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はじめに
MapleSim の概要
MapleSimTM は、複雑なマルチドメイン物理システムを作成およびシミュレーションするた
めのモデリング環境です。MapleSim を使用して、物理システムをグラフィカルな形式で表
示するコンポーネントダイアグラムを作成することができます。記号的アプローチと数値的
アプローチの両方を使用し、コンポーネントダイアグラムからモデル方程式を自動的に作
成して、忠実度の高いシミュレーションを実行します。
複雑なマルチドメインモデルの作成
MapleSim を使用して、さまざまなエンジニアリング分野のコンポーネントを 1 つのシステ
ムに統合するモデルを作成することができます。MapleSim は、電気、水力、メカニカル、
熱機器 (熱センサーおよび熱源)、信号ブロックなど、300 を超えるモデリングコンポーネ
ントのライブラリを備えています。また、モデリングおよびシミュレーションに関するユーザ
のニーズに合わせて、カスタムコンポーネントを作成することもできます。
高度な記号および数値の機能
MapleSim は、 MapleTM の記号および数値に関する高度な機能を使用し、物理システム
の動作をシミュレートする数学モデルを作成します。これにより、方程式が簡略化し、簡
潔で数値的に無駄のないモデルを作成することができます。
プリビルトの各種解析ツールとテンプレート
MapleSim は、Maple ワークシート形式のプリビルトテンプレートを各種備えており、これら
を使用して、モデル方程式の表示やパラメータの最適化など高度な解析タスクを実行し
ます。モデルを分析し、対話式にシミュレーション結果を表示するために、埋め込みコン
ポーネント、プロッティングツール、ドキュメント作成ツールなどの Maple 機能を使用する
ことができます。また、作成したモデルを C コードに変換し、リアルタイムシミュレーション
などが実行できる、ほかのアプリケーションやツールで使用することもできます。
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対話型 3-D 可視化ツール
MapleSim 3-D 可視化環境を使用して、マルチボディメカニカルシステムモデルの 3-D
図を作成し、それを動画再生することができます。つまり、この環境はモデルの 3-D 構成
を検証したり、異なる条件下でシステムの動作を解析するために使用することができます。

関連製品
MapleSim は、最新の Maple 14 を必要とします。
MaplesoftTM では、一連のツールボックスやアドオンと、Maple の機能を拡張したり、
MapleSim の機能を強化する各種アプリケーションを取り揃えています。
全製品のリストについては、Maplesoft のウェブサイト http://www.maplesoft.com/products
を参照してください。

関連リソース
リソース

説明

MapleSim Installation
Guide

MapleSim のシステム要件とインストール手順が記載されていま
す。MapleSim Installation Guide は、お手持ちの MapleSim イ
ンストールの DVD に収録されている Install.html ファイルに含
まれています。
以下の情報を含みます：
• MapleSim User's Guide：MapleSim の概念、MapleSim の機
能の説明、および初めて MapleSim を使用するユーザのた
めのチュートリアル。

MapleSim ヘルプシステム

• Using MapleSim：モデルの作成、シミュレーション、解析の手
順に関するヘルプトピック。
• MapleSim Library Reference Guide： MapleSim で使用可能
なモデリングコンポーネントの説明。

MapleSim 例題

さまざまなエンジニアリング分野のモデル例が用意されていま
す。これらのモデルは、MapleSim ウィンドウ左側にある Libraries
タブ下の例題パレットに含まれています。
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リソース

説明
教育用オンラインセミナー、製品デモ、ビデオ、サンプルアプリ
ケーションなど多数。

MapleSim Online
Resources

詳細は、
http://www.maplesoft.com/products/maplesim を参照してくだ
さい。

MapleSim Application
Center

ダウンロードし、MapleSim のプロジェクトで使用可能なサンプル
モデルや、カスタムコンポーネント、解析用テンプレートなどの
コレクション。
詳細は、
http://www.maplesoft.com/applications/maplesim を参照して
ください。

その他のリソースについては、http://www.maplesoft.com/site_resources を参照してくだ
さい。

サポートの要請
顧客サポートまたは技術サポートが必要な場合は、http://www.maplesoft.com/support
を参照してください。

お客様のご意見
Maplesoft ではお客様のご意見をお待ちしています。MapleSim 製品ドキュメントに関する
コメントは、doc@maplesoft.com へお願いします。
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第1章 MapleSim の概説
この章の内容は以下のとおりです：
• MapleSim での物理モデリング [1ページ]
• MapleSim ウィンドウ [6ページ]
• 基本チュートリアル：RLC 回路と DC Motor のモデリング [8ページ]

1.1. MapleSim での物理モデリング
物理モデリング (物理ベースのモデリング) は、数学と物理法則を組み合わせ、エンジニ
アリングにおけるコンポーネントまたは相互接続したコンポーネントシステムの動作を説明
します。大部分のエンジニアリングシステムは力学と関連しているため、その動作は一般
的に常微分方程式 (ODE) を使用して定義されます。
モデルを速く簡単に作成できるように、MapleSim は以下の機能を備えています：
トポロジー (非因果的) システム表現
従来のモデリングツールで使用される信号フローアプローチでは、システムの入出力を
明確に定義する必要があります。一方、MapleSim では、トポロジー表現を使用することに
より、信号のフローを考慮する必要なしに、関連コンポーネントを接続することができます。
数学モデルの作成と簡略化
トポロジー表現は、容易に数学表現に対応付けられ、MapleSim の記号機能によってシ
ステム方程式が自動的に生成されます。
MapleSim がシステム方程式を生成するとき、冗長な方程式および、0 や 1 による乗算は
数式簡略化ツールによってすべて取り除かれます。そして式は、まとめたり、減らしたりさ
れ、正確さを失わずにシステムを表現する最小集合の方程式になります。
ソルバ
トポロジーアプローチでは、モデル定義に代数制約が取り入れられています。ODE と代
数制約を組み合わせた問題は微分代数方程式 (DAE) と呼ばれます。制約の性質によっ
て DAE の問題の複雑度が変わる場合があります。問題の複雑度は DAE のインデックス
で示され、高いほど DAE の複雑度が増します。

1
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複雑な DAE のための汎用ソルバの開発は、記号計算の分野における多くの研究のテー
マです。計算エンジンとして Maple を採用している MapleSim は、高インデックス DAE を
解く、最新の記号技術と数値技術を集結した高度な DAE ソルバを実現しています。

非因果的モデリングと因果的モデリング
モータやパワートレインなど本物の機械は相互作用する一連の物理コンポーネントから
成り立っており、一般的に、ブロックダイアグラムを使用してモデリングされます。2 つのブ
ロックがラインで接続されている場合、これらは物理法則によって結ばれていることを示し
ます。
ソフトウェアによるシミュレーションについて、ブロックダイアグラムは因果的または非因果
的に分類することができます。多くのシミュレーションツールは因果的 (信号フロー) モデ
リングに限定されています。これらのツールでは、基本的に時変数値である単方向信号
がブロックの方向に流れます。ブロックでは、信号に対し予め定義されている数学操作が
実行され、結果はブロックの反対側から出力されます。このアプローチは、制御システム
やデジタルフィルターなど信号が単方向にしか進まないモデリングシステムに適していま
す。

このアプローチは代入に似ており、右側で既知変数または変数集合に関する計算が行
われ、結果が左側の別の変数に代入されます：

実際の物理コンポーネントがどのように相互作用するかをモデリングするには別のアプ
ローチが必要です。非因果的モデリングでは、接続された 2 つのブロックからの信号は
両方向に流れます。プログラミングでは、単純な等式に似ているといえます：

信号には、エネルギーや電流、回転力、熱流量、質量流など、どの physical quantity (物
理量) を保存する必要があるかなどの情報が含まれます。そしてブロックには、従う必要
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がある物理法則 (方程式) などの情報、つまり、保存する必要がある物理量が含まれま
す。

MapleSim では、両方のアプローチを使用することができます。例えば、関連するロジック
とのシミュレーションには物理システムを非因果的モデリングで表し、制御ループのシミュ
レーションには因果的モデリングを使用するなど、実行するタスクに最適なアプローチを
選択することができます。
Through 変数と Across 変数
非因果的モデリングアプローチを使用する場合、モデリングしているコンポーネントの
「through」変数と「across」変数の確認が有効です。一般的に、across 変数はシステム内
の原動力を表し、through 変数は保存量の流れを表します：

例えば、電子回路において through 変数 i は電流であり、across 変数 V は電圧降下で
す：

下の表は、他のドメインにおける through 変数と across 変数の例です：
ドメイン

Through

Across

電気

電流 (A)

電圧 (V)

メカニカル (平行移動) 力 (N)
メカニカル (回転)

トルク (N.m)

速度 (m/s)
角速度 (rad/s)
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水力

流量 (

熱流量

熱流量 (W)

/s)

圧力 (N/

)

温度 (K)

簡単な例を挙げると、抵抗の支配方程式は以下のように表されます。

上記方程式に Kirchhoff の電流保存の法則を組み合わせると、回路を完全に表現する
ことができます。
and
この例を拡張した下の回路図は、resistor (抵抗)、inductor (コイル) と capacitor (コンデ
ンサ) が直列に接続された電気回路、RLC 回路です：

この回路を手動でモデリングする場合、抵抗、コイル、およびコンデンサはそれぞれ以下
の特性方程式で表すことができます：

Kirchhoff の法則を適用すると、それぞれポイント a、ポイント b、ポイント c について以下
の保存方程式が成り立ちます：
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これらの方程式を、入力電圧の定義 (シミュレーションを開始して 1 秒後に 0 ボルトから
1 ボルトへ変動と定義) と合わせると、以下の式になります。

この式からは、モデルを定義し、回路を流れる電流と電圧を求めるために十分な情報が
得られます。
MapleSim では、これらの計算がすべて自動的に行われます。つまり、ユーザは回路を描
き、コンポーネントのパラメータを指定するだけで十分です。この原則は、MapleSim にお
ける全エンジニアリングドメインにおいて同じように適用され、あるドメインのコンポーネン
トを簡単に別のドメインのコンポーネントと接続することができます。
本章の基本チュートリアル：RLC 回路と DC Motor のモデリング [8ページ]で上記 RLC
回路を実際にモデリングします。下の図は、MapleSim で作成される RLC 回路図を表し
ます。
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1.2. MapleSim ウィンドウ
デフォルトの表示では、MapleSim ウィンドウは以下のペインとコンポーネントで構成され
ています：

コンポーネント

説明

1. メインツールバー

シミュレーションを実行するツールやモデルに MapleSim
解析テンプレートを添付するツール、一般的なほかのタ
スクを実行するツールなどが配置されています。

2. Navigation ツールバー

モデルやサブシステムを階層的に参照したり、モデルの
表示を変更するツールが配置されています。

3. モデルワークスペースのツー オブジェクトを配置したり、選択するツールと注釈やプロー
ルバー
ブなどの要素を追加するツールが配置されています。
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コンポーネント

説明
モデルの作成と、MapleSim プロジェクトの管理に使用で
きるツールを含む展開可能なメニューが配置されていま
す。このペインは 2 つのタブで構成されています：

4. パレットペイン

• Libraries タブ：モデルの例題およびモデルに追加で
きるドメイン特有のコンポーネントを含むパレットが配置
されています。
• Project タブ：モデルの閲覧や作成、シミュレーション
結果やプローブ、モデルに添付されるドキュメントの管
理に役立つツールを含むパレットが配置されています。

5. モデルワークスペース

2-D 回路図でモデルを作成および編集するエリアです。
以下のペインで構成されています：
• ヘルプペイン：モデリングコンポーネントに関連するヘ
ルプトピックを表示します。

6. コンソール

• メッセージコンソールペイン：シミュレーション中、
MapleSim エンジンの状態を示す進捗メッセージを表
示します。
• デバッグペイン : モデルの作成に伴う診断メッセージ
を表示します。
それぞれのペインは、コンソールの下にあるボタン
(

) を使用すると表示できます。

以下のタブで構成されています：
• Inspector タブ：名前やパラメータ値などモデリングコン
ポーネントのプロパティを表示および編集、シミュレー
ションのオプションおよびプローブの値を指定すること
ができます。
7. パラメータペイン

• Plots タブ：シミュレーショングラフとプロットウィンドウの
表示オプションを指定することができます。
•
このペインの内容は、モデルワークスペースで選択され
ているものによって変わります。
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MapleSim は 3-D マルチボディモデルを作成し、動画再生したり操作するための 3-D
ワークスペースも備えています。詳細は、第 4 章のマルチボディモデルの可視
化 [91ページ]を参照してください。

1.3. 基本チュートリアル：RLC 回路と DC Motor のモデリング
このチュートリアルでは、MapleSim のモデリングコンポーネントおよび基本ツールを紹介
し、因果的モデルと非因果的モデルを組み合わせる機能について説明します。
このチュートリアルでは、以下のタスクを実行します：
1. RLC 回路モデルを作成します。
2. コンポーネントのプロパティを指定するパラメータ値を設定します。
3. シミュレーションで確認するデータの値を読むプローブを追加します。
4. RLC 回路モデルをシミュレートします。
5. RLC 回路ダイアグラムを修正し、単純な DC motor モデルを作成します。
6. さまざまなパラメータ値で DC motor モデルをシミュレートします。

RLC 回路モデルの作成
RLC 回路ダイアグラムを作成するには、コンポーネントをモデルワークスペースに追加
し、システム内の各コンポーネントを接続します。この RLC 回路モデルの例では、電気コ
ンポーネントライブラリの ground、resistor、inductor、capacitor、signal voltage ソースコン
ポーネントを使用します。また、step 入力ソースも使用しますが、これは回路内で入力電
圧レベルを動かす信号発生器です。
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1. モデルワークスペース左側の Libraries タブで、電気の横に配置されている三角形を
クリックしてパレットを展開します。同様に、アナログメニューを展開し、Passive サブメニュー
を開きます。

2. 電気 → アナログ → Passive メニューから、Ground コンポーネントをモデルワークス
ペースにドラッグします。
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3. 残りの電気コンポーネントをモデルワークスペースに追加します。
• 電気 → アナログ → Passive → Resistors メニューから、Resistor コンポーネントを追
加します。
• 電気 → アナログ → Passive → Inductors メニューから、Inductor コンポーネントを追
加します。
• 電気 → アナログ → Passive → Capacitors メニューから、Capacitor コンポーネントを
追加します。
• 電気 → アナログ → Sources → Voltage メニューから、Signal Voltage コンポーネント
を追加します。
4. 各コンポーネントをドラッグし、下の図のような配置にします。

5. Signal Voltage コンポーネントを時計回りに回転させるために、モデルワークスペース
で Signal Voltage コンポーネントを右クリック (Macintosh では Control クリック) し、Rotate
Clockwise を選択します。
6. Signal Voltage コンポーネントを左右に反転させるために、もう 1 回 Signal Voltage コ
ンポーネントを右クリック (Macintosh では Control クリック) し、Flip Horizontal を選択し
ます。プラスのポート (青色) が上にあることを確認します。
7. Capacitor コンポーネントを時計回りに回転させるために、モデルワークスペースで
Capacitor コンポーネントを右クリック (Macintosh では Control クリック) し、Rotate
Clockwise を選択します。
次に、モデリングコンポーネントを接続し、システムにおける相互関係を定義します。
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8. マウスポインタを Ground コンポーネントのポート上に移動させます。ポートは緑で強
調表示されます。

9. Ground 入力ポートをクリックし、接続ラインを引きはじめます。
10. マウスポインタを Signal Voltage コンポーネントのマイナスポート上に移動させます。

11. ポートを 1 回クリックします。Ground コンポーネントと Signal Voltage コンポーネント
が接続されます。
12. 残りのコンポーネントを下の図のように接続します。

次に、モデルにソースを追加します。
13. 信号ブロックパレットを展開します。ソースメニューを展開し、実数サブメニューを開き
ます。
14. Step ソースをパレットからドラッグしてモデルワークスペース内の Signal Voltage コン
ポーネントの左側に配置します。
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Step ソースには明確な信号フローがあり、接続ライン上の矢印で表されます。このフロー
によって回路は入力信号に反応します。
15. Step ソースを Signal Voltage コンポーネントに接続します。完成した RLC 回路モデ
ルを下の図に示します。

コンポーネントプロパティの指定
コンポーネントのプロパティは、モデルのコンポーネントにパラメータ値を設定することで
指定できます。
1. モデルワークスペースで、Resistor コンポーネントをクリックします。モデルワークスペー
ス右側の Inspector タブに抵抗の名前とパラメータ値が表示されます。
2. R フィールドに 24 を入力し、Enter を押します。これで抵抗が 24

に変更されます。

3. 他のコンポーネントに以下のパラメータ値を指定します。パラメータの単位を指定する
場合は、パラメータ値フィールド横のドロップダウンメニューからその値を選択します。
• Inductor のインダクタンスに
• Capacitor のキャパシタンスに
• Step ソースの

を指定します。
を指定します。

の値に 0.1 s を指定します。
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プローブの追加
シミュレーションのためのデータ値を指定するには、モデルのラインまたはポートにプロー
ブを追加する必要があります。例として、RLC 回路の電圧を測ります。
1. モデルワークスペースのツールバーで、プローブボタン (

) をクリックします。

2. マウスポインタを、Inductor コンポーネントと Capacitor コンポーネントを接続している
ライン上に移動させます。ラインが強調表示されます。
3. ラインを 1 度クリックします。モデルワークスペースにプローブが表示されます。
4. 配置するために、プローブをドラッグし、1 回クリックしてライン上に置きます。
5. プローブを選択します。モデルワークスペース右側の Inspector タブにプローブのプ
ロパティが表示されます。
6. シミュレーショングラフに電圧量を組み込むために、Voltage チェックボックスを選択し
ます。
7. モデルワークスペースでこの物理量を個別の名前で表示するために、下に示すよう
に、Voltage と入力し、Enter を押します。

プローブが接続ラインに追加されます。
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RLC 回路モデルのシミュレーション
モデルのシミュレーションを実行する前に、シミュレーション時間を指定することができま
す。
1. モデルワークスペースで、空白部分をクリックします。
2. モデルワークスペース右側の Inspector タブで、シミュレーション終了時間 (

) に 0.5

秒を設定し、Enter を押します。
3. メインツールバーで、シミュレーションボタン ( ) をクリックします。MapleSim によって
システム方程式が生成され、step 入力へのレスポンスがシミュレートされます。
シミュレーションが完了すると、電圧レスポンスがグラフ上にプロットされます。

4. モデルを RLC_Circuit1.msim という名前で保存します。プローブおよび変更したパラ
メータ値はモデルの一部として保存されます。
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単純な DC Motor モデルの作成
次に、起電力 (EMF) とメカニカル inertia コンポーネントを RLC 回路モデルに追加し、
DC motor モデルを作成します。この例では、検索機能を使用して RLC 回路モデルに
コンポーネントを追加します。
1. Libraries タブのパレットエリアの上にある検索フィールドに EMF と入力します。ドロッ
プダウンリストに検索結果が表示されます。

2. ドロップダウンリストから、Rotational EMF を選択します。Rotational EMF コンポーネン
トが検索フィールド横の四角内に表示されます。

3. 検索フィールド横の四角から、Rotational EMF コンポーネントをモデルワークスペース
にドラッグし、Capacitor コンポーネントの右側に配置します。
4. 検索フィールドで Inertia を検索します。
5. Inertia コンポーネントをモデルワークスペースに追加し、Rotational EMF コンポーネ
ントの右側に配置します。
6. 各コンポーネントを下の図のように接続します。
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注意 : Rotational EMF コンポーネントのプラスのポート (青色) を接続するには、ポートを
1 回クリックし、マウスポインタを capacitor (コンデンサ) と inductor (コイル) を接続するラ
インにドラッグして、ラインをクリックします。
7. モデルワークスペースで、Rotational EMF コンポーネントをクリックします。
8. Inspector タブで、transformation coefficient (変換係数) k の値を 10

に変更し

ます。
9. Step コンポーネントをクリックし、パラメータ

の値を 1 に変更します。

DC Motor モデルのシミュレーション
1. モデルワークスペースで、Probe1 を削除します。
2. モデルワークスペースツールバーのプローブボタン (

) をクリックします。

3. マウスポインタを Rotational EMF コンポーネントと Inertia コンポーネントを接続するラ
イン上に移動させます。
4. ラインをクリックし、次にプローブを 1 回クリックして配置します。
5. プローブを選択します。
6. Inspector タブで、Speed チェックボックスと Torque チェックボックスを選択します。保
存量のフロー方向を示す矢印がついたプローブがモデルに追加されます。
7. モデルワークスペースで、空白部分をクリックします。
8. Inspector タブで、シミュレーション終了時間 (
のシミュレーションボタン ( ) をクリックします。

) を 5 秒に設定し、メインツールバー
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下のグラフが表示されます。

9. モデルを DC_Motor1.msim という名前で保存します。
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第2章 モデルの作成
この章の内容は以下のとおりです：
• MapleSim コンポーネントライブラリ [19ページ]
• モデルの閲覧 [21ページ]
• システム内コンポーネントの相互関係の定義 [22ページ]
• コンポーネントプロパティの指定 [23ページ]
• サブシステムの作成と管理 [25ページ]
• グローバルパラメータとサブシステムパラメータ [38ページ]
• モデルへのファイルの添付 [47ページ]
• カスタムライブラリの作成と管理 [48ページ]
• モデルへの注釈の追加 [51ページ]
• 2-D 数学表記によるテキスト入力 [53ページ]
• 補間テーブルコンポーネントのデータセットの作成 [54ページ]
• ベストプラクティス：モデルの作成 [56ページ]

