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シミュレーション技術特集



ピーク解析 

切削変動解析 

シミュレーション診断 

設備管理 工作条件・工具・実績管理 
（Main Gate） 

診断結果のWeb配信 

高速アナログ診断端末 

温度，振動監視など 

監視端末 

電力監視 

ホール素子CT

（１）生産設備の稼動状態を学習して状態予測をするシミュレー 

　　ション診断, 複数の特徴量（状態信号）に対するファジィ測度 

　　による複合診断などの各種診断アルゴリズムを搭載。 

（２）工作条件・工具・実績管理などを実現するライン情報システ 

　　ム（Main Gate）と連携し, 設備能力データベースの構築が可能。 

（３）保全担当者が容易に使いこなせる切削サイクルを主とした分 

        析・シミュレーション機能の搭載。 

　™切削サイクルごとのデータを学習することにより包絡診断用 

　　の判定パターンである包絡帯を生成。また，生成した包絡帯 

　　における診断の適用性を解析。 

　™切削サイクルごとのピーク変動を分析することにより特徴量 

　　としてとらえるタイミングなどを算出。 

　™切削サイクルごとの電力量遷移から負荷変動による異常兆候 

　　を診断する適用性を解析。 

（１）電流, 電圧, 温度などのセンサ信号, 稼動タイミング信号など 

 多様な信号の取込みを可能にし, 上下限監視による警報出力 

 が可能な高速アナログ診断端末を用意。 

　™最大４chのアナログ量を同時記録・表示可能。 

　™計測サイクルを最大８領域に分割して, 最大（最小）値の測定・ 

　　記録が可能。 

　™各領域ごとに, 上下限・上上下下限の監視, 警報出力が可能。 

（２）収集データをCSV形式で保存することにより, 独自の解析が 

　　可能。 

（３）インバータ・サーボの二次側電力値の計測を可能とするホー 

　　ル素子CTを用意。 

 

       　 ※ファジィ測度：東京工業大学 菅野教授によって提案された概念 

■分析・診断機能の特長 ■データ収集機能の特長 
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 富士電機の 
 生産設備用オンライン診断システム 

本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目3番1号（日本生命仙台ビル）
北 陸 支 社 1（076）441-1231 〒930-0004 富山市桜橋通り3番1号（富山電気ビル）
中 部 支 社 1（052）204-0290 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0022 広島市中区銀山町14番18号
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 さいたま市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
北 関 東 支 店 1（048）648-6600 〒331-0852 さいたま市桜木町一丁目9番1号（三谷ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0702 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
兵 庫 支 店 1（078）325-8185 〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地（井門神戸ビル）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0024 岡山市駅元町1番6号（岡山フコク生命駅前ビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）
沖 縄 支 店 1（098）862-8625 〒900-0004 那覇市銘苅二丁目4番51号（ジェイ・ツービル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8801 旭川市緑が丘東一条四丁目1番19号（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町二丁目18番18号
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（017）777-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0021 盛岡市中央通一丁目7番25号（朝日生命盛岡中央通ビル）
秋 田 営 業 所 1（018）824-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8033 郡山市亀田一丁目2番5号
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目7番33号（あいおい損保・水戸第一ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
栃 木 営 業 所 1（028）639-1151 〒321-0953 宇都宮市東宿郷三丁目1番9号（USK東宿郷ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
長 野 営 業 所 1（026）228-0475 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
甲 信 営 業 所 1（026）336-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
松 本 営 業 所 1（0263）40-3001 〒390-0852 松本市島立943番地（ハーモネートビル）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
京 滋 営 業 所 1（075）253-6081 〒604-8162 京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637（朝日生命京都ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1（損保ジャパン松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0805 宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）812-6522 〒890-0046 鹿児島市西田一丁目5番1号（GEエジソンビル鹿児島）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
千 葉 製 作 所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
技術開発・生産センター 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
機 器 製 作 所 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：富士電機システムズ株式会社 サービス事業本部 電話（03）3515-7672
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シミュレーション技術特集

シミュレーション技術は，ハードウェア，

ソフトウェア両面の発展により，複数の解析

を関連づけて使用する連成解析を三次元にて

実行するなど複雑で大規模な解析が一般的に

なりつつある。さらに，操作性の改善や表示

機能の充実により，専門家にとどまらず多く

の研究者，技術者に利用されている。今や，

シミュレーションを利用しない開発や研究あ

るいは設計は皆無といっても過言ではない。

富士電機では，種々のシミュレーション技

術を開発，適用し，研究開発のスピードアッ

プ，機器の性能向上に，大きな実績，成果を

あげている。

表紙写真は，大型変圧器や配線用遮断器な

どへのシミュレーション技術の応用例を組み

合わせ，シミュレーションの応用範囲の広さ

をイメージ的に表現したものである。

表紙写真

シミュレーション技術の品質保証 204（2）
金 山 寛

富士電機のシミュレーション技術への取組み 205（3）
北出雄二郎

分散型電源のシミュレーション技術 207（5）
小 島 浩　・　中西　要祐

並列計算による変圧器の三次元電磁界解析技術 212（10）
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最近，シミュレーション技術や解析・評価技術が富士時

報の特集テーマとして毎年採択されるようになったようで

ある。この分野に長い間携わってきた一人として喜びにた

えない。こうした蓄積がシミュレーション技術の技術的な

蓄積につながることを切に願うものである。ここでは少し

昔話も交えて，これからのシミュレーション技術を展望し

てみたい。

シミュレーション技術を語るとき，大きな 2面性がある

ことにすぐ気づく。シミュレーション技術を積極的に活用

して，自らの目的を果たそうとする人のための技術と，シ

ミュレーション技術に用いられている手法そのものに関心

のある人のための技術である。1つの解析ソフトウェアに

ついて言うならば，利用者と作成者の違いである。この 2

面性には決定的な違いがあることに注意する必要がある。

九州大学に着任する前の 25 年間は富士電機の社内技術

計算部門に在籍し，ほぼ同期間社内技術教育を通して有限

要素法の普及活動を行ってきた。社内技術教育の場合は各

種設計のための解析技術が中心になり，解析ソフトウェア

は解析ツールの性格を鮮明にしてくる。当然，その中身の

理解よりは使い方が中心になり，いかにインプットデータ

を用意するかが切実な問題になってくる。構造解析に関し

て言えば，私の在籍当時はMSC. Nastran* 利用技術が大き

なウェイトを占め（最近このプログラムの利用をやめると

関係者から聞いたときには昔日の感を覚えた），米国の大

学の授業でもその利用方法を教えていたようである。この

ような状況では自分の抱えている問題をいかに既存の解析

ツールに載せるかが最重要課題になり，いわゆるモデル化

の技術に技術者の力量が問われていた。今日でもモデル化

の技術が重要であることは何ら変わらないと思われるが，

この技術は個人的なノウハウに依存する面も多く，なかな

か教育に取り込みにくい面がある。このあたりの顕在化が

今後のシミュレーション技術の大きな課題のようにも思わ

＊MSC. Nastran：MSC. Software Corporation 製汎用プログラム

れる。

シミュレーション技術が今日のように利用されるように

なると当然その品質保証が問題になる。現在進行中の大学

における技術者教育認定制度，日本機械学会で近々試行が

始まる計算力学技術者認定事業等は人の面からみた品質保

証であるが，ここで特に問題にしたいのは出力されたシ

ミュレーション結果の妥当性をいかにして保証するかとい

うことである。解析規模が大規模になればなるほど，これ

が大変になる。しかしこの問題をウヤムヤにしていてはシ

ミュレーション技術の将来はないであろう。解析ノウハウ

の伝授方法とともに関係者の英知を結集したいものである。

昨年の秋，ノーベル賞のダブル受賞で日本中が沸いた。

同郷の後輩，田中耕一氏の受賞には大きな感銘を受けた。

彼の話を聞いて思ったことは，シミュレーション結果の品

質保証が進めば，ありえないと思われる解析結果のなかに

重大な新発見が隠されているというようなことが今後十分

起こりえるのではないかということである。大部分の特異

な解析結果はつまらないエラーによって起きているけれど

も，つまらないエラーと重大な新発見を明確に分別できる

くらいのシミュレーション技術が今後要求されるようにな

ると思われる。そしてそれはシミュレーション結果の品質

保証がどの程度できるかにかかっているように思われる。

料理の場合，作る人と食べる人の分業は明確にできる。

解析ソフトウェアの場合，作る人と使う人の分業は当然期

待されながらも，それほど容易でない。私が行っている現

状の大学での教育は，どちらかといえば作る人の養成に

ウェイトを置いたものになっている（最近までわが国が欧

米に比し，遅れていた面を挽回したい気持ちもあってのこ

とであるが）。優秀な利用者の養成はどうしたらよいもの

であろうか？　これは時間もかかり，なかなか難しい問題

でもあるように思われる。冒頭述べたように本特集のよう

な地道な技術的蓄積を続ける以外には明確な解答はおそら

くないのであろう。

シミュレーション技術の
品質保証

金山　　寛（かなやま　ひろし）

九州大学大学院工学研究院教授 工学博士
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まえがき

近年，小型化，高機能化などの要求に伴い，高い精度に

基づいた製品開発・製品設計の要求が高まっている。シ

ミュレーションは設計の最適化を実現するための有力な手

段で，最近では一般的に用いられるようになった。

従来から，シミュレーション技術は各種学会での委員会

を中心に構造解析，熱流体解析，電磁界解析などの事例が

取り上げられている。おのおのの分野については，発電設

備などの大規模な物からマイクロマシンなどの非常に小さ

い物まで，さまざまな分野の製品開発への適用がなされて

いる。

シミュレーション技術の現状と課題

コンピュータ能力の発展に伴い，シミュレーション技術

は二次元から三次元へ，静的な問題から動的な問題へと進

展してきた。最近では，単独で行っていた解析を組み合わ

せて互いの計算結果をフィードバックして行う連成解析も

できるようになってきている。

シミュレーション技術を工業的に適用する最大の目的は，

「設計精度の向上」「現象の可視化」である。シミュレー

ション技術を有効に用いるための課題は，

モデル作成の容易化

大規模な問題に対する解析時間の短縮化

解析結果の妥当性検証によるノウハウの蓄積

にある。

とりわけ，解析結果の妥当性検証による技術ノウハウの

蓄積は，シミュレーションを現場で活用するための鍵であ

る。したがって，適用するモデルの妥当性を検証すると同

時に実証結果との比較などを行い，技術として蓄積してい

く必要がある。

富士電機の取組み

富士電機では，汎用大型コンピュータの時代からシミュ

レーションの利用を開始した。当初は，主に，重電機器の

電流や熱収支の計算を中心に，有限要素法による構造解析

や電磁界解析，流体解析など，当時としては大規模な計算

を自社開発したプログラムを用いて行っていた。最近では，

これらのプログラムに加えて市販されているパッケージ

ツールも多く使用されるようになってきている。

図１にシミュレーション技術の主な適用分野例を示す。

特に各解析技術が重複する分野では連成解析技術の向上と

ともに，実測データに基づくモデル作成とその妥当性の検

証などの計算時におけるさまざまな工夫が必要となる。

火力，水力，原子力などの発電設備や変圧器などの変電

設備においては，安全性を重視するため高い精度を持つ設

計技術が要求される。この分野では有限要素法を用いたシ

ミュレーションは必要不可欠なため，これまでに解析の妥

当性に対する十分な検討結果が蓄積されてきている。この

分野でのシミュレーション技術は富士電機におけるシミュ

レーション技術の主要な柱の一つといえる。

電磁接触器や配線用遮断器などの器具製品では，電磁ア

クチュエータを用いて接点を駆動することが主要な技術で

ある。最近，より精度の高い解析結果を得るために，可動

子の状態に応じた磁気吸引力を計算しながら可動子の挙動

を解析する連成シミュレータを開発した。この開発におい

ては，変位計などを用いた挙動評価を行い解析モデルの妥

当性について検証し技術を構築した。

電子デバイスを組み込んだモジュールパッケージ製品な

どにおいては，特に電流による発熱とその熱冷却設計が

パッケージの小型化・高性能化および信頼性を確保するた

めの重要な要素技術である。従来は理想的な条件での電流

密度，それに伴う発熱などを中心に解析が行われてきた。

しかし，実際のモジュールパッケージにおいては，部品間

での機械的な接触状態の影響や大電流通電時における電磁

気的な影響について定量的な解析を加える必要がある。現

在では，実験での再現が困難な電流集中が生じたケースに

おける発熱状態を可視化するためにシミュレーションを行

い，信頼性の向上を図っている。また，これらの解析を行

うにあたっては精度の高い境界条件の設定が重要な技術と

（3）

（2）

（1）
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なる。このためには，電流分布の計測，サーモビューアを

用いた熱分布状態の可視化といった計測技術について，シ

ミュレーション技術と並行して向上を図っている。

自動販売機においても，各種のシミュレーションと計測

データを活用し，省エネルギーや信頼性の向上を図ってい

る。その例として庫内の気流解析技術を挙げることができ

る。これまでは実測結果との定量的な一致は困難であった

が，最近の三次元の可視化技術を利用し境界条件を決定す

ることにより，高い精度での実機との整合が可能となって

いる。

一方，商品の収納機能においては収納効率の向上と商品

姿勢の安定性確保が課題となっている。取り扱う商品が缶，

PETボトルなどのさまざまな容器であることから，設計

時に安定的に多種の容器を整列して収納する必要がある。

このため，飲料容器の挙動の解析技術を開発し，適用を始

めている。

これらの技術は，単に数値解析的な検討だけではなく，

各種材料・状態における減衰係数の計測技術の構築，現象

を高速にとらえるためのハイスピードビデオによる実測結

果との整合性などを通じて構築したものである。

あとがき

富士電機ではシミュレーション技術を製品開発に活用し

ていく中で，個々の製品の高性能化・高信頼性化を実現し，

社会に貢献していきたいと考えている。

今後もシミュレーションと評価・検証技術とを組み合わ

せ，より高度なシミュレーション技術の構築と実用化に向

けて活用を図っていきたい。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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自動販売機：庫内気流解析 
ショーケース：エアカーテンの気流解析 
機器筺体（きょうたい）：熱冷却解析 
公共分野：汚染拡散 
発電機・回転機：冷却水流れ 
プラント：水車・揚水路流れ 

変電機器：超電導解析 
電子デバイス： 
 熱解析，電磁界 
　 解析 

器具：アーク挙動解析 

電子機器：電磁放射ノイズ解析 
電子機器：電波伝搬解析 
発電機・回転機：電磁界解析 
変電機器：電磁界解析 
計測機器（電磁流量計）：電磁界解析 

器具：アクチュエータ 
　　　挙動解析 
金銭処理装置： 
　　　硬貨検知 

電子デバイス：熱応力解析 
回転機：熱応力解析 
発電機：熱応力解析 
機器筺体：樹脂成型解析 

自動販売機：商品挙動解析 
自動販売機：ファン騒音解析 
金銭処理装置：紙幣挙動解析，硬貨挙動解析 
原子力関連構造物：応力解析，振動解析 
発電機・回転機：構造解析，振動解析 

熱・流体解析 

構造・運動解析 

電磁界解析 

図１　シミュレーション技術の適用分野
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まえがき

地球温暖化に対処するために，2001 年に経済産業省の

総合資源エネルギー調査会では 2010 年におけるわが国の

新エネルギーの導入目標を定めた。さらにこの目標を達成

するために，「電気事業者による新エネルギー等の利用の

促進に関する特別措置法」（RPS 法）が 2002 年 6 月に制

定され，電気事業者に対して一定の新エネルギー電源から

の電力供給を促している。このような背景のもとで分散型

電源の導入が促進されることにより，従来の大規模集中型

電源から分散型電源と混在した電力系統に変化するものと

思われる。対環境性に優れた風力発電，太陽光発電は，自

然エネルギーを活用しているために，発電電力の制御は困

難であり，さらに出力変動も大きく，電力系統に連系した

ときには，電圧変動などに対する電力系統の品質を維持す

るうえでの課題がある。

今後，電力系統の安定的な運用を維持しながら，分散型

電源の導入の促進を図るためには，分散型電源が混在した

電力系統についてのシミュレーション技術が重要となる。

本稿では，富士電機がこれまで培ってきた分散型電源につ

いてのシミュレーション技術について紹介する。

シミュレーション技術の概要

電力系統で発生する諸現象をシミュレーションする手法

には，その時間領域の違いから表１に示すような手法があ

る。高い周波数領域では雷や機器の開閉サージ，高調波の

解析があり，長時間の現象では数時間から数日にわたる電

力動揺現象解析などがある。一般に短時間の現象には瞬時

値解析用プログラムが，長時間の現象には実効値解析用プ

ログラムが適用されるが，解析の目的により表２のような

プログラムが使われている。

シミュレーション手法は大きく分けてアナログ形とディ

ジタル形があるが，アナログシミュレータは物理的に系統

を構成するモデルを接続して解析するため，実時間での系

統解析や実機器などを接続した応動試験にも使用すること

ができ，解析結果を容易に理解することができる。

一方，ディジタルシミュレータはコンピュータ上で計算

を行うため，系統構成や機器の定数を自由に設定すること

ができ，作業性もよい。しかし，大規模な系統計算では多

くの時間を要するため，長時間にわたる現象の解析や実機

器の試験には不向きとされてきた。しかし最近ではコン

分散型電源のシミュレーション技術
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表１　解析対象とシミュレーション手法 

対象系統現象 

対象時間 

アナログ 
シミュレータ 

瞬時値解析 
ソフトウェア 

リアルタイム 
ディジタル 
シミュレータ 

実効値解析 
ソフトウェア 

雷・開閉サージ 
高調波過電圧 
SSR 
電力動揺 
電圧安定性 
電力潮流 

APSA 

TNS 

EMTP 

EMTDC 

RTDS 

EUROSTAG 

PSS/E 

Y法 

1 s 1ms 1s 1min 1h 1日 

表２　解析分類とシミュレーションプログラム 

正相実効値 
　　　定常解析 

解析分類 系統解析シミュレーションプログラム 

回路計算プログラム 
潮流計算プログラム 

正相実効値 
　　　過渡解析 

過渡回路計算プログラム 
過渡安定度計算プログラム（Y法，EUROSTAGなど） 
（時間軸シナリオ付潮流計算プログラム） 

三相実効値 
　　　定常解析 

不平衡回路計算プログラム 
三相不平衡潮流計算プログラム 

三相実効値 
　　　過渡解析 

非対称分考慮過渡安定度計算プログラム 
（時間軸シナリオ付三相不平衡潮流計算プログラム） 

三相瞬時値解析 電磁過渡解析プログラム（EMTP，EMTDC） 

（3） 
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ピュータ性能の向上に伴い，実時間動作が可能なディジタ

