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大林 茂
東北大学 流体科学研究所（流体融合研究センター）
このたび、大野信忠（名古屋大学）前部門長の後を継いで、
第 87 期計算力学部門長を仰せつかりました。この春より 1
年間、辰岡正樹（日本アイ・ビー・エム（株））副部門長、

型計算機センターや流体科学研究所の NEC SX シリーズ、
SGI のスパコン等を利用させていただきました。
TOP500 という世界のスパコンランキングがありますが、

梅野宜崇（東京大学）幹事をはじめとする皆様方のご協力を

このサイトで第 500 位のスパコンの、ここ 10 数年の能力向

得ながら、部門の運営に当る所存でございます。

上をみると、ちょうど 10 年度で 1000 倍のスピードアップと

計算力学部門は、流体工学や熱力学、材料力学などの学問

なっています。今の 1000 倍の計算能力があったら、どんな

分野に基づく部門とは異なり、計算機を使うという共通項で

すごいことができるでしょうか？

くくられた分野横断型の部門です。その特質である学際的な

夢多き分野のように思います。

計算力学部門はまだまだ

色彩をうまく取り入れたこれまでの運営や企画を継承し、機

一方で社会に目を向けますと、我が国では少子化、理系離

械学会の他部門との連携や日本国内の他の学会とも交流を続

れ、格差社会と暗澹たる状況です。世界をみても、リーマン

けていきたいと思います。
もちろん国内にとどまらず、国際的な交流も必須ですし、
情報発信も必要だと考えています。計算力学部門は 1988 年

ショック後の世界は、新たな混沌の時代に入ったようです。
「恐るべき

妖怪

が徘徊している。金融主義という名の妖

怪が」とでもいえましょうか。

に設立され、まもなく設立 25 周年を迎えます。昨年度、25

昨年、堂目卓生著「アダム・スミス―『道徳感情論』と

周年記念行事として、国際会議を日本に招致して開催すると

『国富論』の世界」（中公新書）という本が話題になり、2008

いう方針が決まりました。今後、事業企画委員会を通じて、

年度サントリー学芸賞政治・経済部門を受賞しました。アダ

具体案作りを進めていきたいと思います。

ム・スミスといえば、自由主義経済の精神的支柱のような存

さて、卑近な例で恐縮ですが、最近デジカメを購入したと

在です。20 世紀のマルクス・ケインズの時代を経て、近年

ころ、メモリーカードの容量が 32GB ありました。振り返る

は新自由主義が我が世の春を謳歌していました。しかし、リ

こと 20 数年前に、大学院で流体の数値シミュレーションを

ーマンショックで、新自由主義にも NO が突きつけられたよ

始めた頃、当時の大型計算機のメインメモリが 32MB でした。

うです。これは、アダム・スミスもついに過去の人になって

今は、手元のノートパソコンでもメインメモリは 3GB、HD

しまったことを意味するのでしょうか？

はなく SSD で 128GB、夢のような環境です。

この本の主張は、全く反対です。新自由主義が主張してき

大学院では、当時の航空宇宙技術研究所に導入された

た経済成長が世の中全体を豊かにするという考え方は、アダ

Fujitsu VP400、渡米後の NASA Ames 研究所では、Cray XMP、

ム・スミスの思想の皮相を借りてきただけで、富は人と人を

2、YMP、C90 の 4 機種を利用し、帰国して東北大学に採用

分断するものではなく、人と人をつなぐものであると語られ

になってからは、航空宇宙技術研究所の NWT、東北大学大

ています。
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リーマンショックに続く世界不況は、100 年に一度の危機
とも、資本主義が始まって以来の危機ともいわれています。

2008 年秋 No.41「プラスチック成形加工 CAE の現状と展
望」梶原稔尚氏（九州大学大学院工学研究院化学工学部門）

この危機を生み出した一因は、技術の進歩にあります。情報

これらの記事は、計算力学部門の web サイトで読むことが

通信技術の発達が、金融市場のグローバル化を可能にしたか

できます。是非今一度お目をお通しいただければ幸いです。

らです。

CAE 普及の大切な側面は、この技術を中小企業へと広げ

こうした世界情勢の中、技術者として我々にできることは、

ていくことだと思います。これからは、中小企業とはいえ、

科学技術発達の負の側面を改めて意識するとともに、今後経

国内向け生産だけではじり貧で、成長を続ける海外の発展途

済成長をする国の人々が、同じ轍を踏まないようにグローバ

上国を含めた事業展開を視野に入れざるを得ないでしょう。

ルに情報発信をしていくことでしょう。

今のパソコンの能力は、かつてのスパコン以上です。CAE

また、不況を克服するには、明るい将来展望を描くことが
重要です。夢を語れる計算力学分野に所属する我々こそが、
積極的に多くの夢を語り、実現に向けて努力すべきではない
でしょうか？

をいかに末端の企業まで広めていくかは、大きな課題だと思
います。
この混沌とした世界情勢の中で、機械学会の学会活動はい
かにあるべきでしょうか？

そして、今回の不況は、我が国の製造業に大きな爪痕を残

すべきでしょうか？

計算力学部門は、どんな活動を

非才の身で、こうしたらよいという答

しています。いまこそ、計算力学がものづくりの現場に一層

えはありませんが、これまで通りでよいとはいえないと思い

のアプローチをするときです。計算力学部門のニュースレタ

ます。計算力学部門からものづくりにどんな貢献ができるか、

ーは、春と秋の年 2 回発行されていますが、例年、春のトッ

日本社会にどんな貢献ができるか、世界にどんな貢献ができ

プ記事は部門長就任挨拶、秋のトップ記事は依頼原稿となっ

るか、皆様と一緒に考えていきたいと思います。

ています。図らずも、過去 3 年分の秋のトップ記事は CAE
の話題でした。

とりとめもなく書き連ね、十分な所信表明になっていない
面もありますが、今年度計算力学部門の各種委員役員の方々

2006 年秋 No.37「企業における計算科学の適用−産業機械

とともに、今期の活動を具体的に立案し進めて行きたいと思

設計におけるフロントローディングのすすめ−」小林淳一

います。委員各位のご意見はもちろんのこと、部門登録会員

氏（（株）日立製作所研究開発本部ソリューションセンタ）

のご要望を広くお聞きし、今期の活動を具体的に立案し進め

2007 年秋 No.39「計算力学への期待〜ものづくりと

て行きたいと思いますので、皆様方の暖かいご支援を賜りま

CAE ：アナリシスからシンセシスへ〜」平野徹氏（ダイ

すようお願い申し上げます。

キン情報システム株式会社）

大野 信忠
名古屋大学 大学院工学研究科 計算理工学専攻／機械理工学専攻
このたび、第 86 期計算力学部門長を退任することになり

から、次期副部門長を選挙によって選出することになりまし

ました。この１年間、皆様の温かいご協力により、なんとか

た。このため、副部門長選挙要領の新規作成とそれに基づく

部門長の任務を全うすることができました。計算力学部門の

副部門長選挙の実施が第 86 期の最も主要な任務となりまし

活動を支えて下さいました総務委員の皆様や運営委員の皆様

た。選挙要領の作成では、これまで部門長経験者の話合いで

をはじめとして、年次大会や部門講演会の実行委員の方々、

考慮されていた

各種の講習会や研究会を企画・運営して下さいました方々、

が、なんとかルール化し、初めての副部門長選挙を無事終え

英文ジャーナル JCST の編修委員の皆様に深く感謝いたしま

ることができました。しかし、新規に作成した選挙要領です

す。特に、部門幹事の田村先生（東洋大）と機械学会の曽根

から、いろいろ問題点があると思いますので、今後、総務委

原さんには大変お世話になりました。心より感謝の意を表し

員会および運営委員会で検討・改正していただければと存じ

ます。

ます。

研究分野のバランス

に苦心いたしました

昨年の今ごろ、第 86 期になすべきことを考えつつ、ニュ

この１年間、計算力学部門長として多くの経験をいたしま

ースレターの部門長就任挨拶を書いていました。書き終えて

した。野口裕久先生（第 81 期部門幹事）と桑原邦郎先生

印刷に回った後に、副部門長選出方法が従来とは大きく変わ

（今期業績賞受賞者）のご逝去という悲報もございました。

ることになりました。計算力学部門は部門横断型であるため、

部門長として誠心誠意対応したつもりですが、いたらなかっ

従来は、部門長経験者の話合いにより

研究分野のバランス

た点もあったと感じています。計算力学部門の益々の発展を

を考慮して次期副部門長候補者１名を選び、拡大運営委員会

祈りつつ、新部門長の大林茂先生にバトンタッチしたいと思

で承認を得てきましたが、部門創設後 21 年目となる第 86 期

います。
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姫野 龍太郎
理化学研究所 情報基盤センター
計算力学部門では、1990 年度より部門賞として功績賞、
業績賞を設けております。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

ど、多岐・広範囲に渡り、大きな業績を上げてこられました。
西岡氏のご略歴は次の通りです。
1970 年 9 月

神戸商船大学商船学部機関学科卒業（注：正
式修業年限 4 年 6 ヶ月）

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

1972 年 4 月

運輸省航海訓練所運輸教官助手

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

1974 年 6 月

横浜国立大学工学部文部教官助手

ムページに掲載されております。

1978 年 1 月

米国ジョージア工科大学研究員

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

1982 年 7 月

米国ジョージア工科大学客員助教授

2008 年度の部門賞については、当ニュースレター No.40 に

1984 年 4 月

神戸商船大学商船学部助教授

推薦依頼のご案内を掲載し、2008 年 6 月 30 日までに推薦の

1991 年 4 月

神戸商船大学商船学部教授

あった候補者について選考委員による慎重かつ厳正なる審査

2001 年 9 月

ルーマニア国立ガラチ大学名誉博士

を行った結果、8 月 4 日の部門拡大運営委員会において受賞

2003 年 10 月 神戸大学海事科学部教授（現職）

者は下記の方々に決定されました。
は現在では一般的になった計算流体力学の草創
功績賞

西岡俊久氏

（神戸大学大学院

期から、その発展に至るまでを第一線で引っ張ってこられ、

海事科学研究科

数式処理、離散渦法、熱流体解析、圧縮性流体解析、可視化

教授）

法など、非常に広範囲にわたり多くの研究成果を上げると同
功績賞

桑原邦郎氏

（株式会社計算流体力学研究所

時に、自動車の空力解析を始め、産業分野への応用でも多く
の業績をあげられました。また多数の若手研究者を育ててお

所長）

り、我が国の計算力学の発展へ大きな功績を残されました。
業績賞

中谷彰宏氏

（大阪大学大学院

工学研究科

誠に残念ながら、今回の贈賞が決まり、贈賞式への出席を
お願いしてそれほど日にちもたたない昨年の 9 月 14 日、突

教授）

然逝去されました。桑原氏も贈賞式への出席を楽しみにして
業績賞

高木周氏

（理化学研究所

次世代計算科学研究開発プログラム

いたとお聞きしています。突然の訃報に接し、桑原氏のこれ
チ

ームリーダ）

までの業績の大きさにあらためて気づかされると同時に、氏
の意志を継いでこの分野を更に発展させてゆくことが、残さ
れたものの責務と存じます。ご冥福を祈ります。

これを受けて、第 21 回計算力学講演会（琉球大学）の会

桑原氏のご略歴は以下の通りです。

期中の 11 月 2 日に部門賞授賞式を開催し、これらの方々に

1970 年

東京大学工学部物理工学科助手

英文表記された記念の楯をお贈り致しました。なお、桑原氏

1980 年

NASA（アメリカ航空宇宙局）AMES 研究所客員
研究員

は授賞式に先立つ 9 月 14 日に突然逝去されたため、代理の
大林茂（東北大・大学院）氏に受け取っていただき、ご家族
の方にお渡しいただきました。
以下に受賞者をご紹介致します。

1981 年

文部省宇宙科学研究所システム利用科学研究系
助教授

2004 年 10 月

独立行政法人宇宙航空研究開発機構宇宙科

学研究本部宇宙環境利用科学研究系助教授
は破壊現象、とくにその動力学に関して、数理
的基礎研究を中心に一連の研究を行ってこられました。例え

2006 年 4 月

株式会社計算流体力学研究所

2008 年 9 月 14 日

取締役所長

ご逝去

ば統一的破壊パラメータ経路独立Ｔ * 積分の導出や非定常高
速伝播き裂先端の一般漸近解の導出、動的破壊の移動有限要

は変形と力学特性の微視的構造のモデリングと

素シミュレーションの提唱など、例を挙げるときりがないほ

新しい計算力学理論の構築を主たる研究テーマとして取り組
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まれ、材料力学分野において原子レベルからの解析にいち早
く着手し、この分野で我が国において先導的な役割を担って