2.1. MapleSim コンポーネントライブラリ
MapleSim コンポーネントライブラリには、モデル作成用に 300 を超えるコンポーネントが
用意されています。すべてのコンポーネントは、電気、油圧、1-D メカニカル、マルチボ
ディメカニカル、熱力学、信号ブロックと、ドメインごとにパレットに配置されています。これ
らコンポーネントの多くは Modelica® Standard ライブラリに基づいています。
ライブラリ

説明

電気

アナログの電気回路や単相および多相システム、電
気機械などをモデリングするためのコンポーネント。

油圧

流体動力システムやシリンダー、アクチュエータなどの
油圧システムをモデリングするためのコンポーネント。

1-D メカニカル

1-D 平行移動および 1-D 回転システムをモデリング
するためのコンポーネント。
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ライブラリ

説明

マルチボディメカニカル

力、運動およびジョイントコンポーネントを含むマルチ
ボディメカニカルシステムをモデリングするためのコン
ポーネント。

信号ブロック

入力および出力信号を操作または生成するためのコ
ンポーネント。

熱力学

熱流量および熱伝達をモデリングするためのコンポー
ネント。

ライブラリには、完全な電気回路やフィルターなど、参照およびシミュレート可能なサンプ
ルモデルも用意されています。MapleSim ライブラリの構造とモデリングコンポーネントに
関する詳細は、MapleSim ヘルプシステムの MapleSim Library Reference Guide を参照
してください。
デフォルトのライブラリを拡張するために、数学モデルからカスタムモデリングコンポーネ
ントを作成し、カスタムライブラリに追加することもできます。詳細は、カスタムモデリングコ
ンポーネントの作成 [63ページ]を参照してください。

コンポーネントに対するヘルプトピックの表示
MapleSim コンポーネントライブラリに含まれている各コンポーネントに対するヘルプトピッ
クは、モデルワークスペース下のヘルプペインに表示することができます。ヘルプペイン
を表示するには、MapleSim ウィンドウの下部に配置されているヘルプペインボタン (
)
をクリックします。次に、モデルワークスペースに追加したコンポーネントを選択すると、そ
のコンポーネントのヘルプトピックが表示されます。また、ヘルプトピックは下に示すいず
れかの操作で表示することもできます :
• いずれかのパレットでモデリングコンポーネントを右クリック (Macintosh では Control
クリック) し、コンテクストメニューから Help を選択します。
• MapleSim ヘルプシステムでコンポーネントのヘルプページを検索します。

2.2. モデルの閲覧
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2.2. モデルの閲覧
Model Tree パレットまたはモデルのナビゲーションコントロールを使用してモデルを参照
すると、モデルワークスペースに表示されているコンポーネントの階層レベルを閲覧する
ことができます。トップレベルを閲覧すると、システムの全体図が表示されます。トップレベ
ルは、モデルにおける最上位のレベルで、個別モデリングコンポーネントやコンポーネン
トの組み合わせを表すサブシステムブロックを含む、システム全体を表します。また、モデ
ルのサブレベルを閲覧し、個々のサブシステムの詳細やコンポーネントを表示することも
できます。

モデルツリー
モデルを閲覧するには、MapleSim ウィンドウ左側の Project タブにある Model Tree パ
レットを使用することができます。モデルツリーの各ノードはモデルにおけるモデリングコ
ンポーネント、サブシステム、または接続ポートを表します。例として、DC motor モデル
のモデルツリーを下に示します。

モデルを閲覧し、特定のコンポーネントまたはサブシステムのパラメータを表示するには、
モデルツリーを展開し、ノードをダブルクリックします。Main ノードをダブルクリックすると、
モデルのトップレベルが表示され、子ノードをダブルクリックすると、コンポーネントまたは
サブシステムの詳細が表示されます。
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モデルナビゲーションコントロール
モデルワークスペースのツールバーの上に配置されているモデルナビゲーションコント
ロールを使用しても、ワークスペースに表示されているダイアグラムのモデリングコンポー
ネント間やサブシステム間など、階層レベル間を移動して閲覧することができます。

ドロップダウンメニューから、モデルワークスペースに表示するサブシステムまたはモデリ
ングコンポーネントの名前を選択します。Main ボタンをクリックすると、モデルのトップレベ
ルを閲覧することができます。また、モデル内の特定のサブシステムに直接移動して、そ
れを閲覧することもできます。例えば、上記例に示されている

ボタンをクリッ

クすると、モデルワークスペースには DC motor サブシステムの内容が表示されます。

2.3. システム内コンポーネントの相互関係の定義
モデリングコンポーネント間の相互関係を定義するには、これらを接続してシステムにし
ます。接続ラインは、2 つの接続ポートの間に引くことができます。

また、接続ラインはポートと別の接続ラインの間にも引くことができます。

MapleSim では、互換性のあるドメイン間でのみ接続ラインを引くことができます。デフォル
トでは、各ラインタイプはドメインに固有の色で表示されます。
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ドメイン

ライン色

メカニカル 1-D 回転

黒

メカニカル 1-D 平行移動

緑

メカニカルマルチボディ

黒

アナログ電気

青

電気多相

青

デジタルロジック

紫

ブール値信号

ピンク

因果的信号

ネイビーブルー

整数値信号

オレンジ

熱力学

赤

各ドメインの接続ポートも異なる色と形状で表示されます。接続ポートの詳細は、MapleSim
ヘルプシステムの MapleSim Library Reference → Connectors Overview トピックを参照
してください。

2.4. コンポーネントプロパティの指定
コンポーネントのプロパティは、モデル内のコンポーネントにパラメータ値を設定すること
で指定できます。モデルワークスペースでコンポーネントを 1 つ選択すると、選択したコ
ンポーネントに設定可能なパラメータ値が MapleSim ウィンドウ右側の Inspector タブに
表示されます。
注意 : すべてのコンポーネントに編集可能なパラメータ値があるわけではありません。
パラメータ値の入力には、上付き文字や下付き文字、ギリシア文字などの数学的文章を
追加することができる書式オプションである 2-D 数学表記を使用します。詳細は、2-D
数学表記によるテキスト入力 [53ページ] を参照してください。

パラメータ単位の指定
パラメータ値の単位を指定するには、単位が指定可能なパラメータフィールドの横に配
置されているドロップダウンメニューを使用することができます。例えば、下の図は Sliding
Mass コンポーネントに設定可能なパラメータフィールドを示しています。質量には kg、
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lb

、

、 または slug、そして長さには m、 cm、 mm、 ft、または in を指定することがで

きます。

モデルをシミュレートする際、MapleSim はすべてのパラメータ単位を自動的に国際単位
系 (SI) に変換します。したがって、1 つのモデルの中で、パラメータ値に複数の単位系
を選択することができます。
信号の単位を変換するには、信号ブロックパレットに配置されている信号変換メニューの
Unit Conversion Block コンポーネントを使用します。このコンポーネントは、時間、温度、
速度、圧力、容量などの単位を変換することができます。下の例では、出力信号の単位
を変換する Unit Conversion Block コンポーネントが平行移動用の Position Sensor と
Feedback コンポーネントの間に接続されています。

モデルに電気、1-D メカニカル、油圧、または熱力学センサーが含まれている場合は、
生成する出力信号の単位を選択することもできます。

2.5. サブシステムの作成と管理 • 25

初期条件の指定
capacitor (コンデンサ) や hydraulic pipe (水圧管)、mechanical spring (機械バネ)、damper
(ダンパー) などを含む多くの電気、油圧および 1-D メカニカルコンポーネントには、パラ
メータ値を設定することで初期条件を指定することができます。モデルワークスペースで
状態変数を含むコンポーネントを選択すると、そのコンポーネントに設定可能なほかのパ
ラメータ値とともに、有効な初期条件フィールドが Inspector タブに表示されます。
例えば、下の図は Sliding Mass コンポーネントには初期速度と位置フィールドが設定可
能であることを示しています。

2.5. サブシステムの作成と管理
サブシステム (または複合コンポーネント) は、1 つのブロックコンポーネントにグループ
化された、モデリングコンポーネントの集合です。下に DC motor サブシステムの例を示
します。

サブシステムは例えば、タイヤや DC motor など完全なシステムを構成するコンポーネン
トをグループ化するために作成したり、モデルワークスペースで図面の配置を改善するた
めや、モデルにシステムのコピーを複数追加できるようにするため、Maple でコンポーネ
ントのグループを解析するためなどに作成することができます。また、サブシステム内に
別のサブシステムを作成し、モデルを階層的に整理することもできます。
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MapleSim でサブシステムを作成するときの最良の慣行 (ベストプラクティス) については、
ベストプラクティス：サブシステムの作成と配置 [56ページ] を参照してください。

例：サブシステムの作成
以下の例では、DC Motor モデルの電気コンポーネントをグループ化してサブシステム
を作成します。
1. MapleSim ウィンドウ左側の Libraries タブで、例題パレット、Tutorial メニューの順に展
開し、Simple DC Motor の例を開きます。
2. モデルワークスペースの上に配置されている選択ツール (
電気コンポーネントを囲む四角形を描きます。

3. Edit メニューから、Create Subsystem を選択します。

) を使用して、すべての
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4. ダイアログボックスで、DC Motor と入力します。
5. OK をクリックします。DC motor を表す白いブロックがモデルワークスペースに表示さ
れます。

この例では、モデルに含まれる他のサブシステムを影響することなく編集および操作が可
能な「スタンドアローンサブシステム (stand-alone subsystem)」を作成しています。モデル
に同じサブシステムのコピーを複数追加し、それらをグループとして編集したい場合は、
「サブシステム定義 (subsystem definition) 」を作成することができます。詳細は、モデル
にサブシステムのコピーを複数追加する [28ページ] を参照してください。

サブシステムの詳細を表示する
サブシステムに含まれているコンポーネントを表示するには、モデルワークスペースでサ
ブシステムをダブルクリックします。サブシステムが詳細表示されます。

この表示で、点線はサブシステムの境界を示しています。可能な操作としては、境界線
内の接続線およびコンポーネントの編集、境界線外へのコンポーネントの追加と接続、ほ
かのコンポーネントへ接続するためのサブシステムポートの追加、などがあります。境界
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のサイズを変更するには、点線をクリックし、ボックスの周りに表示されるサイズ変更ハン
ドルのいずれかをドラッグします。
モデルのトップレベルまたは別のサブシステムを表示するには、navigation ツールバーに
あるモデルナビゲーションコントロールを使用します。

モデルにサブシステムのコピーを複数追加する
モデルに同一構成を持つサブシステムのコピーを複数追加する場合は、「サブシステム
定義」を作成することができます。サブシステム定義とは、一連のサブシステムで共有さ
れる属性と構成を定義する基本サブシステムを指します。
例えば、同じコンポーネントで構成され、同じ抵抗値を持った 3 つの DC motor サブシ
ステムをモデルに追加する場合、以下のタスクを実行することで実現できます :
1. モデルワークスペースで、希望する構成の DC motor サブシステムを作成します。
2. 上記サブシステム構成を元にサブシステム定義を作成し、それを Definitions パレット
に追加します。最後に、
3. サブシステム定義をソースとして、DC motor サブシステムのコピーをモデルに追加し
ます。
DC motor サブシステムのコピーをモデルに追加するときは、DC motor サブシステムの
サブシステム定義アイコンを Definitions パレットからモデルワークスペースにドラッグしま
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す。モデルワークスペースに追加されたコピーは、Definitions パレット内のサブシステム
定義と構成を共有するため、「共有サブシステム (shared subsystem)」 と呼ばれます。

同じサブシステム定義からコピーされた共有サブシステムは「リンク」しています。つまり、
共有サブシステムのどれかに変更を加えると、その変更は同じサブシステム定義から作
成された他の共有サブシステムすべてに反映されます。変更は、Definitions パレットのサ
ブシステム定義の項目にも反映されます。
上記例で、たとえば、

共有サブシステムで Resistor コンポーネントの抵抗パラ

メータ値を 24 Ω から 10 Ω に変更すると、

と

共有サブシステムは

もとより、Definitions パレットの DC Motor サブシステム定義の Resistor コンポーネントの
抵抗値も 10 Ω に変わります。
詳細は、サブシステム定義と共有サブシステムの編集 [31ページ] を参照してください。
例 ：モデルにサブシステム定義と共有サブシステムを追加する
次の例では、DC Motor サブシステム定義を作成し、モデルに共有サブシステムを複数
追加します。
Definitions パレットにサブシステム定義を追加する
1. モデルワークスペースで、例：サブシステムの作成 [26ページ] で作成した DC motor
スタンドアローンサブシステムを右クリック (Macintosh では Control クリック) します。
2. コンテクストメニューから、Convert to Shared Subsystem を選択します。
3. サブシステム定義の名前に DC Motor と入力し、OK をクリックします。
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4. MapleSim ウィンドウ左側の Project タブで、Definitions パレットを展開し、Subsystems
メニューを開きます。

Definitions パレットにサブシステム定義が追加され、モデルワークスペースのサブシステ
ムは
という名前の、DC Motor サブシステム定義にリンクしている、共有サブシ
ステムに変わります。
このサブシステム定義を使用すると、MapleSim モデルに DC motor 共有サブシステムを
複数追加することができます。
ヒント : サブシステム定義を別のモデルで使用する場合は、サブシステム定義をカスタム
ライブラリに追加します。詳細は、カスタムライブラリの作成と管理 [48ページ] を参照し
てください。
モデルに DC Motor 共有サブシステムを複数追加する
モデルに DC Motor 共有サブシステムを複数追加するには、DC Motor サブシステム定
義アイコンを Definitions パレットからドラッグし、モデルワークスペースに配置します。
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モデルに新しいスタンドアローンサブシステムまたは共有サブシステムを追加した場合、
モデルワークスペースに表示されるそのサブシステムの名前には固有の下付き数字が付
与されます。上記図で示されているように、各 DC Motor 共有サブシステムの名前には
下付き数字が付与されています。ユーザはこの番号で、モデル内に配置されているサブ
システムの複数のコピーを識別することができます。

サブシステム定義と共有サブシステムの編集
モデルワークスペースで共有サブシステムを編集すると、変更はその共有サブシステム
がリンクしているサブシステム定義はもとより、同じサブシステム定義からコピーされた他
の共有サブシステムにも反映されます。
例 ： 同一サブシステム定義にリンクしている共有サブシステムを編集する
この例では、

および

という名前の 2 つの DC Motor 共有

サブシステムを含むモデルに対し、抵抗値とサブシステムアイコンを変更します。これら
の共有サブシステムは、RobotMotor という名前のサブシステム定義にリンクしています。
1 つの RobotMotor 共有システムで抵抗値を変更すると、変更はもう 1 つの RobotMotor
共有システムおよびこれ以降に追加される RobotMotor 共有システムすべてで確認でき
ます。
初期状態では、モデル内の RobotMotor 共有サブシステムの抵抗値は両方とも 30
です。
1. MapleSim ウィンドウ左側の Libraries タブで、例題パレット、Multidomain メニューの順
に展開し、Sumobot の例を開きます。
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2. モデルワークスペースで、

共有サブシステムをダブルクリックします。共

有サブシステムが詳細表示されます。

サブシステム定義名 (RobotMotor) と共有サブシステム名 (RobotMotor1) から成る見出
しがモデルワークスペースの上部に表示されることにご注目ください。共有サブシステム
の詳細表示では、モデルにおける共有サブシステムの複数のコピーを識別する目的でこ
のような見出しが表示されます。また、共有サブシステムを選択すると、そのサブシステム
定義の名前が Inspector タブの Type フィールドに表示されます。
3. Resistor コンポーネント (

) を選択し、Inspector タブで抵抗値を 50

す。

4. Navigation ツールバーで、アイコン表示ボタン (

) をクリックします。

に変更しま
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5. モデルワークスペースのツールバーにある長方形ツール (
ンタをクリックし、四角形を描くようにドラッグします。

6. Navigation ツールバーで、ダイアグラム表示ボタン (

を使用して、マウスポイ

) をクリックします。

7. Navigation ツールバーで、Main をクリックし、モデルのトップレベルを表示します。
RobotMotor 共有サブシステムの表示は両方ともユーザによって描かれた四角形に変
わっています。
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8. MapleSim ウィンドウ左側の Project タブで、Definitions パレットを展開し、Subsystems
メニューを開きます。下の図でも示されているように、変更はこのパレットの RobotMotor
項目にも反映されています。

モデルワークスペーに配置されている RobotMotor 共有サブシステムをダブルクリックし、
それらの Resistor コンポーネントを選択すると、両共有サブシステムともその抵抗値が
50
になっていることが確認できます。

9. Definitions パレットから RobotMotor 共有サブシステムの新たなコピーをドラッグし、モ
デルワークスペース内の任意の場所に配置します。新しいコピーはユーザが描いた四角
形で表示され、その抵抗値も 50
です。
Example: Removing the Link Between a Shared Subsystem and its Subsystem Definition
例 : 共有サブシステムとサブシステム定義間のリンクの解除
リンクしている共有サブシステムが複数含まれているモデルで特定のコピーのみを編集
するには、その共有サブシステムとサブシステム定義の間のリンクを解除することで、モデ
ルワークスペースに配置されている他のサブシステムに影響を与えることなくそのサブシ
ステムを編集することができます。
1. MapleSim ウィンドウ左側の Libraries タブで、例題パレット、Multidomain メニューの順
に展開し、Sumobot の例を開きます。
2. モデルワークスペースで、
は Control クリック) します。

共有サブシステムを右クリック (Macintosh で
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3. Convert to Stand-alone Subsystem を選択します。

サブシステムと

Definitions パレットの RobotMotor サブシステム定義の間のリンクは解除され、copy of
(
4.

のコピー) となります。
共有サブシステムをダブルクリックします。

5. アイコン表示ボタン (

) をクリックします。

6. 長方形ツール ( ) を使用して、マウスポインタをクリックし、モデルワークスペースで
四角形を描くようにドラッグします。
7. ダイアグラム表示ボタン (

) をクリックしてから Main をクリックし、モデルのトップレベ

ルを表示します。変更は、モデルワークスペースに配置されている

共有

サブシステムと Definitions パレットの RobotMotor サブシステム定義には反映され、
RobotMotor サブシステム定義とのリンクが解除された copy of

サブシス

テムには反映されないことが確認できます。
ヒント : 共有サブシステムをスタンドアローンサブシステムに変換する場合、既存の共有
サブシステムやサブシステム定義と区別するためにも単特サブシステムには意味のある
名前を付けることがベストプラクティスとして推奨されます。

スタンドアローンサブシステムを扱う
スタンドアローンサブシステムとは、サブシステム定義とリンクしていないサブシステムを指
します。スタンドアローンサブシステムを作成する方法は 2 つあります : 例：サブシステム
の作成 [26ページ]で説明されている、新規サブシステムとして作成する方法と、Example:
Removing the Link Between a Shared Subsystem and its Subsystem Definition 例 : 共有
サブシステムとサブシステム定義間のリンクの解除 [34ページ]で説明されている、共有
サブシステムをスタンドアローンサブシステムに変換する方法がそれらです。スタンドア
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ローンサブシステムは、モデルワークスペースに配置されているる他のサブシステムに影
響を与えることなく編集することができます。
特定のサブシステムがスタンドアローンであるかどうかを確認するには、モデルワークス
ペースでサブシステムを選択し、Inspector タブを見ます。サブシステムがスタンドアロー
ンである場合、Type フィールドには Standalone Subsystem と表示されます。

また、スタンドアローンサブシステムをダブルクリックして詳細表示を開いても、モデルワー
クスペースには見出しが表示されません。
スタンドアローンサブシステムをモデルワークスペースでコピーして貼り付ける時、共有サ
ブシステムに変換し、新しいサブシステム定義を作成することができます。詳細は、Example:
Copying and Pasting a Stand-alone Subsystem 例 : スタンドアローンサブシステムのコ
ピーと貼り付け [37ページ] を参照してください。
例 : デバッグコンソールに表示される警告メッセージを処理する
共有サブシステムをスタンドアローンサブシステムに変換すると、サブシステム定義とのリ
ンクが解除されたことを知らせる警告メッセージが表示されます。
注意 : この例は Example: Removing the Link Between a Shared Subsystem and its
Subsystem Definition 例 : 共有サブシステムとサブシステム定義間のリンクの解
除 [34ページ] の延長です。
1. MapleSim ウィンドウの下部に配置されているデバッグボタン (
) をクリックしてデ
バッグコンソールを表示します。コンソールには、次のメッセージが表示されます。

2. copy of

サブシステムをスタンドアローンサブシステムとして扱うために

は、警告メッセージを右クリック (Macintosh では Control クリック) し、Ignore duplication
warnings for “copy for RobotMotor1” を選択します。
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代わって、copy of

スタンドアローンサブシステムを再度 RobotMotor サブ

システム定義とリンクしたい場合は、警告メッセージを右クリック (Macintosh では Control
クリック) し、Update “copy of RobotMotor1” to use the shared subsystem “RobotMotor”
を選択します。
Example: Copying and Pasting a Stand-alone Subsystem 例 : スタンドアローンサブシス
テムのコピーと貼り付け
注意 : この例は、Example: Removing the Link Between a Shared Subsystem and its
Subsystem Definition 例 : 共有サブシステムとサブシステム定義間のリンクの解
除 [34ページ] の延長です。
1. モデルワークスペースで、copy of RobotMotor

スタンドアローンサブシステムをコ

ピーし、貼り付けます。下のダイアログボックスが表示されます :

