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部門長の就任・退任の挨拶

部門長就任にあたって
第90期部門長
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
この度、梶島岳夫前部門長（大阪大学）の後を引き継ぎ、

織化されてくる大きな変革の時期でした。博士課程3年だっ

第90期計算力学部門長に就任致しました。この場を借りて

た1986年には、米国テキサス州オースチンで開催された第

一言ご挨拶申し上げます。私は、1987年に大学院博士課程

１回計算力学世界会議(WCCM)に参加させていただきまし

を修了しましたが、その頃は、計算力学が正式に認知され組

た。また、1988年には、初代部門長を務められた矢川元基
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教授（当時東京大学、現東洋大学）たちが計算力学部門の設

一般の人の常識の乖離を放っておくと、結局はシミュレーシ

立に向けて奔走される中で、設立総会の準備を手伝ったり、

ョンやその専門家に対する不信感を生むこととなってしまい

部門ロゴマークや部門賞の制定に関わる作業などをさせてい

ます。計算力学の適用分野が社会の隅々に広がる中で、シミ

ただきました。今回、部門設立25周年という記念の年に、

ュレーション結果を専門家が内々で活用する場合とは異な

部門長として関わることに、ある種の巡り合わせを感じると

る、社会で活用してもらうための工夫がいま必要になってき

ともに、大変光栄に思っています。

ていると思います。当部門においても、そのような観点から

20名の錚々たる歴代部門長のリーダーシップのもと当部
門員皆様の活動の成果として積み上げられてきた当部門の輝

の議論を日々積み重ねておくことが重要と考えます。
第２点は、部門活動の国際化についてです。当部門の登録

かしい実績の上に、少しでも何か新しいものをプラスできる

員個人は、どのような組織・機関に所属していようと、少な

ように、山本誠副部門長（東京理科大学）、姫野武洋運営委

からず国際的な環境で活躍されていると思います。しかし、

員会及び総務委員会幹事（東京大学）、奥村大（名古屋大

部門活動全体でみると、ほとんどの活動は国内向けであり、

学）・小石正隆（横浜ゴム）広報委員会幹事、長谷川浩志事

国際的な活動は間歇的ですので、まだまだ改善の余地がある

業企画委員会幹事（芝浦工業大学）をはじめとする拡大運営

と思います。

委員会委員の皆様と一緒に努力してまいりたいと思います。

当部門の歴史を振り返ってみますと、1994年に千葉県幕

さて、部門の活動に対する私の抱負を３点ほど述べさせて

張で開催された第3回計算力学世界会議（WCCM III）や

いただきます。

2007年 京 都 で 開 催 さ れ た ア ジ ア 太 平 洋 計 算 力 学 会 議

第１点は、昨年発生した東日本大震災とそれに引き続いて

APCOM’07-EPMESC XIに共催などとして積極的に関与しま

起こった福島第一原子力発電所の事故を経験して、改めて考

したし、1993, 1994, 1997年にはISAC (International

えた計算力学への期待と課題です。計算力学は、幅広い分野

Symposium on Advanced Computing)を主催しました。

を包含しており、その適用対象は無限に存在しますが、改め

2004, 2010年には日本計算工学会とIWACOM (International

て、計算力学の防災・減災分野における重要性をリマインド

Workshops on Advances in Computational Mechanics)を共

したいと思います。他のあらゆる科学技術分野と比べた時、

催しました。今年は、25周年記念事業として、25回部門講

計算力学を含むシミュレーションの最も重要な特徴は、「予

演会（平野徹実行委員会委員長（ダイキン情報システム）、

測能力」だと思います。現象をきちんとモデル化し、適切な

屋 代 如 月 幹 事 （ 神 戸 大 学 ） ） と 連 続 し て 、 ICMS2012

物性値や境界条件・初期条件を設定し、精度よく解くことが

(International Computational Mechanics Symposium 2012)

できれば、それを使ってまだ来ぬ未来予測を行うことができ

（姫野龍太郎実行委員長（理研）、岡田裕幹事（東京理科

ます。もし、必要となる情報に一部欠落があっても、可能そ

大））を日本計算力学連合の後援も得て神戸で開催します。

うなデータを仮定し感度解析を行うことにより、ある種の幅

ま た 、 2007年 よ り 、 部 門 英 文 ジ ャ ー ナ ル Journal of

を持って予測することもできます。人工物と同時に自然や社

Computational Science and Technology（岡田裕編修委員

会を相手とする防災・減災分野は、現象のモデル化とともに

長、高野直樹副委員長（慶應義塾大学））を編纂していま

データ収集にも困難を伴います。しかし、それでもそうした

す。本格的な国際会議を頻繁に開催することは経費の点でも

困難を克服し、実現象の発生に先だって、様々な定量予測を

なかなか大変ですが、たとえば、過去にも行われた試みとし

行うことができる計算力学を、これまで以上に積極的に活用

て、部門講演会の一部オーガナイズドセッションを国際化

すべきでしょう。一昨年の事業仕分けという大波を乗り越え

し、そこで発表した内容を部門英文ジャーナルに投稿し、国

て今年から本格稼働が始まる世界ナンバーワンの京コンピュ

際発信していくことを定常的に行うのはどうでしょう。そこ

ータはそうした動きを強力に支援しています。当部門は、日

に少しずつ海外、特にアジアの研究者を呼び込みながら部門

本機械学会に所属してはいますが、国内最大の計算力学専門

の定常的な国際活動を進めていけるのではないでしょうか。

家集団として他の関連学協会とも協力しながら、この国家的

一方、他の国内の計算力学関連学協会やアジアの計算力学関

な課題の克服にも貢献していければと思います。
一方、東日本大震災と原発事故は、私たちに本質的な課題
も突きつけました。計算力学を現実問題に活用する上で、

連学協会等と積極的に協働して、計算力学の極をアジア地区
に構築すべく活動していくことを目標としてもよい時期と思
います。

Verification & Validationを行うことは当然です。しかし、

第３点は、計算力学部門で活躍する研究者と計算力学ユー

V&Vを経た計算力学シミュレーション手法を用いたとして

ザーの接点の構築と交流です。すでにご存じと思いますが、

も、対象のモデル化や入力データが異なれば、異なる結果が

2000年に当部門に設置された計算力学部門将来問題検討委

でてきます。ましてや、自然現象との相互作用や非線形性・

員会（委員長は故田中正隆信州大教授）の答申に盛り込まれ

マルチスケール性・マルチフィジクス性が強くなってくる

た「計算力学教育認定」に関して真剣に検討を開始すべきで

と、真実は一つのはずなのに、シミュレーションからたくさ

あるという提言が起点となって、2002年より当会の計算力

んの異なる結果が出てきてしまいます。シミュレーションに

学技術者認定試験がスタートしました。この認定試験の実施

は予測能力がある、といくら威張ってみても、一つの事象に

は、組織的には本会のイノベーションセンターが主体となっ

対して、異なる専門家が異なるシミュレーションを使って、

て行われていますが、人的には当部門関係者が大変大きな役

異なる結果を出すことは、専門家にとっては常識であって

割を果たしています。この認定事業では、今年3月末の段階

も、マスコミ関係者も含めて一般の人に理解できないのはあ

で、固体力学分野と熱流体力学分野の初級、2級、1級、上

る種当然のことでしょう。しかし、そうした専門家の常識と

級アナリストの全分野の資格取得者が総計で3779名となり
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ました。最近は毎年1000名を超える受験者が挑戦し、資格

