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部門長就任にあたって

辰岡 正樹
株式会社アルゴグラフィックス
このたび、大林茂（東北大学）前部門長の後を継ぎ、第 88

術者が学会へ期待するところを知ることもできました。

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、梶

また、広報委員の時に、ニュースレターの特集として

計算

島岳夫（大阪大学）副部門長、寺本進（東京大学）幹事をはじ

力学部門への期待、のぞむところ

め、運営委員や総務、広報など多くの委員の皆様方のご協力を

大学の教授、独立行政法人の研究者、企業の技術者、ベンダー

いただきながら、部門の運営に勤める所存です。

の経営者、技術者のみなさんへ執筆していただいたことがあり

というテーマを取り上げ、

いままで部門長をされた先生方は、計算力学分野とそれぞれ

ます。その内容は、今読み直しましても、大変示唆に富んでい

の専門分野で卓越した業績をあげられています。それらの先生

ます。常々考えていた内容と同じ意見や提案を述べられている

方に比べますと、私自身は、東京大学（工学部船舶工学科）卒

方もおられましたが、意外な切り口から指摘されている方もお

業後、製造業(川崎重工業船舶事業本部)での設計業務、IT 企業

られました。

（日本アイ・ビー・エム）での技術支援、営業活動という職歴

このような企業の技術者の要望と、様々な立場で計算力学に

で、大きく異なる道を進んできました。昨年の冬に、部門で初

関わる人たちの声を真摯に受け止め、今年なにをすべきかをま

めて実施された副部門長選挙の結果の連絡をいただいたとき

とめてみました。

は、まさに青天の霹靂の拝命でありました。昨年一年間は、大

そのひとつは、計算力学部門における企業からの参加者を増

林部門長の下で副部門長として総務委員会の責務、役割を体得

やすための方策を考え、実行することです。計算力学部門の最

してきました。総務委員会には、第 84 期と第 85 期の 2 年間広

も大きなイベントは、計算力学講演会ですが、現在企業からの

報委員として参画していました。広報委員の役割の重要性は言

参加者は決して多くはありません。計算力学講演会の多くはオ

うまでもありませんが、部門長のそれは、意味あいが大きく違

ーガナイズドセッション（OS）であり、発表形態はいくつか

います。いまさらながら責任の重さを感じています。

の方式がありますが、基本は論文発表の形式です。ただ、OS

日本機械学会は、運営基盤が確立され、計算力学部門もその

以外にもフォーラム等の自由度の多い形態も許容されています

確固たる土台の上で、運営されています。そのような運営基盤

ので、参画する価値があれば、企業からの参加者は増えるはず

の上に立ち、どのようなことができるのか、学会員の皆様の期

です。テーマについては、計算力学部門の特徴である学際領域

待にどのような形で応えることができるのかを考えてみまし

という点からは、広範囲な選択肢があります。広い領域で産業

た。

への適用事例、成功事例等の発表の場を設けるようにする。そ

私自身は、企業に在籍するなかで、外部団体活動として、大

れも単発ではなく、継続してゆけば、計算力学講演会では、面

学の先生方、企業の技術者の皆さんと NPO 法人 CAE 懇話会を

白い発表があるぞ、という評判が出てくる。それが企業からの

立ち上げました。今年は,設立から 10 年目、NPO 法人としての

参加者を増やしてゆくという流れにつなげることができます。

認証取得から 8 年目となります。CAE 懇話会の活動の中で、企

参加者＝発表者、すなわち発表者だけが参加する講演会ではな

業で CAE に関わる皆さんの状況を見ることができ、企業の技

く、発表者以外の人も多く参加する講演会になってゆく。一般
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に、企業の人が参加する講演会・セミナー等の多くは、情報入

体の評価を高める役割をも担っています。計算力学部門として

手、情報共有を参加目的としますので、参加者数は、発表者の

は、本認定試験のための技術講習会を毎年開催していますが、

数十倍から百倍程度になることが珍しくありません。発表者以

多くの技術者が積極的に本認定試験を受講しやすくなるよう

外の参加者を増やす努力も必要であろうと考えています。特に

に、また受講する気になるための取り組みを行いたいと考えて

企業の中の若手技術者にとっては、スキル習得という目的であ

います。

れば、参加しやすくなります。若手技術者のためのチュートリ
アル、技術講習会というコースがそれに該当します。

3 つ目は、海外とくにアジア諸国との連携を進める動きを推
進することです。ちょうど昨年の拡大運営委員会で、KSME(

第 20 回計算力学講演会では、NPO 法人 CAE 懇話会が協賛

韓国)部門講演会との間で 2 年おきに交互に派遣し、招待講演を

し、フォーラムを企画しました。発表者は産業界で CAE を実

行うことが決まりました。今後、アジア諸国との連携につなが

践されている人たちと、日本で CAE ソフトウェアを提供して

る動きを推進してゆくことが重要です。それは、計算力学部門

いるベンダーの人たちでした。このときは、企業からの参加者

講演会の価値を高め、企業からの参画も増えるという良い循環

が、まだそれ程多くはありませんでした。このような活動は、

につながることが期待できます。

継続することが重要ですが、次年度以降の継続が残念ながらあ

最後に事業仕分けで世間の注目を浴びた次世代スパコンにつ

りませんでした。今年の第 23 回計算力学講演会では、再度企

いて触れておきたいと思います。昨年、日本機械学会は、会長

業からの参加者を増やすために、フォーラムを企画していま

名で「科学技術と人材育成関連施策についての声明」を発表し

す。今年だけの単発に終わらないように来年度以降も、企業か

ました。この発表に際して、スパコンに最も近い部門として、

ら参加できるコースを、より広い範囲で検討、立案、開設する

計算力学部門では、部門長の大林先生がリーダーシップを取ら

ように、いろいろな方を巻き込んでゆくようにします。

れ、幹事の梅野先生と、理事会へのメッセージを

2 つ目は、人材育成です。計算力学技術者認定試験が 2003 年

コメントへの提案

パブリック

という形でまとめました。次世代スパコン

度に始まり、現在では、固体力学分野、熱流体分野について、

プロジェクトについては、様々な意見があり、意見をまとめる

技術レベルにあわせた複数のコースが用意されています。企業

ことは簡単ではありませんが、時機を逸することなく、

で CAE に関わる人にとっては、若手技術者にとっても、また

案

経験豊富な技術者にとっても、合格することが明確な目標とな

としても大きな意義があったと判断しています。今後も、常に

っています。CAE に関する技術レベルを、企業のなかで上司

世の中に対して、敏感な感性を持って、運営してゆくように努

や周囲の人たちに認めてもらうことは、今まで簡単なことでは

めたいと思います。

提

をまとめたことは、日本機械学会としても、計算力学部門

ありませんでした。それが本認定試験を合格することで、自分

2012 年には部門 25 周年行事である国際会議開催が予定され

自身のスキルが企業のなかで認められ、それがやりがいにもつ

ています。今年は、この国際会議をどのような形にするか、大

ながり、かつ企業の中で仕事をやりやすくすることを大いに手

枠を決める年となります。本国際会議を成功裡に終えるため

助けしています。さらに公的な資格ということで、社内に限ら

に、今年から準備を着実に行う必要があります。計算力学部門

ず、社外においても認められることから、CAE に関わる人全

の皆様のより一層のご協力をお願い申し上げます。

部門長退任にあたって

大林 茂
東北大学 流体科学研究所
第 87 期計算力学部門長としてこの１年間、皆様の温かいご

田中正隆先生のご逝去という悲しいニュースもありました。

協力により、なんとか部門長の任務を全うすることができまし

一方で、担当の方々のご努力で、新しい試みもなされまし

た。計算力学部門の活動を支えてくださいました総務委員の皆

た。国際関係に限って触れさせていただきますと、英文ジャー

様や運営委員の皆様をはじめとして、年次大会や部門講演会の

ナル活性化のため、計算力学部門講演会にて「JCST (Journal

実行委員の方々、各種の講習会や研究会を企画・運営して下さ

of Computational Science and Technology)国際フォーラム」

いました方々、英文ジャーナル JCST の編修委員の皆様に深く

が開催されました。また、韓国機械学会 CAE 部門と、計算力

感謝いたします。特に、部門幹事の梅野先生（東大）と機械学

学部門の合同ワークショップを隔年開催、持ち回りで実施する

会の熊谷さんには大変お世話になりました。心より感謝の意を

ことになりました。第 1 回は 2010 年 3 月にソウル国立大学で開

表します。

催予定です。

2009 年は「チェンジ」に明けた年でした。オバマ大統領が

部門就任時には、計算力学の大きな課題として、夢を語るこ

誕生し、日本でも本格的な政権交代がおきました。「事業仕分

とと、中小企業にアプローチすることを挙げました。自ら部門

け」では一躍スパコンが脚光を浴び、計算力学部門メーリング

活動として何かできたわけではないのですが、最近のニュース

リストでの議論から、日本機械学会理事会が動いて会長名によ

レターでは、CAE やものづくりの視点で記事が組まれてい

る声明が発表されたこともありました。年末には、元部門長の

て、編集担当の東川さんの着想と実行力に感服しています。
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コンピュータや情報通信技術は、ますます我々の社会・文化

ます。本部門の一層の発展を祈りつつ、次年度の辰岡正樹部門

を変えていくでしょう。そのことが、人類の未来に大いに貢献

長、梶島岳夫副部門長にバトンタッチしたいと思います。引き

するように努めることが、計算力学に携わる我々の使命と思い

続き部門活動へのご支援とご協力をお願い申し上げます。

部門賞

2009年度計算力学部門賞贈賞報告

大野 信忠
名古屋大学大学院 工学研究科（計算理工学専攻）
Materials and Structural Analysis, UPC（至

計算力学部門では、1990 年度より部門賞として功績賞，業

1995年）

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また顕

2000年

President of ECCOMAS（至2004年）

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

2002年

President of IACM（至現在）

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

萩原一郎氏は、輸送機械を中心とした衝突／振動解析，非線
形問題最適化等の広範な分野において卓越した研究業績を挙げ

載されております。
http://www.jsme.or.jp/cmd/

られ、当部門第一回業績賞をはじめとして多くの賞を受賞され

2009 年度の部門賞については、当ニュースレター No.42 に推

ています。また、これらの研究業績に関連した 18 件の特許を

薦依頼のご案内を掲載し、2009 年 6 月 30 日までに推薦のあった

取得されており、我が国の産業での計算力学の普及・発展にご

候補者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

尽力されました。さらに、英文誌 JCST 初代編修委員長等を務

結果、9 月 14 日の部門拡大運営委員会において受賞者は下記の

められ、当部門の活動に著しく貢献されました。萩原氏のご略

方々に決定されました。

歴は次の通りです。
1972年3月

功績賞

（Technical University of Catalonia, Spain

京都大学大学院工学研究科数理工学専攻修士
課程修了

Eugenio OÑATE氏
教授）

1972年4月

日産自動車（株）入社、総合研究所車両研究
所に配属

功績賞

萩原一郎氏

（東京工業大学大学院工学研究科教授）

1990年3月

工学博士（東京大学）

1990年6月

日産自動車（株）総合研究所車両研究所シニ
アリサーチャー

1996年4月

東京工業大学工学部教授

（東京理科大学理工学部教授）

2000年4月

東京工業大学大学院理工学研究科教授（現職）

業績賞

岡田裕氏は、これまで均質化法や重合メッシュ法によるマル

業績賞

岡田裕氏

渋谷陽二氏

（大阪大学大学院工学研究科教授）

チスケール解析ならびに大規模有限要素解析による三次元破壊
力学解析に関して大変優れた業績を挙げてこられました。この

Eugenio OÑATE 氏は、流体や固体の非線形有限要素法、粒

うち仮想き裂閉口積分法に関する一連の研究成果は、き裂解析

子法、メッシュレス法を含む計算力学全般にわたって卓越した

の大幅な効率化を可能にしたものとして国内外で高く評価され

業績を挙げてこられました。これらの業績は欧州のみならず世

ており、（独）原子力安全基盤機構における原子力機器の構造

界 の 研 究 者 に 大 き な 影 響 を 与 え て お り 、 最 近 ASME Ted

健全性評価プログラムや我が国の商用プログラムに採用されて

Belytschko Applied Mechanics Award を受賞されました。ま

います。岡田氏のご略歴は次の通りです。

た 、 国 際 計 算 力 学 連 合 （ IACM） の 会 長 や 欧 州 力 学 連 合

1986年3月

東京理科大学理工学部卒業

（ECCOMAS）の会長を務めるなどして計算力学分野に著し

1990年9月

米国ジョージア工科大学博士課程修了 Ph.D.

く貢献されています。OÑATE 氏のご略歴は次の通りです。

1990年9月

米国ジョージア工科大学博士研究員

1992年1月

日産自動車（株）入社、総合研究所車両研究

Catalonia (UPC)

1993年10月

米国ジョージア工科大学研究員

Full Professor in Structural Mechanics, UPC

1996年4月

鹿児島大学工学部助教授

（現職）

2002年4月

鹿児島大学大学院理工学研究科助教授（その

1978 年

Ph.D., University College of Swansea

1979 年

Associate Professor, Technical University of

1981 年
1992 年

Director, Department of Strength of

所に配属

後職名変更により准教授）
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2009 年 4 月

東京理科大学理工学部教授（現職）

1983年3月

大阪大学大学院工学研究科博士前期課程修了

1983年4月

（株）東芝入社、重電技術研究所に配属

渋谷陽二氏は、これまで結晶性材料および非晶性材料（アモ

1988年9月

大阪大学工学部助手

ルファス材料）を対象にしたナノスコーピックな塑性物理現象

1992年6月

博士（工学）（大阪大学）

と，電子・原子論的な計算力学的手法を軸にしたマルチスケー

1993年8月

米国ペンシルバニア大学客員研究員（至
1995年3月）

ル的観点からの材料内部構造と界面構造の解明に関して大変優
れた研究業績を挙げてこられました。これらの研究業績により

1995年4月

神戸大学工学部助教授

国内外の学術講演会で基調講演や Plenary Lecture 等の招待講

1998年4月

大阪大学大学院工学研究科助教授

演を多数行っておられます。渋谷氏のご略歴は次の通りです。

1999年6月

大阪大学大学院工学研究科教授（現職）

Receiving JSME Computational Mechanics Award
Eugenio Oñate
Professor, Technical University of Catalonia, Barcelona, Spain
Director, International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)
President, the International Association for Computational Mechanics (IACM)
It has been a great honour to receive the 2009
Computational Mechanics Award of the Japan Society of

nel flows and burning of objects, among many other multiphysics applications.

Mechanical Engineering. My particular research area of com-

Indeed, particle-based methods for solving fluid and solid

putation of fluid-structure-interaction (FSI) problems is very

mechanics problems are quite popular in Japan and many dis-

strong in Japan and I am particularly proud to be thus recog-

tinguished scientists have contributed excellent work in the

nized by my Japanese colleagues.

field (Profs. G. Yagawa, T. Yabe, M. Kawahara, S. Koshizuka,

The approach we have chosen for solving FSI problems

etc.).

combines a particle-based description of the fluid and solid

I have many good memories as a regular visitor to Japan

domain with the standard finite element method (FEM). The

for the last 20 years, mainly as a participant in scientific

resulting

(PFEM,

events organized by the Japanese Association for

www.cimne.com/pfem) uses an updated Lagrangian descrip-

particle

finite

element

method

Computational Mechanics (JACM) and the Japan Society for

tion to follow the motion of nodes (particles) in the fluid and

Computational Engineering and Science (JSCES). Both organi-

the structure domains. Nodes can freely move and separate

zations are affiliated to the International Association for

from the main analysis domain representing, for instance, the

Computational Mechanics (IACM). As president of the IACM

effect of water drops. A mesh connects the nodes defining the

I am indeed very happy to see the extraordinary progress in

discretized domain where the governing equations are solved

the computational mechanics field in Japan, thanks mainly to

using standard FEM procedures. The PFEM allows to treat

the initiatives of these two important Japanese scientific orga-

frictional contact and surface wear at fluid-solid and solid-solid

nizations.

interfaces via mesh generation. The PFEM has been recently

I would like to finish these lines with a word of thanks to

used to study the effect of waves on harbour and marine

my many friends and colleagues in Japan for their support

structures, the motion of bodies in water, bed erosion in chan-

and cooperation during so many years.