2. Convert RobotMotor 1 to shared subsystem (Recommended) を選択します。RobotMotor
1 と言う名前の新しいサブシステム定義が Definitions パレットに追加されます。
モデルワークスペースで、copy of

スタンドアローンサブシステムは、copy

of

という名前の共有サブシステムになり、この共有サブシステムのコピー

で

という名前の共有サブシステムがモデルワークスペースに追加
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されます。共有サブシステムの copy of

と

は両方

とも新しい RobotMotor 1 サブシステム定義にリンクしていることになります。そのため、
または

をモデルワークスペースで編集し

ても、これらの変更は元の RobotMotor サブシステム定義にリンクしているサブシステム
には反映されません。
注意 : 代わって、Replicate RobotMotor 1 as a new stand-alone subsystem を選択する
と、モデルワークスペースに存在する他のサブシステムに影響することなく編集できる、ス
タンドアローンサブシステムが追加されます。

2.6. グローバルパラメータとサブシステムパラメータ
グローバルパラメータ
共通のパラメータ値を共有するコンポーネントがモデルに複数含まれている場合、グロー
バルパラメータを作成することができます。グローバルパラメータを使用すると、共通のパ
ラメータ値を一箇所で定義し、その共通の値をモデルに配置されている複数のコンポー
ネントに代入することができます。
下の例は、グローバルパラメータを定義して代入する方法を示すものです。より詳細な例
については、本ガイドの第 6 章で、チュートリアル 1： ギアボックス付き DC Motor のモデ
リング [121ページ]を参照してください。
例：グローバルパラメータの定義と代入
モデルに共通の抵抗値を持つ Resistor コンポーネントが複数含まれている場合、パラ
メータエディタ表示で抵抗値のためのグローバルパラメータを定義することができます。
1. Libraries タブで、電気パレット、アナログメニュー、Passive メニュー、Resistors メニュー
の順に開きます。
2. パレットから、Resistor コンポーネントのコピーを 3 つモデルワークスペースにドラッグ
します。
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3. Navigation ツールバーで、パラメータエディタボタン ( ) をクリックします。この画面
で、グローバルパラメータを定義し、モデルに配置されている Resistor コンポーネントに
代入します。

4. Main サブシステム標準設定テーブルで、1 つ目のフィールドをクリックします。
5. グローバルパラメータ名に GlobalResistance と入力し、Enter を押します。
6. デフォルト値に 2 を指定し、説明として Global resistance variable を入力します。

これで抵抗値のためのグローバルパラメータが定義されました。次に、共通の
GlobalResistence パラメータ値をモデルワークスペースに配置されている各 Resistor コ
ンポーネントに代入します。
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7.

component テーブルおよび

component テーブルに、抵抗値として

GlobalResistance を入力します。

これで GlobalResistance パラメータの抵抗値 (Main サブシステム標準設定テーブルで
2 と定義) が
および

および

コンポーネントの抵抗値に代入されました。

コンポーネントはこれ以降、Main サブシステム標準設定テーブルにて行

われる GlobalResistance パラメータ値への変更を受け継ぐようになります。たとえば、Main
サブステム標準設定テーブルで GlobalResistance パラメータのデフォルト値が 5 に変更
されると、

および

コンポーネントの抵抗値も 5 になります。ただしパラメータ値と

して GlobalResistance が代入されていない

コンポーネントには、いかなる

GlobalResistance パラメータ値の変更も適用されません。

サブシステムパラメータ
サブシステム内の複数のコンポーネントで使用する共通のパラメータ値を設けるには、サ
ブシステムパラメータを作成します。グローバルパラメータと同様、サブシステムパラメー
タはパラメータエディタ表示で定義し、コンポーネントに代入する共通の値です。
ただしサブシステムパラメータは、それが定義されているサブシステム内のコンポーネン
トにしか代入できません。モデルワークスペースに配置されているサブシステムをダブル
クリックしてからパラメータエディタボタン (

) をクリックし、パラメータを定義すると、その
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パラメータはダブルクリックしたサブシステムおよびそのサブシステムの入れ子サブシステ
ムのコンポーネントにしか代入できません。
例については、本ガイドの第 6 章で、チュートリアル 3： 非線形ダンパーのモデリン
グ [133ページ]を参照してください。
注意：サブシステムでパラメータを作成し、その値をトップレベルに配置されているコン
ポーネントに代入した場合、トップレベルに配置されているコンポーネントはパラメータの
値を受け継ぎません。
例 : 共有サブシステムへのサブシステムパラメータの代入
モデルの共有サブシステムにサブシステムパラメータを代入すると、そのデフォルトのサ
ブシステムパラメータはリンクしている他の共有サブシステムにも代入されます。ただし、
デフォルトのサブシステムパラメータを代入した後も、各共有サブシステムのサブシステ
ムパラメータ値は、モデルに含まれる他のパラメータ値に影響を与えることなく、個々に編
集することができます。
1. 例題パレットで、Multibody サブメニューを展開し、Double Pendulum モデルを開きま
す。このモデルには、L という名前のサブシステム定義とリンクしている 2 つの共有システ
ム、
と
が含まれています。
2.

共有サブシステムをダブルクリックします。

3. パラメータエディタボタン (

) をクリックします。

4. L サブシステムの標準設定テーブルの下部に配置されている、空のフィールドをクリッ
クします。
5. パラメータ名に c と入力し、デフォルトの値を 1 のままにして Enter を押します。
6. ダイアグラム表示ボタン ( ) をクリックします。新しいサブシステムパラメータ (c) が、
共有サブシステム の Inspector タブに表示されます。
7. モデルのトップレベルで、
しいサブシステムパラメータは、

サブシステムを選択し、Inspector タブを確認します。新
共有システムに対しても表示されています。

8. Inspector タブで、c の値を 50 に変更します。
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9. モデルワークスペースで、

共有サブシステムをクリックし、Inspector タブを確認しま

す。c パラメータの値が変わっていないことにご注目ください。

パラメータブロックの作成
上記方法によってサブシステムパラメータを定義する代わりに、サブシステムパラメータ
一式を定義できるパラメータブロックを作成し、それをモデルのコンポーネントに代入す
ることもできます。パラメータブロックを使用すると、パラメータ値一式を複数のモデルで
使用することができます。
下の図は、モデルワークスペースに追加されたパラメータブロックを表しています。

このブロックをダブルクリックすると、画面は、パラメータ値が定義できるパラメータエディ
タ表示に変わります。

パラメータ値の定義が終わると、それらの値をモデル内に配置されているコンポーネント
のパラメータに代入することができます。
パラメータ値を他のモデルで使用するには、パラメータブロックをカスタムライブラリに追
加します。カスタムライブラリの詳細は、カスタムライブラリの作成と管理 [48ページ] を参
照してください。
注意：
パラメータブロックは、パラメータ値を代入したいコンポーネントが配置されているサブシ
ステムに作成する必要があります。
モデルの同一階層レベルにおいて、同一名のパラメータを含むパラメータブロックを作成
することはできません。たとえば、同一サブシステムにおいて、それぞれが mass という名
前のパラメータを含む 2 つのパラメータブロックを作成することはできません。
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例：パラメータブロックの作成と使用
この例では、モデル内の複数のコンポーネントで共有できるパラメータ一式を作成します。
パラメータブロックを作成すると、一箇所でパラメータ値を変更するだけで複数のシミュ
レーション結果を比較することができます。
1. MapleSim ウィンドウ左側の Libraries タブで、例題パレット、Mechanical メニューの順
に展開し、Preload の例を開きます。
2. モデルワークスペースのツールバーで、パラメータブロックボタン (
す。

) をクリックしま

3. モデルワークスペースで、空白部分をクリックします。Create Parameter Block ダイアロ
グボックスが表示されます。
4. パラメータブロック名に SlidingMassParams と入力し、OK をクリックします。

5. モデルワークスペースで、パラメータブロック SlidingMassParams をダブルクリックしま
す。パラメータエディタ表示になります。

6. 最初のフィールドをクリックし、MASS という名前のパラメータを定義します。
7. Enter を押します。
8. デフォルト値に 5 を指定し、説明として Mass of the sliding mass. を入力します。
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9. 同様に、以下のパラメータと値を SlidingMassParams サブシステム標準設定テーブル
に定義します。
名前

デフォ
ルト値

説明

LENGTH

2

Length of the sliding mass.

1

Initial velocity of the sliding mass.

1

Initial position of the sliding mass.

ヒント：下付き文字を入力するには、Ctrl + Shift + 下線 ( _ ) キー (Windows® および
Linux®) または Command + Shift + 下線 ( _ ) キー (Macintosh®) を押し、下付き文字の
値を入力します。下付き文字の入力を終了するには、キーボードで右矢印キーを押しま
す。
下の図は、値がすべて定義された状態のパラメータエディタを表しています。

10. ダイアグラム表示ボタン ( ) をクリックし、次に Navigation ツールバーにある Main
をクリックします。モデルワークスペースでパラメータブロックを選択すると、ユーザによっ
て定義されたパラメータは、MapleSim ウィンドウ右側の Inspector タブに表示されます。
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11. モデルワークスペースで、ダイアグラム内のいずれかの Sliding Mass コンポーネント
を選択します。
12. Inspector タブで、以下のパラメータ値を代入します。

これで、この Sliding Mass コンポーネントのパラメータはパラメータブロックで定義された
数値を受け継ぐようになります。
13. 同様に、モデル内の他の Sliding Mass コンポーネントにも同じ値を代入します。
14. モデルワークスペースで、Probe1 を削除します。
15. Probe2 を選択します。
16. Inspector タブで、Speed の横に配置されているチェックボックスのチェックを外しま
す。
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17. モデルをシミュレートするために、メインツールバーのシミュレーションボタン ( ) をク
リックします。下のシミュレーショングラフが表示されます。

18. モデルワークスペースで、パラメータブロックをクリックします。
19. Inspector タブで、質量 (MASS) を 25、長さ (LENGTH) を 10、初期速度 (

)を5

に変更します。これらの変更は、記号パラメータ値を代入したすべての Sliding Mass コン
ポーネントに適用されます。
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20. モデルを再度シミュレートします。最初のグラフと比較できる、別のシミュレーショング
ラフが表示されます。新しいパラメータ値でシミュレーションを実行すると、曲線は垂直方
向に移動します。

2.7. モデルへのファイルの添付
Project タブ下の Attachments パレットを使用すると、外部アプリケーションで作成された
スプレッドシートや設計文書など、あらゆる形式のファイルをモデルに添付することができ
ます。Attachments パレットで添付されたファイルは、後の MapleSim セッションでモデル
を扱うときに参照できるように、カレントモデルの一部として保存することができます。ファ
イルを保存するには、添付ファイルの保存先となるパレットのカテゴリを右クリック (Macintosh
では Control クリック) し、Attach File を選択します。
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下の図は、それぞれが DamperCurve.csv と Data Generation.mw という名前のファイル
を含む Attachments パレットのイメージです。

Attachments パレット はまた、Maple で解析タスクを実行するための MapleSim テンプレー
トを開くためや、カスタムモデリングコンポーネントの作成、モデルのためのデータセットを
生成するためなどの目的で使用することもできます。解析タスクに関する詳細は、本ガイ
ドのモデルの解析と操作 [113ページ]を参照してください。

2.8. カスタムライブラリの作成と管理
複数のファイル、または複数の MapleSim セッションで使用するサブシステム群や、カス
タムモデリングコンポーネント、アタッチメントなどを保存するために、カスタムライブラリを
作成することができます。カスタムライブラリは、モデルワークスペースの左側にある
Libraries タブの例題パレット下にカスタムパレットとして表示され、ユーザのコンピュータ
に .msimlib ファイルとして保存されます。
下に、サブシステムを含むカスタムパレットのサンプルを示します。
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例：カスタムライブラリへのサブシステムとアタッチメントの追加
この例では、後の MapleSim セッションでも使用できるようにサブシステムと .mw 形式の
アタッチメントをカスタムライブラリに追加します。
1. Libraries タブで、例題パレット、Multidomain メニューの順に展開し、Sliding Table の
例を開きます。
2. File メニューから、Create Library... を選択します。
3. パスを選択し、ファイル名に Sliding Table.msimlib を指定します。
注意：このファイルがカスタムライブラリの格納先で、指定したファイル名は、MapleSim イ
ンターフェイスに表示されるカスタムパレットの名前になります。
4. Save をクリックします。モデルに含まれているすべてのサブシステムとアタッチメントが
Add to User Library ダイアログボックスに表示されます。
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5. Motor の横に配置されているチェックボックスを選択し、サブシステムをカスタムライブ
ラリに追加します。
6. AdvancedAnalysis.mw の横に配置されているチェックボックスを選択し、アタッチメント
をカスタムライブラリに追加します。
7. OK をクリックします。MapleSim ウィンドウ左側の Libraries タブに新しいカスタムライブ
ラリのパレットが追加されます。

このパレットとその内容は Libraries に表示され、次回 MapleSim を起動したときにモデル
で使用することができます。
8. Sliding Table パレットで、Attachments をクリックします。Library Attachments ダイアロ
グボックスが表示されます。このダイアログボックスには、カスタムライブラリに追加されて
いるすべてのアタッチメントが一覧表示されます。

このダイアログボックスはまた、他のモデルの Attachments パレットにアタッチメントを追
加、アタッチメントを関連アプリケーションで開くためにも使用することができます。
9. ダイアログボックスを閉じます。
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2.9. モデルへの注釈の追加
モデルワークスペースのツールバーに配置されているツールを使用すると、線や矢印、
図形を描くことができます。また、MapleSim は色や、線のスタイル、塗りつぶしをカスタマ
イズするためのツールも多く備えています。

モデルワークスペースのツールバーに配置されているテキストツール ( ) を使用すると、
モデルにテキスト注釈を追加することができます。テキスト注釈では、2-D 数学表記で数
文を入力し、テキストのスタイル、色、フォントをフォーマットすることができます。2-D 数学
表記の詳細は、2-D 数学表記によるテキスト入力 [53ページ]を参照してください。

例：モデルへのテキスト注釈の追加
1. Libraries タブで、例題パレット、Tutorial メニューの順に展開し、Simple DC Motor の
例を開きます。
2. モデルワークスペースのツールバーで、テキストツールボタン (

) をクリックします。
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3. モデルワークスペース内の Step コンポーネントの下に、注釈を入力するためのテキス
トボックスを描きます。

マウスの左ボタンを開放すると、モデルワークスペースの上のツールバーが書式設定の
ツールバーに切り替わります。

4. 次の文章 (テキスト) を入力します：This block generates a step signal with a height of
1.
5. 入力したテキストを選択し、フォントを Arial に変更します。
6. テキストボックス外で、任意の場所をクリックします。
7. Inertia コンポーネントの下に別のテキストボックスを描きます。
8. 次の文章 (テキスト) を入力します：Inertia with a
ヒント：ギリシア文字のオメガ (

value of 0 rad.

) を入力するには、F5 を押して入力モードを 2-D Math

に切り替え、omega と入力したら、Ctrl + Space (Windows)、Ctrl + Shift + Space (Linux)、
または Esc (Macintosh) と押します。下付きの値を入力するには、Ctrl + Shift + 下線 ( _
) キー (Windows および Linux) または Command + Shift + 下線 ( _ ) キー (Macintosh)
に続けて 0 を入力します。下付き文字の入力を終了するには、キーボードの右矢印キー
を押します。
9. テキストボックス外で、任意の場所をクリックします。
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10. 入力したテキストを選択し、フォントを Arial に変更します。
11. 注釈の入力を終了するには、テキストボックス外で任意の場所をクリックします。

2.10. 2-D 数学表記によるテキスト入力
パラメータ値および注釈に入力するテキストは、2 次元数学記法を使用して書式設定で
きます。この書式設定オプションを使用すると下付き文字、上付き文字、ギリシア文字を
追加できます。また、このオプションにはコマンドと記号を補完する機能もあります。これ
はユーザが 2 次元数学記法で語句を入力すると、Maple コマンドや数学記号が自動的
に推奨されて挿入できる機能です。
下の表は、2-D 数学表記のための一般的なキーの組み合わせ一覧です：
タスク

キーの組み合わせ

例

テキストモードと 2-D
Math モード間の切り替え F5

-

(注釈の入力時のみ有効)
1. 記号名、ギリシア文字、または Maple コ
マンドの先頭数文字を入力します。 2. プ
ラットフォームに応じて、次のキーの組み合
わせのいずれかを入力します：
コマンドおよび記号の
オートコンプリート (パラ • Ctrl + Space (Windows)
メータと注釈の入力時の
• Ctrl + Shift + Space (Linux)
み有効)
• Esc (Macintosh)
3. メニューから、挿入したい記号またはコ
マンドを選択します。

-
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タスク

キーの組み合わせ

例

変数に対する下付き文字 Ctrl (Macintosh では Command) + Shift +
の入力

underscore ( _ )

上付き文字の入力

caret (^)

平方根の入力

累乗根の入力

分数の入力

sqrt と入力し、 Ctrl (Macintosh では
Command) + Space を押します。
nthroot と入力し、 Ctrl (Macintosh では
Command) + Space を押します。
スラッシュ (/)

区分、行列、またはベクト Ctrl (Macintosh では Command) + Shift +
ル行の入力
表列の入力

R
Ctrl (Macintosh では Command) + Shift +
C

詳細は、MapleSim ヘルプシステムの Using MapleSim → Building a Model → Annotating
a Model → Key Combinations for 2-D Math Notation トピックを参照してください。

2.11. 補間テーブルコンポーネントのデータセットの作成
モデルの補間テーブルコンポーネントに値を与えるデータセットを作成し、例えば、入力
信号や、電気の Current Table および Voltage Table ソースなどにカスタム値を与えるこ
とができます。データセットを作成するには、カスタム値が格納されている Microsoft®
Excel® スプレッドシート (.xls) またはカンマ区切り (.csv) ファイルを添付するか、MapleSim
テンプレートダイアログボックスに用意されているデータ生成テンプレートまたは乱数デー
タ生成テンプレートを使用して Maple にデータセットを作成します。
注意 : Microsoft Excel 2007 のファイル形式 .xlsx はサポートされていません。
補間テーブルコンポーネントの詳細は、MapleSim ヘルプシステムの MapleSim Library
Reference →Signal Blocks →Interpolation Tables → Overview トピックを参照してくださ
い。
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例：Maple でのデータセットの作成
この例では、データ生成テンプレートを使用して MapleSim の 1D Lookup Table コンポー
ネントのためにデータセットを作成します。このテンプレートでは、あらゆる Maple コマン
ドを使用してデータセットを作成できますが、説明のため、ここでは、定義済みの計算を
使用してデータセットを作成します。
1. 新しい MapleSim ドキュメントを開きます。
2. Libraries タブで、信号ブロックパレットを展開し、補間テーブルメニューを開きます。
3. モデルワークスペースに 1D Lookup Table コンポーネントを追加します。
4. メインツールバーで、テンプレートボタン (

) をクリックします。

5. テンプレートリストから、Data Generation を選択します。
6. Attachment フィールドに My First Data Set と入力し、アタッチメントの作成をクリック
します。Maple が起動し、データ生成テンプレートが開きます。
7. ワークシート全体を実行するために、Maple ウィンドウの上部に配置されている
クリックします。

を

8. テンプレートの下部に配置されている Data set name フィールドに TestDataSet と入
力します。
9. MapleSim でデータセットを使用可能にするために、Attach Data in MapleSim ボタンを
クリックします。
10. MapleSim の Project タブで、Attachments パレットを展開し、Data Sets カテゴリを開
きます。データセットファイルが一覧に表示されます。
これで、このデータセットをモデルワークスペースの補間テーブルコンポーネントに設定
できます。
11. モデルワークスペースで、1D Lookup Table コンポーネントを選択します。
12. Inspector タブの data ドロップダウンメニューから、TestDataSet.mpld ファイルを選択
します。これで、データセットは 1D Lookup Table コンポーネントに代入されます。
13. Maple でデータ生成テンプレートを保存してから、 MapleSim でモデルを保存します。
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2.12. ベストプラクティス：モデルの作成
このセクションでは、MapleSim モデルのレイアウト (配置) および作成におけるベストプラ
クティス (最良の慣行) について説明します。

ベストプラクティス：サブシステムの作成と配置
モデルを作成する場合は、まずコンポーネントをパレットからモデルワークスペースの中
央にドラッグします。モデルワークスペースのコンポーネントを望み通りに再配置してか
ら、必要なコンポーネントの向きを変えます。コンポーネントの位置と向きを定めたら、モ
デルワークスペースでそれらを接続します。
コンポーネントをサブシステムにグループ化する場合は、そのサブシステムを構成するコ
ンポーネント群が 1 つの画面に収まるように注意してください。これによって、スクロール
の必要なく、そのレベルのサブシステムコンポーネントすべてを見ることができます。
再使用が考えられるコンポーネントのグループをサブシステムにまとめる
ダイアグラムの至るところ、または複数のファイルでの再使用が考えられるコンポーネント
群については、サブシステムにまとめます。 たとえば、振り子システムに複数の平面リン
クモデルを含める場合、リンクサブシステムを作成すると、モデルにそのコンポーネントグ
ループのコピーを複数追加することができます。リンクサブシステムを別の振り子モデル
で使用する場合は、カスタムライブラリを作成することで、そのサブシステムは別のファイ
ルでも使用できるようになります。
解析対象コンポーネントのグループをサブシステムにまとめる
より詳細な解析または試験、あるいはソースコードへの変換が考えられるコンポーネント
群については、サブシステムにまとめる必要があります。解析の実行や、特定のサブシス
テムから方程式を取得するには、いくつかの MapleSim テンプレートが使用できます。コー
ド生成テンプレートはサブシステムからしかソースコードを生成することができません。
解析タスクに関する詳細は、本ガイドのモデルの解析と操作 [113ページ]を参照してくだ
さい。
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デバッグコンソールを使用してサブシステムのコピーおよび未接続ラインを特定する
デバッグペインを表示するには、MapleSim ウィンドウの下部に配置されているデバッグボ
タン (