ルシミュレータの開発やディジタルとアナログの双方の特

徴を兼ね備えたハイブリッド型のシミュレータの開発も行

われている。これにより，大規模系統の実時間での解析が

可能になるとともに，実機器の試験にも活用が可能となっ

た。富士電機はアナログシミュレータ（TNS：Transient

Network Simulator）での多くの解析実績を有し，また

ディジタルシミュレータについても各種手法を導入し，分

散型電源の解析に活用している。

２.１ 分散型電源の種類

分散型電源には回転機型とインバータ型とがある。

回転機型は，従来のコージェネレーションなどの発電機

に用いられる同期発電機と，主として風力発電に用いられ

る誘導発電機がある。図１に風力発電機の構成例を示す。

インバータ型には，直流電源を用いる太陽光発電，燃料

電池，さらには電力貯蔵装置などがある。また，風力発電

においても回転数を系統の周波数に整合させるためのイン

バータがあり，これを介して連系する発電機が増えてきて

いる。小容量のコージェネレーションとして用いられるマ

イクロガスタービンは高速で回転しており，インバータを

用いている。

インバータには，自己消弧機能を持たない半導体デバイ

ス（例：サイリスタ）を用いた他励式と，自己消弧機能を

持つ半導体デバイス〔例：GTO（Gate Turn-Off thyristor），

IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）〕を用いた自

励式がある。近年ではスイッチングが高速化しており自励

式が多く用いられている。

２.２ インバータ型分散型電源のモデル化技術

太陽光発電や燃料電池発電，インバータ介在型風力発電

などのインバータ連系型分散型電源は，自己消弧型の半導

体デバイスを用いた自励式インバータを用いている。図２

に自励式インバータの主要ブロック構成を示す。

今後，系統への導入促進が予想されるインバータ連系型

の分散型電源には，図３に示すように 3 種類の自励式イン

バータのモデル化技術がある。それぞれ精度や計算時間が

異なり，系統を構成する機器のモデルとも整合をとる必要

（1）

富士時報 Vol.76 No.4 2003

208（6）

系統へ 

系統へ 

（a）直結型（かご形誘導機） 

系統へ 

（b）インバータ介在型（同期機，誘導機） 

（c）セルビウス型（巻線形誘導機） 

図１　風力発電機の構成

出力指令部 
（電力制御など） 

出力制御部 
（電圧電流制御） PWM部 

PLL

電池 

図２　自励式インバータの構成

U V X Y

U V X Y
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池
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電
池
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性 
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係数 状態1 状態2 状態3 状態4

スイッチ状態 

Vinv,a= VbatKa× 
Vinv,b= VbatKb× 

Y

U

X

電
池
特
性 

V

Vbat

Y

U

X

PWM

省略 

スイッチ 
制御信号 

スイッチ制御信号 
（スイッチ状態の決定） 

スイッチ制御信号 

インバータ各相出力電圧は， 
正弦波（PWM信号波）と 
なる。 

インバータ各相出力電圧は， 
矩形波となる。 

V（　　　 ） ＊
inv,a

信号波 

PWM
V（　　  ） ＊

inv

信号波 

（a）スイッチングモデル方式 

（b）矩形波テーブルモデル方式 

（c）基本波モデル方式 

PWM
V（　　  ） ＊

inv

信号波 

V＊inv,b

V＊inv,a
V inv,a

V inv,a

V inv,b

インバータ各相出力電圧は， 
矩形波となる。 

V inv,a

V inv,b

V inv,b

（　　　 ） V＊inv,b
信号波 

U V X Y

図３　インバータモデル化方式の種類
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があり，目的や用途によって使い分けている。

各モデル方式の概要は次のとおりである。

スイッチングモデル方式

インバータ主回路をスイッチング素子の組合せで模擬す

る方法である。スイッチング素子の特性を考慮できる利点

があるものの，演算刻みの最大値は搬送波周波数により決

まるため，搬送周波数によっては膨大な計算時間を必要と

する。

矩形（くけい）波テーブルモデル方式

スイッチングモデルにおけるインバータ主回路を省略し

たモデルである。各スイッチ状態により決まる直流電圧と

交流電圧の関係式を定義しインバータ出力電圧を得る。

インバータ主回路を省略するため，スイッチングモデル

に比べ計算時間を短縮できるが，演算刻みは搬送波周波数

によって決まるため，搬送周波数によっては膨大な計算時

間を必要とする。

基本波モデル方式

インバータ出力電圧として矩形波を周波数分析すると搬

送波と信号波が存在するが，搬送波周波数が十分高いこと

と，高調波除去フィルタの存在により矩形波は基本波成分

（信号波）のみとなる。基本波モデルは，基本波成分近傍

の現象を解析する場合に用い，インバータ主回路，PWM

部分を省略し制御系から得られる信号波をインバータ出力

電圧とするモデルである。

富士電機では，インバータ連系時の高調波解析にはス

イッチングモデル方式や矩形波テーブル方式，太陽光発電

の単独運転検出機能の検討や故障解析など系統影響を主体

に解析する際は，基本波モデル方式を適用するなど解析目

的別にモデル方式を使い分けて解析効率の向上を図ってい

る。また，自励式インバータ連系時の動作特性を決定する

PLL（Phase Locked Loop）回路については，実機器の回

路をもとに数種類のモデルを構築し，インバータ連系時の

系統影響解析に適用している。

分散型電源連系時の課題と解析技術

分散型電源を配電系統に連系すると配電系統の各種機器

や制御システムとの関係でさまざまな影響が出てくる。従

来から，配電系統は配電線の末端に大きな容量の電源が接

続されることは想定していない。したがって，配電系統の

容量や分散型電源が設置される距離などによって連系可能

な容量が決まってくる。具体的な影響は電圧変動や周波数

変動，高調波の影響などで表３に配電系統の電圧への影響

を，表４に電圧以外の影響について概要を示す。

これらの影響をあらかじめ定量的に評価し，事前に対策

を行うためには系統解析技術は不可欠であり，富士電機で

は各種系統現象に適合した最適な解析技術で対応している。

分散型電源連系時のシミュレーション

分散型電源連系時のシミュレーションは，アナログシ

ミュレーション，ディジタルシミュレーションの双方で行

うことができる。ここでは，ディジタルシミュレーション

を用いて解析した事例を紹介する。

４.１ 風力発電機起動時の解析

風力発電機に用いられるかご形誘導発電機は励磁源を持

たないため系統並列時に定格の 6 ～ 7 倍の突流電流が流れ，

瞬時電圧低下を発生する可能性がある。この対策として，

最近では電力用半導体デバイスを用いて点弧角を調整し，

徐々に連系するソフトスタート起動方式が採用されている。

図４に解析系統図，図５に解析結果を示す。

図５から，誘導発電機直入れ起動の場合，突流電流の影

（3）

（2）

（1）
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表３　配電系統電圧への影響 

課　題 現
象 

電
圧
変
動 

電
圧
制
御 

現象内容 検討内容 

DGによる有効電力 
分と配電線抵抗分に 
よる電圧上昇 

＊1

負荷電圧特性を考慮し 
た供給電圧プロフィー 
ルの検討 

全分散型 
　　電源 

対象分散 
型電源 

風力発電機のガスト 
 （急激な風速変動）， 
太陽光日射量変化に 
よるフリッカ 

発電機出力変動周期を 
考慮した各需要家の電 
圧の変動量・変動周期 
を検討 

全分散型 
　　電源 

逆方向の無効電力と 
有効電力潮流による 
SVR不正動作 

SVR動特性・潮流変 
化を考慮した潮流・電 
圧プロフィールの検討 

全分散型 
　　電源 

バンク一括制御によ 
る配電用変電所バン 
クOLTCのLDC制御 
への影響 

LDC動特性・潮流変 
化を考慮した潮流・電 
圧プロフィールの検討 

全分散型 
　　電源 

直列型電圧制御機器 
（SVRなど）と 
並列型電圧制御機器 
（SVGなど）の 
適切な設置および 
制御方法 

特性の相違を考慮した 
潮流・電圧プロフィー 
ルや制御感度の検討 

全分散型 
　　電源 

供給電圧の 
　　　上昇 

＊1　DG：Distribution Generator，＊2　OLTC：On-Load Tap Changer， 
＊3　LDC：Line Drop Compensator

DG出力 
変動による 
　電圧変動 

DGによる 
　電圧制御 
　機器への 
　　　影響 

無効電力 
　制御法の 
　　　検討 

＊2 ＊3

表４　配電系統への影響（その他） 

課　題 現
象 

不
平
衡 

そ
の
他 

現象内容 検討内容 

配線上での不平衡負 
荷によるDGへの逆 
相電流耐量 

三相回路での不平衡電 
流分布検討 

回転型 
分散型 
　電源 

対象分散 
型電源 

制動巻線がない発電 
機の高調波発生 

逆相電流により制動巻 
線のない発電機からの 
高調波発生・共振の可 
能性検討 

回転型 
分散型 
　電源 

分散型電源の起動時 
の系統電圧への影響 

直入れ誘導発電機の起 
動時突流電流による瞬 
時電圧低下 

回転型 
分散型 
　電源 

ソフトスタートを考 
慮した起動による高 
調波電流による系統 
電圧ひずみ 

周辺需要家への高調波 
障害発生可否の検討 

回転型 
分散型 
　電源 

能動方式による系統 
電圧変動および複数 
台での単独運転検出 
機能の相互干渉によ 
る機能低下 

各種単独運転検出機能 
のモデル化および系統 
への影響検討 

全分散型 
　　電源 

DGへの 
　　　影響 

系統への 
　　　影響 

DG起動時 
　　の影響 

単独運転 
　　　検出 

DGによる軽負荷線 
と重負荷線との移行 
電流の増大 

連系遮断器の容量超過 
可否の検討 

全分散型 
　　電源 

ループ 
　　　投入 
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響により瞬時電圧低下が発生しているが，この解析により

ソフトスタート回路の最適な制御変数を設定することによ

り突流電流が抑制され瞬時電圧低下が発生していないこと

が分かる。なお，解析には瞬時値解析ソフトウェアである

EMTDCを使用した。

４.２ 太陽光発電の電圧上昇抑制機能の解析

太陽光発電（以下，PVと略す）には，連系点電圧の上

昇を防止するため電圧上昇抑制機能を具備することが義務

づけられている。しかし，柱上変圧器以下の低圧配電線に

複数台の PVが連系された場合，その連系位置（柱上変圧

器からの距離）により，電圧上昇の割合が異なり，各 PV

の電圧上昇抑制機能による出力抑制量が異なることから，

連系位置の違いによる出力不平等が発生する可能性がある

ため，事前の検討が必要となる。上記現象の解析例として，

図６に解析系統，図７に太陽光発電連系点電圧，図８に太

陽光発電出力を示す。

上記解析結果から，各 PVの出力増加に伴い，低圧線末

端に向かうに従い PV連系点電圧の上昇が大きくなり，出

力抑制量の割合の相違から PV出力不平等が発生している。

本解析は，表３の供給電圧の上昇，特に低圧配電線内の

電圧上昇について解析した例である。なお，解析には表２

の時間軸シナリオ付潮流計算プログラムを使用した。
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ソフトスタート 
回路 

図４　風力発電機起動時の解析系統

（a）直入れ起動 

（b）ソフトスタート起動 

図５　風力発電機起動時の解析結果
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図６　太陽光発電の解析系統
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あとがき

「電気事業者による新エネルギー等の利用の促進に関す

る特別措置法」（RPS 法）が，2002 年 6 月に制定された。

これにより，電気事業者に対して，風力，太陽光，地熱，

小水力，バイオマスなどの分散型電源からの一定量の供給

を義務づけている。一方，電力自由化についても，2005

年以降，高圧系統以下に拡大する。これにより，分散型電

源の導入が促進されると見られる。

今後は，分散型電源の導入された系統現象を正確に把握

し，解析を行うことの必要性は一層大きくなると考える。

富士電機は，今後の電力環境の変化に対応した各種シミュ

レーションツールを提供していく所存である。

参考文献

仁井真介．電力系統のアナログシミュレーション技術．富

士時報．vol.74, no.6, 2001, p.348-352.

中西要祐ほか．分散型電源連系系統の解析技術．富士時報．

vol.74, no.12, 2001, p.659-662.

福山良和，中西要祐．三相不平衡潮流解析技術．富士時報．

vol.69, no.3, 1996, p.175-178.
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解　説 遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm）

最適解を求める手法として，生物進化をモデルとし

たアルゴリズムであり，環境に適応した生物のみが生

き残るという自然淘汰（とうた）の原理を解の探索に

適用した。この場合，環境とは，解を表す関数となり，

環境に適応するというのは目的関数の最適値に近づく

ことを意味する。

最初，ランダムに初期個体集団をつくり，この集団

に対して，選択，交差，突然変異という遺伝操作（何

世代も繰り返す）により，環境に対応できる集団を求

めていく方法である。この手法はそれぞれの個体に対

して並列化処理が可能であり，多くの分野への適用が

試みられている。

目
的
関
数 

設計変数 
世代交代 

初期個体集団 

個体の適応レベル 

目
的
関
数 

設計変数 

目
的
関
数 

設計変数 

世代交代 
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まえがき

科学技術計算は科学技術の発展，産業競争力の強化に重

要な技術となり，さまざまな分野で目覚ましい発展を遂げ，

開発期間の短縮，コストダウン，性能向上などの製品の開

発に不可欠になっている。そのためにも従来にも増して詳

細な解析が要求され，大規模化・高速化が望まれてきてい

る。CPUの性能は 2 年で 2 ～ 4 倍の高速化が図られてき

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が実現できる。今回，並

列計算による電磁界解析ソフトウェアを開発し，これを用

いて変圧器の電磁界解析を実行した例を示す。

はじめに今回開発に参加した並列電磁界解析プログラム

「ADVENTURE Project」について説明し，次にプログラ

ム中で用いられている定式化，領域分割法について説明す

る。最後に解析対象である三相変圧器およびそのモデル化

方針，解析結果，考察を述べる。

解析結果は，渦電流の大きい箇所と測定結果の温度が高

い箇所が一致している。また対象全体を解析することに

よって，一部のみを解析した結果では見えなかった部分の

挙動が観察できることから，大規模電磁界解析が変圧器の

製品設計，開発に有用であることを示す。

ADVENTURE_Magnetic
，

本論文で使用した解析ソフトウェア「ADVENTURE_

Magnetic」は，日本学術振興会未来開拓推進事業の一つ

である設計用大規模計算力学システム開発プロジェクト

「ADVENTURE Project」にて開発された，有限要素法に

よる，階層型領域分割法を用いた並列電磁界解析モジュー

ルである。非線形静磁場解析および渦電流解析の機能を持

ち，並列計算サーバ，PCクラスタのいずれでも使用可能

であり，また現在でも機能強化が行われている。

非線形静磁場問題
～

多面体領域Ωを考え，その境界を∂Ω，境界上の外向き

単位法線を nとする（図１）。境界∂Ωは互いに重なりの

ない二つの境界ΓEおよびΓNから成るとする。また，Ω

は重なりのない二つの領域ΩaとΩbとに分かれるものと

する。ここで，Ωbは磁性体，Ωaはそれ以外の領域とす

る強制電流密度 J（A/m2）を与え，磁気ベクトルポテン

シャル A（Wb/m）を求める以下の三次元静磁場問題を考

える。

rot（νrotA）＝ J inΩ

divA＝ 0 inΩ

A× n＝ 0 on ΓE…（＊）

（νrotA）× n＝ 0 on ΓN

A・n＝ 0 on ΓN

ここで，ν（m/H）は磁気抵抗率で，Ωa内では一定値，

Ωb内では rotAの関数となる。また，Jは強制電流密度で

下式を満たす。

div J＝ 0 inΩ

J・n＝ 0 on ΓN

（＊）を弱形式化して四面体に有限要素分割し，電流密

度の補正を行い，反復法を適用することで解を得る。

（5）（3）

（2）（1）
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図１　非線形静磁場解析領域の概念
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渦電流問題
～

