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１．会社概要

所在地

本社
（埼玉県飯能市大字双柳1264番地）

名古屋営業所
福岡営業所

資本金 1億円
設立 昭和４９年６月１０日（設立40周年）

従業員数 157名(平成26年6月1日現在)



１．会社概要



商品群

クリーンブース

１．会社概要

・エアシャワー ・ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ
・クリーンブース ・パスボックス
・クリーンユニット ・クリーンベンチ
・ｾｰﾌﾃｨｰｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ

・超省エネ型精密温湿度空調機

エアシャワー

ファンフィルターユニット

パスボックスホームエアシャワー
(一般家庭用)



１．会社概要

エアシャワー
クリーンルームや無菌室の入口に設置し、

作業者の衣服に付着しているホコリ等を除去。

内臓フィルターの選定で色々な用途に適用

・ＵＬＰＡフィルター

・ＨＥＰＡフィルター

・中性能フィルター

ｾｰﾌﾃｨｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

わずかな隙間やスペースに配置が可能な薄型

の空気清浄機

使用例

・医療の現場

・待合室

・オフィス等



１．会社概要

ファンフィルターユニット
(ＦＦＵ)

クリーンブース

外部のエアをファンで吸入して、

ＨＥＰＡフィルタを通してクリーンエアを室内へ

供給する。

局所的にクリーン環境を作ることが出来、

簡易クリーンルームとしても利用可能。

ファンフィルターユニットと併用が可能。



型式/ﾀｲﾌﾟ eONE-A1W / 水冷式

制御
範囲

温度 5～50℃

湿度 10～90%RH

制御
安定度

温度 ±0.03℃

湿度 ±0.2%RH

１．会社概要

・精度の高い温湿度管理
・電気料金

特許技術
冷凍回路制御技術と冷媒のPID制
御により、廃熱されていた冷媒ホット
ガスの熱を高効率で再利用すること
によるヒーターレス仕様



SolidWorks Flow Simulationを活用したことで、
設計の効率改善・製品の品質向上を実現した。

解析を行う⇒試作回数が減り設計効率が
改善

空気を可視化⇒高性能な製品開発が可能に
なり品質が向上

もっと幅広くシミュレーションを活用して設計効率改善・品質向上を目指す

⇒ＳＯＬＩＤＷＯＲＫＳ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ Ｐｒｅｍｉｕｍ活用は可能か？



冷凍回路とは
冷媒がコンプレッサー、凝縮機、膨張弁、冷却器内を配管を通
して循環することで、冷却する仕組みを持つ回路のことです。



コンプレッサーと配管の溶接部が折損した例

市場で配管折損が起きないように配管の試作を繰り返していた。

設計
1Day

試験
3Day

試験結果が良好になるまで繰り返し

採用
製作

14Day

コンプレッサーは内部で
ローターが回転している。

（振動している）



配管折損の主な原因



３８MPa

共振とは

共振を起こした配管は規定値より高い応力が働く。

共振を起こした配管例
配管応力測定値＝３８MPa＞１７MPa(社内規定値)
⇒共振を起こさない配管設計が必要

応力計測ポイント

・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの振動周波数58Hz
・配管の固有値58Hz

●

共振が起こると・・・
・騒音が大きくなる
・部品の寿命を早める



共振を起こさない配管とは・・・
⇒使用周波数領域を避けた固有値の設定

50Hz

配管

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

固有値ｆ（Ｈｚ）を高くする

・剛性ｋを高くする
・重量ｍを軽くする



制約1
固有値影響するﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ
・配管材質⇒×変更不可
・配管径⇒×変更不可
・配管形状⇒○変更可

変更可能なﾊﾟﾗﾒｰﾀｰは
配管形状のみ

配管設計の制約

制約2

剛性高い：弱い箇所への集中応力
剛性低い：共振の恐れ
適度な剛性が要求される



固有値解析とは・・・
⇒パーツモデルやアセンブリモデルを使用して

部品の固有値を解析出来る。

設定
・材料特性
・拘束条件



固有値解析検証の手順

(1)コンプレッサーの振動周波数を測定
目標とする固有値を決める為、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの振動周波数を測定する。

