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機械設計は要素単品だけではなく，機械システ

大富が生徒役になり，Modelica の専門家である平

ムとしての評価がより重要となってきている。こ

野が先生役となり，生徒の疑問に先生が応える対

のようなシステム開発では，要求仕様を定義した

話形式で Modelica を解きほぐし，一般の機械設計

後に実際のシステムを設計，動作や効果を確認す

者がModelicaを活用できるようになることをめざ

る検証プロセスに移る。システム開発において，

す。 第 1 回は， そもそもなぜ Modelica なのか，

ものを作った後に不具合が発覚し，開発が手戻り

Modelica とは何かについて話を進める。

するのを防ぐには，あらかじめ，システムの挙動

これからの機械設計に
求められるものは何ですか

を数理的に記述したモデルを作成，モデルによる
シミュレーションでシステムや部品の挙動を予
測・確認しておくことが有効である。このような

現状のものづくりは顧客ニーズの多様化，これ

開発手法をモデルベース開発
（MBD：Model Based

に伴う製品・システムの複合化に対応する必要に

Development）
，また，より広い概念としての設計

迫られている。具体的には製品・システムの複合

手法を 1DCAE と呼ぶ。1DCAE・MBD で使用され

化に伴い，従来の機械（メカ）中心設計からメカ・

るシステム全体のモデルとして，集中定数系の微

エレキ・ソフト融合設計へ，また，顧客ニーズの

分方程式で動的な挙動を記述するモデルが使用さ

多様化に伴い，製品（もの）にとどまらず，これを

1）

れる。これらのモデルを 1D モデル，シミュレー

使用するユーザー（ひと），使用する環境・状況

ションツールを 1D CAE と呼ぶ。一方，3 次元形

（場）を考慮した設計が必須となっている。すなわ

状に基づく有限要素法モデルは 3D モデル，シミ

ち，図 1 に示すようにものづくりの対象は 1990 年

ュレーションツールを 3D CAE と呼ぶ。1D CAE

以前のメカ主体のものから1990年代以降のメカ・

によるシステム全体の仕様・動作検証を行った後， エレキ・ソフトが融合したものへ，そして 2000 年
3D CAE による各部品の詳細設計を進めることが

以降はもの（メカ・エレキ・ソフト融合）に加えて

推奨される。
本連載講座では，1D モデルの記述法として，
各要素の挙動を方程式で記述した要素部品モデル
を組み合せてシステム全体のモデルを構築するた

もの
メカ・エレキ・
ソフト融合

もの
メカ主体

めのモデリング言語としてのModelicaの活用法を

もの
メカ・エレキ・
ソフト融合

紹介する。Modelica に関する専門書2），解説書3）,4）
は存在するが，いずれも一般の機械設計者には若
干敷居が高い。そこで，一般の機械設計者である
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ひとの多様性，場の影響を考慮した三位一体へと