渦電流問題の定式化について述べる。多面体領域Ωを考

えその境界を∂Ωとする（図２）。Ωを導体領域 R（これも

Ωに含まれる多面体領域とする）および不導体領域 Sに

分け，その境界をΓとする。境界の外向き単位法線ベクト

ルを nとする。強制電流密度 J（A/m2）を与え，磁気ベク

トルポテンシャル A（Wb/m）を求める以下の三次元渦電

流問題を考える。

rot（νrotA）－ iωσA＝ J inΩ

divA＝ 0 inS

A× n＝ 0 on∂Ω

ここで，σ（S/m）は導電率で，領域 Rにおいては正の

定数，領域 Sにおいては 0とする。また，ω（rad/s）は

角速度，iは虚数単位である。Jは下式を満たす。

divJ＝ 0 inΩ

以降は 章と同様である。

領域分割法

領域分割法とは，解析対象となる領域を幾つかの部分領

域に分割し，各部分領域ごとに解析を行うことで全体領域

の解を求める手法である。この手法は各部分領域における

有限要素法解析を一つの単位として，しかもすべての部分

領域を独立して並列に実行できるので並列計算に適してい

る。

反復型領域分割法に対し，大規模計算を行うために階層

型領域分割法を用いて並列化を行う。

階層型領域分割法（HDDM）では，まず，全体領域を

幾つかの部分（Part）に分割し，さらに各部分を幾つかの

領域（Subdomain）に分割するといった 2 段階の階層型の

領域分割を行う。その概念図を図３に示す。

Part 単位のデータは同数個の Parentと呼ばれるプロ

セッサに分配され，メモリ上に記憶する。Childは部分領

域のデータを Parentから受け取り，その結果を返す。

Parentは計算全体を統括する Grand Parentと協力しなが

ら，Childとの部分領域データの送受信，および内部境界

上の境界条件の更新を行う。この一連の計算を反復法が収

束するまで繰り返す。以上のデータの流れの様子を図４に

示す。

変圧器の三次元電磁界解析

６.１ 解析モデル

変圧器は大容量・高機能製品が開発されてきているが，

同時に高信頼性，小型化，コストダウン，簡素化，合理化，

周囲環境との調和なども求められている。大容量化かつ小

型化への要求を満たす製品をつくるには，設計段階におい

て巻線からの漏れ磁束やタンク壁，その他構造物に発生す

る渦電流分布を電磁界解析により把握することは重要であ

る。渦電流がもたらす局部過熱を防ぐために，解析の結果

から必要に応じて構造物の形状や配置を変更する，あるい

はタンク内側に磁気シールドを設けるなどの対策を施すこ

とにより，信頼性を損なうことなく要求仕様に合致した製

品づくりを達成できる。このため，これらの要求に応える

には従来の二次元解析では対応しきれず，三次元電磁界解

析技術が不可欠になりつつある。これまでの三次元電磁界

解析の例としては，三相変圧器全体のうち 1/6 領域のみに

A・n ds ＝0Γ

（10）（6）

富士時報 Vol.76 No.4 2003

213（11）

Ω 

n

R

S

Γ 

∂Ω 

図２　渦電流解析領域の概念
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図３　階層型領域分割の概念
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図４　HDDMのデータフロー
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限定した 1 相分のモデ
， ，

ル，および 3 相全体を対象としてい

るが対称形状とみなして 1/4 領域のみモデル化したものな

どがある。以下では三相変圧器全体を対象にして大規模三

次元電磁界解析を行った結果を紹介する。

図５に今回の解析対象である三相変圧器の概略図を示す。

鉄製のタンク内に 3 相分のコイルが巻かれた鉄心が設置さ

れている。表１にコイル各相の電流を示す。これは定格運

転時の値である。電流の絶対値は各相で等しいが，おのお

の 120°ずつ位相が異なっている。表中の値の正負は電流

の流れる方向の違いを示す。各相はそれぞれ流れる電流の

大きさおよび方向の違う三重の巻線から成り，これらの電

流の総和は各相において 0Aである。周波数は 50Hzとす

る。表２に各部の比透磁率および導電率を示す。鉄心の比

透磁率は，非線形静磁場解析時はＢ-Ｈ曲線のデータを，

渦電流解析時は表２に示す値を用いる。鉄心は渦電流が流

れないものとする。タンク内壁には，巻線からの漏れ磁束

がタンク壁に侵入し局部過熱させるのを防ぐための磁気

シールドが張られている。シールドも絶縁体とする。タン

ク壁は渦電流が流れる磁性体で，高さは 3,845mm，厚さ

は約 15mmである。タンク内には鉱油が満たされており，

その透磁率は４π× 10－7 H/mである。

モデルの要素数および複素自由度数は，それぞれ 414,128

および 499,110である。図６に全体モデルのメッシュを示

す。左下がタンクのメッシュ分割，右上はタンク内の鉄心，

巻線などのメッシュ分割で，すべて四面体で分割している。

また図７に領域分割を示す。今回の計算では Part 数は 2，

Subdomain 数は 1,000である。また，Child 数は４である。

境界条件として解析領域外面となるタンク壁外面の全面

に A×n＝0を与える。非線形静磁場解析における磁気ベ

クトルポテンシャルの初期値は 0として，鉄心部の磁気抵

抗率は初期値として 759m/Hを用い，ν-B三次曲線を用

いて算出する。使用コンピュータは COMPAQ Alpha

Server ES40 667MHzである。

６.２ 解析結果

非線形静磁場解析の反復回数は 15 回，計算時間は約 2.5

日である。図８は非線形静磁場解析の磁束密度ベクトルで

ある。磁束密度の最大値は 1.16 Tである。

図９～図 は渦電流解析結果に関するものである。図９

に残差ノルムの履歴グラフを示す。反復回数は 3,531 回，

計算時間は約 1.5 日である。図 に磁束密度ベクトルを示

す。磁束密度の最大値は 1.14 Tである。

磁束密度分布を示した図 において，縦に配置されてい１０

１０

１１

（13）

（12）（8）（6）
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表１　コイル各相の電流値（×103AT） 

内側 

 

外側 

U相 

－159.3＋0.0  

－303.6＋0.0  

462.9＋0.0 

i

i

i

V相 

79.7－138.0  

151.8－262.9  

－231.5＋400.9 

i

i

i

W相 

79.7＋138.0  

151.8＋262.9  

－231.5－400.9 

i

i

i

表２　物性値 

タンク 

シールド，鉄心 

コイル，空気 

600 

10,000 

1

6.67×106 

0.0 

0.0

比透磁率 導電率（S/m） 

コイル 

鉄心（主脚） 

シールド 

鉄心（継鉄） 

図５　三相変圧器の概要（鳥観図）

図６　メッシュ分割

図７　領域分割
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る右側の鉄心（主脚）と横に配置された鉄心（継鉄）の中

の磁束密度ベクトルに注目してみると，主脚から継鉄ある

いは継鉄から主脚へ連続して磁束が通っているように見え

るが，各相別のコイル電流の総和は 0としているため，こ

のような磁束は存在しないはずである。これは，他相の巻

線で発生する磁束が加算されたためで，単相のみの場合は

このような磁束は出ないと推測する。これを確認するため

に行った，U相，V相，W相のみに電流を流した場合の

渦電流解析結果を図 に示す。右からＵ相のみ通電時のＵ

相部分，Ｖ相のみ通電時のＶ相部分，Ｗ相のみ通電時のＷ

相部分である。Ｕ相，Ｗ相の主脚部で分かるように，単相

のみ通電した場合には主脚部と継鉄部との両方を連続して

通る磁束はない。また，図 の中央の V相１相のみの場

合はコイルが巻かれた主脚部分に，他の部分からの磁束と

同じ方向の磁束が発生しているが，その大きさは他の部分

より小さく，また図の上側継鉄からの磁束が主脚部分に入

るところで左右に分かれている。これらから主脚と継鉄両

方を連続して通る磁束はないことが分かる。

図 の右端部分では外部へ向かう磁束密度ベクトルは

シールドに向かって湾曲しており，磁束がタンク壁に侵入

するのを防いでいることが分かる。

図 に渦電流の流れを示す。本図は渦電流の解析結果を

基に，主要な流線のみを表記したものである。この図から，

渦電流はシールドを避けるようにその縁に沿って流れる様

子が分かる。

ここで本解析結果を基に，渦電流による変圧器タンクの

発熱についての検討を行う。図中の丸で囲った箇所はタン

クの角部でシールドの切れ目があるが，ここで比較的大き

な渦電流が起きている。この箇所は実器を対象とした計測

結果でも鉄損（渦電流損）によるものと思われる発熱が生

じており，このことから本解析結果は実現象をよく再現し

ているものといえる。

このように対称性がない形状の変圧器全体をそのままモ

デル化して解析できるようになると，複雑な渦電流の分布

も正確に求められる。局部過熱対策には渦電流のルートを

（8）

１１

１０

１２

１２
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図８　磁束密度ベクトル（非線形静磁場解析）

102 

10 

1 

10-5 

10-4 

10-3 

10-2 

10-1 

残
差
 

反復回数 

図９　反復計算の残差ノルム履歴（渦電流解析）

鉄心（主脚） 

鉄心（継鉄） 

シールド 

図１０　磁束密度ベクトル（渦電流解析・実部）

図１１　渦電流分布・実部

図１２　磁束密度ベクトル・実部（1相のみに電流を流した場合）
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把握し，その流れを変更させて渦電流密度を下げることが

大切であるが，この電磁界解析により，今後はそれらの対

策が立てやすくなる。

まとめ

渦電流解析結果は，渦電流の大きい箇所が測定温度の高

い箇所とよく一致していることからも，妥当といえる。本

解析が実行できたことで，大規模かつ詳細なモデルでの電

磁界解析の日常業務レベルでの実行が可能となった。また，

解析対象全体を三次元モデル化することによって，二次元

または三次元の部分的なモデル化では省略されていた形状

の非対称性や位相のずれた 3 相のコイルによる渦電流や磁

場への影響を求めることができた。以上のことから，大規

模並列電磁界解析が変圧器をはじめとするさまざまな製品

の設計，開発に有用であることが分かり，今後も多種・多

方面にわたる解析への適用を予定している。

なお，本解析および本解析に使用したプログラムは，九

州大学工学研究院知能機械システム部門計算力学研究室と

の共同研究によるものである。
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まえがき

配線用遮断器（MCCB）は低圧電路の過電流保護の主要

機器として大いに発展・普及してきた。近年，工場，ビル

などの電気設備の大容量化・多様化が進む中でMCCBに

は，小型，大容量，省施工性，高遮断性能などの多種多様

な性能が要求されている。さらに電力の安定供給のため電

路に信頼性が要求され，MCCBにも一層の高機能化が望

まれている。

MCCBは，機構部，接触子，引外し装置，消弧装置，

過電流・短絡電流検出装置などを絶縁モールドケース内に

一体収納した気中遮断器である。短絡事故時には，速やか

に回路電圧と同程度またはそれ以上にアーク電圧を上げて

限流遮断することにより，配線とそれに接続される機器を

短絡電流によるダメージから保護する。このため，MCCB

の遮断性能を向上させるためには，短絡電流が通電してか

ら短時間で接点を高速に開極させ，アーク電圧をいかに速

く高めるかが重要なポイントとなる。このアーク電圧の上

昇は接点の開極特性に密接にかかわってくる。すなわち，

遮断性能を詳細に検討するためには接点の開極特性を得る

ことがきわめて重要となる。

MCCBの遮断動作では，可動子の運動とアークの挙動

および電気回路の過渡特性が相互に作用しその過程は複雑

であり，これまで短絡遮断時の遮断性能（電流，電圧）の

解析は困難であった。今回，接点駆動力となる電磁力から

接点の開極動作を解析し，その開極特性に関連したアーク

電圧をもとに短絡発生時の等価回路から，限流された電流

波形を解析することにより遮断性能を解析的に評価する手

法を開発した。さらにこの手法による解析結果と実験器に

よる検証結果を比較し，両者がよく一致することを確認し

た。以下にその概要について紹介する。

MCCBの短絡遮断メカニズム

短絡事故発生時のMCCBの短絡遮断メカニズムは次の

とおりである。接点間に流れる短絡電流により可動子に電

磁反発力が作用し，その力によって可動子が開極運動を始

め接点が開極する。このとき接点間にアークが発生しアー

ク電圧が生じる。このアーク電圧は電気回路に対して逆起

電力として作用し，短絡電流を減少させる限流効果が起こ

る。

このような一連のメカニズムで遮断するものであるので，

限流遮断性能を高めるためには，①アークを伸長させる，

②アークを冷却させる，③アークを直列に分断させる，こ

とにより高いアーク電圧を速やかに発生させる必要がある。

そのためには図１に示すように，可動子の電磁反発トルク

を高めて開極速度を速め，アークを急速に引き伸ばすこと

によりアーク電圧を高める。さらに，アークの駆動力を高

めてアークを消弧室まで引き伸ばし，消弧室のグリッドで

分断させることによりアーク電圧を素早く上昇させること

が重要なポイントとなる。このようなメカニズムを解析す

ることができれば，遮断性能を解析的に把握することが可

能となる。

限流遮断シミュレーションの概要

限流遮断シミュレーションの解析フローを図２に示す。

まず，接点間距離からアーク電圧 vを求め，さらに任意の

時刻 tにおける短絡電流値 iを算出する。次に iと接点間

距離に依存する電磁反発トルク Tmをあらかじめ有限要素

配線用遮断器の遮断シミュレーション技術
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可動子慣性モーメント： J

接点 

図１　短絡遮断メカニズム
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法により高精度で求めたデータベースを基に算出する。

図１の遮断メカニズムに示すように，電磁反発トルク

Tm，可動部の慣性モーメント J，接圧保証用スプリングに

よる反力 Tspなどを考慮した運動方程式を解くことにより，

可動子の開極動作が得られる。このように電気回路解析，

磁界解析，運動解析を遮断動作の開始から終了までを連続

的に順次解析することにより，可動子の開極特性とそれに

伴う限流特性から遮断性能を算出できる。有限要素法の解

析をフローの全サイクルにて行うと計算時間が長くなるこ

とから，磁界解析結果をデータベース化（単位電流あたり

の可動接点と開極距離の電磁反発トルクとアーク駆動力の

関係）し，それを限流遮断解析に組み込むことで計算時間

の短縮化を図っている。

３.１ 電気回路解析による電流値の算出

三相短絡事故が発生した場合の等価回路を図３に示す。

平衡三相回路とすると基礎方程式は次式となる。

……

ek：電源電圧，ik：電流，vk：アーク電圧，

v0 ：中性点の電圧，

Rk：回路抵抗，Lk：回路インダクタンス，

回路インピーダンス Zk＝ Rk＋ jωLk

ただし，添え字 k： r，s，t

式 において次のような関係がある。

…………………………

er（t）＋es（t）＋et（t）＝0 …………………………………

ir（t）＋ is（t）＋ it（t）＝0 ……………………………………

…………………………

以上の基本式 および式 ～ から，

vr（ir，t）+ vs（is，t）+vt（it，t）+3v0＝0 …………………

…………………

となる。

また，アーク電圧 vkは以下に示すように三つの領域で

発生する電圧の総和として与えた。

Vk＝vcolk＋vgk＋vconk ……………………………………

vcolk ：アーク陽光柱の電圧

vgk ：グリッド間電圧

vconk ：接点の電極降下電圧

なお，vcolkは基礎実験により求めた接点間距離（アーク

長）と電流の実験式でモデル化した。vgkはモデル器によ

る実験結果を基に発生タイミングを求めて与えている。

３.２ 磁界解析による磁気駆動力の算出

先に述べたとおり，MCCBの接点周辺にグリッドなど

の磁性体を配置し可動子を高速に駆動し，アーク電圧の上

昇率を高め限流性能を向上させている。したがって，より

強い駆動力を得るためには，磁性体を含めた遮断部の磁界

分布を最適化することが重要となる。しかし，磁性体の飽

和など非線形となる要素を有するためビオ・サバールの法

則などを用いた数式的な解法による検討は不可能であるた

め，有限要素法を用いた汎用の三次元磁界解析ソフトウェ

アを使用して可動子およびアークに作用する磁気駆動力を

計算している。これにより遮断部の磁界分布を得るととも

に，磁気駆動力を定量的に把握することができる。

３.２.１ 磁界解析モデル

図４は有限要素法の三次元分割モデルである。電流経路

である固定子，可動子，アークのほかに，磁性体である消

弧グリッドを考慮している。なお，磁性体については

B- H 特性を用いて磁気飽和を考慮しており，さらに電流

経路については電流分布の偏りも考慮しているため，実際

の現象を忠実に再現できるモデルとなっている。

３.２.２ 解析例

前述のモデルにて磁束密度分布をシミュレーションした

（8）

（7）v0＝－ vr（ir，t）＋vs（is，t）＋vt（it，t） 
3
1

（6）

（5）（3）（1）

（5）＋ ＋ ＝0
dir（t） 

dt
dis（t） 

dt
dit（t） 

dt

（4）

（3）

er（t）＝ Emcos（ωt＋θ） 

es（t）＝ Emcos（ωt＋θ－　  π） 
2
3

et（t）＝ Emcos（ωt＋θ＋　  π） 
2
3

（2）

（1）

er（t）－Lr・ －Rr ir（t）－vr（ir，t）－v0（ir，t）＝0
dir（t） 

dt

es（t）－Ls・ －Rs is（t）－vs（is，t）－v0（is，t）＝0
dis（t） 

dt

et（t）－Lt・ －Rt it（t）－vt（it，t）－v0（it，t）＝0
dit（t） 

dt

（1）
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図２　限流遮断解析フロー

Zr

LrRr

Zs

LsRs

Zt

LtRt
N

MCCB

Vr

Vs

Vt

V0

er

e t es

si

ri

ti

図３　三相短絡時の等価回路
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結果を図５に示す。可動子およびアークの磁気駆動力に密

接にかかわる磁束密度分布を得ることにより，固定子およ

び可動子の形状や，磁性体の配置などの最適化が可能とな

る。また，得られた磁束密度分布を基に可動子およびアー

クに作用する駆動力を解析的に求めることができる。これ

は，限流遮断シミュレーションでのデータベースとして使

用するだけでなく，構造最適化の際の指標としても使用し

ている。

可動子駆動力のシミュレーション結果の一例を図６に示

す。その図は接点が接触している値を 1 p.u.として規格化

したものである。

３.３ 運動方程式による可動子位置θの算出

可動子の開極動作の運動方程式は次式で与えられる。

………………………………

…………………………………………

θ：可動子回転角，θ0 ：初期可動子回転角，

Tm ：電磁反発トルク，Tsp ：接圧ばね力，

Tloss ：（機械的）摩擦力，

J：可動子の慣性モーメント

なお，電磁反発トルク Tmの解析については，図６に示

すようにあらかじめ求めた単位電流あたりの電磁反発トル

クの解析点間を直線補間することで任意の接点間距離にお

ける値を求めている。

シミュレーションによる解析と実験結果

４.１ 単相モデル器による比較

単相モデル器による推定短絡電流 50 kAでの解析結果

およびその実測結果との比較を図７に示す。まず図７の電

圧波形についてみてみると，0.5ms 付近で接点の開極とと

もにアークが発生し，これに伴いアーク電圧が発生してお

り，以降接点間距離の増加とともにアーク長も増加するた

めアーク電圧が上昇する。その後，1.5ms 付近で接点間に

点弧していたアークが電磁力により駆動されグリッド側へ

移動すると，アークがグリッドにより分断され，アーク電

圧は急激に上昇する。一方，電流波形は，アーク電圧の上

（1）

（10）θ＝ ＋θ0
d2θ 
dt2

（9）J・ ＝Tm－Tsp－Tloss
d2θ 
dt2
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昇による限流効果のため，通電開始後 1ms 付近から電流

