AZAPA Vehicle Performance Simulator

自社製品の車両性能への
貢献を明らかにします。

AZAPA Model-Based Development

ソリューションパッケージ

プロダクト・イノベーションの実現

Solution Package

Product Innovation Realization

近年、自動車産業におけるグローバル競争は激化し、自動車 OEM メーカー単独で自動

BATTERY

0.23% Eﬃciency

車の価値創造を維持・成長することは難しく、サプライヤーにおいては、これまでの帰
属関係の成功から次の変革に直面しています。

車両性能シミュレーターを軸とするソリューションの全体像は次の STEP で構成されています。
内容

・グローバル市場での競争激化によるシェア変動

性能シミュレータ提供

・品質におけるリスク波及

コンサルティング

STEP1

・迫られるオープンイノベーション化への対応
・新たな製品および製品開発におけるイノベーション
今、サプライヤーに求められるものは、自ら自動車の価値創造を考えることです。これ
までの機能的価値（インクリメンタル・イノベーション）だけでなく、意味的価値（プ

0.15% Eﬃciency

ロダクト・イノベーション）を実現する環境が必要です。AZAPA は、自動車開発にお
ける性能分配が要求設計レベルで曖昧であることに着目し、独自のモデルベース・テク
ノロジーによって、システム全体の機能と効果（エネルギー消費の連鎖）の見える化を
実現、製品の性能寄与を分析することで新たな製品性能の提案を実現させます。自動車
OEM メーカーとの具体的な要件設計、新たな製品提案など新しいイノベーションを手
にすることができるでしょう。

OEM 提案

A/C COMPRESSOR

0.35% Eﬃciency

2000 年代初頭、国内販売車の燃費改善率は年間 2 % 前後で推移していましたが、
現在は年間 7 % に迫る勢いです。燃費改善への市場要求は今後もますます高ま
るばかりです。それらを牽引しているのが、電動化技術をはじめとする新デバ

単位

3 ヶ月〜 6 ヶ月

3 ヶ月〜

今やサプライヤーにとってもシェア拡大に向けた重要な技術戦略の柱となって

1,500,000

1 部品

750,000 〜

部品の規模により価格を決定、AZMS 登録時は 1/2 費用

3,000,000 〜

1 提案
1 提案
2 年契約
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3,000,000[ 円
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STEP1 からの拡張ソリューション

最大効率の制御設計

STEP1 規模により価格算出

各種 Model-Base Solution

イスや新制御の搭載による高効率化技術です。これら燃費改善技術の開発は、

9,000,000 〜

月

1 サンプル

対象部品最大ポテンシャル検討

STEP2

価格 [ 円 ]
1式

部品モデル作成
性能効果 / 寄与分析

ALTERNATOR

期間

いることでしょう。

分析

性能シミュレーター

Performance Analysis

Performance Simulation

Simulator の対象車両性能

対象部品モデル

性能は、エネルギーの生成と消費という概念で計算
することが可能です。この性能シミュレーターはエ
ネルギーをベースとした機能インターフェースで構

車両 / システム諸元
燃費

電費

動力性能

AZAPA 独自モデル
エフェクトモデル と機能 I/F

築しており、自動車のシステム全体におけるエネル
ギーフローを俯瞰して見える化することが最大の特
徴です。性能分析は、エネルギーを単位変換するこ

制御 BLOCK

フィジカル BLOCK
アクロス量

関数 BLOCK

とで、燃費、電費、運動性能など多様な性能分析を

エフェクト
BLOCK

スルー量

実現します。自動車開発における自社製品の性能効
果および性能寄与度を把握することは、自動車 OEM
メーカーへの要求達成や新たな提案を可能とします。

- MATLAB/Simulink をはじめとする業界標準的
なモデリングツールで構築

AZMS 連携
AZMS（AZAPA Model-based development Suite）は自動車
開発のフェーズの進度に応じて必要となる高精度なフィジカ
ルモデル・制御モデルを提
供していきます。これはモ
デルベース開発を推進して
いく上でスマートな方法の
一つとして大きなメリット
を受けることでしょう。ま
た Modeln 社をはじめパー
トナー企業のモデル流用も
可能となります。

- エネルギー保存則に準じたモデリング

- 各システム内は、運動、熱、電気、流体 エネ

ルギー等、物理系の違いによってシステム要素
別にモデリング

- 各システムは、要素別の入出力エネルギー、

性能効果 / 寄与分析

走行パターン

損失エネルギーで表現

- 顧客モデルも結合容易な I/F 設計

状態別分析
ベースシミュレーター

時系列分析
ベースシミュレーター
環境設定

対象部品モデル作成

性能効果 / 寄与分析

対象部品最大
ポテンシャル検討

フィジカルモデル作成

システム別エネルギー消費分析

部品組み合わせ検討

制御ロジックの詳細化

システム内の物理系別 I/F 設定

ベース制御モデル作成

損失エネルギー分析

部品構造検討

多目的設計

入出力・損失エネルギーの設定

モデル結合

エネルギー連鎖の状態別分析

部品諸元検討

制御ロバスト性の検証

車両 / システム諸元設定

計測同定

性能寄与率の分析

車両に対する制約条件設定

制御パラメータの最適化

モデル高精度化

制御の方向性決定

走行パターン設定
ドライバーモデル設定

自社内の各システムのモデルは、目的と用途に応じ様々な
モデリングツールで開発されており、そのモデル資産をシ
ミュレーターに活用する際、それらを結合することは各シス
テムの理解、シミュレーターの理解など多くの知識を必要と
します。AZAPA は、CHIASTEK 社の Co-Simulation ツール
"CosiMate" などを使ったモデル接続技術・コンサルティン
グを提供します。またモデル接続の標準規格である FMI にも
精通しており、Modelon 社の FMI ツールを活用したコンサ
ルティングも提供します。
制御

エンジン

ドライバー

吸排気

ECU

燃焼

補機

HVAC 機構負荷

噴射

トランスミッション
CVT
T/M

車両

シャシー
路面環境

バルブタイミング

最大効率の制御設計

ベースシミュレーター提供

Co-Simulation/FMI

in

out

in

out

in

out

in

Co-Simulation/FMI
CosiMate

out

FMI Toolbox

in

out

他･･･

効果分析
▶ お問合せ先
TEL :
E-mail :

052-221-7350
azp-sales@azapa.co.jp

AZAPA

Vehicle Performance Simulator

Tel：052-221-7350

E-mail：azp-sales@azapa.co.jp
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