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図2 容器回転揺動機構

図1 回転揺動型乾式粉体混合機「ロッキングミキサー」
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所属部門の業務についてご紹介下さい。

機器事業部は前述の回転機部門の担当事業部です。私が昨年ま
で所属していた研究開発部は当社製品に関わる研究・開発を業務

とし、主に、介護、住設、ＦＡ分
野向けのDCモータ、電動アク
チエータ、駆動装置、ファンな
どの研究や新製品開発を実施し
ています。私は粉体混合機関
係の研究を担当したことから、
プロメテック様の協力を得て粉
体解析を実施いたしました。現
在は営業部に異動して混合機、
乾燥機、輸送機などの粉体機器
と粉体システムの営業に従事し
ております。粉体関係でお困り
ごとがあればご一報ください。

Granuleworks(1)による粉体混合解析を
実施した経緯をお聞かせいただけますか。

当社製回転揺動型乾式粉体混合機「ロッキングミキサー」は、図
2に示すように回転と揺動の複合的な動きをする当社独自機構
の混合機で、ソフト混合、洗浄容易、容器着脱、傾斜回転排出な
どが特長です。対象業界は、食品、医薬、セラミックス、樹脂、
金属など業界を問わず、原料混合工程に幅広く導入されていま
す。1981年に開発された当初は、ふりかけを混合する装置で
した。当時どうやったら上手く混ざるかを試行錯誤していたと
ころ、容器を回転させながら揺動させると均一に混ざることが
できました。それから基本的な混合機構と容器形状を守りなが
らも、少しずつ改良を加え今日に至ります。

当社では、変圧器やモータの製品設計の事前検討に、コンピュー
タ技術を活用して磁場解析や流体解析を行っています。しかし、
粉体機器は従前通り、実測と経験に基づいて製品設計を行って
いる状況です。お客様の粉体は多種多様で、購入検討時には当
社標準仕様の実機にて混合能力テストをしていただきます。そ
のテストの結果をお客様が満足される時は良いのですが、満足
されない時もあります。そのような時は運転条件や、容器形状
を変更して再テストを行います。これをお客様が満足されるま
で繰り返して製品設計条件を決定します。テストは時間と費用
がかかるため少ない実施回数であることが望ましく、担当者の
経験によって最適条件を推測してテスト回数を減らしている状
況です。そこで、解析技術を用いてテストの事前検討時に最適
なテスト条件を推測できないか検討し始めていた頃、プロメテッ
クさんからGranuleworksがもう少しで市販化できそうだと伺
いまして、プロトタイプ版から使わせていただきました。まず、
プロメテックさんで混合解析を行った後に、Granuleworksを
レンタルして使い勝手の確認と、解析結果の詳細分析、まとめ
を行いました。私は解析業務の経験が無いのですが、そのよう
な素人でもここまで使うことが出来るのだと感じました。現在
は、解析結果を製品PRや混合能力の向上に役立てています。

容器回転揺動型乾式粉体混合機「ロッキングミキサー」
における粉体混合解析

愛知電機株式会社 機器事業部 様

愛知電機株式会社は、愛知県名古屋市で1942年に設立
されて以来、電力会社向けの変圧器、制御機器、配電自動
化システムなどを手掛ける電力機器事業と、モータ技術を
ベースとした電動アクチエータ、駆動用制御装置、シャッタ
開閉機、粉体混合機などを手掛ける回転機事業という2つ
の分野で成長されてきました。今回は、愛知電機株式会社 
機器事業部営業部 機器営業グループの栗田忠幸様に、容
器回転揺動型乾式粉体混合機「ロッキングミキサー」におけ
る粉体混合解析の事例についてお話を伺いました。
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図3 摩擦角の測定装置

図4 安息角の実験とシミュレーションとの比較

図5 容器形状と装入状態

図6 粉体挿入時と20°傾斜した混合開始前-実験（上）と
シミュレーション(下)の比較

Granuleworksを使用した解析事例をご紹介下さい。

ロッキングミキサーの混合現象の解析を行いました。実機とシ
ミュレーションの比較を混合度と静止画で行い、また、シミュ
レーション結果を詳細に分析して混合中の粉体の動きについ
て調査しました。まず、シミュレーションの事前準備として粉
体の物性値を決定しました。ロッキングミキサーでの混合に大
きく影響する粉体物性値は、粒子径、粒子密度、摩擦係数、転
がり係数の4つです。転がり係数はGranuleworks独自の物
性値で、粒子の転がりやすさを示す値です。粉体は形状が球
形であれば転がりやすく、いびつであれば転がりにくくなりま
す。シミュレーションで計算する粒子形状は球形ですが、転が
り係数を調整することで球形以外の粒子についても計算が可
能となっていました。粒子径と粒子密度は汎用の測定器を使
用して測定可能ですが、摩擦係数と転がり係数を測定する汎用
の測定器はありません。そこで、摩擦係数は自作の測定装置
で測定して決定しました。自作の測定装置は、図３のように粒
子が転がらないようにプレートに接着剤で固定し、そのプレー
トを傾斜台に乗せて摩擦角を測定する装置です。プレートが
動き出す傾斜角が静摩擦角、動いているプレートが停止する
傾斜角が動摩擦角です。摩擦係数は摩擦角から導出して決定
しました。

