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情報化技術の新展開のもと、グローバル化を伴った産業・社会
構造の変革が急激に進展しており、コンピュータのハードウェ
ア、ソフトウェアおよび通信などを基盤とした革新的技術の開発
ならびに利用が、わが国の将来を支配するまでになっておりま
す。

このような環境の中で、わが国が持続して安定した繁栄を維持
するために不可欠な生産活動に果たす情報化技術の役割は益々大
きくなっております。工学問題の数値解析からスタートし、工学
における広範な基礎理論と情報化技術が融合することにより、新
しく計算力学分野が創生され、工学問題の数値シミュレーション
に留まらず、情報化技術を援用した理工学からあらゆる分野にそ
の裾野を広げつつあることは周知のことでありましょう。計算力
学部門は、我が国の計算力学の発展に尽くして来られた多くの先
生方により1988年に設立され、今日まで、歴代部門長ならびに
多くの方々の多大な御貢献により、機械工学を横断する学際的な
分野を担う部門として、旧来の機械工学の枠を超えた領域へ、年
と共にその活動範囲を拡大してまいりました。このような変革期
に部門長を仰せつかることとなり、大変光栄に感じると共に重責
で身の引き締まる思いが致します。計算力学部門のあり方を見極
めつつ、部門の運営に微力ながら取り組む所存です。皆様方の温
かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ところで、計算力学の黎明期から現在までの発展過程をみます
と、当初は、計算機のハードウェアとソフトウェア技術の進歩に
負うところが極めて大きかったことを、計算機の演算速度・容量
の変遷が如実に示しております。しかしながら、現在では計算力
学の持つポテンシャルが広く認識され、それを極限まで利用する
ことによって、他の手法では解決できない問題の解明への期待
が、広範な計算機・情報化関連の技術の発展をも促す駆動力とな
っているといえましょう。個別の問題に特定した超高速計算機の
出現ならびにそれを実現するための新技術の開発等が好個の例で
ありましょう。このように、計算力学は極めて広範な理工学の分
野を包含し、かつ大きな影響を及ぼしていると言っても過言では

ないでしょう。
材料と力学の分野を例と致しますと、現象を微分方程式として

表現可能な問題の多くは解決された感があります。これに対して、
材料のモデル化、自己組織化の問題、原子的なスケールから巨視
的なスケールに至る所謂マルチスケールの構造と応答の問題など
の解明に対して計算力学への期待が極めて大きいものがあります。
新しいデバイスやアーキテクチャの開発によって、情報処理能力
の今後の発展は、過去の予想を遥かに越えることが期待でき、そ
れを最大限援用したシミュレーション結果から、従来とは全く異
なる現象が明らかにされ、それらに基づく新たな産業の創生も現
実味をおびてくるところであります。シミュレーションによって
発見が出来るか？　といったしばしば投げかけられておりました
疑問が払拭されつつあると考えるのは早計でありましょうか。

グローバル化が急進致しております今日、良好な情報基盤環境
を享受できる十分な技術・研究者の確保がわが国の将来を左右す
ると言っても過言ではないでしょう。従って、計算力学に新展開
をもたらす技術・研究とそれを利用して新たな生産活動の可能性
を追求し新製品の開発等に携わる技術・研究者の育成が急務であ
ります。そのために、理工学分野の深い理解と最新の研究成果を
認識し新しくそれを展開していく能力、分野を横断した多くの計
算理工学に習熟し情報化技術の現状を遅延なく掌握する能力を有
することが必須とされます。さらに、計算力学のプログラム等を
利用して、新たな生産活動に関連したプロセスの開発や新製品の
開発を担当する場合であっても、その効率をあげ、低コスト化を
図るためには、プログラムのブラックボックス的な利用に留まら
ず、得られた結果の妥当性の自律的な判断能力が不可欠でありま
す。このような技術者の養成に対して、計算力学部門として、
2001年に発足した「計算力学技術者認定事業（委員長・吉村忍
東大教授）」に貢献しております。昨年度の認定者は166名に至
っており、今年度は、固体力学分野の有限要素法解析技術者（2
級）、同（1級）ならびに熱流体分野の認定試験を行う予定であ
ると伺っております。当部門として本事業の成功のために、皆様
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方の一層の御支援をお願い致します。
計算力学部門の現在の登録者数は約5300名で、流体工学、材

料力学、熱工学、機械力学・計測制御などの伝統的な諸分野の部
門に続いて全21部門中５位に位置しております。また、第1、2、
3位登録者数がほぼ拮抗していることも、計算力学部門の機械工
学における横断的な性格を表しているといえましょう。日本機械
学会ならびに関連他学協会、他部門の登録者数が減少傾向にある
なか、計算力学部門の登録者数はここ5年間大幅な変化が無く推
移しています。加えて、部門講演会は盛況を呈し、登録者数700
名、講演数500件を超すに至っており、カバーする分野も極めて
広範で、旧来の計算力学の範疇では考えられないような、環境、
生命、娯楽等の分野にまで及んでおり、的確に現在の社会の趨勢
を掌握し、先導的な運営がなされていることの証であると存じま
す。さらに、他の多くの部門に比し、部門登録者の平均年齢が低
く、その結果、部門講演会には大学院生から若手研究者、技術者
の参加・講演が多くなっております。これは、当部門に所属され
る方々の日ごろの御努力により、計算力学の重要性が認識され、
次世代を担う若手により認知されつつあることを示す結果と考え
ております。ただし、計算力学関係分野において専門家となるた
めの努力とそれに対する待遇のバランスが必ずしも良好ではない
と感じている若手も多いことは事実でありましょう。これは、計
算力学に関連した分野の重要性についての共通認識があるにもか

かわらず、個々の計算力学関連の技術・研究者が各自の立場に誇
りをもてるような体制が必ずしも確立されているとは言えない状
況にあることに起因していると考えております。計算力学部門と
してこのような状況の改善に努める使命があると存じます。

今後とも計算力学部門を充実・発展させ、部門に登録頂きまし
た方々に資するためには、これまで以上に、既存の機械工学の枠
にとらわれない将来戦略、新領域開拓活動を行うことが不可欠で
あると思います。機械工学を超えて理工学の広い領域を横断する
当部門の最大の特徴を生かし、国内では、計算力学部門講演会を
はじめ他部門講演会、年次大会他の講演会におきまして新たなオ
ーガナイズドセッション等を企画し、新規会員の発掘をも視野に
入れた講演会としていく必要があると考えます。また、国際的に
は、全世界的な視野から、発展目覚しいアジア地域における連
携、講演会の共同開催等をこれまで以上に意識して取り組むこと
が必要でありましょう。このような地道な取り組みが、新領域開
拓ならびに会員増強につながると考えます。

計算力学部門には多くの委員会がございます。これらの委員会
個々の活発な活動を通じて、社会的なニーズの把握に努め、計算
力学部門の今後のあり方、社会貢献等について検討して頂き、具
体策を立案・実行して行くつもりでおります。皆様方の強いご支
援を賜りますようお願い申し上げます。
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日本機械学会計算力学部門の第82期部門長を務めさせて頂き
ましたが、この１年は余りにも速く過ぎたとの感があります。と
もかくも無事役目を終えることができるのも、部門創設からの１
７年にわたる先輩方の様々なご努力、そして総務委員会、拡大運
営委員会のメンバーをはじめとする多くの方々のお陰であり、厚
くお礼申し上げます。

部門の重要な使命は、様々な分野や立場の人たちの交流の場を
積極的に提供し、かつ最先端の計算科学・工学の情報を容易に取
得できるようにすることで部門登録のメンバー諸氏が更に躍進さ
れるよう手助けすることであると考えています。その意味で学術
講演会の活性化がもっとも重要ですが、幸い2004年秋に開催さ
れた計算力学講演会は、澤田先生（東北大）をはじめとする実行
委員会の方々のお陰で充実したものとなりました。また、多岐に
わたる講演や活発な討論を聞いていますと、計算力学が科学・工
学の様々な分野で加速度的に重要性を増していることを改めて実
感させられました。ただ、前部門長の宮崎先生も指摘されていた
ように、企業の方々の発表件数はさほど多くありません。様々な
立場、多岐にわたる専門分野の人たちが計算力学というキーワー
ドで交じり合えるよう今後も様々な努力、工夫をしていかなくて
はならないでしょう。

今年度の大きな論点は英文ジャーナルについてです。従来の
JSME International Journalを改革して個々の部門主催の英文ジャ
ーナルにすることは昨年から検討されてきましたが、いよいよ具
体的なアクションを求められています。論文集は講演会とともに
学会や部門の果たすべきもっとも重要な役割の一つであり、その
意味で部門が独自に英文ジャーナルを発行できることは、部門活
動の点からは非常に歓迎すべきことです。秋の計算力学講演会に

は500件程の発表があることから、その一部を英文ジャーナルの
原稿に導くことである程度の数を確保できるでしょう。また、部
門独自の編集作業で特色あるジャーナルにすることも可能です。

しかしながら、ジャーナル発行には編集作業という負担が生じ
ることとなります。さらにやっかいなのは、いかにそのジャーナ
ルの価値（インパクトファクター）を高め、継続していくかとい
うことでしょう。既に計算力学分野での国際ジャーナルは数多く
存在します。それら先行の国際ジャーナルに追いつき追い越すた
めにはアイデアや継続的な努力が不可欠となります。部門ジャー
ナルを発行することのもう一つの懸念は、計算力学部門は分野横
断的な色彩が強いため、機械学会内の材料力学や流体工学をはじ
めとする他部門の発行するジャーナルと内容的に重なってしまう
おそれがあることです。アルゴリズムの議論は計算力学部門、応
用については他部門との意見もありますが、進展の速いこの分野
での区別は困難でしょう。良いジャーナルを作るために他の国際
論文集との競争は必要ですが、機械学会内部での競争は避けなく
てはなりません。

この原稿を書いている時点では部門独自で発行する方向で意見
がまとまりつつありますが、部門運営のためにではなく、部門登
録メンバーにとってジャーナル発行がメリットになるよう、更に
慎重に議論を進めたく考えています。

計算力学はまだまだ成長段階にあり、これからの科学・技術進
展のためのキーテクノロジーともなります。幸いにも次年度は冨
田佳宏部門長、三木光範副部門長を中心に強力な運営体制が執ら
れることになっています。引き続きご支援とご協力をお願い申し
上げます。

中橋和博
東北大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻
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計算力学部門では、1990年度より部門賞として功績賞、業績
賞を設けています。功績賞は、学術、技術、教育、学会活動、出
版、国際交流など計算力学の発展と進歩に幅広くまた顕著な貢献
のあった個人を、業績賞は、計算力学の分野で顕著な研究もしく
は技術開発の業績を挙げた個人をそれぞれ対象とするものです。
歴代受賞者の一覧は、下記部門ホームページに掲載されていま
す。

http://www.jsme.or.jp/cmd/
2004年度の部門賞については、当ニュースレターNo.32に推薦

依頼のご案内を掲載し、2004年6月30日までに推薦のあった候
補者の方々について選考委員による慎重かつ厳正なる審査を行っ
た結果、９月７日の部門拡大運営委員会において受賞者は次の
方々に決定されました。