) をクリックします。

デバッグペインには、作成中のモデルに存在する潜在的なエラーの解決に役立つ診断
メッセージが表示されます。デバッグペインの下にある診断試験ボタン ( ) をクリックす
ると、MapleSim はモデルに未接続ライン、または同一内容のサブシステムでありながらサ
ブシステム定義にリンクしていないサブシステムがないかを確認します。いずれかの問題
が検出されると、問題箇所を含むサブシステムを特定するメッセージがデバッグコンソー
ルに表示されます。デバッグペインのメッセージを右クリック (Macintosh では Control ク
リック) すると、問題の解決に役立つ表示オプションが表示されます。

ベストプラクティス：電気モデルの作成
電気回路に Ground コンポーネントを追加する
どんな電気回路モデルにも、電圧信号に対して基準を示す Ground コンポーネントを追
加し、接続する必要があります。
電流源および電圧源の接続を確認する
シミュレーションの結果は、モデルで電流源または電圧源がどのように接続されているか
によって変わる場合があります。シミュレーション結果が予期しないものであった場合は、
モデルに配置されているほかのコンポーネントと電源の間の接続を確認してください。
MapleSim コンポーネントライブラリに用意されている電流源では、電流の正の方向が矢
印で示されます。
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また、電圧源では、正の電圧の位置がプラス記号、負の電圧の位置がマイナス記号で示
されます。

たとえば、下の DC motor モデルでは、図面左側に配置されている Signal Voltage ソー
スのプラスのポートは Resistor コンポーネントのプラスのポートに接続されています。

このモデルをシミュレートした場合、MapleSim は下に示す速度とトルク量を結果として返
してきます。
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逆に、下の図に示されているように、Signal Voltage ソースのマイナスのポートが Resistor
コンポーネントのプラスのポートに接続されているとします。

その場合、MapleSim は異なる速度とトルク量の結果を返します。

ベストプラクティス：1-D 平行移動モデルの作成
力を示す矢印の向きがすべて同じであることを確認する
MapleSim では、1-D メカニカルの平行移動コンポーネントはすべて 1-D 座標系で定義
され、正の方向はコンポーネントのアイコンとともに表示される灰色の矢印の方向として定
義されます。
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つまり、モデルに正の力が加えられると、コンポーネントは矢印の方向に移動します。そ
のため、モデルにおける 1-D メカニカルの平行移動コンポーネントの向きがすべて同じ
であることを確認する必要があります。例えば、下の多質量で構成されるスプリングダン
パーモデルでは、力を示す矢印はすべて右向きになっています。

ベストプラクティス：マルチボディモデルの作成
Rigid Body Frame の内側のポートは重心フレームに接続する
モデルに配置されている Rigid Body Frame コンポーネントの内側のポートは Rigid Body
コンポーネントの重心フレームに接続される必要があります。これにより、Rigid Body Frame
コンポーネントの変位および回転を表す局所的基準系が、Rigid Body コンポーネントで
定義されている重心系と確実に等しくなります。
下に示す平面リンクの例では、Rigid Body Frame の内側のポート (クロスハッチ模様の円
の所) は両方とも Rigid Body コンポーネントに接続されています。
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ベストプラクティス：油圧モデルの作成
流体特性を定義する
油圧モデルを作成する場合は、モデルのトップレベルまたは油圧サブシステムと同じレ
ベルに Hydraulic Fluid Properties コンポーネントを配置して、流体の特性を定義する必
要があります。このコンポーネントをモデルのトップレベルに配置すると、モデルにおける
すべての油圧コンポーネントとサブシステムがそのコンポーネントのインスタンスで定義さ
れている流体特性を受け継ぎます。一方、Hydraulic Fluid Properties コンポーネントをサ
ブシステムと同じレベルに配置すると、そのコンポーネントのインスタンスで定義される特
性はそのサブシステムとそのサブシステムの入れ子サブシステムに含まれている油圧コ
ンポーネントが受け継ぎます。
下の例では、図の右上に示されている Hydraulic Fluid Properties コンポーネントで定義
される流体特性はモデルに配置されているすべての油圧コンポーネントに受け継がれま
す。
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第3章 カスタムモデリングコンポーネントの作成
この章の内容は以下のとおりです：
• 概要 [63ページ]
• カスタムコンポーネント例題を開く [64ページ]
• 例：非線形 Spring-Damper コンポーネントの作成 [64ページ]
• MapleSim でカスタムコンポーネントを扱う [70ページ]
• カスタムコンポーネントの編集 [70ページ]

3.1. 概要
MapleSim コンポーネントライブラリを拡張するために、ユーザによって定義された数学モ
デルに基づくカスタムコンポーネントを作成することができます。例えば、特定のサブシス
テムを含むカスタムコンポーネントを作成したり、専門的な機能を持つコンポーネントを作
成することができます。
MapleSim テンプレート設定ダイアログボックスから開くことができる Maple ワークシートの
カスタムコンポーネントテンプレートを使用し、Maple で以下のタスクを実行して、カスタム
コンポーネントを作成します :
コンポーネントの動作を決める数式およびプロパティを定義します。 (例えば、パラメータ、
ポート変数)
ユーザの数学モデルをテスト、解析します。
コンポーネントにポートを追加し、関連するポート変数を定義します。
コンポーネントを生成し、MapleSim で使用可能にします。
カスタムコンポーネントテンプレートには、これらのタスクが実行できるように、プリビルトの
コントロールが用意されています。 生成される各カスタムコンポーネントは特定のテンプ
レートに関連付けられます。

63
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3.2. カスタムコンポーネント例題を開く
MapleSim のインストールには、次のカスタムコンポーネント 例題 が含まれています：
代数方程式を用いて定義されたカスタムコンポーネント
微分方程式を用いて定義されたサンプル DC motor コンポーネント
サンプル非線形 spring-damper コンポーネント
伝達関数を用いて定義されたカスタムコンポーネント
例題の開き方：
1. MapleSim のメインツールバーで、テンプレートボタン (

) をクリックします。

2. Browse... をクリックします。
3. ダイアログボックスからComponent Templates フォルダを開きます。
4. 開く例題を選択し、Use Template をクリックします。
5. （任意）Attachment フィールドで、テンプレートの名称を設定します。
6. Create Attachment をクリックします。Maple が起動し、サンプルのカスタムコンポーネ
ントテンプレートが開きます。

3.3. 例：非線形 Spring-Damper コンポーネントの作成
この例では、カスタムコンポーネントテンプレートを使用し、非線形 spring-damper コン
ポーネントを作成します。この例に定義されている方程式は、MapleSim の Translational
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Spring Damper コンポーネントに基づいているため、剛性と減衰係数は、コンポーネント
への入力関数に置き換えます。
支配法則を得るために、まず下に示すようなスプリングダンパーシステムの free-body
diagram (自由物体図) を描きます。

終点の a と b は、コンポーネントのポートとして定義することができ、方程式はこれらの
ポートに対して導き出します。その場合、運動の一般方程式は次のようになります。

上記式で、
と

は減衰係数、

はバネの剛性で、

は次の式で表すことができる

の2つのポート間における相対変位を表しています。

また、システムにかかる力を見ると、合力は

で、

と

の等式が成り立つことが分かります。

上記は、すべてシステムの動作を定義するために必要な関係です。

の間には次
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カスタムコンポーネントテンプレートを開く
まず、MapleSim テンプレート設定ダイアログボックスから、カスタムコンポーネントテンプ
レート を開きます。
1. MapleSim で、カスタムコンポーネントを追加するモデルを開きます。
2. メインツールバーで、テンプレートボタン (

) をクリックします。

3. Select Template リストで、Custom Component を選択します。
4. Attachment フィールドで、テンプレートの名前に Nonlinear Spring-Damper と入力し、
Create Attachment をクリックします。Maple が起動し、カスタムコンポーネントテンプレー
トが開きます。

コンポーネントの名前と方程式 の定義
次に MapleSim インターフェイスに表示されるコンポーネントの名前、方程式を格納する
変数と、方程式自体を指定します。
コンポーネントの方程式を定義するために、DynamicSystems パッケージのコマンドを使
用してシステムのモデルを作成します。詳細は、Maple ヘルプシステムの ?DynamicSystems
トピックを参照してください。
1. テンプレートの Component Description セクションで、コンポーネント名に
NonLinearSpringDamper と指定します。
2. Component Equations セクションで、変数を定義するテーブルの下に表示されている
デフォルトの方程式を削除します。
3. 非線形システムを定義するために、次の方程式を入力します。
>

>
>
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方程式は、Maple リストに入力されることにご注意ください。定数の
は、システムへの入力状態として定義するために、関数の

(減衰) と

と

(剛性)

に置き換えま

す。
4. sys という名前のシステムオブジェクト変数に方程式と入出力定義を代入するには、次
のように指定します。
>

5. ウィンドウ上部にある

をクリックしてワークシート全体を実行します。

これで、生成されるカスタムコンポーネントに追加するポートに入出力変数を代入するこ
とができます。

コンポーネントポートの定義
テンプレートの Component Ports セクションでは、生成されたコンポーネントに表示され
るポートに代入する入出力変数とポートの配置を指定します。
1. ダイアグラムからサンプル ポート を削除するために、Clear All Ports をクリックします。
2. Add Port ボタンを 4 回クリックします。配置し、定義するポートを表す 4 つの四角形が
ダイアグラム内に表示されます。

3. ダイアグラム左側のポートを選択します。
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4. ダイアグラムの下にある Port Type ドロップダウンメニューから、Translational Flange
を選択します。
5. Port Components テーブルの Position 行で、ドロップダウンメニューから s[b](t) を、
Force 行で、ドロップダウンメニューから F[b](t) を選択します。これで、左側のポートは位
置の変数 s[b](t) と力の変数 F[b](t) が関連付けられている平行移動フランジとして定義
されたことになります。
6. ダイアグラム右側のポートを選択します。
7. Port Type ドロップダウンメニューから、Translational Flange を選択します。
8. Position 行で、ドロップダウンメニューから s[a](t) を、Force 行で、ドロップダウンメニュー
から F[a](t) を選択します。これで、右側のポートは位置変数 s[a](t) と力変数 F[a](t) が
関連付けられている平行移動フランジとして定義されたことになります。
9. ダイアグラム上部のポートを選択します。
10. Port Type ドロップダウンメニューから、Signal Input を選択します。
11. Value 行で、ドロップダウンメニューから c(t) を選択します。これで、このポートは剛性
変数 c(t) が関連付けられている入力信号として定義されたことになります。
12. ダイアグラム下部のポートを選択します。
13. Port Type ドロップダウンメニューから、Signal Input を選択します。
14. Value 行で、ドロップダウンメニューから d(t) を選択します。これで、このポートは減衰
変数 d(t) が関連付けられている入力信号として定義されたことになります。

3.3. 例：非線形 Spring-Damper コンポーネントの作成 • 69

15. ステップ 14 で定義したポートをドラッグし、ダイアグラムの右上に配置します。もう 1
つのポートもドラッグし、配置を調整します。

MapleSim で生成されるカスタムコンポーネントでは、ポートはこの配置で表示されます。

カスタムコンポーネントの生成
カスタムコンポーネントを生成するには、テンプレート下部にある Generate MapleSim
Component ボタンをクリックします。生成されたカスタムコンポーネントは、 MapleSim の
Project タブを選択し、 Definitions パレットを開き、さらに Components サブメニューを開
くと表示されます。

これで、NonLinearSpringDamper カスタムコンポーネントをモデルワークスペースにドラッ
グしてモデルに追加することができます。
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3.4. MapleSim でカスタムコンポーネントを扱う
MapleSim では、カスタムコンポーネントをサブシステムと同じように扱うことができます。カ
スタムコンポーネントに対して実行できるタスクは以下のとおりです：
カスタムコンポーネントにテキストや図を追加する
カスタムコンポーネントの外見をカスタマイズしたい場合は、コンポーネントアイコンで表
示されるデフォルトの画像を変更することができます。モデルワークスペースでカスタムコ
ンポーネントを選択し、navigation ツールバーにあるアイコン表示ボタン (
ます。描画や注釈ツールを使用し、テキストや図を追加します。

) をクリックし

カスタムコンポーネントをカレントモデルの一部として保存する
カスタムコンポーネントをカレントモデルの一部として保存するには、カスタムコンポーネ
ントをモデルワークスペースにドラッグして、モデルに追加し、保存します。次回そのファ
イルを開くと、カスタムコンポーネントはモデルワークスペースと Definitions パレットに表
示されます。
カスタムコンポーネントをカスタムライブラリに追加する
カスタムコンポーネントをカレントモデル以外のファイルで使用するには、そのコンポーネ
ントをカスタムライブラリに追加します。詳細は、カスタムライブラリの作成と管理 [48ページ]
を参照してください。

3.5. カスタムコンポーネントの編集
生成したカスタムコンポーネントを 編集 するには、対応する Maple ワークシートで修正
し、コンポーネントを再生成します。
1. MapleSim のモデルワークスペースで、編集したいカスタムコンポーネントをダブルク
リックします。Maple が起動し、当該カスタムコンポーネントテンプレートが開きます。
2. Maple ワークシートで、数式、プロパティ、またはポート値を編集します。
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3. ワークシートの下部に配置されている Generate MapleSim Component をクリックしま
す。MapleSim に表示されているカスタムコンポーネントに変更箇所が生成されます。
4. カスタムコンポーネントを追加した .mw ファイルおよび .msim ファイルの変更内容を保
存します。
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第4章 モデルのシミュレーションと可視化
この章の内容は以下のとおりです：
• MapleSim によるモデルのシミュレーションのしくみ [73ページ]
• モデルのシミュレーション [77ページ]
• シミュレーションの進捗状況メッセージ [83ページ]
• シミュレーション結果の管理 [83ページ]
• プロットウィンドウのカスタマイズ化 [84ページ]
• マルチボディモデルの可視化 [91ページ]
• ベストプラクティス：モデルのシミュレーションと可視化 [111ページ]

4.1. MapleSim によるモデルのシミュレーションのしくみ
Modelica 記述
MapleSim ライブラリの多くのコンポーネントの方程式は、Modelica 物理モデリング言語で
記述されています。一方、マルチボディコンポーネントの方程式は、専用エンジンで生成
した後、 Modelica に変換しています。専用エンジンは、高度な数学的手法を用いて、可
能な限り簡潔かつ効率的であるように方程式を生成します。
Modelica の詳細は、http://www.modelica.org を参照してください。
モデルの記述
モデルの各コンポーネントには、コンポーネントの動作を表す方程式系が含まれます。こ
れらの方程式系には、純粋な代数方程式または微分方程式しか含めることができませ
ん。また、コンポーネントには、連立方程式の一部を有効または無効にしたり、状態値を
変更するなどして、シミュレーション中にコンポーネントの動作を変えることができるイベン
トをいくつも定義することもできます。さらに、2 つ以上のコンポーネントを接続すると、そ
の相互関係を表す方程式が追加で生成されます。
システム方程式
これらの方程式すべてが集められ、1 つの大きな連立方程式にされます。この段階で、
パラメータ値も代入されます。ここで、MapleSim シミュレーションエンジンは、大きな連立

73

74 • 第4章 モデルのシミュレーションと可視化

混合微分代数方程式をかかえているかもしれません。これは、大きな連立方程式に、離
散イベントや代数制約を含む微分方程式があることを意味します。
方程式の簡略化
「index reduction (指数減少法)」と呼ばれるプロセスを適用して、代数制約は可能な限り
減らされます。さらに、そのほかの各種簡略化テクニックによって、方程式や変数の数も
減らされますが、このステップの後でも、代数制約はまだ存在する可能性があるので注意
が必要です。簡略化によって情報が失われることはなく、精度は完全に維持されます。こ
の段階で、連立方程式に残ったすべての変数の初期値を計算する必要があります。一
般的に、初期条件のほんの一部のみがシステムモデルで確定されているので、これは重
要なステップです。残った初期条件は、方程式全体に一貫性があるように計算する必要
があります。
変数には、モデルワークスペース右側の Inspector タブで特定コンポーネントにパラメー
タ値を指定することによってその初期値を設定できるものがあります。指定されている初
期状態に矛盾がある場合は、シミュレーション中にエラーが発生します。
初期化
前処理のステップがすべて終了すると、数値解決プロセスが始まります。Rosenbrock 積
分器 (stiff の場合) 、ck45 積分器 (semi-stiff の場合) または rkf45 積分器 (non-stiff の
場合) に基づく複雑な微分代数方程式 (DAE) ソルバが、連立方程式を数値積分するた
めに使用されます。解の精度に影響を与える制約のドリフトを避けるために、代数制約は
常にモニターされています。一般的な連立方程式には、rosenbrock (stiff) ソルバが有効
です。ただし、すべての物理量が同じような速度で変わるモデルでは、non-stiff ソルバの
方が優れています。
数値積分とイベント処理
数値解決 (または、積分) 中、モデルの一部である不等条件はモニターされ、これらの条
件のうち、1 つ以上が変わるとイベントが発生します。そのようなイベントが発生すると、数
値ソルバは停止し、シミュレーションエンジンはイベント条件に基づいて、連立方程式の
新しい構成を計算します。このステップでは、連立方程式の新構成における初期条件の
再計算も行われます。その後、ソルバは再始動し、別のイベントが発生するか、シミュレー
ション時間が終了するまで連立方程式の数値解決が続けられます。
シミュレーション結果

4.1. MapleSim によるモデルのシミュレーションのしくみ
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結果はシミュレーションプロセスの最後のステップで生成され、重要な物理量を描いたグ
ラフで表示されます。また、マルチボディメカニカルシステムの場合は、そのオプションが
指定されていると、3-D 動画が表示されます。
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シミュレーションプロセスの概要は、次のチャートのとおりです：

4.2. モデルのシミュレーション
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このセクションの情報は、シミュレーションプロセスの簡単な説明です。シミュレーションエ
ンジンで使用される DAE ソルバの詳細は、Maple ヘルプシステムの ?dsolve,numeric ヘ
ルプトピックを参照してください。

4.2. モデルのシミュレーション
モデル内の接続ラインやポート、コンポーネントなどにプローブを追加すると、電流、電圧
などの物理的特性がどのように反応または応答するか確認することができます。MapleSim
では、プローブで接続ポートに関連付けられている確認対象の変数を識別します。
Through 変数を計測するプローブを追加した場合、モデルワークスペースには流れの正
方向を示す矢印が表示されます。

シミュレーションを実行するに当たって、ユーザはシミュレーションの時間や使用するソル
バの種類のほか、ソルバやシミュレーションエンジン、3-D ワークスペースの他のパラメー
タ値などを指定することができます。シミュレーション実行後、デフォルトでは、指定された
物理量ごとに 1 つのグラフが表示されます。
その後、最初のプローブまたはパラメータ値を変更し、別のシミュレーションを実行して結
果を比べることができます。

シミュレーションパラメータ
モデルのトップレベルの Inspector タブでは、シミュレーションの時間や、ソルバ、シミュ
レーションエンジン、および 3-D ワークスペースに対して任意のパラメータ値を指定する
ことができます。
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パラメータ

デフォルト

説明
シミュレーションの終了時間。浮動小数点値を含む、あら
ゆる正値を指定することができます。

10
注意：すべてのシミュレーションで、開始時間の初期値は
0 です。
シミュレーションに使用する DAE ソルバを指定します。
• ck45 (semi-stiff): semi-stiff DAE ソルバ (ck45 法) を使
用する

solver

ck45 (semi-stiff)

• rkf45 (non-stiff): non-stiff DAE ソルバ (rkf45 法) を使
用する
• rosenbrock (stiff): stiff DAE ソルバ (Rosenbrock 法) を
使用する
複雑なモデルの場合は、モデルのシミュレーションに必要
な時間を短縮するために、stiff DAE ソルバの使用が推奨
されます。
シミュレーションのサンプリング周期を決めるために、
adaptive solver (適応型ソルバ) を使用するのか、fixedstep solver (固定ステップ型ソルバ) を使用するのかを指
定します。
• true: 適応型ソルバを使用する。サンプリング周期は、
ソルバによってその都度変えられるため、シミュレーショ
ン中一定ではありません。

adaptive

true

• false: 固定ステップ型ソルバを使用する。サンプリング
周期は、シミュレーション中一定です。ステップのサイズ
は、step size で指定します。
状態変化が早いモデルの場合は、シミュレーションに必
要な時間を短縮するために、固定ステップ型ソルバの使
用が推奨されます。 注意：固定ステップ型のソルバを使
用すると、シミュレーション結果に描画されるサンプリング
周期が少なくなる場合があります。より正確な結果を得る
には、適応型ソルバを使用してシミュレーションを実行す
る必要があります。