は、これまで流体工学、特に液体中に多数の分散

こられました。また、計算固体力学分野の重要なテーマにつ

相が存在する分散混相流の分野で、ミクロ・メゾ・マクロの

いて研究を行い、微視的構造と巨視的挙動との間を関連付け

スケール間相互作用に支配されている熱流動現象に対して、

るマルチスケール解析についても精力的に取り組まれ、計算

数理的な厳密さを重視しながら理論解析および数値計算手法

固体力学の分野で大きな研究業績を挙げると同時に、この分

の開発を行い、マルチスケール解析を実現してこられました。

野を引っ張る先導的役割を果たしておられます。中谷氏のご

その応用先は液体中に多数の気泡を含む気泡流に留まらず、

略歴は次の通りです。

血流中の赤血球やベシクルの挙動など幅広い分野に及んでい

1993 年３月 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修
了

博士（工学）

ます。高木氏のご略歴は次の通りです。
1995 年 3 月

東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻博
東京大学大学院工学系研究科助手

士課程修了。博士（工学）

1993 年４月

大阪大学工学部助手

1995 年４月

大阪大学工学部講師

1995 年 4 月

1997 年２月

大阪大学工学部助教授

1996 年 10 月 東京工業大学工学部助手

1998 年４月

大阪大学大学院工学研究科助教授

1998 年 4 月

東京大学大学院工学系研究科講師

2002 年 1 月

東京大学大学院工学系研究科

1999 年 10 月 米国ブラウン大学客員准教授（研究）（文部

准教授）

省在外研究員至 2000 年９月）
2004 年５月

大阪大学大学院工学研究科教授

助教授（現：

（現職）

2007 年 4 月

理化学研究所次世代計算科学研究開発プログ
ラム

2006 年８月 文部科学省研究振興局学術調査官（至 2008

チームリーダー（現職）

年７月）

西岡 俊久
神戸大学大学院 海事科学研究科 海事科学専攻
１．はじめに
この度は、私が憧れていた計算力学部門功績賞を受賞して、

研究室在籍中、鷲津久一郎先生、岡村弘之先生、山田嘉昭
先生、森口繁一先生などの大変魅力ある講義が思い出として

大変光栄に思っています。過去には私が学問的に尊敬してい

残っています。宮本博先生の講義は残念ながら時間が合わず

る錚々たる著名な先生方が多数受賞されておられ、私のよう

取ることができませんでしたが、宮崎先生の取られた講義ノ

な浅学非才な者がこのような方々の一員に加わっていいのか

ートをお借りして筆写したことを覚えています。

と身が引き締まる思いをしています。

丁度、その頃、菊池文雄先生（現東京大学教授）が、博士

このたびの受賞タイトルは『動的破壊力学に関する数理的

課程を修了され、東大航空宇宙研助手に転出されるところで

基礎研究及び関連数値シミュレーション手法の開発』でした。

した。それで、菊池先生が使われていた机や本箱を私に譲っ

私が計算力学関係の研究に入るようになりましたのは、東

て頂きました。また、大矢弘史（現、石川島播磨重工業株式

京大学の当時の原子力工学科安藤良夫先生及び矢川元基先生

会社技術研究所構造研究部課長）さんには、私が分かるまで、

のお陰です。とくに、当時助教授になられたばかりの矢川先

議論に付き合って頂きました。これらの先生方に厚くお礼申

生に熱心に指導して頂きましたことは、私の人生で最も大き

し上げます。

な幸運の一つと深く感謝しています。
その当時矢川先生はアメリカ・テキサス大学留学から帰国
されたばかりで、直接研究指導を受けていた者は、現在京都

２．学問力向上には憧憬が重要である
矢川先生に指導を受けていた頃は私も非常に若かったので

大学教授宮崎則幸先生、横浜国立大学教授酒井譲先生、及び

すが、『少年老い易く学成り難し』の如く、もう定年が視野

私の３名でした。

に入る年齢になってしまいました。

私に与えられた研究テーマは『変分原理を用いた解析解と

今現在、あるいはこれから学問力（研究力）を向上しよう

有限要素解の重ね合わせ法』でした。このため、数理的な研

と考えておられる若い人達に少しでもお役に立てればと思い、

究の深い知識を得ることができました。しかし内心では、酒

私の経験を基にそれについての考えを述べたいと思います。

井先生がやられていた動的破壊の有限要素法シミュレーショ
ンが特に魅力的に映っていました。

上記の先生方は私が学問的に憧れている先生ばかりであり
ます。まず、学問力向上を図るためには、このような素晴ら
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しい方々への憧れを持つことが重要であろうと思われます。

発した移動有限要素法を用いて、世界に先駆け解明したこと

そのような方々に少しでも近づけるように、その方々の素晴

が当たると思われます。

らしいところをイメージに描きながら研鑽努力を積むことが
大切であろうと思います。

４．おわりに
残念ながら、私は多くの不運に見舞われました。とりわけ

３．序破急及び守破離

50 代半ばに過労による脳出血で左半身麻痺になってしまっ

古来より武芸学芸を向上させるための教えとして、ひとつ

たことは、かえすがえすも残念です。

には観阿弥・世阿弥が花伝書で述べています『序破急』が大

戦国時代を無事生き延びた伊達政宗の言葉『少年馬上過ぐ、

事と思われます。一方、北辰一刀流の教えの『守破離』とい

世平らかにして白髪多し、残躯天の許すところ楽しまずんば

う言葉もあります。

これいかに』をもじって、『青壮年机上過ぐ、年老いて髭に

いずれにしろ『序』『守』とは、最初の段階では指導者の
教えを守ってすでに体系化されている知識・方法を素直に大
いに学ぶことです。

白髪混じる、半躯余命天の許すところ、楽しまずんばこれい
かに』といった心境です。
今、研究が楽しくて仕方がありません。メクルメク世界を

次に、『破』の段階は、すでに体系化されているものに疑
問を持ち、これを破りブレイクスルーする脱却が必要なステ
ージです。

楽しんでいます。これからも天の許す限り、また定年まで新
しい研究をどんどん進めていこうと思っています。
重ねて、私を功績賞に選考して頂きました先生方、お世話

『急』『離』の段階では、体系化されたものから離れ、自分
自身で学んだ内容を独自に発展させることになります。
私のことを述べますと、永い間人類の未解決問題として残

になった先生方に深い感謝の念を申し上げます。
e-mail: nishioka@maritime.kobe-u.ac.jp
URL: http//simlab.kaiyou.maritime.kobe-u.ac.jp/

っていた動的き裂分岐瞬間のメカニズムを実験及び独自に開

中谷彰宏
大阪大学 大学院 工学研究科知能 機能創成工学専攻
この度、業績賞をいただき、ご推薦頂いた方々をはじめ、

原子レベルからの解析に着手し、原子モデルにより結晶構造

部門の皆様に感謝申し上げます。また、部門長はじめ運営委

体の変形や破壊のメカニズムと特性評価について研究してき

員会の方々、学会事務の皆さまには日頃お世話になっている

ました。この研究は、修士課程 2 年のお盆休みの帰省から研

ことこの場を借りてお礼申し上げます。

究室にもどってきたときに、恩師の北川浩先生から「分子動

私が「計算力学」という言葉を初めて耳にしたのは、確か

力学」についてご指導いただいたのがきっかけです。思い起

学部 3 年生のときの弾性論の講義中だったと思います。機械

こせば、北川浩先生が教授室で熱く語られ、書物や論文を手

工学の講義では「何々力学」というと、「何々」の部分には

渡されると目の前の羅針盤の針が静かに動くような気持ちに

「材料」、「流体」、「熱」、「機械」などの「対象」がくるもの

なったことこの時に限らず度々です。感謝の気持ちでいっぱ

と思っていましたので、今でこそ、「計算力学」や「実験力
学」という言葉に違和感ありませんが、当時は何か新鮮な響
きを感じました。

いです。
材料力学分野における原子レベルからのミクロ構造解析に
関する研究は、解析力学と統計力学の基礎を我流で勉強する

学部を卒業し大学院に進学した年の春、本物の機械工学研

ところからスタートしましたが、研究室で成熟の域にあった

究というのはいかなるものかを知らねばと思い、卒業旅行も

有限変形論に基づく固体力学研究と常に比較しながら体系を

兼ねて上京し、通常総会の学術講演会を聴講しました。フォ

作っていくことができ、そのプロセスが私の中での計算固体

ーラムだったかワークショップだったかで、先生方が計算力

力学分野のマルチスケール解析に関する力学モデルの研究に

学の将来について大激論をかわされているのを目の当たりに

大いに役立ちました。そしてミクロからマクロまでを階層シ

して、衝撃を受けたこと今も鮮明に覚えています。この年に

ステムとして捉える重要性の認識にたって、システムの微視

第 1 回計算力学講演会が開催されたとのことを後で知り、ち

的内部構造とその時間発展としての構造変化機構を陽に考慮

ょうど部門のキックオフの時期だったのだということがわか

したモデルを出発点として高次の力学モデルの構造とその計

りました。思えば学生時代も含めてこの 20 余年間、計算力

算力学的方法論の確立に向けた取り組みに結びついていま

学部門に育てていただいたといっても過言ではありません。

す。また、米国ブラウン大学に客員助教授（研究）として招

私は、主に材料力学分野においてナノメートルオーダーの

へいされ、Alan Needleman 教授のもとで離散転位塑性論の研
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究を行う機会をいただくという貴重な経験にもつながりまし

からは、「我々（研究者、工学者、そして……）はガリレオ

た。

の末裔である」というお言葉とともに、日頃から力学の面白

私が学生時代には、充実したスタッフの先生方にご指導い

さや奥深さをご指導いただいていることもあり、また、自称

ただけただけでなく、学生どうしでの自主的な勉強会を開催

隠れ天文ファンでもあり、勝手ではありますが少々気になっ

して、昼夜問わず恵まれた環境で研究に没頭することができ

ています。

ました。また固体力学研究室の諸先輩方には、本会でもご活

1609 年はヨハネス・ケプラーが惑星の運行に対する第一、

躍の先生方が大勢おられ、新しい分野の開拓的な仕事をされ

第二法則（太陽を焦点とする楕円軌道の法則、面積速度一定

たこれら先輩の修士論文や学位論文をいつも読める研究環境

の法則）を発表した年でもあります。ガリレオの天体観測結

にありました。いま教員になってからも、教育・研究に情熱

果が「星界の報告」と題して論文発表されたのは 1610 年 3

を傾けるスタッフを研究室にお招きすることができ、そして

月ですが、ケプラーは数週間たたない 4 月はじめにはその論

何よりも、教育の現場で、学生諸氏と一緒に楽しく研究活動

文を読んでいたとの記録があります。今日のようにインター

をさせていただいていること、心からありがたく思っていま

ネットが普及して情報が瞬時に世界中を飛び回る時代とは単

す。

純な比較はできないにせよ、さぞかしエキサイティングな学

また、関西支部 NCP 研究会・機械の強度と形態研究懇話
会、計算力学部門の P-SC 研究会、A-TS 研究会、日本材料学

術交流がなされていたに違いないと想像します。今日にも通
じる研究装置の開発や学術研究の一端が伺えます。

会の分子動力学部門委員会などで、メンバーの方々から実に

学術研究の発展が目覚ましく、電子ジャーナルが読める便

多くの示唆に富む指導をいただいただけでなく、叱咤・激励

利な時代の多忙な日常にあって、まもなくガリレオが天体観

をたまわり本当にありがたく思っています。

測を始めた年齢にさしかかる自分自身がいったいどのような

ところで、今年 2009 年は、当時 45 歳のガリレオ・ガリレ

形で社会貢献ができるのかを、今回の受賞を機に真剣に考え

イが、望遠鏡の発明・特許を知り、苦心して天体望遠鏡を製

ていきたいと思っています。今後とも精進を続けて参ります

作して、はじめて夜空を観測してからちょうど 400 年目にあ

ので、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

たり、世界天文年と定められていることは、各種のイベント

（研究室 URL http://www.md.ams.eng.osaka-u.ac.jp/）

や報道を通じてご存知のことと思います。恩師の北川浩先生

高木 周
(独）理化学研究所 次世代計算科学研究開発プログラム 臓器全身スケール研究開発チーム、
東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻
この度は、計算力学部門業績賞という大変名誉な賞をいた

れました。その際、計算力学的には信頼性の高い計算を行う

だき、光栄に感じております。これまでご指導を賜りました

のが決して容易ではなく、結果として個々の問題に応じて独

先生方ならびに研究を進めていくにあたり多くの議論にお付

自の数値計算手法もしくは解析方法を開発せざるを得なかっ

き合い下さった皆様方に深く感謝いたします。

たというのが実情でした。そして、このような研究の進め方

私は、これまで数値流体力学の分野の中でも特に、液体中

を、上記の単一気泡に関する連続体力学レベルの計算だけで

に変形気泡・液滴・ベシクルなどが存在する分散混相流と呼

なく、分子スケールの気液界面の解析から汚水処理曝気槽内

ばれる分野で精力的に研究を行ってきました。博士論文では、

における気泡流の数値計算まで、多岐に亘るスケールの現象

上昇する単一変形気泡に関して、気泡周りの境界適合格子を

に対して適用し、それぞれのスケールの問題に対応した数値

用いて、支配方程式を反変速度物理成分により離散化し、さ

計算手法を、研究室のスタッフや大学院生とともに開発して

らに気液界面における境界条件に特殊な反復法を導入するこ

参りました。すなわち、数値計算のための数値計算ではなく、

とにより、十分な精度を保ちつつ数値的安定性を達成する計

現象解明を目的とした数値計算手法の開発というのが根底に

算手法を考案し、単一気泡に関する複雑な現象に対していく

あったかと思います。

つかの重要な知見を得ることができました。その後、界面活

今回の受賞は、いままで自分が進めてきた界面の変形を伴

性剤が気泡運動にもたらす様々な効果について、数値計算、

う現象に対する種々の数値計算手法の開発に対して評価した

実験および理論の多方面からの解析を進め、界面活性剤がせ

頂いたものと考えますが、これからの研究活動にとって大変

ん断流中の気泡に与える影響に関して、実験では計測の難し

励みになるとともに、改めて自分が今後どのような貢献をし

い気液界面での３次元速度分布や応力分布について詳細な知

ていけるかを考えるよいきっかけとなりました。私は現在、

見を得る研究を行なって参りました。これらの一連の研究は、

東京大学からの出向という立場で（独）理化学研究所次世代

実験的に計測の難しい部分をなんとか数値計算により補填す

計算科学プログラムに籍を置き、文部科学省「最先端・高性

ることによりメカニズムを解明したいという考えのもと行わ

能汎用スーパーコンピュータの開発利用、次世代生命体統合
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シミュレーションソフトウェアの研究開発」において、臓器