製品開発等に活用する技術者が定期的に交流する場を作り、

取得者の数は毎年増えています。また、今年より振動分野の

現場から最先端まで包含する8000名を超える有機的な計算

事業もスタートします。実はこの資格取得された方たちの多

力学コミュニティーを構築することができれば、社会に対し

くは本部門の登録者でもないばかりか、当会の会員でもあり

て、より一層大きな貢献ができるのではないでしょうか。

ません。計算力学部門登録者第1～3位までの合計が5300名

最後となりましたが、当部門の活動と登録員一人一人の活

であることを考えると、いかに計算力学技術者資格取得者の

動が相互作用することにより、皆様と一緒により大きな高み

数が増えてきているかわかると思います。計算力学分野の最

に登っていけますことを期待しております。この１年間何卒

先端の研究開発を担う研究者たちと、現場で計算力学を日々

よろしくお願い致します。

部門長退任にあたって

梶島岳夫
この1年間、幹事の澁谷忠弘先生をはじめとする総務委
員、運営委員のメンバー、講演会・講習会・研究会の委員の
方々、学会の熊谷理香さん、さらに多くの部門関係者の暖か

ば、仮に意図通りの数値評価が得られたとしても、格付けビ
ジネスへの迎合は自壊への道としか思えません。
論文誌を通して公表される学会員の研究成果の質の高さに

い支援をいただき、任期を終えることができました。各位に

関して、筆者はいささかも疑問をはさむものではありませ

深く感謝申し上げます。この間、5年に一度の部門評価があ

ん。しかし論理的記述のチェックは、校閲委員が表現の巧拙

り、計算力学部門は全ての項目で再び最高ランクのスコアを

で採否を判定しないように求められていることからも、甘い

得ました。諸先輩のご尽力に敬意を表します。部門の一層の

と言わざるを得ません。アブストラクトだけを通読しても、

発展を祈念して第90期部門長の吉村忍先生に交代いたします。

目的・結果・意義の対応が不明瞭なだけでなく、論理的にも

前述のように部門が高い評価を得たことは喜ぶべきでしょ

珍妙な文章が少なからず見受けられます。表題やアブストラ

うが、点数化には強い違和感を覚えました。近年、客観的指

クトは、データベースに収録されるため象徴的で、論文の質

標と称する数値が万事に適用される傾向があり、それらの手

が顕在化する箇所です。査読の厳密化だけでなく、表現の向

段が目的化し、格付けビジネスは肥大化しています。いわば

上にも編修の労力と費用を惜しまず、丁寧に作り上げられた

国を売り買いするために国債にランクをつける風潮は今や国

論文誌であれば、数値評価も自然と高まるはずです。

際社会の最大の不安定要因の一つです。身近には、論文誌や

以上、この欄にふさわしからぬ話題をあえて書き連ねまし

個々の論文を数値化し、分野や人の評価に用いることの歪み

た。翻って部門運営に関しても、会員数が減少傾向にある中

は研究・教育の現場を蝕みつつあります。いま、学会の論文

で、講演会や講習会の企画において質の議論が結局は規模を

誌に関して、雑誌の評価指標、論文の被引用回数や閲覧回数

維持・発展できる最良の方法であると考えます。創立25周

などの数値を強く意識した再編が検討されています。しか

年で様々な行事が企画されるこの時期に新たな方向が見いだ

し、その前に刊行の目的や意義に基づいた質の議論がなけれ

されることを願って退任の挨拶とします。

部門賞

2011年度計算力学部門賞贈賞報告
辰岡正樹
(株)アルゴグラフィックス
計算力学部門では、1990年度より部門賞として功績賞、

2011年度の部門賞については、当ニュースレターNo.46

業績賞を設けております。功績賞は、学術、技術、教育、学

に推薦依頼のご案内を掲載し、2011年6月30日までに推薦

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

の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

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

査を行った結果、10月9日の部門拡大運営委員会において受

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

賞者は下記の方々に決定されました。

れ対象とするものです。歴代受賞者の一覧は、下記部門ホー
ムページに掲載されております。
http://www.jsme.or.jp/cmd/

功績賞

姫野龍太郎氏

（（独）理化学研究所

センター長）
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功績賞

三木光範氏

（同志社大学
業績賞

肖

教授）
鋒氏

（東京工業大学
業績賞

准教授）

古川知成氏

（Virginia Polytechnic Institute and State University 教授）
業績賞

松本敏郎氏

（名古屋大学

められるなど、国際的にも活躍されています。肖氏のご略歴
は次の通りです。
1983年6月

雲南大学地球物理学科卒業

1989年6月

蘭州大学大学院理学研究科修士課程修了

1996年5月

東京工業大学

1989年７月

雲南大学理学部

助教

1995年10月

群馬大学工学部

助手

1997年4月

理化学研究所

1999年11月

東京工業大学大学院総合理工学研究科

基礎科学特別研究員

教授（のち准教授）

教授）

これを受けて、第24回計算力学講演会（岡山大学）会期

博士（理学）

助

現在に至る

古川知成氏は、計算力学とセンシングを用いた新しい材料

中の10月9日に部門表彰式を開催し、これらの方々には記念

実験・モデリング手法の開発、また反復ベイズ推定・多目的

の楯をお贈りいたしました。

大域最適化手法による逆問題解析・最適設計、ひずみ場測定

以下に受賞者をご紹介いたします。

法、構造健全性評価・モニタリングといった様々な計算力学

姫野龍太郎氏は、自動車、野球ボール、生体など幅広い流

す。日本・オーストラリア・アメリカと国際的に活躍され、

における逆問題理論と応用へ多大な功績を挙げられていま
れを対象とした数値流体力学の基礎および応用に卓越した業

現在はバージニア工科大学において多くの日本人留学生を受

績を挙げられ、また計算科学に関するプロジェクトを主導さ

け入れるなど、日本の計算力学の発展に大きく貢献されてい

れるなど、計算科学の発展にも尽力されました。計算力学部

ます。古川氏のご略歴は次の通りです。

門部門長を務められただけでなく、流体工学部門部門長、代
表会員、さらに今期は庶務理事を務められる等本部門および

1990年

早稲田大学理工学部機械工学科卒業

機械学会に多大な貢献をされています。姫野氏のご略歴は次

1993年

シドニー大学工学部機械工学科大学院修士
課程修了を経て

の通りです。
1996年

東京大学大学院工学系研究科システム量子
工学専攻博士号取得

1977年

京都大学工学部電気工学第二卒

1979年

同大学院修士課程修了

1995年より同大学助手、1997年より講師

1979年

日産自動車（株）入社

2000年

シドニー大学U2000リサーチフェロー

1998年

理化学研究所、入所

2002年

ニューサウスウェールズ大学レクチャラー

2004年

同大学シニアレクチャラー

2008年

バージニア工科大学准教授を経て2011年

2004年から現職（情報基盤センター長）

より現職（米国バージニア工科大学機械工

三木光範氏は、異方性材料の積層パラメータおよびそれを

学科

利用した最適設計、進化計算をはじめとする最適化アルゴリ

教授）

ズム、大規模並列処理、知的照明に関する卓越した業績をあ