の増加率が低下し始め，その後は急激に電流値が減少して

いる。図７ に示すように電圧および電流波形は，実測値

と解析値はよく一致していることが分かる。図７ に示す

ように遮断性能の一つの指標である電流波高値 Ipおよび

通過電流二乗積 I 2tは誤差 10 ％程度となっている。

４.２ 実験器による三相遮断の位相特性比較

次に，開発したシミュレーションと実験器を用いて，三

相短絡時の短絡位相を変化させた場合の特性比較を行った。

図８に推定短絡電流 40 kA，短絡位相（R相電圧位相基準）

115°の条件での実測結果とシミュレーション結果の波形

の比較を示す。また，投入位相を 115°～ 125°と変化させ

て求めた Ipおよび I 2tの比較を図９に示す。図の値は，

短絡位相 115°の第 1遮断相である R 相のピーク値にて規

格化している。

図８に示すように，第 1相遮断である R相はもとより，

第 2，3 相遮断に対しても実測波形と解析波形がよく一致

していることが確認できる。また，図９に示すように，第

１相遮断（R相）と第 2，3 相遮断の電流メジャーループ

相（T相）に関する Ipおよび I 2tの誤差は，いずれの条件

においても 10 ％以内となっている。一方，第 2，3 相遮断

の電流マイナーループ相（S相）においては，解析誤差が

20 ％を超過する場合があるが，他相と比較して Ipおよび

I 2tはともに十分小さく，遮断性能を評価する場合にはほ

とんど問題にならない相であるといえるので，解析精度を

評価するうえでは実用上問題ないと考えられる。

以上のように，今回開発したシミュレーションにより一

連の遮断動作が可能となり，遮断性能を決める重要な因子

である電流ピーク値，アーク電圧，アークエネルギー，遮

断時間および通過電流二乗積を事前に解析にて推定，評価

することが可能となった。

あとがき

MCCBの可動子の開極動作から接点間に発生するアー

ク電圧を求め，さらに回路方程式を解くことにより限流さ

れた電流波形を解析する三相限流遮断シミュレーション技

術を開発した。本シミュレーションにより，三相短絡時の

遮断性能の指標である電流ピーク値，通過電流二乗積を解

析し，モデル器による実測値同様の特性を示すことを確認

した。これにより，MCCBの短絡遮断性能として電流

ピーク値，アーク電圧，アークエネルギー，遮断時間およ

び通過電流二乗積を解析にて推定，評価することが可能に

なった。

今後は，本手法をMCCBの小型化・高性能化の開発へ

適用していく予定である。
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まえがき

パワーエレクトロニクス分野では，半導体デバイスの進

展によって，電力変換装置の小型化・低価格化・高性能化

などが進んでいる。例えば，電力系統，産業プラント，電

気鉄道といった高圧・大容量分野では，半導体デバイスと

してはサイリスタや GTO（Gate Turn-Off）サイリスタが

主流で適用されていたが，IGBT（Insulated Gate Bipolar

Transistor）の大容量化によって，サイリスタ系のデバイ

スからの置換えが盛んに行われ，装置のさらなる小型化・

高性能化が図られている。

富士電機では，このような電力変換装置を，さらに高性

能化するために，半導体デバイスを安全動作領域内で利用

率の向上が実現できるような設計を検討している。設計手

段は，作業の効率性から回路シミュレーションを用いて設

計することが最適であるが，デバイスを限界で使用する場

合には，デバイスの等価回路を含めたシミュレーションを

行い，あらゆる回路使用条件において，実測とほぼ同様な

動作を行わせる必要がある。特に，過渡オフ時に発生する

スパイク電圧は，半導体デバイスの大きな破壊要因となる

ため，この電圧値の計算値と実測値が異なると，利用率の

低下やスナバ回路などの周辺回路の大型化，またはデバイ

ス破壊といった問題が発生し，その後実験によって詳細設

計するために，多くの時間を費やす。

今回，上記のような回路シミュレーションを目的とし，

ISE 社の ISE-TCADの適用を検討した。このシミュレー

タはデバイス特性を入力し，実特性をシミュレートできる

能力を有し，主にデバイスの開発用として使用されている

が，回路との連成解析の機能を有しており，デバイス内部

の物理モデルと回路モデルを組み合わせたシミュレーショ

ンを行うことが可能である。そのため，他の回路シミュ

レータと比較して，より実機に近い動作結果を得ることが

できる。

本稿では，この ISE-TCADを用いて高圧 IGBTをモデ

ル化し，単体動作，内部チップ動作，直並列時の回路動作

について解析を行い，その結果について述べる。また，デ

バイス内部のパラメータを変更することで，ゲートしきい

値電圧，オン電圧などを変更し，デバイス特性のばらつき

を考慮したときの回路動作についても紹介する。

デバイス単体の動作解析

ここでは，IGBTを単体でオフ動作させたときのシミュ

レーションを行い，実測値との比較を行う。

２.１ 解析モデル

図１に，シミュレーション解析モデルを示す。この図に

おいて，IGBTとダイオードを富士電機製の 4.5 kV/2.0 kA

定格のデバイスモデルを例に構築し，ターンオフ動作につ

いてシミュレーションを実施した。

２.２ 解析結果

図２ に，図１のモデルによるターンオフシミュレー

ション波形，図２ に，実測波形を示す。VCEはデバイス

のコレクターエミッタ間電圧，ICはコレクタ電流を示して

いる。スパイク電圧は共に約 4,000 V，各波形も同様であ

り，ISE-TCADを用いてデバイス内部の物理モデルと，

（b）

（a）

半導体デバイスと回路の連成シミュレーション解析技術
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図１　デバイス単体評価解析モデル
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回路モデルの連成解析が実現できた。

デバイス内部のチップ動作解析

通常，半導体デバイスは一つのパッケージに複数のチッ

プデバイスを並列に接続して定格電流を得ている。よって，

チップデバイスのレイアウトや配線方法，デバイス特性な

どが異なると，デバイス内部で過渡動作のアンバランスが

発生する。そこで，サンプルデバイスを用いて，回路条件

と各チップデバイス電流波形（ターンオフ時）の関係につ

いて，シミュレーションを行い，実測波形と比較した。

３.１ 解析モデル

サンプルデバイスとして，富士電機製の 2.5 kV/1.8 kA

デバイスモデルを用い， 2チップデバイスに注目して解析

した。図３に，解析モデルを示す。チップ 1，チップ 2は

IGBTのチップデバイスで並列接続されている。Lp1，Lp2

は各チップデバイスの配線インダクタンス，Rg1，Rg2は

各チップのゲート抵抗である。この回路において，デバイ

ス内部のアンバランス動作を模擬するために，配線インダ

クタンス値や内部ゲート抵抗値のばらつき時のみではなく，

デバイス特性のばらつき時についても回路動作の解析を実

施した。デバイス特性として，ゲートしきい値電圧，オン

電圧をばらつかせることとし，それぞれチャネル部，コレ

クタ部のドーピング濃度によって変更できることに注目し

てシミュレーションを実施した。

３.２ 解析結果

ここでは一例として，チップデバイスゲート抵抗 Rg1，

Rg2をばらつかせたとき（Rg1 ＜ Rg2）の実測とシミュレー

ション結果の比較をする。

図４ ， に，それぞれターンオフ時の各コレクタ電流

波形，ゲート波形のシミュレーション結果を示す。これら

から，デバイス過渡動作時のコレクタ電流波形がばらつき，

遅れてオフしたチップデバイス電流が増加している。また

図５に，同様な条件での実測波形を示す。これにより，シ

ミュレーション波形と同様な動作をしていることが分かっ

た。この動作は，シミュレーションにより，チップデバイ

スのゲートしきい値電圧や，ゲート配線インダクタンスば

らつき，ゲート配線長などによっても，同様な現象が発生

する。

以上から，パッケージ内部の構造を設計する手段として

も，本シミュレータの連成解析機能が有効であることが分

（b）（a）
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半導体デバイスと回路の連成シミュレーション解析技術

かった。

デバイス直並列接続時の動作解析

ISE-TCADを用いた連成解析の最後の事例として，IG

BTを直列または並列接続したときの動作について紹介す

る。IGBTに限らず，デバイスを直列接続すると，オンオ

フ時に各ゲート駆動回路の信号伝達時間のばらつき，デバ

イス特性のばらつきなどに起因するスイッチングタイミン

グのアンバランスが発生し，それによりデバイス電圧にア

ンバランスが発生する。特に IGBTはスイッチング速度が

速く，オフ時にデバイス電圧がアンバランスすると，スパ

イク電圧によって過電圧となり，デバイス破壊に至る可能

性が大きい。このような問題点を改善する手段として，図

６のように直列接続している IGBTの各ゲート線をコアに

よって磁気結合することで，スイッチングタイミングをバ

ランスさせる方式がある
～

。ここでは，このコアを用いたと

きの，デバイス直列接続時，または並列接続時の動作につ

いて解析する。

４.１ デバイス直列接続時

4.5 kV/2.0 kAデバイスモデルを 2 直列接続したときの

解析結果について紹介する。

４.１.１ 解析モデル

図７に，シミュレーションモデルを示す。回路構成は，

図１の IGBTとダイオードを 2 直列にし，コアによって

IGBTのゲート線を磁気結合させたものである。この回路

によってターンオフ動作を解析する。スイッチングタイミ

ングの条件は，Q1のターンオフが Q2に比べて 200 ns 速

い。

４.１.２ 解析結果

図８ にコアがない場合，図８ にコアがある場合のシ

ミュレーション波形，また図９ ， に，実測波形例を示

す。これらの結果から，シミュレーションによってデバイ

ス電圧のばらつきを改善できるコアの動作を実現できてお

り，コアの詳細設計や回路条件の決定などを行うことが可

能である。

４.２ デバイス並列接続時

デバイスを並列接続し，各デバイスのスイッチングタイ

ミングがばらつくと，デバイス電流がばらつくという問題

が発生する。これを改善するために，上記した各デバイス

のゲート線を磁気結合させるためのコアを，デバイス並列

接続回路に適用したときの，スイッチングタイミングおよ

（b）（a）

（b）（a）

（3）（1）
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びデバイス電流バランス効果を解析した。

４.２.１ 解析モデル

図 に，シミュレーションモデルを示す。このように，

IGBT，Q1，Q2を並列接続し，各 IGBTのゲート線をコア

によって磁気結合させた。

４.２.２ 解析結果

図 にコアがない場合，図 にコアがある場合の

ターンオン時のシミュレーション波形を示す。これらの結

果から，デバイス直列接続時と同様，コアによってスイッ

チングタイミングがバランスし，各デバイス電流のばらつ

きを改善できることが分かった。

あとがき

本稿では，デバイスの物理モデルと回路モデルを連成解

析できる， ISE 社の ISE-TCAD を用いて，主に高圧

IGBTを用いた幾つかの回路事例についてシミュレーショ

ンを行った。その結果，デバイス動作は実測値と同様とな

り，またデバイスを電力変換回路に適用し，各部品の特性

を考慮したときの各動作や，デバイス動作について，詳細

な解析が可能であることが分かった。今後は本シミュレー

タを用いて，回路設計の効率化，また回路の最適設計によ

る小型化・高性能化の推進に貢献していく所存である。
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まえがき

缶・瓶・ PETボトルに入った飲料を温めて，または冷

やして販売する自動販売機は全国に約 208 万台設置されて

おり，その総消費電力量は国内年間総発電量の約 0.45 ％

を占めている。富士電機では，地球温暖化防止のため販売

数に応じた制御（学習省エネルギー）などで，1994 年と

比較して約 59 ％の消費電力低減を行ってきた。2003 年 4

月からは自動販売機が冷蔵庫やエアコンと同様に「エネル

ギーの使用の合理化に関する法律」（省エネルギー法）の

特定機器に指定され，省エネルギーの達成目標値が規定さ

れる（省エネルギートップランナー方式：228ページの

「解説」参照）。そのため，自動販売機の熱設計を今までよ

りも詳細に行い，自動販売機の省エネルギー開発を強化し，

かつ加速する必要があった。

自動販売機では，飲料の加熱や冷却を加熱空気や冷却空

気を循環させて行っているため，空気の流れの挙動が消費

電力に影響する。しかし，自動販売機の内部は商品収納装

置などが収納されているため流れが複雑になり，実験など

により大まかな流れを把握するにとどまっていた。また，

数値解析によるシミュレーションも実施してきたが，空気

を循環するファン特性のモデル化が困難であり実用化には

至っていなかった。

本稿では，ステレオ PIV（三次元粒子画像速度計測）装

置で可視化したファン特性をデータベース化しモデルに組

み込むことで，自動販売機内の流れの挙動を把握できる自

動販売機用の熱流体シミュレータを開発したので紹介する。

自動販売機の構成

２.１ 自動販売機庫内の構成

自動販売機の構成を図１に示す。

自動販売機の庫内は温かい飲料と冷たい飲料の配分を季

節ごとに変えられるように，通常，断熱材で三つの部屋に

区切られている。飲料は庫内の上方に収納し，販売時には

下方側に 1 本ずつ飲料を落下させて販売する。飲料を冷や

す場合は，庫内の下方に設置した冷凍機に接続された蒸発

器で冷風を生成し，冷風をファンによって循環して行う。

飲料を温める場合は庫内の下方に設置したヒータで温風を

生成し，温風をファンによって循環して行う。

２.２ 庫内ファン

自動販売機の庫内には図２に示す，プロペラファンを使

用している。自動販売機内の空気の挙動はこのファンの特

性に大きく依存し，シミュレーションではこのファン特性

の三次元分布を模擬する必要がある。

ファンは圧力損失が大きくなるに従い風量が小さくなる

特性を持つが，それに加えてファン翼から吹き出される風

向は図３に示すように放射状に広がる特性を持つ。圧力損
（1）
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失ΔPが大きくなると吹出し角度α2が小さくなり，ファ
ン翼から吹き出される風はファン翼の外端方向に吹き出さ

れる。

シミュレーションモデル

３.１ モデル

今回，作成したシミュレーションモデルを図４に示す。

構成点のデータは CADデータから変換して自動販売機の

庫内を三次元で構成したが，ファン翼はデータベース化し

たデータを取り込む構成とした。解析の詳細を表１に示す。

３.２ モデル作成の簡略化

自動販売機は薄型タイプや幅狭タイプなど約 100 機種が

存在し，その構造は複雑であるためにモデル作成に多くの

時間がかかる。そこで，機種のモデル作成が短時間で行え

るプログラムを作成した。プログラムでは部分ごとに切り

分けた自動販売機のパーツを選択して組み合わせ，結合面

を一体化処理して一つの自動販売機の庫内を作成する。

モデル作成のイメージを図５に示す。

シミュレーション手法

４.１ ファン特性の実測とデータベース化

シミュレーションの手法としてはファン翼をモデル化し

て計算する手法もあるが，計算時間が長くなるとともに前

述した吹出し風向の圧力損失による広がりを模擬するまで

には至っておらず，流れが合わないという欠点がある。そ

こで，ファンの吹出し風向・風速の三次元分布を実測し，

境界条件として設定する手法を考案した。この手法の特徴

（2）
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表１　解析条件 

ソフトウェア 

メッシュ数 

解　析 

乱流方程式 

差分法 

圧力解法アルゴリズム 

※STAR-CD：シーディー・アダプコ・ジャパン社製熱流体解析ソフトウェア 

流速：一次風上差分 
密度：中心差分 

STAR-CD※（有限体積法） 

約60万（ヘキサメッシュが基本） 

定　常 

高レイノルズ　-　方程式 k ε 

SIMPLE法 
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は次のとおりである。

ファン風速・風向の三次元分布をその PQ特性に対応

させてステレオ PIV 装置で実測し，データベース化し

た。

自動販売機の構造や機種が変わり圧力損失が異なった

場合は，ファン特性を計算で得られた圧力損失値から

データベースに基づき自動的に変更する（ファン特性調

整プログラム）。

ステレオ PIVを用いたファンの吹出し風の測定装置を

図６に示す。ステレオ PIVによる測定は，ファン吹出し

面に垂直に照射したレーザシート面のトレーサ粒子画像を

２台の CCDカメラで撮影し，画像はステレオ PIV 法によ

り処理して速度 3成分を得た。ファンの PQ特性は JIS B

8330の測定方法に基づき測定した。測定結果を図７に示

す。

ファンの吹出し風向は圧力損失が大きくなり風量が小さ

くなるに従い，放射状に広がる様子が検証できた。また，

左右不均一でファン翼による風向のねじれも実測から観測

できる。

４.２ ファン特性調整プログラム

約 100 機種ある自動販売機の圧力損失やファン特性をす

べて測定することは困難である。そこで，前述したファン

特性を解析結果を用いて自動的に変更するサブルーチンプ

ログラムを作成した。

境界条件の調整手順を図８に示す。初めに，初期設定し

たファン特性を用いて自動販売機内の圧力損失を求める。

その圧力損失値に対応したファン特性を図７で得た PQ特

性から求め，変更する。そのファン特性を用いて再び自動

販売機内の圧力損失を求める。この操作を繰り返してファ

ン特性を調整していく。そして，自動販売機内の圧力損失

値変化が一定値に到達した時点で計算終了とした。ファン

の吸込み条件には後方側に自由流出条件を設定した。

計算結果を図９に示す。風量差が収束していき，プログ

ラムが有効に動作していることが確認できる。

解析結果

５.１ 解析と実測結果の比較

自動販売機内の空気の二次元断面流れを，ファンの境界

条件の測定に使用した PIV 装置を用いて可視化し，実測

との比較により解析の妥当性を検証した。

自動販売機の庫内流れの二次元断面を，シミュレーショ

ンと可視化で比較した結果を図 に示す。図の真ん中付近

の小さい渦状の流れまでがシミュレーションにおいても再

１０
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現され，可視化した実測結果と流れのパターンが一致して

おり，本シミュレーションが自動販売機の気流把握に活用

できることが確認された。

５.２ 自動販売機全体の風速分布と商品温度分布

本シミュレーションを用いて，自動販売機全体の風速分

布と商品の温度分布を解析した結果を図 に示す。これら

から，自動販売機内の全体の空気の挙動，温度分布が明ら

かにできる。

あとがき

構造が複雑な自動販売機において，境界条件であるファ

ン特性をステレオ PIVで実測し，計算した自動販売機の

圧力損失に対応させて圧力損失に応じた境界条件に変化さ

せる方法でシミュレーションと実測結果が一致した。この

方法により，自動販売機内の空気の挙動が明らかになり，

最適熱設計が行えるようになった。

参考文献

西山哲男．流体力学．日刊工業新聞社．1974, p.115-118.

