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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
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図１　技術計算サーバのシステム構成

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
1 CPU 2 CPU 4 CPU 6 CPU 8 CPU

計
算
時
間
（
日
）
�

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
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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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〈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
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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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図８　発電機回転子の軸応力解析応力図

〈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）
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�タ ン ク �

シ ー ル ド �
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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
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図９　変圧器1/6モデル図
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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。
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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。
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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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