
日立オートモティブシステムズ株式会社は、1930年より自動車用電装品の国産化に進出し、オルタ
ネーターなど日本初の電装品を次々と製作、生産、主要自動車メーカーへの部品納入を約80年続
けられてきた株式会社日立製作所の自動車機器事業部門が前身となっています。2009年7月に日
立から分社し、日立オートモティブシステムズとして新たなスタートを切られました。現在は、日本国
内だけでなく、欧州、アメリカ、アジア、中国に至るまで、計55社113拠点を抱えるグローバルカン
パニーとして、事業領域であるパワートレインシステム、シャシーシステム、先進運転支援システム
(ADAS)や、今後一層重要な技術領域となる電動化や自動運転を支えるシステムの開発・提供を進
められています。その日立オートモティブシステムズの製品設計・開発をCAE技術で支える、技術開
発統括本部 技術プラットフォーム本部 CAE技術開発部の高橋祐樹様に、ピストン開発へのParti-
cleworks適用についてお話を伺いました。

シミュレーションソフトウェアの利用状況を教えて下さい。

私はもともと構造解析が専門であり、入社して2年目まで
は主に構造や最適化のシミュレーションを担当していまし
た。現在は、主に熱流体に関する解析を担当しています。
Particleworksは2017年に導入し、それ以来2年使用
していますが、CAD形状の簡略化やメッシュ作成の手間が
省けるので、解析のための準備に時間がかかりませんし、
使い勝手という面でも非常に良く出来ていると思います。

高橋様の部門で取り組んでいる課題についてお聞かせ下
さい。

私の部門はCAE技術の取りまとめを行っているのですが、
その業務の一つがエンジン用部品の設計、開発へのシミュ
レーションの適用です。近年、自動車を取り巻く環境規制は

ますます厳しくなってきていますので、部品メーカーにはエ
ンジンの高効率化、つまり高圧縮比、高過給を図ることが
求められています。そのためにピストンのノッキングを防ぐ
ための冷却性能向上が一つの鍵となります。現在は、エン

ジンにオイルジェットとクーリングチャネルをつけたピスト
ンを用いることで冷却性能を上げることが多くなってきて
いますが（図1）、この冷却性能を予測することを目的に、
シミュレーションを行っています。

Particleworksはどのようにして選ばれたのですか。

今お話しした冷却性能評価のためのシミュレーションツー
ルの候補として挙がったのがParticleworksでした。また
FVM(Finite Volume Method)ベースの格子法ソフト
ウェアはもともと使用していましたので、それぞれの計算
準備時間や計算速度を比較して、有効な方を選ぶというこ
とにしました。ピストンのオイルジェットのシミュレーション
は、非定常計算で固体領域が移動する、そして解析領域に
対するオイル占有率が小さいという特徴があります。その
ため、FVMではオイルの表現をVOF(Volume of Fluid)
で行い、固体移動はテキストで書かれた移動プロファイル
をもとにモーフィングとリメッシュで制御を行いました。
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Particleworksではオイルの表現を粒子で行い、固体移
動は移動プロファイルのみで制御しています。

まず計算準備時間を比較したのですが、FVMではCADモ
デルの簡略化にかなりの時間を要しました。これは、メッ
シュ数の削減や細かなエッジやフィレットの簡略化に多くの
時間がかかったためです。この簡略化は、モーフィング時の
メッシュ破綻を抑制するために格子法では多くの場合必要
となります。この後、メッシュ作成、移動境界のマクロ作成、
解析条件の設定、テスト計算と進むのですが、この時は
CADモデルの簡略化が不十分だったために、テスト計算で
メッシュが破綻し、CADモデルを再度簡略化する工数が発
生しました。それに対してParticleworksはメッシュを使
用しないため、CADモデルの簡略化は必要なく、そこで時
間は大幅に削減されます。なお、Particleworksではクー
リングチャネルの平均熱伝達係数を評価する際に、粒子の
値をマッピングする形状が必要ですが、この形状のパッチ
面積の均一化を行うというひと手間は事前にかけました。
それでも計算準備の総時間について比較すると、結果的に
ParticleworksがFVMの1/3以下となりました。（図2）