4.2. モデルのシミュレーション

パラメータ

デフォルト
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説明
固定ステップ型ソルバを使用してシミュレーションを実行

step size

0.0010

する際の、固定のサンプリング周期の間隔を指定します。
このオプションには、adaptive フィールドの値が false の場
合に浮動小数点値を指定することができます。
適応型ソルバを使用してシミュレーションを実行する際に、
積分ステップを成功と判断するための絶対許容誤差の限
度を指定します。このオプションには、adaptive フィールド
の値が true の場合に浮動小数点値を指定することがで
きます。
適応型ソルバを使用してシミュレーションを実行する際に、
積分ステップを成功と判断するための相対許容誤差の限
度を指定します。このオプションには、adaptive フィールド
の値が true の場合に浮動小数点値を指定することがで
きます。
シミュレーショングラフに描画する点数の最小値を指定し
ます。データ点は、シミュレーション時間に応じて、グラフ
に均等に分布されます。正整数を指定することができま

plot points

200

す。 注意：このオプションで指定する点数は、表示目的の
みに使用されます。シミュレーションに使用された実際の
点数は、シミュレーショングラフに表示される点数と異なる
場合があります。
シミュレーションにネイティブ C コンパイラを用いるかを指
定します。このオプションに true が設定されている場合、
シミュレーションエンジンによって生成される Maple プロ

compiler

false

シージャは C コードに変換され、外部の C コンパイラに
よってコンパイルされます。 複雑なモデルの場合は、モデ
ルのシミュレーションに必要な時間を短縮するために、こ
のオプションに true を設定することが推奨されます。
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パラメータ

デフォルト

説明
システムの簡略化、初期化、シミュレーションに用いる定
式化方式（エンジン）を設定します。

engine

Mark II

• Mark I: MapleSim 4 以前に使っていた初代エンジン。
• Mark II: Maplesoft が MapleSim 4.5 以降推奨する新エ
ンジン。通常、定式化とシミュレーションの時間を短縮
します。

マルチボディメカニカルコンポーネントを含むモデルには、次のパラメータ値を指定する
ことができます：
パラメータ

デフォルト

説明
重力の方向を指定します。
地球の重力による、地表上での加速度を指定します。デ

g

9.81

フォルトの単位は

です。

シミュレーション実行後に、3-D アニメーションを生成する
かどうかを指定します。このオプションが false に設定され
3-D animation

true

ていると、3-D アニメーションは生成されません。 モデル
が複雑でアニメーションが必要ない場合は、このオプショ
ンを false に設定すればシミュレーション実行時間を短縮
できます。

4.2. モデルのシミュレーション

パラメータ

デフォルト
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説明
再生速度が 1x のときの 3-D 動画の再生時間を秒単位
で指定します。この値は、シミュレーショングラフに描画さ
れるシミュレーションの時間を指定する

値とは異なりま

す。3-D animation フィールドの値が true に設定されてい
るとき、浮動小数値で指定することができます。
このオプションには、動画の再生速度を速くまたは遅くす
るために値を指定します。たとえば、
3-D playback
time

-

値に 0.5 秒が設

定されているときに 3-D playback time に 10 秒を設定す
ると、0.5 秒のシミュレーションは、実時間で 10 秒かけて
再生されるため、再生速度は遅くなります。
このオプションに値が指定されていない場合、3-D playback
time の値は、

の値と同じになり、例えば、10 秒のシミュ

レーションの動画は、実時間で 10 秒かけて再生されま
す。動画に描写されるフレームの数は plot points に指定
されている値および、3-D playback time の値と 3-D
sampling rate の値の乗算で決まります。
3-D 動画再生で表示する 1 秒ごとのフレーム数を指定し
ます。この値が大きければ大きいほど、動画におけるフレー
3-D sampling
rate

ムの移り変わりがスムーズになります。このオプションには、
30

3-D animation フィールドの値が true の場合に正整数を
指定することができます。 動画に描写されるフレームの数
は plot points に指定されている値および、3-D playback
time の値と 3-D sampling rate の値の乗算で決まります。
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プローブ値の編集
MapleSim のカレントモデルに追加されているプローブは、Project タブ下の Probes パ
レットに一覧表示されます。

プローブがモデルのトップレベルに追加されている場合、プローブ名の横には括弧で
Main と表示され、それ以外の場合は、プローブが追加されているサブシステム名が表示
されます。上記例の場合、モデルにはモデルのトップレベルに Probe1 と Probe2、そして
Gear Components1 という名前のサブシステムに、 Probe3 の 3 つのプローブが追加され
ていますこのパレットでプローブの項目をクリックすると、Inspector タブにその値が表示さ
れ、編集することができます。
詳細は、MapleSim ヘルプシステムの Using MapleSim → Simulating a Model → Editing
Probe values を参照してください。

シミュレーション結果比較のためのパラメータセットの保存
モデルに代入されているパラメータ値の組み合わせをパラメータセットに保存することが
できます。その結果、あるパラメータセットを使用してシミュレーションを実行し、その後に
別のパラメータセットでパラメータ値を置き換えて、シミュレーションを再実行し、結果を比
べることができます。
詳細は、MapleSim ヘルプシステムの Using MapleSim → Building a Model → Saving and
Managing Parameter Sets セクションを参照してください。

4.3. シミュレーションの進捗状況メッセージ • 83

4.3. シミュレーションの進捗状況メッセージ
シミュレーション中、進捗状況はモデルワークスペース下の Console ペインに表示されま
す。これらのメッセージは MapleSim エンジンが数学モデルを生成しているときの状態を
示し、シミュレーションエラーのデバッグに役立ちます。

シミュレーションを実行する前に、MapleSim ウィンドウの下部に配置されているドロップダ
ウンメニューから進捗状況メッセージに表示する情報の詳細度を指定することができま
す。

4.4. シミュレーション結果の管理
Project タブ下の Stored Results パレットを使用すると、複数のシミュレーション結果を表
示、保存、エクスポートすることができます。モデルをシミュレートするたびに、Stored
Results パレットには Rename this result to save it という名前の項目が追加されます。こ
の項目をクリックすると、最後に実行したシミュレーションに関連するグラフ、進捗状況メッ
セージと、(該当する場合は) 3-D 動画を表示することができます。シミュレーションをを実
行するたびに、Rename this result to save it 項目の内容は、最後に実行したモデルのシ
ミュレーション結果によって上書きされます。
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MapleSim のカレントセッションにおいて複数のシミュレーションで生成されたグラフは比
較したり、参照することができます。

後の MapleSim セッションで一連のシミュレーション結果を参照するために、結果をモデ
ルの一部として保存することができます。後の MapleSim セッションで当該モデルを開く
と、保存されていたグラフ、進捗状況メッセージや 3-D 動画は、Stored Results パレット
から表示することができます。
シミュレーションデータを別のアプリケーションで使用するために、結果を Microsoft®
Excel® (.xls) またはカンマ区切り (.csv) ファイルにエクスポートすることもできます。
注意 : Microsoft Excel 2007 のファイル形式 .xlsx はサポートされていません。
詳細は、MapleSim ヘルプシステムの Using MapleSim → Simulating a Model → Managing
Simulation Results セクションを参照してください。

4.5. プロットウィンドウのカスタマイズ化
デフォルトの設定では、物理量ごとにシミュレーショングラフが描画され、各グラフはプロー
ブと物理量の名称に従ってアルファベット順に表示されます。各グラフで、y 軸は物理量
の値を表し、x 軸はシミュレーション時間の値を表します。
ただし、カスタムプロットウィンドウ設定を作成して、物理量をどの軸に対してプロットする
のかや、プロットウィンドウのどのグラフにどの物理量をプロットするのかを指定したり、プ
ロットタイトルをカスタマイズ、グラフに第 2 軸を追加、プロットウィンドウを何列に表示す
るかなどを指定することができます。カスタムプロットウィンドウ設定は、例えば、1 つのグ
ラフで複数の物理量を比較したり、ある物理量に対して別の物理量をプロット、または他
のプローブの値をそのままにして特定の物理量に対するシミュレーショングラフを表示す
るときなどに使用できます。
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プロットウィンドウ設定を作成するには、MapleSim ウィンドウ右側の Plots タブで属性を指
定します。

これで、新しいレイアウト設定をシミュレーションで使用できます。Plots タブのドロップダ
ウンメニューからカスタムプロットウィンドウ設定を選択し、Show Window チェックボックス
を選択した状態でモデルのシミュレーションを実行すると、デフォルトのプロットウィンドウ
に加えて指定した属性を持つカスタムプロットウィンドウが表示されます。複数のレイアウ
ト設定を保存しておき、シミュレーションの実行時に使用したいものを選ぶこともできます。

例：複数の物理量を個別のグラフにプロットする
この例では、生成されるシミュレーショングラフに複数の物理量をプロットし、比較するた
めのカスタムプロットウィンドウ設定を作成します。
1. Libraries タブで、例題パレット、Multidomain メニューの順に展開し、Controlled 2 Link
Robot の例を開きます。
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2. MapleSim ウィンドウ右側の Plots タブをクリックします。選択されているすべてのプロー
ブの物理量を一覧表示する、下の表がペインに表示されます。

この表は、プロットウィンドウに生成されるグラフのデフォルト設定を示しています。例えば
この表は、シミュレーション後、角度量のグラフ Joint1:Angle はプロットウィンドウの左上隅
に、トルク量のグラフ Joint1:Torque はプロットウィンドウの右上隅に表示されることを示し
ています。
これから、両方の角度量を 1 つのグラフに表示し、両方のトルク量を別のグラフに表示す
るためのカスタムプロットウィンドウを作成します。
3. ペインの上部に配置されているドロップダウンリストから、Add Window を選択します。
4. Create Plot Window ダイアログボックスで、プロットウィンドウの設定名に Angle and
Torque Comparison を指定します。
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5. Columns フィールドに 2 を入力し、Enter を押します。2 セル構成の表がペイン内に表
示されます。各セルは、ユーザが設定属性を指定できるプロットウィンドウのエリアを表し
ます。

6. 左セル内の Empty をクリックします。
7. Title フィールドに Angle と入力します。
8. Primary Y-axis ドロップダウンメニューから、Joint1: Angle を選択します。
9. ドロップダウンメニューの下にある Add Variable をクリックします。
10. 2 つ目の Primary Y-axis ドロップダウンメニューから、Joint2: Angle を選択します。
11. ペインの上部に表示されている表で、右上セル内の Empty をクリックします。
12. Title フィールドに Torque と入力します。
13. Primary Y-axis ドロップダウンメニューから、Joint1: Torque を選択します。
14. ドロップダウンメニューの下にある Add Variable をクリックします。
15. 2 つ目の Primary Y-axis ドロップダウンメニューから、Joint2: Torque を選択します。
これで新しいプロットウィンドウ設定を使用してモデルをシミュレートすることができます。
16. Plots タブで Show Window チェックボックスが選択されていることを確認します。
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17. メインツールバーで、シミュレーションボタン ( ) をクリックします。デフォルトのプロッ
トウィンドウに加え、角度を比較するグラフとトルク値を比較するグラフがカスタムプロット
ウィンドウに下図の通り表示されます。

デフォルトのプロットウィンドウのみを表示したい場合は、Plots タブ内の Show Window
チェックボックスのチェックを外し、モデルのシミュレーションを再度実行します。

例：1 つの物理量を別の物理量に対してプロットする
この例では、二重振り子の各リンクの X と Y 位置をプロットするためのカスタムプロットウィ
ンドウ設定を作成します。
1. Libraries タブで、例題パレット、Multibody メニューの順に展開し、Double Pendulum
の例を開きます。
2. モデルワークスペースツールバーのプローブアイコン (
3.

) をクリックします。

共有サブシステムの右ポートをクリックします。

4. プローブを 1 回クリックし、モデルワークスペースに配置します。
5. Inspector タブで、Length[1] と Length[2] を選択します。
6.

共有サブシステムの右ポートに Length[1] と Length[2] の物理量を計測するプ

ローブをもう 1 つ追加します。
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7. MapleSim ウィンドウ右側の Plots タブをクリックします。
8. ペインの上部に配置されているドロップダウンリストから、Add Window を選択します。
9. Create Plot Window ダイアログボックスで、プロットウィンドウの設定名に X versus Y
を指定します。
10. ペインの上部に表示されている表で、Empty をクリックします。
11. Title フィールドに Bottom Link と入力し、Enter を押します。
12. X-axis のドロップダウンメニューから、Probe4: r_0[1] を選択します。
13. Primary Y-axis のドロップダウンメニューから、Probe4: r_0[2] を選択します。
14. ペイン上部の表で、Bottom Link が指定されているセルの下の Empty をクリックしま
す。
15. Title フィールドに Top Link と入力し、Enter を押します。
16. X-axis のドロップダウンメニューから、Probe3: r_0[1] を選択します。
17. Primary Y-axis のドロップダウンメニューから、Probe3: r_0[2] を選択します。
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18. Show Window チェックボックスが選択されていることを確認します。
19. メインツールバーで、シミュレーションボタン ( ) をクリックします。デフォルトのプロッ
トウィンドウに加え、下に示すカスタムプロットウィンドウが表示されます。

上記のプロットは、それぞれ振り子の各リンクの端点の運動を表しています。下部リンク
は、上部リンクとの相互作用により、より複雑な動きを示しています。
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4.6. プロットウィンドウのツールバーとメニュー
モデルのシミュレーションを実行した後、プロットウィンドウのツールやメニューを使用し
て、曲線や軸、グリッド線をカスタム化したり、シミュレーショングラフを閲覧することができ
ます。さらに、グラフをさまざまな画像フォーマットとしてエクスポートすることもできます。
生成される各プロットウィンドウの上部には、次のメニューとツールバーが表示されます。

マウスポインタをツールバーのボタン上に移動させると、ボタンの説明が表示されます。
これらのツールに関する詳細は、MapleSim ヘルプシステムの Using MapleSim →
Simulating a Model → Working with Simulation Graphs セクションを参照してください。

4.7. マルチボディモデルの可視化
MapleSim では、3-D 可視化環境を使用して、マルチボディシステムの 3-D 図を作成し
たり、解析することができます。モデルの作成過程では、パラメータを変更し、そのモデル
の 3-D 構成を検証したり、シミュレーション結果を視覚的に解析することができます。3D モデルは、3-D ワークスペースにオブジェクトをドラッグし、接続して作成し、シミュレー
ション結果は、オブジェクトの動きを描写する動画再生で可視化することができます。
モデルワークスペースでダイアグラムを作成すると、そこで加えられた変更は自動的に
3-D ワークスペースに表示されている 3-D 図に反映されます。同様に、3-D ワークスペー
スでモデルを作成すると、そこで加えられた変更はモデルワークスペースに表示されて
いるダイアグラムに自動的に反映されます。変更は、どちらのワークスペースで加えられ
ても、モデルワークスペース、3-D ワークスペースの両方に反映されます。
3-D ワークスペースでは、モデルをどの方向からも表示することができます。また、再生
オプションを指定することにより、特定のコンポーネントとそれらの動きに焦点を当てるこ
ともできます。さらに、モデルの表現をより現実的なものにするために、モデルの部品に
3-D 図形を結びつけることもできます。これらの図形は、外部の CAD ファイルからイン
ポートすることも可能であれば、Libraries タブ下の Multibody → Visualization パレットか
ら選択することも可能です。また、トレース線を追加して、動画でコンポーネントが移動す
る軌跡を示すこともできます。
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3-D 図形の追加と 3-D ワークスペースの使用に関する詳細は、MapleSim ヘルプシステ
ムの Using MapleSim → Visualizing a Model セクションを参照してください。

3-D ワークスペース
3-D ワークスペースは、3-D モデルの作成と、動画再生に使用される MapleSim ウィンド
ウのエリアです。

コンポーネント

説明
3-D モデルを作成し、表示したり、3-D モデルの動
画を再生するエリア。原点の矢印は空間軸の方向を
示し、以下の色で表示されます：
• X-赤

1. 3-D ワークスペース

• Y-緑
• Z-青
3-D モデル内要素の相対サイズと位置の計測には
基準としてグリッドを使用することができます。
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コンポーネント

説明
3-D ワークスペース内にあるコンポーネントを表示・
非表示にするツールや、さまざまなモードを切り替え

2. 3-D メインツールバー

るためのツール、カメラナビゲーションツールを選択
するためのツール、3-D モデルの表示を変更する
ツールなどが配置されています。
3-D モデルの作成と組み立て、および 3-D オブジェ
クトを接続するためのコントロールが配置されていま

3. アセンブルモードコント
ロール

す。 注意 : 再生モードに切り替えると、このツール
バーには、アセンブルモードコントロールの代わりに、
3-D モデルを動画再生したり、カメラの追跡オプショ
ンを指定するための再生コントロールが表示されま
す。

マウスポインタをボタン上に移動させると、ボタンの説明が表示されます。
3-D ワークスペースの表示
3-D ワークスペースやモデルワークスペースを表示したり非表示にするには、MapleSim
ウィンドウの下部に配置されているラジオボタンを使用します。3-D ワークスペースは、デ
フォルトでは、非表示になっています。

3-D ワークスペースのみでモデルを扱う場合は 3-D 表示ボタン（
ペースのみでモデルを扱う場合はブロック線図表示ボタン（

）、モデルワークス

）、 モデルワークスペー

ス、3-D ワークスペースの両方で同時にモデルを扱う場合は複合表示ボタン（
択します。

）を選

3-D モデルの表示と閲覧
3-D ワークスペースでは、「透視法」またはいずれかの「正投影法」で 3-D モデルを表示
したり、閲覧することができます。透視法を使用すると、3-D 空間のすべての角度からモ
デルを観察したり、閲覧することができるため、モデルに含まれる要素間の 3-D 空間的
関係を確認することができます。透視法では、カメラにより近いオブジェクトは遠くのもの
より大きく見えます。
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下は、二重振り子のモデルを透視法を使用して表示した場合のイメージです。

また、正投影表示では、3-D モデルを前、上、および横から表示することができます。正
投影表示では、透視投影と異なり平衡射影が使用され深度情報がないため、3-D モデ
ルは平なオブジェクトとして表示されます。正投影表示は、オブジェクトに垂直な表示面
において線や距離を忠実に表示するため、“実寸”表示と呼ばれる場合もあります。これ
らの表示は、オブジェクト間の空間関係や隙間を解析するのに便利です。
下は、二重振り子のモデルを上からの正投影法を使用して表示した場合のイメージです。

動画が静止表示中であっても再生中であってもモデルを閲覧したり、モデルの表示を変
更することができます。また、どの表示ででもパンしたり、ズームイン・ズームアウトすること
ができます。透視法ではさらに、カメラを移動させ、上から、下からと、あらゆる方向からモ
デルを表示することができます。
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3-D モデルへの図形の追加
デフォルトでは、 3-D ワークスペースに表示されるモデルの物理コンポーネントは「暗黙
の幾何図形」と呼ばれる基本的な球や円柱で表現されます。たとえば、2つの回転ジョイ
ントと平面リンクを表す2つのサブシステムを含む二重振り子のモデルがあるとします。

3-D ワークスペースでは、完全に組み立てられた振り子のモデルにおける暗黙の幾何図
形は次のように表示されます。

この例では、球は回転ジョイントと剛体を表し、円柱は平面リンクを表しています。
暗黙の幾何図形で、別の暗黙の幾何図形に接続されていないものは薄い灰色、接続さ
れているものは、赤で描画されるジョイントオブジェクト以外は濃い灰色で描画されます。
注意 : モデルワークスペースで無効にされているコンポーネントは、3-D ワークスペース
に表示されません。
モデルの表現をより現実的なものにするには、「付属図形」と呼ばれる図形や線をモデル
に追加することができます。これらを追加するには、まず、マルチボディ→可視化パレット
から付属図形コンポーネントをモデルワークスペース内のダイアグラムに追加し、接続し
ます。
モデルのシミュレーションを実行すると、3-D ワークスペースには、暗黙の幾何図形に加
えて付属図形が表示されます。下の図では、振り子のロッドとおもりを視覚的に表す目的

96 • 第4章 モデルのシミュレーションと可視化

で付属図形が追加されています。また図に示されている曲線 (トレース線) は、シミュレー
ション中にモデルの特定部分によって描かれる軌跡を表しています。

付属図形の色、サイズ、縮尺度、およびその他の視覚的側面は、シミュレーションを実行
する前に、Inspector タブで各コンポーネントにパラメータ値を設定してカスタマイズする
ことができます。
3-D ワークスペースで暗黙の幾何図形のみを表示したい場合は、3-D メインツールバー
の付属図形ボタン (

) をクリックし、付属図形を非表示にします。付属図形のみを表示

したい場合は、暗黙の図形ボタン (

) をクリックし、暗黙の図形を非表示にします。

付属図形コンポーネントの詳細は、MapleSim ヘルプシステムの MapleSim Library
Reference → Multibody → Visualization → Overview トピックを参照してください。
注意：マルチボディモデルに Flexible Beam コンポーネントが含まれている場合、梁の曲
げは 3-D モデルの暗黙の幾何図形では描写されません。
例：二重振り子のモデルへの付属図形の追加
次の例では、振り子のロッドを表す円柱と振り子のおもりを表す球コンポーネントを追加し
ます。また、動画再生時に回転ジョイントが移動する軌跡を示す Path Trace コンポーネ
ントも追加します。
1. Libraries タブで、例題パレット、Multibody メニューの順に展開し、Double Pendulum
の例を開きます。
2. Multibody パレットを展開し、Visualization メニューを開きます。
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3. モデルワークスペース内の平面リンクサブシステムの下部に 2 つの Cylindrical
Geometry コンポーネントを追加します。
4. 各コンポーネントを下の図のように接続します。

5. 同じメニューから、Spherical Geometry コンポーネントを 1 つ追加し、

共有サブシ

ステムの右側に配置します。
6. Spherical Geometry コンポーネントを右クリック (Macintosh では Control クリック) し、
Flip Horizontal を選択します。
7. Path Trace コンポーネントを 1 つ追加し、2 つの Cylindrical Geometry コンポーネン
トの間に配置します。
8. 各コンポーネントを下の図のように接続します。