功績賞　Wing Kam Liu教授
（米国Northwestern University, Department of
Mechanical Engineering）
矢部孝教授（東京工業大学　大学院理工学研究科　
機械物理工学専攻）

業績賞　畔上秀幸教授（名古屋大学　大学院情報科学研究科）
奥田洋司助教授（東京大学　人工物工学研究センター）
越塚誠一教授（東京大学　大学院工学系研究科
システム量子工学専攻）

これを受けて、第17回計算力学講演会 （仙台市民会館）の会
期中の11月19日に部門賞授賞式を開催し、これらの方々に英文
表記された記念の楯をお贈りしました。

以下に、受賞者の方々をご紹介いたします。

Wing Kam Liu先生は、ISI（Institute for Scientific Information）
の工学分野におけるMost Highly Cited Researchersのお一人とし
て名を連ね、近年の計算力学を代表する方です。非線形有限要素
法やマルチスケール・解像度法を含むメッシュフリー法の基盤技
術の開発において顕著な功績を挙げられており、特にメッシュフ
リー法の開発においては、世界に先駆けて手法を提案され、その
パイオニア的な存在として認められております。先生のご略歴は
次の通りです。

1976年　イリノイ大学シカゴ校卒業
1977年　カリフォルニア工科大学修士課程修了
1981年　カリフォルニア工科大学博士課程修了
1982年　ノースウエスタン大学助教授
1983年　ノースウエスタン大学准教授
1988年　ノースウエスタン大学教授
2003年　ノースウエスタン大学Walter P. Murphy Professor

矢部孝先生は、固体・液体・気体を同時に解くCIP法の発案者
として世界的に著名で、CIP法関連論文の海外雑誌からの論文引
用数は500を超えております。また、計算力学関連の学会活動に
も大きく貢献され、計算力学部門長をはじめ、International Society
of Computational Fluid Dynamics のHonorary Fellow、日本計算力
学連合（JACM）会長、APACM General Council Member等を務
めておられます。先生のご略歴は次の通りです。

1973年　東京工業大学工学部機械物理工学科卒業
1973年　東京工業大学助手
1981年　大阪大学講師

1985年　大阪大学助教授
1988年　群馬大学教授
1994年　東京工業大学教授

畔上秀幸先生は、最適構造設計の分野で境界形状最適化問題の
ための力法と呼ばれる汎用解法を開発され、弾性体の剛性最大化
問題や粘性流れ場の散逸エネルギー最小化問題など多数の実用問
題へ適用しておられます。また、計算バイオメカニクスの分野で
も独創的業績を挙げておられます。先生のご略歴は次の通りで
す。

1979年　山梨大学工学部機械工学科卒業
1982年　東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻

修士課程修了
1985年　東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻

博士課程修了
1985年　東京大学生産技術研究所助手
1986年　豊橋技術科学大学工学部助手
1989年　豊橋技術科学大学工学部講師
1991年　豊橋技術科学大学工学部助教授
2003年　名古屋大学大学院情報科学研究科教授　

奥田洋司先生は、並列有限要素法プラットフォームGeoFEMの
設計・開発を通じて、従来の単一プロセッサベースの有限要素解
析コードが並列計算機の性能を十分に発揮できずにいた状況を根
本的に改善され、PCクラスタから地球シミュレータにいたる様々
な計算機環境における並列有限要素解析手法の確立に大きく貢献
しておられます。先生のご略歴は次の通りです。

1985年　東京大学工学部原子力工学科卒業
1990年　東京大学大学院工学系研究科原子力工学専攻

博士課程修了
1990年　東京大学講師（工学部精密機械工学科）
1994年　東京大学大学院助教授（工学系研究科システム

量子工学専攻）
1996年　横浜国立大学助教授（工学部生産工学科）
2000年　東京大学大学院助教授（工学系研究科システム

量子工学専攻）
2003年　東京大学人工物工学研究センター助教授

越塚誠一先生は、非圧縮性流れを解析できる粒子法としてMPS
（Moving Particle Semi-implicit）法を独自に考案されました。この
計算手法では、メッシュを一切必要としないので、界面の大変形
を容易に扱うことができ、砕波、蒸気爆発、核沸騰、液滴の分裂
など、従来の手法では困難であった複雑な界面の挙動を含む自由
液面流れや気液二相流の数値解析が可能となりました。先生のご
略歴は次の通りです。

1984年　東京大学工学部原子力工学科卒業
1986年　東京大学大学院工学系研究科原子力工学

専門課程修士課程修了
1986年　東京大学工学部助手
1991年　博士（工学）東京大学
1991年　東京大学工学部講師
1993年　東京大学工学部助教授
2004年　東京大学大学院工学系研究科教授

2004

宮崎則幸
表彰担当委員会委員長／京都大学大学院工学研究科機械工学専攻
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この度は、功績賞という身に余る賞をいただき、大変光栄に存
じます。CIP法という新しい計算手法を提案して、来年で20年目
の節目を迎えます。よく20年も同じ手法をしつこくやっている
なと思われるかもしれませんが、私にとってはあっという間の期
間のような気がします。東工大の青木教授や肖鋒助教授との出会
いも幸運であったし、私の研究室から巣立ってあちこちでCIP法
を広めてくれた学生達、日本原子力研究所の内海隆行氏をはじめ
とする東工大外の数多くのCIP信奉者の方々が、私に勇気をくだ
さったと感謝しております。皆様のこうしたご支援が、CIP法論
文の引用数トップ10だけで445件の国際学術誌からの引用に結び
つき、2001年のCIP法の解説論文が、Journal of Computational

Physicsの過去３年間に出版された600以上の論文の中で、4番目
の引用件数という実績に結びついたものと感謝しております。昨
年、そろばん格子CIP法という新しい手法が完成し、これからも
う20年は頑張ることができそうな気配です。皆様の益々のご支
援とご協力をお願いします。

部門長時代は副部門長、幹事、広報等の皆様に頼りっきりでご
迷惑をかけながら、何とか役目を終えたのが本音で、計算力学部
門への貢献は、あまり大きいとは言えませんが、これからも引き
続き、計算力学の発展のために、色々な面から尽力したいと思っ
ておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

この度は、計算力学部門業績賞をいただき大変光栄に存じま
す。これまでご指導いただいた先生方、一緒に研究に取り組んで
くれた学生諸君のお蔭であると切に思います。この場をお借りし

て厚くお礼申し上げます。
私は、学生時代、あまり成績が良くありませんでした。そのお

蔭で、山梨大学を卒業後、甲府で浪人生活を送る破目になりまし

矢部孝
東京工業大学大学院理工学研究科機械物理工学専攻

On Receiving JSME Computational Mechanics Award

Wing Kam Liu 
Walter P. Murphy Professor
Director of NSF Summer Institute on Nano Mechanics and Materials
Department of Mechanical Engineering, Northwestern University

畔上秀幸
名古屋大学大学院情報科学研究科複雑系科学専攻

Dear Colleagues:

I am delighted and honored to receive the 2004 JSME
Computational Mechanics Award.  

I am unable to come to receive the JSME Computational
Mechanics Award personally this year as I am currently the Vice
Chair of the ASME Applied Mechanics Division (AMD), and that I
need to be present at the 2004 ASME IMECE AMD committee
meetings and the Award Dinner/Luncheon.

It was also very kind of JSME to have invited me to give a ple-
nary lecture at the JSME CMD-Conference which will be held on
Nov.19 (Sat.)-Nov.21 (Mon). I will be very happy to give the ple-
nary lecture next year in addition to meeting new and old friends. I
have to say that some of the best things I had in my life came from
Japan. To begin with, some of my best friends came from the
Japanese academic and industrial research community; it has been

a privilege knowing them and being associated with them, and
now, this wonderful award which will always have a special place
in my heart.

I thank my former students, postdocs, and research assistant pro-
fessors, who have helped me to advance computational mechanics
in the past 24 plus years at Northwestern University. In particular, I
wish to give special thanks to research assistant professor Eduard
Karpov, Mr. Yaling Liu, Professor Shaofan Li (U. C. Berkeley),
Drs. Gregory J. Wagner and Harold Park (Sandia National
Laboratory), Professor Dong Qian (University of Connecticut), and
Professor Lucy Zhang (Tulane University). This award should go
to them.  I also thank Professors Ted Belytschko and T. J. R.
Hughes for their continuous encouragement for my advancement
into various disciplines of research.
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た。今思えば、そこでの経験が今の研究に役立ったと思っていま
す。あまり自慢できる話ではありませんが、受賞理由となった研
究の背景にあったエピソードとしてお話させていただきたいと思
います。

浪人生活を送ることになったとき、恩師の勧めもあって、山梨
大学に聴講生として在籍することにしました。工学部在籍中は、
編入生仲間と自主ゼミを開いて高木貞治先生の「解析概論」を読
むなど、数学に興味を持っていましたので、聴講生として在籍す
ることになったときには、迷わず、教育学部数学科の授業を選び
ました。そのときのテキストのタイトルを並べれば、代数学入
門、集合と位相、ルベーグ積分論、ヒルベルト空間論でした。

代数学入門、集合と位相はよく分かりませんでしたが、それま
で勉強した解析学との関連で分かったような気になれたのはルベ
ーグ積分論とヒルベルト空間論でした。取り分け、鈴木俊夫先生
のヒルベルト空間論では、関数自体がベクトルになる関数空間な
るものが定義できて、線形代数で学んだベクトルの内積を使った
関係がそのまま定義できることや、その空間の次数が無限大であ

ることに感動させられました。
その後、その知識と感動は封印されたまま、破壊力学で学位を

いただき、生体の適応挙動を真似た成長則の提案で形状最適化の
研究を開始しました。そのときまでは、ヒルベルト空間の知識が
役に立つとは思いもよりませんでした。

ところが、成長則に基づく形状最適化がうまく機能しない場合
があることに気づき、その原因を探りながら、形状最適化問題の
構造を学んでいくうちに、関数空間の考え方が主役を演じている
ことが分かってきました。受賞理由に挙げていただいた力法は関
数空間の勾配法を想像して提案しました。もっとも、それが関数
空間の勾配法になっていることをきちんと証明できたのは最近に
なってからですが。

振り返れば、形状最適化問題の構造を学ぶための資料を教えて
くださったのは菊池昇先生（1991年11月から10ヶ月間、在外研
究で滞在させていただいた）でした。関数解析の基礎から貴重な
文献の内容を分かりやすく教えてくださったのは海津聰先生（茨
城大学）でした。両先生には深く感謝申し上げます。

このたびは私には過分とも思われる賞を頂けることになり、身
に余る光栄に存じます。心よりお礼を申し上げます。有限要素法
の大規模並列計算に関するここ数年の研究開発や、今現在も含め
もがき奮闘していることに励ましを頂けたものと理解しておりま
す。地球シミュレータの開発と並行して、地球環境の諸問題に関
する数々のシミュレーションコードが科学技術振興調整費「高精
度の地球変動予測のための並列ソフトウェア開発に関する研究