計算速度や解析結果についての比較はいかがでしょうか。

FVMとParticleworksでメッシュ数や粒子数により解像
度を変えて計算時間と解析結果を比較しました。（図3：
PWはParticleworks）グラフの横軸はピストンの動作サ
イクル、縦軸がクーリングチャネルの壁面の平均熱伝達係数
です。FVMは実線で、PWは点線で表しています。FVMで
メッシュを細かくしてトリムメッシュからポリヘドラルメッ
シュに変えて解像度を上げていくと、Particleworksの結
果と近づきます。つまりParticleworksの結果はFVMの
高解像度のものと同傾向になりました。計算時間について
は、FVM（高解像度）は40.8時間、PWの方は8.7時間で
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すので、ParticleworksはFVMと結果が同等で計算時間
は約1/5となりました。この結果より今回の検証では、計
算速度においてもParticleworksの方が有利とわかりま
したので、オイルジェットによる冷却性能評価にParticle-
worksを選択しました。

では具体的にどのように冷却性能評価を行われたのでしょ
うか。

Particleworks6.1.2を使用して、エンジン回転数、オイ
ル流量を変更して熱伝達係数の傾向を比較しました。結果
として、回転数が高く流量が多いほど、熱伝達係数が高い
傾向が出ます。また、回転数が高くなると、熱伝達係数の上
昇の傾きは鈍化することがわかりました。次にクーリング
チャネル内のオイル充填率と熱伝達係数の関係についても
比較しました。（図4）回転数が上がると飽和充填率が下が
りますが熱伝達係数は上がるという傾向になっています。
この結果から、充填率よりエンジンの回転数が上がったこ

とによる攪拌効果の方が熱伝達係数への寄与が大きいと
いうことがわかりました。次に各回転の熱伝達係数のピー
ク（赤丸部分）に着目すると、熱伝達係数のピークは充填率
が20～35％の時で、回転数や流量によってピークとなる
充填率が異なる結果となりました。また、充填率が高すぎ
ると撹拌効果が減少し、クーリングチャネル内の充填率に
は最適値が存在することがわかりました。

次に、Particleworksと最適化ツールとを連携させて、
クーリングチャネル形状の最適化計算を行いました。最適
化計算では、最適化ツールで導出した入力変数をもとに、
クーリングチャネルの形状とマッピングの形状をCADで作
成します。そして作成した形状データをもとにParticle-
worksで解析を行い、結果を最適化ソフトに渡すという流
れを自動で繰り返し行って最適形状を求めていきます。

この目的はピストンの重量最適化、放熱能力(熱伝達係数×
伝熱面積)最大化です。入力変数はクーリングチャネルの穴
を形成している寸法５つ（図5）で、その組み合わせ数は
45,375通りになります。最適化アルゴリズムは、焼きなま
し法、遺伝的アルゴリズムを使用しました。この計算では、
最終的に計算数は325回、計算時間は74.5時間となりま
した。

最適計算結果ですが、図6で平均熱伝達係数は最大化のた
め右にいくほどよく、ピストン重量は最小化のため下に行
くほど良い結果ということになります。最適化の初期形状
は中央部にありますが、この初期形状よりも重量を少し妥
協すれば熱伝達係数が高いデザインが存在することがわか
ります。実際の形状で言いますと、横長形状のもので熱伝
達係数が高い傾向となっていました。それから、熱伝達係
数が一番高いデザインを最適解としたときに、初期形状と
比較してどういった点が優れているかも分析しました。そし

て、ピストンが上下運動し、ピストンの上死点、下死点前の
オイルが反転するタイミングで熱伝達係数の差が顕著であ
り、最適解では攪拌効果が大きい形状になっていることが
わかりました。

実際にParticleworksを使用してみた感想はいかがで
しょうか。

Particleworksによって、これまで課題であったピストン
の冷却性能評価を行い、最適な設計の指針を定めることが
出来ました。何より解析に必要な時間や手間を大幅に短縮
でき、納得できる結果を得られたことが大きいです。また、