功績賞を受賞して

萩原 一郎
東京工業大学 大学院 理工学部 機械物理工学専攻
この度功績賞を頂くことになりました。ご推薦頂いた方、選

文とも偏微分方程式を選びました。当時、数理工学科は第８期

考委員始め部門所属の皆様に大変感謝致します。折角の機会で

生と比較的新しい学科・専攻でしたが、非常に数学好きな学生

すので、私の計算力学との関わりなどを順に紹介したいと思い

が多く、活気に満ち溢れていました。工学部でありながら、日

ます。

本や世界を代表する数学者として今も活躍している先輩・同

私は、京大の数理工学科での卒論、数理工学専攻での修士論

輩・後輩が何人もいます。私はこの中にあって、やはり数学を
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工学にもっと役立てたいという気持ちがあり、日産自動車に修

セビルの開発期間が大幅に短縮されたとの情報により、日本の

士修了後、入社しました。

各社も一斉にこの手法を取り入れようとしました。この時も各

モータリゼーションも毎年右上がりの時代で社内も大変活気

社一丸となって新しい技術の取得に乗り出しました。私も途中

がありました。私が配属された部署は、当時安全研究所と称さ

から動員され、理論的には、私達の一連の新しいモード合成技

れたところです。まだまだ日本のメーカは米国メーカに追いつ

術、感度解析技術、区分モード合成技術などで終止符が打たれ

いていないものの日本からの輸出車が増え、米国政府もひょっ

たと考えています。この成果などで 1996 年４月より大学で研

とすると、と日本車を警戒し始めました。

究する機会を得ることとなりました。

当時小型車ばかりの日本車が、大型車全盛の米国車と衝突す

その際、何か新しいことを、と要求されまして取り組みまし

ると日本車の方が分が悪い。衝突のレギュレーションを設ける

たのが、感性工学をより計算力学寄りにした協調工学、計算力

と日本車も撤退するのでは、と考えたのでしょうか。1967 年

学と画像解析の融合、計算力学援用折紙工学などです。まず協

に安全基準が設けられ衝突シミュレーションがスタートしまし

調工学ですがドライバーなどの満足度を顔表情で捉える研究を

た。皮肉なことに、所謂マスばねモデルシミュレーションで見

行い快適空間の研究へと発展し日本学術会議の計算科学シミュ

事に日本のメーカが先に成功しました。しかし安全のレギュレ

レーション分科会で「心と脳など新しい領域検討小委員会｣の

ーションは、前面を皮切りに、後面、側面、オフセットとどん

主催に結びつきました。またこれに関連して｢癒し工学｣が研究

どん増え、しかも内容も精細になっていきました。

室の北岡哲子助教によって創始され、本ニュースレターでも紹

マスバネモデルだけでは対応できず、有限要素法(FEM)が注

介されました。

目されました。当時はコンピュータの能力もさることながら、

画像解析との融合ですが、異なる CAD システム間ではデー

非線形 FEM ソフトも MARC などがあったもののとても対応で

タ転送時データに不具合が生じる、CAD と CAE に要求される

きませんでした。私も矢川先生が主査をされていた、計算力学

精度のレベルが異なるため、連携が難しい、などの課題があり

部門中心の RC-74、非線形有限要素法の応用研究分科会に企業

ます。これを解決するのに画像解析の技術は欠かせません。例

委員として参加させて頂き、そこで情報を得ながら梁要素の幾

えば画像の修復技術は CAD のデータ欠損解消に有効です。こ

何学的及び材料学的非線形 FEM プログラムを開発しました。

の研究には画像、CAD、CAE と広い分野をカバーする必要が

しかし、梁要素では屈曲部の断面積が小さくなっていく場合の

あるため世界中から多くの博士課程学生やポスドクを集めまし

特性の変化を表現するのが困難です。それでシェル要素による

た。一つの成果として、対象物を計測して CAD 化するリバー

衝突シミュレーションが渇望されましたが、その開発はとても

スエンジニアリングにおいて特徴線抽出技術、良好な CAD 面

困難でした。しばらくは断面積が小さくなっていく場合の特性の

パッチをつくるためのセグメンテーション技術、複数の CAD

変化を実験データを入れるという FEM 梁要素とマスバネのハイ

面パッチを必要な連続性を付与する接続技術などにおいて世界

ブリッドシミュレーションの開発なども行ったりしました。

最高の理論が得られていると感じています。またこの課程で実

そうこうしてるうちに、私にとってはまさに突如という感

感したことは画像、CAD、CAE それぞれに特有のコミュニテ

で、PAM-CRASH という衝突ソフトがフランスの ESI 社から

ィーがあり、一方で新しいことが実はもう既に行なわれている

販売されました。何故うまくいくのか、関連論文を急いで調べ

ことでした。例えば画像でよく使われる RBF 関数では大規模

ましたところ、次数低減積分シェル要素の使用による塑性域に

な問題に対応できないため、有界な台を有す CSRBF が使われ

達してからのロッキング現象の回避や塑性域に初めて達した要

ますが、そこで扱うマトリクスのバンド化を行ない画像解析の

素では与えられた応力―歪の構成方程式から逸脱しますがラジ

コミュニティで評判を得ました。FEM ではもう当たり前の技

アルリターンアルゴリズムと称して、次のステップで無理やり

術です。その意味でも計算科学シミュレーションの名のもとで共

元の構成方程式に戻す等々相当に乱暴なことをして成功したも

通の土俵で議論する必要性を感じ第２１期学術会議に「計算科学

のだということが分かりました。私は、逆に精度をあげるため

シミュレーションと工学設計分科会」を設けて頂きました。

の方法などをまとめ、機械学会論文としました。

日本伝統の折紙は世界でも ORIGAMI と尊敬されています

また上記の研究分科会で正式な題名などは失念しましたが

が、ハニカムコア以外産業応用はなされていません。関連製品

「最近の衝突シミュレーション、そのからくりとその限界」な

までを含めますといまや世界中で数兆円かの富を生むまでにな

どのニュアンスの題名で発表する機会を頂き、大変興味をもっ

ったハニカムコアは、終戦直後、英国の技術者が我国の七夕飾

て聞いて頂いたとの感触を得ました。その年に本部門の初代業

りを基に発明したものです。我国の工学研究者はこの事実を真

績賞受賞者に選出して頂きました。日本では、機械学会の上記

摯に受け止めなければならないでしょう。空間充填幾何学と計

分科会や自動車技術会の構造強度部門委員会などで大規模衝突

算力学を組み合わせてハニカムコアよりはるかに安価なトラス

モデルなどの情報交換などがあり、日本の自動車会社が

コアの創出と計算力学を駆使した製品化などを行なっていま

PAM/CRASH などの FEM 市販ソフトを最もうまく使いこなす

す。また本会や応用数理学会等で折紙工学の組織化も進めてい

ことに至っています。このことからも本計算力学部門は日本車

ます。

を強くすることにも大いに貢献しています。

以上は最近になってようやく形となってきました。これも部

次に 1980 年初頭、オハイオ州立大学の Klosterman らは、振

門講演会でお会いする方々との議論の賜物と感謝致します。今

動現象に対し理論モーダル解析と実験モーダル解析を組み合わ

後は一層世界への情報発信とともに、若い方々への啓蒙活動な

せた区分モード合成技術を BBA（building block approach）と

どもやっていけたらと考えています。本部門の益々の発展を祈

称し発表しました。この BBA により GM のキャディラック・

念し、感謝の意を表したいと思います。
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業績賞を受賞して

岡田 裕
東京理科大学 理工学部機械工学科
この度は、計算力学部門業績賞という大変栄誉ある賞を頂

2001 度から日本溶接協会の MF 小委員会（主査・現東洋大学

き、計算力学部門関係者の皆様に大変感謝致します。今まで、

矢川元基先生）という研究委員会に入れて頂き、三次元き裂の

何度となく計算力学講演会で功績賞・業績賞の授賞式に出席さ

有限要素法解析等を分担しました。当時の鹿児島大学大学院生

せて頂きましたが、まさか自分が受賞することなど考えもしま

（東真由美氏）と六面体 20 節点要素で三次元き裂問題解析を

せんでした。遠い世界の出来事のような気持ちで眺めておりま

分担し、メッシュ生成がいかに煩わしいかを痛感しました。と

した。今回業績賞を頂いたことは、もっとしっかり研究そして

ころが、当時既に三次元固体の有限要素法解析では四面体要素

大学その他の職務に一層努力するよう激励頂いたことと理解さ

からなる解析モデルを CAD データから自動生成するのが一般

せて頂きます。

的でした。河合浩志氏（東京大学）に四面体要素によるき裂モ

さて、私が計算力学に初めて触れたのは、東京理科大学理工

デルの自動生成について相談したところ、原理的には問題無い

学部機械工学科 4 年生のとき、卒業研究で結晶塑性の構成方程

ということでした。そこで応力拡大係数やエネルギ解放率を四

式を用いた有限変形解析に関するテーマを頂いたときでした。

面体要素の計算結果から精度良く求めることを目標とし、仮想

固体力学の有限要素法が何やら凄いもののように思い、宮本博

き裂閉口積分法（VCCM）に注目して研究を開始しました。

先生や菊池正紀先生にご指導いただきながら有限要素法、弾塑

一通りの理屈を考えた後、当時の大学院生（上別府剛氏や荒木

性力学、そして有限変形理論などを勉強しました。また、冨田

宏介氏）にプログラム実装して頂き、数本の論文を発表するこ

佳宏先生が書かれた塑性拘束に関する解説、大学院時代は西岡

とができ、現在の三次元破壊力学解析に関する研究テーマに繋

俊久先生の T*積分に関する論文など、理解したくて一生懸命

がっています。

読みました。なかなか理解できませんでしたが、いつかは自分

受賞にあたり評価して頂いた業績の全ては、現在所属してい

もこんな論文を書いてみたいという気持ちだけは強く持つこと

る東京理科大学ではなく、2008 年度まで所属していた鹿児島

ができました。

大学でのものです。一緒に勉強してくれた学生諸氏や周囲の教

大学院では菊池先生の勧めにより、米国ジョージア工科大学

職員の皆様に大変感謝いたします。また、九州では、九州大学

（Georgia Tech.）で学ぶ機会を得、Ph.D.の学位を取得するこ

の宮崎則幸先生・池田徹先生（現京都大学）、佐賀大の萩原世

とができました。Satya N. Atluri 先生のご指導のもと、境界要

也先生には九州地区計算力学研究会にお誘い頂くなど大変お世

素法による弾塑性大変形解析に関する研究やセラミック材料の

話になりました。

破壊力学解析、特に破壊じん性向上メカニズムに関する研究に

以上のように、私は素晴らしい先生方・先輩方・仲間達との

取り組みました。Georgia Tech.では Prof. J. R. Rice など大変著

出会いにより育てて頂きました。これからは若い機械工学、そ

名な先生方の講演を聞く機会に恵まれ、今考えてみると大変幸

して計算力学分野の技術や研究を志す仲間達の役に少しでも立

せな大学院時代でした。Atluri 先生には Scientist としてある

てるよう努力していきたく思います。そこで最後に二つだけ、

べき姿勢を見せて頂きました。これが私のバックボーンになっ

まだまだ未熟な私が言うのもおかしいとは思いますが、研究者

ています。

や技術者を目指す若い人たちにお伝えしたいことがあります。

博士課程修了後は、ポストドクトラルフェローを経て日産自

まず、仕事や研究は何らかの形になる成果が出るまで絶対に諦

動車（株）に入社し、総合研究所・車両研究所に配属されまし

めないこと。次に、寝る暇を惜しんで愚直に努力することで

た。そのときの上司が、現・東京工業大学の萩原一郎先生でし

す。これらは、私が自分について自慢できる数少ないことで

た。現在も、学会等で時々お目にかかる機会があり、人の出会

す。この二つができれば、才能溢れる方は大変な成果を残すこ

いは不思議なものだと思います。

とができるでしょうし、私くらいの者でも相応の成果を残すこ

その後、もう一度 Prof. Atluri のもとで Georgia Tech の研究

とができると思います。さらに、西岡俊久先生の功績賞受賞の

員を経て鹿児島大学工学部機械工学科に助教授として採用して

お言葉にあるように、素晴らしい先生方や先輩方への憧れと、

頂きました。学位取得から 6 年目でした。それまでの研究を全

少しでも近づきたいという気持ちを持ち続けることが大切では

て捨てる決心をし、新しい研究テーマを立ち上げようと試行錯

ないかと思います。

誤を始めました。まず、大変形弾塑性材料の均質化法解析に関
する研究を行い、機械学会論文集に投稿・掲載されました。し
かし、その後は新しい展望を見いだせず、そのままです（たま
にある第一報で終わる論文）。さらに、後に考え方や数値解析
の誤りが指摘されるというおまけ付きです。これが私の独立し
た研究者としての第一歩でした。
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渋谷 陽二
大阪大学 大学院 工学研究科 機械工学専攻
この度は、栄えある計算力学部門賞（業績賞）を頂くことが

て困難になることがわかります。

でき、厚く御礼申し上げます。これも、ひとえに関係各位の皆

界面構造の問題では、必ずしも力学的特性のみが主たる評価

様方、特に私どもの研究室で研究に携わってこられた教員の

関数ではなく、別の機能的特性に大きな重みがかけられる場合

方々、学生さんのご協力の賜と心より御礼申し上げます。

があります。例えば、成膜段階での密着性は界面構造設計の上
で大変重要になります。計算負荷の制限から極めて単純化した

昨年は、大阪大学で教授として研究室（http://www-comec.

モデルで、酸化物クラスターとポリマーの界面密着性を種々の

mech.eng.osaka-u.ac.jp/）を持ち始めて 10 年が過ぎ、卒業生の

組み合わせについてエネルギー論的にスクリーニングした解析

一人が発起人となって 10 周年の同窓会を開催してくれまし

[3]では、著しく優れた密着性を持つ組み合わせを計算力学から

た。まだ 10 年足らずで同窓会の話しをさせていただくことは

指摘しました。そして、それが現場の経験則と見事に合致した

大変恐縮ですが、一方でとてもうれしくありがたく思った次第

例があります。これは、クラスターと言えども、大域的な密着

です。あらためて 10 年の研究テーマを振り返った時に、どれ

性を律しているメカニズムが､局所的な電子状態の理解に基づ

くらいの貢献をしたのか甚だ心許なくなり、自分の能力の限界

いていることを示しています。同様に、ポリマーと水の相互作

についても思い知らされることになりました。自分自身の中で

用を表す撥水性と吸水性の特性評価についても同様な例[4]があ

は、固相体が種々の負荷の作用下で非可逆な変形をしている時

ります。種々のポリマーと水との電荷の移動を正しく評価し、

空間において、どのように局所的な応答が大域的な応答を形成

エネルギー論的な観点から整理することにより、吸水性のよう

し、また反対にその大域的な応答の変化がどのように局所的構

な複雑な反応経路をたどる事象に関しては説明が困難でも、撥

造変化を導くのかといった疑問に対する解を探し求め、五里霧

水性に関してはマクロなサイズでのぬれ特性（接触角）と何ら

中で今日に至ったように思います。「マクロとミクロをつな

かの相関があることが伺えます。検討事項は多くあるとして

ぐ」といった言葉がよく使われますが、つなぐというのは、

も、それらは局所的な事象の理解が大域的な事象を証明し得る

元々分離して互いに独立な事象を連結させるイメージです。し

端的な例のように思えます。

かしながら、そもそも力学の場を提供している材料や構造は一
つで、スケールが異なるだけです。したがって、「つなぐ」と

一般にメゾスケールな解析手法と言われ、大域場への発展を

いう表現は本来正しくなく、起きている一つの力学事象を観察

予測するカイネティック・モンテカルロ（KMC）法やフェー

者の目線に応じたサイズで捉えると表現した方が適切と思って

ズフィールド（PF）法ですが、その対象とする事象の生成を

います。問題なのは、そのサイズに応じた視野の境界条件が厄

自然な形で表現する術を持っていません。KMC 法では、想定

介で、多くの研究者が頭を抱えていることはよくご存知のこと

されるイベントをすべて取り上げ、その活性化エネルギーと試

と思います。第一原理計算、分子動力学法、カイネティック・

行頻度を予め求めておき、その範囲内で事象を発展させる手法

モンテカルロ法、フェーズフィールド法、有限要素法等、種々

です。PF 法はローカルルールを設定し、そのルールにしたが

の計算力学手法が提案され、また拡張されていますが、これら

った生成を適切な状態で与えることになります。生成から発展

はそのモデル化が意図するサイズでの力学現象を明らかにでき

までを首尾良く捉えるモデリングが切望されていることは周知

る非常に優れた解析手法であり、力学挙動や状態を表す的確な

のとおりですが、産み出すことと、それを育てることとはかな

モデリングに大きく寄与しています。前述した境界条件の困難

り異なった仕組みのために、なかなか一世を風靡するまでには

さはありますが、事象によっては、そのサイズで得られた結果

至りません。やはりこれらも、その力学的なサイズに応じた解

は、より大域的な結果を直接的に説明し得る場合もあります。

析に持ち味があるように思います。

一般に、多結晶の延性材料の塑性変形は転位の素過程から始ま
り、粒界や表面といった面欠陥を含めた欠陥間の複雑な相互作
用[1]があるが故に、仕分けが困難な階層構造の体をなすことは
よく知られています。一方、原子構造がランダムで等方的と言
われていたアモルファス材料（非晶性材料）ですら、20 面体
の短距離秩序構造から、その 20 面体のクラスター構造が織り
なす中距離秩序構造の存在が言われるようになり、サイズに応
じた階層構造がわかってきました [2]。したがって、結晶性お
よび非晶性の材料ともに、このような階層性を持つ研究対象
は、局所と大域の双方向の作用メカニズムを捉えることが極め

[1] T.Tsuru, Y.Shibutani and Y.Kaji, Phys. Rev. B, 79 (2009),
012104.
[2] M.Wakeda and Y.Shibutani, Accepted to Acta Mat.
[3] A.Fujinami, S.Ogata, Y.Shibutani and K.Yamamoto,
Modelling Simul. Mater. Sci. Eng., 14 (2006), S95-S103.
[4] A.Fujinami, D.Matsunama and Y.Shibutani, Polymer, 50
(2009), 716-720.
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材料特性のシミュレーション

水素脆化現象の原子シミュレーション

宮崎 則幸
京都大学 大学院 工学研究科（機械理工学専攻）
金属中へ水素が侵入することによって、破断伸びが減少した

結果が得られた。次にケース2の解析結果について示す。図２に

り、疲労き裂の成長速度が加速したりする、いわゆる水素脆化

水素原子を含む場合の典型的なき裂進展挙動を示す。この場合

現象が広く知られている。近年、大気汚染による環境悪化や地

も、き裂はほぼ脆性的に直進する。さらに、
水素の有無によって、

球温暖化の問題が顕在化しており、その解決のために水素を有

き裂進展に有意な差は見られなかった。ケース3の解析結果を図

効利用する社会システムを構築しようという動きが活発になっ

3に示す。
ここで、
水素原子を含む場合については（a）
（b）に、含

ている。しかし、水素利用頻度が増大すれば材料内に侵入した

まない場合については（c）にそれぞれ示す。なお、
（a）と（b）では

水素に起因する破壊事故の割合が増加することが危惧される。

（b）の方が、水素が高濃度に含まれている。図3より、水素を含む

水素脆化現象は微量な水素原子により引き起こされる。本稿で

場合は{112}すべり面でき裂が進展する様子が高い頻度で確認さ

は、京都大学の研究グループによる水素脆化脆化現象の原子レ

れた。き裂端部から射出される転位の転位芯近傍を詳細に見る

ベルシミュレーションに関する研究の一部を紹介する。

と、転位芯付近に水素がトラップされているのがわかった。
ま
た、き裂端部の様相を詳細に観察することにより、転位が生成す

分子動力学シミュレーションにおいては、原子間ポテンシャ

る{112}すべり面上に水素が集まり、
そこからき裂が進展してい

ルの選択が重要であり、その特性を理解して使用する必要があ

くことがわかった。これらの結果から、き裂先端近傍の転位芯付

る。現在、bcc 鉄−水素系を取り扱うことのできる原子間ポテ

近にトラップされた水素がすべり面での割れを助長していると

ンシャルは三つ、すなわち、Morse ポテンシャル、Wen らの

いえる。

開発した EAM ポテンシャル、Ruda らの開発した EAM ポテン
シャルが提案されている。基本的な物性値評価の結果、これら
のうち Wen らの開発した EAM ポテンシャル（以降、EAM-W

bcc

non-bcc

と略称する）が現時点で最も優れた鉄−水素系の原子間ポテン
0ps

シャルであると考え、本研究では EAM-W を採用することにし

100ps

200ps

300ps

図 11 ケース 11
のき裂進展挙動

た。
まず、分子動力学法を用いたき裂進展シミュレーション結果
を示す。半径 9.7nm、奥行き 2.8nm の円筒型のモデルにき裂を

0ps

導入し、その外周部の境界原子に一定の応力拡大係数速度に対

100ps

200ps

300ps

図 22 ケース 2 のき裂進展挙動
2

応する強制変位を与えることによってき裂進展解析を行った。
本モデルは原子数が約 71000 の疑似三次元モデルであり、板厚
方向には周期境界条件を設定した。鉄中の水素原子濃度は静水

