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要旨
　IH（誘導加熱）は，励磁コイルに交流電流印加時に発
生する交流磁束が金属を通ることで渦電流が発生し，そ
の渦電流損失がジュール熱となり加熱する方式である。
従来，複写機の定着装置で使用されてきた輻射で加熱す
るハロゲンランプに比べ，被加熱物を直接加熱する点で，
加熱効率が高いと考えられる。本検討は，IH方式を定着
装置に搭載する初期検討段階で出てきた複数のシステム
アイデアから１つに絞り込む際，それぞれのシステムに
ついてCAEを用いたパラメータ設計を行い，SN比で優
劣の判断を行った。CAEから得られた最適条件での比
較に加え，妥当性検証のために最適条件の周辺条件で試
作品を作成し性能確認を行った結果，CAEを用いたパ
ラメータ設計と非常に良い対応があることを確認した。
この「パラメータ設計の深堀も考慮したシステム選択方
法」が妥当であるとし，新規技術開発テーマの検討の際
のシステムを選定方法として提案する。

Abstract
In induction heating, eddy currents are generated when 

an alternating magnetic flux created by application of alter-
nating current to an exciting coil passes through metal, and 
the eddy current loss becomes Joule’s heat. Compared with 
radiation heating by a halogen lamp, which is convention-
ally employed in the fusing sections of copiers, induction 
heating should be more efficient because it generates heat 
directly in the heated body. In the present study, several 
conceptual systems that emerged from the exploratory 
phase of a project to use induction heating for fusing were 
narrowed down to a single system by using CAE to perform 
a parameter design of each system and comparing the sys-
tems in terms of their S/N ratios. In addition to the compari-
son of optimum conditions obtained through CAE, proto-
types with near-optimum parameters were built and their 
performance was evaluated. The results showed excellent 
agreement with the results of the CAE parameter design. 
This method of system selection by in-depth exploration 
through parameter design is proposed as a suitable meth-
od for system selection in studies aimed at the develop-
ment of new technology.

1　はじめに
物理現象を把握する場合の有効な手段として，コン

ピュータを用いたシミュレーション解析が挙げられる。
ある仮定に基づいて物理現象を数理モデルで適切に表現
し，計算を実行させることにより，実際に起こっている
現象をコンピュータ上で仮想的に再現させることが可能
となる。従来からシミュレーションは，気象予報や故障
解析など多岐に渡る技術分野/用途で利用されているの
は周知の通りである。

CAE（Computer Aided Engineering） と は， コ ン
ピュータ技術を活用して製品の設計，製造や工程設計の
事前検討の支援を行うこと，またはそれを行うツールを
指す。つまり，CAEはコンピュータ上でモノ作りをす
るイメージに近いものである。とは言っても，その設計
の妥当性を判断するためには，結局はモノを試作し現物
確認することによる検証のプロセスが必要となる。

従来型のシミュレーションは，実際系と仮想系との合
わせ込み，いわゆる同定，をいかに高精度で行えるかが
至上命題である。一般的には，実測データが多いほど同
定の精度は向上する。また，様々な外乱項を想定した上
でシミュレーションに盛り込むことも可能である。

近年，市場競争の激化に伴い，各メーカにおける製品
の市場への投入サイクルが短縮化される傾向にある。製
品開発におけるQCD（品質・コスト・納期）に対して
厳しい目標設定が要求される中，シミュレーション同定
だけのために無数の試作を行うことは，非効率で現実味
が乏しい。

本検討では，安定した製品設計を行うために有効であ
り，設計段階で導入することが可能なシミュレーション
解析技術の一手法について提案する。これはCAEと品
質工学を融合させた手法であり，仮想系に対し外乱項を
積極的に組み込み，品質工学を用いてロバストネス評価
を行うものである。
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2　品質工学におけるシステム選択
製品開発を効率的に進めるための手法として，品質工

学が各企業で取り入れられている。品質工学におけるシ
ステム選択では，次の3つのステップにわかれている。
第1ステップ：システム選択（設計）

目的とする機能を有するシステムを創造し，選択する
ステップである。技術者の固有技術，創造性が必要であ
り，出来るだけ多くのアイデアを出すことが重要である。
その中から可能性のありそうなシステムを選び，次のス
テップに移る。
第2ステップ：パラメータ設計

第1ステップで選んだアイデアを最適化し，機能の安
定性確保と特性値として目標値をチューニングする。設
計の中心値を決定し，選択したシステムの機能限界を見
極める最も重要なステップである。
第3ステップ：許容差設計

パラメータ設計で最適化されたシステムの許容差を，
コストと機能のバランスを取り合理的に決めるステップ
で，設計値の幅を決め，最終的な出図につなげる。パラ
メータ設計で十分な機能の安定性を確保できていれば，
許容差設計は簡単である。