げられ、またPC クラスタを中心とする並列計算システムの

松本敏郎氏は、境界積分方程式の正則化による特異積分の

構築にも尽力され、計算力学分野の発展に大きく貢献されま

処理および境界要素法による感度解析への応用、二重相反法

した。2006年の計算力学部門長を始めとして多くの部門委

を用いた領域積分の境界積分への変換と非線形問題の解析法

員を歴任され、また2007年には同志社大学での部門講演会

への拡張に関する優れた研究業績を挙げられ、また内外の学

開催に尽力されるなど、本部門にも多大な貢献をされていま

術誌の編集委員を務められるなど計算力学分野において卓越

す。三木氏のご略歴は次の通りです。

した貢献をされています。松本氏のご略歴は次の通りです。

1978年

大阪市立大学大学院博士課程修了

1983年3月

東京大学工学部舶用機械工学科卒業

大阪市立工業研究所機械研究員、金沢工業

1985年3月

東京大学大学院工学系研究科機械工学専門
課程修士課程修了

大学経営工学科助教授、大阪府立大学工学
部航空宇宙工学科助教授を経て

1988年3月

課程博士課程修了、工学博士

1994年から現職（同志社大学工学部教授）
肖鋒氏は、マルチモーメント有限体積法、完全保存型マッ
ハ統一解法、高解像度移流計算スキームなど計算手法の基礎

東京大学大学院工学系研究科機械工学専門

1988年4月

信州大学（工学部）助手

1989年8月

信州大学（工学部）助教授

1995年10月～1996年8月

的研究から、多相流計算や地球環境流体力学数値モデルなど

ウェセックス工学研究所、ピ

サ大学、エコール・ポリテクニク客員研究員

実用数値モデルの開発・応用まで幅広い分野で優れた業績を

2001年4月

ロンドン大学客員研究員

あげられ、さらに著名な国際学術誌のAssociate Editorを務

2004年4月

名古屋大学（大学院工学研究科）教授（現職）
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功績賞を受賞して

姫野 龍太郎
理化学研究所 情報基盤センター
この度は、計算力学部門功績賞という立派な賞をいただ
き、誠に光栄に存じます。私一人で受賞できた訳ではなく、
これまで御指導いただいた方々とともに、一緒に研究開発を
行った数々の人たちの協力に心からお礼を申し上げます。
受賞にあたって評価いただいた功績の一つに、乗用車の空
力 開 発 に 流 体 の 数 値 解 析 （ CFD: Computational Fluid
Dynamics）を適用して実用化したことがあります。これは
1980年代、CFDはすでに航空機の設計には使われていまし
たが、流れが表面にそってきれいに流れる航空機と違い、車
体後部では流れは大きく剥離します。部分的に剥離する流れ
を取り扱うのは当時難しく、乱流をどう計算するかが盛んに
議論されていました。私は当時の宇宙科学研究所の桑原邦郎
先生に師事し、CFDの指導を受けました。そこで三次精度上
流差分法を三次元の一般座標系に拡張し、種々の三次元物体
で流れの計算を行いました。当時私が勤務していた日産自動
車では、CADからCFD計算用のメッシュを作るシステムを藤
谷克郎氏が開発、タイヤやエンジンルームのような複雑な形
状でもCFDが適用できるようになりました。このメッシュ生
成システムがなければ計算が行えない必須のもので、計算結
果の可視化システムとともに開発してくれた藤谷氏には本当
に感謝しています。また、当時国産のスーパーコンピュータ
が開発された頃でしたが、日産自動車にはCRAY X-MPが導
入され、それまでの計算時間の十分の一で計算できるように
なり、設計開発の業務の中で使えるようになりました。その
後、スーパーコンピュータの進歩により計算対象が広がり、
新しい計算にわくわくしながら取り組んだことを思い出しま
す。計算メッシュは計算結果に影響するし、複雑な形状では
生成が困難でした。これをうまく作ってくれていた佐藤早苗
さんには本当に感謝しています。
ここで開発したCFDのプログラムから、一番計算時間のか
かる部分を抜き出し、コンピュータの性能を測定できるよう
したベンチマークテスト・プログラムを作りました。このプ
ログラムはその後姫野ベンチマークと呼ばれるようになった
のですが、一秒間に浮動小数点演算が何回できるかを出力し
てくれるため、コンピュータの性能を直接的に比較すること
ができました。このベンチマークテストにはパソコン版もあ
り、スーパーコンピュータからパソコンまで統一して比較で
き、しかも、オープンソースとしたため、９０年代から広く
使われました。このベンチマークコードはその後MPIを使っ
た並列版も提供、PCクラスタの価格性能比が高いことを示
し、その普及に貢献しました。
理化学研究所に移った後、スーパーコンピュータの進歩が
CFDに新しい世界を示したように、次に続く世代に画期的な
性能のスーパーコンピュータを提供して、新しい応用分野を
切り開いてほしいと思い始めていました。私がシステム設計
を行って導入したスーパーコンピュータ・システムRSCC

(RIKEN Super Combined Cluster)は2004年から稼働しました
が、このシステムはその有効性が認められ、2005年、産業
技術大賞の文部科学大臣賞を受賞しました。このシステムは
PCクラスタとベクトル計算機、専用計算機の3つからなる複
合システムでした。これをさらに発展させて大規模なスーパ
ーコンピュータを実現し、大学や公的研究機関からだけでな
く、文観企業からも広く利用できるものとしたいと文部科学
省に提案していました。この提案が通り、2006年次世代ス
ーパーコンピュータ開発プロジェクトがスタートしました。
これが2011年世界最速となった京の開発プロジェクトで
す。途中、NECの撤退や事業仕分けなどいろいろありました
が、今年の秋から運用を開始することになっています。5月
には一般利用の募集が始まりますので、ぜひ多くの方に興味
を持っていただき、活用いただければと思います。
理化学研究所に移ってから精力的に進めた野球ボールの周
りの数値計算では、ボールの縫い目による剥離によってボー
ルの後流に一対の縦渦が生じていることが分かりました。こ
の計算はその後、ジャイロボールと呼ばれる新しい変化球に
つながり、中学生や高校生など一般の方に、科学を身近に感
じてもらうには適した研究の題材となっています。
また、生体力学シミュレーションと呼んで始めた研究で
は、人体の運動動作のシミュレーションや、眼球や骨などの
生体組織の力学シミュレーション、血流のシミュレーション
を行いました。ここでは人体モデルの医療画像からの作成方
法の開発、各種の骨や臓器等の材料特性の計測から、内視鏡
下の手術シミュレーションや血管内治療の手術前検討に使わ
れるシミュレーションなどの開発を行いました。
次世代スーパーコンピュータ京の開発プロジェクトではそ
の応用として生命科学分野に挑戦することを提案しました。
2006年10月、次世代生命体統合シミュレーション研究開発
プロジェクトとして採択され、研究開発を開始しました。こ
れは分子・細胞・臓器全身の3つのスケールと、大量の実験
データからその奥に潜む法則に迫るデータ解析融合（一種の
バイオインフォマティックス）、脳神経系シミュレーション
という、これまで互いに接することのなかった生物系、医学
系、計算力学系、情報系の研究者が集まり、新たな分野の開
拓を行っています。ここに携わった若手の研究者の中から次
代を担う研究者が育ってくれることを期待しています。
この度の賞のように日本機械学会と計算力学部門には大変
お世話になってきたので、それに報いるためにも機械学会の
変革に貢献すべく、機械学会理事として残る任期を精一杯勤
めさせていただきます。私自身の研究に関してはスポーツに
科学から迫る視点で、今後も進めてゆきたいと思っています。
最後になりましたが、この受賞を報告すべき恩師の桑原先生
は残念なことに既に亡くなっており、改めて冥福を祈ります。