転がり係数は測定方法がありません。安息角の形成には粉体の
転がりやすさが大きく影響するため、図4に示すように安息角の
実験結果とシミュレーション結果が一致する値を導いて決定し
ました。その際の粒子径、粒子密度、摩擦係数の値は固定し、
転がり係数の値のみを調整しました。実機よりもシミュレー
ションの粒子が大きいのは、プロメテックさんの独自技術であ
るSDEM(2)を活用して、粒子を粗視化することで計算する粒子
数を少なくして、計算時間を短くしています。比較の結果、粒子
の山の形状や高さがほぼ一致したことに感心しました。

混合現象の解析に用いた実験装置は容量10Lの硬質ガラス製
容器を搭載した混合機ロッキングミキサーと、アルミナボール

φ2mmとφ3mmの混合試料を使用しました。また、φ2mmの
ボールは可視化のため青色に着色しました。計算時間を短縮す
るために、先述のSDEMにて1.5倍の粗視化をし、計算する粒
子数を28万個から4.6万個に減らしています。シミュレーショ
ンモデルは実験装置と同形状にしました。その容器形状と粒子
装入状態を表したシミュレーションモデルを図5に、粉体挿入時
と20°傾斜した混合開始前-実験とシミュレーションの比較を
図6に示します。円筒容器の内壁は混合促進のため3枚の掻揚
羽根を設置した構造です。この羽根が当社製品の特長でして、
これがないと表面付近で粉が滑ってしまいます。そして、この羽
根が高かったり低かったり厚かったり枚数が多かったりすると、
混合に影響を及ぼすことはわかっているのですが、今回はそこ
までは計算はしておりません。今後の課題の一つです。

実験とシミュレーションの比較を、混合度と混合状態にて行いま
した。混合度は式1に示すように、経過時間ごとに容器内の6カ所
をサンプル採取し、そのサンプルに含まれるφ2㎜のアルミナ
ボールの重量に着目した標準偏差を理論重量比で除して算出しま
した。また、混合度の実機とシミュレーションとの比較結果を図
7に示します。実験の混合度測定はばらつきを考慮するために4
回実施し、そのばらつき範囲を最大値と最小値にて示しました。



愛知電機株式会社 機器事業部 様

図7 実機と解析との混合度比較結果

図9 粉体軌跡の可視化

図10 移動速度と回転速度

図8 混合初期の混合状態の画像比較
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式1 混合度の算出式
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 a  : サンプル中の粒子径φ2mmの重量[g]
 b ： サンプル中の粒子径φ3mmの重量[g]
 y  ： サンプル中の粒子径φ2mmの重量比
 Y  ： 粒子径φ2mmの理論重量比
 σ ： サンプル中の粒子径φ2mmの標準偏差
M ： 混合度

①

③

②

混合度測定については、開始から1分までは20秒刻み、その
後は1分刻みでサンプリングしました。初動の20秒ではズ
レが生じましたが、その後は近似していることが確認できま
した。

次に同時刻の静止画像にて混合状態を比較した結果を図8に示
します。こちらは揺動の混合中の一断面を抜きとったものです
が、揺動プロセスの2サイクル目を画像にて比較しています。青
色粒子と白色粒子の集まりとその境目が近似していることが確
認できました。

次に混合度と静止画の比較結果から、実機とシミュレーション
が良く近似すると判断しました。そしてこれをもとに、細かい詳
細解析を行いました。このカプセルの中での粉体の軌跡を可視
化した結果を図9に示します。今回は①と②という2つの粒子
に着目しました。

