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タが生成されるため、EDA パートナーと協力してツールのポストプロセス

ミング機構（V V T ）サブシステムでした。V V T はカム・フェーザーとも呼

機能をさらに改良し、シミュレーション出力をより効果的に把握できるよ

ばれ、エンジンの吸排気バルブのタイミングを動的に調整してエンジン性

うに作業を続けています。

能を改善する技術です。この開発プロジェクトで、バーチャル・マニュファ
クチャリング手法に大きな価値があることが実証されました。

現在、自動車メーカーを取り巻く業界の経済情勢は厳しさを増しています。生産性や品質の向上

統計シミュレーションの実行時間は、デザインの複雑さ、統計シミュレー

に対する要求も高まっているほか、増加の一途をたどる複雑な電気システムなど、業界が対処し

ションの実行回数、解析範囲、CPU 構成などによって変わりますが、このサ

密に協力しており、今やパートナーは設計チームの重要な片腕となっていま

ブシステムは非常に複雑であるため、統計解析の量がそれほど多くなくて

す。これまで何年間にもわたって多くのプロジェクトを成功させていく上

もシングル CPU では数時間から数日かかります。適切に構成した分散処理

で、パートナーの高度なノウハウは非常に重要な役割を果たしてきました。

なければならない問題は山積しています。自動車メーカーがリソースを最大限に有効利用しな
クチャリング」メソドロジについて、ゼネラルモーターズ・パワートレイン社 (GMPT) EMC部
門 シニア・プロジェクト・エンジニア William C. Goodwin氏からの寄稿をご紹介します。
自動車業界では、品質の問題が大きな課題となっています。私が勤務する

て採用し、ロバストなデザインを得るとともに生産性と品質を向上させる

GMでは、これまで発生した保証クレームのうち、実際に問題を調査して「不

必要があると GM では判断しました。

環境なら、このような統計解析もシングル CPU の数分の一の時間で完了し
ます。こうして、さまざまなばらつき要因に起因する問題を設計プロセス

パートナーが担ってくれたもう 1 つの重要な役割は、新しいインフラスト

の早期段階で特定し修正することにより、一切エラーのないサブシステム

ラクチャへの投資がビジネスにもたらす価値を取締役レベルの重役に説明

が完成し、保証問題の発生も大幅に抑えられます。

するなど、新しいテクノロジやメソドロジに関する社内エバンジェリスト
としての活動です。また、新しいメソドロジを最大限に活用するには知識

品質と生産性の向上

具合なし」と判定されたケースが約 60% に達すると推定しています。これ
らの不具合は部品間のランダムな相互作用によって発生していたことが、

ロバスト性の高い設計手法
イプをテストする必要があります。統計的に意味のあるテスト結果を得るに

部品の経年劣化といったさまざまなばらつき要因を設計時に考慮していな

は、数百または数千ものサブシステムを個別にテストしなければなりません

い点にあります。しかし自動車のサブシステム設計はあまりにも複雑化し

が、マニュアル・アプローチを使用した場合、限られた開発サイクルと予算

ており、物理プロトタイピングのような伝統的な開発手法では統計解析を

の中でこれほど多くのサブシステムを構築し、テストするのは不可能です。

行えません。実際の部品を用いて統計解析を行うにはシステムの規模が大

GMでは、物理システムのバーチャル・プロトタイピングと分散コンピュー

きすぎ、コストがかかりすぎるためです。そこで、こうした問題を解決する

ティングのメリットを組み合わせたバーチャル・マニュファクチャリングを

新しいアプローチが求められています。

導入することによって、多数のサブシステムを効果的に構築 / テストし、ク

また、電気系統のサブシステムの増大も品質の問題を難しくしている理由
の 1 つです。クルマの電気 / 電子化により電気系統サブシステムはますま

設計プロセスのロバスト性を高めるため、私たちはハイ・パフォーマンス・

す複雑になっており、従来の設計手法では性能目標や設計目標を達成する

コンピューティング（HPC）を利用した分散処理環境を構築しました（図1）
。

ことが困難になっています。こうした傾向から、開発プロジェクトの中で

この環境で先進のシミュレーション・ツールを使用することにより、許容誤
差の範囲内で物理システムのパラメータ設定を1つずつ変えたバーチャル・
プロトタイプを多数作成してテストを行っています。この手法は現実の製造