●6

CMD Newsletter No.48 (May 2012)

功績賞を受賞して

三木 光範
同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科
このたび、本学会計算力学部門から2011年度の功績賞を
いただきましたこと、誠に嬉しく、また有り難いことだと思
っております。
実は、計算力学部門所属の方から功績賞に推薦したいとい
うお話しを2010年度にも頂いたのですが、私にはそんな大
きな賞を頂く価値はないと判断し、ご辞退を申し上げまし
た。しかしながら、2012年度には、是非とも功績賞に推薦
したいとのお話しをいただき、大変恥ずかしく、かつ、厚か
ましく思いながら、仲介者のご好意に甘え、功績賞に応募さ
せていただき、運良く、受賞の至りとなりました。この間、
仲介者のみならず、計算力学部門の幹部の皆様には多大のご
厚意をいただき、また、ご迷惑をおかけしましたこと、この場
を借りて厚くお礼を申し上げ、かつ、お詫びを申し上げます。
私が日本機械学会に入会したのは私が大阪市立大学大学院
工学研究科機械工学専攻の大学院生になったときですので、
40年近く前になります。炭素繊維強化エポキシ樹脂の衝撃
強度に関する博士論文を出して学位を取得した後、大阪市立
工業研究所を経て金沢工業大学において積層パラメータを用
いた複合材料の材料設計法を確立することができました。金
沢工業大学時代には宮野靖先生、尾田十八先生、そして中易
秀敏さんには大変お世話になりました。
1987年には室津義定先生の招きで大阪府立大学工学部航
空宇宙工学に移り、そこで宇宙構造物の最適設計手法の研究
を進め、荷重に対して形態を最適化する知的構造物の研究な
どを行いました。大阪府大時代には研究のほとんどを米国航
空宇宙学会に発表し、AIAAジャーナルに投稿しました。そ
の関係で、東京大学宇宙科学研究所の三浦公亮先生や名取通
弘先生とご一緒に研究ができたのは本当に光栄でした。相模
原の研究所は私の懐かしい場所でもあります。また、大阪府
立大学時代には、人工知能を用いて複合材料の材料設計を行
う研究にも着手し、日本材料学会の複合材料部門委員会の中
にECOM研究会（Expert System for Composites Design）を
組織し、多くの参加者と共に人工知能言語であるSmalltalk
などを使って、複合材料の最適設計エキスパートシステムを
作りました。そのときに書いた論文は研究分野を航空宇宙か
ら情報系に変えるときに役立ちました。
1994年に同志社大学工学部に新設された情報系学科であ
る知識工学科に移り、そこで並列計算機を用いた並列分散最
適化などに関して研究を開始しました。当時はまだ珍しかっ
た64プロセッサの米国製並列コンピュータnCUBEを購入
し、遺伝的アルゴリズムやシミュレーテッドアニーリングの
分散並列化に取り組み、高い最適解探索能力を持つ手法を生
み出すことができました。また、PCクラスタの研究・開発
も同時に行い、4代目として完成したOpteronの512プロセ
ッサを用いた超並列計算機Supernovaで2007年秋のTop500
において、日本最速のPCクラスタとして1TFlopsを達成する

こともできました。このときはシステム構成を6月に検討
し、7月に予算のことなど考えずに発注し、8月に大型トラ
ック満載のPCが到着し、9月にシステム完成してLinpackで
1TFlopsをマークしました。夏休みをすべて返上し、廣安知
之助教授（当時）や多くの学生たちと共に、毎日毎日、イー
サネットのケーブルを繋いでいました。
一方、1994年には計算機の研究者と有限要素法など計算
力学やシステムシミュレーションなど、計算の高速化に興味
を持つ研究者を繋いで情報交換する超並列計算研究会
（SMPP：Society for Massively Parallel Processing）を大阪
工業大学（当時）の仲町英治教授と一緒に設立し、記念すべ
き第1回の研究会は同志社大学で開催し、東京大学（当時）
の矢川元基先生（現：洋大学計算力学研究センター長）にオ
ープニングの記念講演をしていただきました。超並列計算研
究会では、それまで相互の交流が少なかった情報科学分野で
計算機アーキテクチャーや並列化コンパイラなどの研究を行
っている研究者と、計算力学を応用し、FROTRANを使って
構造物の応力解析や管路における流体解析を行う研究者が情
報交換を促進することができました。こうした研究会ができ
る前、計算機の研究者はLinpackなどの計算速度のベンチマ
ークには興味があっても、計算力学の技術やプログラムには
興味が無く、一方、計算力学の研究者達は計算機アーキテクチ
ャーや並列化プログラミングなどには興味がなかったのです。
現在は日本のスーパーコンピュータ「京」が約70万コア
で10ペタフロップスの計算速度を達成し、世界最高速を誇
っている。また、Top500の500番目のコンピュータでさ
え、50テラフロップスの計算速度であり、手元のPCでも数
ギガフロップスの計算速度を出していますが、私が1994年
に購入した64プロセッサの米国製並列計算機nCUBEは西日
本最速の並列計算機でしたが、5メガフロップス×64プロセ
ッサで最高でも300メガフロップス程度の計算速度であり、
計算力学の研究者は計算機のアーキテクチャーに精通し、難
解な並列プログラミングを習得し、配列の定義方法を考え
て、キャッシュメモリをどれだけうまく使うかという知識も
必要でした。また、多数のプロセッサを接続するネットワー
クもクロスバー方式やハイパーキューブ型など、多くの種類
があり、それらの種類によっても、プログラミング上での工
夫が必要でした。
このため、超並列計算研究会では、計算機の研究者やベン
ダーと計算力学などの高性能計算機を利用する研究者との情
報交換が行われ、毎月の研究会では活発な議論が行われ、そ
の当時、大きく異なるプロセッサアーキテクチャーやシステ
ムアーキテクチャーを最大限に活用するプログラミングテク
ニックを計算力学の研究者が学び、計算機の研究者は特定の
応用に適合したシステムアーキテクチャーを提案するなど、
両分野の研究者が知識と技術を共有し、計算力学と並列処理