品質工学においては「理想的な」流れである。このよ
うなステップを踏んだ設計の流れは，実際の現場で行わ
れているのであろうか。第1ステップを，従来の経験や
勘に頼ったシステム選択をし，第2ステップから検討を
始めていないか，はなはだ疑問である。

本検討はこの品質工学の流れに沿い，CAEを取り入
れた事例であり，一般的に用いられるパラメータ設計に
CAEを導入するだけでなく，システム選択の段階から，
パラメータ設計を行う事例である。

3　目的
プリンターやコピー機等の事務機器に対するエネル

ギー消費効率の目標化が省エネ法により義務付けられて
いる。弊社は，更なるエネルギー消費効率の向上を目指
し，より高いエネルギー変換効率を得ることを目的とし
た定着装置の開発を行っている。現在，定着装置の熱源
としてハロゲンヒータ方式が採用されているが，エネル
ギー変換効率が高いと考えられる誘導加熱方式（以下，
IH方式）に注目した。

定着装置の開発を行なうにあたり，エネルギー変換効
率に対して有利だと考えられる複数のシステムが提案さ
れたため，複数のシステムの中から1つを選択後，パラ
メータ設計に着手し，技術の構築を行なう必要があった。

複数あるシステム候補から1つのシステムに絞る方法
として，机上計算や機能性評価などが挙げられる。しか
し，これらの方法を用いた場合，経験的には，システム

機能の一側面のみに特化した評価を行っている場合が多
い。その結果，選択されなかったほかのシステムに対し
て，設計変更による性能改善の余地を看過してしまうこ
ともあり，技術的将来性を見逃す可能性がある。

それぞれのシステムを試作し，直交表を用いた検討を
行なった場合，期間・費用とも膨大になるため，実現に
は困難を伴う。結局，弊社では実際の最終的なシステム
選択は，検討により得られた結果に対し納得性のある「客
観的」な見極めを行えないまま，勘や経験・好み・競合
他社の選択などから「主観的」判断に委ねる場合が少な
くなかった。

本検討では，複数システムのうち，各システムのパラ
メータ設計を行いつつ，画一的な判断基準をもってシス
テムを選択する方法，換言すれば「パラメータ設計の深
掘りも考慮したシステム選択方法」を導入した。具体的
には，複数の発熱方式を用いたシステムにおける基本機
能の共通性に着目し，シミュレーションとL18直交表を
使った同規模のパラメータ設計を実施し，最適条件の
SN比の大小をもってシステム選択を行なった（Fig.1 参
照）。試作機を作ることなく検討を行なうことで，期間・
費用とも削減できた事例について報告する。

Fig.1  Workflow of this examination

4　構成
IH方式採用の定着装置（以下IH定着装置）の構成と

特長について説明する。
IH定着装置断面をFig.2 に示す。ベルトの内側にロー

ラを配置し，ベルトの外側に励磁コイル，外側に励磁コ
アを配置した。
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5　実験
5. 1　基本機能

IH定着装置におけるシステムの基本機能は，入力さ
れた電力を発生電力（発熱量）へと変換することである

（Fig.3 参照）。この場合，エネルギー変換効率が高く，
ばらつきが小さいほど，つまりSN比，感度ともに高い
ほど望ましいシステムといえる。

シミュレーションに用いたソフトウェアはANSYS 
Multiphysics 7.0（アンシス・ジャパン株式会社）を用い，
解析は2次元調和電磁場解析で行った。計算モデルの作
成には，左右の対称性を考慮して簡略化を行った。

5. 2　制御因子と誤差因子
システム1について説明する。制御因子は，Table 1（上）

に示すように寸法に関する因子と物性値に関する因子を
採り上げた。

また，誤差因子をTable 1（下）に示す。寸法に関する
制御因子の各水準±1％，物性値に関する制御因子の各
水準±5％を与えることで誤差因子とした。誤差因子は
調合するのではなくL18直交表に割り付け，18通りの誤
差水準の組み合わせを用意した。したがって，システム
1について18×18＝324通りのモデルについて計算した。
システム2，3も制御因子の内容が異なる以外は同様で
ある。3つのシステムでは合計324×3システム＝972通
りのモデルについて計算した。その結果，1モデルの計
算時間は約90秒程度であった。

5. 3　SN比・感度の算出
本検討で用いたのは線形モデルであり，入出力関係は

必ずゼロ点比例関係となる。そこで信号因子は1水準の
みで動特性のSN比を求めた。感度は比例定数βである
が，単位をdbとして求めた。評価している発熱効率は
割合であるため，Ω（オメガ）変換を行った。

Table 2 に分散分析表，Table 3 に計算の一例を示す。

Fig.3  Basic function

Table 1  Control factor (upper) and noise factor (lower)