本研究を進めるにあたり、色々とご協力下さったプロメ
テック・ソフトウェアのサポートの方々に御礼申し上げま
す。技術サポートは、回答も早く親身になってやっていただ
けるので、大変満足しています。機能面についてですが、解
析領域によってはParticleworksと格子法などの他のソ
フトウェアと適材適所で使い分けは必要ですが、Parti-
cleworksは現在の機能だけでも十分実用的と言えます。
今後利用範囲を拡げられるように、さらに改良を進めて
いっていただけるとありがたいです。

高橋様には、貴重なお話を聞かせていただき、誠にありが
とうございました。引き続き、日立オートモティブシステム
ズ株式会社様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。
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図1 ピストンオイルジェットシステム構成
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していますが、CAD形状の簡略化やメッシュ作成の手間が
省けるので、解析のための準備に時間がかかりませんし、
使い勝手という面でも非常に良く出来ていると思います。

高橋様の部門で取り組んでいる課題についてお聞かせ下
さい。

私の部門はCAE技術の取りまとめを行っているのですが、
その業務の一つがエンジン用部品の設計、開発へのシミュ
レーションの適用です。近年、自動車を取り巻く環境規制は

ますます厳しくなってきていますので、部品メーカーにはエ
ンジンの高効率化、つまり高圧縮比、高過給を図ることが
求められています。そのためにピストンのノッキングを防ぐ
ための冷却性能向上が一つの鍵となります。現在は、エン

ジンにオイルジェットとクーリングチャネルをつけたピスト
ンを用いることで冷却性能を上げることが多くなってきて
いますが（図1）、この冷却性能を予測することを目的に、
シミュレーションを行っています。

Particleworksはどのようにして選ばれたのですか。

今お話しした冷却性能評価のためのシミュレーションツー
ルの候補として挙がったのがParticleworksでした。また
FVM(Finite Volume Method)ベースの格子法ソフト
ウェアはもともと使用していましたので、それぞれの計算
準備時間や計算速度を比較して、有効な方を選ぶというこ
とにしました。ピストンのオイルジェットのシミュレーション
は、非定常計算で固体領域が移動する、そして解析領域に
対するオイル占有率が小さいという特徴があります。その
ため、FVMではオイルの表現をVOF(Volume of Fluid)
で行い、固体移動はテキストで書かれた移動プロファイル
をもとにモーフィングとリメッシュで制御を行いました。

Particleworksではオイルの表現を粒子で行い、固体移
動は移動プロファイルのみで制御しています。

まず計算準備時間を比較したのですが、FVMではCADモ
デルの簡略化にかなりの時間を要しました。これは、メッ
シュ数の削減や細かなエッジやフィレットの簡略化に多くの
時間がかかったためです。この簡略化は、モーフィング時の
メッシュ破綻を抑制するために格子法では多くの場合必要
となります。この後、メッシュ作成、移動境界のマクロ作成、
解析条件の設定、テスト計算と進むのですが、この時は
CADモデルの簡略化が不十分だったために、テスト計算で
メッシュが破綻し、CADモデルを再度簡略化する工数が発
生しました。それに対してParticleworksはメッシュを使
用しないため、CADモデルの簡略化は必要なく、そこで時
間は大幅に削減されます。なお、Particleworksではクー
リングチャネルの平均熱伝達係数を評価する際に、粒子の
値をマッピングする形状が必要ですが、この形状のパッチ
面積の均一化を行うというひと手間は事前にかけました。
それでも計算準備の総時間について比較すると、結果的に
ParticleworksがFVMの1/3以下となりました。（図2）