●7

CMD Newsletter No.48 (May 2012)
の両分野が統合し、大変活発に活動を行うことができ、この
分野の新しい融合領域の研究も増えました。
これらの研究成果が基になり、2008年度の計算力学部門
委員長という大役を拝受しました。私が部門委員長になるま
では、部門委員長は構造分野と流体分野から交代で出ること
が慣例になっていて、私はどちらの専門でもなく、はじめて
計算機の分野から部門委員長にならせていただきました。し
かし、計算力学部門には、構造力学や流体力学のトップクラ
スの研究者がたくさん所属されており、私のような非力の人
間が部門を活性化できることもなく、たいしたこともできず
に１年が終わりました。
私は、その後、並列計算やPCクラスタの研究の中で生ま
れた並列分散進化的最適化の方法と照明制御を組み合わせ、
照明１台ずつがマイクロプロセッサを持ち、自律分散最適化
ソフトウエアで動作し、必要な場所に必要な照明環境を提供
する知的照明システムの研究に取り組み、約10年の歳月
と、5億円以上の研究費を投じて、知的照明システムの研
究・開発を行って来ました。この間、文部科学省の学術フロ
ンティア事業と知的クラスタ推進事業、そして独立行政法人
ＮＥＤＯ技術開発機構の事前調査、先導研究、そして昨年度
からの実証研究を開始することができました。
知的照明システムは、オフィスでこれまで一律の照明環境
（照度750ルクス、色温度5000ケルビン）という常識を壊
し、執務者一人一人が執務内容、好み、体調、時刻、温度、
季節、天候などによって、最適な照明環境が選択できる照明
システムです。知的照明システムでは、１台１台の照明が、
完全に独立して、照度と色温度を制約条件とし、消費電力を
最小化する制御を行います。
東日本大震災の影響で、日本のオフィスビルでは、従来の
照度基準であった750ルクスを下げ、今では多くのオフィス
が500ルクスぐらいの照度にしていますが、知的照明システ
ムを導入したオフィスでは、東日本大震災が起こる数年前か
ら、すでに各執務者が200～800ルクスという異なる照度環
境で執務し、その平均として約400ルクスが実現でき、従来
の照明システムと比較して消費電力は約半分になりました。
500ルクス以下でも快適に執務ができるこを知的照明システ
ムの実証実験で明らかにしたことで、東日本大震災後には、
日本ビルディング協会連合会では500ルクスに落とすことを
すぐに決めることができたと言われています。
ただ、現在の省エネルギーを目的とする照度基準は執務に
とって良くない照明環境となる虞があります。それは、照度
を下げると共に、色温度を下げることも必要だからです。色

温度が5000ケルビンという白い色のまま、照度を下げる
と、陰鬱で倉庫のような雰囲気になります。照度を500ルク
スに下げるなら色温度は4000ケルビン以下に、また、照度
を300ルクスに下げるなら色温度は3500ケルビン以下にす
る必要があります。
知的照明システムが東京都内で7箇所に導入され、新丸ビ
ル、六本木ヒルズ森タワー、コクヨ株式会社の品川オフィ
ス、あるいは東京ビルなどで長期間の実証実験を実施し、知
的照明システムの有用性と有効性が明らかになって来まし
た。また、シャープ株式会社、三菱電機株式会社、そしてパ
ナソニック株式会社の3者が、オフィス用の調光・調色ＬＥ
Ｄ照明器具の試作品を製造することになったのも大きな推進
力となりました。現在、知的オフィス環境コンソーシアムとい
う大手企業約30社の企業連合で知的なオフィス環境に関する研
究会を行い、知的照明システム推進協議会という組織で知的照
明システムの実用化に向けた取り組みを行っています。
日本機械学会の会員になって複合材料の研究からスタート
し、最適構造設計、並列計算、分散最適化アルゴリズム、そ
して知的照明システムの研究に進んで来たこれまでを振り返
ると、日本機械学会の最適化に関する研究会と、計算力学の
部門が非力の私に視野の広がりを与えていただき、それが知
的照明システムの研究に繋がったと感じています。工学は人
と社会のためになるシステムを開発することで、地球環境の
制約条件の下で、持続可能な、心豊かな生活ができることを
目指して、計算力学の分野の若い研究者が新しく、独創的な
方法で、そうしたシステムのデザインを考えて欲しいと願っ
ています。
最後になりましたが、今回の功績賞の受賞は、多の受賞者
と異なり、浅学非才の私が受賞に値するか疑問も残ります
が、自分しかできないことをやってきたことだけはとても満
足しています。日本機械学会の会員になったのが初めての学
会会員であり、今では、情報処理学会、人工知能学会、シス
テム制御情報学会、電気学会、電気通信情報学会、照明学
会、建築学会、空気調査衛生学会などの会員になっており、
研究分野が広がるばかりで困っていますが、日本機械学会は
私を育てていただいた大恩人でもあり、今回の受賞に際して
こんな駄文を書かせて頂いたことも含めて、皆様方に厚くお
礼を申し上げます。特に、姫野龍太郎先生、吉村忍先生、大
林茂先生、轟章先生、尾田十八先生、冨田佳宏先生、中橋和
博先生、高木周先生、辰岡正樹様などには格別のご高配を賜
りました。謹んで謝意を表します。有り難うございました。

業績賞を受賞して

肖 鋒
東京工業大学大学院総合理工学研究科創造エネルギー専攻
この度は、計算力学部門業績賞をたまわり、大変光栄に存
じます。ご推薦下さった先生方ならびにこれまでご指導いた
だいた先生方に厚くお礼申し上げます。また、一緒に研究し

てきた学生また共同研究者の皆さんに深く感謝いたします。
数値流体力学の研究を始めたのは、およそ二十五、六年前
のことでした。当時、私は大学院修士課程に在籍し、専門は
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地球物理でした。当時の指導教員の先生は、アメリカの国家
大気科学研究センター（NCAR）との共同研究のため、メソ
スケール気象モデルMM4を持っていました。そのモデルの
移流計算にLeap-Frog 法を使用していましたが、分散誤差が
大きく、少し勾配を持つプロファイルを用いて移流テストを
してみますと、満足できる計算結果を得られませんでした。
恐れ知らずにも自分でもっといいスキームを提案し、新しい
モデルを作って見たいと思ってしまい、指導教員に相談した
ところ、許して下さいました。そして、Colorado State
UniversityのPielke先生の専門書「Mesoscale Meteorological
Modeling」注１）を頼りに移流スキームの勉強を始めました。
結果的には運がよく、陰的立方スプラインに基づく数値解法
を構築することができ、またそれをもとに大気モデルの力学
コーアを作り、何とか修士論文をまとめることができまし
た。これをきっかけに、セミラグラジアン法、TVD、PPM、
ENOなど数値解法に関する論文を勉強し、ますます数値計算
スキーム研究の面白みを感じました。
1990年代初め頃、CIP法と出会い、その直観的な簡潔さと
計算結果の良さに強く引き付けられました。その後、矢部先
生のもとでしばらくCIP法の改良と多相流数値計算モデルの
開発に専念しました。当時、VOF、level set、front tracking
などの数値解法を用いた自由界面を直接計算する多相流数値
モデルの開発は盛んでした。当初、我々は固体も含む多相流
のオイラー型統一解法を目指して、自由界面追跡、圧力の求
め方、体積力に基づく力の統一表現、応力計算モデルなどに
関する計算手法を提案しました。いま振り返ってみますと、
個々の計算スキームにおいては、まだ改善の余地は沢山残さ
れていますが、連続体モデルという共通のフレームワークを
利用した統一解法を提唱し、またモデル開発に実践したこと
は関連分野の研究を促す結果となりました。
一方、CIP法に関する研究を深めていくにつれ、二つの根
源に関わる疑問が浮かび上がってきました。一つは、「CIP
法（IDO法も含む）とほかの数値解法は一体どこが根本的に
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異なっているのか？」。もう一つは、「将来の発展につなが
るもっと基本的な原理・原則は存在するのか？」。悩んだ末
にたどりついた結論は、CIP法のエッセンスは「マルチモー
メント」(Multi-moment)を用いたことでした。マルチモーメ
ントの呼び名はともかくとして、つまり、物理量だけではな
く、その微分ないし積分値も予報変数とし、元の支配方程式
との整合性を持つ微分または積分方程式に従って独立に求め
ることは、CIP法と従来手法との根本的な違いです。マルチ
モーメントを使えば、多方面から物理場の空間変化を捉える
ことができ、良い結果が得られます。研究を進めていくうち
に、マルチモーメント概念の体系化とそれに基づく高精度数
値解法設計の指針を確立させることは大変重要であると強く
感じ、その「哲学」を求め続けてきました。これまでの研究
によってマルチモーメントの原則に基づく様々な新しい高精
度数値解法を提案することができ、またそれらを圧縮性・非
圧縮性流体、自由界面多相流、全球環境流体モデルなどの開
発 に 適 用 し ま し た 。 最 近 で は 、 流 束 再 構 築 （ Flux
Reconstruction）という統一したフレームワークにおいて制
約条件にマルチモーメントを利用するかしないかによって、
DG（Discontinuous Galerkin）法やSE（Spectral Element）
法など他の既存の高精度解法との違いも明らかになりまし
た。まだまだ研究の途中ですが、マルチモーメントという広
い視点から、さまざまな新しい展開を期待できると確信して
います。
いま、自分の日本での研究生活を振り返ってみますと、さ
まざまな幸運に恵まれていたことを改めて感じます。これま
でに行ってきた研究のいずれにおいても、まだ満足できるよ
うな段階に至っていませんが、今回の受賞を励みに、微力な
がら、これらの課題も含め、数値流体力学の新たな重要課題
に挑戦して行きたいと考えています。
注１）：十四年後Pielke先生が本書の改訂版に私の研究論文に
も言及してくださったことを大変嬉しく思います。