9. モデルワークスペースで、最初の Cylindrical Geometry コンポーネント (
します。

) を選択
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10. MapleSim ウィンドウ右側の Inspector タブで、円柱の半径を 0.3 に変更します。
11. 円柱の色を選択するために、color フィールドの横に配置されているボックスをクリッ
クし、 いずれかの色見本をクリックします。
12. モデルワークスペースで、2 つ目の Cylindrical Geometry コンポーネント (

) を選

択します。
13. この円柱の半径を 0.3 に変更し、色も変更します。
14. メインツールバーでシミュレーションボタン (
ンを実行してください。

) をクリックし、モデルのシミュレーショ

シミュレーションが終了すると、3-D ワークスペースが表示されます。3-D ワークスペース
は、自動再生モードに設定されており、付属図形でモデルを表示します。

15. モデルの動画再生をするには、3-D ワークスペースの下にある再生ボタン (
リックしてください。

) をク

3-D ワークスペースでモデルを作成する
MapleSim モデルは、3-D ワークスペースにオブジェクトを追加し、接続して作成すること
ができます。3-D モデルには、マルチボディパレット、お気に入りパレット、以前に作成し
たカスタムライブラリ、または Libraries タブの検索ペインからコンポーネントをドラッグし、
追加することができます。
「アセンブルモード」と「再生モード」を切り替えることによって、3-D ワークスペースで特
定のタスクが実行できるようになります。アセンブルモードでは、3-D ワークスペースに配
置されているグラフィカルコントロールを使用し、3-D オブジェクトを追加し、接続したり、
配置することができます。ジョイントやその他マルチボディコンポーネントについては、初
期条件を設定することができます。再生モードでは、3-D モデルを動画再生したり、動画
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再生中にオブジェクトを 3-D ワークスペースの中央に配置するためのカメラによる追跡
のオプションを指定することができます。
3-D モデルに変更が加えられると、それは自動的にモデルワークスペースに表示されて
いる 2-D ダイアグラムに反映され、逆に、2-D ダイアグラムに変更が加えられると、それ
は自動的に 3-D ワークスペースの 3-D モデルに反映されます。たとえば、3-D ワークス
ペースで、Flexible Beam コンポーネントを追加し接続すると、モデルワークスペースに
は、同時に、Flexible Beam の 2-D 図と追加された接続ラインが表示されます。
注意 :
• 3-D ワークスペースでサブシステムを作成することはできません。サブシステムは、モ
デルワークスペースでのみ作成することができます。
• Forces and Moments、Sensors および Visualization コンポーネントライブラリから 3-D
ワークスペースに、コンポーネントをドラッグすることはできません。そのため、これらの
コンポーネントを追加する場合は、モデルワークスペースで行う必要があります。
3-D ワークスペースでオブジェクトを移動する
アセンブルモードでは、3-D マニピュレータをクリックし、ドラッグすることで、3-D ワークス
ペースに存在する個別のオブジェクトまたはオブジェクトのグループを配置します。

単独の未接続オブジェクトに対して 3-D マニピュレータを表示するには、3-D ワークス
ペースでオブジェクトを 1 回クリックします。Z 軸に沿ってオブジェクトを移動する場合は、
3-D マニピュレータの青の矢印、Y 軸に沿ってオブジェクトを移動する場合は、緑の矢
印、X 軸に沿ってオブジェクトを移動する場合は赤の矢印をそれぞれクリックしてドラッグ
します。また、3-D マニピュレータの中央にある球をクリックしてドラッグすると、オブジェク
トをどの方向にも移動することができます。
つながったオブジェクトのグループの場合、3-D マニピュレータの位置はモデルの構成
によって決まります。
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• Fixed Frame コンポーネントを含む 3-D モデルでは、Fixed Frame コンポーネントを表
す四角形をクリックすると 3-D マニピュレータが表示されます。
• Fixed Frame コンポーネントを含まないモデルでは、システムの初期条件を定義する
オブジェクトをクリックすると 3-D マニピュレータが表示されます。たとえば、モデルに
は Rigid Body コンポーネントが含まれており、その初期条件パラメータが Strictly
Enforce に設定されていた場合、3-D マニピュレータはその Rigid Body コンポーネン
トに表示されます。3-D ワークスペースでモデルが移動されると、初期条件が Strictly
Enforce に設定されている Rigid Body コンポーネントに依存するその他すべての Rigid
Body コンポーネントの初期条件が更新されます。
• モデルに、その初期条件が Strictly Enforce に設定されている Fixed Frame コンポー
ネントも Rigid Body コンポーネントも含まれていない場合は、3-D モデル内のどのオ
ブジェクトをクリックしても 3-D マニピュレータが表示されます。オブジェクトのグループ
が移動された場合、モデル内のすべてのマルチボディコンポーネントの初期条件は
Treat as Guess に設定されます。
3-D モデルを組み立てる
3-D 動画を生成するには、3-D ワークスペースで初期条件が表示できるよう、モデルを
「組み立てる」必要があります。これは、モデルのシミュレーションを実行するときに自動的
に行われますが、いくつかのモデルでは、コンストラクトモードで 3-D 表示更新ボタン
(
) をクリックし、手動で行うことができます。このボタンをクリックすると、シミュレーション
データを生成することなく 3-D モデルの初期条件とプロパティが更新されます。
注意 : 3-D モデルを組み立てるには、有効な構成と有効な接続ラインが必要です。たと
えば、接続ラインが不足している 3-D モデルの組み立てを試みると、コンソールペインに
エラーメッセージが表示され、動画は生成されません。
ヒント : 3-D モデルの、初期状態の正しい物理的構成を表示するには、パラメータとプロ
パティの編集後にモデルを組み立てる必要がある場合があります。
拘束解除ボタンを使用して 3-D ワークスペースのジョイントを操作する
コンストラクトモードでは、3-D ワークスペース内のジョイントオブジェクトを選択し、拘束解
除ボタン ( ) をクリックすることにより、モデルを作成する間 3-D ワークスペース内で
ジョイントに対する運動学的拘束が適用されないようにすることができます。運動学的拘
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束が解除されているジョイントは、3-D ワークスペース内にピンクで表示され、モデルを作
成している間その初期条件は 3-D ワークスペース上で表示されません。
拘束解除ボタンは、たとえば、3-D ワークスペースで閉ループの 3-D モデルを作成し、
配置している間、ジョイントを特定の位置に固定しておきたい場合などに使用します。
注意 :
• 拘束解除ボタンによる拘束解除は、Inspector タブに指定されているジョイントコンポー
ネントに対する実際の初期条件には影響しません。このボタンは、3-D ワークスペース
に表示される初期条件に対してのみ作用します。
• 運動学的拘束が適用されている他のジョイントについては、その初期条件は 3-D ワー
クスペースに表示されますが、運動学的拘束が解除されている関連ジョイントに影響を
あたえるようなことはありません。
たとえば、運動学的拘束が解除されている回転ジョイント 1 つと、運動学的拘束が適用
されている回転ジョイント 1 つをそれぞれ含む二重振り子の 3-D モデルがあるとします。
運動学的拘束が適用されているジョイントの初期角度を変更すると、運動学的拘束が解
除されているジョイントの位置は元のまま変わりませんが、運動学的拘束が適用されてい
るジョイントは新しい初期角度で表示されます。3-D ワークスペースで新しい初期条件を
すべて表示するには、シミュレーションを実行してモデルを組み立てるか、3-D 表示更新
ボタン (

) をクリックする必要があります。

3-D モデル作成中に付属図形を表示する
モデルワークスペースのダイアグラムに Cylindrical Geometry、Tapered Cylinder
Geometry、Box Geometry または Spherical Geometry コンポーネントを接続すると、3-D
ワークスペースのモードがアセンブルモード、再生モードに関係なく、該当する付属図形
が 3-D ワークスペースに表示されます。付属図形は、付属図形のすべてのポートがモデ
ルワークスペースに存在するマルチボディコンポーネントの対象ポートに接続されると、
3-D ワークスペースに表示されます。
CAD による幾何図形の操作
CAD による幾何図形は、3-D ワークスペースがアセンブルモード、再生モードの両方で、
3-D ワークスペースに表示することができます。CAD Geometry コンポーネントをモデル
ワークスペースに追加すると、該当する CAD イメージが 3-D ワークスペースに表示され
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ます。CAD Geometry コンポーネントは、モデル内の他のコンポーネントに接続されてい
る、いないに関わらず、表示されます。CAD Geometry コンポーネントが他のコンポーネ
ントに接続されていない場合は、3-D グリッドの原点に表示されます。CAD Geometry が
他のコンポーネントに接続されている場合は、追加されているモデルコンポーネントの座
標フレームの原点に表示されます。
CAD 画像の平行移動オフセットおよび回転オフセットについては、該当する CAD
Geometry コンポーネントをモデルに接続する前でも、接続した後でも定義することがで
きます。これらのオフセットを定義するには、モデルワークスペースで CAD Geometry コ
ンポーネントを選択し、Inspector タブでパラメータ値を指定します。

例 ： 3-D ワークスペースで二重振り子のモデルを作成する
この例では、3-D ワークスペースで二重振り子のモデルを作成し、動画再生します。ここ
では、以下のタスクを実行します :
1. 3-D ワークスペースにオブジェクトを追加し、移動します。
2. 3-D オブジェクトを接続します。
3. モデル内のジョイントに初期条件を設定します。
4. 3-D モデルを動画再生します。
新しい MapleSim ドキュメントでは、その 3-D ワークスペースはデフォルトでアセンブル
モードに設定されています。
3-D ワークスペースにオブジェクトを追加し、移動する
1. 新しい MapleSim ドキュメントを開きます。
2. MapleSim ウィンドウの下部にある 3-D 表示ボタン（
ペースを表示します。

）をクリックし、3-D ワークス

3. Libraries タブで、マルチボディパレットを展開し、Bodies and Frames メニューを開きま
す。
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4. パレットから、Fixed Frame コンポーネントを 3-D ワークスペースにドラッグします。Fixed
Frame コンポーネントを表す灰色の四角形が 3-D ワークスペースに追加され、その 3-D
マニピュレータが表示されます。

このマニピュレータを使用すると、3-D ワークスペースでオブジェクトを配置することがで
きます。
5. 3-D マニピュレータの矢印コントロールをクリックし、ドラッグして Fixed Frame オブジェ
クトをグリッドの原点に配置します。
6. マルチボディ → Joints and Motions メニューから、Revolute コンポーネントを 3-D ワー
クスペースにドラッグし、Fixed Frame の右側に配置します。
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7. マルチボディ → Bodies and Frames メニューから、Rigid Body Frame コンポーネント
を 3-D ワークスペースにドラッグし、Fixed Frame の右側に配置します。

8. 同じメニューから、Rigid Body コンポーネントを 3-D ワークスペースにドラッグし、Rigid
Body Frame の右側に配置します。
ヒント : 3-D ワークスペースをズームイン、またはズームアウトするには、マウスホイールを
回転します。モデルをパンする場合は、Shift キーを押しながら 3-D ワークスペースでマ
ウスポインタをドラッグします。
9. 同じメニューから、Rigid Body Frame コンポーネントをもう 1 つ 3-D ワークスペースに
ドラッグし、Rigid Body の右側に配置します。これで、振り子の 1 つ目のリンクに必要なコ
ンポーネントが揃います。
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10. ステップ 7 から 9 を繰り返し、最後に追加した Rigid Body Frame コンポーネントの右
側に振り子の 2 つ目のリンクに必要なコンポーネントを追加します。

3-D オブジェクトの接続
次に、前のタスクで追加したオブジェクトを接続します。
1. 接続ボタン (

) をクリックします。

2. マウスポインタを Fixed Frame オブジェクトの上に移動させます。緑色の点が表示され
ます。

3. 緑色の点を 1 回クリックし、接続ラインを引きはじめます。
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4. マウスポインタを Revolute ジョイントオブジェクトの上に移動させます。3-D ワークス
ペースの下部に、灰色のパネルで Revolute ジョイントフレームの名前が表示されます。

5. Revolute ジョイントオブジェクトを 1 回クリックします。ラインを接続することができるフ
レーム名を表示するコンテクストメニューが表示されます。
6. R1.Frame_a を選択します。3-D ワークスペースでオブジェクトが接続されます。

接続されると、ジョイントコンポーネントは赤で表示されることにご注目ください。
7. 接続ボタン (

) をクリックし、次の接続ラインを引き始めます。
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8. Revolute ジョイントを表す球をクリックします。Revolute ジョイントのフレームおよび、
Revolute ジョイントが接続されている Fixed Frame を表示するコンテクストメニューが表示
されます。

9. コンテクストメニューから、R1.frame_b を選択します。
10. Rigid Body Frame を表す円柱の端までマウスポインタをドラッグし、表示されている緑
色の点をクリックします。

これで、1 つ目の回転ジョイント (

) の frame_b は、1 つ目の剛体フレーム (

frame_a に接続されます。
11. 接続ボタンをクリックし、新しい接続ラインを引きはじめます。

)の

108 • 第4章 モデルのシミュレーションと可視化

12.

コンポーネントを表す円柱のもう一方の端の上にマウスポインタを移動し、円

柱を 1 回クリックします。
13. 1 つ目の Rigid Body コンポーネント (

) を表す球にマウスポインタをドラッグし、1

回クリックします。
14. 同様に、

の frame_b を 1 つ目の剛体 (

を 2 つ目の Rigid Body Frame (

) の frame_a に接続し、次に

) に接続します。

注意 : 各接続ラインを引きはじめるときは、接続ボタンをクリックしてください。

15. 2 つ目の Rigid Body Frame の frame_b を 2 つ目の Revolute ジョイントの frame_a に
接続します。
16. 2 つ目の Revolute ジョイントの frame_b を 3 つ目の Rigid Body Frame の frame_a に
接続します。
17. Rigid Body Frame を 2 つ目の Rigid Body に接続し、2 つ目の Rigid Body を 4 つ目
の Rigid Body Frame に接続します。完成した 3-D モデルを下の図に示します。
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ブロック線図表示ボタン（
）をクリックすると、すべてのコンポーネントが適宜追加さ
れ、接続されていることが確認できます。
ヒント : 3-D モデルを作成するときは、定期的に 2-D 表示に切り替え、2-D ダイアグラム
でモデルが構想どおりにレイアウトされているか確認することがベストプラクティスとして推
奨されます。
ジョイントコンポーネントに初期条件を設定する
アセンブルモードでは、3-D ワークスペースに配置されているグラフィカルコントロールを
使用してジョイントコンポーネントに初期条件を設定することができます。
1. ブロック線図表示の状態にある場合は、MapleSim ウィンドウの下部にある 3-D 表示ボ
タン（

）をクリックし、3-D ワークスペースを表示します。

2. 1 つ目の回転ジョイントの初期角度を設定するために、3-D ワークスペースで、1 つ目
の回転ジョイントを表している球をクリックします。ジョイントコンポーネントを表す赤い球
は、3-D ワークスペースから一時的に削除され、ジョイントのマニピュレータが表示されま
す。

3. マウスポインタをマニピュレータの上に移動します。マニピュレータは黄色で表示され
ます。
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4. 回転ジョイントに設定する初期角度の値を表すメータを表示するために、マウスポイン
タをクリックし、マニピュレータの周りをドラッグします。オレンジ色の、円グラフの形をした
メータが表示されます。

マウスポイントをドラッグすると、グラフで表されている自由度の初期角度値を調整するこ
とができます。マウスポインタを上または右にドラッグすると角度値は大きくなり、下または
左にドラッグすると、角度値は小さくなります。
5. メータが設定したい初期条件値に近づいたら、マウスのボタンを放します。選択した値
は、Inspector タブ下の
パラメータの値として 3-D ワークスペース内の暗黙の図形に
その値が設定されます。
ヒント :
• モデルの初期条件は、Inspector タブの
パラ
メータに値を入力しても設定することができます。Inspector タブで指定された初期条
件は、3-D モデルに反映されます。
• 角度の初期条件を正確に指定するには、3-D メインツールバーで表示設定ボタン
( ) をクリックし、Inspector タブの Enable rotational snapping を選択し、スナップを有
効にします。
3-D モデルを動画再生する
ここでは、3-D モデルのシミュレートし、再生モードで表示可能な動画を生成します。
1. メインツールバーのシミュレーションボタン ( ) をクリックし、モデルのシミュレーション
を実行します。シミュレーションが終了すると、3-D ワークスペースは自動的に再生モー
ドに設定されます。
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2. 動画再生するには、3-D ワークスペースの下にある再生ボタン (
さい。
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) をクリックしてくだ

4.8. ベストプラクティス：モデルのシミュレーションと可視化
このセクションでは、モデルのシミュレーションと可視化におけるベストプラクティス (最良
の慣行) について説明します。
時間がかかるシミュレーションの実行には外部の C コンパイラを使用する
Inspector タブで、compile パラメータが true に設定されている場合、シミュレーションエ
ンジンによって生成される Maple プロシージャは C コードに変換され、外部の C コンパ
イラによってコンパイルされます。その結果、シミュレーションを実行するのに必要な時間
が短縮されます。一般的に、C コンパイラを使用してモデルのシミュレーションを実行す
ると、時間がかかるシミュレーションほどコンパイル時間が短くなります。
モデルの一部で生成される結果を比較する
デバッグのため、モデルの特定部分または特定サブシステムのシミュレーション結果を確
認したい場合があります。その場合は、次に実行するシミュレーションから除外したいモ
デルの部分を選択し、モデルワークスペースの上にある無効ボタン ( ) をクリックしま
す。この状態でシミュレーションを実行すると、モデルのうち除外されなかった部分の結
果のみが表示されます。つまり、この機能を使用すると、モデルワークスペースからコン
ポーネントを削除したり、複数のモデルを作成する必要なく、モデルの特定部分によって
生成されるシミュレーション結果を表示し、比較することができます。
詳細は、MapleSim ヘルプシステムの Using MapleSim → Simulating a Model → Excluding
Objects From a Simulation トピックを参照してください。
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第5章 モデルの解析と操作
この章の内容は以下のとおりです：
• 概要 [113ページ]
• モデルからの方程式とプロパティの取得 [116ページ]
• 線形システムの解析 [117ページ]
• パラメータの最適化 [118ページ]
• モデルからの C コード生成 [119ページ]
• Maple の埋め込みコンポーネントを扱う [120ページ]

5.1. 概要
MapleSim は Maple 環境に完全に統合されているため、MapleSim モデルやサブシステ
ムの解析および動的動作の操作には、コマンドから埋め込みコンポーネント、プロットツー
ル、その他多くの技術文書機能まで、Maple の機能を使用することができます。Maple を
使用すると、例えば、モデルの方程式を取得して操作、入出力値をテスト、モデルを C
コードに変換、その他多くの高度な解析タスクを実行することができます。
Maple でモデルを操作するにはまず、MapleSim テンプレート設定ダイアログから開くこと
ができるテンプレートを使用します。これらのテンプレートは、モデルの作成や解析タスク
用のプリビルトツールを備えた Maple のワークシートです。Maple で解析タスクを実行す
るにはまず、MapleSim モデルを作成し、それを用意されているテンプレートのいずれか
で開きます。
用意されているテンプレートは以下のとおりです：
テンプレート名

UI 表示名

タスク

C コード生成

Code Generation

モデルを C コード に変換します。

カスタムコンポーネント

Custom
Component

数学モデルに基づいたカスタムモデリングコ
ンポーネントを作成します。詳細は、カスタム
モデリングコンポーネントの作成 [63ページ]
を参照してください。
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UI 表示名

タスク

データ生成

Data Generation

MapleSim で使用するデータセット (例えば、
補間テーブルコンポーネントのデータセット)
を定義し、生成します。詳細は、補間テーブ
ルコンポーネントのデータセットの作
成 [54ページ] を参照してください。

方程式抽出

Equations

Excel接続

Excel Connectivity ExcelスプレッドシートからMapleSimパラメータ
セットをインポートし、MapleSimパラメータセッ
トをExcelスプレッドシートへエクスポートしま
す。

線形システム解析

Analysis

線形化

Linearization

テンプレート名

線形または非線形モデルから方程式を取得
します。

線形システムの方程式を表示および解析しま
す。
MapleSim連続系サブシステムから線形システ
ムオブジェクトを作成します。

カスタムコンポーネントテンプ ModelicaCustomComponent Modelica コードにより MapleSim カスタムコン
レート：Modelica コード定義
ポーネントを定義・作成します。
モンテカルロシミュレーション

