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ライオン株式会社 容器・包装技術研究所 様

液体衣料用洗剤「ハレタ」の液性を考慮した
ノズルキャップ設計にParticleworksを活用

ハミガキや洗剤、石けん、ヘアケア・スキンケア製品、薬品など人々の生活に密着した幅広いヘルスケ
ア製品を手掛けるライオン株式会社様は、
「健康」
「快適」
「清潔・衛生」を基本とした「よりよい生活
習慣づくり」を通じて、日々の暮らしに役立つ優良な製品・サービスを提供されています。創業よりす
でに120年以上という長い歴史をお持ちの同社ですが、近年の高齢化の進展や健康意識の高まりに
よるニーズの拡大、またデジタルエンジニアリングを活用した商品やサービスの企画開発など、ビジ
ネスを取り巻く環境は急速に変化しているということです。そのような中で製品パッケージの設計開
発を担われている容器・包装技術研究所の中川様、中村様に、Particleworksを活用した設計の取
り組みについてお話を伺いました。

最初に、こちらの研究所についてご紹介下さい。
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今回流体解析としてParticleworksを採用されたのは

ます。つまりノズルキャップの設計変更によって流下速度

何故ですか。

を向上させ、計量操作性を改善することを目的に流体解析
を行いました。

中川様：以前から、液体を入れた状態でのボトルの落下衝
撃解析は行っていましたが、それはボトルにかかる荷重を
調整するために液体を内部に入れているだけでしたので、
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本格的に液体のふるまいそのものを解析したことはありま
せんでした。今回Particleworksで解析したようなノズル
キャップの設計についても、従来製品の開発当時は3Dプ
リンタを導入したばかりでしたので、3Dプリンタで100近
くの試作品を作って実験をして、その中から最適な設計を
選定するというアプローチをとっており、流体解析をして
設計検討をするということは行っていなかったのです。そ
れに対して、昨年立ち上げた新ブランド「ハレタ」では、や
はり3Dプリンタを活用して実験は行っていますが、もう少
し科学的に検証したいという希望もあり、Particleworks
による液体挙動の評
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ハレタと従来型のノズルキャップ

ハレタ（洗剤を粒子で表現）

粒子の拡大表示
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な設計検討に用いら
れたのですか。
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液体洗剤を粒子でモデル化

具体的に解析の手順を教えて下さい。

らっとした「晴れ干し触感」を提供できるというもので、そ
の仕上がりを実現するために高粘度の組成物が入っていま

中村様：Particleworksの解析では、まず設計指標を策

す。これは高分子が入っている構造粘性というタイプのも

定するために、ノズルキャップの構成と流下速度との関係

ので、放って置くと粘度が上がります。つまり自己組織化し
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汚したりするかもしれません。そうならないように、快適な
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時間内で計量が終えられるような洗剤の流下が重要になり

量を設定しました。また、ボトルを傾ける動作を再現するた

ライオン株式会社 容器・包装技術研究所 様
め、解析開始後0秒から0.6秒の間にボトルが段階的に

中川様：今回良かったのは、速度勾配を感覚的に理解出来

110°
傾くよう強制回転を与えました。

たことです。速度勾配があること自体は判っていたのです
が、それがどの程度流下現象全体に影響を及ぼしているの
かを観察することができました。洗剤を流下させる場合、そ
の速度は一様ではなく、ノズルに近いところは遅く、遠いと

洗剤液面と開け口の距離

ころは速くなります。設計を変更することによる速度勾配
の違いを解析で可視化して、その結果を設計値にフィード

回転中心
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バックし、さらに最適な設計を検討していくという使い方
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洗剤量の設定と強制回転の定義

この条件に基づいて、ハレタと従来製品のノズルキャップ
形状を用いて流下解析を行い、解析結果を比較しました。
図4は縦断面の速度分布比較、図5は横断面の速度分布比

ね 。この 開 発 の 経 緯 は 、ボトル の 減 圧 解 析と合 わせて 、
2018年11月に行われた第56回全日本包装技術研究大
会にて発表を行い、優秀発表に選ばれました。
今回プロメテックの受託解析という形でのご利用はいかが
でしたでしょうか。