業績賞を受賞して

古川 知成
バージニア工科大学 工学部 機械工学科
若輩者ながらも今回業績賞を受賞させていただくこととな
った。海外での研究生活は既に１５年を超えるが、日本人研
究者との交流、日本の学会・共同研究プロジェクトへの参
加、若手研究者の短期・長期滞在受け入れなどで、日本のた
めにできることを常に考えながら行動している。日本の中で
私を推薦してくれた人がいたという事実自体から既に感謝が
始まっている。
履歴書などを見ながら業績を振り返ってみるとあまりの中
身のなさに情けない限りだが、一方でよくもいろいろな分野
に手を出して一杯論文を書いてきたもんだと自分なりに驚
く。才能のない自分の唯一の術として数だけはなんとかこな
してきた。修士をロボット工学で、博士を計算力学で取得し

た。それにより、ロボット工学の制御問題と計算力学の同
定・設計問題を同じ定式化で解くなど、知識の（浅いが）広
さを利用できたのが幸いした。
しかし数年前から、このロボット工学と計算力学という不
思議な組み合わせが一つの学問として見えるようになってき
た。どう呼んでいいかすら分からないが、最近は「センサー
ネットワークを用いた計算力学」とよく説明している。他の
いくつかの“新”分野同様、別にこの計算力学が新しい学問分
野という訳ではない。欠陥同定にせよ気象予想にせよ、セン
サーと力学を組み合わせたアプローチはこれまでいくらでも
存在したからだ。だが、現在主流となっている計算力学と比
べると明らかに目指す目標や開発すべき技術が違っている。
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例として、私が長年取り組んできた複合材料の材料同定を
挙げる。標準化されている材料同定法は材料の種類を問わず
単軸引張試験機による単軸同定である。そのため、複合材料
のような不確かさが高い異方性材料の同定では異なるフィク
スチャと試験片を固定した上での材料実験を何度もする必要
があり、時間とコストが問題となっていた。そこで私が提唱
したのが、試験片を連続体として考慮した上で材料同定を行
うエネルギー法である。本手法では試験片の表面ひずみ場を
カメラネットワークで測定、内部ひずみ場を測定と計算力学
から推定して、ひずみエネルギーを計算する。また境界変位
もカメラで測定し、ロードセルによる境界力測定とともに外
力仕事を算出する。エネルギー保存則により外力仕事がひず
みエネルギーに変化したと仮定すれば、逆問題を解いて多軸
の材料構成式を一試験片から同定できる。例として、図１に
アルミニウム同定に用いられた円孔試験片を、図2に円孔試
験片から同定された非弾性多軸材料構成式の一部を示す。エ
ネルギー法で既知のヤング率が同定されたのみならず、一試
験片で多軸方向の材料構成式が同定されているのが分かる。
また試験片を連続体として扱い、円孔試験片など材料構成式
同定に使用されなかった試験片を用いることができ、本手法
が従来の材料同定の常識を覆した技術であることも面白い。
エネルギー法では、カメラネットワークと計算力学により
ひずみ場エネルギーを導出、カメラネットワークによるさら
なる境界変位測定を行って材料同定を行う。センサーネット
ワークはここで二つの効力を発揮する。一つは実際に与えら
れている境界条件の測定による高精度化、そしてもう一つは
内部状態測定での近似モデルリダクションによる高速化であ
る。従来の計算力学における新手法では情報量に変化はな
く、ある意味高精度化と高速化の狭間で新たな重みを変えて
いるに過ぎない。センサーネットワークを用いると情報量が
増えることから、高精度化と高速化を同時に達成することが
できる。材料同定のように精度のよい解を高速に導出するに
はセンサーネットワークが重要な選択肢となる。
一方で同時達成には測定が正しいという仮定が必要であ
り、サンブナンの定理が支配する逆問題においては、測定の
不確かさに端を発する解析の不確かさの定量化が新たな課題
となる。また、センサーでなくセンサーネットワークという
言葉を用いているのは、センサーの台数を増やすことで測定
場の拡大、測定信頼性の向上が見込めるからである。図3の
実験で測定されたひずみ場が有限要素解析による結果と非常
に近いのはカメラ6台で測定されたことが少なからず関与し
ている。計算力学の利用による場測定、データーフュージョ
ンによる測定信頼性の向上、計算力学における不確かさの伝