れたものであります。研究テーマの選び方や研究の進め方を

全身スケール研究開発チームのとりまとめ役を仰せつかって

始め、現在の私の研究および研究者に対する考え方まで非常

おります。開発対象のメインは、MRI, CT, 超音波などを用

に大きな影響を受けており、まさしく育ててもらっていると

いて取得された個人ごとの人体データを基に、人体の動的シ

感じております。記して感謝の意を表します。また、大学院

ミュレーションを行い、病態の予測や治療支援を行なおうと

時代および教員となった後と、２度に渡りそれぞれ一年近く

するものであります。ここでもやはり、画像データをもとに

の滞在をしましたアメリカ、ジョンズホプキンス大学のアン

構築された人体ボクセルデータから、いかに余分な手間なく

ドレア プロスペレッティ教授には、講義で鍛えられ、研究

信頼性の高い計算を行なうかが重要となり、そのための数値

の議論で鍛えられました。論理をきちんと構築しながら研究

計算手法の開発が必要となってまいります。シミュレーショ

を進める方法については、同教授より多くを学びました。そ

ンの医療応用という目的にあわせ、具体的な問題に対して新

れ以外にも、実に多くの方から多くの事を学ばせていただき

たに開発されるべきソフトウェアの特性が決まり、開発され

ました。これまで色々な意味で支えてくださった周りの方た

たものを利用した医療技術が創出されなくてはいけないとの

ちの期待に答えることができるよう、一層努力を重ねて研究

思いを強めました。

者として成長していきたいと思っております。今後とも実り

最後になりますが、私のこれまでの研究生活の大半は、私
の大学院時代の指導教員でもあり、その後ずっと一緒に仕事

ある厳しい議論にお付き合いいただきたく、宜しくお願い申
し上げます。

をしてまいりました東京大学・松本洋一郎教授のもとで行わ

越塚 誠一
東京大学 大学院工学系研究科 システム創成学専攻
はじめに

子法の考えに至るのは自然であるといえよう（図１）。

粒子法は、連続体の支配方程式を粒子の運動として離散化
する方法である。従来の有限体積法や有限要素法と異なり、
計算格子を必要としない。そのため、流体解析では自由表面
の複雑な挙動、混相流、相変化といった問題に、構造解析で
は大変形、破壊といった問題に適していると考えられ、研究
が盛んにおこなわれている。
ここでは筆者が開発した粒子法である Moving Particle
Semi-implicit（MPS）法について、その発展の現状をいくつ
かの視点からまとめてみたい。
Moving Particle Semi-implicit（MPS）法の開発
筆者の専門は数値流体力学である。数値流体力学の研究の

図 1 粒子法と格子法の違い

発展には大きく２つの方向がある。１つは計算格子の自由度
の拡大である。初期の数値流体力学は長方形格子を前提とし

第２の方向は対流項差分スキームである。最も基本的な差

たものであり、滑らかな形状を扱うことができなかった。船

分スキームに風上差分と中心差分があるが、それぞれ数値拡

舶でも航空機でも滑らかな形状が流れにとっては重要であ

散と数値振動の問題が現れる。対流項の離散化において、数

り、これが扱えなければ実用性は無い。やがて、滑らかな形

値振動と数値拡散の両者を同時に抑制することは困難で、長

状に沿った曲線格子（境界適合格子）を扱える計算方法が登

年にわたって研究がおこなわれてきた。QUICK, Tensor

場した。間もなく、三角形や四角形が混在していても計算で

Viscosity, TVD, ENO, CIP, 河村-桑原スキーム, Donor Cell とい

きるようになり、格子さえ作れれば流れの計算ができるよう

った名称は、すべて対流項差分スキームに関するものである。

になった。様々な形状が混在している格子を非構造格子と呼

対流項は空間に座標系が固定されたオイラー記述の場合に現

ぶ。有限体積法も有限要素法も非構造格子を扱える計算方法

れる。ラグランジュ記述、すなわち流体に乗った座標系では

である。この第１の方向については、非構造格子の次の発展

対流項を計算する必要がない。つまり、第２の方向である対

として「格子無し」、すなわち、メッシュレス法あるいは粒

流項差分スキームに関しては、ラグランジュ記述を採用する
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ことによって課題そのものを消去することができる。粒子法
とはラグランジュ記述の計算法である。
要するに、粒子法は数値流体力学の研究の発展の中で、現
れるべくして現れた方法なのである[1]。

（Discrete Element Method）も発展してきている。特に最近で
は多数の粉体粒子を 1 個の DEM 粒子で計算するための粗視
化モデルが開発され、実用的な規模の粉体シミュレーション
が可能になってきている。さらに、MPS 法を組み合わせて

粒子法の歴史は古くて、ほぼ最初の流体解析手法である

固気混相流の解析が行われている[3]。また、DEM 粒子をつ

MAC（Marker and Cell）法とほぼ同じ時期に、PAF（Particle

なげて任意形状の剛体（変形しない固体）を計算する方法も

and Force）法という粒子法が提案されている。その後、宇宙

開発された。粒子を用いると粒子間距離の計算だけで接触判

物理学の分野において SPH（Smoothed Particle Hydrodynamics）

定をおこなうことができ、多数の剛体を効率的に扱うことが

法が作られたが、これは圧縮性非粘性流れを陽的に解く粒子

できる。これと MPS 法を連成させて、波の中で船舶が大き

法であった。そこで、工学の実用的な問題に多く現れる非圧

く運動する現象のシミュレーションがおこなわれた。

縮性粘性流れを解析することができる粒子法として、MPS

粒子法は、（1）大変形を扱うことが容易、（2）粒子間距離

（Moving Particle Semi-implicit）法を新たに開発した[2]。有限

を計算するだけで接触を簡単に判定できる、（3）粒子間相互

体積法で用いられてきた SMAC（Simplified MAC）アルゴリ

作用モデルという離散化方法で様々な物理を統一的に計算で

ズムを粒子法に適用した。また、空間離散化に関しても SPH

きる、といった特徴から、流体-構造連成のような複数の物

法とは違う方法を考えた。SPH 法の空間離散化は有限要素法

理現象が複合したマルチフィジックスの問題に適している。

に似ているが、MPS 法は差分法や有限体積法に似ている。

産業応用では複合問題を解くことが求められる場合も多く、

MPS 法を用いて複雑な自由表面流れを計算し、流体が分

粒子法に対する期待が高い。

裂したり合体したりしてもシミュレーションができることを
示した。自由表面の形状が大きく変化する砕波では、これま

映像制作への展開

での格子を用いる方法では格子生成が破綻して計算ができな

３次元の複雑な流れのシミュレーション結果は、可視化す

かった。一方、MPS 法を用いると、特に問題を生じること

ることで人間が理解できるようになる。ただしこの場合、可

なく計算できる。

視化は人間の理解を助けるための補助的な役割を担っている
に過ぎない。一方、映画やテレビ番組では、映像制作が最終

マルチフィジックスシミュレーションへの挑戦

的な目的であり、そのための計算がむしろ補助的な役割を演

筆者の専門が原子力工学であったことから、原子炉の中で

じている。最近では特撮のシーンがコンピュータシミュレー

おきている沸騰現象に粒子法を適用した。すなわち、相変化

ションとその結果を用いた可視化によって作られている場合

を伴う気液二相流解析である。液相から気相に相変化する際

が多くなっている。リアリスティックな映像を作るために、

には、1000 倍程度の体積膨張を伴うことも多い。そこで、

リアリスティックな物理シミュレーションを用いるという方

気相と液相の界面での熱の収支を計算して、これを潜熱で割

法論を物理ベース CG（Computer Graphics）と呼ぶ[4]。そこ

り、新しく気相粒子を生成することで、相変化の計算をおこ

で求められているリアリスティックな物理シミュレーション

なった。他にも、単一気泡が上昇するときの形状、単一液滴

とは、実は従来の工学でおこなわれてきているシミュレーシ

の分裂、ジェットブレークアップとその後の液滴系分布、核

ョンと同じである。

沸騰における単一気泡の成長と離脱、壁面への単一液滴の衝
突などのシミュレーションをおこなった。

粒子法は、自由表面などの大変形を扱うのが容易であるこ
と、マルチフィジックスの計算に適していることから、物理

また、原子炉の仮想的な過酷事故では、原子炉が溶融・凝

ベース CG の有力な手法であると考えられ、映像制作への適

固することも考えられ、粒子法を用いて固液の相変化（溶融

用が広がっている。また、粒子法では粒子の発生や消滅が無

と凝固）を計算した。この場合は体積変化が少ないので、熱

ければ質量の保存が保証される。これは大規模高速計算のた

計算に伴って粒子の性質を液相あるいは固相に変化させるこ

めにアルゴリズムを簡略化しても保たれる特徴であり、映像

とでモデル化した。例えば、粒子法における凝固モデルでは、

制作に適している。既に、粒子法にもとづいた物理ベース

移動する液相粒子を移動しない固相粒子に変えるだけでよ

CG のソフトウェアが多く開発されている。また、日本のテ

く、これによる流路形状の変化も考慮できる。原子炉の過酷

レビ番組や映画で、粒子法による大規模シミュレーションを

事故に関わる現象として、蒸気爆発における液滴細粒化、溶

用いて洪水や高潮のシーンが既に作られている。

融炉心-コンクリート相互作用、溶融炉心デブリの形成過程
などのシミュレーションをおこなった。

物理ベース CG は、シミュレーション技術とコンピュータ
グラフィックス技術を融合したものであり、シミュレーショ

構造解析にも粒子法は適用できるので、流体と構造物の両

ンの新しい応用分野である。その中でも、リアルタイムな物

方を粒子法で計算し、連成させる研究もおこなった。粒子法

理ベース CG の研究は、コンピュータゲームへの適用を目的

なので流体と構造物の界面の大変形を伴う場合にも容易に適

としている場合がおおい。しかしながら、リアルタイムな物

用できる。他にも、薄肉弾性体や布というような薄肉の構造

理ベース CG はコンピュータゲーム以外にも仮想外科手術、

物、あるいはそれと流体との連成についてもシミュレーショ

操船シミュレータ、バーチャルファッションショーなど、

ンをおこなった。

様々な産業応用が考えられる。ただし、精度の高いリアルタ

一方、粉体流動を計算するための粒子法である DEM

イムな３次元シミュレーションには現状のパーソナルコンピ
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ュータではまだ能力が不足している。

ようという研究も発表されている。CPU の 10 倍〜 100 倍と
いうと、ちょうど３次元粒子法シミュレーションがリアルタ

Graphics Processing Unit（GPU）を用いた高速計算

イムに実行できるという値である。そこで、上に述べたリア

Graphics Processing Unit（GPU）はパーソナルコンピュー

ルタイムな物理ベース CG は、GPU の登場によって現実味を

タやゲーム機において画像表示を高速化するための専用のプ

帯びてきたということができよう。

ロセッサである。最近、GPU を科学技術計算に用いること
が試みられており、CPU の 10 倍〜 100 倍の性能が得られる

おわりに

と報告されている。しかも、最新の GPU を備えたカードは

ここでは粒子法シミュレーションの発展の現状をまとめ

２〜５万円程度で手に入る。GPU をプログラムによって動

た。粒子法は複雑な自由表面流れなど、界面の大変形を伴う

作させるための高級言語が提供され、GPU によるシミュレ

シミュレーションに適している。そして、流体、構造物、剛

ーションは急速に普及しつつある。東京工業大学は 2008 年

体、薄肉構造物、粉体の挙動およびこれらの連成挙動のシミ

に多数の GPU を並列につなぎ、スーパーコンピュータとし

ュレーション（マルチフィジックスシミュレーション）に研

て動作させることに挑戦している。

究が進んできている。さらに、映像制作のための物理ベース

GPU の内部では多数のプロセッサが並列で動作するよう

CG として応用が広がっている。一方、GPU を用いることで

な構造になっており、チップの中で多数の並列計算をするこ

科学技術計算は劇的に高速化されつつあり、粒子法シミュレ

とができる。ただし、メモリアクセスを工夫しないと十分な

ーションでも大幅な計算の高速化が報告されている。特に、

性能が得られないなど、ハードウェアの特性を熟知した上で

リアルタイムな物理ベース CG を実現することで、シミュレ

プログラミングを工夫する必要がある。

ーションの利用をさらに広げることができる。

GPU は現在のところ２社が製品を供給していて、さらに
CPU 大手の１社が参入することを表明している。また、こ
れを動作させる高級言語にも新たな動きが見られる。そのた
め、現在の環境でソフトウェアを開発しても、数年後には使
えなくなる可能性がある。それでも GPU による計算速度の
向上、特にそのコストパフォーマンスの向上は劇的である。
GPU を用いた粒子法シミュレーションは既に研究があり、
GPU に適したアルゴリズムが提案されている。複数の GPU
を並列に動作させて、さらに計算速度や計算規模を向上させ
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はじめに

速化の観点から、コスト的に極めてリーズナブルな並列計算

本稿では、東大・越塚教授らが開発した粒子法である

機である GPGPU の有効活用についても触れたい。

MPS（Moving Particle Semi-implicit）法の産業界での最新の
活用事例についてご紹介したい。

産業界からの期待

近年粒子法は、境界条件、表面張力、乱流等の各種の要素

粒子法に関する産業界の期待は大きく分けて 2 つある。一

技術の発展と計算機の性能向上に伴い、CAE ツールとして

つは自由界面問題、連成問題、噴流、混相流等、既存の

活用できる範囲が急速に広がっている。その一方で、一部で

CAE ツールでは取扱いにくい現象に対して、なるべくロー

やや過剰な期待感があるように、あらゆる問題が解けるオー

コストかつロバストに有用なデータを得たいというニーズで

ルマイティな手法ではなく、計算手法や物理モデルの前提条

ある。もう一つは CFD における最大のコスト要素であるメ

件や適用可能範囲を十分に考慮に入れて応用していく必要が

ッシュ生成のプロセスを回避したいというニーズである。

ある。

筆者らの経験によると、粒子法によってそれらのニーズを

そこで本稿では、筆者らが CAE として有用な結果を得た

解決できる問題は多い。ただし、粒子法では、とくに気流解

事例について、可能な限り実物に近い図を使ってご紹介する

析で重要な要素となる場合が多い渦や境界層剥離の再現が難

ことにより、産業での活用の現状について、少しでも具体的

しい。粒子法は格子ベースの解析手法を完全に置き換えるも

なイメージをお伝えできればと思う。

のではなく、問題に応じて、粒子法と格子法とを適切に使い

また、粒子法の今後の普及にあたっての鍵となる計算の高

分ける必要があると考えている。
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一方で、応用する問題や CAE ツールとしての適用方法が

