p.335-339  (2001)

Simulation technology is widely used in various fields.  The prob-

lems of technical computing are easier analysis,  popularization  and

larger scale.  Technologies such as free mesh and parallel computing

have been developed to solve these problems.  Fuji Electric has uti-

lized simulation technology in various fields, giving satisfactory results.

In the future, our effort will be directed to improvement in simulation

technology, focusing on the noticeable fields, environment,  informa-

tion, services  and components.

Trend of Simulation Technology and Fuji Electric’s
Research and Development

Kenichi Kurotani

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.6 p.331-334  (2001)

In the combustion control of incineration plants, control parameter

settings need to be adjusted according to variation in garbage charac-

teristics and the temporal changes of the equipment.  Fuji Electric

developed an automatic combustion control system based on neural

networks.  It was proved that this system made control parameter

adjustment for varying garbage characteristics easier with the control

quality kept on the same level or higher.  This paper describes the pro-

cedure of the neuro-control automatic combustion system and the sim-

ulation system used for modeling the controlled process.

Simulation of the Neuro-Control of
Incineration Plants

Teruaki Tsukamoto Haruyuki Matsumoto Kazuo Nomura

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.6 p.344-347  (2001)

Fuji Electric is developing an operation support system for a

sewage treatment plant using the activated sludge model of the plant.

The introduction of simulation is planned for the purpose of investigat-

ing operation control conditions, activated sludge reactor capacity and

equipment control conditions, reducing operation and management

costs, and ensuring the stable quality of treated water.  This paper

describes the operation support system for advanced sewage treatment

installed in the supervisory control computer system and the advanced

sewage treatment simulator capable of the above-mentioned investiga-

tions for two or more activated sludge processes.

Sewage Treatment Simulation

Yuji Furuya Kunihiko Hashida Noboru Okuda

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.6 p.340-343  (2001)

MetroVMI  is a newly developed original algorithm to support

dispatch planning for replenishing vending machines at vending opera-

tors.  It is based on the idea of the vendor managed inventory (VMI).

This paper outlines the MetroVMI and its simulation applied to real

data.  The simulation results proved that the MetroVMI made vending

operation much efficient.  Quite useful information and hints on the

actual application of the algorithm were obtained through this simula-

tion, and its application to many systems is expected.

Simulation of Vehicle Routing for Vending Machine 
Replenishment

Kenya Murakami Junichi Hiramatsu Kazuya Nagase

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.6 p.353-356  (2001)

In recently complicated power systems, power system analysis

have more often dealt with complicated phenomena such as power sys-

tem resonance and multiplex faults.  On the other hand, it is supposed

that many distributed power sources will be connected with the

extremely high-voltage line and distribution line following the deregu-

lation of power systems, and it is becoming necessary to review the

conventional methods of power flow control and protective control

against system faults.  Under these circumstances, a simulator for a

predicted future power systems is required.  This paper describes the

latest analog simulator model based on the recent power situation.

Analog Simulation Technology for Power Systems

Shinsuke Nii

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.6 p.348-352  (2001)

Because of an increase in the equipment utilization rate and a

future deregulated environment in power systems, on-line and off-line

security assessment in planning and operation becomes important.

Fuji Electric developed a security assessment system for overload and

voltage stability using parallel distributed processing.  The system was

verified by simulation with IEEE standard power systems with promis-

ing results.  Using a three-PC (personal computer) cluster, the system

realized about 2.68 times faster security assessment  than the conven-

tional one-PC environment.

Fast Security Assessment in Power Systems Using 
Parallel Distributed Processing

Shinji Kitagawa Yoshikazu Fukuyama Yosuke Nakanishi

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.6 p.361-364  (2001)

Fuji Electric developed the basic technology of three-dimensional

computer graphics (CG) application, and recently, has developed the

application technology of three-dimensional CG simulation using CG

scenes.  People can not only see a completed system graphically but

also point out considerations at the early stage, having an effect on

reduction in returns.  This paper describes application examples of

three-dimensional CG simulation to represent visuality, reality, and

sensibility, as well as tools to efficiently draw up three-dimensional CG,

including an automated setting tool for lighting.