計算速度や解析結果についての比較はいかがでしょうか。

FVMとParticleworksでメッシュ数や粒子数により解像
度を変えて計算時間と解析結果を比較しました。（図3：
PWはParticleworks）グラフの横軸はピストンの動作サ
イクル、縦軸がクーリングチャネルの壁面の平均熱伝達係数
です。FVMは実線で、PWは点線で表しています。FVMで
メッシュを細かくしてトリムメッシュからポリヘドラルメッ
シュに変えて解像度を上げていくと、Particleworksの結
果と近づきます。つまりParticleworksの結果はFVMの
高解像度のものと同傾向になりました。計算時間について
は、FVM（高解像度）は40.8時間、PWの方は8.7時間で

すので、ParticleworksはFVMと結果が同等で計算時間
は約1/5となりました。この結果より今回の検証では、計
算速度においてもParticleworksの方が有利とわかりま
したので、オイルジェットによる冷却性能評価にParticle-
worksを選択しました。

では具体的にどのように冷却性能評価を行われたのでしょ
うか。

Particleworks6.1.2を使用して、エンジン回転数、オイ
ル流量を変更して熱伝達係数の傾向を比較しました。結果
として、回転数が高く流量が多いほど、熱伝達係数が高い
傾向が出ます。また、回転数が高くなると、熱伝達係数の上
昇の傾きは鈍化することがわかりました。次にクーリング
チャネル内のオイル充填率と熱伝達係数の関係についても
比較しました。（図4）回転数が上がると飽和充填率が下が
りますが熱伝達係数は上がるという傾向になっています。
この結果から、充填率よりエンジンの回転数が上がったこ

とによる攪拌効果の方が熱伝達係数への寄与が大きいと
いうことがわかりました。次に各回転の熱伝達係数のピー
ク（赤丸部分）に着目すると、熱伝達係数のピークは充填率
が20～35％の時で、回転数や流量によってピークとなる
充填率が異なる結果となりました。また、充填率が高すぎ
ると撹拌効果が減少し、クーリングチャネル内の充填率に
は最適値が存在することがわかりました。

次に、Particleworksと最適化ツールとを連携させて、
クーリングチャネル形状の最適化計算を行いました。最適
化計算では、最適化ツールで導出した入力変数をもとに、
クーリングチャネルの形状とマッピングの形状をCADで作
成します。そして作成した形状データをもとにParticle-
worksで解析を行い、結果を最適化ソフトに渡すという流
れを自動で繰り返し行って最適形状を求めていきます。

この目的はピストンの重量最適化、放熱能力(熱伝達係数×
伝熱面積)最大化です。入力変数はクーリングチャネルの穴
を形成している寸法５つ（図5）で、その組み合わせ数は
45,375通りになります。最適化アルゴリズムは、焼きなま
し法、遺伝的アルゴリズムを使用しました。この計算では、
最終的に計算数は325回、計算時間は74.5時間となりま
した。

最適計算結果ですが、図6で平均熱伝達係数は最大化のた
め右にいくほどよく、ピストン重量は最小化のため下に行
くほど良い結果ということになります。最適化の初期形状
は中央部にありますが、この初期形状よりも重量を少し妥
協すれば熱伝達係数が高いデザインが存在することがわか
ります。実際の形状で言いますと、横長形状のもので熱伝
達係数が高い傾向となっていました。それから、熱伝達係
数が一番高いデザインを最適解としたときに、初期形状と
比較してどういった点が優れているかも分析しました。そし

て、ピストンが上下運動し、ピストンの上死点、下死点前の
オイルが反転するタイミングで熱伝達係数の差が顕著であ
り、最適解では攪拌効果が大きい形状になっていることが
わかりました。

実際にParticleworksを使用してみた感想はいかがで
しょうか。

Particleworksによって、これまで課題であったピストン
の冷却性能評価を行い、最適な設計の指針を定めることが
出来ました。何より解析に必要な時間や手間を大幅に短縮
でき、納得できる結果を得られたことが大きいです。また、

本研究を進めるにあたり、色々とご協力下さったプロメ
テック・ソフトウェアのサポートの方々に御礼申し上げま
す。技術サポートは、回答も早く親身になってやっていただ
けるので、大変満足しています。機能面についてですが、解
析領域によってはParticleworksと格子法などの他のソ
フトウェアと適材適所で使い分けは必要ですが、Parti-
cleworksは現在の機能だけでも十分実用的と言えます。
今後利用範囲を拡げられるように、さらに改良を進めて
いっていただけるとありがたいです。

