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流体供給システムのモデル化（part3） 

[筆者自己紹介]  

◼ 学歴：機械・航空宇宙工学科  学士  

◼ 職歴：機械系メーカ勤務、転職歴無し  

➢ ガスタービン機関のパフォーマンス解析・モデル作成、1D 熱流体  

➢ 回転機械冷却の冷却システムに関する解析、1D 熱流体・電熱・回転機械  

➢ 遠心ポンプ内部流に関する解析、1D 流体・回転機械  

◼ 専門：流体力学、熱力学、CAE、航空力学注 1、オブジェクト指向プログラミング注 2 

注 1：現在は実務で使っていない 

注 2：独学程度 

◼ Modelica 使用歴 

約 1 年。Modelica 自学自習のお題としてガスタービン系のライブラリ 

「PropulsionSystemLibrary」を製作。手を広げて、「FluidSystemComponents」、「AircraftDynamics」を製作

中。  

  

 

Figure 1 
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Figure 2 

 

1 基本的な流れ  

  本ハンズオンは３回に分けて実施する。各 part の基本的な流れは以下の通り。  

[Part1]  

a) ライブラリ読み込みなどの下準備  

b) GUIでモデル schema組立  

c) 必要に応じて code を直接編集  

d) コンポーネントの解説  

[Part2]  

e) 各コンポーネントの parameter 解説・値設定  

f) 計算実行・結果評価  

[Part3]  

g) システム構成変更  

h) パラメータ設定  

i) 計算実行・結果評価  

 

2 おさらい：前回未達を確認した要求機能 

[要求機能] 
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① 供給元ポンプは供給先バルブの操作に関係無く、定回転作動させておく。 

② 一方のバルブが全開になっても、他方に、指定の体積流量を供給できる。（供給量の下限） 

③ 一方のバルブが全閉になっても、他方の体積流量が、指定値を上回る事が無い。（供給量の上限） 

④ 供給元ポンプ出口の流体圧力が制限値を超えることが無い。（圧力の上限） 

⑤ 両方のバルブを全閉にできる。 

[要求スペック]  

① 作動流体：  水  

② 需要点（消費点）要求流量：  0～100 [L/s] (0～0.1 [m3/s]) 

③ システムの最大許容圧力：  1000 [kPa](10 [bar])  

④ 噴射口の流速上限：  15 [m/s] (流量 100[L/s], 流速 15[m/s]で反力が約 0.15ton) 

 

Part2 で実施した計算結果から、機能の③から⑤と諸元の③、④（赤字部）を達成できないことが判明している。

よって Figure 3、Figure 4 のような事態が生じる。 

 

 

Figure 3 



Modelica ライブラリ勉強会 2019/08/24 zeta_plusplus 

Copyright protected under GPL3                  part2   4 / 11 

 

Figure 4 

 

今回は、これらが起きないようにシステム構成を改変する。なお、解は無数に有る筈だが、本 hands-onではその

うちの１つを取り上げる。 

 

3 システム構成の変更 

システムに構成要素を追加する。実は変更内容は part1 でネタバレしているので、既に変更内容を考察された方

もいるかもしれない。 

追加するのは、「FluidSystemComponents」ライブラリの内容物で、check valve という部品。この部品が何者な

のかは part2までと同様に parameters 設定の項で後程述べる。なお、対象システムの中では、「上がり過ぎた圧力

を下げる」・「多すぎる流量を逃がす」目的で使うので「リリーフバルブ」という呼称を用いている。 
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Figure 5 

 

 

Figure 6 

 

4 各コンポーネント解説・値設定 

4.1 CheckValveSpringLoad_Linear（線形バネチェック弁） 
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Figure 7 

 

 コンポーネントのクラス：FluidSystemComponents.HydroThermal.Components.CheckValveSpringLoad_Linear 

 コンポーネントの機能・表現する物理現象 

外部からのコントロールではなく、条件に応じて開閉・開度が変わる弁。差圧に到達するまで閉状態を維持し、

差圧が指定値を超えると開く。この差圧をクラック差圧と言う。そして、本コンポーネントのバルブは開状態の体

積流量は差圧に比例する。また、流体は一方向にしか流れない。 

qFlow = 0, deltap < deltapCrack 

qFlow = kflow ∗ (𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑝 − 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑝𝐶𝑟𝑎𝑐𝑘), deltapCrack ≤ deltap 

formula 1 

qFlow [m**3]：通過体積流量 

deltap[PaD]：差圧 

deltapCrack[PaD]：クラック差圧 

kflow[m**3/PaD]: 体積流量と開到達後差圧の比 
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Figure 8 