これらの課題に加え、自動車業界は近年の厳しい経済情勢にも対処しなけ

ラインを模したもので、実際のシステムの代わりに正確なシミュレーション・

ればなりません。エンジニアリング予算や人員の削減により、スタッフ 1

モデルを使って、パラメータ設定を変えながら何度でもシミュレーションを

人当たりの作業負担は確実に増えています。

実行できます。ハードウェア・プロトタイピングの場合、限られた開発サイク
ルの中でごくわずかのシステムしか構築／テストできませんが、バーチャル・

こうしたプロジェクト・マネージメント上の問題に対処するには、コンポー

可能性があるかを予測するために役立てています。GMでは、このHPCネッ

ネントとサブシステムがあらゆる車種のあらゆる条件下ですべての性能要

トワークを使ったバーチャル・マニュファクチャリングのメソドロジを採

件を満たしていることを確認できる手法をエンジニアリング・チームとし

用することによって、ゼロ欠陥の達成を目指しています。

バーチャル・マニュファクチャリング環境
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に過ぎませんでした。それが現在は 40% になり、近い将来 50% に達する
と考えられています。2011 年モデルの GM シボレー・ボルト EV には 1 千

ムが最初の2週間半で約6万回のシミュレーションを実行し、4つのプロジェ

万行を超えるソフトウェア・コードが使用されていますが、その開発には 5

クトを完了するなど、生産性は飛躍的に向上しました。この新しいメソド

年もかかっていません。今後さらなる複雑化に対応し、生産性を引き上げ

ロ ジ に よ り、エ ン ジ ニ ア 1 人 当 た り の 生 産 性 は 約 400% 向 上 し ま し た。

ていくために、ソフトウェア・シミュレーションとバーチャル・マニュファ

HPC は 24 時間 365 日の稼働が可能で、人間のように休憩も休日も必要なけ

クチャリングをより一層活用していきたいと考えています。

れば病欠もありません。
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その後、私たちは他にも多数の部品やサブシステムの解析が必要なプロ
ジェクトにこの新しいメソドロジを次々と導入しました。たとえば、現在

マルチドメインのバーチャル・プロトタイピング・プラットフォームを導

では多くの「Design for Six Sigma」
（DFSS）プロジェクトでこのメソドロ

入したことで、GM はクルマの電気 / 電子化によって新たに生じた品質と生

ジを採用しています。DFSS プロジェクト・チームは品質の改善を通じて

産性の問題の多くを解決しています。最後に、HPC環境での統計解析によっ

保証関連の問題を削減することを任務としています。バーチャル・マニュ

てもたらされる利点をまとめます。

ファクチャリング手法は、バッテリ、パワートレイン、信号伝達サブシステ
ム、EM グループの品質改善プロジェクトに最適です。

▶

複雑なシステムの解析も、1 台の PC を使用した場合の数分の一の時間
で完了

最近は、ハイブリッド車や電気自動車（EV）の本格的な普及が始まったた

▶

数百ものユニットで構成される、統計的に十分なサイズのサンプルを
数分で解析

高度なインフォテインメント・システムはもちろんのこと、特に EV の場合

▶

性能目標と設計目標を達成

はバッテリ・マネージメントなどまったく新しい推進システムが必要になっ

▶

少ない人員で生産量の増加と設計目標を達成

ており、私が現在所属する EMC エンジニアリング・チームも新しい課題に

▶

当初の目標を完全に上回る 400% の生産性向上

直面しています。

▶

開発期間の大幅な削減

め、これまで直面したことのない新しい問題がいくつも浮上しています。

プロジェクトのプロファイル

システムの結合

最終レポート

図 1. HPC ネットワーク・メソドロジの主な構成要素
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制御アルゴリズム・モデル : MathWorksTM 社 Simulink®