(2)固有値解析を用いた配管設計
(1)で求めたコンプレッサーの振動周波数を考慮して
固有値解析を行い配管設計をする。

(3)配管の実際の固有値を測定
設計した配管を実際に製作して固有値解析の結果と比較する。



(1)コンプレッサーの振動周波数を測定

ｆ＝４８Ｈｚ
コンプレッサーの振動周波数

写真のようにコンプレッサーに加速度
センサーを取り付けてコンプレッサー
の振動周波数を計測する。

加速度センサー



(2)固有値解析を用いた配管設計
固有値解析を行いコンプレッサーの振動周波数(48Ｈｚ)より10Ｈｚ～20Ｈｚ
高い（58Ｈｚ～68Ｈｚ）固有値の配管を設計する。

配管の固有値



(3)配管の実際の固有値検証
実際に設計した配管を製作して固有値を計測する。
配管にひずみゲージを貼り付け打撃を与え配管の振動周期を波形から読み取る。

配管の固有値

0.168秒で10周期
0.0168秒で1周期

ｆ＝1/0.0168
ｆ≒60Ｈｚ



検証結果
・振動周波数（48Hz）より高い固有値(60Hz)の配管設計ができた。
・解析(66Hz)より実際の固有値(60Hz)の方が低い値となった。

（要因の推測と課題）
解析では両端が完全固定された状態で実際とは異なる。

⇒現実に見合った、両端の支持の設定

（実際の設計）
・解析結果は、実測値よりも高くなる傾向にある為、10Ｈｚ程度の
マージンをもって固有値を設定すれば問題はない。

振動周波数：48Hz
固有値解析：66Hz

実測値：60Hz



・設計に掛かる経費が削減
・試作のリードタイム削減による

設計効率改善
(1Ｄａｙ+14Ｄａｙ+3Ｄａｙ＝18Ｄａｙ)

固有値解析を導入したことで

設計
1Day

試験
3Day

試験結果が良好になるまで繰り返し

採用
製作

14Day



動解析とは・・・
パーツモデルやアセンブリモデルに力や変位の時系列dataを
与えることにより、配管に働く応力を解析することが出来る。

動解析を行うことで配管に働く応力を可視化することが可能
・任意の点における応力を詳細に知ることが出来る。
・形状変更により、応力の分散を狙った設計が可能



動解析検証の手順
(1)解析に必要な条件収集

(2)動解析を活用した配管設計と結果

(3)実際の応力測定結果

(4)動解析と実測値との比較

加速度計と変位計を用いて解析に必要な条件を計測します。

設計した配管に(1)により分かった計測条件を利用して、
動解析結果から応力が小さな値であることを確認する。

実際に設計した配管を製作し、ひずみゲージを各ポイントに
貼り付け配管に働く実際の応力分布を調べる。

動解析の結果とひずみゲージによる測定結果の比較を行い動解
析の精度を検証する。



(1) 動解析に必要な条件収集

・配管の変位と振動周波数を、
変位計及び加速度計により測定する。

加速度
速度 振動周波数

●変位

計測方向 X方向 Y方向 Z方向
変位(mm) 0.492 0.432 0.094

振動周波数(Hz) 48

測定結果



(2) 解析結果１

吸入管 複合

計測方向 X方向 Y方向 Z方向
変位(mm) 0.492 0.432 0.094

振動周波数(Hz) 48



(2) 解析結果2
確認したい方向の応力成分を確認出来る。

ｘ方向応力 ｙ方向応力 ｚ方向応力

確認したい
方向を指定



(2) 解析結果３
指定したポイントの経過時間と応力がグラフで表示される。

最大応力で5.3MPa



(2)各ポイントにおける応力（解析結果）
応力
方向

計測位置 応力
No. （MPa）

x 1 4.3
x 2 1.0 
x 3 2.6 
x 4 6.4 
z 5 5.4 
z 6 1.4 
z 7 5.6
y 8 1.1 
y 9 1.6 
y 10 1.6 
z 11 5.4
z 12 2.0 
z 13 1.6 
y 14 2.2 
y 15 3.2 
z 16 3.5 全体的に応力が分散している。

解析結果一覧



(3)各ポイントにおける応力（実測結果）
応力
方向

計測位置 応力
No. （MPa）

x 1 1.2 
x 2 1.1 
x 3 1.3 
x 4 1.8 
z 5 1.9 
z 6 1.6 
z 7 2.4
y 8 1.1 
y 9 1.6 
y 10 1.2 
z 11 2.6 
z 12 1.7 
z 13 2.2 
y 14 1.1 
y 15 1.9
z 16 2.8全体的に応力が分散している。

全体的に応力が小さい。

実測値一覧



(4)動解析と実測値の比較

・動解析の方が実測値より全体的に大きな
・実測した応力が小さく応力の分布を捉えることが難しい。

応力
方向

計測位置
No.