高橋様には、貴重なお話を聞かせていただき、誠にありが
とうございました。引き続き、日立オートモティブシステム
ズ株式会社様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。
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図3 FVMとParticleworksの解析結果比較 
 （HTC:熱伝達係数）

図4 クーリングチャネル内のオイル充填率と熱伝達 
 係数の関係（プロットの色は回転数の違い、プロッ 
 トの形が流量違いを表す）

図5 最適化計算の入力変数
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た。現在は、主に熱流体に関する解析を担当しています。
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していますが、CAD形状の簡略化やメッシュ作成の手間が
省けるので、解析のための準備に時間がかかりませんし、
使い勝手という面でも非常に良く出来ていると思います。
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その業務の一つがエンジン用部品の設計、開発へのシミュ
レーションの適用です。近年、自動車を取り巻く環境規制は

ますます厳しくなってきていますので、部品メーカーにはエ
ンジンの高効率化、つまり高圧縮比、高過給を図ることが
求められています。そのためにピストンのノッキングを防ぐ
ための冷却性能向上が一つの鍵となります。現在は、エン

ジンにオイルジェットとクーリングチャネルをつけたピスト
ンを用いることで冷却性能を上げることが多くなってきて
いますが（図1）、この冷却性能を予測することを目的に、
シミュレーションを行っています。

Particleworksはどのようにして選ばれたのですか。

今お話しした冷却性能評価のためのシミュレーションツー
ルの候補として挙がったのがParticleworksでした。また
FVM(Finite Volume Method)ベースの格子法ソフト
ウェアはもともと使用していましたので、それぞれの計算
準備時間や計算速度を比較して、有効な方を選ぶというこ
とにしました。ピストンのオイルジェットのシミュレーション
は、非定常計算で固体領域が移動する、そして解析領域に
対するオイル占有率が小さいという特徴があります。その
ため、FVMではオイルの表現をVOF(Volume of Fluid)
で行い、固体移動はテキストで書かれた移動プロファイル
をもとにモーフィングとリメッシュで制御を行いました。

Particleworksではオイルの表現を粒子で行い、固体移
動は移動プロファイルのみで制御しています。

まず計算準備時間を比較したのですが、FVMではCADモ
デルの簡略化にかなりの時間を要しました。これは、メッ
シュ数の削減や細かなエッジやフィレットの簡略化に多くの
時間がかかったためです。この簡略化は、モーフィング時の
メッシュ破綻を抑制するために格子法では多くの場合必要
となります。この後、メッシュ作成、移動境界のマクロ作成、
解析条件の設定、テスト計算と進むのですが、この時は
CADモデルの簡略化が不十分だったために、テスト計算で
メッシュが破綻し、CADモデルを再度簡略化する工数が発
生しました。それに対してParticleworksはメッシュを使
用しないため、CADモデルの簡略化は必要なく、そこで時
間は大幅に削減されます。なお、Particleworksではクー
リングチャネルの平均熱伝達係数を評価する際に、粒子の
値をマッピングする形状が必要ですが、この形状のパッチ
面積の均一化を行うというひと手間は事前にかけました。
それでも計算準備の総時間について比較すると、結果的に
ParticleworksがFVMの1/3以下となりました。（図2）

計算速度や解析結果についての比較はいかがでしょうか。

FVMとParticleworksでメッシュ数や粒子数により解像
度を変えて計算時間と解析結果を比較しました。（図3：
PWはParticleworks）グラフの横軸はピストンの動作サ
イクル、縦軸がクーリングチャネルの壁面の平均熱伝達係数
です。FVMは実線で、PWは点線で表しています。FVMで
メッシュを細かくしてトリムメッシュからポリヘドラルメッ
シュに変えて解像度を上げていくと、Particleworksの結
果と近づきます。つまりParticleworksの結果はFVMの
高解像度のものと同傾向になりました。計算時間について
は、FVM（高解像度）は40.8時間、PWの方は8.7時間で

