
10 www.simulia.com INSIGHTS   2010 年 1 月 / 2 月

リアリスティックシミュレー
ションで新鮮さをパック
Abaqus FEA による材料および流体のシミュレー
ション、革新的な無菌包装の品質を向上しつつ開発
期間の短縮に貢献

今世紀への変わり目には、多くの専門家が最
高の記録的な競技成績、史上最高の歌、過去
数百年間におけるその他多くの社会的業績に
ついて「トップ 10」リストを作成しまし
た。米国の食品技術者協会が選定した 20 世
紀の食品科学における技術革新では、濃縮
ジュース、安全な缶詰容器、凍結乾燥法など
を抑えて、無菌処理および包装が 1 位になり
ました。

無菌処理の歴史は 1960 年代前半にさかのぼ
ります。従来の長時間かけて低温で行われる
殺菌法や缶詰化に比べて牛乳やそのほかの流
動食の栄養素や風味成分を損なわずに有害な
微生物をすべて取り除くため超高温瞬間殺菌
処理されるようになりました。その結果、超
高温瞬間殺菌処理された食品製品は、冷凍や
保存料を必要とせず輸送や保管中の数ヶ月
間、新鮮さが保たれます。これにより、生産
者から消費者までのすべての人々に大幅なコ
ストの削減がもたらされ、適切な電力供給網
やコールドチェーン、輸送インフラがない発
展途上国では、長持ちする健康的な食物とし
て提供されています。

Tetra Pak 社は、無菌包装の世界最大のサプ
ライヤです。創業者である Ruben Rausing 
博士は、「容器はそれにかかるコスト以上の
メリットを社会に還元しなければならない」
というシンプルな信条を掲げ、1951 年にス
ウェーデンのルンドで同社を設立しました。
Rausing 氏が発明した包装技術は、今もなお 
Tetra Pak 社のほとんどの事業の基礎となっ
ています。同社は現在、150 か国以上で 1 日
に 3 億 8,700 万枚以上の包装材を供給してお
り、2008 年には世界で合計 1,410 億枚以上の
供給を記録しました。

Tetra Pak 社ではできる限り低価格の包装を
提供することに全力で取り組んでいるため、
あらゆる新製品ラインで「この薄くて軽量な
材料は、充てんや密閉工程に耐える十分な強
度があるか」という課題が生じます。Tetra 
Pak 社のバーチャルエンジニアリング部門の
マネージャである Mattias Olsson 博士は次
のように述べています。「プロセスの完全な

管理が最も重要です。そのためには、液体と
材料の両方に生じる荷重と力に関する詳細な
知識が必要になります」

カートン紙、液体、力
コストと管理の両方を考慮し、包装工程は可
能な限り単純に設計されていますが、単純に
するためには、非常に困難な技術上の課題が
生じます。包装工程では、まずカートン紙
ベースの包装材（大部分が紙であり、プラス
チックまたはアルミニウム製の極薄層でコー
ティングされた複合材）の連続リールが充て
ん機の上部に送り込まれ、その途中で殺菌さ
れます。この平面状の包装材は、筒型に成形
され、縦方向に密封されます。充てん機から
出ている管が包装材の筒の上部に入れられ、
液体が充てんされると筒が膨らみます。機械
システムによって包装が折り畳まれ、横方向
に密封されます。液体の表面よりも下で密封
することで、目的の形状に形成しつつ無菌状
態が維持されます。その後、この筒が個々の
包装として切断されます。

この工程自体は単純ですが、作用する力はそ
うではありません。Olsson 氏は、「重力に
より液体は下向きに引っ張られますが、折り
畳みと筒の変形はそれを押し返す力なので
す」と述べています。これは、散水ホースを
折る動作によく似ています。折り畳みシステ
ムの上にある筒の内側に組み込まれた圧力フ
ランジ（基本的に複数の小さな穴のある平ら

な円盤）により、筒の中を上昇する逆流の量
は少なくなります。しかし、包装筒は折り畳
み時の変形と液体の圧力の相当な変化を受け
つつも、破損したり、しわが発生したりするこ
となく構造健全性を維持する必要があります。

Olsson 氏は、「新しい形状とサイズの包装
を設計する場合、あるいは充てん機を変更す
る場合（充てん速度の増加など）、包装の折
り畳みと成形が重要なポイントとなります
が、従来、これらを予測することは困難でし
た」と述べています。なぜなら、慣例的に、
包装および充てん工程は、ほぼ最終的に完成
した機械を使用した実験で確認されていまし
た。しかし、この段階で実験によって設計上
の問題が明らかになった場合、変更にかかる
費用は製品開発の初期に明らかになった場合
よりもはるかに高いものとなりました。
Olsson 氏は次のように指摘しています。
「当社が求めていたものは、液体、包装材、
およびそれらに作用し、相互に作用し合うす
べての主な力が考慮された現実的で信頼性の
高いシミュレーション手法でした」

そのため、Tetra Pak 社では、同社の包装工
程における複雑さを評価するために、リアリ
スティックシミュレーションの Dassault 
Systèmes ブランドである SIMULIA の 
Abaqus 有限要素解析ソフトウェアを選択し
ました。Tetra Pak 社はこれまでにも構造解
析のために Abaqus を利用していましたが、
同社のエンジニアが包装中の液体-構造連成
の動的解析をするのは今回がはじめてでし
た。Abaqus による解析結果により、包装工
程についての理解を一層深めることができ、
設計の初期段階で包装工程をモデル化する手
段が提供されました。Olsson 氏は次のよう
に述べています。「当社ではシミュレーショ
ンを使用することが製品開発期間の大幅な短
縮につながることを期待しています」