（a）

dislocation
Slip plane fracture

圧応力依存性を示し、それが高いほど高濃度になる。このよう
な応力依存性を考慮して初期水素濃度分布を与えた。

dislocation

Slip plane fracture

（b）

き裂進展解析結果を次の３ケースについて示す。ケース 1：
円形面内にすべり面がなく、温度も EAM-W により求められる

（c）

dislocation

α 鉄の延性脆性遷移温度（DBTT）200K〜300K よりも高い
400K とする。ケース 2：円形面内に{112}すべり面が存在する
が、温度は DBTT 温度よりも低い 100K とする。ケース 3：ケ
ース 2 と同様に円形面内に{112}すべり面が存在し、温度は
DBTT 温度よりも高い 400K とする。

0ps

100ps

200ps

300ps

図 33 ケース 33
のき裂進展挙動
（(a)(b)：水素を含む, (c)：水素を含まず）

(a)(b)

(c)

上記に示した分子動力学解析より、水素は{112}すべり面上で
ケース1のき裂進展解析結果を、水素を含まない場合について

転位芯近傍に集まる傾向が認められた。この現象を、分子静力

図1に示す。図中で灰色の部分はbcc構造の原子を、黒色の部分は

学を用いて詳細に検討した。刃状転位芯の近傍で、水素のトラ

bcc構造以外の原子を表している。転位を射出することなく、き

ップサイトに 1 個ずつ順番に水素を導入し、共役勾配法を用い

裂は脆性的に真っ直ぐに進展する。水素を含む場合にも同様な

て鉄原子と水素原子の位置をエネルギーが最安定になるよう構
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造緩和した。この時のトラップエネルギー ΔEd の分布を図 4 に

以上の結果、
および第一原理計算あるいは分子動力学法によ

示す。図より、最もトラップエネルギーが強い領域は転位芯に

る解析から、すべり面上に水素が存在することによって、その面

沿うように分布することがわかる。また、刃状転位の引張側

の表面エネルギーが低下して割れやすくなることを考慮する

（図 4 の領域 A）においてもトラップエネルギーは強くなる。一

と、α鉄の水素脆化機構の一つの可能性として、
下記のようなも

方、すべり面上にもトラップエネルギーが強くなるサイトが存在

のが考えられる。
（1）すべり面に沿って転位が発生する。
（2）多数

する（図4の領域B）。以上の結果は、転位の存在するすべり面上

の水素が転位芯および転位芯近傍のすべり面上にトラップされ

に多くの水素が分布する可能性を示唆している。

る。
（3）水素の存在により転位運動のエネルギー障壁が低下し、
転位の可動性が増し（HELP機構が働く）、堆積転位間隔が縮ま
る。転位にトラップされた水素によりすべり面の表面エネルギ
ーの低下し、き裂やボイドの生成が生じ、堆積転位間でそれらが
連結する。
本研究は、2006 年度〜2012 年度の７年間にわたって実施さ
れる NEDO の資金による「水素先端科学基礎研究事業」の一
環として行われた研究の一部である。本研究プロジェクトには
筆者の他に、筆者の研究室の松本龍介助教、武富紳也特定助教
および大学院生も参加している。本研究成果もこれらの方々の
研究活動に負うところが大である。ここに謝意を表する。本研

図4

水素占有位置における水素トラップエネルギーの分布

Robertson らは in situ で TEM 観察を行い、水素ガスを導入
した際に試験片中の転位間距離が狭くなる様子を観察してい
る。この観察結果は HELP（Hydrogen Enhanced Localized
Plasticity）説の論拠として知られている。そこで、原子モデ
ルを用いることで α 鉄中の刃状転位のモビリティーに及ぼす
水素の影響を、転位芯近傍での影響も含めて解析した。図 4 よ
り、水素の存在確率が一番高くなるのは転位芯であることがわ
かった。そこで、水素が転位の可動性に及ぼす影響を検討する
ために、刃状転位を有する解析モデルの転位芯中央部分に一つ
の 水 素 原 子 を 導 入 し 、 分 子 静 力 学 法 の 一 種 で あ る NEB
（Nudged Elastic Band）法を用いて、初期状態から最終状態
へ転位が 1b（b：バーガースベクトルの大きさ）運動する遷移
過程のエネルギー変化（転位運動のエネルギ−障壁）を求め
た。解析は三つの場合について行った。すなわち、
（a）
水素を含
まない場合、（b）転位芯に水素を含んだ転位が 1b 移動する場
合、および（c）
1b だけ前方にある水素に転位が移動して転位
芯に水素を含むようになる場合である。解析結果を図 5 に示
す。この図より、水素の存在によって転位運動のエネルギー障
壁が低下し、転位の可動性が増すことがわかる。

図5

転位運動のエネルギー障壁

究プロジェクトに関連してこれまで発表している原子シミュレ
ーション関連の論文リストを下記に示すので、興味を持たれた
方はそちらをご覧ください。
既発表論文
(1) S. Taketomi, R. Matsumoto, N. Miyazaki, Atomistic
Simulation of the Effects of Hydrogen on the Mobility of
Edge Dislocation in Alpha Iron, Journal of Materials
Science, Vol.43, No.3, pp.1166-1169, February 2008.
(2) 武富紳也, 松本龍介, 宮崎則幸, 鉄における(112)[111]刃状転位芯
近傍の水素占有位置に関する原子モデルを用いた研究, 材料,
第57巻第8号, pp.768-773, 2008年8月.
(3) S. Taketomi, R. Matsumoto, N. Miyazaki, Atomistic Study
of Hydrogen Distribution and Diffusion around a {1 1 2}<1 1
1> Edge Dislocation in Alpha Iron, Acta Materialia, Vol.56,
No.15, pp. 3761-3769, September 2008.
(4) R. Matsumoto,T. Inoue, S. Taketomi, N. Miyazaki, Influence
of Shear Strain on the Hydrogen Trapped in bcc-Fe: A
First-Principles-Based Study, Scripta Materialia, Vol. 60, No.
7, pp. 555-558, April 2009.
(5) R. Matsumoto, S. Taketomi, N. Miyazaki, Y. Inoue,
Estimation of Hydrogen Distribution around Dislocations
Based on First Principles Calculations, Effect of Hydrogen,
Proceedings of the 2008 International Hydrogen
Conference, ASM International, pp.663-670, July 2009.
(6) S. Taketomi, R. Matsumoto, N. Miyazaki, Atomistic Study
of Hydrogen Diffusion around a Dislocations in Alpha Iron,
Effect of Hydrogen, Proceedings of the 2008 International
Hydrogen Conference, ASM International, pp.655-662, July
2009.
(7) R. Matsumoto, S. Taketomi, S. Matsumoto, N. Miyazaki,
Atomistic Simulations of Hydrogen Embrittlement,
International Journal of Hydrogen Energy, Vol.34, No.23,
pp.9576-9598, December 2009.
(8) S. Taketomi, R. Matsumoto, N. Miyazaki, Atomistic Study
of the Effect of Hydrogen on Dislocation Emission from a
Mode II Crack Tip in Alpha Iron, International Journal of
Mechanical Sciences, Vol. 52, No. 2, pp.334-338, February
2010.
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超微細粒金属の特異な力学特性に関する
転位-結晶塑性マルチスケールシミュレーション
志澤 一之
慶應義塾大学 理工学部 機械工学科
1. はじめに
強ひずみ温間・冷間圧延などによって創製される粒径が
1μm 以下の超微細粒金属は、卓越した強度を有する構造材料
として注目を集めている。FCC 金属においては、粒径のサブ
ミクロン化に伴って強度が飛躍的に増加するが、その一方で延
性が急激に低下する。また、FCC 超微細粒金属に焼鈍を施し
た FCC 微細粒焼鈍材においては、通常の BCC 焼鈍材で観察さ
れる降伏点降下および Lüders 帯の伝ぱに酷似した現象が起こ
ることが実験的に報告されている。このように、微細粒金属は
特異な力学特性を示すことが知られているが、これらの現象が
現れるメカニズムについては十分解明されていないのが現状で
あり、その特性を計算力学的に再現することが材料組織制御や
圧延加工の分野で期待されている。
本稿では、著者らが提案した幾何学的に必要な（GN）結晶
欠陥に基づく GN 転位-結晶塑性モデル（1）に均質化法を導入し
て、転位の微視構造、結晶粒構造および巨視構造という 3 階層
を橋渡しできるように改良したトリプルスケール転位-結晶塑
性モデル（2）を紹介する。加えて、微細粒焼鈍材に存在する転
位密度が極めて低い結晶粒にも対応可能な新たな臨界分解せん
断応力（CRSS）モデルについて解説する。以上のモデルを用
いて、転位組織-結晶粒構造-試験片にまたがる多重階層連成
FEM 解析を初期粒径および初期転位密度の異なる FCC 多結晶
に対して実施し、結晶粒微細化に伴う寸法効果ならびに FCC
微細粒焼鈍材に発現する降伏点降下および Lüders 帯の伝ぱを
数値解析的に再現できることを示す。さらに、得られた解析結
果に基づいて、超微細粒金属における巨視的降伏と結晶粒スケ
ールの微視的降伏の関係および粒径のサブミクロン化に伴う延
性低下のメカニズムについても考察する。
2. GN 結晶欠陥の定義
Burgers 回路内の孤立転位密度を表す GN 転位密度テンソル
α（α）および転位対密度を表す GN 不適合度テンソルη（α）は結
晶塑性論に適合する形で

l ( )
1
( )
 ( )= ~ P ( ) ( ) ,  ( ) = ~ PS( )
 (  ) ...(1)(2)
b
b
と表される（1）。ここで、b̃はBurgersベクトルの大きさおよびl（α）
は最隣接転位間距離であり、P（α）はすべり方向ベクトルs（α）およ
びすべり面の法線ベクトルm（α）を用いてP（α）≡s（α）⊗m（α）で定
義される。また、P（s α）はP（α）の対称部分であり( （) α）、はすべり系α
に関する量を表す。一方、転位の対消滅によって回復する転位密
（α）
（α）
のノルムρη
を用いて
度ρR（α）はη

 R( ) = 4 fyc2 ( ) 2

(  R( )  ( ) ) ...................................(3)

と表される（1）。ここで、fは対消滅の空間頻度を表す数値係数およ
動的回復を考慮した全転位密
びycは転位対の消滅距離である。
（α）
（α）
（α）
,α
のノルムρα
、上述のρη
および
度は、
初期転位密度ρ（
0 α）
ρR（α）
を用いて次のように表される。

 ( ) =  0( ) + ( ) + ( )   R( ) .........................................(4)

3. 転位-結晶塑性モデル
通常粒金属の場合、粒内に存在する転位源が活動することで
塑性変形が開始するが、転位密度が極めて低い微細粒では、通
常粒の場合と同程度の転位源が粒内に存在しているとは考えに
くい。このような微細粒の場合は、材料内において大きな割合
を占める粒界が転位源の役割を果たすと考えられる（3）。この
粒界転位源を活動させるためには、通常の転位源の活動に比べ
て高い応力が必要であることが予想され、CRSS は高い値をと
ることになる。その後粒界から放出された転位によって粒界転
位源よりも優先的に活動する転位源が粒内に発生することで、
流れ応力が低下すると考えられる。この粒内転位源の最小長さ
を lk とすると、このときの粒内転位密度は粒径 d を用いて lk /d3
と表されるため、転位源が粒界から粒内に遷移する際の転位密
度（臨界転位密度）ρk（α）は次式にて与えられる。

 k( ) =  (lk / d 3 ) .........................................................................(5)
ここで、 κ は数値係数である。この臨界転位密度を境に塑性
変形開始の閾値が変化すると考えられるため、多重すべり系に
拡張されたBailey-Hirschの式（4）を次式のように拡張する。

g

( )

 g ( )
 k
= ( )
+

 r




; ( ( ) <  k( ) )

~
 ( ) aμb  (  ) ; (  k( )   ( ) ) .......(6)


ここで、g（α）は流れ応力、g k（α）は粒界転位源を活動させるため
に必要なせん断応力、 τr（α）は参照せん断応力、 Ω（αβ）は転位
相互作用行列、αは 0.1 のオーダーの数値係数およびμは横弾性
係数である。いま、粒界転位源の長さを λd (λ<1)とおけば、
g k（α）は次式のように表せる。
~
g k( ) = μb /(d ) ...........................................................................(7)
ここで、 λ は粒径と粒界転位源の大きさの比を表す係数であ
る。式（6）において ρ（α）=ρk（α）のときの流れ応力を g0（α）と
し、gk（α）>g0（α）となるように λ を決定すれば、粒内転位源の枯
渇に起因する CRSS の増加を表現できる。また、式（5）およ
び式（7）から ρk（α）および gk（α）の値は粒径に依存するため、式
（6）を用いて粒径に依存した降伏応力の違いが表される。な
お、結晶の硬化係数は式（6）を時間微分することで通常と同
様に得られる（4）。
4. 均質化結晶塑性モデル
ミクロ構造の不均一性を考慮したマクロ構造の支配方程式を
得るために、本研究では均質化法を用いる。物質速度 Vi は次
式のように分解される。

vi = vi0 + v*i ...................................................................................(8)
ここで、( )0 および( )*はそれぞれマクロ成分およびそれからの
じょう乱成分を表す。このじょう乱成分はミクロ構造の不均一
、φi およびマクロな変形
性に起因しており、特性速度 χ〈kl〉
i
0
速度 Dkl を用いることで、従来の粘塑性均質化法と同様に

v*i , j =   i<, klj > Dkl0 + i , j ..............................................................(9)
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のように表される。式（8）および式（9）を用いれば、マクロ
構造における均質化結晶塑性構成式が得られる。
5. FEM 解析および検討
マクロな解析対象はアスペクト比 3 の長方形 Al 平板［図 1
（a）
］とし、変形の対称性を仮定して試験片の 1/4 に長手方向
への強制引張変位を与えた平面ひずみ問題を考える。一方、ユ
ニットセルは 25 個の結晶粒からなる正方形多結晶平板とし、
周期境界条件を与えた Asaro の平面 2 重すべりモデルを採用す
る［図（
1 b）および（c）
］。さらに、ユニットセルをマクロ構
造の各積分点に割り当て、ミクロ-マクロ連成解析を行う。数
値パラメータは f =1、y c =1nm、κ=300、l k =0.1μm, τ（α）
r
=1MPa、α=0.2 および λ=0.13 である。初期平均粒径 d および
初期転位密度 ρ0（α）については微細粒焼鈍材を想定し、表 1 に
示す値を用いる。また、初期結晶方位はいずれの粒径において
も図1（c）に示すとおりである。
図 2 は、本解析から得られたマクロ構造における各粒径の公
称応力-公称ひずみ線図である。図 2 を見ると、粒径の減少に伴
う初期降伏応力の増加および降伏後の加工硬化率の減少といっ
た粒径の違いに起因する寸法効果が再現されていることがわか
る。さらに初期平均粒径が d =0.40〜1.2μm の曲線に注目する
と、降伏点降下現象が再現されていることが確認できる。一
方、d =5.4μm の曲線では降伏点降下は発現しておらず、通常
粒金属に類似の曲線を描いている。
図3は、図2における（i）〜（viii）の伸び率に対応するマクロ構
降伏点
造の相当塑性ひずみ速度分布である。d =1.2μmの場合、
降下が起きた後に変形の局所化領域が引張方向へ伝ぱしている
ことが確認できる［図3（a）
（i）
- 〜（iii）］。この領域が材料全体を伝
ぱし終わると、
図3（a）
（iv）
のように相当塑性ひずみ速度はほぼ
一様となり、その後均一に塑性変形が進行する。この現象は
BCC焼鈍材において観察されるLüders帯の伝ぱと類似した現
d =0.40μmの場合[図3（b）]にはLüders帯の伝ぱは見
象である。
られず、降伏点降下が発現した直後に材料は塑性不安定状態に
陥り、塑性変形が局所化していることがわかる。
図 4 は、d =0.40μm の場合のマクロ構造の相当塑性ひずみ分
布およびユニットセル内の粒の降伏状況である。なお、粒内の
5 割以上の要素ですべりが発生した時点を粒の降伏とし、降伏
した粒に色付けしている。塑性流れ開始点（図 2 の×印）に対
応する図 4（a）を見ると、実験的に報告されている 10−6 オー

Fig. 1 Computational model

(i) U/L=0.4%

(v) U/L=0.8%

(ii) U/L=0.6%

(vi) U/L=2.0%

(iii) U/L=0.8%

(vii) U/L=3.0%

0s-1

(viii) U/L=3.7%
(iv) U/L=1.6%
-1
1.5'10-2s-1
1.5'10-3s-1 0s
(a) d =1.2μm
(b) d =0.40μm

Fig. 3 Distributions of equivalent plastic strain rate

g

q

p

5.0'10-5

0.15

0

0

(a) d =0.40μm, U/L=0.37%

(b) d =0.40μm, U/L=3.7%

Fig. 4 Distributions of equivalent plastic strain
and yielding grains in unit cells

ダーの降伏前マイクロひずみがすでにマクロな試験片全域に渡
って発生しているのに対し、微視的には全粒降伏に至っていな
いことが確認できる。その後、伸び率が図 2 における（viii）
に達すると図 4（b）のようになり、同図から試験片を横断す
る明瞭なせん断帯が形成されていることが確認できる。このせ
ん断帯の発現により、試験片は同領域において破断に至ること
が予測できる。また、せん断帯上にある積分点に配置されたユ
ニットセルでは全粒降伏しているのに対し、マクロな塑性変形
がほとんど起こっていない領域では、依然として未降伏の粒が
存在している。
6. おわりに
（1）本モデルにより、結晶粒微細化に伴う寸法効果ならびに
FCC 微 細 粒 焼 鈍 材 に 発 現 す る 降 伏 点 降 下 現 象 お よ び
Lüders帯の伝ぱを再現できる。
（2）超微細粒金属の場合、塑性流れに遷移すると巨視的に材
料全体が降伏前マイクロひずみ状態となるが、微視的に見
ると未降伏の粒が多数存在する。
（3）粒径の減少に伴って材料は塑性不安定状態に陥りやす
く、脆化傾向を示す。
本研究を遂行するにあたり、ご援助いただいた慶應義塾大学
大学院理工学研究科後期博士課程の黒澤瑛介氏に深謝する。
文 献
（1）Aoyagi,Y.andShizawa,K.,Int.J.Plasticity,23-6 (2007),
pp.1022-1040.
（2）Shizawa,K.,et al.,Proc.Plasticity2009, (2009), pp.349-351.
（3）Yamakov,V.,et al.,Acta Mater., 49 (2001), pp.2713-2722.
（4）Ohashi,T.,Phil.Mag.,70-5 (1994), pp.793-803.