（平成10年度～14年度）」のもとに開発されましたが、その内の
ひとつ、固体地球シミュレーションプラットフォームGeoFEMの
開発に携われたことは大変エキサイティングなことでした。
GeoFEMは、地球シミュレータ上においてノード間の分散メモ
リ、ノード内（8プロセッサ）の共有メモリ、ベクトルプロセッ
サ、という３レベルの並列化を考慮することにより、512ノード

（4,096PE）を用いて約60億自由度の弾性解析において並列化効
率85%（並列化率は99.9955%）、演算速度10.4 TFLOPSを達成で

きました。GeoFEMは様々な計算コードを取り込めるようなプラ
ットフォームとして設計することにより、並列有限要素法を汎用
的に広く普及させることも目指しておりましたが、この考え方
は、文部科学省ITプログラム「戦略的基盤ソフトウェアの開発」
の中のサブプロジェクト「HPCミドルウェア」開発に引き継がれ
ました。今後も、こうした研究開発を通して、当該分野の発展に
微力ながら貢献したいと思っております。最後になりましたが、
恩師の東京大学名誉教授、東洋大学教授の矢川元基先生をはじ
め、並列有限要素法のプロジェクトGeoFEMや戦略基盤ソフトウ
ェアHPC-MWの研究開発にご一緒させて頂いた皆様、当該研究
分野でいろいろとご支援やアドバイスを頂きました先生方、研究
者の皆様、研究室の学生諸君など、たいへん沢山の方々にお世話
になりました。その方々になによりもお礼申し上げたいと存じま
す。今回の受賞を心の支えとしまして、業績賞の名に恥じぬよう
今後の研究に、より精進して参りたいと存じます。

奥田洋司
東京大学人工物工学研究センター

越塚誠一
東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻

この度は、計算力学部門業績賞をいただき、大変光栄に思って
おります。これまでご指導いただいた諸先生、ともに研究してき
た研究員や大学院生、そして計算力学部門の多くの刺激的な研究
者の方々がおられればこその受賞であり、この場を借りまして深
く感謝申し上げます。

受賞の対象となった粒子法は、私がここ10年ほど研究に取り
組んでいる数値シミュレーション手法です。特にMPS （Moving
Particle Semi-implicit）法は、微分演算子に対応する粒子間相互作

用モデルを用いて支配方程式を離散化するという方法で、私自身
が開発したものです。MPS法のSemi-implicitは半陰解法を意味し
ており、非圧縮性流れを扱うためのアルゴリズムを粒子法におい
て実現したものであり、これによって複雑な自由表面流れや混相
流が粒子法で扱えるようになりました。粒子法への関心も高ま
り、2004年11月の計算力学講演会では、MPS法やSPH法といっ
た粒子法に関する研究発表が25件にも増えました。

粒子法では格子あるいはメッシュが一切必要ではないため、液



1. 背景
ものつくりにとって、計算力学の重要度は確実に増してきてい

る。計算力学に基づくシミュレーションと言った方がより正確か
も知れない。その最大の理由は、製品の開発期間が著しく短くな
っていることにある。従来のように試作・修正を繰り返しながら
製品の設計や、製造工程をだんだんと煮詰めていく余裕が無くな
り、それに代わるものとして、計算機によるシミュレーションが

「仮想試作」の手段として大いに期待されるようになったという
わけである。

しかし、実際には開発期間が短くなっただけでは無い。製品開
発には、これまで経験したことの無い新しい素材の導入や、複雑
な構造を持つ部品の加工、高い精度要求など、未経験で困難な多
くの技術的課題が突きつけられている。シミュレーションには過
去の経験から解決策を引き出すことが難しい新しい課題に対して
も応えて欲しいという、過大ともいえる期待まで背負わされてい
る。

このようなシミュレーションに対する期待の行き着く先は「試
作レス」であろう。意図した性能の製品を、製造工程も含めて試
作無しに一発で実現したいという願望である。願望を実現しよう
とすると、ことはシミュレーションだけに収まらなくなり、CAD、
シミュレーション、CAM、CAT、知識データベース、最適化手
法など、製造業において「もの」を扱う情報技術全体がシステム
として機能することが求められるようになる。

2. ものを扱う情報技術の現状
ものつくりの基本となる形状情報は図面やCADデータで表さ

れる。現在ではソリッドCADが普及しており、物体が3次元モ
デルとして美しく描かれている。しかし、NURBSなどの境界表
現法で描かれているCADデータは、表面の形状情報だけで、内
部構造や物性など、ものの内部の情報は持たない。従って不均一
な物性値分布を持つ材料や、内部に複雑な構造を持つ物体を表現
することは出来ない。

また、製品の性能予測や、製造工程設計のためのシミュレーシ

ョンには、有限要素法や差分法など、場の方程式を解くためのメ
ッシュ分割が必要となる。現在では、境界表現法で描かれ複雑な
表面形状に囲まれた物体内部に4面体要素を発生させる信頼性の
高いメッシュジェネレータが使われるようになったが、ユーザー
からは6面体要素メッシュへの要望が高く、その上CADデータ
がシミュレーション・ソフトウェアに渡らないという苦情も解決
されていない。

さらには、近年急激に発展してきた「現実にあるもの」をデー
タとして捉えその形や構造、機能を理解しようとする技術があ
る。イメージベースエンジニアリング技術、あるいは現物融合型
技術とも呼ばれ、X線CT、MRIなど、ものの内部構造や物性を
表現する離散点の集合データを基準とし、それから3次元の形状
データをポリゴンによって表現しシミュレーションにつなげる
[1]。この技術は、設計図（データ）が手に入らない「他社の製
品」やもともと設計されたものではない「生体などの自然物」の
データ化に力を発揮する。最近はインプラントなど、人体の中に
埋め込む製造物が増えており、ものつくりの対象としても生体の
モデリングに対する要求が高くなっている。

ユーザーからは、「CADで描かれた形状データ」を基本とする
技術と、「測定データ」を基本とする技術との間を自在に行き来
して、データがシームレスにつながることが期待されているが、
現状ではまだ実現されていない。

3. VCADデータ形式
このような問題意識のもとに、理化学研究所（理研）では「も

のつくり情報技術統合化研究」というプロジェクトを平成13年
度から開始し、現在4年目になる。その目的は、「ものつくりを
支援する次世代の情報技術」の研究開発を行うことである。われ
われが考えている次世代の情報技術とは、ものをものとしてでき
るだけ正確に表現できる、モデリング技術を中心としたシステム
である。それをわれわれはボリュームCADシステム（VCADシ
ステム）と名づけている。

VCADシステムの開発にあたっては、次の2つを目標として掲
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体の分裂や合体が生じても計算が破綻することはありません。自
由表面流れにおいては砕波や水しぶきまで扱うことができます。
混相流に関しては、核沸騰時の気泡の成長、液滴の分裂、ジェッ
トブレークアップなど、界面の複雑な運動を伴う現象が研究され
てきました。現在、私自身は船舶工学への応用と、マイクロ流体
への適用に力を入れています。

構造解析については、生体に関連したやわらかい物質の大変
形、もろい物質の破壊挙動、流体-構造連成問題への適用が期待
できます。典型的な例は細血管中の流動と赤血球の変形との相互
作用で、既に東北大学、茨城大学、東京工業大学で研究が進んで
います。残念ながら赤血球の変形解析に関しては私の研究室は遅
れを取っております。

粒子法シミュレーションは、大変形や破壊といったような、映
像として見ごたえのある現象を計算できます。そこで、コンピュ

ータグラフィックス技術とうまく組み合わせることで、ゲームや
映画などのエンターテイメント分野、操船や外科手術などの訓練
用シミュレータなどへの発展にも取り組んでおります。

粒子法というと、差分法や有限要素法とは全く異なる別世界の
ように思う方もおられるかもしれませんが、決してそんなことは
ありません。既存の理論に詳しいことが新しい理論をうちたてる
上で有用です。ただ、既存の特定の理論に固執することなく広い
視野を持つことが重要であると感じております。

計算力学は若くて活発な研究分野です。私にとって計算力学講
演会は非常に勉強になるだけでなく、先にやられてしまったとい
う焦燥感に駆られて１年後を期するという場でもあります。今後
の計算力学部門のますますの発展を確信するとともに、私自身も
貢献していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願
いいたします。
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げている。
（1）CAD、CAT（Computer Aided Testing、主として形状・物

性の取得）、シミュレーション、CAMをシームレスに扱える
こと。

（2）人工物と自然物、固体と流体を同一データ形式で扱えるこ
と。

このような意図を実現するための基盤は、ものを内部まで表現
できるデータ構造にあると考えている。

複雑な形状や内部構造を持つ物体のモデルを生成するには、小
さな立方体あるいは直方体の「セル」を単位として表現する、ボ
クセルデータ形式がある[1]。これは、X線CTなどから得られる
離散点データと相性が良く、構造解析もでき、同じ構造のセルで
流体解析も可能である。しかし物体の形状は積み木状のボクセル
からなり、見栄えが悪いだけでなく、物体の接触を扱うには不適
切であり、その上その周りを流れる流体の挙動などでは境界面で
の計算精度を落としてしまう。この問題を解決するために、セル
と形状とを同時に持たせる複数の方法が提案されている[2]。

われわれは個々のセルの中に面を書き込み、その連なりで形状
を表現するVCADデータ形式を提案した[3]。図1にその概念を示
す。
（1）対象とする全空間を直方体のセル（2次元では長方形）で

分割する。セルは全空間を隙間もオーバーラップも無く埋め
尽くしている。

（2）境界面をセルの中に書き込む。図中、境界面で区切られる
2つの領域はそれぞれ、固体あるいは流体いずれでも良い。
その内部に境界面を持つセルを「境界セル」、持たないセル
を「非境界セル」と呼ぶことにする。

図1. VCADデータ形式の概念

（3）セルの大きさをセル毎に変える事が出来る。現在は8分木
（2次元では4分木）構造を採用しており、10階層まで分割が
可能である。

このVCADデータ形式において鍵となるのは、境界セル内の境
界面の表現法である。現在、図2に示すようなKitta Cubeと名づ
けたシンプルな方法をとっている。それは次の3つのルールに基
づいて記述される。

図2. Kitta Cubeにおける境界面の表現

ルール1：境界面はセルの中に平面三角形で表現される。
ルール2：三角形の頂点はセルの稜上にある。稜上の頂点を切

断点と呼ぶ（切断点を持つ直方体なので「切ったキ
ューブ」と名づけた）。

ルール3：切断点は各稜上で1個以下とする。
VCADデータ形式の特徴は、境界面がセルを単位として独立

に、かつ陽な面として表現されることで、物体内部の物性値だけ
ではなく外形や構造を表す形状もセルの属性として離散化される
ことである。

VCADデータ形式を用いて表現された2つのモデル（VCADモ
デル）を例として示す。図3は中心部と周辺部とが異なる材質か
らなる球が流体の中に沈んでいるものである。図4はモデルエン
ジン（シリンダヘッド、産総研提供）のソリッドCADデータを
VCAD化した例である。（1）は流体部分の一部を、（2）は個体部
分を取り出して表示したもので、1つのモデルで両方の情報を持
っている。

なお、VCADモデルの数学的根拠については、直交格子内に適
合し自由な向きを持つことのできる境界面を有し、多重分解能を
具備した胞体複体（CW-complex）であることが加瀬[4]によって
指摘されている。