すので、ParticleworksはFVMと結果が同等で計算時間
は約1/5となりました。この結果より今回の検証では、計
算速度においてもParticleworksの方が有利とわかりま
したので、オイルジェットによる冷却性能評価にParticle-
worksを選択しました。

では具体的にどのように冷却性能評価を行われたのでしょ
うか。

Particleworks6.1.2を使用して、エンジン回転数、オイ
ル流量を変更して熱伝達係数の傾向を比較しました。結果
として、回転数が高く流量が多いほど、熱伝達係数が高い
傾向が出ます。また、回転数が高くなると、熱伝達係数の上
昇の傾きは鈍化することがわかりました。次にクーリング
チャネル内のオイル充填率と熱伝達係数の関係についても
比較しました。（図4）回転数が上がると飽和充填率が下が
りますが熱伝達係数は上がるという傾向になっています。
この結果から、充填率よりエンジンの回転数が上がったこ

とによる攪拌効果の方が熱伝達係数への寄与が大きいと
いうことがわかりました。次に各回転の熱伝達係数のピー
ク（赤丸部分）に着目すると、熱伝達係数のピークは充填率
が20～35％の時で、回転数や流量によってピークとなる
充填率が異なる結果となりました。また、充填率が高すぎ
ると撹拌効果が減少し、クーリングチャネル内の充填率に
は最適値が存在することがわかりました。

次に、Particleworksと最適化ツールとを連携させて、
クーリングチャネル形状の最適化計算を行いました。最適
化計算では、最適化ツールで導出した入力変数をもとに、
クーリングチャネルの形状とマッピングの形状をCADで作
成します。そして作成した形状データをもとにParticle-
worksで解析を行い、結果を最適化ソフトに渡すという流
れを自動で繰り返し行って最適形状を求めていきます。

この目的はピストンの重量最適化、放熱能力(熱伝達係数×
伝熱面積)最大化です。入力変数はクーリングチャネルの穴
を形成している寸法５つ（図5）で、その組み合わせ数は
45,375通りになります。最適化アルゴリズムは、焼きなま
し法、遺伝的アルゴリズムを使用しました。この計算では、
最終的に計算数は325回、計算時間は74.5時間となりま
した。

最適計算結果ですが、図6で平均熱伝達係数は最大化のた
め右にいくほどよく、ピストン重量は最小化のため下に行
くほど良い結果ということになります。最適化の初期形状
は中央部にありますが、この初期形状よりも重量を少し妥
協すれば熱伝達係数が高いデザインが存在することがわか
ります。実際の形状で言いますと、横長形状のもので熱伝
達係数が高い傾向となっていました。それから、熱伝達係
数が一番高いデザインを最適解としたときに、初期形状と
比較してどういった点が優れているかも分析しました。そし
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オイルが反転するタイミングで熱伝達係数の差が顕著であ
り、最適解では攪拌効果が大きい形状になっていることが
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Particleworksによって、これまで課題であったピストン
の冷却性能評価を行い、最適な設計の指針を定めることが
出来ました。何より解析に必要な時間や手間を大幅に短縮
でき、納得できる結果を得られたことが大きいです。また、

本研究を進めるにあたり、色々とご協力下さったプロメ
テック・ソフトウェアのサポートの方々に御礼申し上げま
す。技術サポートは、回答も早く親身になってやっていただ
けるので、大変満足しています。機能面についてですが、解
析領域によってはParticleworksと格子法などの他のソ
フトウェアと適材適所で使い分けは必要ですが、Parti-
cleworksは現在の機能だけでも十分実用的と言えます。
今後利用範囲を拡げられるように、さらに改良を進めて
いっていただけるとありがたいです。
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本記事の内容は、取材時2019年12月の情報です。製品の機能および構
成などは取材時より変更されている可能性がありますので、予めご了承
下さい。最新の情報については、プロメテック・ソフトウェア
(sales@prometech.co.jp)までお問合せください。

図6 最適化計算結果
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