齋藤秀介ほか．ファン特性を考慮した熱流体シミュレー

ション．2002 年度熱工学講演会講演論文集．no.02-22, 2002,

p.507-508.
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（a）実測結果 

（b）解析結果 

測定面 

図１０　シミュレーション結果と可視化実測結果の比較

風速/温度 

（a）風速分布 （b）商品温度分布 

大/高 

小/低 

図１１　風速分布と商品温度分布

解　説 省エネルギートップランナー方式

省エネルギー型製品普及のための制度で，基本的な

考え方は「自動車の燃費基準や電気製品（家電，OA

機器など）などの省エネルギー基準を，それぞれの機

器において現在商品化されている製品のうち最も優れ

ている機器の性能以上にする」ということである。省

エネルギー法の対象機器は，「わが国において大量に

使用され，かつその使用に際して相当量エネルギーを

消費する機械器具」となっており，自動販売機も

2003 年 4 月から対象機器に指定される。指定される

と，目標基準値と目標達成年度が設けられる。その達

成判断方法は目標年度において製造事業者ごとに加重

平均方式により行うこととなっており，製品の多様性

を確保しながら製造事業者などに対して省エネルギー

性能の高い製品を市場へ投入するインセンティブを与

えられる考え方とされている。つまり，目標値以上の

エネルギー消費効率の製品をより多く生産，出荷する

ことにより，一方で市場が必要としている製品（例え

ば廉価品）であり，目標値を下回るものでも市場に投

入できる余地が生まれることになるからである。

表示については，省エネルギー性能の高い機器を選

択できるように消費者が機器を購入するに際して，カ

タログ，本体などにエネルギー消費効率を表示するこ

とも義務づけられている。
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清涼飲料水の自動販売機など，缶や瓶の飲料商品を取り

扱う機器の設計においては，飲料商品の損傷や詰まりが起

きないように，事前に機器内における飲料商品の挙動を把

握し，最適な設計を行うことが重要である。しかし，飲料

商品の容器は年々，形状，材質などが多様化していること

と，その容器内に液体が封入されているという特殊性のた

め，その挙動を定量的に予測することが困難である。

そこで，飲料商品の機器通路内における落下挙動を予測

して最適設計を行うため，シミュレーションを用いた商品

挙動解析技術を確立した。

実機の構成と課題

一般的な自動販売機における商品通路（収納部，ラック）

の構成を図１に示す。商品通路は，円弧状の通路部品を段

違いに向かい合わせて形成した通路と，その上方に傾斜し

て設置されたガイド板で構成されている。飲料商品はガイ

ド板の端から投入されると，ガイド板上を転がって通路部

に進入し，図２ のように円弧状部品の間で衝突を繰り返

しながら落下する。

落下中の商品は，通路部品や同時に投入された商品との

干渉により，図２ に示すような位置・速度・角度が刻々

と変化する。その際に，重心速度や起立角度が大きくなる

と，商品の破損や詰まりなどのトラブルが発生しやすくな

るため，これらの値が大きくならないように通路形状を最

適化することが設計課題となっている。

モデリング

商品の搬送過程における転がり，跳ね返りなどの挙動を

定量的に解析するためには，飲料商品の転がり特性，商品

と通路部品の接触時に働く力の計算が重要となる。今回は，

運動解析シミュレーション（245ページの「解説」参照）

を用いて，高精度かつ短時間で三次元挙動を解析する手法

を確立した。

３.１ 液体を封入した中空物体のモデリング

中空物体（缶容器）と液体（飲料）から成る飲料商品を

（b）

（a）
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山田　隆典（やまだ　たかのり） 中山　和哉（なかやま　かずや）

図１　商品通路（収納部，ラック）の構成

重心位置 
重心速度 

起立角度 

商品通路側面 

（a） （b） 

回転速度 

ねじれ角度 

図２　商品の落下挙動

ガイド板

商品（缶，瓶）

円弧状通路部品
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運動解析シミュレーション上でモデリングするためには，

液体をどのように扱うかが課題となる。例えば図３に，液

体としての特性が顕著に現れる飲料商品の転がり特性を示

す。この図から，実機における速度は，液体が回転しない

と仮定した場合の理論速度よりも若干遅いレベルにあるこ

とが分かる。

このことから，商品の転がり特性には，容器が持つ質量

特性が支配的であることが分かる。ただし，理論速度より

若干遅いことから，液体の影響も考慮する必要があるため，

モデルには液体の粘性による摩擦力を想定した減衰項を設

けた。

図４には，液体が「ウーロン茶」「ミルクコーヒー」「ト

マトジュース」の場合における実機速度値を示す。これに

よると「トマトジュース」のように粘性が比較的高い液体

の場合は他の液体に比べ速度が低いことから，液体の影響

が大きいことが分かる。そこで，前述の減衰項に，液体の

種類（粘性）に対応した値を入力する必要がある。図４に

示した解析値は，各液体における減衰項を調整した結果で

あり， 10 ％の精度で実機挙動と整合した。

３.２ 接触力のモデリング

飲料商品とガイド板，通路部品との接触を解析するため

に，図５に示すように，接触する物体間にばね，ダンパ，

摩擦を用いてモデリングするペナルティ法を用いた。

ここで，物体間の距離 Lと相対速度 V（＝dL/dt）に対

するばね，ダンパ，および摩擦を以下のように設定してい

る。

L＞ 0の場合　ばね力　　　　　　Fk ＝ 0

（非接触時） ダンピング力　　　Fc ＝ 0

摩擦力　　　　　　Ff ＝ 0

L≦ 0の場合　ばね力　　　　　　Fk ＝－kL

（接触時） ダンピング力　　　Fc ＝－cdL/dt

摩擦力　　　　　　Ff ＝μ（Fk ＋ Fc）

k：ばね定数，c：ダンピング係数，μ：摩擦係数

ただし，実際の接触ばね・ダンパは，商品自体の剛性や

通路部品の剛性など，複数の要素から成るため，計算で算

出することは困難である。そこで，図６のように商品と対

象部品の衝突挙動を実測して，減衰自由振動と見立てるこ

とにより，接触ばね定数・ダンピング係数を同定する。

＋－

富士時報 Vol.76 No.4 2003

230（28）

重
心
速
度
  
（
m
/s
）
 

V

0.2

0

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.1

容器のみ回転する 
場合の理論値 

容器・飲料ともに 
回転する場合の理論値 

実機測定値 

ガイド板 

高速度カメラにて50ms間隔で位置を測定 

250mL細型缶ウーロン茶 

0 0.2 0.3
時間（s） 

0.4 0.5

図３　商品の転がり特性実験
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図４　飲料種間の転がり特性の差
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図５　接触計算モデル
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図６　接触ばね・ダンピング測定
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ラック内における缶商品挙動シミュレーション

前述したモデリング手法を用いて，商品通路内における

飲料商品（缶容器）の挙動をシミュレーションし，実機測

定値と比較した。ツールには，エムエスシーソフトウェア

（株）製の運動解析ソフトウェア「MSC，ADAMS」を使

用した。

４.１ 理想的な投入条件の缶商品挙動解析

投入口から初速度ゼロで水平に投入する場合（理想的投

入条件）の商品挙動を解析した。その結果，飲料商品の重

心軌跡，水平方向速度，回転速度の各シミュレーション結

果は，図７に示すように実機測定値と定性的に一致した。

（実機との誤差は，図８に示すように，重心位置で 16

mm以内，重心速度・回転速度において 20 ％以内）。

４.２ 商品姿勢が不安定となる投入条件の缶挙動解析

実際の商品補充作業においては，商品を 1 本ずつ投入す

ることはまれであり，2 ～ 5 本連続で投入されることから，

商品間の干渉や商品の投入姿勢などの影響が想定される。

そこで，商品姿勢が不安定となる代表的な投入条件を実験

から抽出し，同条件におけるシミュレーション結果と，実

機測定値を比較した。

４.２.１ 通路入口近傍からの傾斜投入

図９に示すように，商品を通路入口近傍から傾斜させて

投入すると，ガイド板端部から落下する際に商品が起立方

向へ回転する。さらに，商品は落下しながら通路部品と接

触することによって，起立角度が拡大する。この挙動変化

が，シミュレーションにおいても再現し，最大起立角度を

予想することが可能となった（実機との誤差は，図 に示

すように，最大起立角度値で 20 ％以内）。

４.２.２ 投入口からの2本連続投入

図 に示すように，商品を投入口から 2 本連続で投入す

ると，通路入口部で商品同士が干渉する。1 本目は 2 本目

に押し出されることによって水平姿勢で落下するが，2 本

目はガイド板上で回転し傾斜した状態で落下する。このよ

うな机上で予測が困難な現象でも，モデルに商品や通路部

品の詳細な形状特性を入力することによって，定性的な再

１１
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１０

＋－

＋－
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図７　理想的投入による350mL太径缶の挙動例
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図８　実機挙動と解析結果の比較

（a）モデル俯瞰（ふかん）図 

（b）実機の高速度映像 

（c）解析結果 

商品を通路入口近傍から 
傾斜させた状態で投入 

図９　傾斜させて投入した200mL細径缶の挙動例

（a）実機の高速度映像

（b）解析結果
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現が可能となっている（解析時間：1.5 ～ 2 時間）。

あとがき

以上，液体が封入された中空容器である缶商品の挙動解

を短時間で解析可能となるシミュレーション技術を確立し

た。今後は解析対象を，形状が複雑な瓶商品や PETボト

ル商品にまで拡張し，より適用範囲の広い解析技術として

確立していく予定である（図 参照）。１２
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商品起立角度（ °） 

解析値 

実機値 

（a）実機最大角度時 （b）角度変化の比較図 

図１０　商品起立角度の比較 図１２　瓶商品の挙動解析例

（a）モデル俯瞰図 

（b）実機の高速度映像 

（c）解析結果 

2本の商品を投入口から 
密着させた状態で投入 

図１１　2本連続で投入した200mL細径缶の挙動例
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メカニカル CAE（Computer Aided Engineering）の分

野においては，コンピュータの高性能化，低価格化ととも

に，解析ソフトウェア，GUI（Graphical User Interface）

の操作性の向上，三次元CAD（Computer Aided Design）

との連携により，設計者が日常的に使うツールとして定着

し，多大な成果を上げている。

一方，製品開発に求められる要求も，コンピュータの性

能に勝るとも劣らずの勢いで，厳しくなっているのが現状

である。開発期間の短縮，品質向上，性能向上，コスト削

減に対して，設計者は最適な構造を限られた条件の中で追

い求めている。これらの要求は，従来の経験や系列的な設

計手法だけでは，満足できる解答が得られない状況になっ

ている。

このような状況の中，設計者の負担を軽減する手法とし

て，従来の CAEソフトウェアと連携させ，ある目標値，

例えば，質量の最小化や発生温度の最小化に対してコン

ピュータが最適な構造を決定する最適設計手法の利用が進

みつつある。

また，これらの最適化手法は設計だけにとどまらず，製

造条件出しにも利用できるようになってきている。

本稿では，このような最適設計支援技術として汎用最適

化ソフトウェア iSIGHT〔エンジニアス・ジャパン（株）〕

を用いた基礎的な検討と製品への適用事例について紹介す

る。

最適設計支援技術の概要

図１に一般的な最適化の流れを示す。

最適設計では，まず最初に最適化をしたい構造の長さや

幅，板厚などの設計変数を決定する。さらに，その設計変

数を決定するうえで，質量を最小にしたい場合や変形を最

小にしたい場合などの目的関数を決定する。また，上記を

検討するうえで，応力だけはこの範囲にしたい，などの制

約条件を決める場合もある。このような設計問題に対して，

コンピュータ内部で繰返しの計算により最適解を求めてい

くわけであるが，設計変数の範囲が広い場合，ある初期値

から最適値を決定するためには，膨大な計算が必要になっ

てしまう。このため，ある範囲の設計変数に対して，どの

ような特性（解空間）を持っているかをあらかじめ調査

（サンプリング）する必要がある。

一般的には，実験計画法などの手法によりサンプリング

を実施し，大まかな推定を実施して設計変数の初期値を決

定する。

この初期値をスタート地点として，より詳細な最適値を

求めていくわけであるが，最適化の手法は数理計画法や遺

伝的アルゴリズム（211ページの「解説」参照）などに見

られる探索的手法など，多くの種類があり，対象とする問

題や計算時間，探索精度など，実際に適用するうえでは，

それぞれの手法の特性を十分に把握する必要がある。

冷却フィンの最適設計

高圧インバータなどのパワーエレクトロニクスの分野で

シミュレーションによる最適設計支援技術

233（31）

坂田　昌良（さかた　まさよし） 松本　廣太（まつもと　こうた）

設計変数，目的関数，制約条件の設定 

最適化：最適値の探索 
（適切な最適化手法の選択） 

解空間の把握←サンプリング 

設計問題や解空間に関する 
挙動を把握しているか？ 

(良い初期値を持っているか？） 

分析（相関・感度・寄与度） 
設計空間の調整（必要ならば） 

目的関数の修正 

最適化部 

終了 

解析部 

CAEソフトウェア 
 
 
 
 
・ 
・ 
・ 

™NASTRAN 
™ABAQUS 
™STAR-CD 
™TIMON

Yes No

iSIGHT

図１　一般的な最適化の流れ
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は小型化と高密度化により熱の問題が設計上の重要な要因

となっている。ここでは，このようなパワーエレクトロニ

クスに使われる冷却フィンの設計に最適化手法を適用した

事例を紹介する。

３.１ 解析モデルと問題設定

図２に IGBT素子と冷却フィンの解析モデルを示す。

熱冷却の解析には STAR-CD〔（株）シーディー・アダ

プコ・ジャパン〕を用いており，iSIGHTとの連携により

最適化を実施している。

図３に初期形状での温度分布を示す。

設計変数としては冷却フィンの長さ，幅，高さの寸法と，

フィン間隔，フィン枚数として，目的関数には，素子直下

の最高温度とした。また，制約条件はフィン体積，フィン

寸法の上下限となっている。

表１に最適化の問題設定条件を示す。

３.２ 最適設計手法

今回の製品では，問題の特性が把握できていないという

前提のもと，大まかな現象把握ができるラテン超方格法

（LHC）によりサンプリングを実施した。

このサンプリングの結果をもとに応答曲面近似モデル

（RSM）により最適値を求めた。

応答曲面近似モデルはサンプリング点で得られた解を最

小二乗法により，一次・二次の曲面に当てはめる近似法で

あり，局所的な解を避けることができ，大まかな解を高速

に発見することができる。

ただし，近似法であることから，サンプリング点の取り

方によっては精度の高い結果を得られない場合がある。今

回の場合，実際の計算値との比較を実施したところ，4 K

程度の誤差が生じていることが判明した。

設計変数の変化に対して，その解が連続性を持つ場合，

例えば，設計変数がある構造の寸法変化だけである場合に

は，連続性を持つ解が得られる。しかし，冷却フィンの最

適化の場合には，フィン枚数の変化で解に不連続点が発生

することになる。

このため，RSMの結果を初期値として，数理的手法の

HJ（Hooke-Jeeves）法と探索的手法の SA（Simulated

Anealing）法との適用を試みた。

図４に示すように，SA法は解空間を大域的に探索でき

るので，局所最適解に陥る危険が少なく，大域最適値を見

つけやすいという特性を持っている。また，HJ 法は解の

結果に連続性がない場合にも適用が可能であるが，計算に

多くの時間がかかるという特性を持っている。

３.３ 最適結果の検討

表２に，それぞれの手法の計算結果を示す。

最適化計算の結果は，初期形状の寸法と比較して，フィ

ン枚数（N）が多く，フィン間隔（W）が広くなっている

が，容積は初期形状よりも小さい形状となっている。

初期形状の最高温度と比較しても，SA 法，HJ 法とも

に約 13K低くすることができた。

図５に SA法で求めた最適形状での温度分布を示す。

SA法と HJ 法の結果はどちらも，ほぼ同等の最適値を

得ることができたが，HJ 法は SA 法の 3 倍以上の計算時
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図２　解析モデル

図３　初期形状での温度分布

目
的
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数 
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探索の初期では局所的な谷を抜け出せる 
だけのエネルギーを与える。 

探索の最終状態では局所的な谷を 
抜け出せないようにエネルギーを 
下げる。 

エネルギーが小さい 
ためにこれ以上，移 
動できない。 

冷却フィンの枚数の変化で不連続となる。 
SA法はこのような離散変数に対応できる。 

図４　焼なまし法（SA法）の概要

表１　冷却フィンの問題設定 

設計変数 

目的関数 

制約条件 

冷却フィン寸法（　，　，　） 
フィン間隔（　） 
フィン枚数（　） 

素子直下の温度最小化 

フィン体積 

X
W
N

Y Z
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間がかかり，このような問題に対しては SA法のほうが適