図3. 中心部と周辺部とが異なる材質からなる球が流体の中に
沈んでいる場合のVCADモデル。複数の媒質からなる物体を
容易に表現できる。

図4. エンジンシリンダヘッドのVCADモデル。産総研からご
提供いただいたソリッドCADデータをVCAD化した例。
（1）流体部分の表示　（2）個体部分の表示

4. VCADシステム
VCADシステムは、VCADモデルをつくったり、変更したり、

それを使ってシミュレーションしたり、ものを製造したりするた
めのソフトウェアツールの集まりで、図5の様な構成になってい
る。

このシステムにおいては、VCADフレームワークが全体を統合
する基盤としての役割を受け持っており、VCADモデルは、ここ
で生成される。

VCADフレームワークへのデータの入り口は2つある。1つは
設計データを取り込むための口である。VCADで形状を造る機能
は現状では簡単なものに限定されており、複雑な形状創成には、
既に膨大な蓄積を持つ3次元ソリッドCADを用いるのが実用的
である。ソリッドCADからの設計形状データを入力するには、
vobjと名付けた中間ファイル形式に変換したものを用いる。vobj
は、CGの世界で形状の受け渡しに用いられているobj形式を拡張
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したもので、ポリゴンに分割した三角形毎に、その位相、頂点の
座標、頂点の法線ベクトルを情報として持つ。VCADフレームワ
ークへデータを取り込むもう1つの口は、測定データを対象とし
たもので、V-CATを介して取り込む。

図5. VCADシステムの構成

VCADデータをハンドリングするための主要な機能はVCADフ
レームワークが持っており、VCADデータの生成、変更、ソフト
ウェア間の受け渡し、可視化など、多くのタスクを担い、API

（Application Program Interface）の集まりとしてリリースされてい
る。

本システムに期待される重要な役割にVCADデータを用いたシ
ミュレーションがあるが、そのためのソフトウェアは多数開発さ
れている。それらは製品の機能を解析するためのソフトウェア群
と、製造工程を解析するためのソフトウェア群とに分けられる。
また、CAMの開発も進んでいる。

5. V-CAT
X線CTやMRIなどによって得られるデータは、3次元空間の

規則格子のピクセル毎にグレイスケール（白黒の濃淡）で与えら
れる。また、理化学研究所で開発を進めている3次元内部構造顕
微鏡は、対象物を実際に切断して断面毎にCCDカメラで撮影し
た画像を積み上げて物体内部の3次元画像情報を構成する、新し
い観察システムであるが、この装置から得られるのは、ピクセル
毎のフルカラーの情報である。

V-CATは、この様なピクセルのデータで構成される連続断面
画像から、画像処理技術を利用して、物体の外形形状や内部の境
界面などを抽出しvobjデータとして出力する役割、また物体内部
に分布する物性値をセル毎に割り付けて出力するという役割を担
っている。これらの中で困難であるのは、断面毎に注目する領域
を抽出して3次元の境界面を構成する、というタスクである。

現在は全ボクセルを対象に、同一の閾値（最大最小値）により
領域を抽出すると言うシンプルな手法を採用している。次に抽出
した領域に対して、Marching Cube法により等値面（境界面）を
生成して、vobjデータを作出する。実際には、単一の材質からな
る領域であっても撮影したCT値が場所により変化することから、
領域の過抽出・未抽出が生じ、現状では完全な自動抽出は実現し
ていない。

現在、単一の濃淡情報だけではなく、濃度勾配による抽出、周
辺との距離を考慮に入れた拡張リージョングローイングによる抽
出等の新しい手法の開発を行っており、今後は、完全な自動抽出
法を構築していく予定である。さらに、精度の向上を目指して、
画像処理で使われているサブピクセル法を基に、統計的手法によ
り3次元空間での再分割を可能するサブボクセル法を取り入れた
システムとする予定である。

図6.V-CATのデータ編集画面と、抽出したヒト大腿骨の3

次元画像。

V-CATはそれ自体、1ボクセル単位での編集と可視化（ボリュ
ームレンダリング、サーフェースレンダリング）を行う機能を持
っており、3次元形状を確認しながら抽出作業を進めることがで
きる。図6にはヒトの大腿部のCTデータを例に、V-CATを用い
てデータをハンドリングする時の画面と、抽出した大腿骨を示
す。

6. V-シミュレーション
試作レスの道具としてのVCADシステムにとって、シミュレー

ションの役割はたいへん大きい。現在、VCAD環境で動作する多
くのソフトウェアが開発されている。製品の性能を予測する目的
で作られたものには、構造解析（V-STRUCT）、熱流体解析（V-
FLOW）、屈折率が分布するGRINレンズの光路解析（V-OPT）な
どのソフトウェアがあり、また製造工程における不具合予測のた
めには、鋳造解析（V-CAST）、板成形解析（V-STAMP）、鍛造
解析（V-FORGE）などのソフトウェアがある。またプラスチッ
クの射出成形解析ソフトウェアPLANET Tryshotがプラメディア
社によって独自に開発され、既に市販されている。

VCADモデルでは、セルを物性値を保存する離散化単位として
使うだけでなく、シミュレーションにおける場の方程式を解くた
めの離散化単位、すなわち、構造解析のための要素、あるいは流
体解析のための格子として使うことを意図している。しかし、境
界セルを要素とみなす場合、要素の中をKitta Cube面が通る、ある
いはKitta Cube面によって切り取られた不定形の要素が生じる。
それをシミュレーションでどのように扱うかが問題である。また
8分木を用いる場合分割のレベルをどのように選ぶか、また隣り
合う異なるレベルのセルをどう扱うかも問題となる。

ここでは、線形構造解析と流体解析について簡単に触れてお
く。まず構造解析であるが、Kitta Cubeの扱いには2つの異なる
方法を採用している。1つは境界セルに生じる不定形の要素をさ
らに小さく複数の縮退6面体要素に分割して、基本的には6面体
要素の集合として扱うもの[5]、もう1つは通常の8接点6面体1
次要素の内装関数に物体内部で1、外部で0の値をとるステップ
関数をかけたものを内装関数とするものである。後者の手法は、
拡張有限要素法（the eXtended Finite Element Method: X-FEM）の
一種としても解釈することができる。また、このような手法にお
いては、境界条件を与えるべき表面上になからずしも有限要素の
節点があるという保証はないため境界条件、とくに基本境界条件

（拘束条件）の付与方法に工夫が必要である[6]。形状表面に与え
られる基本境界条件を多点拘束条件式に変換して考慮している。

図7に薄肉形状部品（3枚羽根ファン）の静応力解析の実施例
を示す。125×125×125のボリュームデータに分割したVCAD
モデル（図7（1））を用い、裏面のモーター取付部近傍を完全拘
束し、羽根表面に一様圧力分布荷重を与えた。線形解析で得られ
る表面のミゼス応力分布を図7（2）に示す。FEMによる同様の
解析と比較して、ほぼ整合の取れた妥当な結果が得られている。
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（1） （2）
図7.薄肉3枚羽根ファンの、X-FEM法による、VCADデータを
用いた静応力解析の実施例。
（1）125×125×125のボリュームに分割したVCADモデル
（2）解析結果として得られた表面のミゼス応力分布

次に流体解析について見る。現状の流体解析で問題となってい
るのは、複雑な形状に対する格子の作成にかかる労力・時間の問
題である。この問題点を解決するため、V-FLOWでは直交格子に
基づく複数の解法を採用している。直交格子で複雑な境界形状を
近似し計算する様々な方法が提案されているが、V-FLOWでは、
VCADに適合した方法として、データ構造と形状近似スキームの
組み合わせにより、ユーザーが解法を選択できるシステムを提供
する。データ構造には単純な直交等間隔構造格子と8分木格子の
2種類のデータ構造を用い、形状近似には、ブロック近似、VOF
近似、カットセル近似、間接表現の4種類を採用する[7]。本シス
テムでは、ユーザーの要望に応じて異なる精度のソルバーを選ぶ
ことができるため、ユーザーが目的に応じて、所望の計算時間や
予測精度の解析が可能となる。これを可能にするため、パラメー
タ設定、配列領域確保などのユーザーインターフェースを統一す
る目的で、ソルバー作成の効率化、メンテナンス性の向上を狙っ
たフレームワークであるスケルトンを開発している。図8に複雑
な形状を持つエンジンブロックの周りの冷却水の流れをVOFソ
ルバーで計算した例を示す。

図8.エンジンブロック周りの冷却水の流れをVOFソルバーで計算し
た例。物体はボリュームレンダリングで半透明表示している。

7. 基礎的研究
本プロジェクトの中ではVCADの将来につながる基礎的な研究

も推進している。その中の1つに任意形状要素による力学解析法
に関する研究がある。これは、大変形を含む3次元の力学解析に
おいて、従来の4面体、6面体などの標準的な要素形状に縛られ
ず、VCADの境界セルに現れるような任意の境界を持つ小領域を
単一要素として扱おうというものである。これには（A）任意形
状の領域における場と、その要素間境界における連続性の記述
法、（B）任意形状を簡潔かつ高精度に表現する形状記述法、（C）
任意形状領域における積分法などが課題となる。これらの課題を
解決する新しい手法が提案されており[8]、柔軟で強力な新しい
力学解析法の展開が期待される。

8. ソフトウェアの普及
本プロジェクトでは開発しているソフトウェアの実用化を目指

しているが、現段階では研究ソフトウェアであり、多くの課題を
一つづつ解決しながら進化してきた。その支えとなったのは

「VCADシステム研究会」という組織である。この組織は、VCAD
の技術に興味を持っておられる企業及び個人の会員からなり、平
成14年11月発足以来7回の研究会を重ねてきた。開発したソフ
トウェアは、現在この研究会の中で試用していただいている。
VCADシステム研究会ではいつでも入会を歓迎しているので、会
に興味をもたれる方はURL:http://www.vcad.jpを参照いただきた
い。

VCADは将来、計算力学のためのプラットフォームとして広く
使われることを目指して開発されており、そのため、できる限り
オープンな環境を提供したいと考えている。その1つとして、V-
CATの一部の機能をRVエディタ（Riken Voxel Editor）として、
アカデミック利用に限定して、使用権を無償公開することとし
た。詳細については、公開のホームページ

http://www.riken.go.jp/lab-www/V-CAD/katsudo/
vcat_team/index.htmlをご覧いただきたい。
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はじめに
spGateは2001年11月にマルチデータ変換ソフトとして販売を

開始しました。当初は世の中で流通している3次元CADデータ
であれば何でも受取可能な3Dマルチトランスレータとしてご利
用頂いていました。現在では、年2回～3回のバージョンアップ
を経て、単なるデータ変換ソフトでは無く、形状簡略化機能など
の付加価値の高いアプリケーションも標準搭載し、設計・解析・
加工・検査という4つの大きなプロセスをスムーズにつなぐプロ
セスコネクタ（図1）としてご利用頂いています。