播、計測との融合
による近似モデル
リダクションおよ
び高速化、情報理
論との融合による
不確かさの定量化
など、センサーネ
ットワークを用い
た計算力学では、
従来の計算力学で
は必要のなかった
図1：アルミニウム円孔試験片
新しい問題に挑戦
する必要がある。
また、従来の計算力学での技術との併用により、新たな分
野への挑戦も可能になってくる。例えばリアルタイム損傷推
定・予測がそれである。計算の高速化は、解析モデルリダク
ション、近似モデルリダクション、ソルバーの高速化、並列
化など従来の計算力学の枠組みでも行われてきた。従来の計
算力学、センサーネットワークを用いた計算力学に加え、専
用計算機を開発するなどした場合には、これまでの設計支援
ツールとして開発されてきた計算力学が不得意であったリア
ルタイム解析が可能になってくる。それをさらに飛躍させれ
ば、損傷の推定だけでなく予測も不可能ではない。福島の第
一原子力発電所の事故では計算力学を事故後に見ることはほ
とんどなかった。センサーネットワークによる計算力学が今
後発展して、被害状況をリアルタイムで推定・予測して復旧
に繋げる、そういう日が来ることを個人的にも願っている。
図4では実用例の一つとして、鉄道レールの損傷モニタリン
グで本技術が利用されている。
「業績賞を受賞して」というタイトルでの寄稿を依頼され
たが、業績というのは、まず人とモノが存在して社会があっ
て作り上げられるものである。私は幸運にも周りの人に恵ま
れた。修士課程では、現在のロボット工学の基礎となる
Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)技術を提唱
したGamini Dissanayakeシドニー工科大学教授にロボット工
学だけではなく、研究は何かということについて教わった。
博士課程ではIACMのPresidentである矢川元基東洋大学教
授、JACMのPresidentである吉村忍東京大学教授のもとで計
算力学の基礎を磨くことができた。今でも親しく交流する河
合浩志諏訪東京理科大学準教授、塩谷隆二東洋大学教授、和
田義孝近畿大学準教授、中林靖東洋大学準教授とは共に学生
として学び、故野口裕久慶応大学教授、菊池昌紀東京理科大
学教授、宮崎則幸京都大学教授、西岡俊久神戸大学教授ら

図2：同定された多軸非弾性アルミニウム構成式
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図3：カメラネットワークによるひずみ場測定

は、何の繋がりもない中で親しくさせていただいた。
海外に場を移した後も、Dissanayake教授、何本共著の論
文を書いたか分からないJohn G. Michopoulos米国海軍研究
所主任研究員を始め、ロボット工学の神様に例えられる
Hugh F. Durrant-Whyte国立ICTオーストラリアCEO、Robert
Parkerオハイオ州立大学教授、Mark Hoffmanニューサウス
ウェールズ大学教授など、比較にならない優秀な学者に教え
をいただいた。博士課程を取得した教え子も、準教授に既に
出世したNathan Kirchner、オプティカルフローセンサーを
開発商品化したDaniel Watman、世界最大の鉱山車両を開発
するJan Wei Panなど気づけば10名を超え、今は教え子にお
世話になっている感がある。

図4：鉄道レールの損傷モニタリング

気づいてみればもう研究者としては半ばに差し掛かる。最
近は、日本発の日本人研究者として外国で貢献できることを
考え、日本のタイヤ・自動車メーカーも参加できる米国
National Science Foundationタイヤ研究センター(Center for
Tire Research)の設立に関わったり、毎年日本からの大学院
生らを短期・長期で受け入れている。門前払いとの戦いだっ
た自分の苦労から、挑戦したい人たちをできるだけ支援する
よう常々心がけている。

業績賞を受賞して

松本 敏郎
名古屋大学 大学院 工学研究科（機械理工学専攻）
この度、計算力学部門業績賞という大変名誉ある賞をいた
だきましたことは身に余る光栄に存じます。これまでご指導
いただきました多くの方々に心より御礼申し上げます。
私の計算力学との出会いは、東京大学生産技術研究所の結
城良治先生に指導を仰いでいた大学院生のときでした。当時
のテーマは、き裂を有する部材の強度評価や疲労寿命予測の
ために、任意形状き裂の応力拡大係数の高精度で汎用的な数
値解析法を開発することでした。複素応力関数と等角写像に
基づく選点法がそれまで多く用いられていましたが、2次
元・3次元にかかわらず任意形状の有限領域の問題で使える
境界要素法が注目を集めており、私も境界要素法を用いて精
度良く効率的にき裂の応力拡大係数を解析する方法の研究を
進めました。その結果、２次要素と領域分割法の組み合わせ
で混合モードのき裂が高精度に解析できるようになりまし
た。その当時、境界要素法は様々な分野で研究が盛んになっ
ており、学位取得後は信州大学の田中正隆先生のところでお
仕事をすることになりました。
境界要素法は、支配微分方程式の基本解を用いて得られる
境界積分方程式の離散化手法であり、線形問題や開領域問題
に対しては境界の離散化だけで解析が可能となることから、
当初は大きな注目を集めていました。境界積分方程式は基本
解の性質により特異積分方程式となりますが、通常の問題の

解析ではこのことは問題になりません。しかしながら、き裂
問題やヘルムホルツ方程式に対する開領域の問題などでは、
より特異性の高い超特異積分方程式を併せて用いることが必
要となる場合があり、高次要素の離散化に対してはその数値
的取り扱いが問題となっていました。正則化や有限部分とし
て評価するなど多くの方法がこれに対して提案されていまし
たが、選点法に基づいて超特異積分方程式を解く場合は、変
位やポテンシャルなどの関数の勾配も境界上で連続となる形
状関数を用いる必要がありましたので、超特異積分方程式を
正則化して、通常用いられるC0要素の形状関数を修正し、
変位やポテンシャル等の関数の勾配が要素間でも連続となる
形状関数を求めました。ついでに、正則化された直特異積分
方程式でC0要素を用いても実は精度が悪いもののC1連続性
を満足することを明らかにしました。
境界要素法のもう一つの問題点は、支配微分方程式に非同
次項があり、材料が不均質である場合や非線形問題の場合に
は領域積分が必要となり、境界の要素分割だけで解析できる
という利点が失われてしまうことでした。この問題に対して
は、非同次項をRadial Basis Function (RBF) の線形結合で表
し、このRBFを非同次項とする支配微分方程式の特解を用い
て領域積分を境界積分方程式に変換する二重相反法を、田中
先生と一緒に熱伝導率や縦弾性係数などの温度依存性を仮定し
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た非定常熱伝導問題、熱弾性問題などに適用し、それらも境界
積分のみで解析することができることを一通り示しました。
現在，様々な問題について境界要素法の解析法は一応確立
したのですが、有限要素法と比べて計算量や記憶容量が多く
なり、実際の設計現場で解析モデルがますます複雑かつ大規
模化するにつれて、従来の境界要素法の限界も明らかとなり
ました。一方、ポテンシャル論や量子力学の理論などで示さ
れていた基本解の多重極展開を用いて多体問題の計算を高速
に行うアルゴリズムが示されていました。この方法を境界要
素法に用い、連立方程式を反復法で解く方法が多くの方によ
り研究され、現在では境界要素法でも少ない記憶容量で高速
に計算することが可能となっています。したがって、境界要
素法が本来得意とする分野でそれを利用できる状況となって
いることから，私どももここ数年、計算力学講演会で境界要
素法の高速解法やその応用に関するセッション、開領域や周
期構造の波動問題への展開を狙ったフォトニック結晶・フォ
ノニック結晶の数値解法のオーガナイズドセッションを企画
しております。ただし後者は境界要素法に限らず有限要素法
が有用であり、最近修了した研究室の博士課程の院生は、マ
ックスウェルの方程式に対して有限要素法で数百万元の連立
方程式を何万回も繰り返し解いてランダムレーザーの発振特
性を解析しました。境界要素法で同じ問題を同じ効率で解析
できるかどうかはわかりませんが、有限要素法のように簡単
にプログラムを作成することは困難であると思います。