していることが判明した。

射出成形条件の最適化

最適化手法は単に構造設計の最適化だけではなく，製造

条件などの最適化にも適用が進んでいる。

プラスチックなどの射出成形では，成形時の反りが製品

の良しあしを決定する重要な要因になっている。

従来，樹脂流動解析などの手法により，最適な構造や成

形条件を見いだしていたが，成形条件の要因も多く，本当

に最適条件になっているかを判断できない場合があった。

ここでは，配線用遮断器のケースをもとに，射出条件の

最適化の事例を紹介する。

４.１ 解析モデルと問題設定条件

図６に今回，適用した配線用遮断器の解析モデルを示す。

樹脂流動解析には TIMON〔東レ（株）〕を使用し，iSIG

HTとの連携により最適化を実施した。

ここでの設計変数は成形条件になり，射出圧力，充てん

時間，保持圧力とした。目的関数はケース成形後の反りの

最小化になる。制約条件は成形条件の上下限値以外は特に

指定していない。

表３に最適化の問題設定条件を示す。

４.２ 最適設計手法

図７に今回の最適化の流れを示す。

サンプリングとしては実験計画法の L9 直交表を用いた。

図８は実験計画法で求めた最適条件をもとに，どの設計

変数（成形条件）の要因が反りと相関があるか（寄与して

いるか）を示したものである。

この結果は，当初，予想していたとおり，保持圧力が圧

倒的に反りに影響していることが判明した。

この直交表をもとに，応答曲面近似モデル（RSM）に

よる最適値の探索と RSMの精度を向上させた逐次アップ

デート RSMを用いた。

逐次アップデート RSMは，探索を行いながら新しい観

測点を追加することで，解の精度を上げることができると

いう特徴を持っている。

図９に逐次アップデート RSMの概要を示す。

また，解が連続性を持つ場合に使われる修正許容方向法，

MMFD（Modified Method of Feasible Directions）でも

探索を実施した。

４.３ 最適結果の検討

3 種類の最適化手法の計算結果を表４に示す。
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表２　最適化計算結果 

解析手法 

設計変数 
計算 
回数 

初期条件 

RSM 

SA法 

HJ法 

100 

289

400.0 

272.7 

345.6 

344.9

400.0 

332.6 

382.1 

377.4

110.0 

99.4 

107.9 

110.0

0.8 

1.034 

1.138 

1.221

97.15 

88.09 

84.17 

83.73

75 

81 

100 

100

X Y Z W N
最大 
温度 

 

9.06 

12.98 

13.42

初期値 
との差 

目的関数 

図５　最適形状での温度分布

表３　射出成形の問題設定 

設計変数 

目的関数 

制約条件 

射出圧力，充てん時間，保持圧力 

ケースの反り最小化 

特になし 

実験計画法←L9直交表 

ポスト処理（相関・寄与度） 

最適化←最適化手法による結果検討 

①応答曲面近似モデル（RSM）による探索 

②逐次アップデートRSMによる探索 

③修正許容方向法（MMFD）による探索 

図７　最適化の流れ

反り変形評価点 

反り変形評価点 

ゲート位置 

図６　解析モデル
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表４の RSM再計算は，RSMの最適値に対して確認計

算を実施したものであるが，反りの評価値に 2 倍程度の差

が発生していることが判明した。ただし，設計変数は，ほ

ぼ最適値を示していることが分かる。また，逐次アップ

デート RSM，MMFDともに同等の結果になっており，反

り評価値は初期値に対して 35 ％程度軽減することが判明

した。

このような問題に対しては，逐次アップデート RSMを

行うほうが少ない計算回数で適切な反り評価値を得られる

ことが分かる。

図 に成形後の変形結果を示す。

今回の成形条件の最適化により，初期条件に対して，

35 ％程度，反り量を低減することが判明したが，保持圧

力を高くすることが反り量を小さくすることは，当初から

予測されていたことであった。

しかし，充てん時間に対しては，短ければ短いほど，反

りは小さくなると予測していたのに対して，設定範囲の途

中に最適値があったことは予測に反する結果となった。

これは，充てん時間を短くすることで，樹脂の広がりに

偏りができ，反り量を逆に大きくすることが後で判明した。

このように，当初予測し得ない最適条件があったことは，

最適計算を実施したことで，新たに判明したことであり，

最適設計手法の可能性の一端をかいま見ることになった。

あとがき

最適化手法の研究はかなり以前から進められてきたが，

コンピュータの飛躍的な進歩とともに，iSIGHTのような

汎用ソフトウェアの充実があり，設計ツールとして実用域

に達してきたと感ずる。

一方，最適化の使用に関しては，個々の問題に対して，

手法の選択，パラメータ設定など多くのノウハウが必要で

あり，適用上の技術を積み重ねていく必要がある。

また，非線形問題に対する最適化など，われわれの予測

に反する最適値を見いだすことができ，従来の構造や製造

条件を一新できる可能性を持っている。今後とも，最適設

計支援技術の製品適用を通じて，従来とは異なる新しい構

造，製造プロセスの開発に取り組んでいく所存である。

最後に，本件に関しては，エンジニアス・ジャパン（株）

の増渕殿に多大なご助力をいただき，深く感謝の意を表す

次第である。
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表４　最適化計算結果 

解析手法 

初期値 

L9ベスト 

RSM 

RSM再計算 

逐次アップデート 
RSM 

MMFD
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10 
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図１０　成形後のケース変形
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まえがき

ハードディスク装置（HDD）に利用される媒体の記録

密度は過去 10 年間にわたり年率 60 ％で急速に進み，近年

では年率 100 ％以上の伸び率を示している。業界における

現在の開発目標も 2003 年に 150 ～ 200 Gビット/in2，数年

後に 400 Gビット/in2であり，今後も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を新たなハードディス

クの需要先として，AV機器向け市場が急成長しており，

このような AV機器では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のみならず，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や媒体を短期間で開発す

ることが重要である。そのような状況でこれまでの実験的

手法に替わり，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。

記録密度を高めるためには，磁気スペーシングと呼ばれ

る媒体記録層からヘッドの素子までの距離を小さくするこ

とが必要である。磁気スペーシングには媒体とヘッドの間

の空気潤滑層（浮上量）やヘッドと媒体の表面に塗布され

る潤滑膜の厚さなどが含まれる。磁気スペーシングを低減

させるにはそれらを薄くすることが必要である。浮上量が

小さくなると，媒体とヘッドが衝突したり両者が潤滑膜に

より吸着するスティクションといった現象を起こす危険性

があり，これらの問題を回避しながら最適な設計をする必

要がある。また，100 ～ 200 Gビット/in2といった高記録

密度を実現するためには，浮上量はほとんど零となり，媒

体とヘッドが間欠的に接触したり，さらに常時接触するコ

ンタクト記録方式になるともいわれている。このようなコ

ンタクト記録ではヘッドと媒体の摩耗性や耐久性が要求さ

れ，媒体の表面に塗布される潤滑剤が重要となってくる。

潤滑剤としては，低回転モデルでは添加剤を加えて耐久

性を向上させている。また，回転数の高い機種では，ボン

ド率の高い潤滑剤を用い，潤滑剤の外周部への移動を抑え

ている。一方，媒体に塗布された潤滑剤の厚さはヘッドの

通過による圧力やヘッドとの接触により薄くなるが，これ

はなるべく早く修復されなければならない。この点から，

潤滑剤には高い流動性が要求されるが，これはマイグレー

ション防止のための低流動性と対立する。このように潤滑

剤の開発では，多くの潤滑剤の中から HDDの仕様に適合

するものを選定しなければならない。

ここでは，ヘッドディスクインタフェース（HDI）解析

技術（240ページの「解説」参照）に関連したシミュレー

ション応用技術として，媒体の潤滑剤の流動特性を判断す

るパラメータを求める流動特性シミュレーションについて

報告する。

媒体の潤滑剤流動特性シミュレーション

潤滑剤の流動特性は塗布方法や塗布厚さなどとともに，

末端基，添加剤など，組成・構造を変えることで変化する。

潤滑剤の開発では，このような多くの仕様の中から HDD

の仕様に適合する潤滑剤を選定しなければならない。潤滑

剤の選定を短時間で行い開発時間を短縮するためには，潤

滑剤の流動特性をなるべく簡単なパラメータで整理するこ

とが重要となる。このようなパラメータとしては，いわゆ

る「拡散係数」があり，幾つかの論文で用いられている
～

。

潤滑剤の流動は潤滑剤の厚さを h，拡散係数を D，時間

を t，そして媒体方向の座標を xとした場合，

……………………………………

と表される。一般に Dは hに依存してもよく，また，初

期形状も任意である。しかし，これまでの研究ではハーフ

ディップされた潤滑剤が「初期にステップ状になってい

る」ことを用いて相似解を求め，さらに「拡散係数は定数」

と仮定し，解析解を求めることができることを利用してき

た。すなわち，tと xの相似関係を としたとき

に潤滑剤の厚さ hは，

……………（2）h＝ e－τ2
π 

h0
2
h0

2
ξ 

dτ＝ 1＋Erf
ξ/2

－ 

ξ≡x/ Dt

（7）

（1）= D
dx
dh

t
h

x∂∂
∂ ∂ 

（6）（1）
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となり，エラー関数で表される。測定結果をこの関数形に

当てはめることにより潤滑剤の流動性を拡散係数という一

つの数値で代表して整理することができる。この算定方法

では相似解を用いるため，拡散係数が一定であることと初

期形状がステップ状となっていることが必須であった。し

かし，実際，OSA（Optical Surface Analyzer）による測

定結果の初期分布はステップ状になっていないにもかかわ

らず，相似解ではステップ状を仮定しているため初期形状

のずれは大きな誤差になる。すなわち，ステップ状でない

測定結果に相似解を当てはめると，初期に流動が起こると

見なされ拡散係数 Dの値が大きくなり，特に流動しにく

い潤滑剤の拡散係数が大きく見積もられる傾向があった。

この問題を解決するため，初期形状として実験による測定

データを用いて，差分法による数値計算によって時間経過

後の形状を計算することで，正確な拡散係数を求める方法

を開発した。ここではこの手法について説明し，幾つかの

潤滑剤に適用した例を示す。

OSAによる潤滑剤膜の測定

試料となる媒体は，事前に溶媒に溶かした潤滑剤に媒体

をつけるハーフディップ法によりステップ上に塗布して作

成した。図１にハーフディップ法の概略を示す。ステップ

位置から十分離れた位置での潤滑剤の厚さは，0および

2 nmである。潤滑剤としては，流動性のよい潤滑剤の例

として，① Zdol-10k（分子量 10,000）および② Zdol-3k

（同 3,000）［FOMBLIN Zdol，Ausimont］，ボンド率が大

きく，比較的流動性の悪い例として，③Moresco A 20H-

2000［Moresco Phospharol，（株）松村石油研究所］およ

び④ Tetraol［FOMBLIN Tetraol，Ausimont］を用いた。

潤滑剤の膜厚は OSAを用いて測定した。測定は塗布後特

定の時間ごとに数点を指定して行った。

数値解析

式 を差分法により数値的に解く。空間方向には中央

差分，時間方向には後方差分を用いた。緩和法により各時

間ステップで膜厚が収束するまで反復計算を行った。初期

条件としては，従来のステップ状に替わり，実験による測

定の最初の時間における値を用いた。拡散係数は，この数

値解法とニュートン法および最小二乗法を組み合わせて以

下のように最適値として求める。

まず，拡散係数の概略値を仮定して，式を数値解析によ

り解き，OSAによる測定を行った時間の数値解を保存し

ておく。求まった数値解と測定データとの最小二乗誤差を

計算する。拡散係数の値を変えて同様に数値計算，最小二

乗誤差の計算を行い，誤差が極小となるようにニュートン

法を用いて拡散係数を反復計算し，最適値を求めた。なお，

相似解から拡散係数を求める方法も，同様にニュートン法

と最小二乗法を組み合わせて求めた。

拡散係数の計算例

以上から求めた拡散係数の例を，幾つかの潤滑剤につい

て示す。表１に算定された拡散係数の値を示す。

５.１ Zdol-10k およびZdol-3k

まず，Zdol-10kについて示す。この潤滑剤は比較的流

動性のよい潤滑剤の例である。図２に元の測定したデータ，

図３に相似解，図４に数値解析の数値解の結果を示す。相

似解を用いた場合の拡散係数は 1.85（µm）2/sとなるのに

（1）

富士時報 Vol.76 No.4 2003

238（36）

潤滑剤流動 潤滑剤 
初期厚さ 

媒体 

媒体 

断面 A A（拡大図） 

距離 d

引上げ 

A

A

潤滑剤＋溶媒 

～ ～ 2nmh0

図１　ハーフディップ法の概略

表１　拡散係数 

Zdol 
分子量 
10,000 

1.85 

1.69 
（91％） 

Zdol 
分子量 
3,000 

3.16 

2.47 
（78％） 

Moresco 
A20H- 
2000 

0.0196 

0.00453 
（23％） 

Tetraol

0.119 

0.0302 
（25％） 

相似解 

拡散係数の単位：（　m）2/s＝10－12 m2/s 
％：数値計算による　/相似解による 

数値計算 

D D
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図２　OSAによる膜厚の測定結果（Zdol-10k の場合）
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対し，数値解を用いた場合では 1.69（µm）2/sとなり，9 ％

程度小さな値となった。Zdol-10kの場合，拡散係数の

9 ％の減少は実際の流動現象をより正確に現していると考

えられるが，図を比較しても測定結果と解析解，数値解は

よく一致しており，実用上はどちらの方法も有効と思われ

る。また，別の流動性のよい潤滑剤である Zdol-3kでは相

似解を用いた場合の 3.16（µm）2/sに対し，数値解を用い

た場合では 2.47（µm）2/sとなり，約 20 ％小さな値となる。

なお，誌面の都合上グラフは省略するが Zdol-10kの場合

と同様，図上では測定結果と解析解，数値解はよく一致し

ている。流動性のよい潤滑剤の場合には初期形状の影響は

小さく，解析解，数値解とも同程度の拡散係数が得られる。

５.２ Moresco A20H-2000および Tetraol

次に流動性の悪い場合の例として Moresco A20H-2000

の場合を示す。図５に OSAで測定したデータ，図６に相

似解，図７に数値解の計算結果を示す。図５のように測定

結果は 12 時間後から 288 時間後まで形状がほとんど変化

していない。Morescoの場合の拡散係数は，相似解で

0.0196（µm）2/s であるのに対し，数値解の場合には

0.00453（µm）2/sとなり，相似解の場合の 20 ％程度と小

さな値になっている。図５～７を比較すると，相似解が測

定結果よりもはるかに大きな流動を示すのに対して数値解

は測定結果とよく一致している。

また，他の流動性が悪い場合の例として Tetraolを調べ

ると，相似解を用いた場合の拡散係数は 0.119（µm）2/sで

あるのに対し，数値解の場合には 0.0302（µm）2/sとなり，

やはり相似解の 25 ％程度になった。図は省略するが，

Morescoの場合と同様に測定結果と相似解は形状に大き

な乖離（かいり）があり，相似解では流動性が大きく評価

されるのに対し，数値解は測定結果と同様にほとんど流動

せず，測定結果とよく一致している。

以上の比較から，数値解による拡散係数の評価は流動特

性をよく表している。一方，相似解による算定は流動性が

悪い場合に拡散係数の値を大きく見積もってしまう。した
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図３　相似解を用いたフィッティング（Zdol-10k の場合）
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図４　数値計算（Zdol-10k の場合）

12h

288h

0 0.5 1.0 1.5 2.0
距離 (mm) 

 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

膜
厚
（
無
次
元
化
）
 

36h

0h

177h

図５　OSAによる膜厚の測定結果（Moresco A20H-2000

の場合）

12h

288h

0 0.5 1.0 1.5 2.0
距離 (mm) 

 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

膜
厚
（
無
次
元
化
）
 

36h 177h

図６　相似解を用いたフィッティング（Moresco A20H-

2000の場合）
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図７　数値計算（Moresco A20H-2000の場合）
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がって，この OSAによる測定と数値計算とを組み合わせ

る方法が優れていることが分かる。

なお，実際の拡散係数が厚さに依存していることに対し，

従来の相似解による方法では対応できなかったが，この数

値計算を用いる方法では厚さに依存した拡散係数にも対応

でき，より正確な流動性の評価が可能である。

あとがき

HDD媒体表面に塗布される潤滑剤は，耐摩耗性，耐衝

撃性に関連して重要な役割を果たしており，その流動特性

はスピンオフ特性や復元過程に影響する。流動特性は潤滑

剤の組成・構造により変化するため，それをなるべく簡単

なパラメータで整理することが潤滑剤の選定に重要となる。

これまで初期形状を理想的なステップ状と仮定して求めた

拡散係数が用いられていたが，初期形状は実際にはステッ

プ状でないため，特に流動しにくい潤滑剤の拡散係数が大

きく見積もられる問題があった。ここでは初期形状に測定

データを用いて，数値計算で正確な拡散係数を求める方法

を開発し，実際の潤滑剤に適用した例を示した。数値解を

用いた拡散係数の算定方法は測定結果とよく一致し，流動

特性を的確に表し，評価の簡単な指標として使えることが

分かった。
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解　説 ヘッドディスクインタフェース（HDI）技術