特徴1「3Dマルチトランスレータ」
spGate1本で、様々な3次元CADデータを受け取ることが可能

です。（図2）受け取ったデータは不具合チェックや不具合修正を
行った後に、任意のデータフォーマットで出力できます。

最近では、VCAD Ver3.Xで読み込み可能なobjファイル出力の
開発も行っており、対応フォーマットはさらに拡張されてきてい
ます。

図1. プロセスコネクタspGate

図2. マルチトランスレータ

特徴2「PDQ検証ツール」
JAMA(日本自動車工業会)・JAPIA(日本自動車部品工業会)で制

定したPDQ（Product Data Quality:モデルデータ品質）ガイドラ
インの検証ツールとしてご利用頂けます。（図3）

図3. チェック項目設定画面

特徴3「修正（ヒーリング）機能」
自動ヒーリング機能により、軽度な不具合モデルは自動修復さ

れます。修正方法が一意に決定せずオペレータの意思決定が必要
な場合には、検証機能を使って不具合箇所を検出し、マニュアル
で修復します。spGateでは、修復用の様々なコマンドを用意して
います。（図4）

図4. 不具合修復画面

特徴4「形状簡略化機能」
モデルデータのフィレット形状を除去し、位相構造（トポロジ

ー）を再構築します。フィレット形状部分は自動認識と手動認識
を組み合わせた後、まとめて全てを自動除去することも、部分的
に除去することも可能です。グループ化コマンドを利用すること
により、複数のフィレットがぶつかりあう複雑な集合部分も自動
除去することが可能です。（図5）

図5. フィレット除去機能

spGate

新井孝典
株式会社アルモニコス Geometry Product Room spGateセクション
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ボス・穴・切り欠き形状などの形状簡略化機能により、シンプ
ルなモデルに変更できますので、効率的な解析用モデルを作るこ
とができます。（図6）

図6. 形状簡略化機能

図7. アセンブリ表示画面

サーバータイプシステム「spGate-Auto-Batch」
2004年末より、新しくspGate-Auto-Batch（エスピーゲイト オ

ートバッチ）の販売も開始いたしました。このシステムは、従来
から販売されていますspGate（フローティングタイプ）とspGate
オートサーバーの組み合わせから成り立っており、社内のデータ
変換業務を効率化することが可能となっています。ご希望によ
り、ご利用中のCADシステムのメニューに変換依頼コマンドを
組み込むことも可能ですので、クライアントの操作も非常に簡単
です。一般的には、サーバータイプのデータ変換システムを構築

する場合非常に高価になりがちですが、spGate-Auto-Batchはパッ
ケージソフトであるspGateから差額購入も可能ですので、段階的
なシステム構築が可能です。

spGateバージョン4.0
2005年春、待望のメジャーバージョンアップを行います。V4.0

では、正式にアセンブリ構造に対応しますので、従来フラット展
開されていたモデルもデータサイズの低減が図れます。（図7）

形状簡略化機能の拡張として、複数面の一面化機能が追加され
ました。本来一枚の曲面であるべきにもかかわらず、CADシス
テムの都合やモデリングの都合で分割されてしまうことがありま
す。この様な曲面群をオペレータが指定することにより、近似し
て1枚の曲面にすることができますので、後工程での様々な作業
に有効利用できます。（図8） その他にもヒーリング機能や最新
CADバージョン対応など、様々な機能拡張が行われています。

図8. 複数面の一面化

終わりに
おかげさまで、最近は海外からの引き合いも増えてきましたの

で、今年は本格的に海外展開を図ることになりました。現在spGate
は日本語版と英語版があり、今春には中国語版もリリースいたし
ます。

★ spGateの詳細情報に関しては下記をご覧下さい。
http://www.armonicos.co.jp/spgate/index.html

ASU / TK-base
常木優克
（理研ベンチャー）株式会社先端力学シミュレーション研究所研究開発部

はじめに
日本の製造業は、過去には熟練技能者の高い技術を基盤として

繁栄してきました。しかしながら、熟練技能者の高齢化や後継者
不足により、国際競争力の低下が懸念されています。

これを受け技術継承が懸念されている熟練技能者の技能・ノウ
ハウをデジタルデータとして蓄積し、ものつくりにおける技術の
伝承と飛躍的発展をめざす新生産システム技術の開発に向け経済
産業省を中心に｢デジタルマイスタープロジェクト｣が実施されま
した。ASU/TK-baseは、その中で「ものつくり」に携わる設計技
術者をはじめ関係者に多くの情報を提供し問題解決を支援するシ
ステムとして開発されました。

また、VCADは「もの」の本質的表現を可能とすることで、多
面的にその設計・評価の実現を狙いとしており、今後のVCADの

実用化展開の中でASU/TK-baseとの相互運用が可能となることが
期待されます。

それにより、VCADシステムを通し得られる知見の記録や実験
計画そのものを包括的に管理する統合環境が実現可能となり、も
のつくりにおけるこれまでにない強力な支援ツールが提供できる
ようになると思われます。

1. ASU/TK-baseの主な特徴
ASU/TK-baseは、以下のような特徴を持ち、組織内における技

術情報の活用を促進します。
■業務フローに沿った情報管理機能を自由に構築できます。
■CADデータ・図面・シミュレーション結果・ノウハウ（技術

文書）等、データ形式を問わず管理可能です。
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■最初にドキュメントを標準化する必要がないため、導入が容易
です。

■部品管理、不具合管理、工程管理などに利用可能です。
■多面的な類似データ検索機能を持ち、必要な情報をさまざまな

視点から取り出すことが可能です。
■検索の自動化により問題解決に必要となる情報を誰でも簡単・

的確に参照することができます。
■シミュレータとリンクさせることにより、ナレッジによる問題

解決を行うことができます。

2. 機能概要
本システムは、図1に示すように設計図面やCADデータなど

設計業務上発生する、あらゆる技術情報を蓄積管理する専用のナ
レッジベースを中核に、形状設計支援機能（CAD）や成形加工プ
ロセスのシミュレーション等のものつくりに必要となる様々なシ
ステムを集約することにより設計業務を統合的に支援するナレッ
ジ活用のプラットフォームです。

図1 統合化プラットフォーム

このプラットフォーム上では、図2に示すように設計業務のナ
レッジマネジメントを推進する為に、そこで必要となる8つの作
業領域を支援する各種機能群を提供します。

図2 ナレッジマネジメントの8つの作業領域

〈主な機能〉
■ プロジェクト管理機能
■ ファイル管理・検索機能
■ 部品検索機能
■ 不具合事例検索機能
■ 評価管理機能
■ 不具合・対策支援機能

3. 機能の詳細
◆プロジェクト管理機能
部品・工程・工具といった情報を、実際の設計業務の流れに合

わせてプロジェクト毎に体系立てて管理することができます。工

程、工具は方案変更の履歴管理も可能です。
また、その過程で発生する設計上の様々な問題解決について、

その発生原因、対策効果を含めきめ細かい情報管理ができます。

◆ファイル管理機能
プロジェクトのあらゆる局面において、そこで発生する様々な

ドキュメントを様式、ファイル種別を問わず登録することができ
ます。更に、キーワードを付けて検索を行うことも可能です。
Windows上のファイル管理と連携し、プロジェクト、工程毎にフ
ォルダを分けて管理することができます。

また、登録されたCADファイルや各種文書ファイル、動画フ
ァイル等は、その場で直接起動して参照することができます。

《類似事例参照（方案策定支援）》
◆部品検索機能
部品の種類、特徴（形状、材質）等から類似した部品を探し出

し、それに関する工程、工具等の設計情報を容易に比較参照する
ことができます。

◆不具合事例検索機能
更に、類似した部品に関連した過去の不具合事例を容易に参照

することができ、事前に設計上の考慮もれを防ぐことができます。
また、同様に関連する各種ファイルに対する検索も容易に行う

ことができます。

《評価（問題解決支援）》
◆評価管理機能
シミュレーションやトライアルの結果情報は、その実施状況

（使用工具、加工条件、等）及び評価結果（数値、評価報告書、
不具合情報等）並びに、工程、工具への対策情報をリンクするこ
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とで体系的に記録することができます。また、その経過を容易に
参照することができます。

◆不具合・対策支援機能
問題が発生した場合は、類似のケースを容易に検索し対策及び

その効果を設計意図（なぜ）を含め容易に参照することができ、
問題解決を大幅に効率化します。

おわりに
本稿では、ASU/TK-baseの主要機能についてご紹介しました

が、この他、各種分析機能、論理記述機能等の開発を進めると共
に、ユーザー固有の利用形態に合わせたシステムのカスタマイズ
も行っております。

前述のVCADの普及と共に、本システムが日本のものつくり力
向上の一助となれば幸いです。

〈参考文献〉

概　要
ソフトウェアプロセス最適化（SPO）とは、ソフトウェアの既

存の開発プロセスを、新たに開発の対象となる製品の特性に合わ
せ、より最適なプロセスに適宜変更するための手法をいいます。
弊社はそのためのサービスと関連するツールを提供しています。

はじめに
VCADのコアとなる部分は特定のアプリケーションではなく、

アプリケーションフレームワークとして各研究者及び開発者に対
して提供されます。従って、VCAD開発と同様に、VCADフレー
ムワークを利用した各種アプリケーション開発においても、いか
にソフトウェアを作るかが重要になります。

また、今後は、MEMSに代表されるように、様々な技術が複合
的に利用されることが考えられます。その点でも、VCADフレー
ムワークは有利ですが、アプリケーション作成が高度化するとと
もに、異なる技術領域に関する知識を持つ者と、単に（何らかの
人工物の）設計を望む者との共同作業の重要性が増してきます。
従って、より効率的で高度なアプリケーションソフトウェア開発
の能力が必要とされます。

弊社は、これまでにCADを始めとする様々な分野で、次の2
つを中心にサービスを提供してきました。

＊各種支援ツール
＊ソフトウェア開発プロセス/オブジェクト指向技術につい

てのコンサルテーション
次頁で示すツールはVCADフレームワーク開発においても部分

的に利用されてきたものです。ここでは、今後VCADアプリケ
ーション（フレームワークを利用した様々なアプリケーション）
が広範に作成されることを前提として、CADによらず、一般的
なソフトウェア開発ということでソフトウェアプロセス最適化に
ついて、説明致します。

SPO
ソフトウェア開発プロセスに関して、これまでCMMIに代表さ

れるマクロ視点からの見方と、プロセスプログラミングに見られ
るミクロ視点からの見方が、ソフトウェア開発プロセスには存在
します。この開発プロセスに関する関心の高さは、70年代のライ
フサイクルの議論から続いています。

プロセスを構成するアクティビティは、SADT風に記述すると
次のように表現できます。

図1. アクティビティと影響因子

各アクティビティは、対象となるソフトウェアや組織の特性に
よって分割され、入出力が定められます。制御と支援機構につい

SPO

伊藤昌夫
株式会社ニルソフトウェア



ては、SPOでは図2の枠組みに従います。

図2. SPOフレームワーク

ベースモデルは、通常、循環的なモデルを採用し、対象に応じ
たソフトウェア工学/開発プロセスを選択します。技術的管理に
ついても同様です。対自的活動が、最適化のチェック機構とな
り、プロセス実行中監視を行います。重要であるのはチェックを
通じてフィードバックするだけではなく、フィードフォワードも
含むことです。ソフトウェア開発は、変化が大きく、フィードバ
ックだけでは、必要なゴールを達成できなくなります。