Fig. 2 Nominal stress versus nominal strain curves
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量子分子動力学法に基づくマルチフィジックス
シミュレータの開発と応用
久保 百司
東北大学 大学院 工学研究科 附属エネルギー安全科学国際研究センター
量子論に基づくマルチフィジックスシミュレータの開発
世界に先んじた次世代機械加工技術、超精密加工技術、ナノ
マシニング技術を創造するためには、電子・原子レベルでの全
く新しい基盤技術の確立が求められている。特に、超微細化が
急速に進む近年の機械工学技術では、原子レベルでの「化学反
応の制御」が必須とされている。しかし、エッチングプロセ
ス、トライボロジープロセス、化学機械研磨プロセス、CVD
プロセスなどは、「化学反応」に加えて「衝撃、摩擦、応力、
流体、伝熱、光、電場」などが複雑に絡み合ったマルチフィジ
ックスプロセスであるため、「化学反応」の解明のみならず、
これらマルチフィジックス現象の深い理解が必要不可欠であ
る。
従来、機械工学分野においては、マルチフィジックス現象に
対する理論的検討には、流体力学、有限要素法などの連続体シ
ミュレーションが活用されてきた。これら手法においても、化
学反応が扱えるとするシミュレータもあるが、実験的に得られ
た経験的な化学反応式を導入したものであり、未知の化学反応
には全く対応することができない。そこで著者らは、独自に考
案した SCF-Tight-Binding 近似に基づき、第一原理分子動力学
法に比較して 5000 倍以上の高速計算を実現した SCF-TightBinding 量子分子動力学法を開発し、数百原子以上の大規模系
における化学反応ダイナミクスの解明を可能とした。さらに上
記方法論を発展させることで、量子論に基づき「化学反応ダイ
ナミクス」を扱いながら、「衝撃、摩擦、応力、流体、伝熱、
光、電場」などとのマルチフィジックス現象をシミュレーショ
ン可能なマルチフィジックス量子分子動力学シミュレータを開
発した（図 1）。

スのシミュレーションを行った。10eV の運動エネルギーを有
する CF2 ラジカルを SiO2 基板に衝突させた結果を図 2 に示す。
SiO2 基板に入射した CF2 ラジカルは表面上で解離した後、600
フェムト秒(fs)後には、Si-F 結合の形成と CO 分子の生成が確認
された。図 3 には Bond Population の経時変化を示す。ここ
で、Bond Population とは 2 原子間に存在する結合性軌道の電
子数から反結合性軌道の電子数を引いたものであり、結合強度
を表す。図より、衝突後解離した F 原子が表面の Si-O 結合を切
断して、Si 原子と新しい結合を生成する様子が観察された。特
に反応の過程で、Si 原子が特異的に 5 配位構造をとることも明
らかにされた。実験的にもエッチング過程における SiF4 分子
と CO 分子の生成が確認されており、本計算結果は実験結果を
よく再現している。電子移動を扱えない古典分子動力学法で
は、このような「衝撃と化学反応」のマルチフィジックス現象
の解明は不可能であり、著者らの開発した量子分子動力学法の
有効性が示された。

図2

図3
図1

CF2 ラジカルによる SiO2（100）基板のエッチングプロセス

エッチング過程における 2 原子間の Bond Population変化

マルチフィジックス量子分子動力学シミュレータ

プラズマエッチングプロセスシミュレーション
超微細加工に用いられるプラズマエッチングプロセスの解明に
は、「衝撃と化学反応」のマルチフィジックス現象を電子レベル
で解明することが必須である。しかし、その複雑さから、プラズ
マエッチングプロセスの理論的検討は全く行われていない。
そこで、著者らは開発した量子分子動力学シミュレータを活
用し、CF2 ラジカルによる SiO2 (100) 基板のエッチングプロセ

トライボケミカル反応ダイナミクスシミュレーション
自動車エンジンの出力エネルギーの約 30%が摩擦に消費され
ていることから、低摩擦材料の開発が強く求められている。特
に、ダイヤモンドライクカーボン（DLC）は、超低摩擦を実
現可能な材料として期待されている。しかし、DLC のトライ
ボロジー過程の解明には、「摩擦と流体と化学反応」のマルチ
フィジックス現象を扱わなければならない複雑さから、その検
討は全く進んでいない。そこで、著者らは開発した量子分子動
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力学シミュレータを活用し、DLC の超低摩擦機構について検
討した。
図 4 にシミュレーションモデルを、図 5 に摩擦界面に存在す
る 2 個の H 原子の電荷変化と Bond Population 変化を示す。図
より、3 ピコ秒(ps)において、H-H 原子間の Bond Population が
0.0 から 0.65 に増加した。これは、摩擦界面において H2 分子が
生成したことを意味する。さらに、H 原子の電荷は 0.2 から 0.0
へ減少した。これは電子移動によってこのトライボケミカル反
応が起こったことを示している。さらに、摩擦係数について調
べたところ、H2 分子が発生しない時は摩擦係数 0.02 という低
摩擦が実現されるが、H2 が生成すると、終端水素を失った C
原子同士が摩擦界面で新たな C-C 結合を作成するため、摩擦係
数は 0.1 以上まで大きく増加した。実験的に DLC の摩擦係数
は、合成方法、水素含有量などによって大きく変化することが
報告されており、摩擦界面での H 原子のトライボケミカル反応
と C-C 結合の生成が摩擦係数に大きな影響を与えることを明ら
かにした。

図4

図5
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ミクスが明らかにされた。図 8 には上記の化学反応に関与した
原子の電荷変化を示す。図より化学反応の過程で Ce 4+ から
Ce3+に還元される電子移動ダイナミクスが明らかとなった。さ
らに、実験的に化学機械研磨に有効ではない ZrO2 砥粒による
シミュレーションも行った。その結果、Zr4+は Zr3+への価数変
化を起こさないことが化学機械研磨に有効でない理由であるこ
とを解明した。

図6

化学機械研磨プロセスのシミュレーションモデル

図7

CeO2/SiO2 界面に存在する 2 原子間の Bond Population

図8

CeO2 による化学機械研磨に関与した原子の電荷変化

DLCのトライボロジー過程のシミュレーションモデル

摩擦界面に存在する 2 個の H の電荷と Bond Population

化学機械研磨プロセスシミュレーション
ハードディスク基板、一眼レフカメラ、ディスプレイに使用
される多成分ガラスの超平坦化技術として、現在、化学機械研
磨プロセスが使用されている。しかし、この化学機械研磨に使
用されている CeO2 砥粒中の Ce は希少金属であるため、代替材
料の開発が強く求められている。そこで、代替材料の開発を目
的に、著者らの開発した量子分子動力学シミュレータを活用
し、CeO2 砥粒による SiO2 表面の研磨機構について検討した。
図 6 にシミュレーションモデルを、図 7 に CeO2/SiO2 界面に
存在する 2 原子間の Bond Population 変化を示す。図より、基
板の Si-O 結合の切断、砥粒の Ce-O 結合の切断、続いて砥粒の
O 原子と基板の Si 原子が新しい結合を生成する化学反応ダイナ

結 言
本稿では紙面の関係上、応用例の全てを示すことはできなか
ったが、著者らは独自に開発した量子分子動力学シミュレータ
を活用し、「化学反応」と、「衝撃、摩擦、応力、流体、伝
熱、光、電場」などが複雑に絡み合ったマルチフィジックス現
象の解明に成功した。今後は、電子・原子レベルのみならず、
流体力学、有限要素法などのマクロスケールシミュレーション
も統合し、化学反応を含むマルチフィジックス現象がマクロス
ケールの機能・特性に影響を与えるマルチフィジックス/マルチ
スケール融合現象への展開を図りたいと夢を膨らませている。
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高分子成形加工の分子シミュレーション

増渕 雄一
京都大学 化学研究所（分子レオロジー研究領域）
はじめに

成形加工における分子の役割を調べたシミュレーションの例を

高分子の成形加工性に対して、分子の形の効果が極めて大き

紹介する。

いことが知られている。成形加工では樹脂を溶かし、流して形
にする。このとき樹脂の流動物性が成形加工性を支配するが、

高分子の粗視化シミュレーション

分子の形はこの流動物性に大きく影響する。たとえば高分子の

高分子の粗視化モデリングには、１）構造に着目した粗視化

分子量を２倍にすれば粘度は 10 倍近く大きくなる。また高分

と２）ダイナミクスに着目した粗視化の２つがある。

子に分岐構造を付与しても粘度は大きく変化する。さらに、高

構造に着目した粗視化とは、分子間の構造相関関数をできる

速大変形のもとでの粘度の時間変化の挙動も分子の形に影響を

だけ保存するように開発された粗視化手法を指す[3]。粗視化計

受ける[1]。

算要素間の構造相関関数（多くは動径分布関数）が粗視化の前

成形加工と高分子の形を直接結びつけて考えることは、しか
し計算科学的には簡単ではない。

とできるだけ変わらないように、粗視化要素間の相互作用をチ
ューニングする。この方法は平衡状態にある系については統計

問題は２つある。まず高分子が示す緩和時間の長さが分子レ

力学的な妥当性を担保できる。しかし動力学的には理論的な指

ベルの計算を困難にする。もうひとつの問題は成形加工であつ

針が完成されていない。また計算コストの削減の面でも今のと

かう空間スケールと分子の大きさの間の大きなギャップであ

ころ大きな効果は出ていない。

る。

一方ダイナミクスに着目した粗視化は、高分子のダイナミク

高分子の緩和時間の長さは粗視化モデリングで解決可能であ

スのうちで長時間域において重要なダイナミクスだけを取り出

る。原子レベルで分子を記述する分子シミュレーションでは計

し、それを定式化するものである[4]。統計力学的な理論に基づ

算可能な時間が１ナノ秒程度でしかなく[2]、緩和時間が１秒〜

く方法は今のところ完成しておらず、直感に基づいて実験結果

場合によっては１００秒にもなる高分子の挙動を計算できな

を説明する半経験的な理論モデルの構築が行われる。たとえば

い。そこで原子をいくつかひとまとめにして計算負荷を軽減す

高分子科学で広く認められている考え方に、濃厚状態の高分子

る粗視化モデリングが行われる。この場合高分子の化学的な構

は管に閉じ込められて一次元的にブラウン運動している紐とみ

造（一次構造）の詳細は失われていく。しかし高分子特有の性

なせる、という管模型がある。このモデルは開発者の直感によ

質として分子量や分岐構造が溶融物性にもたらす影響は一次構

ってなされた仮定であるが、このように仮定することによって

造にあまりよらず、高い普遍性をもつという実験事実があるの

系の自由度を大幅に削減でき、複雑な高分子の運動を解析的に

で、分子量や分岐などの効果を見ると割り切れば粗視化の正当

解くことさえできる。この立場は直感に基づく仮定であるから

性を担保できる。

実験結果を再現できることが唯一の拠り所となる。

分子シミュレーションと CFD の間の空間的なスケールギャ

本研究では後者の立場を主にとり、高分子のからみあいを擬

ップは、いわゆる多階層計算により解決可能である。とはいえ

似的な架橋で表現したスリップリンクモデルをベースにしたシ

多階層計算という言葉自体の定義が曖昧であるが、ここでは分

ミュレーター NAPLES を開発した[5]。図１に典型的なスナッ

子シミュレーションから得られるマクロな物性量（ここで論じ

プショットと粘弾性の予測結果を示す。

ている課題についていえば粘度などの流動物性量）と、分子シ
ミュレーションに対して与えるマクロな外場条件（ここでは変
形速度テンソル）を介して、分子シミュレーションと CFD を
カップリングすることを論ずる。カップリングの方法は多数あ
るが、ここでは以下の３つの方法を考える。１）分子シミュレ
ーションと CFD を独立に行って相互の入出力をパラメーター
としてやり取りする（パラメーター連結）、２）パラメーター
連結に加え、CFD により得られた場の中での分子運動を観察
するが、分子シミュレーションから CFD 側へのフィードバッ
クはしない（弱連結）、３）CFD の流体要素中に分子シミュ

(a)
図１

(b)

(a) NAPLES のスナップショット (b)線形粘弾性予測

レーションを埋め込んで時々刻々相互にフィードバックする
（強連結）。

パラメーター連結

本稿では高分子の長時間計算を可能にする粗視化分子シミュ

NAPLES による樹脂の流動挙動予測を用いれば、その結果

レーションと、それを CFD と接続した多階層計算によって、

を通常の実験データと同じように考えて CFD における樹脂流
動パラメーターを取得し、それを入力とする CFD 計算によっ
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て材料の成形加工特性を予測できる。この場合樹脂の流動挙動
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の適用を考えている[8]。

を現象論的にパラメーター化して CFD に渡すので CFD と分子
シミュレーションの間には直接の結合はない。
具体例として、NAPLES により計算された樹脂の流動特性
を CAE の入力として用い、射出成形品のそりの検討を行った
結果を示す[6]。図２に解析の流れを示す。

図２

高分子シミュレーションと成形加工 CAE の連携の模式図

図３に射出成形のそり予測に関する結果を示す。分子量の異
なるポリスチレンを用いて薄肉成型品を作成することを想定す
る。分子量がある臨界値よりも小さいときは金型の温度差によ
り上方向にそるが、分子量が大きくなると分子配向の影響によ

図４

弱連結による紡糸線上の分子運動解析

り残留応力が強くなるために逆方向にそる。

図３

パラメーター連結による射出成形のそり解析。(a)薄肉成型品モ
デル(b)分子量が小さい場合(c)分子量が大きい場合

弱連結
NAPLES で分子運動をトレースしていることを積極的に利
用すれば、成形加工過程における分子運動を解析できる。いく

図５

粒子法 CFD と NAPLES の強連結の概念図

つかの方法が考えられるが、ここではまずシミュレーションプ
ログラム間にフィードバックのない弱い連結を考える。まずパ
ラメーター連結と同様に樹脂の流動挙動を NAPLES で計算
し、得られた結果を樹脂物性として CFD を実施する。CFD に
よって得られた熱流動場を NAPLES に与える外力として戻
し、その条件下での分子運動を観察する。
弱連結の例として溶融紡糸において紡糸線上における分子挙
動の解析を紹介する[7]。

まず CFD により定常状態を計算

し、紡糸線上の流体要素がうけるひずみ速度の時間変化を求め
た。得られたひずみ速度場の時間変化を NAPLES に入力とし
て与え、分子挙動を観察した。概念図を図４に示す。これによ
り CFD では得られない分子レベルでの情報、例えば分子の伸
びや分子間のからみあい状態の変化などを把握できる。
強連結
弱連結の手法ではシミュレーター間にフィードバックがない
ので非定常流動の場合には計算の妥当性を担保できない。そこ
で CFD と NAPLES を同時に実行して逐次情報をやり取りする
方法が必要になる。
我々は粒子法 CFD の各流体要素に NAPLES を接続した大規
模計算法を試している[8]。概念図を図５に示す。現段階では手
法の妥当性を検証しているに過ぎないが、今後は様々な現象へ
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材料強度および変形の原子・電子シミュレーション

梅野 宜崇
東京大学 生産技術研究所学部 基礎系部門（機械工学専攻）
1. はじめに
1940 年代半ばに最初の電子計算機 ENIAC が誕生したが、そ
の後その計算能力を活用した様々な問題への取組みが各分野で
行われ、いわゆる計算機実験という試みは 1950 年代初めから
すでに始められている。剛体球の集まりが箱の中でどのような
運動をするかを観察するために行われた数値計算が原子シミュ
レーションの最初とされているが[1]、原子シミュレーションは
計算機能力の進歩と共に今日まで大きく発展してきた。特に、
変形を受ける材料の原子構造変化のダイナミクスの解明は実験
によるアプローチが難しく、分子動力学法などのシミュレーシ
ョンによる検討が広く行われるようになってきた。原子間相互
作用を比較的簡単な関数で記述するいわゆる古典分子動力学法
でも、Tersoff 型や EAM 型など第一原理や実験値をよく再現す
る質の良いポテンシャルが開発されたことにより精度の高い計
算を行えることが示され、転位発生やき裂進展など塑性変形の
素過程のシミュレーションが多く行われ有用な知見が得られる
ようになった[2,3]。また、扱える原子数に制約があり極めて小
さなモデルしか扱えないという問題は古くから指摘されてきた
が、安価で高性能なマルチコアプロセッサの出現により、現在
ではスーパーコンピュータを使わずとも数百万〜数千万原子の
シミュレーションが手軽に行えるようになっている。GPGPU
のような新しい数値計算技術も普及しつつあり、原子シミュレ
ーションはより大規模な系に対象を広げていくと思われる。一
方、汎用ソフトウェアの充実によって第一原理による高精度な
シミュレーションも一般的となり、第一原理分子動力学法によ
って変形素過程を直接シミュレーションする試みも行われてい
る。このように、原子・電子モデリングシミュレーションは今
後も発展していくものと思われる。
2. 理想強度
欠陥のない完全結晶が均一な変形を受けるとき、それが持ち
うる最大の応力は結晶の理想強度と定義され、Milstein らによ
って 1970 年代に研究が始められた[4]。結晶には様々な不安定
モードがあることが示され、結晶構造との関係性が議論され
た。理想強度は現実系とかけ離れた条件のようにも見えるが、
例えば無欠陥材料における転位発生の臨界せん断応力が理想せ
ん断強度に近い値を示すことが指摘されており、材料強度を表
す重要な指標と考えられる。第一原理計算を用いた厳密な解析
によって、結晶理想強度の定量的な評価が行われ、様々な結晶
材料に対して報告されたが[5]、最近ではより複雑な条件、例え
ば多軸応力下の結晶不安定性が論じられている。例えば理想せ
ん断強度(臨界せん断応力)に及ぼす垂直応力の影響は、ナノイ
ンデンテーションでの転位発生条件を議論する場合などで重要
な指標となる。尾方や Cerny らの研究により、金属材料では一
般に圧縮応力が理想せん断強度を上昇させることが明らかとな
った[6,7]。一方、半導体材料ではこの傾向は当てはまらず、結
晶によっては圧縮により理想せん断強度が低下する場合もある