ハードディスク装置（HDD）では磁性層のある媒

体を回転させながら，データの読み書きを行うヘッド

を媒体表面上で「滑空」させることで磁気記録を行っ

ている。媒体は直径 20 ～ 100mmの円盤で数千～ 1

万 r/minで回転している。一方，ヘッドの寸法はお

よそ 1mmであり，潤滑層と呼ばれる空気の層を介し

て浮上・滑空している。この空気潤滑層の厚さは 10

nm程度であり，将来ほとんど接触するようになると

いわれている。このヘッドと媒体の間にかかわる技術

がヘッドディスクインタフェース（HDI）技術であり，

数 nmの世界を扱う，まさにナノテクノロジーの領域

の技術である。媒体の表面粗さは数
。
A程度であり，超

平滑面となっている。また，媒体とヘッドの表面は摩

耗を防ぐためにダイヤモンドのように固い厚さ数 nm

のカーボンの保護膜で覆われており，その上に，高分

子の液体潤滑剤が塗布されている。潤滑剤の厚さは

1 ～ 2 nmであり，分子 1個分程度（回転分子半径 1

～ 2 nm）の厚さしかない。潤滑剤は保護膜表面や分

子相互に化学的に反応し，さまざまな挙動を示す。浮

上量の低下に伴い，この潤滑剤の影響が無視できない

ばかりか重要な鍵になりつつある。このように HDI

技術は，従来の希薄流体によるトライボロジー・流体

力学から，高分子化学，表面科学，分子運動学や静電

気現象などと密接に関連した総合ナノテクノロジーに

発展してきている。このような微細な世界は分子動力

学などといったコンピュータ技術の助けによってはじ

めて理解できる世界であり，シミュレーション技術に

よる現象解明が，今後さらに研究開発の重要な位置を

占めると考えられる。
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まえがき

近年，材料探索を超高速化・超高効率化する方法論とし

て，1 枚の基板上にマスクを用いて複数の元素を任意の混

合比で化合させ評価するコンビナトリアル手法が注目され
，

，

富士電機においても同手法による材料探索に取り組んでい

る。この方式の強みの一つは，さまざまな合成条件をじゅ

うたん爆撃的にスクリーニングするために，常識的には考

えてもみなかった新物質を生み出す可能性があることであ

る。一方，どの元素の組合せが目標とする物性を高性能化

するかを予見するには，物性の発現機構を理論的に理解し

物質設計しなければならず，独創性が必要なところである。

原子分子レベルの物質の基本法則は量子力学であり，量子

力学を用いて非経験的に物性を予測することを「第一原理

計算を行う」という。未知の物質が予言された場合，その

合成条件を効率よく見いだす手段としてもコンビナトリア

ル手法は威力を発揮する。このような考えで，第一原理計

算を用いた材料設計シミュレーションとコンビナトリアル

手法による合成条件の探索を行った。

第一原理計算の手法
，

液体や固体など身の回りの物質は 1 cm3あたりおよそ

1023 個の原子核と電子から成る集合体である。このような

途方もなく複雑な系を理論的に扱うには幾つかの近似を必

要とする。まず，原子核の質量は電子の質量に比べて十分

大きいので，原子核は固定された点電荷として考える。す

ると，電子状態が分かれば系の基底状態を理解することが

できる。電子の状態はシュレーディンガー方程式 の解

（波動関数φ）として得られる。

………………………………

ここで，左辺第 1項は運動エネルギー，第 2項の Vは

ポテンシャルエネルギー，右辺の Eは全エネルギーを表

す。単純な水素原子の場合，ポテンシャルエネルギーは原

子核と電子のクーロン相互作用であり，厳密解が得られる

が，電子が複数個になると電子ー電子相互作用も考慮せね

ばならない。ましてや 1023 個もの電子を含む物質におい

ては，厳密な扱いは不可能である。そこで，ある電子の振

る舞いに注目して，その電子に及ぼす他の電子からの相互

作用の効果をある平均場で近似（局所密度近似：LDA）

し，一電子方程式に帰着させ，変分原理により方程式を解

く。この手法は密度汎関数法（Kohn-Shamの理論）に基

づいている。ちなみにW. Kohnは 1998 年度のノーベル化

学賞を受賞している。

材料設計シミュレーションの応用例

酸化物材料は，新しい電子材料あるいは機能性材料とし

て注目されている。中でも，図１に示す ABO3を基本とし

た化学式で表されるペロブスカイト型の複合酸化物はＡ，

Ｂのサイトを占める陽イオンの種類の組合せや，層状ペロ

ブスカイト構造を造ることにより，多岐にわたる物性を発

現する。Ｂサイトは主に遷移金属が占め，遷移金属酸化物

の多くがペロブスカイト構造を持つ。ペロブスカイト型酸

化物は，①強誘電体，②強磁性体，③圧電体，④焦電体，

⑤イオン伝導体，⑥電子伝導体，⑦絶縁体，⑧超伝導体，

⑨触媒，⑩超巨大磁気抵抗効果，⑪電気光学効果などの多

彩な機能を有する材料群であるため，材料設計シミュレー

ションに基づき薄膜デバイス応用に有望な新物質が見いだ

される可能性が高い。

（1）（－　　　
2
＋V）φ＝Eφ ∇ 

2m
h2

（1）

（4）（3）

（2）（1）
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白丸は酸素原子（O）を示す。 

A

B

図１　単純ペロブスカイト構造
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本稿では，新規な強誘電体材料の開発に取り組んだ例を

紹介する。

３.１ 強誘電体材料の非鉛化への取組み

強誘電体材料はコンデンサや圧電素子などとして広くエ

レクトロニクス機器（テレビ，ラジオなどのAV機器，各

種情報通信機器，電子レンジ，冷蔵庫，エアコン，各種医

療機器，制御機器，玩具，自動販売機など）に使用されて

いる。現在最も広く使用されている強誘電体材料の多くは

PbTiO3，Pb（Ti，Zr）O3，（Pb，La）（Ti，Zr）O3など

の鉛（Pb）を含むペロブスカイト型酸化物であり，高い

強誘電性が利用されている。しかし，Pbは人体に有害で

ある。そこで，非鉛系の強誘電体が盛んに研究されている

が，中でも有力なのはビスマス（Bi）系の強誘電体である。

しかし，Biにも毒性があり，Biも含まないことが理想で

ある。また，非鉛，非ビスマス系の（Ba，Sr）TiO3や

Ta2O5なども利用されているが，比誘電率や自発分極量，

圧電特性などにおいて鉛含有強誘電体に匹敵する材料はま

だ開発されていない。

このような状況の中，富士電機では高い強誘電体特性を

有する非鉛，非ビスマスの材料を探索した。

３.２ 強誘電性発現機構に関する考察

強誘電性は材料に電界を印加した際に構成元素が分極す

ることに起因する。長距離力のクーロン力は分極を起こす

働きをするが，短距離力の斥力は結晶の分極を防ぐように

働く。ペロブスカイト型酸化物の PbTiO3が同様な結晶構

造の BaTiO3よりも大きな自発分極を示す理由についてそ

の強誘電性の発現原理を述べた論文がある
，

。それによると，

チタン（Ti）の 3d電子は酸素（O）の 2p電子と混成する

ため共有結合性が生じ，短距離力の斥力を緩和することが

できる。そのような状況のもと PbTiO3の場合，Pbの 6s，

6p電子は酸素の 2p電子と混成し，間接的に共有結合性を

高めているが，BaTiO3の場合，バリウム（Ba）の 5p電

子は酸素の 2p電子と混成しないので，その効果は少ない

と論じている。よって，Pbが元素の周期律表におけるⅣ

族であることが強誘電性の発現に本質的に寄与しているこ

とになる。また，Bサイト（遷移金属）イオン種による強

誘電性の発現の寄与についての論文もある。それによれば，

Ⅳ a族の場合，Ti，Zr，Hfを比較して，遷移金属イオン

の d電子のエネルギー準位が酸素の 2p電子のエネルギー

準位に近い Tiにおいて共有結合性が最も強く強誘電性が

高いと論じている。

そこでＡサイト原子にスズ（Sn），Bサイト原子に Ti

を持つ，化学組成が SnTiO3でペロブスカイト構造を持つ

化合物を考える。Snは Pbと同じⅣ族であり，電子構造

が似ている。Snの 5p電子のエネルギー準位（－5.94 eV）

は Pbの 6p準位（－5.77 eV）と同程度であり，Oの 2p準

位（－14.13eV）により近いので Snの 5p電子と Oの 2p

電子の混成は Pbの場合と同程度である可能性がある。

よって SnTiO3は PbTiO3に匹敵する物性を示すことが予

想される。SnTiO3の存在はこれまでに報告されていない

新規な強誘電体材料である。

３.３ 材料設計シミュレーション結果

周期構造を持つ結晶の電子状態を計算するために CAS

TEP（ケンブリッジ大学で開発された計算ソフトウェア

で内殻電子を擬ポテンシャルで置き換えるコードを有す

る）を用いた。結晶モデルの作成や計算の入出力には，材

料構造解析ソフトウェア（Cerius2）を用い，LDA法によ

り SnTiO3の第一原理計算を行った。また，計算の確から

しさを確認するために構造の知られた PbTiO3と BaTiO3

についての電子状態の理論計算も同様に行った。

計算の第一段階は，構造最適化計算である。まず，適当

な分子構造の初期条件を与え，ある原子軌道波動関数を仮

定し電子分布を計算し，それを平均場のポテンシャルとし

てシュレーディンガー方程式 を解くと新しい波動関数

が得られる。しかし，この新しい波動関数は初めに仮定し

たものとは違っているので，新しく得られた波動関数を用

いて再度シュレーディンガー方程式を解き直す。このよう

な計算を繰り返し，仮定に用いる波動関数と，計算で得ら

れる新しい波動関数が一致するまで計算を繰り返す。この

結果，クーロンポテンシャルが求まり，各構成原子に働く

力が計算できるが，その力の方向に構成原子の位置を少し

変位させ，シュレーディンガー方程式を解き直し，収束す

るまで計算を繰り返す。結晶構造の初期条件として PbTi

O3と BaTiO3の場合は格子定数を文献値から与え，Ti 原

子が格子の中心位置からわずかにずれているとした。Sn

TiO3については格子定数の文献値がないので，初期構造

モデルを PbTiO3と同じ正方晶のペロブスカイト構造とし

て，Snが Pbよりも小さなイオン半径を持つことを考慮

（1）

（6）

（6）（5）
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図２　SnTiO3 の構造最適化の計算過程

〈注〉Cerius2 ： MSI 社の登録商標
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して，格子定数を PbTiO3よりも約 0.1
。
Aほど小さくした。

すなわち，a＝ b＝ 3.80
。
A，c＝ 4.05

。
Aとして結晶の電子

状態について全エネルギーを計算し，格子定数と原子位置

の対称位置からのずれをパラメータとして基底状態におけ

る構造最適化計算を行った。

SnTiO3について構造最適化の計算過程を図２に示す。

図２の上段は全電子エネルギー，中段は a，b，c軸の格子

定数，下段は各軸間の空間角を示す。グラフの横軸は計算

の繰り返し回数に相当する。それぞれの値が計算の繰り返

しが進むにつれ収束している。すなわち，SnTiO3は正方

晶のペロブスカイト構造（a＝ b＝ 3.80
。
A，c＝ 4.09

。
A）

でエネルギー的に安定な相を採り得ることを示している。

同様な計算の結果，PbTiO3は正方晶に，BaTiO3は菱面

（りょうめん）体晶に収束した。

計算の最終結果を表１にまとめた。表１において uは原

子位置を，Δは対称な位置からのずれを表す。Exp.の列は

文献値を，LDAの列は計算で構造最適化した結果を示す。

PbTiO3，BaTiO3とも格子定数および原子の対称な位置か

らのずれが文献値とよい一致をしており，計算の確からし

さが確認された。PbTiO3の場合，Ti 原子を＋4価，Pb 原

子を＋2価，O原子を－2価として，原子位置のずれの大

きさと積をとり自発分極量を見積もると 57 µC/cm2が得

られ，文献値（75 µC/cm2）に近い値が得られることを確

認した。

SnTiO3においても Sn 原子が＋2価として同様に自発分

極量を見積もると 73 µC/cm2が得られ，PbTiO3 並みに大

きいことが予想される。

計算の第二段階は，得られた最適化構造における電子状

態密度（DOS）計算である。結果を図３に示す。あらかじ

め考察したように PbTiO3の場合，フェルミ面以下のエネ

ルギーにおいて Pbの 6s，6p準位は Oの 2p準位と混成し

ているが，BaTiO3における Baの 5p準位はフェルミ面以

下 10eV 付近に状態密度を持つため Oの 2p準位と混成し

ていない。一方，SnTiO3の DOSは PbTiO3のそれとよく

似ており，Snの 5s，5p準位が Oの 2p準位と混成してい

る。この DOSを見ると SnTiO3が強誘電体であることが

理解できる。

３.４ コンビナトリアル成膜による合成

SnTiO3を通常の焼結法で合成を試みたところうまく形

成することはできなかった。Snは酸化雰囲気で＋４価に

なりやすく，＋2価である SnOは空気中で徐々に酸化さ

れ SnO2に変化する。よって，空気中で SnOと TiO2を混

合し 1,400 ℃程度の高温で焼結させても，Snは酸化され

ルチル構造の SnTiO4が生成してしまう。そのためペロブ

スカイト構造の SnTiO3はこれまで合成されずに報告例が
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図３　電子状態密度計算の結果

表１　構造最適化計算の結果 

SnTiO3 （正方晶） 

a　 b＝ 

LDA 

3.800 

4.094 

0.000 

0.564 

0.661 

0.137

Exp.

c

u（Sn） 

u（Ti） 

u（O1，O2） 

u（O3） 

PbTiO3 （正方晶） 

a　 b＝ 

LDA 

3.881 

4.183 

0.000 

0.539 

0.615 

0.115

Exp. 

3.899 

4.153 

0.000 

0.538 

0.612 

0.117

c

u（Pb） 

u（Ti） 

u（O1，O2） 

u（O3） 

BaTiO3 （菱面体晶） 

a　 b　 c＝ 

＝ α 

Δ 

Δ 

Δ 

Δ 

β ＝ γ 

＝ 

LDA 

4.002 

89.8 

0.014 

0.000 

0.033 

0.043

Exp. 

4.001 

89.8 

0.013 

0.000 

0.024 

0.031

（Ba） 

（Ti） 

x 

z
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なかったものと思われる。しかし，第一原理計算結果が示

すように SnTiO3がペロブスカイト型結晶でエネルギー的

に安定であることが示されているので，超高真空中で非平

衡成膜法の PLD〔パルスレーザ堆積（たいせき）〕法によ

れば合成できる可能性があると考えた。PLD 法は真空容

器中に設置したターゲット（焼結体または単結晶）にエキ

シマレーザをパルス状に照射しプラズマ化したターゲット

粒子を加熱した基板に堆積し薄膜成長させる方法であり，

酸化物薄膜をエピタキシャル成長させる手段として最も優

れた成膜方法の一つである。そこで東京工業大学鯉沼研究

室と共同研究を行い，同研究室所有の組成温度コンビナト

リアル装置を用い合成条件の検討を行った。図４は 2 元組

成コンビナトリアルにおけるマスクの移動および薄膜堆積

順序を示す。基板に対し可動マスクは位置 A/Bおよび

C/Dと動く。A/Bの期間にターゲット Xをアブレー

ションし蒸発させて，C/Dの期間にターゲット Yをアブ

レーションし蒸発させると，基板上領域①には組成

X100 ％の薄膜が，領域③には組成Y100%の薄膜が，中間

の領域②においては位置により組成 Xと組成 Yを傾斜堆

積することができる。今回はターゲット Xに TiO2を，

ターゲット Yに SnOを用いた。また，基板ホルダの上側

だけを YAGレーザで集光加熱することで基板ホルダに温

度傾斜をつけることができ，この方式で基板温度条件をお

よそ 200 ℃変えた実験が一度で行えた。基板は LaAlO3

（100）面単結晶を用いた（LAO基板と略す）。SnTiO3は

第一原理計算から ab面の格子定数が 3.80
。
Aと見積もられ，

LAO基板の格子定数 3.79
。
Aと整合性が非常によいと考え

られる。

３.５ コンビナトリアルX線測定によるコンビナトリアル膜

の評価

コンビナトリアル成膜により得られる大量の試料を詳細

かつ高速に評価するため，薄膜の評価方法にもコンビナト

リアル手法を適用している。薄膜の構造解析はＸ線回折法

（XRD）でなされるが，通常の XRD測定ではビーム幅が

広いため，目的のピークが得られても，薄膜のどの領域に

存在するかを特定することができない。そこで，ビーム径

を絞り微小領域ごとに測定のできるコンビナトリアルＸ線

測定を行った。すると図５に示す丸で囲んだ限られた領域

のみ，わずかな強度であるがペロブスカイト相を示す 43.9

degにピークが得られ，SnTiO3がエピタキシャル成長す

るとした予想結果と一致した。次に，その領域にのみＸ線

が照射されるように光学系を工夫し，非対称面の測定を
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行ったところ，図６に示すように SnTiO3（303）ピークを

測定することができ，格子定数は a＝ b＝3.78
。
A，c＝4.08

。
Aと見積もられ，第一原理計算による予想値（a＝ b＝

3.80
。
A，c＝ 4.09

。
A）とよい一致を示した。温度コンビナ

トリアルによる最適基板温度は 600 ℃付近であったことか

ら，今後は得られた成膜最適条件にて大量合成し，強誘電

性の確認をしていく。また，第一原理分子動力学法を用い

室温における物性を予測し実験結果と比較していく計画で

ある。

材料設計シミュレーションの将来

多くの強誘電体材料は，不純物を混ぜることにより特性

の向上がなされている。また，その高い超伝導転移温度で

常識を破った酸化物高温超伝導体 La2－xBaxCuO4は 4 元系

であり，転移温度が 100Kを超える Bi 系や水銀（Hg）系

は 5 元系であることからすると，やみくもに物質を合成す

ることは効率が悪い。そこで材料シミュレーションに期待

したいところである。そのため富士電機では，東北大学の

宮本研究室と共同研究を行い，高速化計算手法の開発に取

り組んでいる。計算時間の大幅な短縮が可能になれば，コ

ンビナトリアル的にありとあらゆる元素の組合せについて

シミュレーション（コンビナトリアル計算化学と呼ばれる）

を行い，新しい材料を設計することが可能になる。また，

材料設計シミュレーションはセラミック材料，触媒材料，

半導体材料といった化合物物性の予測のみならず，化学反

応も取り込んだシミュレーションを行うことにより，界

面・表面現象や機械工学トライボロジーなどに展開できる

と期待されている。

あとがき

世界を相手に技術競争に勝ち抜くためには，人まねや従

来品の延長上の改良ではない真の材料開発による製品の差

別化を図ることが重要である。そのための技術コンセプト

がコンビナトリアル計算で新材料を設計し，コンビナトリ

アル成膜で合成し，コンビナトリアル評価により成膜条件

の絞込みを行う手法であり，それにより常識の壁を破る材

料が開発できると考えている。そして，省エネルギー・低

環境負荷のデバイスを提供することにより，社会に貢献し

ていく所存である。

本研究は，東京工業大学鯉沼研究室殿，材料・物質研究

機構ナノマテリアル研究所殿，東北大学宮本研究室殿との

共同研究成果である。また，焼結法による試料合成は共立

マテリアル（株）殿，薄膜 4軸Ｘ線測定は理学電機（株）殿に

ご協力いただいた。関係各位に心から謝意を表する次第で

ある。
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解　説 運動解析シミュレーション

要素間に発生する力，トルク，重力などを定義する

ことによってモデルを作成すると，シミュレーション

ツールが運動方程式を自動的に定式化して，時間ス

テップごとの運動情報を算出する。すべての要素は剛

体で構成されるため，要素内の変形は考慮されない

（ただし，ばねを連結した離散化モデルで変形させる

ことにより近似可能）。有限要素法（FEM）による解

析手法と違い，マクロ的な視点で近似した計算である

ため，計算時間が短いことが特徴である。

航空・自動車業界で広く使われており，主にリンク

機構の挙動解析事例が多い。

運動方程式の定式化 

力 
トルク 

機械システム 
（リンク，カムなど） 

物性値 
ジョイント定義 
拘束定義 
接触力定義 

運動 

（加速度）=（力）/（質量） 

位置 
速度 
加速度 
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変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，省エネルギーシステム，新エネルギーシステム