模式図が表すように、バネで蓋状のものを押し当てて流路を塞ぐ造りとなっており、差圧による力がバネ力を

超えるとバネが縮んで流路が開く。そして、差圧が大きくなるほどバネが更に縮み流路開度が大きくなる。この造

りから、流体は Figure 8 中の p1 の側から p2 の側にしか流れない。なので、逆流防止バルブとして油圧回路で頻

繁に用いられる。本 hands-on では、逆流防止バルブとしてではなく、「特定の差圧で流路が自動で開く」「圧力上

昇に応じて流す量が自動で増える」バルブとして使う。 

ここで気に留めておいて欲しいことは、「通過体積流量が差圧に比例」するのは、「自然現象として当然その

ようになる」のではなく、「そのような特性となるようにバルブが設計されている」という点。チェック弁なら常

に本コンポーネントが使える訳ではなく、本コンポーネントを使う場合は、使うバルブの仕様を確認されたい。 

 

 Parameters 

 

qFlow 

deltap=p2-p1 

qFlow 
p2 p1 
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Figure 9 

① gradientQP [m**3/PaD] 

バルブ開口到達後の通過流量と差圧（正確には、差圧-クラック差圧）の比。Figure 9 中の直線の傾き。 

② deltapCrack [PaD] 

クラック差圧。差圧がこの値に到達すると、バルブが開口を始める。 

 

 設定値 

グレイアウトしているものは設定する必要無しなので省略する。 

① gradientQP: 0.001*200/(100*1000)[m**3/PaD] (200/100[L/kPaD]) 

② deltapCrack: 550*1000 [PaD] (550[kPa]) 

要求仕様を達成するために試行錯誤して設定した値。もし、バルブが仕様を自由に決められるものではなく、購

入品の利用であれば両特性値の情報を入手・設定する。 

 

5 計算実行・結果評価 

シミュレーションセットアップ、実行の作業手順は part2で解説したので省略し、さっそく結果の観察・評価に

進む。 

 

5.1 結果の観察・評価 

Part2 と同じ variables を観てゆく。 
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 valveLinear1 側供給流量(valveLinear1.V_flow) 

 

Figure 10 

無印システムの場合同様、両バルブ全開状態で 100[L/s](0.1[m3/s])供給出来ており、要求を満足。供給流量に

は上限を設けていないのでバルブ閉じ操作以降の供給量増加は気にしなくて良い。 

 

 valveLinear2 側供給流量（valveLinear2.V_flow） 

 

Figure 11 

こちらも、無印システム同様、両バルブ全開状態で 100[L/s](0.1[m3/s])供給出来ており、要求を満足。当然、

バルブ閉じ操作とともに流量が 0へ向かって減少させれている。 



Modelica ライブラリ勉強会 2019/08/24 zeta_plusplus 

Copyright protected under GPL3                  part2   10 / 11 

項 5.1.1 と合わせて、要求スペックの②が満足され続けている。 

 

 ポンプ吐出圧力(pumpConstQflow_ideal1.port_2.p) 

 

Figure 12 

無印システムの場合とは異なり、valve２の閉じ操作操作を終えても、上限値の 10[bar]を超えることはない。よ

って、システム改変により要求③を達成。 

 

 Pipe3 流速(pipe3.flowModel.vs[1]) 

 

Figure 13 
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無印システムの場合と異なり、Valve2 の閉じ操作を終了しても、上限値 15[m/s]を超えることはない（最大値は

14.8[m/s]）。よって、システム改変により要求④を達成。 

 

 Pipe4 流速(pipe4.flowModel.vs[1]) 

 

Figure 14 

無印システム同様、バルブを閉じて流量を減じている側なので、当然上限値を超過することはない。 

 

項 5.1.1 から項 5.1.5 の通り、無印システムから rev.A システムへの唯１つの改変により、未達となっていた要

求をすべて満足した。 

 

6 最後に 

これで、本 hands-on完了である。簡単な流体システムを例にして、ライブラリの追加・モデル作成・計算実行・

システムの組み換え、と 1D-CAEで行う流れを一通り実施した。これを通じて、1D-CAE + 非因果モデリングの有用

性・魅力を少しでも体感して頂き、Modelica 利用のハードルを下げられたのであれば筆者としては幸いの限りであ

る。今後も自作ライブラリ・例モデルの作成を続け、要望有ればハンズオンを実施していくつもりである。 

 