流体−剛体連成解析

適切であれば、格子ベースの解析手法ではアプローチできな

粒子法のメリットが大きく活かせる問題に、流体−剛体の

かった産業上の難問題のシミュレーションが可能になった

連成現象がある。図 3 は切削加工時に大量に発生する切削屑

り、メッシュ生成のコストなしで設計の上流工程における

をオイル（クーラント）でフラッシュする切削屑の洗浄シミ

「あたり解析」が可能になったりと、これまでの CAE ツール

ュレーションの一部である。クーラントと切削屑の相互作用

の常識を覆すような大きな産業応用の可能性がある。

の計算はもちろんのこと、切削屑と切削機械の間での摩擦や
切削屑同士の摩擦の影響をも計算に入れている。粒子法では、

複雑形状の取扱い

接触の判定がロバストかつ容易に行えることが大きな特長で

粒子法を CAE に適用するにあたって、従来の大きな難点

ある。

の一つは複雑形状の表現の困難さにあった。例えば、複雑形

図 4 〜図 6 は土木・建設分野での応用事例である。図 4 は S

状を持つ容器内の流体のスロッシングを扱おうとした場合

字の排水管の中を固形物が押し流されていく様子をシミュレ

に、壁（境界）を粒子モデルで表現すると、「がたついた」

ーションしたものであり、図 5 は固形物のゴミの混じった下

形状表現となってしまい、計算精度が著しく落ちてしまう。

水から固形物を分離する分水桝のシミュレーションである。

そこで近年、粒子モデルではなく、ポリゴンで境界を表現

図 6 は都市型洪水の解析事例で、大雨時に地下鉄の構内に水

し、ポリゴンと流体粒子の相互作用を計算する手法が開発さ

が流れ込むシミュレーションを行ったものである。ゴミ箱や

れ、粒子法の実用化にあたって極めて大きな前進となった。

標識が押し流される動きも流体−剛体の連成計算によって求

その事例として、自動車のギアボックスの中のオイルの掻

めている。このように粒子法では流体−剛体の相互作用を伴

き揚げを解析したものをご紹介したい（図 1、図 2）。この解

う現象をロバストかつ容易にシミュレーションを行うことが

析ではオイルを掻き揚げるギアの形状もポリゴンモデルで表

可能であり、粒子法の産業応用分野として可能性が大きい。

現されていることにご注目頂きたい。図 2 は流体粒子とポリ
ゴンの境界条件をそのまま表現したもの、図 1 は粒子法の解

攪拌解析

析結果から流体表面の位置を求め、レイトレーシングによる

図 7 は攪拌解析の事例である。底面にあるプロペラの回転

レンダリング処理を行って、CG として表現したものである。

によって、流体が攪拌され、それに伴って生じる水面の凹み

通常、この種の解析を移動格子法等で行うためには、計算

や、流体中に混じっている物体が攪拌される状況をシミュレ

モデルの準備に多大な労力と時間を要するが、粒子法では

ーションすることができる。このような解析は、医薬食品業

CAD で形状モデルを用意すれば、10 分程度のプリ処理を行

界・化学業界をはじめとした攪拌機器を使用する業界におい

うだけで CFD を実施することができ、CAE ツールとして非

て必要とされるものであるが、既存の CAE ツールではシミ

常に有用性が高い。

ュレーションが実現できていなかったものである。
また、図 8 は高粘性流体の混錬攪拌の解析である。粒子法
は材料要素の追跡ができるため、多種の材料が交じる様子を
非常にリアルに再現することができる。また、高粘性流体の
シミュレーションは数値的に不安定になりやすいが、この計
算では高粘性の流体を安定的に計算するために特別に開発さ
れた手法が組み込まれている。
噴流解析
図 9 は塗装時におけるノズル口からの塗料の噴出の解析で

図 1 自動車のギアによるオイルの掻き揚げ（レイトレーシング
による CG 表現）

あり、図 10 は鍛造加工時における冷却液による金型の冷却
の解析である（アイチ情報システム（株）様提供）。図 9 で
は塗料の噴霧の広がり分布を定量的に求めることができてお
り、図 10 の冷却解析では、実験では計測が難しい金型内部
の温度分布を求め、いわゆる「見える化」を実現している。
噴流の解析に空気の影響や微細粒子化などを考慮すること
は、どのような手法を用いても難しい問題である。しかし、
図 9 や図 10 の事例のように、噴流が広がる範囲や場所によ
る噴霧の量をマクロ的に知ることができれば CAE として有
用である場合には、現在の粒子法技術によって十分に実用的
な解析が行える。

図 2 自動車のギアによるオイルの掻き揚げ（解析結果の粒子に
よる表現）

高密度差の二流体解析、マイクロスケール流れの解析
図 11 は気泡のシミュレーションを目的として、大きな密

11
度差のある二流体の解析を行ったものである。

きる GPU をシミュレーション目的に活用することである

密度差の大きい 2 流体解析は一般に大変難しい問題であ

（GPGPU）。GPU の演算パフォーマンスを引き出すためには

り、境界面の自由な変形を扱える手法は、格子法などの従来

メモリアクセス方法等に制約があり、粒子法シミュレーショ

手法でもほとんどない。この解析では高密度差（100 倍）の

ンのようにランダムなメモリアクセスが発生しがちな処理に

ある二流体を安定的に解くためのアルゴリズムを粒子法に導

必ずしも適合している訳ではない。しかし、データ構造やア

入することにより、世界に先
駆けて、2 桁の密度差のある
二流体の、安定的かつ実用的
な 3 次元解析に成功してい
る。
また、図 12 は表面張力の
影響が支配的になるマイクロ
スケールでの多相流の解析で
図 7 攪拌槽

ある。マイクロ Y 字管内の 2
相流は、流体の物性（粘性、
濡れ性）によって境界面が

図 3 クーラントによる切削屑の洗浄

様々な形状になる。この解析
では、実験から予想されてい
る円弧型の境界面の再現に成
功している。
CPU による高速計算
近年、粒子法においても格
子法のように部分的に解像度
を上げて解析を行う手法が提
案されている。ただし、その
理論や CAE ツールとしての

図 4 固形物を伴う配水管流れ

図 8 高粘性流体

図 5 分水桝（固形物の分離）

図 9 噴流

実装方法はまだ研究開発の途
上であり、基本的には解析領
域全体で均一の大きさの粒子
径で計算を行う必要がある。
結果として、設計上十分な解
像度を確保するために、格子
ベースの計算手法よりも大規
模な自由度が要求され、計算
時間が長大になってしまうケ
ースも多い。
むろん、スパコン等の
HPC を活用することによっ
て、計算の高速化は実現でき
るが、メッシュ生成なしに
CFD が行えるという粒子法
の「適用範囲の広さ」「手軽
さ」を前面に押し出そうとす
る場合に、高価なスパコンで
なければ計算が実行できない
のでは産業界における普及と
いう観点からは問題である。
そこで近年、筆者らが注目
しているのは一種の並列計算
機であり、かつ安価に入手で

図 6 都市型水害（地下鉄構内への浸水）

図 10

金型の冷却
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ルゴリズムを工夫するこ
とにより、実用上十分な
パフォーマンスを引き出
すことは不可能ではない。
まだ R&D 段階ではある
が、粒子法すべての計算
プロセスを GPU 上に実装
できた場合には、CPU で
の計算に比較して、十数
倍から 100 倍程度の高速
化が実現できる（図 13）。

図 11

高密度差の二流体

今後の粒子法シミュレーションの産業界での普及にあたっては、

図 12

GPU のような安価な並列計算環境の活用を念頭に入れたプログラ

マイクロスケールの流れ

ム開発が必須であると考えている。
おわりに
粒子法の産業応用にあたっては、CAE で得たいアウトプット
を十分に意識しながら、なるべく具体的な形で解析事例を蓄積
していくことが重要と考える。そしてそれらを大学と産業界の双
方においてシェアし、「手法→適用→結果→手法の改良」の正のル
ープをまわしていくことが大切であろう。
さらに、産業界への普及の大きな鍵は計算の高速化にある。今
後間違いなく訪れる「超並列計算環境の一般化」時代を踏まえて、
物理モデルの研究のみならず、それらを最新のハードウェアアー
キテクチャ上で十分なパフォーマンスが出せるアルゴリズムとし

図 13 CPU による粒子法計算の高速化
（出典：原田隆宏、日経エレクトロニクス 2008 年 6
月 2 日号、p.106）

て実装していく研究も、計算力学の重要な要素として意識して心
がけることが重要であろう。

SPH

CAE

酒井 譲
横浜国立大学 教育人間科学部（情報認知システム専攻）
う利点は主として次のような理由からと考えられる。
・メッシュレス性
SPH 法による現状技術

粒子法では有限要素法で用いるようなメッシュを全く必要

代表的な粒子法である SPH（Smoothed Particle Hydro

としない。基本的に粒子番号の集合のみをデータとして扱う

dynamics）法 1）2）について国際ジャーナルに発表された近年

ため、複雑な 3 次元形状物体などを解析するには非常に都合

（2008 〜 2009 年）における論文を検索すると、以下のような
分野で研究開発がおこなわれていることがわかる。

が良い。
・大変形への適合性

①流体力学解析

基本的にアップデート・ラグランジアン形式で表記でき、

②構造力学解析

大変形問題が扱いやすい。さらにメッシュレスであるため、

③流体―構造連成解析

メッシュ破綻やメッシュの歪みによる精度低下という問題が

④バイオーメカニクス

なく、極めて大きな変形まで解析が可能である。

⑤ナノメカニクス

・流体と固体を同じ離散化形式で同時に扱うことができる

⑥その他

SPH 法では流体の離散化も固体問題の離散化もまったく同

上記の分野は差分法、有限要素法、境界要素法あるいは

じアルゴリズムでおこなうことができる。たとえば流体―構

MD（Molecular Dynamics）などで従来からおこなわれてい

造連成解析を有限要素法でおこなおうとすると、流体解析の

る解析領域であるが、これらを SPH 法のような粒子法で扱

ための要素と構造解析のための要素は全く異なっているのが
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普通で、両者の力のやりとりもインターフェイス要素を介し

ロッシング解析、あるいは水撃力（ウォタージェット）によ

ておこなうなど非常に複雑化する。粒子法ではこのようなこ

る固体の穴あけ解析などがおこなわれている。

とがなく、与えられた偏微分方程式（流体は Navier-Stokes 方
程式、固体は Newton の方程式）をおなじアルゴリズムによ

バイオメカニクスとナノメカニクス

って粒子場を用いた表現に離散化する。このため、SPH は流

バイオメカニクスおよびナノメカニクスへの SPH 解析の応

体―構造連成だけではなく、熱解析、電磁場解析などが複合

用はまだはじまったばかりであり、まだ研究成果は多くは無

した連成問題に適用されつつある。すなわちマルチ・フィジ

い。

ックスへの応用が図りやすく今後、物理的に入り組んだ現象

人体頭部の詳細な構造を粒子表現し手術に役立てる研究、

を解くための有力な手法となると思われる。

または血管と血流および薬物の動的挙動などが試みられてい

・物理・工学現象の表現がしやすい

る。またナノメカニクスでは、カーボン・ナノチューブの動

粒子単位で解析に必要な物理量をもっているため、必要な

的変形（座屈、大変形）あるいはミクロレベルの洗浄問題な

物理量の表現がしやすい。これは粒子法によって解かれた流

どがとりあげられている。これらの領域は粒子法の利点が活

体表現などをみれば、物体挙動の表現はメッシュ（面表現）

かされる問題が多くあるとはいえ今後、かなり急速に進展す

よりも粒子（点表現）のほうがより柔軟性があることは明ら

る可能性があると考えられる。

かである。可視化のうえで欠かせないＣＧ表現ではビットマ
ップ形式の点の記述が基本であり、これは粒子法の単位であ

構造解析 4）

る粒子のもつ物理量を表現するには都合が良い。また原子・

構造解析では有限要素法などが不得手としている解析分野

分子レベルの現象はＭＤに見られるように粒子運動の記述が

への応用が進められている。まず構造解析において重要な解

基本であり、メソあるいはマクロ領域の連続体力学において

析精度については、SPH 法は基本的（2 次元、3 次元）に 2 次

も粒子表現を使用すると一貫した解析がしやすくなる。バイ

精度の解析が可能であることが示されていて、有限要素法に

オメカニクスの領域では粒子モデルを用いたマルチレベルの

劣らない解析精度が保障されている。したがって有限要素法

研究が行われている。

の適用が難しかったり、あるいは省力化のための使用法が検

それでは以下に、SPH やそれに関連する粒子法によってお
こなわれている代表的な研究について略述する。

討されている。
・大規模解析への応用
SPH 法はメッシュレスであり、内部のメッシュ生成をする

流体力学解析

必要がないため、3 次元データ作成が極めて簡単にできる。

流体力学では非圧縮粘性流体力学と圧縮性流体力学が扱わ

基本的には、CAD による表面情報（たとえば stl ファイル）

れている。非圧縮流体解析では複雑な３次元的流体（津波・

を用いて、自動的に物体を粒子表現することができ、3 次元

河川）の挙動、混相流、あるいは攪拌解析（流体―流体、流

解析用のデータを作成することができる。たとえば、下記の

体―固体）などがおこなわれ、従来のメッシュ依存型では表

携帯電話解析モデルはおよそ 50 万個の粒子で表現されてい

現できなかった問題が解かれつつある。また鋳造解析のよう

て、携帯電話の形状をスムーズに表現しているが、このデー

な鋳型に流れ込む複雑なプロセスを流体挙動をより精度良く

タ作成は粒子法専用の generater を用いれば 1 分間で作ること

表現する解析などもおこなわれている。図１は車の部品を鋳

ができる。メッシュ作成をする有限要素法ではおそらく、ニ

造するプロセスを SPH により流体―熱連成解析した例 3）で

ューモデルの携帯解析データ作成には数日以上の時間がかか

あり、従来の手法よりも詳細な製造挙動が明らかにされてい

ると思われる。解析結果は SPH 法によるものと著名な有限

る。

要素法ソルバーを用いたものとほぼ同様の結果を示すことが
あきらかにされている。

図１

鋳造物（左）と鋳造解析例（右）

また圧縮性流体解析では SPH あるいは MLSPH（SPH 法の

図２

携帯電話の落下解析

改良法）などによって、車のエアーバッグの膨張挙動、ある
いは火薬による爆発解析などがおこなわれている。
流体―構造連成としては船体の波動による揺れ、油槽のス

このように、複雑な 3 次元形状構造物の解析にはメッシュ
レス技術が非常に役立つ。
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・粉体などの解析への応用