較です。これにより、ハレタのキャップの設計形状は流速が

中村様：まず粒子法そのものからご説明をいただき、大変

速い領域が広いことがわかります。また、ハレタ組成とハレ

勉強になりました。また、解析結果に関してもとても丁寧に

タ用に新開発したキャップの組み合わせと、従来組成と従

解説して下さったので、自分の中で咀嚼できて理解も興味

来キャップの組み合わせで流下速度の実験を行ったとこ

も深くなりました。解析の報告をいただいた後も、こういう

ろ、流下速度が140%も向上したことがわかりました。

ものが見たいという希望にも対応下さったので、非常にあ
りがたかったです。
中川様：最初から私たちが予測していた値に近い結果が出
ていましたので、やり直しや問題などもありませんでした。
一つよく考えて下さったと感心したことがあります。私たち
の実験では、キャップを付けた状態である角度までボトル
を倒して液の流下を見る機械を使用しています。その機械
は一定速度でボトルを傾けるのですが、プロメテックさん
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従来製品

図4 ハレタと従来製品のキャップ縦断面における洗剤の流出流速分布比較

が行って下さった解析では、ボトルを傾ける動作を2段階
に分け、いわゆる普通の人間の動作に近い動きを再現して
下さいました。実験用の機械にはそれは出来ません。私た
ちが何を求めているかをちゃんと理解してくれたおかげ
で、非常に適切な条件を最初から織り込めていたのではな
いかと思います。
今後実施してみたい解析などはございますか。
中村様：当社は液体を使った製品がほとんどですので、解
析はいろいろな分野に適用できると思います。例えば、ス
プレーを噴霧するときの噴霧パターンや、目薬の液滴の形
や大きさ、高粘度の練り物が入っている歯磨きなどのシ
ミュレーションが出来るといいですね。また、泡の表現にも
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従来製品

図5 ハレタと従来製品のキャップ横断面における洗剤の流出流速分布比較

興味があります。例えばボトル設計において充填適性の観
点も重要です。当社が扱う組成の中には、充填したときに
泡がたちやすい組成がありまして、充填適性を確認するた
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めに今はボトルサンプルを工場に持って行ってテストして

環境に良いものを開発しないといけません。そうすると、開

います。これをシミュレーションで評価出来たらと思います。

発としては難易度がどんどん上がっていくのだと思います。

泡については、プロメテックで開発している離散要素法

そうするとシミュレーションの用途も増えていきますね。解

ベースのGranuleworksと今回採用いただいた粒子法

析を使うことで試作の回数は減りそうでしょうか。

のParticleworksを連成させることでモデル化すると
いう方法があります。自動車エンジンのオイル中の気泡も

中川様：設計したものを見てみたいという設計者の思い自

その方法で解析しておりますので、適用できるかもしれま

体はなくならないし、3Dプリンタで簡単に試作が出来る状

せん。その他の課題についても、両社で継続的に検討でき

況が生まれた以上、減らないと思いますね。昔は試作と言
えば金型製作を必要とする手間がかかるものだったので、

るとありがたいです。

シミュレーションがそれを置き換えると大きな期待をされ
ていました。今は本来競合ではない３DプリンタとCAEが
ある意味競合になって来ていますよね。でもシミュレーショ
ンは、現象を理解するとか、次の手を考える時に道具とし
て使うとか、実験しても高速度カメラで見ないとわからな
い現象に対応させていけば良いのだと思います。この先も
いろいろなアプローチで設計開発に取り組んで行かないと
いけないので、粒子法についても技法として獲得していけ
ればと感じています。
中川様、中村様には、貴重なお話を聞かせていただき、誠

中川様：今後包装の設計は２極化していくのではないかと

にありがとうございました。引き続き、ライオン株式会社様

思っています。ボトルは長く使っていただけるしっかりした

のより良い製品開発をご支援できればと思っております。

ものを作って、詰め替えるものは薄くしてリサイクルし易く
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Particleworksは、MPS法（Moving Particle Simulation）の理論を採用したメッシュフリー流体解析ソフトウェアです。水や油な
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