応力(MPa)

実測値 動解析

x 1 1.2 4.3
x 2 1.1 1.0 
x 3 1.3 2.6 
x 4 1.8 6.4 
z 5 1.9 5.4 
z 6 1.6 1.4 
z 7 2.4 5.6 
y 8 1.1 1.1 
y 9 1.6 1.6 
y 10 1.2 1.6 
z 11 2.6 5.4 
z 12 1.7 2.0 
z 13 2.2 1.6 
y 14 1.1 2.2 
y 15 1.9 3.2 
z 16 2.8 3.5 

解析 vs. 実測値



(4)動解析と実測値の比較

入力の変位を大きくする為、コンプレッサーの周
囲条件を下記条件設定として、変位と振動周波
数を再度測定した。

<<測定条件>>
ｔ＝50℃の高温環境（以降：過負荷条件）

実測した応力が小さく応力の分布を捉えることが難しい。

計測方向 X方向 Y方向 Z方向
変位(mm) 3.677 3.805 0.684

振動周波数(Hz) 46



(4)動解析と実測値の比較

比較結果
・固定端に近い部分（計測位置No.1～3，14～16）が大きくずれている。
・固定端から離れた部分（計測位置No.4～13）は応力分布としては捉えられているが、

動解析が大きめな値となっている。

応力
方向

計測
位置
No.

応力(MPa)

通常環境 過負荷条件

実測値 動解析 実測値 動解析

x 1 1.2 4.3 1.5 8.0
x 2 1.1 1.0 0.5 1.4 
x 3 1.3 2.6 2.4 7.4 
x 4 1.8 6.4 4.9 13.1 
z 5 1.9 5.4 5.9 12.0 
z 6 1.6 1.4 2.3 1.3 
z 7 2.4 5.6 7.4 13.1 
y 8 1.1 1.1 1.7 1.5 
y 9 1.6 1.6 2.0 1.7 
y 10 1.2 1.6 3.7 3.5 
z 11 2.6 5.4 8.0 12.1
z 12 1.7 2.0 3.7 4.0 
z 13 2.2 1.6 4.8 5.1 
y 14 1.1 2.2 2.1 14.5 
y 15 1.9 3.2 5.0 20.5 
z 16 2.8 3.5 6.9 5.2 



(4)動解析と実測値の比較

・固定端に近い部分（計測位置No.1～3，14～16）が大きくずれている。
（要因の推測）
両端が理想的な固定された状態で解析されている為、結果が大きくずれている。
（課題）
実測と解析結果を近づけるためには、両端の拘束条件に弾性を持たせる等の工夫が
必要だと考えられる。

・固定端から離れた部分（計測位置No.4～13）は応力分布としては捉えられているが、
動解析が大きめな値となっている。

（要因の推測）
解析条件に使用した変位の測定誤差がプラス側に作用している。
（課題）
試験を積み重ね実際の環境に近い解析条件を見つける必要がある。

結論
解析精度を上げる為、いくつかの課題は残っているが、応力の分布を把握することが
可能となり、応力の分散を狙った配管設計が可能となった。

検証結果



配管の応力分布を可視化することで、
・配管に働く応力が詳細に把握することが可能
・危険なポイントを事前に予測可能

⇒集中的に試験が行えるようになった。

動解析を導入したことで



・固有値解析

⇒従来の設計より効率的な設計が可能となった。
・動解析

⇒解析方法が確立出来ていない部分もあるが、
現象を捉えるツールとして活用出来ている。

・時間の短縮、経費の削減が可能

試作回数が削減 ⇒ 設計効率UP
実試験を行う際も危険な個所に絞り、試験を行うことが可能

・考察が容易になる
応力を可視化することで現象の把握が容易

・操作が簡単

初めてＳｏｌｉｄＷｏｒｋｓ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎを使用する方でも操作が簡単



ご清聴ありがとうございました。