在、最高のメッシュジェネレータを駆使してもなかなか困難

粉体の成型解析は従来ほとんど数値解析がおこなわれなか

なのが現状である。一方、SPH 法を使用した破壊解析もおこ

った。セラミクスのような粉物質は、最初、金型に盛られた

なわれるようになっていて、比較的良好なクラック成長が表

状態では内部に空間が含まれていて、メッシュで表現するこ

現できるようになってきている。

とが難しい。また圧縮成型されるプロセスではその空間が排

・超大変形解析への応用

除されて、初期の体積から半分あるいは 1/3 ほどまでに減少

一般の大変形構造解析はやはり有限要素法が使用されてき

したりする。いわゆる圧縮性物質であり、メッシュを使う解

ているが、変形のレベルが極めて大きい場合はなかなか有限

析を用いることが難しい。粒子法は粉体の個々の単位である

要素法の適用は難しい。たとえばゴム変形などは 500 パーセ

粉の１粒子を表現するには都合がよい。しかし、粉体の初期

ントを超える変形も珍しいことではなく、またメッシュを使

においては粉が潰されてゆくプロセスは連続体とはみなせな

用した解析は困難であることが多い。粒子法はメッシュを使

い、いわゆる非連続体としての挙動をしめすので、連続体力

用しないことから、超大変形によるメッシュ破綻から発生す

学に基礎を置く SPH をそのまま適用するには問題がある。

る諸問題がない、したがって非常に大きな変形を記述するに

そこで非連続体を表現する部分（粉体が初期の粉としての挙

は都合がよい。これらの超大変形解析には SPH 法や SPH 法

動を示す範囲）では、離散要素法（DEM）でモデル化する

から発展した手法（RKPM）などが用いられている。

ことを考える。DEM も粒子表現であるため、SPH 法とは比
較的スムーズに解析を繋げることができる。つまり粉の初期

今後の展望

プロセスは DEM モデルを用い、粉状態から連続体近似が可

上に記述した応用開発・研究はほぼ技術的に完成したもの

能なくらいに十分詰まった状態に対しては SPH 法を適用す

もあるが、多くはまだ始まったばかりのものばかりであり

る、こうすることで体積が大きく減少する粉体解析が可能と

様々な問題が残されているのが現状である。しかしながら従

なる。粉体成型プロセスを解析することで、最終成型時にお

来のメッシュ依存型の解析では不可能、あるいは非常に難し

ける内部欠陥の分布が予測できるなどの有用な情報が得られ

い問題を扱うことができる事例が最近きわめて多く報告され

る。

てきている。この方法のもつ柔軟な表現力によれば、いまま

・破壊解析への応用

で不可能と思われてきた諸問題が解決可能となることも夢で

材料の破壊プロセスを予測することは、プラントの健全性
などを図る上できわめて重要な技術である。いままでの破壊

はない。より多くの研究者の参加により、SPH 法などの粒子
法の応用技術を増やしてゆくことが望まれる。

予測解析は有限要素法を用いて、破壊力学の理論を応用しな
がら行われている。しかしながら複雑な３次元物体の破壊プ
ロセスを精度良く評価することは未だに困難な状態にある。
その原因は内部を成長するクラックの挙動の表現がなかなか
難しいためである。３次元物体においてクラック成長の形状
は複雑な場合が多い。これを有限要素法を用いて表現しよう

参考文献
1）R.A.Gingold and J.J.Monaghan, Mon. Not. R.astr. Soc. 181
（1977） 375
2）酒井、計算力学ハンドブック（矢川監）（2007）90
3）P.W.Cleary , Appl. Math. Modeling, 30 （2006）1406
4）粒子法研究会 http://dynaxserve.nmri.go.jp/MPSCUG/

とすると、クラック形状の適正なメッシュ作成が困難になる。
すなわち内部クラックをメッシュ生成で表現することは、現

三好 昭生
株式会社インサイト
現在の粒子法ソルバ（主として SPH）に適合したものを生成
する。構造解析や流体解析の主たる形状を生成するときには、
当社では 2003 年末より粒子法関連ソフトの開発に着手し

与えられた形状を外形として境界及び、その内部に粒子を各

た。始めに粒子モデルジェネレータを開発し、2006 年より

方向等間隔の格子状に配置するようにモデルを生成する。流

可視化ソフトの開発を開始した。それらの概要について述べ

体解析の容器のモデルを生成するときは、与えられた形状

る。
先ず各ソフトに要求している機能/性能について述べる。

（流体部の形状）の境界上及びその外側に 2 層の粒子層を生
成する。構造解析で、剛体として取り扱いたい部材がある場

粒子モデルジェネレータでは入力形状を三角形ポリゴン（表

合、内部に粒子を充填するとモデル規模が無駄に大きくなる

面メッシュ）としている。具体的には STL や ADVENTURE

ので、それを避けるため、外形境界上およびその内側に 2 層

の表面メッシュフォーマットに対応している。粒子モデルは

の粒子層を生成する。
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材料データ及び境界条件は対話処理により入力できる必要

1500 万粒子である。2GB の場合、520 万粒子のモデルの生

がある。3 次元モデルだけでなく、2 次元モデルも生成する。

成・保存に Pentium 3GHz クラスのマシンで約 2 分を要する。

アセンブリの粒子モデルに対しては 1 部品につき、1 ポリゴ

図 1 に示すのは http://www.ncac.gwu.edu/vml/models.html で公

ンファイルを用意する。複数のポリゴンファイルを元にアセ

開されている 1997 Toyota Rav4 Detailed Model （約 50 万要素）

ンブリの粒子モデルを生成する。その際部品間に、粒子の重

を元に生成した 520 万粒子の粒子モデルである。現時点では

複が生じる場合があるので、重複を除去する機能も必要であ

当ソフトは可視化機能を持たないため、可視化は可視化専用

る。生成モデル規模として、内部充填の場合、4GB のメモリ

ソフトで行う必要がある。これは生成可能な粒子モデルの規

で最大 2000 万粒子のモデルを生成することを目指している。

模を最大にするという方針に基づいている。

粒子生成速度は実用モデルが 5 分以内に生成できることを要

現時点で要求してない機能に、方向別に異なる粒子間隔を

求している。また品質の良くない形状データであっても、粒

持つ粒子モデルを生成する機能がある。これは実は 2 次元紛

子モデル生成アルゴリズムが破綻しないことを要求してい

体解析統合ソフト Meshman̲Powder2D Ver. 1.0 では既に実現

る。

している。圧縮される前の紛体は容器に緩く充填されるため、

可視化ソフトは形状ファイル、粒子モデルファイル及び、
過渡応答解析の解析結果の一連のファイルを表示することが
できる。また過渡応答解析結果の一連のファイルよりムービ
ーを作成することができる。3 次元粒子法可視化ソフトは他

重力方向の粒子間隔を他の方向に比べて、より大きくする必
要がある。
2 次元統合ソフトに言及したので、当社の有する他の 2 次
元粒子法統合ソフトも紹介する。

の 3 次元可視化ソフトと同様にモデル形状をシェーディング

Meshman̲Particle2D/Meshman̲Super Particle2D Ver. 1.0 は構

して立体的に表示する必要がある。粒子モデルの場合、外表

造解析の統合ソフトである。Meshuman̲SPFlow2D Ver. 1.0 は

面という概念を持たないので、この機能を実現するためには、

流体解析の統合ソフトである。

外表面の法線ベクトルに相当する情報を生成する必要があ
る。また表示の軽量化のために、表面に存在する粒子のみを
抽出して描画することも行う。粒子モデルや解析結果におい
て、物体内部の情報を表示する機能も必要である。一つは粒
子モデルの一層のみの表示。またはある平面で切断した残り
の部分のみの表示。更に必要な箇所以外を半透明に描画して、
表示部と全体との関係を示しながら描画する機能が必要であ
る。この最後の機能は、進展する表面亀裂の形状を表示する
場合等に非常に有効な手段である。勿論各粒子をマウスピッ
クすることにより、その粒子のデジタル情報を表示する機能
も必要である。アセンブリの場合はある部品のみ表示すると
いう機能も必要である。
解析結果の表示は、一般に各粒子に結果の物理量の値に対
応する色をつけて表示する。しかしこの場合、拡大表示する

図 1 1997 Toyota Rav4 の 520 万粒子モデル

と粒子の隙間も拡大し、分布の様子が見づらくなるという欠
点がある。この欠点を回避する一つの方法は、表面粒子を元
に三角形ポリゴンを生成して、そのポリゴンを従来の有限要
素解析結果のように粒子の物理量に基づいた色で塗るという
方法である。これにより、有限要素解析結果との比較が容易
になる。もう一つの方法は各粒子の描画サイズをより大きく
する方法である。これにより粒子間の隙間を無くすことが可
能であるが、拡大表示すると隙間がまた出来てしまうという
欠点がある。流体の場合は、物理量に応じた色で描画された
粒子が移動するだけで、結果の様子を把握することが可能で
あるが、更に速度ベクトルを矢印表示することも有効な機能
である。その際、ベクトルの本数を間引いたり、ベクトルの
長さを調節可能とする等の機能も必要である。その他色々な

図 2 41 万粒子の携帯電話落下衝突解析例

表示機能が必要であるが、有限要素解析結果表示と共通する
ものなので省略する。

当社で開発している粒子法可視化ソフトは Meshman̲

当社で開発している最上位の粒子モデルジェネレータは

Particle ViewerHPC Ver. 2.0 である。上記の要求のうち、ベク

Meshman̲ParticleGen̲HPC Ver. 1.5 である。上記の要求をほ

トル表示機能以外を満足する仕様となっている。4GB マシン

ぼ満足する仕様となっているが、4GB での生成実績は最大で

での表示実績は最大で 3000 万粒子である。上記の 520 万粒
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子モデルの場合、CPU が Celeron E1200 1.60GHz 、グラフィ
ックカードが NVIDIA GeForce 8600GT で 1.2fps（frames per
second）なので、描画性能は改良の余地があると考えている。
図 2 に示すのは、携帯電話の落下衝突の解析事例である。
粒子数 41 万個だと上記マシンで、11fps ぐらいの描画性能で
ある。
図 3 に示すのは、部分表示の設定の様子である。図 2 の描
画設定を行っているところである。X 方向に切断表示をし、
除去した部分は半透明に表示している。切断して除去する側
と残す側を切り替えることが可能である。
最後に、当社の開発するソフトはプラットフォームに依存
しないことを目指している。従って、Windows、Linux 及び
Mac OS X に対応しているだけでなく、32bit 及び 64bit に対応

図 3 Meshman̲ParticleViewerHPC で部分表示設定の様子

している。

SPH
戸倉 直
株式会社 JSOL エンジニアリング本部
有限要素法（FEM）に基づく構造解析、あるいは衝撃解析

として用いられる SPH について、実際の問題に応用する際

において、解析対象となる現象が複雑化するにつれ、材料の

注意すべき点のいくつかを紹介する。なお SPH の計算理論

破壊、構造と流体との相互作用など通常の FEM では取り扱

の詳細については文献[3]等を参照されたい。

うことが困難な問題をなんらかの計算手法によってモデルに
組み込む必要性が高まってきた。そこでこのような問題をあ

一般的にある関数 f(x) は Dirac のデルタ関数を用いた積分
形式として

る程度容易に取り扱う手法として、粒子法の一種である SPH

(1)

（Smoothed Particle Hydrodynamics）の応用に関する研究が比
較的早くから試みられてきた。SPH は文献[1]に紹介されて

と表すことができるが、このデルタ関数をスムーズなカーネ

いるように初期の研究においては銀河の生成と進化など天体

ル関数 W(x-x',h)で置き換え、

力学の分野に用いられてきたが、現在ではよく知られている

(2)

ように機械工学系における一般的な力学問題にも応用されて
と近似する。ここで h はスムージング長とよばれる。SPH は

いる。

手短にいうと、上式で近似された物理量の関数を各粒子に与
えて連続体を近似するというアイディアに基づいているとい
えるだろう。またここでとりあげる SPH は保存則として質
量、運動量、エネルギー保存則を満足している。FEM との
組み合わせに関しては、衝撃問題に適用される動的陽解法ス
図1

SPH を用いたアルミ缶の落下シミュレーション[4]

キームの中に組み込まれている。さらに衝撃波による数値ノ
イズを低減するため、人工粘性が導入されている[3]。FEM

SPH を工学上の実用的な問題に適用する際には、筆者の知

メッシュとの相互作用はペナルティ法コンタクトアルゴリズ

る範囲では SPH 単独で用いられることは少なく、多くは通

ムによって処理される。すなわち有限要素表面に対する SPH

常の構造物を FEM でモデル化し、極度の変形や流れをとも

粒子の貫入量に比例した接触力が SPH 粒子に負荷され、SPH

なう領域を SPH でモデル化するというように、FEM との組

粒子の位置は運動方程式に従ってアップデートされる。

み合わせで用いられることがほとんどであると思われる。実

このような SPH に対して、流体の数値モデルの評価に使わ

際 LS-DYNA[2]のような市販の衝撃／構造解析ソフトウェア

れる代表的なテスト問題として水柱崩壊を取り上げ、SPH に

においてもベースは FEM であり、これに SPH がオプション

よるシミュレーションの結果の妥当性について基本的な検討

として実装されているケースが多い。このような応用例とし

を行なった。図 2 に 2 次元 SPH による水柱崩壊モデルの形状

て内容物を SPH でモデル化したアルミ缶の落下シミュレー

とシミュレーション結果を示す。本来衝撃波を緩和するため

ションを図 1 に示す。本稿では FEM との組み合わせを前提

の人工粘性はせん断変形にも影響を与えるので、人工粘性の
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大きさを決める係数αをα =0.0、0.06、0.12 と変えてシミュ

ついて SPH とブレード間の接触力履歴を比較したものであ

レーションを行なった（注： α の値の大きさは実装方法に

る。粒子数が少ないとひとつの粒子のもつ質量が大きくなる

依存するので数値自体に物理的な意味はない）。図 2 に α

ため、衝突した際の接触力の変動が大きくなっている。この

=0.06 とα =0.0（非粘性）の場合の崩壊の様子を示す。人工

ような数値的なばらつきを低減させるためにはモデル化する

粘性がある場合、先端はやや丸くなるが、非粘性の場合は底

際に粒子数を増加させていき、結果の収束性を検討する必要

面が最も先頭になる。図 3 に先端位置の変化を示す。横軸は

がある。次に図 6 は同一の粒子数で、カットオフ圧力を変化

重力定数 g と水柱底面初期長さ L で正規化された時間 t、縦

させた場合の結果の比較を示している。ここにみられるよう

軸は L で正規化した先端位置 Z である。図中の実験結果は文

に SPH では離散化密度、カットオフ圧力、人工粘性など計

献[5]に掲載されているものを参照させていただいた。この

算に用いるパラメーターによって結果が変動する。このよう

図から、適度に粘性を作用させることにより、実験と極めて

なパラメーターは検証可能な実験等を基に経験的に決めてい

近い結果が得られることがわかる。

かなければならないと考えられる。

図 4 エンジンファンブレードへのバードストライクのシミュレ
ーション

図 2 水柱崩壊シミュレーション結果

図 5 粒子数の違いによる接触力履歴の比較
図 3 水柱先端位置の変化

次に SPH の応用例として航空機エンジンファンブレードへ
のバードストライクの例を示す（図 4）。ブレードに鳥を模
した SPH 粒子群が衝突することを想定している。こうした
問題は SPH でモデル化された材料内部の状態を知ることが
目的ではなく、SPH が FEM でモデル化された構造物への外
部荷重として正確に作用するかどうかが重要となる。SPH は
状態方程式
(3)
により圧力が与えられる。ここで μ は体積ひずみであり K
は体積弾性係数である。この例では粒子数（粒子間隔）とカ
ットオフ圧力などの条件の違いによって結果がどのように異
なるかについてテストした。図 5 は粒子数が異なるケースに

