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要　　　旨
　カルソニックカンセイでは，ニーズの高まりから CAE の大規模・大量計算の適用を進めてきた．
一方で大規模・大量計算を実施していく上では，計算モデル作成や結果処理の工数増大が課題とな
る．大量計算が必要になる HVAC（Heating，Ventilation and Air Conditioning）温調解析において
OpenFOAM をベースとした自動化システムを開発し，デジタル開発への適用を開始したので報告する．

Abstract
Calsonic Kansei has proceeded to applying large scale and quantity Computer-Aided Engineering (CAE) because 
of rapidly increasing demand. It may lead to, however, lengthy analysis modeling and post processing period. In 
this perspective we have developed OpenFOAM Based Automation System for HVAC air mix analysis and applied 
this system to the digital development.
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1.　は　じ　め　に
　近年，自動車の開発は従来のものづくりのための開発
スタイルから，自動運転やコネクテッドカーなど IT 技
術が核となる開発スタイルにシフトしてきている (1)．完
成車メーカーが IT 領域に踏み込んでいく一方で，部品
メーカーには，ものづくり技術を下支えすることがます
ます強く求められる．カルソニックカンセイとしても，
部品の性能向上や開発費および開発期間の削減など，更
に高いレベルのものづくりを目指していく．CAE はそ
のための有効な手段のひとつとなっているが，急拡大す
るニーズとともに，解析結果の精度向上や解析計算量の
増大が伴う．これらを商用解析ソフトウェアのみで実施
していこうとすると，継続的に発生するライセンス費が
高額になり，開発費の増額を招いてしまう．そこで，こ
れを抑制しつつ，広範囲な CAE の適用を可能にする方
策が求められていた．

2.　OpenFOAM を用いた大規模・ 
大量計算に向けた課題

　前報 (2) では，オープンソースの流体解析ソフトウェア
OpenFOAM に着目し，商用流体解析ソフトウェアとの
精度検証を実施した．その結果，Fig. 1 に示した HVAC
温調解析等において商用流体解析ソフトウェアと同等の
解析精度であることを確認出来たことを報告した．これ
により，大規模計算や最適化などの大量計算を安価に実
施することが可能になった．一方で，大量計算において
は解析期間を短縮するためにモデル作成や結果処理の効
率化を進めることが重要である．カルソニックカンセイ
では，大量計算が必要な HVAC 温調解析で OpenFOAM
をベースとした自動化システムを開発し，解析コストを
抑制したデジタル開発の適用を開始した．

*  グローバルテクノロジー本部　CAE・MBEグループ
** シーケーエンジニアリング株式会社　CAE解析チーム
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Fig. 1 HVAC air mix analysis with OpenFOAM

3.　HVAC 温調解析について
　HVAC はインテークブロワユニット (Fig. 2(a)) とエア
コンユニット (Fig. 2(b)) で構成される．本製品は暖房・
冷房・除湿といった温度制御機能や車室内への配風機能
があり，車室内空間を快適に保つ役割を果たす．一般的
なエアコンユニットには，エバポレータ (Fig. 3(a))，ヒー
タコア (Fig. 3(b)) といった複数の熱交換器が搭載され，
ミックスドア (Fig. 3(c)) と配風ドア (Fig. 3(d)) で温度や配
風を制御している．

(a)Intake blower unit (b)A/C unit

Fig. 2 HVAC unit

Fig. 3 Structure of A/C unit

(b)Air distribution control(a)Temperature control

Fig. 4 Door functions

　Fig. 4(a) に示すように温度制御はミックスドアの開度
で実施している．また，配風制御は温度制御された空気
を乗員の顔と足元・フロントガラスを狙って吹き出す制
御であり，Fig. 4(b) に示すように複数のモードが存在す
る．これらのモードでは配風ドア開度を調節し，各吹き
出し口から適切な風を送風している．このようにエアコ
ンユニットの設計については温度制御と配風制御，双方
の複合的な性能を検討する必要性がある．そのため，ミッ
クスドア開度と配風ドア開度の組み合わせで性能を確認
するというプロセスを経る必要がある．
　この検討を CAE で実行しようとする際，ミックスド
アと配風ドアの決められた開度の組み合わせ数だけ解析
を実施するため，必要な解析パターン数が多くなる．ま
た，前席左右や後席の温調を独立制御可能な A/C ユニッ
トの場合，更に稼働するドアのパターン数が増大する．
その結果，解析期間が長くなってしまい製品開発プロセ
スでの運用が困難となる．以上の課題を考慮し，今回期
間短縮の方策として自動化を検討した．

4.　自動化について
　既存の HVAC 温調解析期間を Fig. 5(a) に示す．プリ
プロセスとポストプロセスに長期間を要している．そこ
でこれらの期間を主な対象とし，自動化を検討し短縮を
狙うこととした．
　この既存解析プロセスのさらに詳細な内容を Fig.6 に
示す．まずプリプロセス (Fig. 6(a)) の期間短縮を検討す
る．このプロセスの最初のステップとしては，ベース形
状に対しドア開度ごとの形状修正を CAD で実施する．
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形状修正完了後，CAD から STL 形式として出力し，計
算機にデータを移動させ，形状ごとに計算条件を設定す
る．このときドア開度の変更は CAD で実施しているた
め，パターン数の増大に伴いプリプロセス期間が大幅に
増加していた．
　そこで自動化の方針としては，ドア開度の変更を含め
た解析条件の設定が一括で出来ることとし，専用 GUI
を構築した (Fig. 7(a))．CAD を使わずにドアを回転させ
るため，各ドアに対し角度を指定して座標変換を実施し
ている．この GUI 活用によりプリプロセスの解析期間
を 75% 削減することが出来た．
　次にポストプロセス (Fig. 6(b)) の期間短縮を検討する．
これまでは，速度や温度等の分布図を取得するために手
動で解析結果ビューワソフトを操作していた．また，ド
ア開度ごとの吹き出し口温度をグラフ化するために各計
算結果の数値情報を手動でテキストデータから取得して
おり，これらの作業に工数を要していた．
　そこでこの課題に重点的に取り組むこととし，計算完
了と同時に必要な結果が全て出力可能な状態とすること
を自動化の方針とした．前述した専用 GUI に結果処理
内容を記載し，その情報を基に解析結果ビューワソフト
が自動的に結果抽出する仕組みを構築した．その結果，
ポストプロセスの解析期間は 83% 削減出来た．
　本自動化システムを利用することで，全体として解析
期間を 50% 削減することが可能となった (Fig. 5(b))．ま
た，解析精度においては前報で報告した吹き出し口温度
±６℃以内という精度で計算可能であることを確認して
いる．HVAC 製品開発プロセスで CAE を運用すること
が可能になり，より深い検討と開発へのフィードバック
ができるようになった．

Fig. 6 Conventional analysis process

Fig. 7 Automated analysis process

Fig. 5 The effect of the automation
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5.　お　わ　り　に
　本稿では，解析期間を短縮するために OpenFOAM を
ベースとした HVAC 温調解析の自動化システムを開発
した．その結果，解析期間の半減を達成することが出来，
製品開発での運用が可能となった．今後は，本手法の解
析精度向上，また，自動化技術については他製品にも拡
大していく．
　最後に，本活動に関してご協力を頂いた関係各位につ
いて，深く感謝の意を表します．
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