Fig.2  IH fuser unit (cross−sectional view)

Table 2  Analysis of variance table

Table 3  Data example (System 1: first experimental data)
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6　実験結果と最適条件の選択
システム1の要因効果図をFig.4 に示す。SN比の要因

効果図はFig.4 の上段，感度の要因効果図はFig.4 の下段
である。

SN比，感度とも山や谷が少ない結果となった。また，
SN比と感度の要因効果図は類似しており，SN比が高い
ものは感度も高くなっていた。

最適条件はSN比最大となる水準の組み合わせとした。
システム1の最適条件は
　A1，B1，C1，D3，E1，F3，G1，H3
である。
同様に，システム2，システム3についても最適条件

を選定した。

標準信号

 

(1)

有効除数

 
(2)

全変動

 (3)

比例項の変動

 (4)

誤差変動
 (5)

誤差分散

 (6)

SN比

 (7)

ここでは平均出力を感度とみなした。

 (8)

Fig.4  Response graph (upper: S/N ratio, lower: sensitivity)

Table 4  Reproducibility of gain

7　確認実験
基準条件は，すべての制御因子に対して水準2を選択

したものと仮定し，最適条件との差を利得とし，再現性
を確認した。Table 4 にシステム1 〜 3の確認実験の利得
結果を示す。

システム1のSN比・感度とも大きな利得が得られたが，
再現性は低くなった。

システム2は，SN比の利得再現性は良好であるが，感
度の再現性が低く，60％程度の再現率となった。

システム3もSN比の利得再現性は良好だが，感度は
60％程度の利得再現率となった。

確認実験の結果，各システムの最適条件を比較すると，
SN比・感度ともシステム2が一番高くなった（Fig.5）。

この段階で，3つのシステムの中からシステム2を選
択するのが最も有利であると判断することができる。
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8　実機での検証
システム選択方法が有効であるかの検証に，3つのシ

ステム全てについて試作機を作成し，シミュレーション
結果との対応関係を調べた。

最適条件を用いて検証することを考えたが，パラメー
タ設計時に材料物性値を制御因子として割り付けたた
め，最適水準の組み合わせは入手不可能な材料となって
いるものがある。そこで，入手可能な材料となるよう最
適条件から若干の水準見直しを行った後，システム1 〜
3それぞれについて試作機を作成した。

各システムの発熱効率を比較するため，一定電力投入
時に室温から所定の定着温度に達するまでの速度を比較
した。Fig.6 の棒グラフが実測結果で，折れ線グラフが
シミュレーションの結果である。Fig.6 からも明らかな
ように，試作機の発熱効率はシステム2が最も高い結果
であり，次いでシステム1，最も低いのがシステム3で
あった。シミュレーション結果もその順序となっており，
非常に良く一致していることがわかる。この検証結果か
ら，本検討で示したシステム選択方法が妥当であること
が示されたと考える。

9　まとめ
IH定着装置のシステム選択にあたり，シミュレーショ

ンを用いたパラメータ設計の結果をもって，優劣の判断
を行った。その妥当性検証のために，得られた最適条件
の周辺条件で試作品を作成し，性能確認を行った結果，
シミュレーションを用いたパラメータ設計と非常に良い
対応があり，この「パラメータ設計の深掘りも考慮した
システム選択方法」が妥当であることを確認できた。

試作を繰り返しながら設計する従来方法と，シミュ
レーションを活用する本検討とを比較する。

従来方式では，ひとつのシステムを最適化するまでに，
経験的には少なくとも半年かかると考えられる。さらに，
3つのシステム全てにおいて，同等の検討とするとなる
と1年半かかることになる。本検討では，3つのシステ
ムの優劣を約1 ヶ月で判断できたことから，検討期間を
1年5ヶ月短縮できたと見積もっている。シミュレーショ
ンと品質工学を組み合わせることで，品質の向上と，開
発期間の短縮と開発コストの大幅な削減を実現できた。

コストリダクションは目に見える削減であるが，開発
期間の短縮は，新規の検討を前手繰りで実施することが
可能となる。

新規の技術開発を行う際，複数のシステム候補の中か
ら有利なものを合理的な判断によって選択することが求
められる。しかし，テーマが新規であるほど，経験的な
選択は困難である。初期条件の設定すらままならないこ
ともある。本検討で示した，システム毎にシミュレーショ
ンを用いたパラメータ設計を実施し，各システムの最適
条件のSN比で比較することで技術選択する，というア
プローチは，特に新規技術分野に踏み込む場合に非常に
有効な手段であると考える。
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Fig.5  Comparison among 3 systems

Fig.6   Comparison simulation and actual measurement (Line graph: effi-
ciency, bar graph: rate of temperature increase)