Monte Carlo
Simulation

パラメータに乱数分布を定義し、この分布を
用いてシミュレーションを実行します。

マルチボディ解析

MultibodyAnalysis

操作と解析に適した形式でマルチボディシス
テムモデルの方程式を取得します。
モデルのパラメータを解析および編集し、シ

パラメータ最適化

Optimization

ミュレーションで見込まれる結果をグラフに表
示します。
MapleSim で使用するランダムなデータ点の

乱数データ生成

Random Data

集合 (例えば、補間テーブルコンポーネント
用データセット) を定義し、生成します。

感度解析

Sensitivity Analysis パラメータの感度解析を行います。

また、MapleSim モデルの埋め込みコンポーネントを Maple ワークシートに挿入して、そ
のコンポーネントで既存の MapleSim モデルを開き、編集および解析する方法もありま
す。MapleSim Model コンポーネントに関する詳細は、Maple の埋め込みコンポーネント
を扱う [120ページ] を参照してください。
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どちらの方法で解析タスクを実行しても MapleSim、DynamicSystems を含む全 Maple パッ
ケージのコマンドを使用してモデルをプログラムで扱うことができます。
注意：MapleSim テンプレートを使用した後は、まず .mw ファイルを保存してから .mw ファ
イルが添付された .msim ファイルを保存してください。
ヒント：各テンプレートに用意されているプリビルトの解析ツールは Maple の埋め込みコン
ポーネントで、これらを使用すると、対話式のグラフィカルコンポーネントを介して Maple
コードを操作することが可能になります。各埋め込みコンポーネントに関連付けられてい
るコードには、MapleSim および DynamicSystems を含む Maple パッケージのコマンドが
使用されています。
埋め込みコンポーネントに関連付けられているコードを表示するには、Maple ワークシー
トで、いずれかのツールを右クリック (Macintosh では Control クリック) し、Component
Properties を選択してから Edit をクリックします。埋め込みコンポーネントに関する詳細
は、Maple ヘルプシステムの ?EmbeddedComponents トピックを参照してください。

Maple ワークシートで方程式とプロパティを扱う
テンプレートで方程式またはプロパティを表示および扱うときは、次のことに注意してくだ
さい：
• Maple ワークシートに表示される、特定パラメータや変数、コネクタのプログラム名は、
MapleSim インターフェイスで表示される当該要素の名前と異なる場合があります。たと
えば、モデルに Inertia コンポーネントが含まれている場合、角速度の初期値として
MapleSim インターフェイスに表示されるパラメータは
ですが、Maple ワークシート
では w_start です。パラメータ名、変数名およびコネクタ名のマッピングに関する詳細
は、MapleSim ヘルプシステムの MapleSim Library Reference Guide を参照してくださ
い。
• MapleSim インターフェイスの下付き文字および上付き文字は、Maple ワークシートで
は異なる表記で表示されます。MapleSim インターフェイスの下付き文字は、Maple ワー
クシートでは下線と共に表示されます。例えば、MapleSim インターフェイスで
と表されるコネクタは、Maple ワークシートでは flange_a と表示されます。また、上付き
文字は、Maple ワークシートでは通常文字として表示されます。例えば、MapleSim イン
ターフェイスで

と表される変数は、Maple ワークシートでは

と表示されます。
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5.2. モデルからの方程式とプロパティの取得
方程式抽出テンプレート は、モデルのパラメータ、初期方程式、変数など、プロパティお
よび方程式を取得し、解析するために使用することができます。
1. MapleSim で、方程式またはプロパティを取得するモデルを開きます。
2. メインツールバーのテンプレートボタン (

) をクリックします。

3. リストから、Equations を選択します。
4. Attachment フィールドで、テンプレートの名前を入力し、Create Attachment をクリック
します。 Maple が起動し、方程式抽出テンプレートにモデルが表示されます。
5. モデルダイアグラムの上にあるナビゲーションツールを使用して、方程式を表示するサ
ブシステムを選択します。システム全体の方程式を取得する場合は、Main をクリックしま
す。
6. Model Input from MapleSim セクションで、Retrieve System をクリックします。
7. モデルの方程式を取得するために、テンプレートの Model Equations セクションで、
System Equations ラジオボタンを選択します。方程式が表示されます。
また、別の種類の方程式やプロパティを取得するには、表示したい方程式の種類やプロ
パティの横にあるラジオボタンをクリックします。
8. 方程式またはプロパティをさらに Maple で操作するには、Assign to variable ボタンを
クリックし、それらを変数に代入します。
これで DynamicSystems や MapleSim などの Maple パッケージで方程式を操作すること
ができます。これらのパッケージに関する詳細は、Maple ヘルプシステムの
?DynamicSystems および ?MapleSim トピックを参照してください。

5.3. 線形システムの解析

• 117

5.3. 線形システムの解析
線形解析テンプレートは、線形システム方程式の表示と解析、入出力値のテスト、および
シミュレーションで見込まれる結果を Bode プロットまたは根軌跡プロットに表示するため
に使用することができます。
1. MapleSim で、解析する線形システムモデルを開きます。
2. メインツールバーのテンプレートボタン (

) をクリックします。

3. リストから、Analysis を選択します。
4. Attachment フィールドで、テンプレートの名前を入力し、Create Attachment をクリック
します。Maple が起動し、線形解析テンプレートにモデルが表示されます。
5. モデルダイアグラムの上にあるナビゲーションツールを使用して、方程式を表示するサ
ブシステムを選択します。
注意：テンプレートの Analysis and Simulation セクションのツールを使用して線形解析を
行うには、サブシステムを選択する必要があります。線形解析の対象としてシステム全体
を指定することはできません。
6. Model Input from MapleSim セクションで、Retrieve System をクリックします。
7. 入出力値を定義します。入力値または出力値を追加するには、System IO and probes
メニューから項目を 1 つ選択し、
るには、

をクリックします。リスト内のすべての値を追加す

をクリックします。

8. 解析する方程式の種類を選択し、Build Linear System Object をクリックします。
これで、リストからパラメータを選び、その値を変更し、Linear System Analysis Tools セク
ションのプロットツールを使用してシミュレーションで見込まれる結果を表示することがで
きます。
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5.4. パラメータの最適化
パラメータ最適化テンプレートは、ワークシートに用意されている埋め込みコンポーネント
を用いてさまざまな条件でテストを行い、シミュレーションで見込まれる結果をプロットに
表示するために使用することができます。
パラメータの最適化 は、Global Optimization Toolbox のコマンドで実行することもできま
すがこの製品は、MapleSim には含まれていません。この製品に関する詳細は、Maplesoft
Global Optimization Toolbox の、下記ウェブサイトで参照してください。
http://www.maplesoft.com/products/toolboxes/globaloptimization/
1. MapleSim で、解析する線形システムモデルを開きます。
2. メインツールバーのテンプレートボタン (

) をクリックします。

3. リストから、Optimization を選択します。
4. Attachment フィールドで、テンプレートの名前を入力し、Create Attachment をクリック
します。 Maple のパラメータ最適化テンプレートにモデルが表示されます。
5. テンプレートの Parameter Investigation セクションで、Retrieve System Parameters を
クリックします。
6. Simulation Settings セクションで、プロットの解析ツールで使用するシミュレーションの
オプションを指定します。
7. Parameter Values セクションで、最初のドロップダウンメニューから、テストするパラメー
タを選択します。

5.5. モデルからの C コード生成 • 119

注意：パラメータが選択されると、代入されている値がスライダの横のフィールドに表示さ
れます。

8. スライダとパラメータ値フィールドの横の Range フィールドに、スライダの範囲を指定し
ます。デフォルトの範囲は 0 から 10 ですが、選択されたパラメータ値がこの範囲外の場
合は、この限りではありません。
9. 上記手順で、テストしたいその他のパラメータを指定します。
すべてのパラメータを定義したら、スライダを動かしてさまざまな値をテストし、シミュレー
ションで見込まれる結果をプロットに表示することができます。また、定義したパラメータを
Maple のプロシージャに代入し、テンプレートのパラメータ最適化セクションでより詳しい
解析タスクを実行することもできます。

5.5. モデルからの C コード生成
C 言語をサポートするアプリケーションでモデルを使用したり、テストする場合は、 C コー
ド生成テンプレートを使用してモデルのサブシステムをソースコード に変換します。
1. MapleSim で、コードを生成するモデルを開きます。
2. モデルワークスペースで、コードの生成対象コンポーネントがサブシステムにまとめら
れていることを確認します。
ヒント : モデル全体に対してコードを生成するには、モデルのトップレベルですべてのコ
ンポーネントをグループ化し、1 つのサブシステムにします。
3. メインツールバーのテンプレートボタン (

) をクリックします。

4. リストから、Code Generation を選択します。
5. Attachment フィールドで、テンプレートの名前を入力し、Create Attachment をクリック
します。Maple が起動し、C コード生成テンプレートにモデルが表示されます。
6. モデルダイアグラムの上にあるナビゲーションツールを使用して、コードを生成するサ
ブシステムを選択します。
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7. テンプレートの Model Input from MapleSim セクションで、Retrieve System をクリックし
ます。
8. 生成するコードに含める入出力値を選択します。
9. Generating Code クションで、Code Generation をクリックします。コードが生成されま
す。
10. Save C Function Library をクリックします。コードを C ファイルとして保存するよう、ダ
イアログボックスが表示されます。

5.6. Maple の埋め込みコンポーネントを扱う
Maple では、 MapleSim Model の 埋め込みコンポーネント を使用して、MapleSim モデル
のプロパティをプログラムで表示、編集、解析することができます。例えば、DocumentTools
パッケージのコマンドを使用し、パラメータ値を表示および変更することができます。また、
モデルまたはサブシステムの方程式を MapleSim パッケージのコマンドを使用して取得
し、任意の入力関数を使用してモデルまたはサブシステムの動作を解析するためにモデ
ルを DynamicSystems のオブジェクトとして扱うこともできます。
さらに、モデルプロパティに、スライダ、プロットなど、ほかの Maple 埋め込みコンポーネ
ントを関連付けてカスタム解析ツールを作成することもできます。
高度な解析タスクに関する詳細は、Libraries タブ下の Examples → Multidomain パレッ
トから Sliding Table の例と、MapleSim の Attachments パレットから Advanced Analysis
ワークシートを開いて、参照してください。
MapleSim Model コンポーネントに関する詳細は、Maple ヘルプシステムの ?MapleSimModel
トピックを参照してください。

第6章 MapleSim チュートリアル
この章の内容は以下のとおりです：
• チュートリアル 1： ギアボックス付き DC Motor のモデリング [121ページ]
• チュートリアル 2： ケーブル張力コントローラのモデリング [128ページ]
• チュートリアル 3： 非線形ダンパーのモデリング [133ページ]
• チュートリアル 4: 平面スライダクランク機構のモデリング [140ページ]

6.1. チュートリアル 1： ギアボックス付き DC Motor のモデリン
グ
このチュートリアルでは、DC motor モデルを拡張するために、以下のタスクを実行しま
す：
1. DC motor のモデルにギヤボックスを追加します。
2. ギヤボックス付き DC motor のモデルをシミュレートします。
3. DC motor コンポーネントをグループ化し、サブシステムにします。
4. グローバルパラメータを、モデルに代入します。
5. 信号ブロックコンポーネントと PI コントローラをモデルに追加します。
6. 変更した DC motor モデルにさまざまな条件を与えてシミュレートします。

DC Motor モデルにギヤボックスを追加する
この例では、1-D メカニカルライブラリから ideal gearbox コンポーネント、線形バネおよ
びダンパー付きの backlash コンポーネント、inertia コンポーネントを追加し、それらを接
続してギヤボックスを作成します。
1. Libraries タブで、例題パレット、Tutorial メニューの順に展開し、Simple DC Motor の
例を開きます。

121
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2. 以下のタスクを実行します：
1-D メカニカル → 回転 → Bearings and Gears メニューから、Ideal Gear コンポーネント
をモデルワークスペースに追加し、Inertia コンポーネントの右側に配置します。
1-D メカニカル → 回転 → Springs and Dampers メニューから、Elasto-Backlash コンポー
ネントをモデルワークスペースに追加し、Ideal Gear コンポーネントの右側に配置します。
1-D メカニカル → 回転 → Common メニューから、もう 1 つ Inertia コンポーネントをモ
デルワークスペースに追加し、Elasto-Backlash コンポーネントの右側に配置します。
モデルワークスペースにコンポーネントをドラッグし、配置するには、選択ツール を使用
します。
3. 各コンポーネントを下の図のように接続します。

4. モデルワークスペースで、Ideal Gear コンポーネントをクリックします。
5. Inspector タブで、速度伝達比を 10 に変更し、Enter を押します。
6. ほかのコンポーネントに以下のパラメータ値を指定します：
Elasto-Backlash コンポーネントの b フィールドについては、総合バックラッシュの値を
0.3 rad に変更します。d フィールドについては、減衰定数を

に変更しま

す。
1 つ目の Inertia コンポーネント (
10 kg

) の J フィールドについては、慣性モーメントの値を

に変更します。

Step ソースの height フィールドについては、高さの値を 100 に変更します。

6.1. チュートリアル 1： ギアボックス付き DC Motor のモデリング • 123

ギヤボックス付き DC Motor モデルのシミュレーション
1. モデルワークスペースから、既存のプローブを削除します。
2. モデルワークスペースツールバーのプローブボタン (

) をクリックします。

3. マウスポインタを Elasto-Backlash コンポーネントと 2 つ目の Inertia コンポーネント
(

) を接続するライン上に動かします。ラインが強調表示されます。

4. ラインを 1 回クリックし、次にプローブをクリックして配置します。
5. モデルワークスペースで、プローブを選択します。
6. 角度 ( ) 、速度 (w) 、加速度 (a) 、トルク ( ) の値をシミュレーショングラフに含める
ために、Inspector で、Angle、Speed、Acceleration、Torque を選択します。
7. モデルワークスペースで、空白部分をクリックします。
8. Inspector タブで、

パラメータに 10 秒を設定し、Enter を押します。
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9. メインツールバーのシミュレーションボタン (
了すると、下のグラフが表示されます。

) をクリックします。シミュレーションが終

DC Motor コンポーネントをグループ化してサブシステムを作成する
1. 選択ツール ( ) を使用し、すべての電気コンポーネントと 1 つ目の inertia コンポー
ネントを囲む四角形を描きます。

6.1. チュートリアル 1： ギアボックス付き DC Motor のモデリング • 125

2. Edit メニューから、Create Subsystem を選択します。
3. Create Subsystem ダイアログボックスに DC motor と入力します。
4. OK をクリックします。DC motor を表す白いブロックがモデルワークスペースに表示さ
れます。
ヒント：サブシステム内のコンポーネントを表示するには、モデルワークスペースで DC
motor サブシステムをダブルクリックします。モデルのトップレベルを表示するには、
navigation ツールバーの Main ボタンをクリックします。

グローバルパラメータをモデルに代入する
グローバルパラメータを定義し、その値を変数としてモデル内の複数のコンポーネントに
代入することができます。
1. Navigation ツールバーで、Main をクリックしてモデルのトップレベルを表示します。
2. Navigation ツールバーで、パラメータエディタボタン (
タ表示に切り替えます。

) をクリックしてパラメータエディ

3. Main サブシステムの標準設定テーブルの1 行目に、その名前が R のパラメータを定
義し、Enter を押します。
4. デフォルト値に 24 を指定し、説明として Global resistance variable を入力します。
5. テーブルの 2 行目に、その名前が J のパラメータを定義し、Enter を押します。
6. デフォルト値に 10 を指定し、説明として Global moment of inertia value を入力しま
す。
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7. ダイアグラム表示に切り替えるには、navigation ツールバーで、ダイアグラム表示ボタ
ン ( ) をクリックします。新しいパラメータの R と J が、Inspector タブの一番下に追加表
示されます。

これで、これらのパラメータ値をモデル内の他のコンポーネントに代入することができま
す。
8. Navigation ツールバーで、パラメータエディタボタン (
9.

) をクリックします。

コンポーネントテーブルで、moment of inertia (慣性モーメント) パラメータ値のフィー

ルドに J を入力し、Enter を押します。
これで moment of inertia パラメータは、グローバルパラメータ J の数値 (この例では 10)
を受け継ぎます。
10. ダイアグラム表示に切り替え、DC Motor サブシステムをダブルクリックします。
11. Navigation ツールバーのパラメータエディタボタン (
12.
ルドに

) をクリックします。

コンポーネントテーブルで、transformation coefficient (変換係数) 値のフィー
を入力し、Enter を押します。

注意：この値は、変換係数の近似値です。
13.

コンポーネントテーブルで、resistance (抵抗) パラメータ値のフィールドに R を

入力し、Enter を押します。
14. ダイアグラム表示に切り替え、モデルのトップレベルを表示します。
15. モデルを DC_Motor2.msim という名前で保存します。

6.1. チュートリアル 1： ギアボックス付き DC Motor のモデリング • 127

入出力値の変更
この例では、モデルの入出力値を変更し、さまざまな条件でシミュレーションを実行しま
す。
1. Libraries タブ下の 1-D メカニカル → 回転 → Sensors メニューから、Angular Velocity
Sensor コンポーネントをモデルワークスペースに追加し、ギヤボックスコンポーネントの下
部に配置します。
2. Angular Velocity Sensor コンポーネントを右クリック (Macintosh® では Control クリッ
ク) し、Flip Horizontal を選択します。
3. Step ソースと DC Motor サブシステムの間の接続ラインを削除します。
4. 信号ブロック → コントローラメニューから、PI コンポーネントをモデルワークスペース
に追加し、DC Motor サブシステムの左側に配置します。
5. 信号ブロック → 数学 → Operators メニューから、Feedback コンポーネントをモデル
ワークスペースに追加し、PI コンポーネントの左側に配置します。
6. 各コンポーネントを下の図のように接続します :

垂線を描くには、接続ラインを引いているときに、モデルワークスペース内の 1 点でクリッ
クしてその点までの線分を確定し、そこからマウスカーソルを別の方向に動かし、次の線
分を描きます。
7. モデルワークスペースで、PI コンポーネントをクリックします。
8. Inspector タブで、k フィールドに gain (利得) の 20 を、T フィールドに time constant
(時定数) の 3 秒を指定します。
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9. モデルのシミュレーションを再度実行します。シミュレーションが終了すると、下のグラ
フが表示されます。

10. モデルを DC_Motor3.msim という名前で保存します。

6.2. チュートリアル 2： ケーブル張力コントローラのモデリング
このチュートリアルでは、DC motor の例を拡張して、あらかじめ定義された力で張られる
ケーブルをモデリングします。張力は Constant ソースで定義され、PI コントローラによっ
て、モーターを駆動する電圧が与えられます。ここでは、以下のタスクを実行します：
1. ケーブル張力コントローラのモデルを作成します。
2. コンポーネントのプロパティを指定します。
3. ケーブル張力コントローラのモデルをシミュレートします。

6.2. チュートリアル 2： ケーブル張力コントローラのモデリング • 129

ケーブル張力コントローラのモデルを作成する
この例では、1-D メカニカルの回転および平行移動コンポーネントを使用して、ケーブル
張力コントローラのモデルを作成します。また、コンポーネントをグループ化して Gear サ
ブシステムにし、サブシステムにポートを追加します。
1. 前のチュートリアルで作成した DC_Motor3.msim ファイルを開き、Cable_Tension.msim
という名前で保存します。例題 → Tutorial パレットの DC Motor with PI Control の例を
開いて使用することもできます。
2. Elasto-Backlash コンポーネントと Inertia コンポーネントを接続するラインに追加され
ている Probe3 を削除します。
3. Angular Velocity Sensor コンポーネントとその接続ラインを削除します。
4. Elasto-Backlash、Ideal Gear、Inertia コンポーネントを選択し、グループ化して、サブ
システム Gear Components にします。
5. モデルワークスペースに以下のコンポーネントを追加します：
1-D メカニカル → 回転 → Bearings and Gears メニューから、Ideal Rotation to Translation
Gear コンポーネントを追加し、Gear Components サブシステムの右側に配置します。
1-D メカニカル → 平行移動 → Sensors メニューから、Force Sensor コンポーネントを追
加し、Ideal Rotation to Translation Gear コンポーネントの右側に配置します。
1-D メカニカル → 平行移動 → Springs and Dampers メニューから、Translational Spring
コンポーネントを追加し、Force Sensor コンポーネントの右側に配置します。
1-D メカニカル → 平行移動 → Common メニューから、Translational Fixed コンポーネ
ントを追加し、Translational Spring コンポーネントの右側に配置します。
6. モデルワークスペース内の Translational Fixed コンポーネントを右クリック (Macintosh
では Control クリック) し、Rotate Counterclockwise を選択します。
7. Step ソースを削除し、信号ブロック → ソース → Real メニュー下の Constant ソースに
置きかえます。
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ヒント : Constant ソースは、未接続のラインエンドにドラッグすると、接続することができま
す。
8. Gear Components サブシステムをダブルクリックします。次に、このサブシステムを別
のコンポーネントに接続するためのポートを追加します。
9. Inertia コンポーネントのマイナス (白) フランジをクリックし、マウスカーソルをサブシス
テムのコンポーネントを囲む境界線にドラッグします。

10. ラインを 1 回クリックします。サブシステムのポートがライン上に追加されます。

11. Navigation ツールバーで、Main をクリックしてモデルのトップレベルを表示します。
12. 各コンポーネントを下の図のように接続します。
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コンポーネントプロパティの指定
1. モデルワークスペース内の Gear Components サブシステムをダブルクリックします。
2. このサブシステムコンポーネントに以下のパラメータ値を指定します：
Ideal Gear コンポーネントについては、transmission ratio (伝動比) を 0.01 に変更しま
す。
Inertia コンポーネントについては、moment of inertia (慣性モーメント) を 0.1

に

変更します。
3. Navigation ツールバーで、Main をクリックしてモデルのトップレベルを表示します。
4. ほかのコンポーネントに以下のパラメータ値を指定します :
Translational Spring コンポーネントの c フィールドについては、spring constant (バネ定
数) の値を

に変更します。

PI コントローラについては、 T の値を 0.1 s に変更します。
Constant ソースの k フィールドについては、constant output (一定出力) の値を 77.448
に変更します。