図 6 カットオフ圧力の違いによる接触力履歴の比較
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本稿では汎用ソフトウェアに実装された粒子法のひとつで
ある SPH をとりあげ、入力パラメーターの影響度を比較し
た。SPH は比較的簡単に流体構造相互作用のモデル化などに
用いることができるが、パラメーターの設定は基本的にユー
ザーにゆだねられている。利用に当たってはパラメーターの
計算上の役割を考慮しながら、実現象をなるべく正確に再現
できる値を見出す必要がある。

参考文献
[1] L. B. Lucy, A Numerical Approach to the testing of the Fission
Hypothesis, Astrophysical Journal, 82:1013, 1977
[2] J. O. Hallquist, LS-DYNA User's Manual, LSTC, 2008
[3] G. R. Liu & M. B. Liu, Smoothed Particle Hydrodynamics - A
Meshfree Particle Method, World Scientific Publishing, 2003
[4] 戸倉直、SPH 法による流体・構造連成解析、日本機械学会
第 11 回設計工学・システム部門講演会論文集、2001
[5] 越塚誠一、計算力学レクチャーシリーズ 5 粒子法、p.79、
丸善、2005

片野 圭二
株式会社アイカムス・ラボ
日本といえばやはり「製造業」であり、そのものづくりの

研究会」の幹事として活動させていただいており、昨年で

現場を支えてきたのが地域の中小企業であるという構図は言

35 回目の開催に至っております。さらに近年は CAE 懇話会

うまでもありません。そして今、工場の海外シフトに加えて

http://www.cae21.org/を母体とする東北 CAE 懇話会と連携し

昨今の経済危機から、地域のものづくり中小企業はどうやっ

て開催することで、東北 6 県を対象にして活動を広めており

て乗り切っていくか、いよいよ新たな道を決断してそれに向

ます。

かって邁進していく時期に来ていると感じます。
私は、大学を卒業してから 18 年間は大手の電気メーカに

ここで我々が活動の重点に置いているのは、東北地域のも
のづくり、中小企業に役立つシミュレーション技術は、どう

在職し、プリンタの研究開発から製品化の業務に従事して参

あるべきか？

りました。7 年前の突然の工場閉鎖に伴って、同社を退職し

金がない、優秀な人材も少ない、勉強させる時間の余裕もな

て 1 年間国の研究開発事業を行い、その研究成果をもとにし

い、という苦境にありながら、しかし量産現場は目の前に豊

て岩手大学と共にベンチャー企業を立ち上げ、現在 6 年目に

富にあるので、このギャップを埋めるのがこれらの研究会活

なっております。その中で、大企業と中小企業が求めるシミ

動の役割であると考えております。中小企業の本音の意見を

ュレーション技術は内容や活用の仕方が全く違う、というこ

聞きながら、どうすればシミュレーション技術を活用するこ

とを肌で感じて参りました。実際に加工の現場を担う中小企

とができるか、これを研究会メンバーが一生懸命考えており

業では、シミュレーションが必要であり効果があるだろう、

ます。

ということです。高価な解析ソフトを買うお

ということまでは推測できても、それを実現させる人・物・

また東北 CAE 懇話会は、東北 6 県に代表幹事がおり、各県

金がありません。私は、デジタルエンジニアリングを活用し

が持ち回りで懇話会を開催しております。もちろん、会の企

てものづくりを行うことが、中小企業が海外企業に対して優

画は自分たちやその地域が欲しい情報や技術が得られるよう

位に立ち、生き残っていく重要なカギを握っていると確信し

に勝手に企画しております。例えば、第 6 回目の岩手県の開

ております。では、どのようにそれを解決していくか、地域

催は、INS いわて金型研究会と共催で「自動車の生産技術に

の産学官連携活動がその答えになると考えており、その事例
をご紹介したいと思います。
岩手県には岩手大学が中心になって約 15 年前に発足した
INS（岩手ネットワークシステム）http://www.ins.ccrd.iwateu.ac.jp/という産学官連携の研究会があり、現在も活発に活動
しております。年々会員数と研究会数が増えており、現在は
1,000 人を超える会員と、41 研究会にも至っております。
2003 年には経済産業大臣賞を受賞し、産学官連携の成功モ
デルとされていると聞いております。また、ほとんど全ての
研究会は終了後に懇親会があり、INS の別名は「いつも飲ん
で騒ぐ会」とも言われているほど活発に飲んでいます。私は
現在、この研究のひとつである「デジタルエンジニアリング

東北 CAE 懇話会懇親会風景（大沢温泉自炊部にて）
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おける CAE の活用」と題して行いましたが、岩手県にとっ

要であると考えます。

て「自動車産業」は産業クラスターの重点産業分野であり、

さらに東北には、豊な自然、美味しいお酒と地物料理があ

さらに「金型技術」に関連する企業が多数参加致しまいた。

ります。東北 CAE 懇話会では、懇親会は地酒と旬の味を堪

また、第 9 回目は青森県開催で、「光技術産業の最近の動向

能し、その晩は温泉に泊まって、夜を徹して飲みながら議論

と今後の課題」、第 11 回は秋田県開催で「東北企業がめざす

することが恒例になっております。CAE と温泉は全く関係

航空宇宙産業への展開と CAE」というテーマで行いました

ありませんが、これからは環境を考え自然と融合したものづ

が、これらも各県の重点産業分野になっているものです。ま

くり技術が必須になってくると思われます。このような活動

た、第 7 回は山形大学が特徴とする高分子の技術をテーマと

を通じて、心が通う人たちが手を結んで地域のイノベーショ

して「材料と CAE」で開催いたしました。さらには、「エク

ンを生み出していくはずと信じております。

セルを用いた CAE の活用」など、高度な技術者でなくても

地域のものづくり中小企業には、まだまだ計算力学が必要

理解できるような講習も行いました。このように、地域の重

な現場がたくさんありますので、今後は計算力学部門のご協

点産業や特徴的な技術、また中小企業の多くが抱える技術課

力もいただきながら、一層強いものづくり技術を築いていき

題に対して、産学官と連携しながらシミュレーション技術を

たいと願っております。

提供していくことが、地域のものづくり中小企業にとって重

村上幸夫
株式会社エステック
当社、株式会社エステックは『私たちはコンピュータを利

ーション結果自体の信頼性を担保するかのような錯覚を場合

用した解析シミュレーションと実験による現象の把握を通じ

によっては生じることもある。このことが上述した「一人歩

て技術課題の解決を図ります。（当社 HP より）』ということ

き」に拍車をかけているように見える。

を生業とするメカニカルエンジニアリングに特化した技術コ
ンサルティング会社です。
1989 年に日産自動車と米国 SDRC（Structural Dynamics
Research Corporation:

CAE

ある大学の工学部での機械力学系の授業では例えば２自由
度系の振動モデルを微分方程式で表現して解を求めるなどの
基本的な振動系の理論を勉強することに学生が興味を示さな

の概念を提唱した Jack Lemon

いので、さる市販のソフトウェアを用いてそのソフト上で

氏によって 1967 年に設立）の JV として設立されたエステッ

「モデル化を行い」そのソフトを「実行し」そのソフトで

クは、現在は電通国際情報サービス（ISID）のグループ会社

「結果を目で見る」ということを授業に取り入れてその部分

として本年 2 月に満 20 年を迎えた社員 60 名弱のエンジニア

を終えているという極端な例も聞く。

集団です。技術分野として音・振動・構造・ MBD（Multi

いずれも「コンピュータシミュレーション」そのものが目

Body Dynamics）に強みを持ち、実験をベースとして現象を

的化してしまっている、或いはユーザ層の広がりの負の部分

把握することによって、お客様（自動車を初めとして電機、

である。

精密、機械、車両、造船、航空、宇宙等、機械系製品の製造

仮に以上のような現象が多く見られるようになると「シミ

業開発部門）の技術課題解決をより地に足がついた手法で効

ュレーション」そのものに疑問符が付けられることに繋がり

果的に行う、日本でもユニークな会社です。
１．CAE ／シミュレーションの現状
所謂「CAE」の認知度が高くなり、そのユーザが広がるに
従ってその要素のひとつである「コンピュータによる解析シ
ミュレーション」（以下、「シミュレーション」）の捉え方や
実務への展開の仕方も現在では千差万別である。
本来は実現象を把握した上での「シミュレーション」であ
るべきところを『「シミュレーション」先にありき』という
本末転倒の「一人歩き」という実態も見かける。さらに、モ
デル化の根拠を十分に理解せずにツールをどのように使いこ
なすかに焦点を当てた例もまま見受けられる。
最近のコンピュータ表示技術（所謂コンピュータグラフィ
ックの技術）の進歩による「見栄えのよい」表示がシミュレ

図１．CAE をベースとした開発プロセスイメージ
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かねない。「シミュレーション」には本来
それが果たすべきすばらしい役割があり、
エンジニアが常に「正しい」理解を踏ま
えて実業務に適用することが切に望まれ
る。
２．CAE に魂を入れる実験技術
冒頭で述べた通り、当社エステックで
は多くの顧客向けプロジェクトにおいて
対象とする現象を把握するための実験を
織り交ぜている。これによって「シミュ
レーション」の精度を向上させ、より効
果的に技術開発に貢献できると考えてい
る。常に「シミュレーション」の背景と
なる実現象を理解し、それを踏まえて仕
事を進めることを徹底している。
当社自身が持つ実験場はそのためにフ

図 2. 駆動系捩り振動解析に対するアプローチ例

ル稼働しているがそれだけで十分でない
場合も多く、お客様の設備を利用させて頂くことも日常的に

振動実験によって得られたコンポーネントのモーダルパラ
メータをシステム全体に組み込んで FEM と組み合わせた系

行っている。
以下に当社の「実験」の位置づけについて述べる。

として全体をモデル化するのは古くから行われている典型的

製造業の製品の開発の流れの中での「実験」とは、試作等

な事例であるし、非線形の材料特性などを実験によって求め

で作られた製品や部品の性能について、設計時に設定した目

るなども広く行われている。

標値との差異を把握して開発中の製品や部品へのフィードバ
ック等を行うことを目的とするのが一般的な位置づけであ

これらに加えて当社では、車の駆動系振動問題を「シミュ

る。これを仮に「評価・確認実験」と表現する。（図１.*a））

レーション」で評価する際に必要な PT のマクロな捩り特性

一方、当社が行う実験の殆どは性能開発、技術開発を目的

を実験で個別に求める他、エンジンの質量特性を車載の状態

とするもので、その目的を主として以下に分類し、「検証実

で計測する、或いはエンジンの出力トルクを気筒内圧を測定

験」と表現する。（（図１.*b））

することによって得られる値を代用特性として利用するな
ど、多岐に亘ってその計測技術、適用技術を実用化している。

1）解析結果が実際の現象とどのくらい合っているのか

（図 2）

−「解析精度の検証」−
コンピュータモデルの

妥当性

を評価するために「シミ

３．計算力学部門への期待

ュレーション」結果に対応する実験結果との「相関」を把握

既に述べたように製造業のエンジニアが「シミュレーショ

するための実験であり、「シミュレーション」結果を実務に

ン」を正しく理解して実務に適用することがこの分野を着実

反映させるための「検証実験」として重要である。

に定着させるために肝要な点である。
計算力学部門に対してはその役割を着実に果たすための啓

2）何の物理量を変えたいのか

蒙活動も期待したい。「計算力学技術者資格（CAE 技術者）

−「評価手法の策定」−

資格認定」はまさにその役割を担っているし上記の本末転倒

『数値化されていないが改善したい』という要求はよくあ

への警鐘であると捉えている。

る。そのための技術開発ではまずは改善しようとする現象に

また、当社が創業以来取り組んでいるように「解析と実験

特定の物理量を対応させる必要がある。例えば「乗り心地を

のバランス」つまり｢実験技術の重要性｣も同時に訴えて頂き、

よくしたい」という場合に「よい」「悪い」を特定部位の振

先に＜１．CAE ／シミュレーションの現状＞で述べた負の

動の大きさや方向などの物理量との相関を捉えるための「検

部分が取り除かれ、真に役に立つ「シミュレーション」が広

証実験」から始める。

く理解されることを望む。

3）解析モデルの作成に必要なデータが揃わない

『実験なくして CAE なし、CAE なくして実験なし』

−「代用特性の取得」−
複雑なシステムをモデル化する際に、「検証実験」によっ
て得られる値をモデルの一部に組み込むことによってより簡
素でかつ精度の高いモデルを得ることが出来る。

参考文献
1）熊谷数文、バーチャルプロトタイピングに魂を入れる実験
技術、日本シミュレーション学会誌『シミュレーション』
第 27 巻 3 号（2008）
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13.00 〜 17.00

共催 横浜国立大学
協賛（予定）日本計算工学会，自動車技術会，日本鉄鋼協会，
エレクトロニクス実装学会，化学工学会，日本金属学会，日
本建築学会，土木学会，日本原子力学会，日本航空宇宙学会，
日本高圧力技術協会，日本ゴム協会，日本材料学会，日本地
震工学会，日本シミュレーション学会，日本生体医工学学会，
農業土木学会，日本溶接協会，日本レオロジー学会

開催日 2009 年 7 月 30 日（木）10.00 〜 17.00 ,
会

場

31 日（金）10.00 〜 17.00
横浜国立大学 総合研究棟 6 階 S607 号室
〔横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-7，電話（045）339-3864
（山田研究室）〕http://www.ynu.ac.jp/access/acc̲19.html