ことが梅野らによって指摘された[8]。
3. 原子レベル構造不安定性
転位やき裂進展は、原子レベルで見ると局所格子がせん断
（原子面のずれ）あるいはへき開（き裂先端の原子結合断裂）
することによって生じる。つまり、塑性変形の素過程は原子レ
ベルの構造不安定変形現象ととらえることができる。塑性変形
の本質を理解するべく、原子レベル構造不安定性のクライテリ
オンを明らかにする試みが展開された。
材料強度は欠陥などの微視的な構造に敏感である。また、不
均一な外力によって異なる変形を示す。したがって、様々な構
造要因や外力の不均一性が強度に及ぼす影響を議論する必要が
あり、様々なアプローチが提案された。一つは Van Vliet らに
よって行われたフォノンモード解析である。金属表面へのナノ
インデンテーションによる転位発生について、フォノンモード
のソフト化を解析し厳密に不安定クライテリオンを評価してい
る[3]。Dmitriev らは同様の解析により表面の不安定モードを
明らかにしている[9]。しかし不均質構造を多く含む系や非晶質
材料などではフォノンの定義が難しくこの方法は適さない。ま
た、屋代らは局所格子不安定性解析を提唱し不均質構造系への
適用を試みた[10]。各原子の持つ局所格子を考え、そのエネル
ギーのひずみ微分より局所弾性剛性係数を形式的に定義し、そ
れが各原子の持つ構造安定性と関連があると考えた。このアプ
ローチはナノワイヤや多結晶などに適用され一定の成果を収め
たが、局所格子の定義に曖昧さがあるため厳密なクライテリオ
ンの評価は難しい。一方、北村らは系の原子の全自由度に対し
てエネルギーの 2 次微分をとったヘッシアン行列の固有値問題
を考え、最小固有値が負となることが不安定変形発生条件であ
り対応する固有ベクトルが変形モードを表すことを示した
[11]。この方法は任意の構造に対する不安定クライテリオンの
厳密な評価を行うことができる。梅野らによりアモルファス金
属や切欠きを含む系への適用が行われている[12,13]。原子数 N
の系では約 3N x 3N 次元の行列固有値計算を繰り返し行う必要
があり計算量が膨大となることが難点であるが、弾性変形領域
の自由度を減らし効率的に計算を行う手法が嶋田らによって提
案されるなど[14]、適用範囲の増大が期待される。
4. マルチスケール計算：空間スケール問題の克服
先述のように、原子モデリングは計算量が膨大となるため極
めて小さなモデルしか扱えないという問題がある。このため、
大きな変形が起こらない部位は均一変形を仮定するなどして自
由度を減らし、計算量を軽減することで対象とする空間スケー
ルを拡大しようとする試みが早くから行われてきた。例えば、
原子結合の組み換えや破断等が生じる領域のみ原子を陽に取り
扱い、それ以外は有限要素解析を行って両者を接続する方法が
提案された[15]。原子領域と有限要素領域の接続はハンドシェ
イク法、パッチ法などが開発されている。より接続性の高い方
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法として、変形の小さい領域に代表原子をちりばめ代表原子を
頂点とする 4 面体の内部はアフィン変形すると仮定することで
系の自由度を減らす、準連続体近似法(Quasi-Continuum; QC)
が Tadmor らによって提案され[16]、ソフトウェアがフリーで
公開されていることもあり広く普及しつつある。QC のメリッ
トは線形弾性変形を仮定したメッシュ領域を原子領域に置き換
えるのが容易であることであり、メッシュの再構築がしやすく
分子動力学法による変形シミュレーションと親和性が良い。下
川らはこの特徴を生かし転位のダイナミクスに関するシミュレ
ーションを行っている[17]。
5. 時間スケール問題の克服
材料変形のダイナミクスの原子シミュレーションを行う場
合、時間スケールの問題がある。分子動力学法では時間ステッ
プは 1〜数 fs（1fs = 10-15 s）であり、秒オーダーの変形過程の
シミュレーションを行うにも 1014 ステップ以上の計算が必要と
なり現実的ではない。そのため拡散、クリープ、疲労といった
時間依存問題について原子シミュレーション的アプローチを行
うことは簡単ではない。分子動力学計算を行うと例えば空孔ジ
ャンプのようなイベントの発生頻度は極めて低く、一回のイベ
ントが起こるまでに運動方程式の時間発展を多数回行わねばな
らない。そこで、この問題を克服するための手法が提案されて
いる。動的モンテカルロ法（Kinetic Monte Carlo; KMC）[18]
は熱エネルギーによるジャンプなど起こりうるイベントの頻度
を求めておき、確率的にイベントを発生させることで動的プロ
セスを追跡する方法であり、拡散や結晶成長のシミュレーショ
ンに適用されている。起こりうるイベントがわかっている場合
にはこの方法は有効である。イベントの発生確率は NEB 法
（Nudged Elastic Band）[19]などによりエネルギー障壁を計算
することで見積もることができる。最近では、位相空間におけ
るエネルギー障壁の谷間を人為的に底上げすることで分子動力
学計算においてイベントを強制的に発生させる、メタダイナミ
クス法[20]が Laio らによって提案され注目されている。
6. マルチフィジックス
電子デバイス・磁気デバイスは微小化の一途を辿っておりナ
ノスケールの多層構造を持つデバイスの開発が行われている。
界面ミスマッチによる局所応力・ひずみが強度に及ぼす影響だ
けでなく、機能性に及ぼす影響も無視できなくなる。また、強
誘電材料、強磁性材料は外部電場・磁場の作用によりひずみが
発生する。そこで、ひずみや変形と電導性・磁性などの物理特
性との相関性（いわゆるマルチフィジックス）を理解すること
が重要となる。第一原理計算を用いれば電子構造が求められ、
こうした諸物性を評価することができる。最近では界面構造モ
デルなどについてひずみが原子構造のみならず電子状態に及ぼ
す影響を解析することが比較的容易になってきた。例えば、ひ
ずみを受けるペロブスカイト界面・表面の強誘電性変化[21,22]
や、磁性材料の磁気構造（強磁性、反強磁性、常磁性）の安定
性とひずみの関係[23]、磁性ナノワイヤの引張り・圧縮変形と
磁気構造の関係[24]など様々な問題に第一原理解析が適用され
ている。
一方、より複雑な系のマルチフィジックス解析を行うため、
第一原理を直接用いない簡便な方法が考案されている。原子構
造のみならず電子状態（電気分極やスピン分極）を再現できる
原子間ポテンシャルが開発されており、これを用いれば第一原
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理計算よりはるかに低いコストでシミュレーションが可能とな
る。例えばペロブスカイト材料には Shell-Model と呼ばれるイ
オンモデルポテンシャルが提案されている。適切にポテンシャ
ルを構築すれば、表面やドメイン壁における分極構造について
第一原理の結果をよく再現することが示されている[25]。ま
た、鉄の磁性を再現できるポテンシャルが提案され、高温にお
ける磁性のダイナミクスなど第一原理計算の適用が困難な問題
に適用されている[26]。
7. おわりに
以上、材料の変形問題に対する原子・電子シミュレーション
によるアプローチの最近の動向について紹介した。原子・電子
シミュレーションは万能ではないが、ここで紹介したようにさ
まざまな改良が加えられ発展を続けており、材料変形のメカニ
ズム解明や、デバイス材料の信頼性評価・設計に貢献していく
ものと期待される。
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異種材料界面の密着強度を予測する分子計算技術

岩崎 富生
株式会社日立製作所 機械研究所
１．はじめに
半導体デバイスや磁気ディスクをはじめとする薄膜応用製品
は、いろいろな材料の薄膜を多層積層して作られるため、製品
の中には多くの異種材料界面が存在する。この中のひとつでも
強度の弱い界面が存在すると、そこから破壊してしまうことが
懸念されるため、全ての界面が十分な密着強度を持つことを確
認して設計しなければならない。従来は、実験により各界面の
強度を測定していたが、扱う材料の種類が増えてきているた
め、実験のみで評価していると時間が膨大となってしまう。そ
こで、計算機シミュレーションによって密着強度を予測する必
要性が増してきている。今後は、軽量化等を目的として、樹脂
に強化繊維（無機材料）を含有させた複合樹脂材料が多用され
つつあるため、樹脂と無機材料の界面における密着強度を予測

図2

界面の密着強度の予測と実測

する技術が望まれている。こうした背景において、著者らは異
種材料界面の密着強度を予測する分子計算技術を開発してき
た。本稿では、この技術の概要と、これを適用して得た密着強
度の支配因子について紹介する。
従来は、金属同士の密着性の場合には金属元素間の結合エネ
ルギーが支配因子であり、樹脂と金属の密着性の場合であれば
結合の強そうな官能基（OH 基や NH 基等）と金属元素の結合
エネルギーが支配因子であると考えられていたが、分子計算に
よって、材料間の格子整合性が支配因子であることがわかって
きた。この内容について、いくつかの解析例を基に解説する。
図3

２．分子計算を用いた密着強度の予測手法
密着強度を評価する指標としては、破壊する限界の応力が考
えられるが、一般に破壊限界応力はひずみ速度等の条件によっ
て変わることが多いため、筆者らは、図 1 に示すような剥離エ
ネルギーを分子計算技術により計算することによって密着強度
を予測する手法を考案した。すなわち、２つの材料 A、材料 B
が接合している状態と分離している状態のエネルギーの差を剥
離エネルギーと定義して計算し、これが大きいほど剥離させる
のに必要なエネルギーが大きい（密着強度が高い）と予測する

界面における格子定数の定義

手法である。この手法を用いて金属同士の界面や樹脂と金属の
界面について密着強度を予測した結果、スクラッチ試験による
剥離臨界荷重の測定結果とよく一致する結果が得られた。図 2
は、金属同士の界面の例として、半導体用の配線材料である銅
（Cu）と拡散バリア金属の界面密着強度を予測した結果と実
測結果を示しており、両者がよく一致していることがわかる。
３．金属同士の密着強度の支配因子
前記のような予測結果から密着強度の支配因子を特定するた
めに、図 3 に定義するような界面の格子定数を考えた。すなわ
ち、TEM 観察や X 線による測定結果から、界面における材料
の構造が面心長方格子（長方形の格子の中央に原子が 1 個存在
する格子）とみなせる場合が多いことを利用して、その短辺と
長辺の距離をそれぞれ短辺格子定数、長辺格子定数と定義す
る。例えば fcc 構造（面心立方格子）や hcp 構造（最密六方格
子）を持つ材料の短辺格子定数は、最近接原子間距離に相当す
る。このような格子定数の材料間のミスマッチ（相対的な差）
と密着強度の関係を半導体用銅配線の例について示した結果が
図 4 である。この図には剥離エネルギーの等高線が示されてい

図1

剥離エネルギーの計算方法

るが、格子ミスマッチのマップの右上に向かって剥離エネルギ
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格子ミスマッチと剥離エネルギー E の関係
（銅に対する密着強度）

ーが減少し、密着強度が低下することがわかる。すなわち、格
子ミスマッチが大きいほど密着強度が低下し、格子ミスマッチ
が小さいほど密着強度が増加する傾向となっている。従来の考
え方に従えば、原子 1 個同士の結合が強い W のほうが、Ru よ
りも Cu との密着強度が優れていると予想されるが、実際には
格子ミスマッチの小さい Ru のほうが密着強度の高い結果を示
している。このようにして、分子計算技術を用いることで、密

図 5 ポリエステル樹脂と銅の整合界面
（界面 2 層分を上から透視した図）

着強度を定量的に予測できるだけではなく、密着強度を支配す
る因子を明らかにすることができるようになってきた。このよ
うな支配因子の特定を可能にした本技術の特長としては、原子
間ポテンシャル（原子間のバネ）をチューニングすることで実
在しない仮想的な元素も扱うことができ、格子ミスマッチを連
続的に変化させた解析を実行できることが挙げられる。
４．樹脂と金属の界面における密着強度の支配因子
次に、樹脂と金属の密着強度を予測し、その支配因子を特定
した例について紹介する。ここでは特に、半導体封止樹脂等に
用いられるポリエステル樹脂とリードフレーム表面材料として
用いられる銅（Cu）、鉄（Fe）、アルミニウム（Al）、銀
（Ag）の界面における密着強度を取りあげる。分子計算によ
り、ポリエステル樹脂の剥離エネルギーを計算した結果、
Cu、 Fe、 Al、 Ag に 対 し て そ れ ぞ れ 、 0.226 J/m 2 、 0.159
J/m2、0.103 J/m2、0.094 J/m2 と得られ、この順番に密着強度
が高いことが予測された。従来の支配因子の考え方に従うと、
樹脂の OH 基との結合が最も強い元素、すなわち Fe に対する
密着強度が最も高くなるはずであるが、実際には Cu に対する
密着強度のほうが高い結果となった。そこで、正しい支配因子
を特定するために、分子計算で得た界面構造を詳細に分析した

図 6 ポリエステル樹脂と銀の不整合界面
（界面 2 層分を上から透視した図）

ところ、第 3 節の金属同士の界面の場合と同様に、格子の整合
性が重要であることが明らかになった。図 5、図 6 は、それぞ
れ分子計算から得られた樹脂と銅、銀の界面構造である（図中

５．おわりに

の球は、大きいほうから順に酸素、炭素、水素、金属の原子を

以上、分子計算技術によって界面密着強度の新たな支配因子

示す）。整合性の良い図 5 の界面では、図の左上の部分におい

を見出すことができ、材料設計指針を得る上でこうした計算機

て、ベンゼン環の中央に Cu 原子がのぞき込める秩序の良い構

シミュレーションが有効であることを見てきた。今後は計算機

造が見られており、これによって高い密着強度が実現できてい

性能が発達するとともに、デバイス寸法の微細化が進むため、

ることがわかる。一方で、整合性の良くない図 6 においては、

密着強度だけではなく、界面を原子が拡散する過程等を実デバ

ベンゼン環の中央に Ag 原子がのぞき込めるような秩序の高い

イススケールで解析、可視化できるようになると思われる。こ

構造は見られず、密着強度が低い界面であることを示唆してい

れにより、繰返し実験に頼らない解析主導での材料設計が可能

る。このようにして、樹脂の密着強度の支配因子としても格子

になるものと期待する。

ミスマッチが重要であることが明らかとなった。
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第一原理からの材料特性シミュレーション
― 経験
（実験）
に頼らない物性予測を目指して ―

稲田 安治
アクセルリス株式会社
１．材料特性シミュレーションのための第一原理計算

や経験則に基づいて決定する。力場計算で対応可能な構造物の

CAE の中核的技術の一つである FEM に基づいて材料特性の

大きさおよび時間スケールは、各々、数十〜数百 nm ならびに

シミュレーションを実行する際、ヤング率やポアソン比といっ

ps〜ns 程度と、第一原理計算と比較して大幅に広がる。力場

た材料定数が入力データとして必要になる。材料の物理的（機

計算における計算精度すなわち実験の予測能力は、力場パラメ

械的）性質や反応特性に代表される化学的性質は、根源を遡る

ータの信頼性に大きく左右される。そこで力場パラメータを第

とその材料の電子状態に依存して決まる。したがってコンピュ

一原理計算に基づいて決定することもできる。この手法を用い

ータシミュレーションにより着目した材料の電子状態が分かれ

ると実験値が無い場合であっても力場計算が可能になる。

ば、実験をせずともこれらの性質を予測することができる。こ

このような力場計算で可能な対象範囲をさらに広げるために

のことは材料特性シミュレーションを計算機の中で完全に閉じ

粗視化法が考えられている。この粗視化法では図１に示した

て実施可能なことを示唆している。

ように分子を構成する原子をグループ化し、各グループをビー

ところで「電子状態が分かる」とは何だろうか？御周知のよ

ズ(Bead)で置き換え、このビーズを単位として力場計算を実行

うに電子は量子力学に従う基本粒子である。また、水素原子よ

する。これにより対応可能な構造物サイズおよび時間スケール

りも複雑な物質、すなわち世の中の全ての物質は多電子系であ

が大幅に増加し、各々数百 nm 規模のメソスケールならびに ns

る。したがって「電子状態が分かる」とは、量子力学的多体問

〜ms 程度と、CAE が対象とする現実のマクロスケールレベル

題を解き、その解が分かるということに他ならない。第一原理

に接近する。

計算とは、実験値や経験則を用いずに、自然界を支配する第一

以上述べた第一原理計算が対象とするミクロ(Quantum)スケ

原理すなわち量子力学に基づいて、始めから(ab initio)全て計

ールから、力場、粗視化、ならびに CAE が対象とするマクロ

算してこのような問題の解を求める計算手法の総称である。経

スケール(Bulk Scale)シミュレーションが扱う構造サイズと時

験的な蓄積の無い新規材料であっても第一原理計算によりその

間スケールの関係を図２に示す。

「電子状態が分かる」ようになり、物理的化学的性質を実験す
ることなく予測可能になる。
２．ミクロからマクロスケールシミュレーションへ
前述の量子力学的多体問題を第一原理から厳密に解くことは
明らかに不可能であるので、問題の本質を損なわない事を目的

図１

として数々の近似解法がこれまで提案されている。現在までに

原子集団の粗視化

提案されている最先端の解法を用いたとしても、一般的に利用
可能な計算機 〜 例えば数十ノード程度の並列計算環境 〜 を
用いて計算可能なのは、高々数千原子程度で構成されるモデル
である(1)。固体中の平均原子間距離はオングストローム（Å）
のオーダーであることを考慮すると、扱える構造物のスケール
の上限はナノメートル(nm)程度となる。また過渡状態のような
時間変化を問題にする場合、原子の運動については古典的なニ
ュートン方程式に従うとする近似解法が一般に有効である。こ
の方程式を時間差分近似で解く場合の時間ステップ幅は、原子
の熱振動の周期を考慮してフェムト秒(fs)のオーダーにする必
要があるため、結果として精々ピコ秒(ps)程度の時間スケール
で変化する現象しか追うことが出来ない。

図２ ミクロ（左下）からマクロ（右上）スケールシミュレーション
が対象とする構造物サイズと時間スケールの関係

このような第一原理計算が扱える構造サイズと時間スケール
の問題を克服するための一つの方法として力場（force field）

3.マテリアルスタジオ：物質・材料シミュレーションシステ

計算がある。力場とは、原子間相互作用を原子間ポテンシャル

ム(2)

として数式で表現したものであり、最も単純化して考えると原

弊社で扱っているマテリアルスタジオ(Materials Studio)と呼

子同士がバネでつながれたモデル（バネモデル）に帰着する。

ばれる物質・材料シミュレーションシステムを用いると、図 2

力場計算では

で示したミクロからマクロスケールに渡るシミュレーションを

バネ定数

に相当する力場パラメータを実験値
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一元管理下で実行することができる。第一原理、力場、粗視

原子においては、力場パラメータを第一原理により都度再計算

化、ならびに FEM に基づいた各種ソフトウァアを、マテリア

して更新しながら時間発展を追えば良い。図４において水色領

ルスタジオ・ビジュアライザー（図３参照）と呼ばれるグラフ

域で示した亀裂の先端部といった局所領域にこの方法を適用

ィカルユーザーインターフェース(GUI)環境で利用することが

し、青色で示した周辺領域は割り当て済みの力場に基づいて扱

できる(2)。一つの適用例として、力場計算に基づいて大まかな

う。さらに亀裂から遠く離れた領域（同図紺色領域）では、

構造最適化計算を実行し、得られた構造を初期構造として第一

個々の原子を区別しない連続体と見なして FEM により扱えば

原理計算により精密な最適化を実行するといった連携計算があ

良い。

る。また、第一原理計算により得られた種々の物理量を再現す
るような力場パラメータを自動生成するといった連携も可能で

5. CAE技術者を始めとする非専門家が材料特性シミュレー

ある。

ションに役立たせるには？
従来、この種のソフトのユーザーは物質・材料科学分野にお
ける理論／計算の専門家に限られていた。彼らはソフトが基づ
いている基礎理論や方法論の適用限界を熟知しているため、使
用法や計算結果の吟味に関して過ちを犯すことは少ない。とこ
ろが最近は、3 で述べた様に GUI が整備され、ソフトの使い勝
手が非常に向上していることもあり、非専門家、例えば実験研
究者や CAE 技術者が「本業の合間に」積極的に使うようにな
ってきている。この傾向自体は非常に望ましいことであるが、
商用の汎用プログラムパッケージをブラックボックス的に使う
ことによる弊害も散見される。著者は日頃、第一原理計算ソフ
トを始めとしてマテリアルスタジオ上で動作する各種シミュレ
ーションソフトウァアのサポート／コンサルテーション業務に
図3 マテリアルスタジオ・ビジュアライザー