モデルケースとしての包装工程
Tetra Pak 社のエンジニアは、最初のトライ
アル解析に、きわめて低価格で大量生産され
ている製品ラインの中型サイズである Tetra 
Fino Aseptic 500 ml（TFA 500 ミルク用包
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装）を選択しました。これについて Olsson 
氏は、「この製品についてはすでに生産パラ
メータに関する知識が十分あったため、当社
における最初の解析に最適な選択肢となりま
した」と述べています。なお、このシミュ
レーションに関しては Tetra Pak 社のテク
ノ ロ ジ ス ペ シ ャ リ ス ト で あ る  A n d e r s 
Magnusson 氏が Olsson 氏に協力しました。

包装工程のモデル化には多くの課題がありま
した。まず、包装材は非常に薄く柔軟である
ため、圧力変化により大きな変形が生じまし
た。筒の断面は円形断面から急激に変化し、
折り畳む際には完全に押し潰されていまし
た。最も重要なのは、液体中で変化する圧力
波と包装材に対するその影響を考慮に入れる
ことが必要な、モデル化すべき強い液体-構
造連成がある点でした。

解析用のモデルには、以下のコンポーネント
が含まれていました。

複合材の包装材（紙、アルミニウムおよ• 
びプラスチック製のカートン紙による筒 
- 均質材料としてモデル化）
包装対象の液体（流れおよび圧力特性を• 
含む）
液体の表面の上に載るフロート装置• 
包装材を折り畳むシステム• 
筒の内側の圧力波を制御（抑制）する圧• 
力フランジ

変形可能な包装材の筒と液体を除き、各コン
ポーネントは剛体としてモデル化されまし
た。また、これらのコンポーネントは、物体
に対する力の適用を簡略化し、その反作用を
定量化するために一般的に使用されている 
Lagrange フレームワークでモデル化されま
した。

柔軟な包装材は、積層材量を均質化表現した
シェル要素でモデル化されました。これによ
り、解析の計算時間が短縮されました。

流体は非粘性流体の流れ特性を表現する 
Euler 法を使用してモデル化され、Tetra 
Pak 社のエンジニアはこれを Lagrange 法と
組み合わせることで、包装筒と流体の相互作
用を 1 回の解析でモデル化できるようになり
ました。Magnusson 氏は、「Abaqus の 
Euler-Lagrange 連成解析機能により、以前
は 1 つのモデルではシミュレートできなかっ
た包装時の動的挙動、すなわち流れと圧力の
変化の下における筒の変形の影響を含めるこ
とができるようになりました」と述べていま
す。また、Abaqus の強力な接触および非線
形機能も今回の解析に不可欠でした。

さらに、包装工程が軸対称であるため、シス
テムの半分をモデル化して処理時間を大幅に
短縮することもできました。このモデルで

は、約 700,000 の変数を伴うおよそ 220,000 
要素が使用されています。解析は Intel Xeon 
デュアルコア・プロセッサを搭載した Linux 
86-64 プラットフォーム上で実行され、8～16 
プロセッサで約 24 時間かかりました。

Euler-Lagrange 連成法により、単一の FEA 
モデルの中で包装材の変形、液体の挙動およ
びそれらの相互作用を完全に表現できるよう
になると、以下のようにさまざまな設計パラ
メータのモデル化および定義が可能になりま
した。

包装材の変形を含む折り畳みシステム作• 
業の順序付け
包装材の選定および適切性の決定• 
液体の注入速度と成形される包装体積の• 
間の相関関係の確立
破損またはしわを防止するために包装材• 
に適用する引張り荷重の定義

Magnusson 氏は次のように述べています。
「当社では、実際の試作品で試験した包装に
関するあらゆる側面のモデル化を試みまし
た。最終的に、重力と液体の圧力変化の下に
おける流れから包装材の変形に至るまで、包
装工程における重要な力をすべてシミュレー
トすることができました」

結果は良好
今回の FEA 解析では、充てんされ密封され
た包装の目標とする最終形状に至るまで正確
に、包装工程が現実的に表現されました。ま
た、充てん中および密封中における包装の変
形の程度を予測するためには、シミュレー
ションに液体と包装材の相互作用を含めるこ
とが必須であることも証明されました。シ
ミュレーションでは、液体の全体的な塊とし
ての運動を制御し、液体と包装材の筒の間に
生じる動的な相互作用を低減させる圧力フラ
ンジ装置の必要性と有効性が示されました。
Olsson 氏は、「当初は実験で乱流効果が示
されたため、Euler-Lagrange 連成法を使用
して圧力フランジの機能をモデル化すること
は難しいだろうと考えられていました。しか
し、フランジのあり/なしによる解析によっ
て、この方法で流体の挙動が十分に表現でき
ることが証明されました」と述べています。
次の目標は実験による結果の確認です。

今後、Abaqus シミュレーションは長期にわ
たって Tetra Pak 社における新たな包装の
開発と既存の機械の性能向上に役立つことで
しょう。設計の初期段階でシミュレーション
を利用することで、包装の品質を向上させつ
つ包装工程の開発時間を短縮することが期待
されます。品質の向上は、「大切なものを包
んでいます」をモットーとして世界中に健康的
で栄養となる食品を提供するために努力してい
る包装産業の企業にとって重要な目標です。

Olsson  氏は次のように述べています。
「Tetra Pak のビジョンは、あらゆるシーン
において、食品の安全性と有効性の実現に向
けて取り組んでいくことです。今回の FEA 
解析もこのビジョンの一部であり、当社の包
装システムに影響を及ぼしている物理現象に
関する理解と知識を大幅に深めることができ
ました。SIMULIA 社は、今後も当社の工程
開発手法における大切なパートナーとなるこ
とでしょう」

詳細は以下をご覧ください
www.tetrapak.com 
www.simulia.com/cust_ref
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