講 師
横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授
山田貴博
横浜国立大学大学院環境情報研究院 准教授 澁谷忠弘
横浜国立大学大学院環境情報研究院 講師
松井和己
教 材
（1）J. Fish, T. Belytschko 著「有限要素法」丸善株式会社
（ABAQUS Student Edition 付）
講習内容
● 7 月 30 日（木）
10.00 〜 12.00 講義（1）有限要素法とは 山田貴博
13.00 〜 14.20 講義（2）構造解析の基礎 山田貴博
14.30 〜 17.00 パソコン演習（1）プログラムの使用方法 澁谷忠
弘，松井和己
● 7 月 31 日（金）
10.00 〜 12.00 パソコン演習（2）データ作成 澁谷忠弘，松井和己

パソコン演習（3）解析例題
松井和己

山田貴博，澁谷忠弘，

定 員 30 名
申込先着順で満員になり次第締切ります（パソコンの台数が限ら
れておりますので，申込前に下記申込問い合わせ先へ e-mail で余
裕の有無をご確認下さい）
．
受講料 会員 35 000 円（学生員 15 000 円）会員外 55 000 円
（一般学生 20 000 円）
入金後は取消しのお申し出がありましても受講料は返金いたしま
せんのでご注意願います．
教材費
教材（1）の費用は受講料に含まれます． 既にお持ちで不要な方
は受講料より 5000 円割り引きますので，その旨申込書通信欄にお
書き添え下さい．その場合は，講習会にご自身のテキストをお持
ち下さい．
申込方法
申込者１名につき，行事申込書
（http://www.jsme.or.jp/gyosan0.htm）に必要事項を記入しお申し込
みいただくか，Web（http://www.jsme.or.jp/kousyu2.htm）からお申
し込み下さい．
申込み問合せ先
日本機械学会 計算力学部門（担当職員 熊谷理香）
電話（03）5360-3505 FAX（03）5360-3509
E-mail: kumagai@jsme.or.jp
講習会の内容に関する問合せ先
〒 240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-7 ／横浜国立大学大学院
環境情報研究院／山田貴博／電話＆ FAX（045）339- 3864 ／ Email ： tyamada@ynu.ac.jp
補足：この講習会は日本機械学会能力開発促進機構計算力学技術
者認定事業の公認 CAE 技能講習会の認定申請中であり，受講を修
了されると計算力学技術者（2 級）（固体力学分野の有限要素法解
析技術者）認定試験付帯講習会（技能編）の受講を免除される予
定です。
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伊良波 繁雄
琉球大学工学部 環境建設工学科
日本機械学会計算力学部門の皆様、沖縄県琉球大学
（写真− 1）で平成 20 年 11 月 1 日から 3 日までの 3 日間
開催された第 21 回計算力学講演会（写真− 2）のご報告
をいたします。
沖縄県で開催された講演会の講演論文数は 434 編と実
行委員が予想していた数よりも多く，活発な講演会にな
りました。講演会は工学部の教室等、特別講演会は大学
会館を利用し、全国から大学の研究者や学生、国の研究
機関や民間会社の研究者等日本の産官学から合計 566 名
の参加者がありました。
講演会は講演会ホームページが作成され特別講演、チ
ュ−トリアル・フォーラム、オーガナイズドセッション、

写真-1

琉球大学キャンパス

表彰式・懇親会等の詳細な情報がインターネットを通し
て、全国に向けて情報の発信が行われました。
ここで簡単に講演会の状況を報告したいと思います。
最初に、特別講演（写真− 3）については、琉球大学名誉
教授石島英先生が「沖縄の台風あれこれ関連」で、沖縄
の台風の話を全国の研究者に講演し、理化学研究所

姫

野龍太郎先生が「次世代スーパーコンピュータにかける
夢」で、日本で最も先端的な研究の紹介が行われました。
このときの参加者は、大学会館の 3 階特別会議室で立ち
見の参加者が出るほどの盛況でした。
フォーラムとしては、1．次世代生命体統合シミュレー
ション、2．感性領域のデジタル化技術の援用、3．
Journal of Computational Science and Technology （JCST）-

写真-２

受付およびポスターセッション会場

計算力学部門英文ジャーナルについて、4．水素脆化研究
の新展開（シミュレーションと実験との対話）、5．構造
物の健全性評価と計算力学技術：最新の動向等、一般講
演としては幅広い先端的な研究成果が 450 件も発表され
ました。チュートリアルとしては｢CAE ソフトウェアによ
る有限要素解析体験｣が開催されました。
部門賞授賞式および懇親会は講演終了後、那覇市内の
ホテルで行われ、全国の研究者間の親睦、情報交換等で
有意義な時間を過ごすことが出来ました。沖縄での全国
大会は本土で開催される大会よりも交通の便が悪いため、
参加者が少ないと予想されましたが、今回の参加者は通
常よりも約 2 割も多く、講演会も盛況であり学会参加者
からも好評でした。

写真-３

特別講演会

23
懇親会の様子は写真で紹介したいと思います。写真− 4
は懇親会の余興の琉球舞踊、写真-5 から 7 は懇親会の様

写真-４

子で多数の参加者で盛り上がりました。写真-− 8 と 9 に
は大野先生による授賞式の様子を載せておきました。

懇親会の余興（琉球舞踊）

写真-７

懇親会

写真-５

懇親会

写真-８

大野先生による授賞式

写真-６

懇親会

写真-９

大野先生による授賞式
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第 21 回計算力学講演会の実行委員長は伊良波繁雄（琉

木之下広幸（宮崎大学）、小金丸正明（福岡県工業技術セ

球大学）、幹事は萩原世也（佐賀大学）、実行委員として

ンター）、近藤了嗣（琉球大学）、坂本英俊（熊本大学）、

は九州を中心に下記の多くの委員の御協力の下で盛大に

塩谷隆二（東洋大学）、末吉敏恭（琉球大学）、田上大助

講演会を開催することが出来ありがとうございました。

（九州大学）、只野裕一（佐賀大学）、東藤貢（九州大学）、
富山潤（琉球大学）、鳥居修一（熊本大学）、二保知也

委員氏名・所属

浅井光輝（九州大学）、石原大輔（九州工業大学）、牛

（九州工業大学）、比嘉吉一（沖縄工業高等専門学校）、古

島邦晴（九州産業大学）、岡田裕（鹿児島大学）、小川孝

川雅人（九州大学）、堀江知義（九州工業大学）、本間俊

法（TOTO 株式会社）、荻野正雄（九州大学）、鹿島康弘

雄（鹿児島大学）、松原仁（琉球大学）、宮良明男（佐賀

（東芝 LSI パッケージソリューション株式会社）、金山寛

大学）

（九州大学）、神田康行（琉球大学）、木須博行（長崎大学）

2009

山本 悟
東北大学 大学院 情報科学研究科（情報基礎科学専攻）
2009 年 9 月 13 日（日）〜 16 日（水）までの 4 日間〔た

テーマ：癒し工学とその周辺工学

だし 13 日（日）は市民開放行事を予定〕にわたり岩手大

企画者：萩原一郎（東工大）

学（盛岡市）を主会場として 2009 年度日本機械学会年次

企画部門：計算力学、設計工学システム、機械力学計

大会が開催されます。本大会では、｢マイクロ・ナノ｣、

測制御

｢エネルギーと環境｣、｢人材と教育｣の 3 つのキーワード
を中心に大会企画が進められております。当部門に関連
したオーガナイズドセッションにつきましては、前号の

テーマ：計算力学の新たな潮流― GPGPU, FPGA, CELL
コンピューティング―

CMD Newsletter No. 41 に掲載されたものに１件がさらに

企画者：山本悟（東北大）、青木尊之（東工大）

追加され、計 10 件が企画されています。大会の詳細につ

企画部門：計算力学

いてはホームページ http://www.jsme.or.jp/2009am/に情報
が逐次アップロードされる予定ですのでそちらをご覧く

｢部門同好会｣

ださい。現在決定している当部門企画（他部門との合同

昨年度と同様、他部門と合同で開催の予定です。

企画も含む）の特別行事は以下に記載の通りです。ただ
し、詳細については後日決定されることになっておりま
すので、上記 Web サイトで更新情報をご確認いただけれ
ば幸いです。ご興味のあるオーガナイズドセッションな
らびに特別行事企画がございましたらば、皆様ぜひとも
ご参加くださいますようお願い申し上げます。
計算力学部門特別行事企画
｢基調講演｣
テーマ：階層的構造モデルを用いた変形体の力学解析
講演者：中谷彰宏（大阪大）
企画部門：計算力学
｢先端技術フォーラム｣
テーマ：リバースエンジニアリングの最前線
企画者：萩原一郎（東工大）
企画部門：計算力学、設計工学システム
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大野 信忠
名古屋大学 大学院工学研究科 計算理工学専攻／機械理工学専攻
鈴木昌弘（鉄道総研）

2008 年 11 月 1 日（土）〜 3 日（月）に琉球大学千原キ
ャンパスで開催された第 21 回計算力学講演会における講

「多孔質材を貼付けた円柱まわりの流れのシミュレーショ

演等について、座長および参加者に評価をお願いした結

ン」

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 4 名、優秀技術講演表彰 2 名、日本機械学会フェロ

●優秀技術講演表彰

ー賞（若手優秀講演）2 名、を表彰することとなりました。

竹澤晃弘（広大）

表彰状を受賞者にお送りするとともに、本誌上に公開
してお祝い申し上げます。

「Phase Field 法と感度解析に基づくトポロジー最適化」
石井英二（日立）
「粒子法を用いた混合気挙動を考慮した燃料噴霧解析」

●優秀講演表彰
嶋田隆広（京大院）

●日本機械学会若手優秀講演フェロー賞

「PbTiO3 の Shell model ポテンシャル開発と表面・分域

川鍋充（東理大院）
「転位動力学法を用いた析出強化機構の数値解析」

壁への適用」
姫野武洋（東大）

高宮広樹（鹿児島大）

「スロッシングに促進される気液熱交換と相変化の数

「SPH 法を用いた傾斜機能材料の半溶融加工プロセス
の解析」

値解析」
井田真人（原子力機構）
「気泡注入による水銀中キャビテーションの抑制」

●優秀講演表彰

嶋田隆広君

姫野武洋君

●優秀技術講演表彰

竹澤晃弘君

井田真人君

鈴木昌弘君

●日本機械学会フェロー賞（若手優秀講演）

石井英二君

川鍋充君

高宮広樹君
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山崎 光悦
金沢大学 理工研究域 機械工学系
開催日： 2009 年 10 月 10 日（土）〜 12 日（月）
会

場：金沢大学（石川県金沢市角間町）
http://www.kanazawa-u.ac.jp/

青木尊之（東工大）
OS-5． 大規模並列・連成解析と関連話題
塩谷隆二（東洋大）、○荻野正雄（九大）
OS-6． メッシュフリー／粒子法とその関連技術

第 22 回講演会を金沢で開催することになりました。金
沢大学は平成 20 年度に従来の学部学科制を廃止し、人間
社会学域、理工学域、医薬保健学域の 3 学域１６学類、

酒井譲（横国大）、越塚誠一（東大）、○萩原世
也（佐賀大）
OS-7． 境界要素法の高度化と最新応用

新たな組織へと生まれ変わりました。新しい組織の下、

○松本敏郎（名大）、西村直志（京大）、天谷賢

新キャンパスで開催準備を進めておりますので、多くの

治（東工大）

皆様のご参加を心よりお待ちしております。
講演プログラム、会場へのアクセス方法等の最新情報
は下記ホームページで公開します。定期的にご確認をお
願いします。

OS-8． 逆問題解析手法の開発と最新応用
○松本敏郎（名大）、久保司郎（阪大）、井上裕
嗣（東工大）、天谷賢治（東工大）
OS-9． 材料の組織・強度に関するマルチスケールアナ
リシス

講演会ホームページ：

○奥村大（名大）、中曽根祐司（東理大）、志澤

http://www.jsme.or.jp/conference/cmdconf09/

一之（慶應大）、大橋鉄也（北見工大）
OS-10．電子・原子・マルチシミュレーションに基づく

講演・討論時間：一般講演 15 分（講演 10 分、討論 5 分）

材料特性評価
○屋代如月（神戸大）、香山正憲（産総研）、渋

フォーラム：
F-1.
F-2.