また、必要な技術や手法だけでソフトウェア開発プロセスの向
上を得ることは困難であり、道具が必要となります。次に、SPO
と関連して、提供しているツールの説明を致します。

SPOを支援するツールについて
プロジェクト支援システムxDTS
xDTSは、ソフトウェア開発における様々な情報を一元的に管

理するためのソフトウェアです。ソフトウェア開発の各工程にお
いて発生する不具合情報や障害対応情報、テスト情報、スケジュ
ールなどの各種情報を、Webサーバー上でリアルタイムに管理
し、プロジェクトマネージャや開発者が必要に応じてブラウザ上
から閲覧、更新するための情報共有プラットフォームになりま
す。

図3. xDTSレポート一覧

全ての情報は、プロジェクトごとに複数のレポジトリで、バー
ジョンや変更履歴を含め管理します。異なるレポジトリに存在す
るレポート間にリンクを張ることもできます。このため、メンバ
ーは開発の過程において加えられた編集内容を時間軸に沿って把
握したり、ある障害情報から関連する不具合情報やテスト情報を
即座に参照するといったことも可能です。

xDTSには、不具合管理（DDTS）、要求管理（SDTS）、テスト
仕様管理（TDTS）、問題管理（PDTS）、障害管理（IDTS）など
の、各局面に最適化された管理対象項目やメールによる通知の仕
組みなどを定義した、テンプレートが用意されており、必要な情
報の最も効果的な管理手法を速やかに適用できます。

さらに、xDTSでは、プロジェクトの種類や局面に応じた情報
項目、それに関わる属性、入力方法などを自由に設定し、ユーザ
ーが必要な情報を整理・統合、共有化するための独自のテンプレ
ートを自由に作成できます。その意味ではxDTSを、プロジェク
ト管理のデザインをサポートする基盤であると位置づけることが
できます。

加えて、各種データの集計やその結果のグラフ表示、ログデー
タの収集、柔軟な検索機能や豊富なレポート機能などもあり、開
発工程を円滑に進めるうえで必要な機能を総合的に提供していま
す。

図4. 多彩なプロジェクト状況の表現

分析・設計支援ツールNirvana
開発を進めるうえで、仕様書やドキュメントを正しく作成する

ことが重要になります。NirvanaはUMLに基づくダイアグラム作
成が可能なオブジェクト指向用分析・設計用のツールであり、
UMLダイアグラムの記述に加え、仕様型（Catalysis手法のもの）
による正確な用語とドキュメント構造を備えた簡潔な仕様書の作
成をサポートします。仕様型は、オブジェクト指向技術の基礎と
なっている抽象データ型に由来し、システムが持つアクションを
単位とした形式的な定義を行うことができます。Nirvanaにおけ
る具体的な手順としては、まず、分析で現われたオブジェクトを
クラス図を用いて表現します。

図5. 仕様型の表現

この分析用のオブジェクトを用いて、仕様型に従って仕様を作
成するという流れとなります。Nirvanaではクラス図のほかにも、
ユースケース図、ステートチャート図、シーケンス図などのダイ
アグラムの作成も可能となっています。またツールそのものが
Javaで記述されているため可搬性があり、いわばオブジェクト指
向開発における“文房具"として手軽に利用できることがNirvana
の大きな特徴となっています。
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第17回計算力学講演会を、平成16年11月18日（木）－20日
（土）の3日間にわたり、仙台市民会館にて開催させていただき
ました。発表論文数429件、参加者550名を数える一大講演会を
滞り無く無事に終了することができましたのは、実行委員会委員
の皆様、ならびに講演会にご参加下さいました皆様方の暖かいご
支援とご協力の賜物と感謝いたしております。

今回の講演会は、特別講演2件、オーガナイズドセッション27
件（講演397件）、一般セッション4件（講演20件）、フォーラム
3件（講演12件）、機器展示2社、カタログ展示4社、講演論文集
広告3社という内容でした。また、昨年度に続き今年度も動画に
よるビジュアリゼーションコンテスト（競技会）を開催いたしま
した。参加件数は6件で、いずれも力作で多くの方々の投票をい
ただきました。このコンテストの結果は、優秀講演表彰、優秀技
術講演表彰、学生優秀講演表彰の結果とともに、競技会表彰とし
て本誌で報告されています。

第一日目の特別講演Iでは、同志社大学工学部の三木光範先生
に、「超並列PCクラスタの構築と進化的最適化計算」という題目
で、PCクラスタの特徴や進化的計算手法との親和性およびその
応用に関して、本部門に関連した興味深いご講演をしていただき
ました。また、第二日目の特別講演IIでは、東北大学大学院情報

科学研究科の橋本浩一先生に、「ロボットにおける視覚と制御」
という題目で、ロボットの視覚情報の取得とそれに基づく動作の
制御や、微生物の動きを画像情報から制御する研究などに関し
て、大変興味深いご講演をしていただきました。

第二日目の夕方、仙台市民会館地下の展示室を会場として懇親
会が開催されました。この懇親会に先立ち、部門表彰委員会の宮
崎則幸委員長より部門賞の選考過程が報告され贈呈式が行われま
した。詳細は委員長の紹介記事をご覧ください。懇親会には220
名を超える参加者があり、大変な盛会となりました。用意された
食べ物も出席者数に負けずに盛りだくさんで、牛タン、海産物や
芋煮など仙台を代表する食べ物が特に好評を博しました。仙台の
地酒の呑み比べコーナーも用意され、大いに親睦を深めて頂くこ
とが出来たと思います。中締めの後、第18回計算力学講演会実
行委員長阿部豊筑波大学教授から次回開催の挨拶があり、懇親会
をお開きと致しました。

以上、本講演会にご参加頂きました方々および本講演会の実行、
運営等にご参加、ご協力頂きました方々、機器・カタログ展示、
広告等を通して本講演会をご支援頂きました関係各社、また、会
議開催をご支援頂きました 仙台観光コンベンション協会のご協
力に感謝の意を表しまして、講演会の報告とさせて頂きます。

17

澤田恵介
東北大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻

17

中橋和博
第82期計算力学部門長／東北大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻

2004年11月18日（木）～20日（土）に仙台市民会館で開催
された第17回計算力学講演会における講演等に対して、座長お
よび参加者に評価をして頂いた。その結果に基づき表彰選考委員
会において選考を行い、優秀講演表彰3名、優秀技術講演表彰2
名、学生優秀表彰3名、競技会優秀表彰2件（7名）の方々を表
彰することとなった。

表彰状を本人に送付するとともに、本誌上に公開してお祝い申
し上げたい。

●優秀講演表彰
上辻靖智君（大阪工業大学）

「結晶均質化法に基づいたPZT単結晶体の物性同定」

森西晃嗣君（京都工芸繊維大学）
「マイクロ流れに対するボルツマン／ナビエ・ストークス統合
解法の試み」

濱本将樹君（シャープ）

「流体・構造連成解析を用いたアキアカネの高速旋回のfree-
flightシミュレーション」

●優秀技術講演表彰
横野泰之君（東芝）

「パワーユニット設計における多目的最適化」

斉藤賢司君（神戸製鋼・神戸大学大学院）
「低C-TRIP鋼の組織形態依存性塑性変形挙動のシミュレーション」

●学生優秀講演表彰
下村礼君（明治大学大学院）

「部分剥離をもつ円形介在物を有する無限弾性板の面内せん断」

小柳卓也君（静岡大学大学院）
「レーザーを用いた棒材中の熱衝撃波の伝播とその特性評価」

千野実君（東京工業大学大学院）



CMD Newsletter No. 34 ●16

●優秀講演表彰

●競技会優秀表彰（ビジュアリゼーション）

●競技会優秀表彰（ビジュアリゼーション）

●優秀技術講演表彰

●学生優秀講演表彰

上辻靖智君 森西晃嗣君

永井学志君 野口裕久君 犬飼佳幸君 藤井文夫君

田中伸厚君 高野龍雄君 田口鷹矢君

濱本将樹君

横野泰之君 斉藤賢司君

下村礼君 小柳卓也君 千野実君

2005年度年次大会が平成17年9月19日（月）～22日（木）の
4日間（ただし、9月19日は市民開放行事）にわたり電気通信大
学（東京都調布市）を主会場として開催されます。計算力学部門
関連のオーガナイズド・セッションについては前号のニュースレ
ターの報告通りです。詳細は年次大会のホームページ
http://www.jsme.or.jp/2005am/ をご覧下さい。

計算力学部門関連の基調講演が5件、先端技術フォーラムが1
件、ワークショップが1件、これに加え、特別企画として国際ミ
ニ・シンポジウムが以下のように企画されています。

また、久しく開催されていない部門同好会についても、流体工
学・バイオエンジニアリング、熱工学部門との合同という形で企
画されています。部門を横断しての交流を目的としていますの
で、是非積極的なご参加をお願いいたします。

■基調講演
題　目：生体における連成力学（仮）
講演者：久田俊明（東京大学）

題　目：高速鉄道の計算力学
講演者：田辺誠（神奈川工科大学）

題　目：均質化法によるミクロ／マクロ解析の新展開
講演者：大野信忠（名古屋大学）

題　目：分子動力学法によるナノ組織金属材料の塑性変形解
析

講演者：中谷彰宏（大阪大学）

題　目：The Weak Shall Inherit the Earth: The Parable of the
Dirichlet Boundary Condition in CFD（仮）

講演者：Thomas J. R. Hughes (University of Texas at Austin)

■先端技術フォーラム
・テーマ：デジタルエンジニアリングの現状と課題
・企画者：萩原一郎（東京工業大学）、吉村忍（東京大学）

■ワークショップ企画
企画名：マルチスケール多結晶塑性モデリングの考え方
企画者：長谷部忠司（神戸大学）

■（特別企画）国際ミニ・シンポジウム
CHALLENGES AND ADVANCES IN FLOW SIMULATION
AND MODELING:

「連続的な水切り現象のシミュレーション」

●競技会優秀表彰
永井学志君（岐阜大学）、野口裕久君（慶応大学）、犬飼佳幸君

（岐阜大学大学院）、藤井文夫君（岐阜大学）
「Exciting Goal!  ～Why Hexagon?～」

田中伸厚君（茨城大学）、高野龍雄君（茨城大学大学院）、田口
鷹矢君（茨城大学大学院）

「微小循環スケールの三次元血流シミュレーション」

2005

青木　尊之
2005年度年次大会担当委員長
東京工業大学学術国際情報センター
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阿部　豊
2005年度計算力学講演会担当委員長
筑波大学大学院システム情報工学研究科構造エネルギー工学専攻

2005

本部門では、計算力学分野の進展を図るため、平成2年度より
2種類の部門賞を設置しております。 本年度も下記の要領で受賞
候補者を募集しますので、数多くのご応募をお願いします。