4.ミクロからマクロスケール統合シミュレーションの例
ここでは材料における亀裂（クラック）の進展解析を取り上
げる。材料に外力を加えた場合に生じる亀裂の先端部は、原子
間結合が解離する過渡状態にあると言える。第一原理に基づい
た所謂第一原理分子動力学計算を用いることにより、このよう
な過渡状態をリアルタイムで追跡することが可能になるが、２
で述べたように扱える原子数や追跡可能な時間スケールがボト
ルネックとなる。そこで力場の適用性を検討すると次のような
問題に直面する。力場計算では、着目した２原子における結合
の有無によって割り当てるパラメータが一般に異なるが、この
ような力場情報は計算実行前にユーザーが指定する入力データ
である。したがって通常の力場に基づいた分子動力学計算では
このような結合の解離過程をリアルタイムで追うことはできな
い。そこで分子動力学計算実行中に原子間結合の解離が生じる

従事している関係で、上述の非専門家ユーザーから次のような
問い合わせをしばしば頂く。
※「第一原理計算に基づいてある系の材料定数を求めたが、
実験値から大きく逸脱した結果が得られた。」
このような結果が得られた場合の原因は以下の各項目の何れ
かに帰着する：①構造モデルや計算条件設定の問題、②ソフト
が基づいている基礎理論や方法論の適用限界の問題、③ソフト
のバグ。これらのことは CAE 技術者が FEM ソフトを用いるこ
とを想定すれば容易に理解できるであろう。①については、例
えばメッシュの切り方の問題に対応し、如何に高性能な FEM
ソフトであってもメッシュの切り方に問題があれば良好な結果
を得ることは難しい。同様に②については、例えば線形問題を
対象としたソフトを用いて非線形問題を解くことは出来ない。
物質・材料科学分野における理論／計算の専門家であれば、※
の原因が①〜③のどれに帰着するかはほとんどの場合自力で判
断できるが、CAE 技術者などの非専門家の場合、これらの判
断は必ずしも容易ではない。いきおい、自身の責任範囲外！
？
である③の問題とみなしがちである。そこで、ブラックボック
スユーザーがこの種のソフトを使いこなして材料特性シミュレ
ーションに役立てるためには、※のような問題に遭遇した場合
に気軽に相談に応じてもらえるサポートやコンサルテーション
が重要になってくる。非専門家が物質・材料科学分野のソフト
ウェアを活かして材料開発に真に役立たせることができるか否
かのカギは、ソフト購入後のサポートが担っていることを肝に
銘じておきたい (3) 。

図4

亀裂の進展解析

参 照
(1) N.D.M. Hine, et al., Commp.Phys.Comm., 180, 1041 (2009).
(2) http://accelrys.co.jp/products/accelrys/ms/ms.html.
(3) 小柳義夫他, 計算工学, 8, 729 (2003).
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マルチスケール解析ツール DIGIMAT による
材料・生産設計と製品設計の融合
一ノ瀬規世
株式会社JSOL エンジニアリング本部
1. はじめに

フィラーのそれぞれの物性値（ヤング率、ポアソン比、質量密

環境問題などを背景とした工業製品への樹脂材料の適用範囲

度）および、フィラーのミクロ構造として、体積・質量分率、

の拡大から、近年では産業界においてマルチスケール解析のニ

アスペクト比、配向テンソルとなる。ここで、アスペクト比は

ーズが増大している。工業用材料としての樹脂は剛性の低さや

フィラー直径に対するフィラー長さの比である。基材用の材料

脆さなどの力学特性が課題として挙げられるが、多くの場合、

モデルとしては、弾性体、熱弾性体、弾塑性体、超弾性、粘弾

ガラスやエラストマなどのフィラーを添加することで、これら

性、粘弾塑性体、粘弾・粘塑性体と多様な構成則が準備されお

の特性を改善している。混合されるフィラーも目的とする材料

り、フィラーには基材に適用できる材料モデルに加えて、剛

特性によって様々な物性を持つものが複数種類添加されている

体、ボイドを選択することができる。また、フィラーには

ことも多く、繊維状のフィラーの場合は成形時の繊維配向の違

COATING 領域を定義することが可能であり、界面の影響を想

いにより材料特性が大きく異なってしまうことから、実験によ

定した材料特性を予測することができる。予測可能な材料特性

る材料特性の取得も容易ではない。このような複合樹脂材料で

としては、直交異方性材料としての

は、フィラーの添加量や形状などの微細構造を表現できるスケ

・粘弾塑性特性（ヤング率、ポアソン比など）

ールを考慮したマルチスケール物性同定解析などが 1 つの解決

・熱力学特性（熱膨張係数、熱伝導係数など）

方法として考えられている。
DIGIMAT は均質化法をベースとした独自アルゴリズムによ

・電気伝導特性（電気伝導率など）
となる。

るマルチスケール理論を用いることで、これらの複合樹脂材料

図 1 に射出成形により作成された繊維強化樹脂プレートより

の材料特性をシミュレーションにより高精度・高速に得ること

切り出した試験片の一軸引張試験の結果と Digimat-MF で予測

ができるソフトウェアである。ヨーロッパでは自動車、航空宇

した結果を示す。繊維の配向を考慮することにより、流動方

宙、材料の各分野メーカで使用されており、樹脂製品設計に多

向・直交方向ともに非線形の領域も含め精度よく予測できてい

くの実績を挙げている。なお、株式会社 JSOL では 2009 年より

ることが分かる。図 2 には球状のガラスフィラーが 10vol%添加

DIGIMAT の日本国内代理店として、一般企業、大学、研究機

されたポリプロピレンのフィラー粒子径による力学特性の違い

関向けに販売・サポートを開始している。DIGIMAT は複数の

を示している。一般にフィラー強化樹脂はフィラーの微細化に

モジュールから構成されたプラットフォームであり、Digimat-

よりヤング率や耐衝撃性が向上することが知られている[1,2]。

MF, Digimat-FE, Digimat to CAE, MAP, Digimat-MX,

これは表面張力などの影響によるフィラー表面での高分子の運

Micross の 6 つのモジュールより構成されている。本稿では

動の拘束が関係していると考えられているが、Digimat-MF に

DIGIMAT のメインモジュールである Digimat-MF、Digimat

おいても COATING 領域を考慮することで、フィラーの微細

to CAE の機能や活用事例を紹介する。

化による力学特性への影響を検討することができる。なお、棒
グラフには 1.0[μm]の粒子径を基準とした場合のヤング率と破

2. Digimat-MF の活用事例

壊に至るまでのひずみエネルギ密度の相対値を示している。こ

DIGIMAT-MF はフィラーを楕円体で近似することにより、

れらの結果から分かるように粒子をナノサイズまで微細化する

均一分散状態の複合材料の物性を高速に算出することのできる

ことで飛躍的に力学特性が向上していることが分かる。これら

モジュールである。物性算出に必要なデータとしては、基材と

の事例からも分かるように、Digimat-MF では一般のマルチス

図1．繊維強化樹脂の力学特性予測

図 2．フィラー粒子径による力学特性の違い
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図 3．Digimat to CAE と LS-DYNA の強連成による携帯電話の落下解析

ケール解析で実施されているようなミクロ構造の代表体積要素

Digimat-MF や材料試験などで得られた特性（図 3b）を用い

の有限要素解析を実施することなく、非線形領域の材料特性を

て、構造解析ソルバのみで解析を実施した場合の解析結果に相

計算することができる。このように、Digmat-MF では高速か

当し、その結果からは、フィラーの添加条件による有意な差は

つ高精度に複合材料物性を得られるということから主に材料設

見られない。一方、DIGIMAT との強連成によってのみ得られ

計への適用が期待される。

る図 3d の結果ではガラスフィラーの主ひずみ分布が大きく異
なっており、ケース 2 の添加条件がもっともひずみの集中が小

3. Digimat to CAEの活用事例

さいことが分かる。

Digimat to CAE は Digimat-MF の材料特性推定機能を一般
の非線形構造解析ソルバから利用可能にしたモジュールであ

4. 材料・生産設計と製品設計の融合

る。樹脂流動解析ソフトより出力された配向テンソルのダイレ

プレス成形や射出成形による製品のひずみや応力の蓄積が製

クトインターフェースを有しており、射出成形の過程で生じる

品特性に影響与えることや、樹脂材料においてフィラーの量や

製品の材料異方性を考慮することが可能となる。現バージョン

種類などが製品性能に顕著な影響を与えることはよく知られて

（Ver4.0.1）での対応ソフトウェアは樹脂流動解析ソフトとし

いる[3]。しかしながら、現在の工業製品の設計において、材料

て は 、 MOLDFLOW、 Moldex3D、 3D Timon、 SIGMA-

設計、生産設計、製品設計はそれぞれ独立のプロセスで実施さ

SOFT、 構 造 解 析 ソ ル バ で は LS-DYNA、 ABAQUS、

れていることが多い。これは各設計において使用するシミュレ

ANSYS、PAM-CRUSH、Radioss、SAMCEF となる。なお、

ーションツール等が大きく異なる事、各ツール間のデータ変換

今後のバージョンアップに伴って、対応ソルバは増強される予

手法が確立されていない事などが考えられる。一方、DIGI-

定である。

MAT では樹脂流動解析ソフトとのインターフェースや構造解

各構造解析ソルバとの連成はそれぞれのソルバの持つ機能で

析ソルバとの連成機能により、成形時の繊維配向を考慮した製

あるユーザ定義材料モデル機能を介して行われ、構造計算中に

品設計やフィラー構造の違いを考慮した製品設計などが可能と

逐次材料定義をアップデートする強連成と解析実行時に一度だ

なっている。つまり、DIGIMAT を各設計プロセスをつなぐミ

け材料定義を行う弱連成の 2 手法が準備されている。それぞれ

ドルウェアとして利用することにより、製品特性を考慮した成

の連成手法の特徴としては

形方法や材料特性など、製品性能を向上させるための設計変数

【強連成】
利点：非線形領域まで含めた高精度な計算が可能
欠点：計算時間が増大（2〜4 倍程度）
【弱連成】

として材料・生産設計の設計変数を利用できる事を示してい
る。
先に述べたとおり、DIGIMAT は均質化法をベースとした独
自の機能を有している。これらの機能を上手に利用すること

利点：計算時間の増大なし

で、従来の製品設計では不可能であった材料・生産設計との融

欠点：大変形での精度が悪化（弾性変形問題に対して推奨）

合した新たな製品設計が可能となり、より高品質なものづくり

が挙げられる。
図 3 に DIGIMAT と LS-DYNA の強連成モジュールによる携
帯電話の落下解析の検討事例を示す。図 3b はガラスフィラー

への強力なツールになりうると考えられる。
e-mail: ichinose.noriyo@jsol.co.jp
URL: http://ls-dyna.jsol.co.jp/products/digimat/index.html

の形状および質量分率の組み合わせによる材料特性の違いを示
しており、図 3c はそれぞれの組み合わせにおける複合材料と
してのミーゼス応力分布を、図 3d はガラスフィラーの変形の
みを分離し、その主ひずみ分布を表している。図 3c の結果は

参考文献
[1] 相馬勲, フィラーデータ活用ブック, 工業調査会 (2004)
[2] フィラー研究会, 複合材とフィラー, シーエムシー出版 (2004)
[3] 一ノ瀬規世, 成形加工, Vol.20, No.5, p291-295 (2008)
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特別企画

故田中正隆先生追悼

故 田中正隆先生を追悼して

大林 茂
部門長／東北大学流体科学研究所
フェロー・本会名誉員であり、本部門の部門長も務められま

オーガナイズド セッションを多数企画されました。

した田中正隆先生（前信州大学・教授）は、2009年12 月9日に

本部門にも当然ながら数々のご貢献をいただいており、1989

66 歳でご逝去されました。計算力学分野を切り開かれてきた

年〜2000 年に計算力学部門技術委員会委員、2001 年度には冒

田中先生を失った悲しみは誠に深いものであり、心よりご冥福

頭に触れましたように計算力学部門長を務められております。

をお祈り申し上げます。ここに、先生のご経歴、ご業績、当部

この間、1995 年には実行委員長として計算力学部門講演会を

門へのご貢献等の概略を謹んで紹介し、哀悼の意を表します。

長野市にて開催、初めて講演会の Web ページを利用し、講演

先生は、昭和 43 年に大阪大学工学部機械工学科を卒業さ

会の情報を公開されました。

れ、昭和 48 年に大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻博士

国際的な活躍もめざましく、「工学における逆問題に関する

後期課程を修了、大阪大学工学部・助手に採用されました。昭

国際会議」(International Symposium on Inverse Problems in

和 50 年 2 月〜昭和 51 年 11 月フンボルト財団奨学研究生として

Engineering Mechanics) の議長として、1992（東京）、1994

ドイツ・シュツットガルト大学に留学、その後、昭和 58 年信

（パリ）、1998、 2000、 2001、2003（長野）の開催を主催さ

州大学工学部に助教授として赴任されました。昭和 62 年から

れました。

平成20 年まで

同教授を勤められました。

ご業績の中でも境界要素法に関連した事項には特筆すべきも

ご専門は、連続体力学、固体力学、計算力学の幅広い領域を

のがあり、国内では、境界要素法研究会（現在の日本計算数理

究められ、特に境界要素法における研究分野（静弾性解析・動

工学会: JASCOME）を発足させ、会長（1983〜2007 年）を務

弾性解析、はり・板などの構造解析、熱伝導問題、音響問題、

められました。また、国際的には、境界要素法国際会議、日米

電磁気問題、流体問題）、逆問題等における研究分野（振動応

境界要素法シンポジウム、日中境界要素法シンポジウム、アジ

答とカルマンフィルタ等を用いた欠陥同定問題や形状最適化問

ア太平洋工学における計算手法国際会議 ICOME などで、幾度

題、境界要素法による感度解析、騒音源や騒音源の振動状態の

となく議長等を務められていらっしゃいます。さらに、境界要

同定、衝撃力や入力荷重、集中熱源の同定逆問題など）に顕著

素法に関しては自らご執筆された本のほかにも、多くの訳本が

な業績を残されていらっしゃいます。

あり、境界要素法の普及と発展に努められました。

それらのご業績に対して、1996 年度
学部門

業績賞、1997 年度

100 周年記念表彰）、2003 年度
功績賞、2003 年度
賞、2003 年度

日本機械学会計算力

日本機械学会会員功労者（創立
日本機械学会計算力学部門

日本機械学会計算力学部門

Honor Plaque of the Slovak Academy of

Sciences Named by Aurel Stodola、2005 年度
北陸信越支部

優秀講演

功績賞、2005 年度

部門活動を通じて先生に接する機会を得たことは、我々一同
の誇りとするところです。個人的にも逆問題設計を通じてご指
導いただく機会があり、生前のご厚情に深く感謝いたします。
田中先生のご冥福をお祈り申し上げます。

日本材料学会

日本計算力学連合 JACM

Award for Computational Mechanics を受賞されていらっしゃ
います。
田中先生におかれましては、1966 年のご入会以来、本学会
に多大なるご貢献をいただいており、理事 2 回、評議員 2 回、
北陸信越支部長 1 回、同支部幹事 1 回、同支部商議員 3 回、部
門長 1 回、分科会主査 3 回、分科会等幹事 2 回を務められてい
らっしゃいます。特に研究分科会では、1989 年より「逆問題
の計算力学的手法に関する調査研究分科会」の主査を務めら
れ、引き続き「逆問題解析手法研究会」の委員長を 2008 年ま
で務められました。田中先生が中心となって取りまとめられた
日本機械学会編「逆問題のコンピュータアナリシス」コロナ社
（1991 年）の出版は、新分野の登場を告げる本として、日本
語の著作ながら海外でも話題になるほどのインパクトがありま
した。また、日本機械学会主催の各種講演会にてフォーラム、

故

田中正隆先生
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田中正隆先生を偲んで
松本敏郎（左）
名古屋大学 大学院 工学研究科（機械理工学専攻）
荒井政大（右）
信州大学 工学部 機械システム工学科
田中正隆先生は、2007 年の夏、定年を目前にして突然体調
を崩され闘病の日々を送っていらっしゃいましたが、2009 年
12 月 9 日ご逝去なさいました。心よりご冥福をお祈り申し上げ
ます。
私たちはともに信州大学で田中先生の間近で何年にもわたり
仕事をする経験を持ちました。学会などで接するときとはまた
別の、普段の田中先生の気さくで暖かいお人柄が思い出され、
定年を迎えられて残りの人生をこれから楽しむ間もなくお亡く
なりになってしまわれたことを思うと、悲しみにたえません。
先生は、研究室の学生の指導はたいへん厳しいものの、研究を
はなれた場では少年のようであり、研究室の旅行でも率先して
朝の 3 時、4 時まで学生とドンチャン騒ぎをされるので、宿の

2006 年，ご夫婦で箱根旅行の際に撮影

人に怒られるのではないかとヒヤヒヤしたものでした。冬のス
キー旅行でも、50 歳を過ぎても急斜面を学生と滑っていらっ
しゃったのはとても真似できないことです。
普段の田中先生は、居室は整然と整理整頓され、帰宅は決し
て遅くなることはないにもかかわらず、数多くの仕事を素早く
手をつけ、同時並行にテキパキと処理していらっしゃいまし
た。そのやり方は大いに勉強になりました。
先生は、境界要素法と逆問題のご研究をライフワークとされ
ていました。境界要素法については 1983 年に境界要素法を当
時のお仲間と設立され、毎年、シンポジウム、例会を開催して
理工学の多くの研究者の情報交換の場を維持するために奉仕さ
れました。また、数多くの関連する国際会議を日米、日中間で
も組織され、国内外のたくさんの研究者が恩恵を受けたものと
思います。境界要素法（Boundary Element Method）の命名

