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まえがき

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
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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
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表１　冷却フィンの問題設定 
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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 
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1.138 

1.221
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83.73
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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
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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 
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図１０　成形後のケース変形
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