1. 対象となる業績
A. 功績賞
学術、技術、教育、学会活動、出版、国際交流などで計算力学

の発展と進歩に幅広くまた顕著な貢献のあった個人。

B. 業績賞
計算力学の分野で顕著な研究または技術開発の業績を挙げた個

人。

2. 受賞者数
部門賞通則第5項に従う。本部門は5名以内（但し、2005年8

月末日の部門登録者数が5000名以上、6000名未満の場合。

開催日：2005年11月19（土）～21（月）
会　場：筑波大学春日キャンパス（茨城県つくば市春日1-2）

ニュースレターの前号（No.33）でもご案内申し上げておりま
したが、上記の日程にて、第18回計算力学講演会が、茨城県つ
くば市にあります、筑波大学春日キャンパスにて開催されること
となっております。産業技術総合研究所の手塚明氏を実行委員会
幹事として、実行委員会各位のご協力によりまして、講演プログ
ラムならびに会場の準備を進めているところです。これまでに、
計算力学に関連した多数の分野からオーガナイズドセッション、
フォーラム等の様々な企画について数多くのご提案を頂いており
ます。今回の講演会では、これまでと同様、優秀講演表彰・優秀
技術講演表彰・学生優秀講演表彰を設けるとともに、越塚誠一東
京大学教授を実行委員長として、ビジュアリゼーションコンテス
トを併催し、動画・静止画を含めた計算に基づくビジュアルな作
品を広く募集し、競技会表彰（ビジュアリゼーションコンテス
ト）を行う予定です。また、オーガナイズドセッション以外に
も、これまで通り一般セッションも設けます。オーガナイズドセ
ッション、一般セッション、フォーラム、ワークショップ等など
の募集につきましては、学会誌に募集案内を掲載するとともに学
会メーリングリストによりご案内いたしますので、よろしくご覧
頂き、多数の方々のご参加を御願い申し上げます。開催までの大
まかなスケジュールは以下のようになっておりますので、よろし
くご参照下さい。

4月以降 ：学会誌ならびにメーリングリスト等による
募集案内の開始

7月22日（金） ：発表申し込み締め切り
8月下旬 ：採否通知
9月16日（金） ：原稿締め切り
学会誌10月号 ：開催案内・プログラムの掲載

なお、本講演会の最新情報に関しましては、以下のホームペー
ジに掲載いたします。以下のホームページならびに今後の学会誌
をご覧頂き、是非多数の方々に講演発表申し込みを頂きますよ
う、実行委員会を代表いたしまして御願い申し上げます。

http://www.jsme.or.jp/cmd/cmc2005/

連絡先：
（委員長）阿部豊
国立大学法人筑波大学 大学院システム情報工学研究科
構造エネルギー工学専攻
〒305-8573 茨城県つくば市天王台1-1-1
TEL&FAX：029-853-5266
E-mail：abe@kz.tsukuba.ac.jp

（幹事）手塚明
独立行政法人産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門
製造プロセス数理解析研究グループ
〒305-8564 茨城県つくば市並木1-2-1つくば東
TEL：029-861-7111, FAX：029-861-7148
E-mail： tezuka.akira@aist.go.jp

Organizers: Yoichiro Matsumoto (University of Tokyo)
Tayfun Tezduyar (Rice University)
Thomas Hughes (University of Texas, Austin)

This symposium will bring together speakers addressing complex
and challenging problems in flow simulation and modeling, with
emphasis on unsteady three-dimensional problems, geometric com-
plexities, and flows with moving boundaries and interfaces. Flows with

moving boundaries and interfaces will include free-surface and two-
fluid flows, fluid-object and fluid-structure interactions, and flows with
moving mechanical components. Some speakers will be highlighting
their research focusing on development of advanced methods to
address the computational challenges involved. Some others will pre-
sent the simulations they are carrying out, based on a set of existing
computational methods they carefully assembled together, for the pur-
pose of an in-depth study of a challenging problem.
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「設計工学関連技術委員会」は2003年に設けられて以来、毎年
1回の割で講習会を開催することにしている。この分野は下記の
ように話題がつきない面があるためである。2003年は、「日本発
/物造りのための次世代CAD/CAE 技術」、2004年は「ここまでき
たリバースエンジニアリング」であった。本年も詳細は未定であ
るが、7月あるいは8月に「デジタルエンジニアリングの現状と
課題」を行う予定でいる。車両開発を例にすれば、それまで企画
から市場に出るまで40ケ月程度要したのがデジタルエンジニア
リングによって15ケ月から20ケ月程度に短縮されている。この
ように計算力学の設計開発に果たす役割りは大変大きいが、それ
でも今なお次の点で不十分である。

1. 設計データ（CADデータ）の揃わない設計初期でのデジタ
ルエンジニアリングの活用は容易ではない。

2. 既存のモデルの有効活用は容易ではない。
3. 六面体メッシュの自動生成は容易ではない。
4. いびつなメッシュが往々にして生じるが、その自動修正は容

易ではない。
5. NURBS ベースのCAD はデータ量が多くネットワーク配信

に適さない。またフィレットなどの処理は容易ではない。

6. 大規模有限要素法、境界要素法などの並列処理は十分に実用
化されていない。

7. 境界要素法の放射音への適用のニーズは高いが、マトリック
スの性質上、大規模、高周波への適用は容易ではない。

8. ダンピングの理論的扱いは容易ではない。
等々である。図1、2は昨年の講習会の内容の代表的なものを

示している。本年度は例えば上記のうち「既存のモデルの有効活
用は容易ではない」を扱う予定である。これは「衝突モデル」の
メッシュをより粗くして騒音振動モデルを作るなどを例として挙
げることができる。粗くしても必要な法線ベクトル、キャラクタ
ーラインや体積などが変わらないことが重要である。シンプリフ
ィケーションと称されるこの技術は三角形メッシュに関する文献
ではいくつか見られるが四角形要素では見られない。これらの内
容は2005年度年次大会「フォーラム」でも東京大学の吉村忍教
授と企画している。また上記を扱う研究協力事業部会活動とし
て、RC206「次世代統合CAD/CAE システムの開発とその適用」

（主査 萩原一郎）が、またこの4月から、RC219「CGベースの
CAD/CAE 統合システムの開発とその適用に関する研究分科会」

（主査 萩原一郎）が始まることを付記する。フォーラム、講習会、
RC219研究分科会への積極的な参加をお願いしたい。

萩原一郎
設計工学関連技術委員会委員長／東京工業大学大学院理工学研究科機械物理工学専攻

3. 表彰の方法、時期
時期審査の上、2005年11月19日～21日に予定されている第

18回計算力学講演会において、楯の贈与をもって行う。

4. 募集の方法
公募によるものとし、他薦とする。

5. 提出書類
推薦には、A4サイズ用紙2枚以内に（1）推薦者氏名、（2）推

薦者所属・連絡先、（3）被推薦者氏名、（4）被推薦者所属・連絡
先、（5）A.かB.を明記し、（6）推薦理由を記入の上、提出するも
のとする。ただし、功績賞にはA4サイズ用紙1枚の研究業績書
と、A4サイズ用紙1枚略歴書を添付できる。また、業績賞には
A4サイズ用紙1枚の研究業績書を添付できる。なお、提出され
た書類は返却しない。指定された用紙枚数は厳守のこと。

6. 提出締切日：2005年6月30日（木）

7.提出先
〒160-0016東京都新宿区信濃町35番地　信濃町煉瓦館5階
社団法人 日本機械学会 計算力学部門

［担当職員：曽根原雅代]
電話03-5360-3502  FAX03-5360-3508
E-mail: sonehara@jsme.or.jp

図2 リバースエンジニアリングシステムの適用事例

レーザスキャナやCCDカメラによる計測点データ（３次元
座標データ）からSTLデータ（三角形メッシュ）を生成し
NURBSやC-curvesによるCADデータをIGESなどの流通
フォーマットで出力

図1 萩原研究室開発のリバースエンジニアリングシステム

Zienkiwizc教授 Zienkiewicz教授
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2004年12月17、18日に、関東地区会場（慶應義塾大学理工学
部）、東海地区会場（名古屋大学工学部）、関西地区会場（大阪科
学技術センター）、九州地区会場（九州大学工学部）の４会場に
おいて、本会工学教育センター主催による、計算力学技術者（固
体力学分野の有限要素法解析技術者）の（2級及び１級）認定試
験及び付帯講習（知識編及び技能編）が実施されました。2級試
験は昨年度に引き続き２回目、１級試験は今年度はじめてでした
が、２級試験に438名、１級試験に147名の申し込みがあり、最
終的に2級試験で391名、１級試験128名が試験に臨みました。
試験時間はともに2時間、出題範囲は2級試験が、（1）計算力学
のための数学の基礎、（2）固体力学の基礎、（3）熱伝導の基礎、

（4）有限要素法の基礎I、（5）有限要素法の基礎II、（6）数値計
算法の基礎、（7）要素の選択、（8）モデリングの基礎、（9）境界
条件の使い方の基礎、（10）プレ・ポスト処理の基礎、 （11）結
果の検証の基礎、（12）コンピュータの基礎、（13）計算力学技術
者倫理、の13分野であり、合計70題が出題されました。合格基
準は正解が70%以上かつ、全問不正解が2分野以下というハイレ
ベルなものでしたが、見事204名が合格されました。ちなみに、
昨年度の2級試験の合格者は166名でした。また、１級試験は、

（1）非線形解析における応力とひずみ、（2）材料非線形、（3）幾
何学的非線形、（4）境界非線形（接触）、（5）破壊力学、（6）動
的解析、（7）伝熱解析、（8）要素テクノロジー、（9）数値解析
法、（10）解の検証、（11）情報処理、の11分野から出題されま
した。１級の内容は広範囲でレベルも非常に高く、合格基準は、
正解が50%以上、かつ正答率70%以上の分野が3分野以上、全問
不正解が2部門以下というものでしたが、見事106名の方が合格
されました。これらの方々が認定技術者としてそれぞれの職場で
より一層活躍されることが、本認定事業の評価を高めることにつ
ながっていきますので、認定技術者の今後の活躍を大いに期待し
ています。また、今回惜しくも合格をのがされた方々におきまし
ても、2005年12月に試験を予定しておりますので、勉強を継続
し、是非とも再挑戦していただきたいと思います。なお、試験結
果の概要と合格者の氏名は、本認定事業の下記ホームページ上で
も公開されています。

http://www.jsme.or.jp/cee/cmnintei.htm
さて、本認定事業のポイントをいくつかご紹介させていただき

ます。まず、計算力学技術者（固体力学分野の有限要素法解析技
術者）の（2級及び１級）認定技術レベルは、おおよそ次の通り
です。2級認定を受けた技術者は、基本的な固体力学の問題に対
して、線形弾性の範囲において正しく解析問題を設定することが

でき、線形弾性のCAE解析の内容を理解しており、さらに解析
結果の信頼性を自分自身で検証することができ、よって、いずれ
かの信頼のおけるCAEソフトウエアを用いて適切に解析機能を
選択しながら、基本的な線形弾性問題を大はずれを出すことなく
解くことができる、と言えます。一方、１級認定を受けた技術者
は、固体力学分野の解析実務において、各種非線形性や線形破壊
力学を取り扱う有限要素解析の内容を理解しており、解析問題の
設定や解析を適切に行えるとともに、解析結果の信頼性を検証す
るプロセスを理解し、よっていずれかの信頼のおけるCAEソフ
トウエアを用いて適切な解析機能を選択しながら、各種非線形や
線形破壊力学を取り扱う解析を大はずれを出すことなく行うこと
ができる、と言えます。