1990 年夏の研究室旅行で白馬のペンション前にて

者 C.A. Brebbia 教授とも国際会議を組織するとともに、境界要

席がめっきり増えたのもその頃からでした。2007 年 6 月に名古

素 法 を テ ー マ と す る 英 文 誌 Engineering Analysis with

屋で行われた計算数理工学カンファレンス (JASCOME) の際

Boundary Elements では編集長を務められ、境界要素法の発展

には、名古屋に向かう特急に乗車なさったにも関わらず、体調

にご尽力されました。また、工学における逆問題に関する国際

が優れないために途中で長野に引き返されたほどでした。それ

会議は先生を議長として、東京、パリで１回ずつ、長野市で 4

でもご退職の半年前までは、まだ講義の担当も続けられていま

回開催され、膨大な数の論文が会議録として Elsevier 等から出

したが、歩く際には常に杖をお使いで、建物間の移動にも相当

版され、貴重な資料となっています。

苦労なさっているご様子でした。

が生じはじめ、一緒にお仕

2007 年の秋、ご帰宅の途中でタクシーを待っていらっしゃ

事をさせて頂いていた我々がそれに気付き始めたのは、いまか

る田中先生をお見かけしてお声をおかけしたときに、初めて先

ら４年ほど前であったと記憶しています。しかしながら、奥様

生のご病気が何であるかをお教え頂いたのでした。四肢の自由

のお話によれば、それより以前からご病気の兆候はあったとの

が次第に失われてゆく難病であり、今の医療では完治する見込

ことでした。階段の上り下りで、少しよろけるような素振りが

みがないとのこと。あまりのお話に愕然とし、先生におかけす

見られるようになり、心配してお声をかけることもあったので

る言葉さえ失いました。もちろん、先生ご自身が病名を知った

すが、その当時は先生ご自身も、そしてご家族も、ご病気がど

ときのショックは、我々の想像をはるかに超えるものであった

のようなものであるかはまだご存知なかったようでした。

ことでしょう。しかも先生のご病気の進行は、我々やご家族の

思えば、先生のご体調に

異変

08 への

予想よりもずっと早かったのです。最後のお会いできたのは、

参加をお誘いした時も、ご自身の体調不良を理由に参加を見合

日赤長野病院に転院された、お亡くなりになる一週間前。その

わせるとのお返事でした。学会のキャンセルや、学内業務の欠

時でさえも、これほどまでに早くお別れの日が来るとは、まっ

ベネチアで開催された WCCM

08 & ECCOMAS
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1990年の第12回境界要素法国際会議で C.A. Brebbia 教授と

たく想像もできませんでした。
田中正隆先生、これまでほんとうにありがとうございまし
た。先生は我々にとって大切な

恩師

であるとともに、教

員・研究者としての目標でした。どうかこれからもずっと、こ
れまでと同様に我々をお見守りください。

2003 年の工学における逆問題に関する国際会議（長野）にて

そして、我々が道を踏み外したときには、いつものように大
声でお叱り下さい。心より先生のご冥福をお祈りいたします。

田中正隆先生の逆問題研究へのご貢献に思いを馳せ、
田中先生のご逝去を悼む
久保司郎
大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻
あまりにも早い田中正隆先生のご逝去を悼み、田中先生のご
功績を逆問題研究から辿りたいと思います。

査研究分科会（設置期間：1992 年 5 月〜1995 年 4 月、主査：
田中正隆、幹事：久保司郎、松本敏郎）

田中正隆先生が世界的権威として知られている境界要素法の

これらの研究会の目的は、専門分野の異なる研究者の交流と

活用から、小生の逆問題研究が始まりました。境界要素法で

協力によって，逆問題に対する計算手法とその応用に関する研究

は、境界上の境界値相互の関係式が得られます。いま、き裂を

情報交換を行い，今後の研究に役立てることにありました。この

持つ試験片に通電しますと、その表面に電気ポテンシャル分布

研究会は、次の研究会に引き継がれ、現在に至っています。

が表れます。この表面では流束は 0 ですので、これを表面で計

・A-TS 01-09 逆問題解析手法研究会（設置期間：1995 年 5 月〜

測した電気ポテンシャル分布とともに境界要素関係式に代入す

現在、委員長：田中正隆、幹事：久保司郎、松本敏郎、ただ

れば、境界値がまったく与えられていない未知境界の境界値が

し 2008 年 5 月以降

推定でき、未知境界のうち流束が 0 の部分としてき裂が同定で

上裕嗣）

きると考えたのが出発点でした。

田中先生は、これらの研究会の活動を続けられるとともに、

委員長：久保司郎、幹事：松本敏郎、井

この時期に田中先生は、境界要素法研究会を立ち上げられま

関連する計算力学講演会、材料力学講演会、機械学会年次大会

した。境界要素法を使い始めた小生は、田中先生の後輩である

等で、逆問題解析手法に関するオーガナイズドセッションやフ

こともあり、境界要素法研究会に引き込まれました。

ォーラムを毎年企画され、また逆問題に関する情報交換に貢献

ほどなく田中先生から、機械学会の計算力学の関係で逆問題
の研究会を始めたいので、幹事をやってほしいといわれまし

されました。
1989 年 10 日〜12 日には、シンポジウム「逆問題のコンピュ

た。この研究会は以下の研究会の発端になるものです。

ータ手法とその応用」を長野市飯綱高原において開催されまし

・P-SC111 日本機械学会

逆問題の計算力学的手法に関する調

た。発表論文集は日本機械学会講演論文集 No.890-34 として出

査研究分科会（設置期間：1986 年 5 月〜1989 年 4 月、主査

版されています。さらに、逆問題研究の展開をまとめた書籍と

田中正隆、幹事

して、1991年には、

久保司郎）

・P-SC165 日本機械学会

逆問題の計算力学的手法に関する調

査研究分科会（設置期間：1989 年 5 月〜1992 年 4 月、主査：
田中正隆、幹事：久保司郎）
・P-SC220 日本機械学会

逆問題の計算力学的手法に関する調

・「逆問題のコンピュータアナリシス」, 日本機械学会編, コ
ロナ社, 1991
を編集されています。
逆問題関係の国際会議も数多く企画・オーガナイズされてい
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ます。わかるものだけでも以下のものがあります。

正隆，G.S. Dulikravich、出版物：Inverse Problems in

・IUTAM 逆問題シンポジウム：ISIP '92（1992 年 5 月 11 日〜

Engineering Mechanics III, M. Tanaka and G.S., Dulikravich

15 日，東京、実行委員長：田中正隆，H.D. Bui、出版物：
Inverse Problems in Engineering Mechanics, M. Tanaka

(Eds.), Elsevier, 2001)
・ISIP2003 (2003 年 3 月 20 日〜23 日，長野市、実行委員長：田

and H.D. Bui (Eds.), Springer-Verlag, 1993）

中 正 隆 、 出 版 物 ： Inverse Problems in Engineering

・ISIP '94 (1994 年 11 月 2 日〜4 日，Paris、実行委員長：H.D.

Mechanics IV, M. Tanaka (Ed.), Elsevier, 2003)

Bui，田中正隆、出版物：Inverse Problems in Engineering

以上のような逆問題に関する研究会や、国内会議、国際会議

Mechanics, H.D. Bui, M. Tanaka, et al., (Eds.), A.A. Balkema,

を企画され、実行されました。これは他の誰もができなかった

Rotterdam, 1994)

ことではないかと思います。

・ISIP '98 (1998 年 3 月 24 日〜27 日，長野市、実行委員長：田

田中正隆先生の逆問題研究の中では、境界要素法を効果的に

中正隆，G.S. Dulikravich、出版物：Inverse Problems in

使用したものが印象に残っています。境界上の観測から音源の

Engineering Mechanics, M. Tanaka and G.S. , Dulikravich

位置と大きさを同定する研究、音圧を低減するための防音壁の

(Eds.), Elsevier, 1998)

形状を決定する研究のほか、音圧等の観測から空洞の形状を推

・ISIP2000 (2000 年 3 月 7 日〜10 日，長野市、実行委員長：田

定する問題等もありました。

中正隆，G.S. Dulikravich、出版物：Inverse Problems in
Engineering Mechanics II, M. Tanaka and G.S. Dulikravich

逆問題全般に対し重要な貢献をされた田中正隆先生を失った
ことの大きさに思いを新たにし、哀悼の意を表します。

(Eds.), Elsevier, 2000)

（2010年3月、ロスアンゼルスにて）

・ISIP2001 (2001 年 2 月 6 日〜9 日，長野市、実行委員長：田中

田中正隆君の逝去に接して

冨田 佳宏
福井工業大学 工学部 機械工学科
田中正隆君*が、妙子夫人ならびにご家族の手厚いご看護の
甲斐もなく、平成 21 年 12 月 9 日逝去されましたことは、痛恨
の極みであります。数年前に、行く末について話す機会があり
ましたとき、休養をとりたいとのことを聞き及び、これまでの
広範多岐な分野での八面六臂の活躍、新たな研究へのあくなき
挑戦をしてきた田中君の言葉とも考えにくく、奇異に感じたの
を記憶しております。本人から体調について聞く機会はありま
せんでしたが、その後、多くの関係者から伺ったお話から、自
身の体の不調を承知の上での発言であったと想像しておりま
す。田中君の生涯は、短くはありましたが、新たな研究に常に
挑戦し、指導者として多くの優れた後進の育成に凝縮され完全
に燃焼し尽くされたものと思います。大学院時代からのお付き
合いから垣間見た研究・教育活動を中心に触れさせて頂き、追
悼の言葉と致します。
私は、昭和 45 年 4 月に大阪大学材料力学講座濱田實先生の下
で研究すべく博士課程に入学し、同講座田中君と同級になりま
した。学舎が京橋から北千里に移転して間もない大阪万博開催
の年でありました。同講座ご出身の瀬口靖幸先生が、私が在籍
しておりました神戸大学材料力学講座で助教授として差分法を

松下講堂における学位記授与式のスナップ写真（右から田中正隆
君、田中周治現豊田工大副学長、冨田）。

用いた有限変形弾塑性解析の研究を推進されておられ、先生を
通じて関連の研究をしていた田中君を承知しておりました。田

体の力学／理論の輪読を開始し、1 年近くかけて読破しまし

中君は、濱田實先生のご指導で差分法にて繰り返し変形を受け

た。他の連続体力学、固体力学の盛書に比して、分かり易いこ

る殻の弾塑性解析を、私は、助教授であられた北川浩先生のご

と、内容が広範多岐に及ぶことから、この輪読の経験が将来の

指導で大変形弾塑性有限要素法を、夫々博士論文の研究課題と

研究を推進する上で大きな礎になりました。私自身も弾塑性解

して研究を推進することになりました。これまでの材料力学で

析を行っておりましたので、塑性理論、特に Prager、Ziegler

は物足りず、田中君の提案で、出版間もない、Y.C.Fung の固

の移動硬化則やその発展形の構成式を一緒に勉強したのを思い
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出します。田中君は、これらの構成式に独自の解釈を加え、自

文執筆を通じて、逆問題に関する IUTAM 国際シンポジウムの

身で開発した有限変形軸対称殻の差分法プログラムに導入し、

世界最初の開催をはじめ多数の関連分野の国際会議開催、多く

研究を進めておりました。阪大の大型計算機センターが設立さ

の国際専門誌の編集委員長・編集委員等としての卓越した活動

れるまで、一緒に京大の大型計算機センターに頻繁に通ってお

を通じ、広範な計算力学分野を牽引し続け、計算力学の技術移

りましたのが思い出されます。ベローズの繰り返し負荷の下

転の促進・普及にも大いに貢献されましたことは関係者一同承

での弾塑性変形解析と疲労限予測に関する画期的な研究を英

知するところであります。このような田中君の卓越した研究・

文学位論文として余裕をもって完成・提出していたのを記憶

教育活動に対して、国内外から数多くの賞が授与されておりま

しております。

す。田中君は、研究・教育においては中途半端な妥協を一切排

大学院修了後、田中君は母校にて助手として、信州大学にて

除しておりましたので、近づきがたいとの印象を与えておりま

助教授、教授として研究・教育活動を鋭意推進しました。その

したが、研究室の学生をはじめ、若手研究者、技術者に対して

間、フンボルト財団の奨学金を得て、有限要素法の一大学派を

は、包容力があり慕われる存在であり続け、薫陶をうけた多

形成し、汎用プログラム ASKA の創設者として著名なシュツ

くの若手研究者・技術者が次世代を牽引すべく活躍中であり

ットガルト大学の Argyris 教授のもとに 2 年近く滞在しまし

ます。

た。当時カナダに滞在しておりました私に田中君から送られて

混沌とした社会情勢の中、我が国に将来何が必要かを的確に

きた美しい絵葉書には、研究の楽しさ、ヨーロッパ各国の研究

見る目を持ち、積極的に行動する人材が必要な今日、先達とな

所を訪問して感じた研究動向などが熱く語られており、私の活

る田中君を失ったことは関連分野の大きな損失であると共に、

動に大きな刺激になりました。帰国後、新たな観点から弾塑性

その解決が残った者へ与えられた責務と受け止めております。

大変形有限要素法分野を牽引すると共に、境界要素法の研究を

長期間にわたる関連分野の発展に対する多大なご貢献に衷心

開始しました。現在でも、境界要素法の入門書として必須の

より敬意を表し感謝致しますと共に、御魂の安らかならんこと

Brrebia の境界要素法の教科書を共訳されました。その後、田

を祈念し、あわせて長期間にわたるご厚誼に御礼申し上げます

中君は、材料・幾何学的非線形問題、逆問題、流れ・場の問題
などあらゆる分野への境界要素法の展開を先導してきたことは

* 大学院時代から、田中正隆君あるいは田中君と呼びご交誼

驚嘆すべきことであります。境界要素法研究会の形成にはじま

を頂いておりましたので、ここでもそのようにさせて頂き

り、設立当初から関わった日本計算数理工学会の初代会長を勤

ました。

められ、日本機械学会計算力学部門長として、多くの著書・論

旧友､正隆君を偲んで

田中 周治
豊田工業大学 工学部 先端工学基礎学科
田中正隆先生ご逝去の報に接し、万感、胸に迫るものがあ

熱心に取り組んでいたが、工学部へ進学した直後に始まった最

る。いささか離れた研究分野に生きてきた私ではあるが､ほぼ

初の専門科目である材料力学に特に強い興味を示し、

半世紀前からの旧友の一人として､敢えて先生を正隆君と呼ば

Timoshenko - Young の教科書を用いた授業内容に満足でき

せていただき、共に過ごした日々に想いを馳せながら、この追

ず、自ら機械工学科の有志を募って材料力学研究会なるものを

悼の文を書き進めたい。

立ち上げ、主宰した。これが、彼の固体力学との長い関わりの

正隆君と初めて合ったのは､東海道新幹線が開通し、東京オ

出発点ではなかったかと思う。無論、卒業論文の研究室は、迷

リンピックが開催された昭和 39 年の春、大阪大学工学部機械

うことなく材料力学実験室（機械工学科第２講座）を志望し、

工学科の新入生６０名が一堂に会した自己紹介の場であった。

彼は材料力学の研究の道を歩き始める。私は、すぐ隣の水力実

それ以後、同じ学科内で同じ姓なので、呼ばれる時はいつも同

験室（機械工学科第３講座）に進んだので、夜遅くまで彼が熱

時だった｡ 教養課程の頃はもとより、工学部機械工学科に進学

心に研究に没頭していた姿を良く覚えている。しかし、正隆君

してからも、講義、学生実験、設計・製図など、多くの時間を

が熱心だったのは、材料力学の研究だけではなかったことを、

共に過ごした。先生も同期生も面倒と思ってか、二人とも姓は

後になって思い知らされることになる。彼は、卒業と同時に結

省略され下の名前でしか呼んで貰えなかった。だから、今でも

婚することを、突然の如く宣言したのである。同期生一同、

私にとって彼は正隆君としか呼びようがないのである。

「やはり、正隆君のすることは、我々とは違う……」と観念し

思い出を手繰ってみると、機械工学科の中で正隆君はいつも
目立っていた。と言うより、人生経験豊かでアグレッシブな性

つつ、卒業式のお別れ会と正隆君の結婚祝いを兼ねたパーティ
ーを開いた。

格であっただけでなく、常識も分別もわきまえていたので、当

正隆君は、材料力学実験室で大学院修士・博士課程に進ん

時から、機械工学科同期生の兄貴分としての風格と存在感を備

だ。その頃、材料力学実験室には博士課程の学生として冨田佳

えていた。正隆君は好奇心旺盛で、興味の幅も広く、何事にも

宏先生が合流され、この英才二人が同じ研究室で互いに切磋琢
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磨しながら、真摯に研究に取り組む姿は、特に際立って見え

ながら、互いの人生や将来の研究にかける夢などを語り合うの

た。ところが、そのうち、正隆君が私のいる水力実験室に引っ

が日課になった。その頃、正隆君が Brebbia の The Boundary

越してきた。何のことはない、材料力学実験室の学生が増え過

Element Method for Engineers の翻訳を手がけていることを

ぎて収容できなくなったため、居室に余裕がある水力実験室に

知った。私も、特異積分方程式を用いた翼まわり流れの解法に

間借りすることになったのだと言う。私は水力実験室で軸流圧

興味を持っていたので、お互いの分野の研究状況や将来性につ

縮機の旋回失速現象と言う、強い騒音を発する実験をしてい

いて語り合ったことを、今でも懐かしく思い出す。彼のこの翻

た。当時の大学実験室は居室の造りも悪く、すき間風も満足に

訳は、1980 年に神谷紀生先生、田中喜久昭先生との共訳で境

防げないくらいの貧弱なものであったから、彼の研究の邪魔に

界要素法入門（培風館）として出版されたことは、周知のとお

なるのではないかと、気にしながら実験をしていたことを覚え

りである｡

ている。ある年の夏、夜遅く実験をしていると、実験室に門衛

当時の大学の居心地の悪さに辟易していた私は、やがて母校

が尋ねて来て「田中正隆さんから電話が入って，居室の蚊取り

の職を辞し、現在の大学に移った。程なく、正隆君も信州大学

線香の火が消えていることを確認して欲しいと伝言があった」

工学部へ移ったが、その後の彼の活躍については、敢えて私が

と言う。早速、彼の居室を調べてみると、火の始末はきっちり

述べるまでもなかろう。

とされていたが、日ごろ豪快な物言いで通している彼の、その

今、あらためて考えて見ると、正隆君は、彼なりに、彼らし

実、極めて繊細で慎重な性格を垣間見た思いがした。博士学位

く、彼しかできない人生を足早に駆け抜けて、逝ってしまった

授与式には、正隆君と冨田佳宏先生と一緒に出席した｡ 当日、

ような気がする。存在感のある人間は長生きすると言うジンク

冨田先生に撮って頂いた写真が、今となっては正隆君と並んで

スを破ってまで、なぜ？

写った最後の記念写真となってしまった。

との思いもするのだが……。

遠い昔、機械工学科に、実験でいつも同じ班になる T で始ま

その後、冨田先生は神戸大学に戻られ、正隆君と私は、それ

る３人の学生がいた。今、その二人までが鬼籍に入ってしまっ

ぞれ工学部の助手として勤務することとなった。彼は、早速、

たことになる。近頃、何気なくセピア色の夕空を見ていると､

フンボルトに応募して２年間にわたるドイツ留学を経験し、ラ

何処からともなく懐かしい声が聞こえてくるような気がする。

イフワークとしての研究を始めた。当時，工学部の隣には広大

「早ようせんかー、実験が始まるぞー……」

な万博駐車場の跡地があった。いつ頃からか、どちらから誘う

待て、しばし。まだ少し、やり残したことがある。いずれ３

でもなく、昼休みになると正隆君と二人で広い駐車場を散歩し

人揃ったら、また一緒に学生実験でもやろうか。
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部門からのお知らせ

第 22 回計算力学講演会開催報告

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）

生い立ち、種々の展示企画と年間を通しての特徴的な活動の一

会 場：金沢大学（石川県金沢市角間町）

端が紹介され、参加者の興味を集めていました。

第 22 回計算力学講演会を上記の 3 日間の日程で、総合移転を

講演会最終日は、インペリアル・カレッジ・ロンドンの

ほぼ完了した真新しい金沢大学自然科学研究科を会場に開催し

Ross Ethier 先生をお招きして「Biomechanics in Glaucoma:

ました。総参加者数は 538 名を数え、オーガナイズドセッショ

Insights from Computational Studies」と題して緑内障のバイ

ンでは 387 件、フォーラムでは 12 件の講演が行われました。最

オメカニクスに関する特別講演が行われ、バイオメカニクス分

適化や計算バイオメカニクス、破壊力学などの研究発表が多く

野の研究者や学生などが熱心に聴講しました。

行われましたが、近年の国際的な研究動向と呼応するように、
マルチフィジックス、マルチスケール、マルチフェーズに関す
る研究発表が多いという印象が強く残りました。
また本講演会では3件の特別講演を企画しました。講演会初日
は、ソウル国立大学機械・航空工学科のYoon Young Kim先生を
お招きして「Unified Multiphase Modeling and Topology
Optimization for Acoustic, Poroelastic and Vibroelastic Systems」
と題した形態最適化に関する特別講演が行われました。

写真 3. Ross Ethier 先生の特別講演

2 日目の特別講演後に行われた部門表彰式では、２件の部門
功績賞、2 件の部門業績賞と、昨年度の計算力学講演会の優秀
講演賞の受賞式が行われました（詳細は別掲の部門賞報告記事
参照）。
一方、講演会 2 日目の夕刻には会場を KKR ホテル金沢に移
写真1. Yoon Young Kim 先生の特別講演

して懇親会を開催しました。開宴に先立ち、金沢伝統芸能の代
表的な一つに数えられている金沢素囃子が披露され、少なから
ず参加された皆様のサプライズをよんだようです。学術交流を
深めつつも、金沢らしい伝統文化の雰囲気を一時ではありまし
たが楽しんでいただけたものと自負しております。

写真2.