Three-Dimensional Computer-Graphic Simulation

Kiyoshi Takahashi Masato Miyoshi

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.6 p.357-360  (2001)



最新の半導体技術の適用により，電子装置の小型化・高機能化・

高速化が急速に進展し，その装置を設計・開発するには，ボードレ

ベルでの各種シミュレーションによる事前検証が不可避となってき

ている。本稿では，電子回路設計環境の概要を紹介し，その中で近

年注力している，①ボードレベル論理シミュレーション，②ディジ

タル・アナログ混在シミュレーション，③プリント基板における伝

送線路シミュレーション，の３点について紹介する。

電子装置設計環境におけるシミュレーション

大野　勝史 武井　　修 杉本　雅俊

富士時報 Vol.74 No.6 p.365-369（2001）

パワーデバイスでは小型化，高信頼性，使いやすさが求められて

いる。大容量パワーモジュールを小型化する場合，半導体素子で発

生した熱をいかに効率よく放熱させるか，また，電気配線で発生す

るジュール熱をいかに抑えるかが重要な設計項目となる。本稿では，

大電流定格の IGBTモジュール「EconoPACK-Plus」におけるパッ

ケージと電気配線の熱シミュレーションによる設計例を紹介する。

製作した EconoPACK-Plusの熱特性は，シミュレーションと一致

し，本シミュレーション技術が有効であることを確認した。

パワーモジュールの熱設計

池田　良成 原　克彦

富士時報 Vol.74 No.6 p.370-373（2001）

ハードディスク装置（HDD）に利用される媒体の高記録密度

化・低価格化に対応するため，設計・開発期間を短縮し，高性能媒

体を短期間で開発することを可能にするコンピュータ数値シミュ

レーション技術について解説する。また，適用例として，ヘッドの

低浮上量化に不可欠なヘッドディスク界面（HDI：HeadDisk Inter-

face）の解析技術に関連する媒体上のヘッド浮上シミュレーション

と，高密度記録媒体の磁性層開発に必要な磁化（Micromagnetics）

シミュレーションを紹介する。

HDD媒体の数値シミュレーション技術

岡　　峰夫 小林　光男

富士時報 Vol.74 No.6 p.374-377（2001）

注出杯数を２倍にした生ビールディスペンサを開発した。注出杯

数の増加は，冷却水槽内のかくはん翼を新たに開発することで達成

した。なお，入力トルクは増加していない。開発により次のことが

明らかとなった。①庫内の流速を増加させることにより，注出杯数

を大幅に増加させることが可能である。②流体解析と可視化手法の

併用により，高い精度で冷却水槽内の流速分布およびトルク予測が

可能となる。③光造型による翼の機能試作は，開発期間の短縮に有

効である。

生ビールディスペンサ用かくはん翼の開発

鴻巣　直広 金子　公寿 塚本　直史

富士時報 Vol.74 No.6 p.378-381（2001）



W ith the general use of latest semiconductor technology, elec-

tronic equipment has rapidly advanced toward smaller size, multipl

functions, and higher speed.  In designing and developing the equip-

ment, advance verification using board-level simulation has become

indispensable.  This paper outlines the electronic-circuit design envi-

ronment and describes the following three points to which our recent

efforts have been directed : (1) board-level logic simulation (2) simula-

tion of digital/analog mixed circuits (3) simulation of transmission lines

on printed circuit board.

Simulation in Electronic Equipment Design 
Environment

Masabumi Ohno Osamu Takei Masatoshi Sugimoto

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.6 p.365-369  (2001)

Power devices are required to be compact in size, highly reliable,

and easy to use.  In reducing the packaging size of power modules, how

to efficiently spread power generated in semiconductor devices and

how to suppress joule heat evolved from electric wiring are important

design factors.  This paper describes the packages of the high current

IGBT module EconoPACK-Plus  and design examples using the ther-

mal simulation of electric wiring.  The thermal characteristics of actual

EconoPACK-Plus agreed with the simulation and proved that this sim-

ulation technology was useful.

Thermal Design of Power Modules

Yoshinari Ikeda Katsuhiko Yoshihara

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.6 p.370-373  (2001)

To keep up with the media used in the hard disk drive (HDD)

advancing toward high recording density and low price, it is required to

shorten time required by design and development and to develop high

storage capacity media within a short period.  This paper describes

computer-aided numerical simulation which is one of key technologies

to meet these requirements.  The following are cited as examples : the

tribological simulation of a head-disk interface (HDI) indispensable to

reduce head flying height and the micromagnetics simulation neces-

sary to develop the magnetic recording layer of high density media.

Numerical Simulation Technology for 
Hard Disk Drive Media

Mineo Oka Mitsuo Kobayashi

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.6 p.374-377  (2001)

Fuji Electric developed a draft beer dispenser having twice the

provisions.  The increase was attained by a newly developed blade

without increase in torque.  The development clarified the following :

(1) The provisions can be greatly increased by increasing flow velocity

in the cooling water tank.  (2) Flow velocity distribution in the cooling

water tank and torque are precisely estimated by using computational

fluid dynamics (CFD) and visualization technique together.  (3) The

manufacture using  laser stereolithography of trial mixing blades for

checking functions is effective in shortening the development period.

New Mixing Blade for Draft Beer Dispensers

Naohiro Kounosu Kimihisa Kaneko Tadashi Tsukamoto

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.6 p.378-381  (2001)
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