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To make the design and the improvement processes of an oil-hydraulic circuit more effective and systematic, it 

is effective to predict the dynamic characteristics of the circuit beforehand by computer simulation. And then, 

it is necessary to derive the mathematical model for the circuit and to make the program for computer 

simulation. Therefore, some exclusive simulation packages had been developed, which provide the 

environment where an oil-hydraulic circuit can be designed and improved easily based on the simulated 

dynamic characteristics without deriving mathematical models and making simulation program. OHC-Sim is 

one of such exclusive simulation packages. It had been developed with the support of JFPS (the Japan Fluid 

Power System Society) and has been enhanced in the research committee of JFPS. OHC-Sim has a 

user-friendly graphical user interface in Windows® environment, and provides easy design and improvement 

of an oil-hydraulic circuit referring to the simulated results on personal computer. Furthermore, OHC-Sim has 

the user-customized function, which is based on bond-graph method. By using this function, users can register 

the mathematical models for their own new oil-hydraulic components to the database of OHC-Sim, and it 

becomes possible to carry out the simulation of the dynamic characteristics of a complicated oil-hydraulic 

circuit. In this article, outline of OHC-Sim Ver.2.7 is described.  
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１．緒言 

OHC-Sim (Oil-Hydraulic Circuit Simulation)は油圧

回路設計を能率的，系統的に進めるため開発された

油圧回路設計・動特性解析用シミュレーションパッ

ケージである．初期開発は（一社）日本フルードパ

ワーシステム学会の支援により行われ，実用化に向

けての開発は，初期開発終了後本学会に設置された

OHC-Sim特別研究委員会において行われた．  

ここでは，OHC-SimVer.2.7の概要および特徴につ

いて述べる． 

２．OHC-SimVer.2.7の概要 

 OHC-SimはWindows®上で動作するシミュレーシ

ョンパッケージである．OHC-Simでは，Fig.1に示

すように，油圧記号に基づいたアイコンを用いて，

コンピュータのディスプレイ上に，油圧回路を編集

する．OHC-Sim Ver.2.7においては，画面上で編集さ

れた油圧回路を見やすくするために，Fig.2に示すよ

うに，油圧要素アイコンを回転できるよう改良した．

また，Fig.3に示すように，油圧要素アイコン間を接

続する線を中心で直角に折れ曲がるように改良した．

各油圧要素のパラメータは各要素に対応するパラメ

ータ設定画面で SIあるいは工学単位で入力するこ

とができる．データベースには，油圧要素機器の数

学モデルが，ボンドグラフ法1)により記述・登録さ

 
Fig.1 Edit of oil-hydraulic circuit on OHC-Sim 
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れている．このデータベースに登録されている油圧

要素機器の数学モデルを結合することにより，自動

的に回路全体の数学モデルが導出され，BGSP for 

OHC-Simによりシミュレーションが実行される．そ

の結果は Fig.4に示すように画面上で簡単に確認で

きる．また，OHC-Sim Ver.2.7から，Fig.5に示す通

り，物理量どうしの関係を描くことも可能となった． 

OHC-Sim Ver.2.7では，計算実行時のタイムアウト

の時間をシミュレーション実行前にユーザー側で設

定可能となっている．タイムアウトで計算が終了し

た場合においても，途中までの計算結果のグラフを

描くことが可能となっている．これらの機能により，

計算エラーが出ていること，不自然な計算結果であ

ることを早い段階でユーザーは知ることができる． 

ユーザーカスタマイズ機能により，ユーザー独自

の油圧要素の数学モデルを OHC-Simに追加・登録

することができ，既存の素子と組み合わせた広範な

油圧回路の動特性のシミュレーションが可能となっ

ている．なお，この機能を用いて OHC-Simに油圧

要素の数学モデルを取り込む際，ボンドグラフ法に

よるモデル化が必要となる．この機能による素子の

登録例を Fig.6に示す． 

３．結言 

ここでは OHC-SimVer.2.7の概要を示した．シス

テムの動特性のシミュレーションに興味をお持ちの

方は，本学会創立 40 周年記念事業の一環として，

2011 年 5 月末より本学会のホームページから無償

でダウンロードできるようになったOHC-Sim公開

版（OHC-Sim Ver.2.7のダウングレード版）を是非

一度お使いいただき，OHC-Sim の使い方をマスタ

ーしつつ，油圧回路のコンピュータシミュレーショ

ンの有用性を体験して欲しい．さらに，OHC-Sim

に興味を持たれた方は，価格が低く設定されている

OHC-Sim Ver.2.7を是非一度お使いいただき，さら

には，第 17 期となった OHC-Sim 特別研究委員会

に参加していただくことを期待している． 
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Fig.4 Display of simulated results-1 

 

 
Fig.5 Display of simulated results-2 
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Fig.6 Poppet valve registered by user customized  

function 
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Fig.2 Rotation of oil-hydraulic component icon 
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Fig.3 Improvement of connection of oil-hydraulic 

component icons 
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