きるように、ツールとモデルを統合したメソドロジを DFSS プロジェクト
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有限要素法解析ツール : Ansys® 社
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幅に上回る成果を挙げています。

ムはますます複雑になっており、予想される業務負荷を同じ数の人員でこな
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この統計情報により、部品間の相互作用を詳細に把握できます。こうして

析に通常 8 週間もかかるなどの制約もありました。しかも解析対象のシステ
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なるべく早期に発見し、修正にかかる時間とコストを最小限に抑えること

「ゼロ欠陥」の達成を目指しています。生産性については、すでに目標を大
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間短縮がかつてないほど強く求められています。このため、品質の問題を

ナーとの協力あってのことでした。現在は、さらに品質を改善することで

をすべて 1 台のコンピュータで実行していたため、1 つのサブシステムの解

論理合成編

マニュファクチャリングなら数千種類ものプロトタイプを効果的に構築／

システムの EMC を解析する新しいメソドロジを導入できたのも、パート

は、毎回のプロジェクトで実感していましたが、これらのシミュレーション
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さまざまな車種を対象に、ますます複雑化が進むメカトロニクスや電気系

バスト・デザインを行ってきました。こうした手法にメリットがあること
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ており、V VT のようなプロジェクトでシミュレーションやバーチャル・ロ
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多くの場合、品質問題の根本的な原因は、部品の許容誤差、周囲環境の状態、

が課題となっています。

を継承する役割もパートナーが果たしてくれました。

GM では物理システムのバーチャル・プロトタイピングを以前から導入し

ロバスト性の高い設計手法を実現するには、多数のサブシステム・プロトタ

シミュレーションや解析の重要性が高まっています。

の継承が必要ですが、スタッフの配置転換によって失われがちなノウハウ
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たしています。ただし、多数のシミュレーションを実行すると膨大なデー

新技術の開発に HPC を利用した最初のプロジェクトが、可変バルブ・タイ

ニュースリリース

バーチャル・マニュファクチャリングで
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を

現在、GM の HPC 環境で使用しているツールはすべてこれらのニーズを満

に適用しています。
HPC ネットワーク上で使用するシミュレーション環境については、以下の
条件を満たしているかどうかを重要な選定基準としました。
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▶
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▶
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▶
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また、電気系統のサブシステムの増大も品質の問題を難しくしている理由
の 1 つです。クルマの電気 / 電子化により電気系統サブシステムはますま

設計プロセスのロバスト性を高めるため、私たちはハイ・パフォーマンス・

す複雑になっており、従来の設計手法では性能目標や設計目標を達成する

コンピューティング（HPC）を利用した分散処理環境を構築しました（図1）
。

ことが困難になっています。こうした傾向から、開発プロジェクトの中で

この環境で先進のシミュレーション・ツールを使用することにより、許容誤
差の範囲内で物理システムのパラメータ設定を1つずつ変えたバーチャル・
プロトタイプを多数作成してテストを行っています。この手法は現実の製造