ども，ファン（流体），モータ（電磁気），バッテリ（化

変遷している。このことはものづくりが従来のも

学）に関して，その現象を原理原則で理解する必

の（メカ）
中心からの変革を要求されていることを

要がある。しかしながら，一般の機械設計者にと

意味する。 すなわち，設計を行う際にものをメ

って，種々の現象を理解し，定式化，モデリング

カ・エレキ・ソフト一体として扱うだけでなく，

することは容易ではなく，また，現実的ではない。

ものを使用するひと，これを取り巻く場も含めて

Modelica では，種々の現象に関するモデルがライ

これらを設計対象とすることを意味し，従来の設

ブラリとして準備されており，これを用いること

計の考え方・手法では対応できなくなっているこ

により，図 2 の 1D モデルを構築することができる。

とを意味する。以上がシステムシミュレーション

ここで重要なことはこのようなライブラリをブラ

を必要としている背景である。すなわち，機械設

ックボックス的に用いるのではなく，その中身

計者といえども，電気，制御，社会，環境を考慮

（Modelica では各ライブラリの中身が公開されて

した評価
（シミュレーション）
が必要な時期を迎え

いる）を自分なりに理解して活用することである。

ている。これを可能とするのが Modelica に代表さ

このようなプロセスを経ることにより，多くの領

れる近年のモデリング言語と言える。

域に関する学習を能動的に実施することができる。

具体的事例でもう少し
説明してくれますか

物理モデリングの方法について
教えて下さい

例として，コードレスクリーナを考える。クリ

従来の物理モデリングでは，いったん，ユーザ

ーナは従来，キャニスター型の AC 電源で駆動す

ーが物理方程式群を手で解いた後，それらの式を

るものが主体であったが，最近はバッテリ駆動の

ブロック線図形式で記述していく方法が一般的で

コードレスクリーナ主流となっている。コードレ

ある。物理方程式を解くには，何がブロックの入

スクリーナはファン，サイクロン，モータ（含む

力で何が出力かをあらかじめ指定しないといけな

制御）
，バッテリの主要要素から構成される。図 2

い。このため，このようなやり方は，因果的モデ

にコードレスクリーナの設計プロセスと各プロセ

リング（Causal Modeling）と呼ばれる。しかし，こ

スで使用するモデルを示す。構想設計では，各要

のやり方では，①書かれたブロック線図から元の

素の仕様を原理原則に則って決定する。統合設計

方程式が容易に分からない，②システム構成を変

では，コードレスクリーナというシステムの統合

えるごとに一から方程式を解き直し，モデルを作

設計により，全体最適を図る。この結果を受けて， り直す必要がある，③大規模なモデルでは，ブロ
詳細設計で形として実体化する。この際，統合設

ック間の信号線が複雑に絡み合い，理解が難しく

計で使用するのが 1D モデルで， このツールが

なる，など，使い勝手が良いとは言えない。

1D CAE である。したがって，機械設計者といえ

一方，近年，各要素部品の間でやり取りされる物
理量を定義し，各要素部品モデルの中では，それ

構想設計
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0Dモデル

らの物理量の間で成立する関係式のみを定義して
おき，それらの部品をあたかも実物のように組み
合せることで，全体システムのモデルを作成する
手法が提案されている。この手法は，各要素への

モータ
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バッテリ
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設計プロセスとモデリング
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入力，出力信号を予め決定しなくてよいため，非因
果的モデリング（Acausal Modeling）と呼ばれる。
因果的モデリングでは，モデルの動的挙動は，下式
のような常微分方程式による代入式で記述される。
dx
＝f
（x,u,t）
dt
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一方，非因果的モデリングでは，モデルの挙動
は，以下の微分代数方程式の形の関係式で表すこ

非因果的モデリングの言語としては，本講座で
取り上げる Modelica の他に，電気回路系で使われ
て い る VHDL AMS（IEEE が 管 理， 標 準 化 ）
，
Simulinkと組み合せて使用されるSimscapeがある。

図 3 のような一自由度系のばねマスモデルを考
えると，これを支配する運動方程式は下記となる。

Modelica は機械を中心とした複合領域に強いこと
から，本講座での対象とした。

2

dx
dx
＋C
＋kx＝f
（t）
dt2
dt

どのような経緯で Modelica が
生まれたのですか？

上式をラプラス変換すると
ms2X（s）＋csX
（s）
＋kX
（s）
＝F
（s）

1976 年に，Lund 大学の Hilding Elmqvist により
考案された Dymola（Dynamic Modeling Language）

これから伝達関数は
G
（s）＝

ことに適している。

を表 1 に示す。

dx
x,u,tn＝0
dt

もう少し具体的な事例で
説明してくれますか

m

式で物理現象を表現する

見通しの良い形

因果的モデリングと非因果的モデリングの比較

とができる。
Fd

近く，1D CAE で言うところの

に端を発する。これは方程式ベースの非因果的モ

X（s）
1
＝
F
（s） ms2＋cs＋k

デリングで，モデルの再利用などを考慮した考え

となる。この関係をブロック線図で表現した図 4

方が含まれていた。Elmqvist は情報処理の研究者

が従来
（因果的モデリング）
の物理モデリングとな

で，今後一層，多様化，複雑化する情報を見据え

る。振動，制御の専門家にとっては図 4 のような

て，これらを統一的に扱うことのできる言語の開

ブロック線図は理解可能であるが，そうでない機

発を目指したものである。その後，多くの研究者

械設計者にはわかりにくい。

によるモデリング手法が提案され，Elmqvist はこ

一方，非因果的モデリングでは図 5 に示すよう

れら一連の手法を取り入れ，統一言語体系とする

に，実際の機械要素
（マス，ばね，減衰）
の構成に

た め の 活 動 を 行 い，1997 年 に 言 語 仕 様 と し て
Modelica 1.0 を発表した。2000 年には非営利団体
の Modelica 協会
（Modelica Association）を発足，現
在に至っている。

k

Modelica の概要について
教えて下さい

c

Modelica は，非因果的モデリング言語として，
（t）
f

最もよく使われているものである。欧州を中心に，

m

異種物理系モデルを統一して記述するためのモデ

x

図3

リング言語で，その仕様はシミュレーション技術

対象とする物理系

を研究する大学研究者やツールベンダーなどによ
kx

X（s）
F（s）
1
ms2＋cs＋k

図4
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k

dx
c
＋
dt
c
dx
c
＋kx ＋
dt
F（s） −
1
（t）
f ＋ c d 2 x m d2 x
dt2
dt2

従来の物理モデリング

って構成される非営利のModelica協会

x

によって策定されている。最近では，

dx
dt
1
s

Modelica は欧州内では広く認知され，

dx
dt

X（s）
1
s x X（t）

自動車やメカトロニクス，航空機，油
空圧機器，電気機器，化学プラントな
どの広い業界で応用が広がっている。
Modelica 協会では，Modelica 言語の仕
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