また、混合中の粒子の移動速度、回転速度、応力の物理量をシ
ミュレーション結果から可視化しました。その際に、物理量の
大きい値の粒子を赤色、小さい値の粒子を青色としてグラデー
ションをつけています。同時刻の移動速度と回転速度の可視化
結果を図10に示します。移動速度は外周部や掻揚羽根付近で
速く、回転速度は中央部で速いことが可視化によって確認でき
ました。混合には粒子が容器内を大きく移動する移動混合と、
粒子が回転して位置を交換しながら移動する拡散混合がありま
す。この可視化の結果から移動混合は外周部、拡散混合は中央
部で行われていると推測できます。また、粉体にかかる応力を
図11に示します。応力は容器の底部と掻揚羽根の上が大きくな
っていることが確認できました。これは粒子の重量による影響
と推測します。粒子を壊さずに混合するには応力は少ない方が
望まく、当社の混合機では粉の重量以上の応力がかからないこ
とから粒子が壊れにくい混合が行われていると推測します。
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プロメテック・ソフトウェア株式会社

本　　社 〒113-0033　東京都文京区本郷三丁目34番3号 本郷第一ビル8階
TEL：03-5842-4082　FAX：03-5842-4123

西日本支社 〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄一丁目3番3号 朝日会館7階
TEL：052-211-3900　FAX：052-211-3901 

URL：www.prometech.co.jp
E-mail：sales@prometech.co.jp

Particleworksは粒子法の一種として開発されたMPS法（Moving Particle Simulation）の理論に基づく流体解析ソフトウェアです。格子生成が
不要な新しい計算手法で、流体を粒子の集まりとして表現し、飛沫などの自由表面をともなう液体の挙動を高精度に安定して解析できます。

Granuleworksは、粉体シミュレーションの手法としてもっとも代表的な離散要素法（DEM）の理論に基づく粉体解析ソフトウェア
です。食品、医薬品、化学品、輸送機器、電子材料など、粉体を使った様々な製造プロセスや粉体加工、粉体装置の設計・改良に活用
することができ、混合、搬送、充填、圧粉など粉体現象を容易に解析することができます。

プロメテック・ソフトウェア株式会社に事前の承諾を得ることなく、本記事の全部または一部を使用（複製・改ざん・頒布・送信・上映）することを禁止します。また、ダウンロード、プリントアウトされた複製物を、不特定または多数の人へ送信・配布することはできません。

開発元・国内、海外総販売店

事業内容：変圧器、制御・通信、電力変換、環境などに関わる電力事業、
モータ、メカトロ、環境、制御などに関わる機器事業

ホームページ：http://www.aichidenki.jp

愛知電機株式会社

本社所在地：愛知県春日井市
設　　立：1942年5月27日

参考資料
Prometech Summer Seminar 2017 in NAGOYA (2017/7/4) 講演資料
注：（1）Granuleworksは、本記事取材の2017年7月時点のものであり、正式リリース前のプロトタイプ版となります。機能の詳細については、お問い合わせ下さい。
注：（2）SDEMは、Granuleworks V.1のマイナーバーションアップでのリリースを予定しております。

取材日　2017年7月4日
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Granuleworksに対する今後の期待と
ご要望をお聞かせ下さい。

まずは、Granuleworksを使うことで実機のテストをなるべく
削減できるのではと期待しています。実粉が非常に高価な粉も
あるため、入手しにくい粉の場合もありますので、混合結果の
事前予測をすることで、テストを減らすことが出来れば実粉を
ご用意していただくお客様の負担が減ると考えています。また、
装置設計・開発期間の短縮にも期待します。構想設計をするに
あたり、シミュレーションで最適条件の事前予測が出来れば、
期間短縮だけでなく試作レスによる経費削減にも繋がります。

それから、このようなシミュレーションの活用は、粉体技術の理
解にも役立つと考えていまして、これは技術屋として非常に重要
だと思います。粉体現象というものが何なのかという根本的な
ことを理解し、今まで経験則と口伝だったものを可視化と数値
化して、より分かりやすく伝承し、発展させていくツールになると
思います。また、可視化することによって新製品開発の新たな
発想に役立てていけるのではないかと思います。そして、最終
的には製品のPR力向上にも役立つのではと期待しています。

Guranuleworksへの要望ですが、まずは時間の短縮です。特
に物性値を決める作業時間と計算時間です。もう一つは、粉だ
けでなく、気体と固体や液体と固体などの連成解析、また熱の
解析といったように、適用範囲の拡大をしていただきたいです。
また容器にかかる応力の解析ができれば、混合機の強度設計に
使えるようになります。これらを改善していただき活用範囲を
広げていただくことを期待しております。

本日は、業務ご多忙の中インタビューにご協力下さり、また貴重
なご意見もいただきまして、誠にありがとうございました。この
場をお借りし御礼申し上げます。引き続きより良い製品開発をご
提供できるよう、プロメテック一同ご支援させていただきます。

本記事の内容は、取材時2017年7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。