これらの課題に加え、自動車業界は近年の厳しい経済情勢にも対処しなけ

ラインを模したもので、実際のシステムの代わりに正確なシミュレーション・

ればなりません。エンジニアリング予算や人員の削減により、スタッフ 1

モデルを使って、パラメータ設定を変えながら何度でもシミュレーションを

人当たりの作業負担は確実に増えています。

実行できます。ハードウェア・プロトタイピングの場合、限られた開発サイク
ルの中でごくわずかのシステムしか構築／テストできませんが、バーチャル・

こうしたプロジェクト・マネージメント上の問題に対処するには、コンポー

可能性があるかを予測するために役立てています。GMでは、このHPCネッ

ネントとサブシステムがあらゆる車種のあらゆる条件下ですべての性能要

トワークを使ったバーチャル・マニュファクチャリングのメソドロジを採

件を満たしていることを確認できる手法をエンジニアリング・チームとし

用することによって、ゼロ欠陥の達成を目指しています。

バーチャル・マニュファクチャリング環境

ベンダ
Saberモデル

以下の情報にアクセス:
- ベンダ情報
- 要件
- モデルのテスト結果
- モデルの添付文書

モデル要件
Saberモデル
要件
モデル
モデルの添付文書

４

に過ぎませんでした。それが現在は 40% になり、近い将来 50% に達する
と考えられています。2011 年モデルの GM シボレー・ボルト EV には 1 千