秋元雄史館長の特別講演

また 2 日目には、金沢 21 世紀美術館館長の秋元雄史氏に「市
民社会と現代美術−町、ひと、美術−」と題する特別講演をお
願いし、次代を先取りしたオープンな展示で有名な同美術館の

写真 4.

懇親会（金沢素囃子）
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写真 02.
写真 5.

自然科学本館ロビー

懇親会

また懇親会の最後は、
来年度の計算力学講演会の会場校、
北見
工業大学

大橋鉄也先生（実行委員長。2010年9月23日（木）〜25

日（土））のウエルカムメッセージで幕を閉じました。

写真6.

写真 03.

大林先生による部門賞受賞式（萩原先生）

写真 04.

大林先生による部門賞受賞式（岡田先生）

写真 05.

大林先生による部門賞受賞式（渋谷先生）

懇親会（2010 年度実行委員長大橋先生の挨拶）

末筆ながら、本講演会を成功裡に終了することができ、本講演
会の実行委員会委員一同、心より感謝いたしております。特にOS
企画にご協力いただいたセション・オーガナイザーおよび講演
者、参加者の皆様に、ここに記して感謝の意を表します。
以下ご参考

写真01.

金沢大学角間キャンパス理工系施設
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第22回計算力学講演会優秀講演表彰

大林 茂
東北大学 流体科学研究所 流体融合研究センター
2009 年 10 月 10 日（土）〜12 日（月）に金沢大学角間キャン
パスで開催された第 22 回計算力学講演会における講演等につ
いて，座長および参加者に評価をお願いした結果に基づき表彰

●優秀技術講演表彰
大庭伸子(豊田中央研究所)
「グラファイト層間化合物に対するハイブリッド量子古典

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

シミュレーション」

講演表彰 3 名，日本機械学会若手優秀講演フェロー賞 3 名を表

松森唯益(豊田中央研究所)
「トポロジー最適化を用いた低レイノルズ数領域における

彰することとなりました．
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

流体抵抗最小化設計」
室園浩司（プロメテック・ソフトウェア）

祝い申し上げます．

「MPS法による毛細管現象解析」
●優秀講演表彰
●日本機械学会若手優秀講演フェロー賞

尾形修司(名古屋工業大学)
「固固および固液界面のハイブリッド量子古典シミュレー

Arce Acuna Marlon (東京工業大学大学院)
「Real-time Tsunami Simulation Accelerated by Parallel

ション」

GPUs」

大野宗一(北海道大学)
「多相凝固過程の定量的フェーズ・フィールド・シミュレ

首藤孝大(九州工業大学大学院)
「抵抗スポット溶接における電流・熱・構造連成現象に及

ーション」

ぼす接触効果の検討」

小山敏幸(物質・材料研究機構)
「鉄鋼材料における（α+γ）組織形成シミュレーション

加藤智也(富山大学大学院)
「簡易模型車両周りの流れ解析」

と力学特性解析」

●優秀講演表彰

尾形修司君

大野宗一君

小山敏幸君

●優秀技術講演表彰

大庭伸子君

●日本機械学会若手優秀講演フェロー賞

松森唯益君

室園浩司君

Arce Acuna Marlon君

首藤孝大君

加藤智也君

CMD Newsletter No. 44（April 2010）

●33

2010年度年次大会の部門企画について

渡辺 崇
名古屋大学 大学院 情報科学研究科 複雑系科学専攻
2010 年 9 月 5 日より９日まで（うち、5 日は市民開放行事を
予定）、名古屋工業大学（名古屋市）で、日本機械学会 2010

［先端技術フォーラム］
テーマ：材料モデリングと計算機シミュレーション

年年次大会が開催されます。本大会では、キャッチフレーズに

企画者：菊地

「社会変革を技術で廻す機械工学」を挙げ、「マイクロ・ナノ

企画部門：計算力学、材料力学、機械材料・材料加工

工学」、「安全・安心を支える機械工学」、「エコロジーパラ

テーマ：エコロジーに貢献する折紙工学の最前線

ダイムシフト」のキーワードのもとで、大会企画が進められて

企画者：萩原一郎（東京工業大学）

います。計算力学部門のオーガナイズドセッションにつきまし

企画部門：計算力学、機械力学・計測制御、設計工学・シス
テム

ては、先のニュースレター No.43 で報告したものから 5 件増
え、トータルで 11 件と、より多彩となりました。詳細につき

テーマ：流体機械・エネルギー機器の研究開発における先端
マルチフィジックスシミュレーション

ましては、大会のホームページ
http://www.jsme.or.jp/2010am/をご参照ください。

企画者：渡邉
本

特別行事企画といたしましても、大会のキーワードにそっ
た、基調講演、先端技術フォーラム、ワークショップを計画し

厖（
（株）日鐵テクノリサーチ）

聡（九州大学）、古川雅人（九州大学）、山

悟（東北大学）

企画部門：流体工学、計算力学

ております。これらについては、後述の一覧、および、順次更
新されつつある大会のホームページをご覧下さい。
金鯱の城とともに開府 400 年をむかえた名古屋の地での年次

［ワークショップ］
テーマ：シミュレーションの品質保証と標準化に向けた取り
組み

大会。皆様には、ぜひご参加くださいますようお願い申し上げ

企画者：高野直樹（慶應義塾大学）

ます。

企画部門：計算力学、材料力学、動力エネルギーシステム
テーマ：高強度マグネシウム合金の組織と変形機構

［基調講演］
テーマ：結晶性・非晶性材料のディフェクトダイナミクス・
シミュレーション

企画者：大橋鉄也（北見工業大学）、志澤一之（慶應義塾大学）
企画部門：計算力学

講演者：渋谷陽二（大阪大学）
［部門同好会］

企画部門：計算力学

他部門との合同での開催を予定しております。

第23回計算力学講演会のご案内

大橋 鉄也
北見工業大学 工学部 機械工学科
開催日 2010 年 9 月 23 日(木)〜25 日(土)

■

特別講演

会 場 北見工業大学（北見市公園町 165）

演題：Advances in the Particle Finite Element Method for
solving multidisciplinary problems in engineering

http://www.kitami-it.ac.jp/

講師：Prof. EUGENIO OÑATE (Director of CIMNE, Spain)
第 23 回計算力学講演会を 9 月 23 日から 3 日間、北海道北見市
で開催することになりました。北見市やその周辺は多くの方々

■

にとっては訪れる機会の少ない地域かと思います。皆様のご参

F-1

企画：岡田

講演会に関する追加情報などはホームページ
（http://www.jsme.or.jp/conference/cmdconf10/）にて随時

JCST (Journal of Computational Science and
Technology) 国際フォーラム

加を心よりお待ちしております。

ご確認願います。

フォーラム

F-2

裕（東京理科大学）ほか

企業におけるCAEの適用
企画：辰岡正樹（株式会社アルゴグラフィックス、
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NPO 法人 CAE 懇話会）
F-3

低炭素社会向けシミュレーション技術
企画：金山

（KAIST）
OS-16

寛（九大）、田上大助（九大）
OS-17

■

オーガナイズドセッションと一般セッション

下記リストで○を付したオーガナイザが代表者です。

OS-18

シリコンとシミュレーション
○辛平（コバレントマテリアル）

OS-19

セッションの発表形式詳細については各オーガナイザにお問

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

合せください。口頭発表の場合、講演時間は 15 分（講演 10
分＋質疑 5 分）です。

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）

講演申し込み締め切りは 5 月 7 日です。申し込みに関する詳
細は機械学会誌 3 月号会告をご覧ください。

表面・薄膜・接合部の力学と信頼性評価
○池田徹（京大）、古口日出男（長岡技大）

○松本敏郎（名大）、西村直志（京大）
OS-20

細胞・生体分子の計算バイオメカニクス

OS-21

計算ソリッドバイオメカニクス

○安達泰治（京大）、杉村薫（理研）、和田成生（阪大）
OS-01
OS-02

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）

○東藤貢（九大）、山本創太（芝浦工大）、

工学問題におけるCFD応用

東藤正浩（北大）

○坪倉誠（北大）
OS-03

○大島伸行（北大）
OS-04
OS-05

OS-22

ナノ・マイクロ熱流動現象

吉村忍（東大）、酒井譲（横国大）、○北栄輔（名大）
OS-23

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）

○萩原一郎（東工大）
、秋葉博（アライドエンジニアリ

メッシュフリー／粒子法とその関連技術

ング）、田辺誠（神奈川工科大）、福島直人（東工大）、西

○萩原世也（佐賀大）

浦光一（インテグラル・テクノロジー）
OS-24
OS-25

逆問題解析手法の開発と最新応用
○井上裕嗣（東工大）、久保司郎（阪大）、

■

松本敏郎（名大）、天谷賢治（東工大）

日時：2010年9月24 日(金)

懇親会

計算力学と最適化

場所：ホテル黒部（北見市北 7 条西 1 丁目、tel. 0157-23-

北栄輔（名大）、北山哲士（金沢大）

OS-10

OS-11

18:30から（予定）

2251）

○多田幸生（神戸大）、太田佳樹（北海道工大）、
OS-09

一般セッション
○三戸陽一（北見工大）

天谷賢治（東工大）

OS-08

感性領域の計算力学の援用
○萩原一郎（東工大）、北岡哲子（東工大）

境界要素法の高度化と最新応用
○松本敏郎（名大）、西村直志（京大）、

OS-07

次 世 代 CAD/CAM/CAE/CG/CSCW/CAT/CControl

酒井譲（横国大）、越塚誠一（東大）、
OS-06

社会・環境・防災シミュレーション

（講演会の参加登録者は無料です）

フェーズフィールド法とその応用
○高木知弘（京工繊大）、小山敏幸（物材機構）、

■

上原拓也（山形大）

CD-ROMで講演会場にて配布します。

講演論文集

電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特
性評価

■

参加登録料

○屋代如月（神戸大）、香山正憲（産総研）、

会員（正員･准員）

10,000円 （講演論文集含む）

渋谷陽二（阪大）

会員外

15,000円 （講演論文集含む）

材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス

学生員

2,000円 （講演論文集含まず）

○奥村大（名大）、中曽根祐司（東理大）、

会員外学生

3,000円 （講演論文集含まず）

志澤一之（慶大）、大橋鉄也（北見工大）
OS-12

OS-13

破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション

■

○岡田裕（東理大）、河合浩志（東大）、

日本機械学会計算力学部門担当

菊池正紀（東理大）、長嶋利夫（上智大）

TEL./FAX.：03-5360-3505/03-5360-3509

衝撃・崩壊問題

Email：kumagai@jsme.or.jp

○磯部大吾郎（筑波大）、小笠原永久（防衛大）
OS-14

シェル構造の計算力学
○成田吉弘（北大）、吉田聖一（横国大）、
太田佳樹（北海道工大）

OS-15

複合材料における計算力学
○成 田 吉 弘（北 大 ）、福 永 久 雄（東 北 大 ）、In Lee

本講演会に関する問合せ先
熊谷理香
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2009年度計算力学技術者認定事業報告

長嶋 利夫
上智大学 理工学部
2003 年度にスタートした計算力学技術者（CAE 技術者）認

866 名）、19/129/534 名（合計 682 名）、12/81/160 名（合計

定事業 （注 1） も、その後着実に発展している。2007 年度から

253 名）となった．また、熱流体力学（上級）（1 級）（2 級）

は、固体力学分野の有限要素法解析技術者（１級）（2 級）

試験の、申込者数、受験者数、合格者数は、それぞれ、

（初級）、熱流体力学分野の解析技術者（１級）（2 級）（初

10/78/195 名（合計 283 名）、8/62/165 名（合計 235 名）、

級）の 2 分野 6 クラスの認定事業が行われており、さらに 2009

7/34/130 名（合計 171 名）となった．2003-2009 年の合計で

年度からは、最上位資格である計算力学上級アナリストの認定

は、固体力学（1 級）の合格者は 493 名、固体力学（2 級）は

も開始し、2 分野 8 クラスとなり本認定事業における試験の枠

1147 名、熱流体力学（1 級）は 122 名、熱流体力学（2 級）は

組みもひとまず完成したことになる。

511 名となり、その延べ人数は 2,273 名となる。また、2006 年

2009 年度は、上級アナリスト認定試験が固体力学分野につ

度からスタートした公認 CAE 講習会の受講修了に基づき認定

いては 2009 年 9 月 19 日に、熱流体力学分野については 2009 年 9

する初級については、固体力学分野の有限要素法解析技術者

月 26,27 日にそれぞれ関東会場（機械振興会館）で行われた。

（初級）が 80 名（累計 204 名）、熱流体力学分野の解析技術者

また、2009 年 12 月 19 日に、固体力学分野 1 級、2 級については

（初級）が 23 名（累計 112 名）認定された。8 クラスの累計で

関東地区 A 会場（慶應義塾大学理工学部矢上キャンパス）、東

は延べ 2,608 名の方が本会認定の計算力学技術者として様々な

海地区 A 会場（名古屋大学工学研究科キャンパス）、関西地区

分野で活躍していることになる。計算力学部門の部門登録者数

A 会場（大阪工業大学大宮キャンパス）、北陸地区 A 会場（金

が約 6,000 名(第１位～第 5 位合計、2010 年 2 月末現在）である

沢大学角間キャンパス）、九州地区 A 会場（九州大学伊都キャ

ことを考えると、その数の大きさが実感できるであろう。合格

ンパス）の 5 会場で行われ、また、熱流体力学分野 1 級、2 級に

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

ついては関東地区 B 会場（東京工業大学大岡山キャンパス）、

が、本資格の評価を高めることにつながっていくことを大いに

東海地区 B 会場（名古屋工業大学御器所キャンパス）、関西地

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

区 B 会場（大阪工業大学大宮キャンパス）、九州地区 B 会場

いても、本年 9 月に上級試験、12 月に 1 級、2 級試験を予定し

（九州大学伊都キャンパス）の４会場において行われた。本認

ているので、勉強を継続し是非とも再挑戦していただきたい。

定試験は、本会イノベーションセンターが主催し、計算力学部

試験結果の概要と上級、１、２級合格者氏名は、本認定事業の

門をはじめとする本会関連 7 部門・4 支部の協力、54 の国内計

ホームページ(注 1)上に公開されている。

算力学関連学協会の協賛ならびに日本機械工業連合会、日本産
業機械工業会、日本電機工業会の後援により実施された。
本年度の固体力学（上級）（1 級）（2 級）試験の、申込者
数、受験者数、合格者数は、それぞれ、31/179/656 名（合計

なお、本認定事業の実施にあたっては、本部門に所属する非
常に多くの方々の献身的なご協力を得た。ここに感謝申し上げ
るとともに、引き続き一層のご支援をお願いしたい。
（注 1）http://www.jsme.or.jp/cee/cmnintei.htm

2010年度日本機械学会計算力学部門賞
（功績賞・業績賞）募集要項
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

部門賞通則第５項に従う。本部門は 5 名以内（但し，2010 年

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

8 月末日の部門登録者数が 5000 名以上，6000 名未満の場合）。

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。

３．表彰の方法、時期
審査の上，2010 年 9 月 23 日～25 日に予定されている第 23 回

１．対象となる業績

計算力学講演会において，楯の贈与をもって行う。

A. 功績賞

４．募集の方法

学術，技術，教育，学会活動，出版，国際交流などで計算力

公募によるものとし，他薦とする。

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

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

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。

所属・連絡先， (3)被推薦者氏名，(4)被推薦者所属・連絡先，(5)A.

２．受賞者数

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
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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

７．提出先

ズ用紙１枚の略歴書を添付できる。また，業績賞にはＡ４サイズ

〒160-0016 東京都新宿区信濃町３５番地 信濃町煉瓦館５階

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

社団法人日本機械学会計算力学部門［担当職員：熊谷理香］

却しない。指定された用紙枚数は厳守のこと。

電話 03-5360-3505 / FAX 03-5360-3509

６．提出締切日：2010 年６月 30 日（水）

会 告

No. 10-68 講習会のご案内

構造解析のための有限要素法入門
―ひとり一台のパソコンによる演習付―
（計算力学部門

企画）

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 2010 年 7 月 29 日（木）10.00〜17.00、30 日（金）
10.00〜17.00
会 場 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 29 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

E-mail: kumagai@jsme.or.jp
●7月30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
13.00〜17.00 パソコン演習（3）解析例題
山田貴博、澁谷忠弘、松井和己
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 emailで余裕の有無をご確認下さい）。
受講料 会員 3,5000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 5,000 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）3393864／E-mail：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。

《各行事の問い合わせ、申込先》

日本機械学会計算力学部門担当 熊谷理香 E-mail: kumagai@jsme.or.jp
〒160-0016 東京都新宿区信濃町35番地 信濃町煉瓦館5F TEL 03-5360-3505 FAX 03-5360-3509
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