ケーブル張力コントローラのシミュレーション
1. プローブボタン (

) をクリックします。

2. Feedback コンポーネントと PI コンポーネントを接続するラインをクリックします。次にプ
ローブをクリックして配置します。
3. モデルワークスペースで、プローブを選択します。
4. Inspector タブで、物理量 Real を選択し、名前を Error に変更します。
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5. 物理量 Real を計測する、プローブをもう 1 つ PI コンポーネントと DC motor サブシス
テムを接続するラインに追加します。物理量の名前を Controller に変更します。

6. モデルワークスペースで、空白部分をクリックします。
7. Inspector タブで、

の値に 5 秒を指定し、stiff solver オプションが true に設定さ

れていることを確認します。
8. メインツールバーで、シミュレーションボタン (
終了すると、下のグラフが表示されます。

) をクリックします。シミュレーションが

9. ファイルを CableTension.msim という名前で保存します。
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6.3. チュートリアル 3： 非線形ダンパーのモデリング
このチュートリアルでは、線形バネ付きの非線形ダンパーをモデリングします。このチュー
トリアルは、前のチュートリアルで説明した概念をベースにしています。ここでは、以下の
タスクを実行します：
1. 微分方程式で定義されたカスタムのバネダンパーを生成します。
2. 入力信号としてカスタムの damping coefficient (減衰係数) 値を与えます。
3. 線形バネ付き非線形ダンパーのモデルを作成します。
4. 変数をサブシステムに代入します。
5. 線形バネ付き非線形ダンパーのモデルをシミュレートします。

カスタムのバネダンパーを生成する
MapleSim では、数学モデルに基づくカスタムコンポーネントを作成することができます。
一般的には、コンポーネントの方程式およびポートを定義し、そのコンポーネントを
MapleSim で使用できるようにします。しかし、このチュートリアルでは、事前に定義された
微分方程式を用いてサンプルカスタムコンポーネントを生成します。
1. 新しい MapleSim ドキュメントを開きます。
2. メインツールバーのテンプレートボタン (

) をクリックします。

3. 参照... をクリックします。
4. Browse Templates ダイアログボックスで、Component Templates フォルダを開きます。
5. NonLinearMSD.mw ファイルを選択し、Use Template をクリックします。
6. Attachment フィールドに、NonLinearMSD と入力します。
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7. Create Attachment をクリックします。Maple が起動し、カスタムコンポーネントテンプ
レートが開きます。
8. カスタムコンポーネントを生成するために、ワークシートの下部に配置されている
Generate MapleSim Component をクリックします。
MapleSim では、NonLinearMSD コンポーネントは MapleSim ウィンドウ左側の Project タ
ブ下の Definitions パレットに表示されます。

このコンポーネントは、後ほどこのチュートリアルの中で使用します。

減衰係数値を与える
モデルに追加した 補間テーブルコンポーネントにカスタム値を与えることができます。こ
の例では、外部ファイルで減衰係数値を与えます。
1. Microsoft® Excel® スプレッドシート (.xls) またはカンマ区切りファイル (.csv) のいずれ
かを作成して、下の値を入力します：

1 列目はダンパーの相対変位で、2 列目は減衰係数値です。
2. ファイルを DamperCurve.xls または DamperCurve.csv という名前で保存します。
3. MapleSim で、Project タブ下の Attachments パレットを展開します。
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4. Data Sets を右クリック (Macintosh では Control クリック) し、Attach File を選択しま
す。
5. 前に作成した Excel スプレッドシートまたは .csv ファイルを探して選択し、Attach... を
クリックします。これで、データセットを含むファイルがモデルに添付されます。このファイ
ルは次のタスクで使用します。

非線形ダンパーモデルの作成
1. Definitions パレットから、NonLinearMSD コンポーネントをモデルワークスペースにド
ラッグします。
2. モデルワークスペースに以下のコンポーネントを追加します：
信号ブロック → 数学 → Operators メニューから、Gain コンポーネントを追加し、
NonLinearMSD コンポーネントの上部に配置します。
信号ブロック → ソース → Real メニューから、Constant コンポーネントを追加し、
NonLinearMSD コンポーネントと Gain コンポーネントの間に配置します。
信号ブロック → 補間テーブルメニューから、1D Lookup Table コンポーネントを追加し、
Gain コンポーネントの左側に配置します。
1-D メカニカル → 平行移動 → Sensors メニューから、Position Sensor コンポーネントを
追加し、1D Lookup Table コンポーネントの左側に配置します。
3. 各コンポーネントを下の図のように接続します。
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4. モデルワークスペースに以下のコンポーネントを追加します：
1-D メカニカル → 平行移動 → Common メニューから、Translational Fixed コンポーネ
ントを追加し、反時計回りに回転させて NonLinearMSD コンポーネントの右側に配置しま
す。
同じメニューから、Mass コンポーネントと Force コンポーネントを追加し、Position Sensor
コンポーネントの左側に配置します。
信号ブロック →ソース → Real メニューから、Step ソースを追加します。
5. 各コンポーネントを下の図のように接続します。

6. モデルワークスペースで、1D Lookup Table コンポーネントを選択します。Inspector タ
ブ下の data ドロップダウンメニューに、モデルに添付されているすべてのドキュメントが
一覧表示されます。
7. 前のタスクで作成した、DamperCurve.xls ファイルまたは DamperCurve.csv ファイルを
選択します。
次は、バネの剛性を定義します。
8. モデルワークスペースで、Constant コンポーネントを選択します。
9. Inspector タブの Name フィールドで、コンポーネント名を Stiffness に変更します。

10. Step コンポーネントを選択し、step height (step の高さ) を 100 に変更します。
11. Mass コンポーネントを選択し、mass (質量) を 100 kg に変更します。
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12. 選択ツール (
形を描きます。

) を使用し、非線形ダンパーモデルの全コンポーネントを囲む四角

13. 選択したコンポーネントをグループ化し、サブシステム Nonlinear damper にします。
完成したモデルを下に示します。

サブシステムにパラメータを代入する
1. モデルワークスペースで、Nonlinear damper サブシステムをダブルクリックします。
2. Navigation ツールバーのパラメータ表示ボタン (

) をクリックします。

3. Nonlinear damper サブシステムの標準設定テーブルの 1 行目に、バネ定数パラメー
タ Ks を定義し、Enter をクリックします。
4. 同じ行のデフォルト値に 1000 を指定し、説明として Spring constant を入力します。こ
れでパラメータ値を Nonlinear damper サブシステムのほかのコンポーネントに代入する
ことができます。
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5. Navigation ツールバーのダイアグラム表示ボタン ( ) をクリックします。Ks パラメータ
が Inspector タブのフィールドとして表示され、設定してあるデフォルト値が入っています。

6. モデルワークスペースで、Stiffness コンポーネントを選択し、一定出力のパラメータ k
を Ks に変更します。

これで、このコンポーネントは、Ks の数値 (この例では、1000) を受け継ぎます。つまり、
サブシステムのレベルで Ks の数値を編集した場合には、Ks が代入されている k パラ
メータにもその変更が受け継がれます。

線形バネ付き非線形ダンパーモデルのシミュレーション
1. モデルワークスペースツールバーのプローブボタン (

) をクリックします。

2. Gain コンポーネントと NonLinearMSD コンポーネントを接続するラインをクリックします。
次にプローブをクリックして配置します。
3. モデルワークスペースで、プローブを選択します。
4. Inspector タブで、物理量 Real を選択し、名前を Damping に変更します。
5. モデルのトップレベルを表示します。
6. Mass コンポーネントと Nonlinear damper サブシステムを接続する線に、length (長さ)、
speed (速さ)、acceleration (加速度) の物理量を計測するプローブを追加します。
7. モデルワークスペースで、空白部分をクリックします。
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8. Inspector タブで、

パラメータに 10 秒を設定します。

9. メインツールバーのシミュレーションボタン (
了すると、下のグラフが表示されます。

) をクリックします。シミュレーションが終

10. ファイルを NonLinearMSD.msim という名前で保存します。
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6.4. チュートリアル 4: 平面スライダクランク機構のモデリング
マルチボディメカニカルライブラリのコンポーネントを使用して、下の概略図に示すような
平面スライダクランク機構をモデリングします。

このモデルは、平面リンクに接続された revolute joint (回転ジョイント) A で構成されてい
ます。この平面リンクは、2 つ目の回転ジョイント B によってコネクティングロッドに接続さ
れています。さらにコネクティングロッドは 3 つ目の回転ジョイント C によって sliding mass
に接続されており、sliding mass は、prismatic joint (直動ジョイント) によって地面に接続
されています。実際に、このメカニズムは、クランクにおける回転運動を sliding mass にお
ける並進運動に変換する、またはその逆に変換するために使用されます。ダイアグラム
に示されているシステムでは、Y 軸 (慣性系の y 軸) のマイナス方向に働く重力を唯一の
外力と考えます。
このチュートリアルでは、以下のタスクを実行します：
1. 平面リンクサブシステムを作成します。
2. サブシステムパラメータを定義し、代入します。
3. クランクを作成し、ロッドエレメントと接続します。
4. 固定フレーム、sliding mass、ジョイントエレメントをモデルに追加します。
5. 初期条件を指定します。
6. 平面スライダクランク機構をシミュレートします。
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平面リンクサブシステムの作成
上のダイアグラムは、このスライダクランクには 2 つの連結された平面リンクがあることを
示しています。1 つ目はポイント A とポイント B を連結するクランク、2 つ目はポイント B
とポイント C を連結するコネクティングロッドです。どちらにも、局所的な x 軸 (それぞれ
x1、x2) に沿った縦軸があります。したがって、まず 2 つのポートを持つ一般的な平面リ
ンクを作成します。内側のポート (ベース) は、リンクの x 軸に沿って、
外側のポート (先端) は、リンクの x 軸に沿って、

に位置し、

に位置します。この例では、

は

リンクの長さを表しており、重心はリンクの中央に位置すると考えます。
1. 新しい MapleSim ドキュメントを開きます。
2. Libraries タブ下のマルチボディ → ボディ・フレームメニューから、Rigid Body Frame
コンポーネントを 2 つ、Rigid Body コンポーネントを 1 つ追加します。
3. モデルワークスペースで、

コンポーネントを右クリック (Macintosh では Control

クリック) し、Flip Horizontal を選択します。
4. Rigid Body コンポーネントを右クリック (Macintosh では Control クリック) し、Rotate
Counter Clockwise を選択します。
5. 各コンポーネントをドラッグし、下の図のような配置にします。

これで各コンポーネントを接続することができます。
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6. Rigid Body コンポーネントと

コンポーネントの右フレームの間に接続ラインを引

きます。

7. Rigid Body コンポーネントと

コンポーネントの左フレームの間に別の接続ライン

を引きます。

8. 選択ツール (

) を使用し、すべてのコンポーネントを囲むように四角形を描きます。

9. Edit メニューから、Create Subsystem を選択します。
10. Create Subsystem ダイアログボックスで、Link と入力し、OK をクリックします。
これで、このサブシステムをほかのコンポーネントに接続するためのポートを追加すること
ができます。
11. Link サブシステムをダブルクリックします。
12.

コンポーネントの左フレームをクリックし、マウスポインタをサブシステムの左側

の境界にドラッグします。
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13. ラインを 1 回クリックします。サブシステムにポートが追加されます。
14. 同じように、

コンポーネントの右フレームを使用し、サブシステムの右側の境

界にもう 1 つのポートを作成します。

パラメータの定義と代入
ここでは、リンクの長さを表すサブシステムのパラメータ L を定義し、そのパラメータ値を
変数として Rigid Body Frame コンポーネントのパラメータに代入します。それによって
Rigid Body Frame コンポーネントは、 L の数値を受け継ぎます。
1. Navigation ツールバーのパラメータエディタボタン (

) をクリックします。

2. Link サブシステムの標準設定テーブルの 1 行目に、その名前が L のパラメータを定
義し、Enter を押します。
3. デフォルト値に 1 を指定し、説明として Length を入力します。
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4. Navigation ツールバーのダイアグラム表示ボタン (

) をクリックします。

5. Inspector タブで、以下のパラメータ値を指定します :
コンポーネントの

フィールドにオフセットの

コンポーネントの

フィールドにオフセットの

を指定します。

を指定します。

分数を入力するには、スラッシュキー (/) を使用します。

クランクと接続用ロッドエレメントの作成
ここでは、クランクと接続用ロッドエレメントを作成するために、Link サブシステムの定義
をモデルに追加し、Crank および ConnectingRod 共有サブシステムを作成します。さら
に、接続用ロッドエレメントに別の長さの値を代入します。
1. Navigation ツールバーで、Main をクリックしてモデルのトップレベルを表示します。
2. モデルワークスペースで、Link サブシステムを右クリック (Macintosh では Control ク
リック) し、Convert to Shared Subsystem を選択します。Project タブ下の Definitions パ
レットに Link サブシステム定義が追加され、モデルワークスペースに配置されている Link
サブシステムは共有サブシステムになります。
3. モデルワークスペースで、Link 共有サブシステムを選択します。
4. Inspector タブの Name フィールドで、サブシステムの名前を Crank に変更します。
5. Definitions パレットから、Link アイコンをモデルワークスペースにドラッグし、
共有サブシステムの右側に配置します。
6. モデルワークスペースで、Link 共有サブシステムの 2 つ目のコピーを選択します。
7. Inspector タブで、共有サブシステムの名前を ConnectingRod に変更し、長さの値を
2 に変更します。
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固定フレーム、Sliding Mass、ジョイントエレメントを追加する
ここでは、Fixed Frame コンポーネント、sliding mass を表す Rigid Body コンポーネントと
ジョイントコンポーネントを追加します。
1. マルチボディ → ボディ・フレームメニューから、Fixed Frame コンポーネントを追加し、
Crank 共有サブシステムの左側に配置します。
2. 同じメニューから、Rigid Body コンポーネントを追加し、Connecting Rod サブシステム
サブシステムのやや右下に配置します。
3. 以下のジョイントを追加します：
マルチボディ → ジョイント・モーションメニューから、1 つ目の Revolute ジョイントを Fixed
Frame コンポーネントとクランクの間に、2 つ目の Revolute ジョイントをクランクとコネクティ
ングロッドの間に、3 つ目の Revolute ジョイントをコネクティングロッドと sliding mass の間
に追加します。
同じメニューから、Prismatic ジョイントを追加し、Crank 共有サブシステムの下部に配置
します。
4. モデルワークスペースで

コンポーネントを選択し、名前を Sliding Mass に変更し

ます。
5. Sliding Mass コンポーネントを右クリック (Macintosh では Control クリック) し、Flip
Horizontal を選択します。同じように、回転ジョイント

を左右に反転させます。
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6. 各コンポーネントを下の図のように接続します。

ヒント：この例では、回転ジョイントおよび直動ジョイントの標準運動軸が、望ましい運動軸
と一致しています。例えば回転ジョイントは、内側のフレームの z 軸の周りを回転します
が、それは常に XY 平面システムの慣性の Z 軸と一致しています。非平面モデルを作成
する場合には、正しい方向に沿って動いたり回転できるように、軸を変更する必要が生じ
る場合があります。

初期条件の指定
初期条件を指定するために、モデルの特定コンポーネントにパラメータ値を設定すること
ができます。
1. 1 つ目の回転ジョイントの

フィールドについては、初期角度を

rad に変更しま

す。
ヒント：

を入力するには、 Pi と入力し、Ctrl + Space (Macintosh では Command + Shift

+ Space) を押して、メニューから
2.

記号を選択します。

のドロップダウンメニューから、Strictly Enforce を選択します。

MapleSim はこの初期条件を解決するに当たって、ほかのジョイントの角度を設定する前
に、最初の角度を

rad に設定します。
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平面スライダクランク機構のシミュレーション
1. モデルワークスペースツールバーのプローブボタン (

) をクリックします。

2. モデルワークスペースで、Prismatic コンポーネントのアイコンの右上の、白い 1-D 平
行移動フランジをクリックします。次にプローブをクリックして配置します。
3. モデルワークスペースで、プローブをクリックします。
4. Inspector タブで、変位を測定するための物理量 Length を選択します。
5. 同様に、物理量 Angle を計測するプローブを、

コンポーネントのアイコンの右上

の白い 1-D 回転フランジに追加します。
6. モデルワークスペースで、空白部分をクリックします。
7. Inspector タブで、

パラメータに 10 秒を設定します。

8. メインツールバーのシミュレーションボタン (
了すると、下のグラフが表示されます。

) をクリックします。シミュレーションが終

9. ファイルを SliderCrank.msim という名前で保存します。
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第7章 参考 : MapleSim のキーボードショートカット
モデルの開閉と保存
タスク

Windows と Linux

Macintosh

新規モデルを作成

Ctrl + N

Command + N

既存モデルを開く

Ctrl + O

Command + O

Ctrl + F4

Command + W

Ctrl + S

Command + S

作業中のドキュメントを閉じ
る
モデルを .msim ファイルとし
て保存

2-D モデルの作成
タスク

Windows と Linux

Macintosh

選択したモデリングコンポー
ネントを時計回りに 90 度回 Ctrl + R

Command + R

転
選択したモデリングコンポー
ネントを反時計回りに 90 度 Ctrl + L

Command + L

回転
選択したモデリングコンポー

Ctrl + F

Command + F

Ctrl + H

Command + K

Ctrl + G

Command + G

ローブの表示、非表示切り Ctrl + D

Command + D

ネントを上下反転
選択したモデリングコンポー
ネントを左右反転
選択したモデリングコンポー
ネントをサブシステム化
モデルワークスペースのプ
替え

2-D モデルの表示
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タスク

Windows と Linux

Macintosh

選択したモデリングコンポー
ネントまたはサブシステムの Ctrl + M

Command + M

詳細表示
モデルワークスペースを

Ctrl + テンキーのプラ Command + テンキーの

ズームイン表示

ス (+)

モデルワークスペースを

Ctrl + テンキーのマイ Command + テンキーの

ズームアウト表示

ナス (-)

プラス (+)

マイナス (-)

3-D モデルの表示
タスク
透視表示で、カメラを 3-D
モデルの周囲を移動

Windows と Linux
Ctrl + マウスの左ボタ
ンをクリックし、ドラッグ
する
Shift + マウスの左ボ

3-D モデルをパン

タンをクリックし、ドラッ
グする

3-D ワークスペースをズー Alt + マウスの左ボタ
ムインまたはズームアウト表 ンをクリックし、ドラッグ
示
する、またはマウスホ
イールを回転させる

Macintosh
Command + マウスをク
リックし、ドラッグする

Shift + マウスをクリック
し、ドラッグする
Alt + マウスをクリック
し、ドラッグする、または
マウスホイールを回転さ
せる

用語解説
用語

説明

2-D 数学表記

書式オプションで、上付き文字や下付き文字、ギリシア文
字などの数文を入力するために使用します。

3-D ワークスペース

3-D モデルを作成したり、編集するために使用できる
MapleSim ウィンドウのエリアを指します。

付属図形

システムモデルの表現を現実的にする目的で、3-D モデ
ル表示に追加可能な図形を指します。付属図形には、円
柱、トレース線、および他のファイルからインポートされた
CAD による幾何図形が含まれます。

カメラ

3-D シーンの描画視点を指します。

カメラ追跡

カメラが、対象として選択されている 3-D コンポーネント
の動きを追跡するためのプロセスを指します。動画再生
中、対象コンポーネントは 3-D ワークスペースの中央に
配置されます。

カスタムコンポーネント

ユーザがカスタムコンポーネントテンプレートを使用して
作成した、MapleSim モデルに追加可能なユーザ定義の
コンポーネントを指します。

カスタムライブラリ

後の MapleSim セッションで使用可能な、ユーザ定義の
パレットに保存されているモデリングコンポーネントおよび
サブシステム群を指します。

埋め込みコンポーネント

方程式や Maple コマンドの解析や操作、表示のために
Maple 標準ワークシートに追加できる、設定可能なグラ
フィカルコントロールやボタン、メータ、その他対話型コン
ポーネントなどを指します。

暗黙の幾何学的図形

モデリングコンポーネントを表現する目的で 3-D モデル
に表示されるデフォルトの円柱や球を指します。

Maple パッケージ

Maple で使用可能なルーチンまたはコマンド群を指しま
す。Maple パッケージの多くで提供される一連のコマンド
は、特定の数学または化学領域や研究分野向けになっ
ています。
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用語

説明

デフォルトで MapleSim に含まれている特定の領域向け
MapleSim コンポーネントライ のモデリングコンポーネント群を指します。これらのモデリ
ブラリ
ングコンポーネントは、Libraries タブ下の、灰色のパレッ
トに収められています。
モデルワークスペース

モデルの 2-D ダイアグラムを作成および編集するために
使用できる MapleSim ウィンドウのエリアを指します。

正投影表示

平衡射影を使用し、表示面においてラインを“実寸表示”
する 3-D 表示の一種を指します。MapleSim では、3-D
モデルは前、上、および横から表示することができます。

透視表示

3-D 空間のあらゆる方向からモデルを観察・参照できる
3-D 表示を指します。

プローブ

MapleSim モデルをシミュレートするに当たって、重要な
物理量を特定するために使用するツールを指します。

共有サブシステム

他のサブシステムと同じ構成を共有するサブシステムの
コピーを指します。「共有サブシステム」は皆、構成を定
義する特定の「サブシステム定義」にリンクしています。

単独サブシステム

「サブシステム定義」にリンクしていないサブシステムを指
します。「単独サブシステム」は、モデル内の他のサブシ
ステムに影響を与えることなく編集や操作ができます。

サブシステム

1 つのブロックにグループ化されたモデリングコンポーネ
ント群を指します。

サブシステム定義

一連の「共有サブシステム」の構成を定義するサブシステ
ムブロックを指します。
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