ムが最初の2週間半で約6万回のシミュレーションを実行し、4つのプロジェ

万行を超えるソフトウェア・コードが使用されていますが、その開発には 5

クトを完了するなど、生産性は飛躍的に向上しました。この新しいメソド

年もかかっていません。今後さらなる複雑化に対応し、生産性を引き上げ

ロ ジ に よ り、エ ン ジ ニ ア 1 人 当 た り の 生 産 性 は 約 400% 向 上 し ま し た。

ていくために、ソフトウェア・シミュレーションとバーチャル・マニュファ

HPC は 24 時間 365 日の稼働が可能で、人間のように休憩も休日も必要なけ

クチャリングをより一層活用していきたいと考えています。

れば病欠もありません。

数学モデル
シミュレーション
パラメータ

Saber

バーチャル
マニュファクチャリング

モデル
プロジェクト
リポジトリ

Saber HPC グリッド

要件
最終解析レポート

GMのエンジニアリング
コミュニティ

ソリューションのまとめ

その後、私たちは他にも多数の部品やサブシステムの解析が必要なプロ
ジェクトにこの新しいメソドロジを次々と導入しました。たとえば、現在

マルチドメインのバーチャル・プロトタイピング・プラットフォームを導

では多くの「Design for Six Sigma」
（DFSS）プロジェクトでこのメソドロ

入したことで、GM はクルマの電気 / 電子化によって新たに生じた品質と生

ジを採用しています。DFSS プロジェクト・チームは品質の改善を通じて

産性の問題の多くを解決しています。最後に、HPC環境での統計解析によっ

保証関連の問題を削減することを任務としています。バーチャル・マニュ

てもたらされる利点をまとめます。

ファクチャリング手法は、バッテリ、パワートレイン、信号伝達サブシステ
ム、EM グループの品質改善プロジェクトに最適です。

▶

複雑なシステムの解析も、1 台の PC を使用した場合の数分の一の時間
で完了

最近は、ハイブリッド車や電気自動車（EV）の本格的な普及が始まったた

▶

数百ものユニットで構成される、統計的に十分なサイズのサンプルを
数分で解析

高度なインフォテインメント・システムはもちろんのこと、特に EV の場合

▶

性能目標と設計目標を達成

はバッテリ・マネージメントなどまったく新しい推進システムが必要になっ

▶

少ない人員で生産量の増加と設計目標を達成

ており、私が現在所属する EMC エンジニアリング・チームも新しい課題に

▶

当初の目標を完全に上回る 400% の生産性向上

直面しています。

▶

開発期間の大幅な削減

め、これまで直面したことのない新しい問題がいくつも浮上しています。

プロジェクトのプロファイル

システムの結合

最終レポート

図 1. HPC ネットワーク・メソドロジの主な構成要素

過去を振り返ると、1980 年代には車両全体に占める電子部品の割合は 5%

HPC ネットワークを導入したところ、5 人のエンジニアで構成されるチー

GMのシミュレーション
エンジニア

システム開発

要件の自動伝達

すには、生産性を少なくとも 2 倍に引き上げる必要があると考えました。

解析
レポート作成

クルマの電気 / 電子化が進んではいるものの、解析対象となるシステムは今

▶

マルチドメイン・バーチャル・プロトタイピング・プラットフォーム：
シノプシス Saber

したものであることは変わりません。こうした点を考慮して、私たちは機

▶

物理コンポーネントのマルチドメイン・モデル : シノプシス Saber

械解析と電気解析を 1 つのモデルに統合して HPC ネットワーク上で実行で

▶

制御アルゴリズム・モデル : MathWorksTM 社 Simulink®

きるように、ツールとモデルを統合したメソドロジを DFSS プロジェクト

▶

有限要素法解析ツール : Ansys® 社

も機械系、油圧系、ソフトウェアなどマルチドメインのサブシステムを結合

検証編

収集した情報は、実際のサブシステム製造時にどのような問題が発生する

幅に上回る成果を挙げています。

ムはますます複雑になっており、予想される業務負荷を同じ数の人員でこな

Support Q&A

この統計情報により、部品間の相互作用を詳細に把握できます。こうして

析に通常 8 週間もかかるなどの制約もありました。しかも解析対象のシステ

フィジカル編

テストし、統計的に意味のある十分な量のサンプルを得ることができます。

なるべく早期に発見し、修正にかかる時間とコストを最小限に抑えること

「ゼロ欠陥」の達成を目指しています。生産性については、すでに目標を大

Support Q&A

間短縮がかつてないほど強く求められています。このため、品質の問題を

ナーとの協力あってのことでした。現在は、さらに品質を改善することで

をすべて 1 台のコンピュータで実行していたため、1 つのサブシステムの解

論理合成編

マニュファクチャリングなら数千種類ものプロトタイプを効果的に構築／

システムの EMC を解析する新しいメソドロジを導入できたのも、パート

は、毎回のプロジェクトで実感していましたが、これらのシミュレーション

Support Q&A

国際競争も激化しており、新製品をいち早く市場に投入するために開発期

さまざまな車種を対象に、ますます複雑化が進むメカトロニクスや電気系

バスト・デザインを行ってきました。こうした手法にメリットがあること

Design Compiler 講座

ルマの電気 / 電子化に伴う品質、コスト、複雑さの問題に対処しています。

ており、V VT のようなプロジェクトでシミュレーションやバーチャル・ロ

最新技術情報

多くの場合、品質問題の根本的な原因は、部品の許容誤差、周囲環境の状態、

が課題となっています。

を継承する役割もパートナーが果たしてくれました。

GM では物理システムのバーチャル・プロトタイピングを以前から導入し

ロバスト性の高い設計手法を実現するには、多数のサブシステム・プロトタ

シミュレーションや解析の重要性が高まっています。

の継承が必要ですが、スタッフの配置転換によって失われがちなノウハウ

Technology Update

調査時に不具合を再現できなかった理由と考えられます。

HPC ネットワークの構築に当たっては、サードパーティのパートナーと緊

オートモーティブ
ソリューション特集

がら、信頼性の向上と複雑化するサブシステムへの対処を実現できる「バーチャル・マニュファ

GMサプライヤの
Webポータルと
データベース

パートナーの重要性

News Release

～オートモーティブ・エンジニアのための季刊誌

たしています。ただし、多数のシミュレーションを実行すると膨大なデー

新技術の開発に HPC を利用した最初のプロジェクトが、可変バルブ・タイ

ニュースリリース

バーチャル・マニュファクチャリングで
「ゼロ欠陥」
を

現在、GM の HPC 環境で使用しているツールはすべてこれらのニーズを満

に適用しています。
HPC ネットワーク上で使用するシミュレーション環境については、以下の
条件を満たしているかどうかを重要な選定基準としました。
▶

複雑なマルチドメイン・デザインを解析できること

▶

膨大な数の部品とサブシステムが登録されたライブラリにアクセス
できること

▶

他の多くのツールからデータをインポートできること

▶

高度なポストプロセス機能を備えていること
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