2級資格の認定においては、試験に先立ち、付帯講習（技能編）
を受講することが必須となっています。これは、計算力学の特質
に鑑み、ペーパー試験のみでは計算力学技術の本質を理解したこ
とにならないという考えに基づいています。ただし、これにはい
くつかの免除規定が設けてあります。特に、本会が認定したCAE
ベンダーや部門あるいは他学協会等が個別に実施する公認CAE技
能講習会の受講修了をもって、本付帯講習（技能編）の受講が免
除されます。現在、10の機関・会社が実施する講習会が公認され
ています。また、2004年度より、大学等の教育機関の講義・演習
や企業などの社内研修プログラムも、所定の条件を満たせば、公
認CAE技能講習会として認定できるようになりましたので、是
非とも、申請いただきますようよろしくお願い致します。その詳
細については、本認定事業のホームページをご確認ください。

また、2005年度には、固体力学分野の上級レベル（仮称：計
算力学アナリスト）の認定と熱流体分野の技術者（２級）の認定
も新たにスタートすべく準備を進めています。

本認定事業では、本会工学教育センター内に計算力学技術者認
定委員会が設置され、その下に計算力学技術者基準と認定に関す
る検討委員会が実務の準備をしています。この委員会には、関係
部門から委員に参加いただき、各部門との緊密な連携のもとに進
めていますが、計算力学部門は特に中心的な存在として、本認定
事業の運営に深く携わっています。本認定事業は計算力学の裾野
の拡大と基盤固めという点で極めて重要な役割を担うと確信して
おります。本部門のメンバーの方々には講習会講師や標準問題集
作成など様々な局面でご協力をお願いすることになると思いま
す。何卒、ご支援を賜りますようよろしくお願い致します。ま
た、最後になりましたが、本認定事業の実施にあたり、献身的に
ご協力いただきました多くの方々に厚く御礼申し上げます。

2004

吉村　忍
東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻
工学教育センター「計算力学技術者基準と認定に関する検討委員会」委員長
計算力学部門「計算力学教育認定検討」技術委員会委員長

2004年12月9、10日の2日間にわたり、高原リゾートとして名
高い栃木県那須高原にあるホテルエピナール那須において、計算
力学部門（幹事部門）、機械力学・計測制御部門、設計工学・シ

ステム部門、バイオエンジニアリング部門の共催で、第6回最適
化シンポジウム（OPTIS2004）が開催されました。1994年に早稲
田大学で第１回シンポジウムが開催されて以来、2年ごとに開催

6 OPTIS 2004

吉村　忍
東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻
OPTIS2004実行委員長



されてきた本シンポジウムは、当初は機械・構造物の最適設計が
主たる興味の対象でしたが、次第に対象を拡大し、力学問題のみ
ならずシステム全体を対象とするまでに至っています。

工学問題に限らず、意思決定を行わなければいけない局面で
は、人は必ず最適化のプロセスを経ています。そのプロセスを数
理的に表現できるかどうかが政治と研究の分岐点です。最適化の
キーワードの下に集められた工学問題が多様化していることは、
広範な問題の数理化が着実に進んでいることの証でもあり、数理
的最適化手法の応用範囲は今後もますます広がっていくものと期
待されます。今回発表された約50件の講演においても、数理的
手法や発見的手法に基づく最適化アルゴリズム、多目的最適化ア
ルゴリズム、複雑系アプローチに基づく探索、統合最適化、ロバ
スト設計、パレート解の多次元可視化、感性設計における合意形
成、サプライチェーンの最適設計、軌道計画、最適制御、形状最
適化、バイオシステムの最適化、グリッド環境での最適設計、な
どの多彩なテーマの研究発表が行われました。

一方、いくつもの最適化プロセスが複雑に絡み合う現実の「も
のづくり」を、完全に数理モデル化することは現状では難しく、

「設計に本当に役立つのか？」との疑問が常に突きつけられます。
このような状況をなんとか打開したいとの思いで、企業での設
計・生産にも明るい研究者の方々をパネラーとする、「最適化は
設計に本当に役立つか」と刺激的なテーマのパネルディスカッシ
ョンが企画されました。予想に違わず、産業現場における設計・
製造プロセス全体を見据えたデザインプロセスの中で、現状の課
題や今後の研究開発の方向性、さらに最適化の位置づけや今後の
研究の方向性に関する提言など、フロアーも交えて活発に議論が
なされました。

今回は、OPTISシリーズにおけるはじめての試みとして合宿形
式で開催されました。昼間は2つのパラレルセッションで、１講
演当たり20分というじっくりした発表討論時間を確保し、約50
件の講演に関して、インテンシヴな議論が展開されました。初日
の終わりは上記のパネルセッションで盛り上がり、その後、ゆっ
くりと温泉につかりクールダウンした後に、広い座敷において技
術交流会が開催されました。約70名の参加者もリラックスした
雰囲気で、最適化のこと、技術開発の現場のこと、時事問題につ
いてと、様々な話題について会話もはずみ、コミュニケーション
を十分に図ることができました。技術交流会後も、実行委員の部
屋に集まり、夜遅くまで話に花が咲きました。

最近は、ますます忙しい社会となり、講演会に参加しても研究
者同士でじっくりとコミュニケーションを図る時間がなかなかと
れません。しかし、那須高原という景観、温泉、食事に恵まれた
すがすがしい環境で合宿形式をとった今回は、講演時間以外に
様々な機会を通してコミュニケーションを図る時間があったこと
は、大変よかったと思っています。特に、企業から参加された方
や学生たちからも大学の先生たちともじっくりと話ができてよか
ったと好評でした。

次回は、バイオエンジニアリング部門を幹事として、2年後の
2006年に開催されることが決まりました。今回の企画に気をよ
くして、再び温泉で開催をという話がでていますので、多くの皆
様のご参加を賜りたいと思います。最後となりましたが、今回、
実行委員を務めていただきました、鈴木克幸先生（東京大学、実
行委員会幹事）、長谷川浩志先生（芝浦工業大学）、吉川暢宏先生

（東京大学）、また学会事務局の曽根原雅代さんに、この場を借り
て心よりお礼申し上げます。
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１．IWACOMの概要
計 算 力 学 に 関 す る 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ （ IWACOM :

International Workshops on Advances in Computational Mechanics）
は、（社）日本機械学会　計算力学部門設立15周年および日本計
算工学会発足10周年を記念して、2004年11月3日から６日にか
けて紅葉がみごとな法政大学多摩キャンパス（東京都町田市）に
おいて開催された。

本ワークショップでの発表は、密度の濃い議論を狙いとして各
オーガナイザーによって招待された講演者のみで構成され、計
152件の発表のうちの約半数は海外からの参加者によるものであ
った。

２．特別講演・ワークショップ
4日の午前中には、2件の特別講演が百周年記念館にて行われ

た。最初はレンセラー工科大学のJacob Fish教授による"Multiscale
Computational Solid Mechanics"であり、空間および時間スケール
に均質化法を適用した研究が紹介された。次は東京大学の久田俊
明教授による"Heart Simulator - A Multiscale Multiphysics
Computational Problem"であり、心臓の血液流れシミュレーショ
ンに関する研究が紹介された。どちらの特別講演も非常に興味深
いものであった。

午後からは3日間に渡るワークショップが開始され、本ワーク
ショップは、以下の8つのオーガナイズド・ワークショップから

構成されていた。

(1) Recent advances in finite element methods in flow problems
(2) Meshfree/particle methods
(3) Multiscale problems and related computational methods
(4) Turbulent flow simulation in 21 century
(5) Shape and topology optimization
(6) Design and analysis of aerospace and composite structures
(7) Computational biomechanics and bionanosystems
(8) Innovative computational strategies for parallel/grid environ-

ments

ワークショップはすべて、その分野の第一線で活躍する国内外
の若手研究者らが大集合したような雰囲気であり、通常の国際会
議とは異なった熱の入った活発な議論が行われた。

３．バンケット
バンケットは5日の夜に「うかい鳥山」にて開催された。参加

者からは、ワークショップそのものだけでなく、このバンケット
も素晴らしかった、といった意見を多くいただいた。約6000坪
ある日本庭園内の合掌造りで乾杯、その後、離れに移動して食
事、という純和風なスタイルであり、海外からの参加者だけでな
く日本人にも風情ある趣を堪能していただけたはずである。

IWACOM

岡澤重信
広島大学大学院工学研究科社会環境システム専攻
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2004年10月30日（土）から11月2日（火）の間、金沢市内の
金沢都ホテルを会場に標記シンポジウム（The 3rd China-Japan-
Korea Joint Symposium on Optimization of Structural and Mechanical
Systems：CJK-OSM3）が開催された。日本、中国、韓国をはじ
め５ヶ国から合計154名が参加し、6件の基調講演と32セッショ
ン、計150件以上の構造最適設計に関する研究を中心にした講演
が行われ、活発な討論が繰り広げられた。日本からは本学会をは
じめ、土木学会、日本建築学会、日本航空宇宙学会、日本計算工
学会などの関係者95名が参加した。講演内容は、形状最適化、ト
ポロジー最適化、近似最適化、ロバスト設計・信頼性設計、航空
力学、建築工学、土木工学分野における最適設計、製品設計への
最適化技術の応用など多岐に渡り、特に近年注目されている進化
的計算手法とその構造工学分野への応用や複合領域の最適化の講
演が多くあったことが特徴的であった。本シンポジウム講演者の
中からYoung Engineer's Awardに3名が選ばれ、日本からは金沢
大学工学部の北山哲士先生がその栄誉に浴された。講演会最終日
のバンケットでは、伝統芸能の素囃子に外国からの参加者の注目

が集まった。またインダストリー・ツアーでは金沢市内の観光の
後、建設機械のコマツ粟津工場の見学を行った。最後に第4回シ
ンポジウムCJK-OSM4を2006年に中国で開催することを期して
散会した。日本側の組織委員をはじめ、開催にご尽力いただいた
先生方、参加された皆様、開催を支援していただいた企業各社に
感謝申し上げ、報告と致します。

CJK-OSM
設計工学・システム部門、計算力学部門　協賛

山崎光悦
CJK-OSM3 組織委員長／金沢大学工学部人間・機械工学科
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ニュースレターへのご投稿やお問い合わせは下記の広報委員会幹事までご連絡ください。
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４．おわりに
今回のワークショップ会場への交通手段は、実質的に主催者側

が用意したシャトルバスのみであり、参加者には多少の不便を感
じさせたかもしれない。しかしながら、このことがかえって本ワ
ークショップを非常に充実したものにしたのではないかと実行委
員の一人として勝手に思い込んでいる。このようなワークショッ
プを今回だけで終わりにするのではなく、シリーズとして継続し
ていければ非常に有益であると感じた。

なお紙面の都合でワークショップの様子を伝える写真が少なく
なってしまったが、IWACOM のウェブページ(http:/ /www.
jsces.org/IWACOM/)に多くの写真が掲載されているので、興味の
ある方はそちらをご覧いただきたい。

最後に、本ワークショップを開催するためにご協力いただいた
多くの関係者の皆様に感謝いたします。