構造物の健全性評価と計算力学技術

谷陽二（阪大）
OS-11．フェーズフィールド法とその応用

企画：矢川元基（東洋大）、塩谷隆二（東洋大）

○高木知弘（京工繊大）、小山敏幸（物材機構） 、

JCST （Journal of Computational Science and

上原拓也（山形大）

Technology）国際フォーラム
企画：金山寛（九大）、岡田裕（鹿児島大）

OS-12．界面と接着・接合の力学
○池田徹（京大）
、古口日出男（長岡技大）
OS-13．破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーショ

オーガナイズドセッション：

ン

OS-1． 固体物理／流体物理のマルチフィジックス／マ

○岡田裕（鹿児島大）、河合浩志（東大）、長嶋

ルチスケール解析
○尾形修司（名工大）、後藤俊幸（名工大）、須
賀一彦（阪府大）、田中良夫（産総研）、兵頭志
明（豊田中研）
OS-2． 流体の数値計算手法と数値シミュレーション
登坂宣好（東京電機大）、○近藤典夫（日大）
OS-3． CIP 法および関連手法の最新応用
○青木尊之（東工大）、滝沢研二（Rice 大）、尾
形陽一（広島大）
OS-4． GPGPU による計算力学

利夫（上智大）
OS-14．衝撃・崩壊問題
○磯部大吾郎（筑波大）、小笠原永久（防衛大）
OS-15．電子デバイス・電子材料と計算力学
池田徹（京大）、○小金丸正明（福岡工技セ）
OS-16．シリコン強度とシミュレーション
辛平（コバレントマテリアル）
OS-17．フォトニック・フォノニック構造の設計とシミ
ュレーション
○松本敏郎（名大）、西村直志（京大）
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OS-18．社会・環境・防災シミュレーション
吉村忍（東大）、酒井譲（横国大）、○北英輔

（○のあるオーガナイザが代表者です）
GS. 一般セッション
坂本二郎（金沢大）

（名大）
OS-19．計算ソリッドバイオメカニクス
○東藤貢（九大）、坂本二郎（金沢大）、山本創

部門賞授賞式および懇親会：

太（名大）、宮崎祐介（金沢大）

日

時

2009 年 10 月 11 日（日）19:00 からを予定

場

所

KKR ホテル金沢（〒 920-0912

OS-20．細胞・生体分子の計算バイオメカニクス

石川県金沢市

○安達泰治（京大）、大浪修一（理研）、和田成

大手町 2-32 TEL ： 076-264-3261）

生（阪大）、矢野猛（阪大）

（講演会の参加登録者は無料です）

OS-21．計算力学と最適化
○多田幸生（神戸大）、山崎光悦（金沢大）、北

参加登録料：

英輔（名大）、轟章（東工大）、廣安知之（同志

会員（正員・准員） 10,000 円 （講演論文集含む）

社大）

会員外

OS-22．次世代 CAD/CAM/CAE/CG/CSCW/CAT/CControl

15,000 円 （講演論文集含む）

学生員

2,000 円 （講演論文集含まず）

会員外学生

3,000 円 （講演論文集含まず）

○萩原一郎（東工大）、秋葉博（アライドエン
ジニアリング）、田辺誠（神奈川工大）、福島直

講演会に関する問い合わせ先：

人（東工大）、西浦光一（インテグラル・テク

日本機械学会計算力学部門担当

ノロジー）、趙希禄（東工大）

TEL/FAX: 03-5360-3505 / 03-5360-3509

OS-23．感性領域の計算力学の援用

熊谷理香

Email: kumagai@jsme.or.jp

○萩原一郎（東工大）、北岡哲子（東工大）

2008
−計算力学技術者（１級）（２級）（初級）489 名が新たに−誕生！
！−
吉村 忍
東京大 学 大学院 工学系研究科（システム創成学専攻）
日本機械学会イノベーションセンター技術者資格事業委員会 委員長
世界に先駆け日本で初めて 2003 年度にスタートした計

北陸地区 A 会場（金沢大学角間キャンパス）
、九州地区 A

算力学技術者（CAE技術者）認定事業(http://www.j sme.or.

会場（九州大学伊都キャンパス）の 5 会場で行われ、ま

jp/cee/cmnintei.htm)も、
その後着実に発展している。2007

た、熱流体力学分野については関東地区 B 会場（東京工

年度からは、固体力学分野の有限要素法解析技術者（１

業大学大岡山キャンパス）、東海地区 B 会場（名古屋工業

級）、（2 級）、（初級）、熱流体力学分野の解析技術者（１

大学御器所キャンパス）、関西地区 B 会場（大阪科学技術

級）、（２級）、（初級）の 2 分野 6 クラスの認定事業が行わ

センター）、九州地区 B 会場（九州大学伊都キャンパス）

れており、2009 年度からは、最上位資格である計算力学

の４会場において行われた。本認定試験は、本会能力開

上級アナリストの認定も開始予定である。

発促進機構（本年 4 月よりイノベーションセンターに改

2008 年度の認定事業は 2008 年 12 月 13 日に、固体力学

組）が主催し、計算力学部門をはじめとする本会関連 7

分野については関東地区 A 会場（慶應義塾大学理工学部

部門・ 4 支部の協力、35 の国内計算力学関連学協会の協

矢上キャンパス）、東海地区 A 会場（名古屋大学工学研究

賛ならびに日本機械工業連合会と日本産業機械工業会の

科キャンパス）
、関西地区 A 会場（大阪科学技術センター）
、

後援により実施された。本年度の固体力学（1 級）、（2 級）
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試験及び熱流体力学（1 級）、（2 級）試験の、申込者数、

を設けており、2003 年度に合格された方の資格更新が

受験者数、合格者数は、それぞれ、158/549/63/172 名（合

2008 年度から始まった。

計 942 名）、128/477/49/160 名（814 名）、59/145/32/126 名
（362 名)となった。2003-2008 年の合計では、固体力学（1
級）の合格者は 412 名、固体力学（2 級）は 987 名、熱流

第３のポイントは、本計算力学部門との連携であり、
本部門と関連部門共催の計算力学技術者認定試験対策講
習会が毎年秋に実施されている。

体力学（1 級）は 88 名、熱流体力学（2 級）は 381 名とな

2009 年度は、12 月に固体力学（１級）、（２級）、熱流

り、その延べ人数は 1,868 名となる。また、2006 年度か

体分野(１級）（２級）の認定試験を実施予定であり、ま

らスタートした公認 CAE 講習会の受講修了に基づき認定

た、上級アナリスト技術者の認定も 9 月に実施する。こ

する初級については、固体力学分野の有限要素法解析技

れらの情報は 6 月以降、学会誌の会告や本認定事業のホ

術者（初級）が 82 名（類計 124 名）、熱流体力学分野の解

ームページで順次公開していくので、確認いただきたい。

析技術者（初級）が 45 名（類計 89 名）認定された。6 ク

本部門は中心的な存在として、本認定事業の運営に深

ラスの累計では延べ 2,081 名の方が本会認定の計算力学技

く携わっていただいている。本認定事業は計算力学の裾

術者として様々な分野で活躍していることになる。計算

野の拡大と基盤固め、技術者教育を通した社会貢献とい

力学部門の部門登録者数が 5,400 名ほどであることを考え

う点で極めて重要な役割を担うと確信している。本部門

ると、その数の大きさが実感できるであろう。

のメンバーの方々には講師や標準問題集作成など様々な

合格された方々が認定技術者として職場でより一層活
躍されることが、本資格の評価を高めることにつながっ

局面でご協力をお願いしているが、引き続きご支援をお
願いしたい。

ていくことを大いに期待している。また、今回惜しくも
合格されなかった方々についても、本年 12 月に試験を予

当部門関係者はすでにご承知のことと思うが、故野口

定しているので、勉強を継続し是非とも再挑戦していた

裕久慶大教授には、2003 年の本認定事業立ち上げ期より

だきたい。試験結果の概要と１、２級合格者氏名は、本

一貫して、制度設計から問題作成、慶大会場の責任者ま

認定事業のホームページ http://www.jsme.or.jp/cee/cmnin-

で中心的にご活躍いただいていた。2008 年度においても

tei.htm 上に公開されている。

昨年 8 月に亡くなる直前まで、慶大関係者をリードして

さて、この場を借りて改め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たい。
第１のポイントは公認 CAE 講習会についてである。2
級資格の認定においては、一定レベルの CAE 解析経験を
有することを要求しており、認定事業の中に位置づけら
れた付帯講習（技能編）の他、ソフトウエアベンダーや
学協会が独自に行う CAE 講習会を本認定事業で認定した
「公認 CAE 講習会」がある。2007 年度は、固体系で 19 機
関、熱流体系で 8 機関が認定されている。特に注目した
いのは、固体力学分野では、九州大学工学研究院、九州
工業大学情報工学部、北見工業大学工学部、ものつくり
大学技能工芸学部の４大学、熱流体力学分野では、東洋
大学工学部の１大学が実施する CAE 関連講義・演習が公
認 CAE 講習会として認定され、その受講者から固体力学、
熱流体力学両分野の初級技術者が認定されはじめている。
これに加えて、企業が実施する社内向け CAE 講習会も公
認 CAE 講習会として認定されはじめている。
第 2 のポイントは、資格の有効期限と更新制度につい
てである。本認定では、資格の有効期間を 5 年間として
いるが、継続して CAE 解析実務を実施している方や、本
会の継続教育制度の中で、CPD ポイントを所定の単位獲
得した方に、試験を受けなくても資格を更新できる制度

準備を進めていただき、先生亡き後も認定事業が滞りな
く進むように、隅々にまでご配慮いただいた。認定事業
関係者一同を代表し、心より先生に感謝の意を表し、ご
冥福をお祈りしたい。
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北岡哲子（左）、萩原一郎（右）
東京工業大学 大学院 理工学研究科（機械物理工学専攻）
08 年 12 月、計算力学部門に「癒し工学研究会」が発足

癒しとは、前述したように虚しさが蝕んで空洞化した

した（主査：北岡哲子）。計算力学の貢献により、製造物

心に作用し、より好ましい状態に戻るプロセスをアシス

の開発期間の大幅な短縮が達成されている。残る課題は、

トする刺激であるから、老若男女を問わず誰もが求め、

自動車設計を例にとると、乗り心地、操安性、音質など

癒されるのではないだろうか。癒しとは、未だ科学的土

人間特性に関わる感性の問題に対して、デジタル設計を

俵に上がっていない概念であるが、筆者は癒しを前述の

最大限に適用させることが重要である。この観点から

ように定義した上で、心理学・工学のみならず、あらゆ

2001 年 10 月に、計算力学部門に「感性領域のデジタル化

る学問に貫く人々に精神的な充足を与え、社会に貢献し

推進研究会」が設置されている（主査：萩原一郎）。これ

ていくという大きな目標をもった癒し工学を実現するた

は、旧来の人間工学では直接設計に結びつきにくいとい

めの、新たな工学的分析手法を展開していきたい。

う反省から、いかにして人間特性に計算力学を関与させ

ここで研究の一端を、文献(1)を元に説明する。文献(1)

ていくかといった検討が中心で、個別の特性モデルが先

では、被験者にいくつかの顔画像を見せ、癒される、癒

にある。このアプローチも重要だが、人間そのもの、い

されない、どちらでもない、を答えて頂き、これをホロ

わば人間の心と脳の関係を中心に検討し、製造物のみな

グラフィックニューラルネットワーク(2)や、ファジー推

らず社会生活そのものをより快適なものにするのに計算

論第 II 類(3)をベースとした癒し分析システムの出力とす

力学を役立てていこうというのが、今回の部会設立の趣

る。顔画像からは、顔の造作に関するパラメータを抽出

旨である。

しこれを入力として、被験者が、口あるいは目のどのよ

現代人の多くは物質的に満足していても、自分では埋

うな状態量に癒されるのか癒しの構造を分析している。

められない空虚感に知らず知らずのうちに心を侵食され

脳の研究は一つのブームとなりつつあるが、ここで中心

ている。空虚からうまれる感情が増幅すると、自己中心

となっているのは計測である。このように、計算力学に

的な怒り・恨みなど危険感情に姿を変え、いじめや暴力、

関する多くの技術を持ち込むことにより、従来の計測と

無差別大量殺人事件、己にむけば自殺等、さまざまな問

合わせ心と脳の関係を見出す研究を加速させたいと考え

題行動を表出していく場合が少なくない。この種の事件

ている。そこで関連学協会とも連携し、本研究会が、心

が連日のようにマスコミを賑わす昨今、社会状況を少し

と脳の関係を探る拠点とすべくがんばる所存です。本部

でも好転させていくには、人々の虚しさを癒し、一種の

門の多くの方々のご参加を御願いします。なお、本年度

安らぎを短時間に与えることが要求される。心にプラス

年次大会では、先端技術フォーラム「癒し工学と周辺工

に働きかける刺激があれば、空しさが埋められ、平常心

学」を計画しています。萩原がモジュレーター、北岡が

にもどり、よりよい状態へ導くというプロセスが顕在化

「ニューラルネットワークとファジイ推論を用いた癒し構

するのではないだろうか。ところで、世の中には古今東

造の構築」と題して講演します。皆様のご参加をお待ち

西隠れた智元に満ちている芸術という存在がある。たと

しています。

えば、深く傷つき人生を投げ出したいほど絶望の淵にあ
っても、ある曲の１フレーズがそれを希望あるものに一
変させたり、一枚の画が生涯を左右するほどの感動を引
き起こすなど、芸術には人の心を動かす力がある。それ
こそが志や情熱の原点である。芸術の中に見出せる社会
や自身向上の原動力、心を奮いたたせる力は、心という
目には見えず無形な難物に起因した、現代を象徴する問
題行動を解決していく糸口となりえるのではないか。そ
して心を震撼させるこの力を利用すれば、情熱を押さえ
込んでしまう空虚な心を、健全な元の姿へと甦えらすこ
とが可能になる。現代日本においてバブル崩壊後、多く
の人々が心身ともに過剰なストレスを抱え、其々の癒し
を求めるブームが起きたが、今尚その勢いは衰えない。

参考文献
(1)T.Kitaoka,L.Diago,S.Kitazaki,I.Hagiwara,S.Yamane,Definiti
on,Detection and Generation of Iyashi Expression, Journal of
Computational Science and Technology, Vol.2, No.4(20088),pp.413-422.
(2) L.Diago, T.Kitaoka,I.Hagiwara,Development of a System
for Automatic Facial Expression Analysis, Journal of
Computational Science and Technology, Vol.2, No.4(20088),pp.401-412.
(3)北岡哲子、ルイス・ディアゴ、萩原一郎、北崎智之、フ
ァジー推論第 II 類を用いた表情分析法の開発─ニューラ
ルネットワークによる分析と比較して─、日本シミュレ
ーション学会に投稿
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本部門では、計算力学分野の進展を図るため、平成 2 年度

４、募集の方法

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

公募によるものとし、他薦とする。

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
５、提出書類

します。

推薦には、A4 サイズ用紙２枚以内に、（1）推薦者氏
１、対象となる業績
A.

名、（2）推薦者所属・連絡先、 （3）被推薦者氏名、（4）

功績賞

被推薦者所属・連絡先、（5）A.か B.を明記し、（6）推薦

学術、技術、教育、学会活動、出版、国際交流などで

理由を記入の上、提出するものとする。ただし、功績賞

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

には A4 サイズ用紙１枚の研究業績書 と、A4 サイズ用紙

個人。

１枚の略歴書を添付できる。また、業績賞には A4 サイ

B.

ズ用紙１枚の研究業績書を添付できる。なお、提出され

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

た書類は返却しない。指定された用紙枚数は厳守のこと。

挙げた個人。
６、提出締切日： 2009 年６月 30 日（火）
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、
2009 年 8 月末日の部門登録者数が 5000 名以上、6000 名
未満の場合）。

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：熊谷理香］

３、表彰の方法、時期

電話 03-5360-3505 / FAX03-5360-3509

時期審査の上、2009 年 10 月 10 日〜 12 日に予定されて

E-mail: kumagai@jsme.or.jp

いる第 22 回計算力学講演会において、楯の贈与をもっ
て行う。

E-mail: kumagai@jsme.or.jp
160-0016
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