機器・制御カンパニー
電磁開閉器，操作表示機器，制御リレー，タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配

電機器，電力制御機器，電力監視機器，交流電力調整器，検出用スイッチ，プログラマブルコントローラ，プログラマブル

操作表示器，ネットワーク機器，インダクションモータ，同期モータ，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，クーラ

ントポンプ，ブロワ，汎用インバータ，サーボシステム，加熱用インバータ，UPS，ミニUPS

磁気記録媒体，パワートランジスタ，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリシック IC，

ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ，感光体およびその周辺装置

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショーケー

ス，ホテルベンダシステム，カードシステム

原 嶋 孝 一



製造業においては，従来にない独創的な発想に基づく新しい製品

コンセプトの創出と同時にそれを実現するための設計手段として，

コンピュータを用いたシミュレーションを事前の現象把握のため，

製品開発やシステム解析に積極的に活用している。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展望する。

富士電機のシミュレーション技術への取組み

北出 雄二郎

富士時報 Vol.76 No.4 p.205-206（2003）

電力系統の安定的な運用を維持しながら，分散型電源の導入の促

進を図るためには，分散型電源が混在した電力系統についてのシ

ミュレーション技術が重要となる。本稿では，配電系統における分

散型電源連系時の課題について整理し，これらの課題に対するシ

ミュレーション技術について，分散型電源のモデル化技術，解析例

などを紹介する。

分散型電源のシミュレーション技術

小島　　浩 中西　要祐

富士時報 Vol.76 No.4 p.207-211（2003）

科学技術計算は，製品の設計・開発に不可欠な手法である。大規

模化する技術計算の高速化要求に対して，並列計算技術の適用は非

常に有効である。今回，並列計算による電磁界解析ソフトウェアを

開発し，これを変圧器の解析に適用した例を示す。解析結果は，実

現象とよく一致している。また対象全体の挙動が観察できることか

ら，大規模電磁界解析が変圧器の設計・開発に有用であることを述

べる。

並列計算による変圧器の三次元電磁界解析技術

松本　悟史 藤井　　清

富士時報 Vol.76 No.4 p.212-216（2003）

配線用遮断器（MCCB）の遮断性能を解析する三相短絡遮断シ

ミュレーションについて報告する。本シミュレーションでは，MC

CBの可動接点に作用する電磁反発力による運動方程式とアーク電

圧をモデル化した電気回路を逐次解析することにより，三相遮断現

象を解析することが可能となった。本シミュレーションを用いて解

析することにより，任意の回路条件における遮断性能を事前に推

定・評価することが可能である。

配線用遮断器の遮断シミュレーション技術

恩地　俊行 磯崎　　優 和田　正義

富士時報 Vol.76 No.4 p.217-220（2003）

パワーエレクトロニクス分野では，半導体デバイスの進展によっ

て電力変換装置の小型化・低価格化・高性能化などが進んでいる。

富士電機では，このような電力変換装置を短期間でさらなる高性能

化を実現するために，回路シミュレータによる回路設計を検討して

いる。今回，シミュレータとしてデバイスと回路モデルの連成シ

ミュレーションが可能な，ISE 社の ISE-TCADの適用を検討した。

本稿では，本シミュレータを用いて高圧 IGBTを適用した回路を例

に，幾つかの事例について解析を行い，その結果を紹介する。

半導体デバイスと回路の連成シミュレーション解析技術

阿部　　康 丸山　宏二

富士時報 Vol.76 No.4 p.221-224（2003）

富士電機では地球温暖化防止のために，自動販売機の消費電力を

2001 年までに約 59 ％低減してきたが，さらなる省エネルギーに取

り組んでいる。自動販売機はファンで空気を循環させることにより

飲料を加熱・冷却しているので，流れの挙動が消費電力に影響する。

しかし，自動販売機内部は構造が複雑で，実験などにより大まかな

流れを把握するにとどまっていた。本稿では，ステレオ PIV 装置

で可視化したファン特性をデータベース化して組み込み，流れの挙

動が把握できる自動販売機用の熱流体シミュレータを開発したので

紹介する。

自動販売機庫内の気流解析技術

齋藤　秀介 久保山 公道

富士時報 Vol.76 No.4 p.225-228（2003）

自動販売機の最適設計のため，収納庫（ラック）内における缶商

品の落下挙動シミュレーション技術を確立した。液体を封入した中

空物体である商品の転がり，跳ね返り，姿勢の挙動を定量的に，か

つ短時間で解析するため，商品や機器内の通路部品を剛体として近

似モデル化し，運動解析シミュレーションを用いて三次元挙動解析

を行う。解析の結果と実機挙動がよく一致したため，本解析手法の

妥当性が確認できた。この手法により，設計図面から商品の落下挙

動を定量的に予測することが可能であるため，開発効率の向上が図

れる。

自動販売機ラック内の商品挙動解析技術

山田　隆典 中山　和哉

富士時報 Vol.76 No.4 p.229-232（2003）

開発期間の短縮，品質向上，性能向上，コスト削減に対して，限

られた条件・期間の中で最適な構造を設計しなければならない。こ

のような状況の中，設計者の負担を軽減する手法として，コン

ピュータが最適な構造を決定する最適設計手法の利用が進みつつあ

る。本稿では，最適設計支援技術としてパワーエレクトロニクスに

用いられる冷却フィンの最適設計やプラスチックの射出成形条件の

最適化に対する適用事例を紹介する。

シミュレーションによる最適設計支援技術

坂田　昌良 松本　廣太

富士時報 Vol.76 No.4 p.233-236（2003）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

Simulation technology for electrical power systems, including dis-
tributed power supplies, is important for promoting the adoption of dis-
tributed power supplies while maintaining the stable operation of elec-
trical power systems. This paper describes the issues involved in link-
ing distributed power supplies within an electrical power distribution
system, and introduces modeling technology and example analyses of
distributed power supplies used in the simulations.

Simulation Technology for Distributed Power 
Supplies

Hiroshi Kojima Yosuke Nakanishi

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.4 p.207-211  (2003)

Computer-based simulations are actively used in the manufactur-
ing industry as a design tool to develop new and unconventional prod-
uct concepts and to realize them instantaneously. Computer simula-
tions are performed during the stages of product development and sys-
tem analysis to gain an advance understanding of phenomena. This
paper gives an overview of the trends of simulation technology and Fuji
Electric’s efforts in this field.

Fuji Electric’s Efforts in the Field of Simulation 
Technology

Yujiro Kitaide

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.4 p.205-206  (2003)

This paper describes the simulation of interrupted 3-phase short-
circuit current for analysis of the interrupted performance of a molded-
case circuit breaker (MCCB). This simulation technique makes it pos-
sible to analyze 3-phase interrupting phenomena by performing
sequential analyses of an electrical circuit model based on the arc volt-
age and equations of motion due to the electromagnetic repulsive force
acting upon the MCCB’s moveable contact. Use of this simulation tech-
nique to perform analyses enables the advance estimation and evalua-
tion of interrupting performance under arbitrary circuit conditions.

Computer Simulation of Molded-case Circuit 
Breaker Interruption

Toshiyuki Onchi Masaru Isozaki Masayoshi Wada

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.4 p.217-220  (2003)

Technical computation is an indispensable technique for product
design and development. The application of parallel computing is
extremely effective in meeting the needs for faster and larger-scale
technical computations. Parallel computing-based electromagnetic
analysis software has been developed and applied to the analysis of
transformers. This paper presents examples of this analysis, the
results of which are in good agreement with actual phenomena. Large-
scale electromagnetic analysis enables the total behavior of a subject to
be observed, and is therefore useful in the design and development of
transformers.

Parallel 3-D Electromagnetic Computation for a 
Transformer

Satoshi Matsumoto Kiyoshi Fujii

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.4 p.212-216  (2003)

As part of Fuji Electric’s measures to help curb global warming,
we decreased the power consumption of our automated vending
machines by approximately 59 % by year 2001, and are making efforts
to conserve energy even further. Automated vending machines use
fans to circulate air to heat or cool beverages, and the behavior of this
air flow influences the power consumption. However, the internal con-
struction of an automated vending machine is complex and previous
attempts to experimentally determine the flow were only able to pro-
vide a rough understanding. This paper describes a thermal flow simu-
lator that has been developed for use in automated vending machines
and which enables flow behavior to be understood by building a data-
base of fan characteristics observed by a stereo PIV system.

Fluid Flow Simulation Technology for Vending 
Machine

Shusuke Saitoh Kimimasa Kuboyama

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.4 p.225-228  (2003)

In the field of power electronics, advances in semiconductor device
technology have driven the trends toward miniaturization, lower price
and higher performance of power converters. Fuji Electric is studying
simulator-based circuit design techniques in order to realize such
power converters with even superior performance, and within a short
turn around time from conception to development. Application of ISE
Integrated Systems Engineering’s ISE-TCAD simulator, which allows
for mixed device and circuit simulation, was studied. This paper pre-
sents the results of using that simulator to analyze several actual
examples of circuits containing high-voltage IGBTs.

Mixed Device and Circuit Simulation Technology

Yasushi Abe Koji Maruyama

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.4 p.221-224  (2003)

While responding to requests for shorter development times,
higher product quality, enhanced performance and cost reduction, opti-
mum structures must be designed within certain constraints and lim-
ited time. Under these circumstances, optimal design technology that
uses a computer to determine the optimal structure is being promoted
to ease the burden on the designers. This paper presents several
examples of optimum structural design, the optimum design of cooling
fins used in power electronics and the optimization of conditions for the
injection molding of plastic.

Simulation Technology for Optimum Structural 
Design

Masayoshi Sakata Kota Matsumoto

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.4 p.233-236  (2003)

In order to optimize the design of automated vending machines,
technology has been developed to simulate the behavior of cans falling
in a storage compartment (rack). Kinematic analysis simulation tech-
nology is employed to analyze–quantitatively and within a short
amount of time–the rolling and rebounding behavior and orientation of
can which are hollow bodies that encapsulate a liquid. We modeled the
products and passageway components inside the machine as rigid bod-
ies and analyzed their 3-dimensional behavior. The good agreement
between the analysis results and actual behavior confirmed the suit-
ability of this analysis method. This method enables the falling behav-
ior of can to be estimated quantitatively based on the design drawings,
and thereby enhances development efficiency.

Dynamic Analysis of Can Behavior in Vending 
Machine’s Rack

Takanori Yamada Kazuya Nakayama

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.4 p.229-232  (2003)



HDD媒体の潤滑剤は耐摩耗性，耐衝撃性に関し重要な役割を果

たしており，その流動特性はスピンオフ特性や復元過程に影響する。

潤滑剤の選定のため流動特性をなるべく簡単なパラメータで整理す

ることが重要である。これまで初期形状がステップ状と仮定した場

合の拡散係数が用いられてきた。初期形状は実際にはステップ状で

なく，拡散係数を大きく見積もる問題があった。ここでは初期形状

に測定データを用い数値計算で正確な拡散係数を求める方法を説明

し，適用例を示した。この算定方法は測定結果とよく一致した。

HDD媒体の潤滑剤流動シミュレーション技術

岡　　峰夫

富士時報 Vol.76 No.4 p.237-240（2003）

ペロブスカイト型の遷移金属酸化物は多彩な機能を有する材料群

であり，薄膜デバイス応用に有望な新物質が見いだされる可能性が

高い。富士電機では，材料開発による製品の差別化を目指しており，

第一原理計算を用いた材料設計シミュレーションによる材料探索を

行っている。また，材料探索を超高速化・超効率化する方法論とし

て，近年注目されているコンビナトリアル手法を用いて新物質の合

成条件検討を行っている。本稿では，新規な強誘電体材料の開発に

取り組んだ例を紹介する。

材料設計シミュレーション技術

小西　義則 大沢　通夫 米澤　喜幸

富士時報 Vol.76 No.4 p.241-245（2003）



Perovskite-type transition metal oxides have such versatile prop-
erties that there is a great chance of finding new materials which are
useful for thin film device applications. Fuji Electric is developing new
materials in order to differentiate our products from those of our com-
petitors. We search for new materials by performing material design
simulations using first-principles calculations. Combinatorial methods,
which enable high-throughput synthesis and screening, have been used
to study the conditions for synthesizing new materials. This paper
describes an example of our efforts in developing new ferroelectric
materials.

Material Design Simulation by First-principles 
Calculations

Yoshinori Konishi Michio Ohsawa Yoshiyuki Yonezawa

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.4 p.241-245  (2003)

The lubricant on HDD media has an important role in determining
abrasion resistance and impact resistance, and its flow characteristics
affect the spin-off characteristics and recovery process. When selecting
lubricants, it is important that they be cataloged according to flow char-
acteristics using the simplest possible parameters. Previous research
used diffusion coefficients that assumed the initial lubricant thickness
to be a step function. That assumption, however, led to the problem of
overestimation of the diffusion coefficient because the initial distribu-
tion is not actually a step function. This paper describes a new method
for accurately computing the diffusion coefficient by combining experi-
mentally measured data and numerical computation, and presents an
example application. Calculated values agree well with experimentally
measured results. 

Numerical Simulation Technology for Lubricant Flow 
on HDD Media

Mineo Oka

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.4 p.237-240  (2003)



ピーク解析 

切削変動解析 

シミュレーション診断 

設備管理 工作条件・工具・実績管理 
（Main Gate） 

診断結果のWeb配信 

高速アナログ診断端末 

温度，振動監視など 

監視端末 

電力監視 

ホール素子CT

（１）生産設備の稼動状態を学習して状態予測をするシミュレー 

　　ション診断, 複数の特徴量（状態信号）に対するファジィ測度 

　　による複合診断などの各種診断アルゴリズムを搭載。 

（２）工作条件・工具・実績管理などを実現するライン情報システ 

　　ム（Main Gate）と連携し, 設備能力データベースの構築が可能。 

（３）保全担当者が容易に使いこなせる切削サイクルを主とした分 

        析・シミュレーション機能の搭載。 

　™切削サイクルごとのデータを学習することにより包絡診断用 

　　の判定パターンである包絡帯を生成。また，生成した包絡帯 

　　における診断の適用性を解析。 

　™切削サイクルごとのピーク変動を分析することにより特徴量 

　　としてとらえるタイミングなどを算出。 

　™切削サイクルごとの電力量遷移から負荷変動による異常兆候 

　　を診断する適用性を解析。 

（１）電流, 電圧, 温度などのセンサ信号, 稼動タイミング信号など 

 多様な信号の取込みを可能にし, 上下限監視による警報出力 

 が可能な高速アナログ診断端末を用意。 

　™最大４chのアナログ量を同時記録・表示可能。 

　™計測サイクルを最大８領域に分割して, 最大（最小）値の測定・ 

　　記録が可能。 

　™各領域ごとに, 上下限・上上下下限の監視, 警報出力が可能。 

（２）収集データをCSV形式で保存することにより, 独自の解析が 

　　可能。 

（３）インバータ・サーボの二次側電力値の計測を可能とするホー 

　　ル素子CTを用意。 

 

       　 ※ファジィ測度：東京工業大学 菅野教授によって提案された概念 

■分析・診断機能の特長 ■データ収集機能の特長 

※ 

 富士電機の 
 生産設備用オンライン診断システム 

本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目3番1号（日本生命仙台ビル）
北 陸 支 社 1（076）441-1231 〒930-0004 富山市桜橋通り3番1号（富山電気ビル）
中 部 支 社 1（052）204-0290 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0022 広島市中区銀山町14番18号
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 さいたま市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
北 関 東 支 店 1（048）648-6600 〒331-0852 さいたま市桜木町一丁目9番1号（三谷ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0702 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
兵 庫 支 店 1（078）325-8185 〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地（井門神戸ビル）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0024 岡山市駅元町1番6号（岡山フコク生命駅前ビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）
沖 縄 支 店 1（098）862-8625 〒900-0004 那覇市銘苅二丁目4番51号（ジェイ・ツービル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8801 旭川市緑が丘東一条四丁目1番19号（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町二丁目18番18号
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（017）777-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0021 盛岡市中央通一丁目7番25号（朝日生命盛岡中央通ビル）
秋 田 営 業 所 1（018）824-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8033 郡山市亀田一丁目2番5号
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目7番33号（あいおい損保・水戸第一ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
栃 木 営 業 所 1（028）639-1151 〒321-0953 宇都宮市東宿郷三丁目1番9号（USK東宿郷ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
長 野 営 業 所 1（026）228-0475 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
甲 信 営 業 所 1（026）336-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
松 本 営 業 所 1（0263）40-3001 〒390-0852 松本市島立943番地（ハーモネートビル）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
京 滋 営 業 所 1（075）253-6081 〒604-8162 京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637（朝日生命京都ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1（損保ジャパン松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0805 宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）812-6522 〒890-0046 鹿児島市西田一丁目5番1号（GEエジソンビル鹿児島）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
千 葉 製 作 所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
技術開発・生産センター 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
機 器 製 作 所 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：富士電機システムズ株式会社 サービス事業本部 電話（03）3515-7672



昭和40年6月3日　第三種郵便物認可　平成15年4月10日発行（毎月1回10日発行）富士時報　第76巻　第4号（通巻第817号） ISSN 0367-3332

定価525円（本体500円）

昭和40年6月3日　第三種郵便物認可　平成15年4月10日発行（毎月1回10日発行）富士時報　第76巻　第4号（通巻第817号）

本誌は再生紙を使用しています。

シミュレーション技術特集