上記の他に、形状最適化問題も形状の修正を行いながら繰
り返し解析を行うことになりますから、要素分割が容易な境
界要素法が便利なツールとなる場合があります。形状最適化
への応用は1990年前後に盛んに研究されていましたが、計
算量の問題で有限要素法が用いられるようになっていまし
た。しかしながら高速多重極法により実際の複雑な構造物に
対しても境界要素法を利用できるようになりましたので、形
状最適化問題への境界要素法の実用化が有望となっていま
す。そこで私たちも最近、境界要素法をトポロジー最適化に
用いることに取り組んでいます。この他に、定常動弾性問題
や定常音響問題などで境界要素法を用いて固有振動数を求め
ることは、問題が非線形固有値問題となるために困難でした
が、最近盛んに研究されている経路積分を用いた非線形固有
値問題の計算法が有効に利用できることが分かり、周期構造
のバンドギャップの計算に用いようと取り組んでいるところ
です。これらは、物理学など様々な分野の方々に教えていた
だいてなんとかやっているところです。
最後に、計算力学の分野へ入るきっかけをつくっていただ
いた故結城良治先生、信州大学で境界要素法だけでなく研究
活動全般のご指導をいただいた故田中正隆先生をはじめ、関
係する学会の皆様、同僚の方々と学生諸君、ご推薦いただき
ました先生、選考いただきました委員の皆様に厚く御礼申し
上げます。

マルチフィジクス特集

大規模流体構造連成解析によるパラシュートの設計支援
滝沢 研二
早稲田大学高等研究所
1. はじめに
2011年にスペースシャトルが引退した現在、宇宙から帰
還させる方法は、カプセルにパラシュートを使う方法だけと
なりました。通常、パラシュートは単体で使用されることは
なく、ドローグシュート（Drogue Chute）と呼ばれる、予
備減速用のパラシュートを使用したのち、メインパラシュー
トと呼ばれる接地時の降下速度要求を満たすものを使用しま
す。また、宇宙飛行士を乗せるカプセルのような重量規模に
なると、そのメインパラシュートはサイズが大きく、一度に
全開にするのは非常に困難です。そこで、Reefing Stageと呼
ばれるパラシュートの口を拘束したステージを段階的に行い
開きます。なお、パラシュートのサイズは限界があり、カプセ
ルの重量が大きくなったからと言って単にパラシュートの直径
を大きくすればよいというわけではなく、そのあとは、複数の
パラシュート(Parachute Cluster)を用いる必要があります。
カプセルは様々で、米国のアポロとオリオンではずいぶん
重量が違います。そのため、それぞれに応じた異なるパラシ
ュートの設計が必要です。また、使用するパラシュートの数
やReefing Stageのタイミングなど、パラシュートを決めた後も

使用方法によりパフォーマンスが異なるため調整が可能です。
以上のように、パラシュートには多くの選択肢があるた
め、数値シミュレーションによる設計支援が期待されていま
す。マルチフィジックスなので、実スケール以外では、すべ
てのスケールを合わせることはできません。たとえば、実際
よりも小さなパラシュートと水槽を使ってレイノルズ数を合
わせた実験も行われますが、同時にパラシュートの重さやそ
の硬さのスケールをそれぞれ一致させることはほぼ不可能で
す。したがって、実際にパラシュートを降下する原始的な実
験が唯一信頼できる実験なのです。この規模の実験では、費
用も時間も膨大にかかるため、これらの実験の回数を一回で
も少なくできる手段があれば非常に有用なわけです。
2. パラシュートの数値シミュレーション
パラシュートの数値シミュレーションにはいくつもの困難
があります。パラシュートの形は周囲の空気の流れから決ま
る流体力によって変化しますし、空気の流れはパラシュート
の形や運動と密接な関係があります。これは、パラシュート
が非常に軽いということが一番の理由です。（ここで、軽い
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とはパラシュート周囲につく付加質量と比べています。）そ
のため、流体の支配方程式と構造の支配方程式をどのように
連成させるかが計算の鍵となります。
前述のように帰還に用いるカプセルは重量が大きいため、
パラシュートも十分大きなサイズとなります。このようなパ
ラシュートは、リングセール(Ringsail)パラシュートを使う
のが一般的です。リングセールパラシュートは図1のように
上部がリング(Ring)形状、下部はセイル（Sail）と呼ばれる
膨らみを帯びた形状で構成され、それらの間に合計で数百も
の気孔があります。この気孔でパラシュートの安定性とパフ
ォーマンスを調整するのですが、この複雑な形状が数値計算
の難易度を高めます。さらに前述のとおり複数同時に使うた
め、パラシュート同士の接触が発生し、周囲の流体解析は困
難を極めます。

図1

パラシュートとスリットの形状変化

図4はこのモデルを使った流体構造連成の計算の例です。
パラシュートには次のような重要な指標があります。降下速
度の大きさ（Descent Speed）、周囲の空気に対する相対水
平速度の大きさ（Relative Horizontal Speed）、伸縮周期
（ Breathing Period） 、 振 り 子 運 動 の 周 期 （ Swinging
Period）です。表１に示すようにNASAの行った実験に対し
て十分な精度で予測できることがわかりました。

パラシュートのRingとSail

私 た ち 、 Team for Advanced Flow Simulation and
Modeling (www.tafsm.org) は、Space–Time法をベースとし
た流体構造連成 (FSI)の定式化を行い、さらに様々なモデル
を加え、この問題に挑戦しています[1]。ここではそのうち
の2つの重要なモデル化について説明します。
最初のモデルは、上述の数百の気孔のモデル化です。図3
は十分解像度の高いメッシュで計算した結果の例で、セール
の間から抜け出る流れがよくわかります。また、パラシュー
トに使われる布地、その上下にかかる圧力差に応じて、空気
が抜ける、多孔質素材です。この考えを大きな気孔にも適応
したのが私たちのモデリングです。十分小さな穴の場合、粘
性支配となり、圧力差に比例させるとよく実験と合います。
しかし、穴が大きくなると非粘性流体のベルヌーイの式の方
が現象に従うようになります。そこで、私たちは圧力差に比
例する項と圧力差の平方根に比例する二つの係数であらわさ
れるモデルを構築しました。これらの係数は図2に示され
る、詳細な流体力学計算から数値的に求めます。この時、比
例する項は実際の面とモデル面の大きさの比、平方根には穴
とモデル面の大きさの比を考慮しているため、図3に示され
る様々な形状において前述の係数が普遍性を示しました。し
たがって、このモデルでは、流体構造連成計算中に、係数を
再計算する必要がありません。

図2

図3

スリットとギャップから流れる出る空気

図4

パラシュートの流体構造連成解析例
表1

計算と実験の比較

このプロジェクトでの私たちの使命は、実験前に実験対象
を絞ることでした。そのうちの一つの例は、サスペンション
ラインと呼ばれる、傘とカプセルをつなげるケーブルの長さ
を変えた場合の運動の違いを調べることです（図5）。ケー
ブルはカプセルを支えるだけでなく、パラシュートの開きを
抑える力にもなるのですが、この引っ張る角度が変わること
で、パラシュートの特性が大きく変わるのです。このほかに
も、パラシュートとカプセルのつなぎ方を変えるだけで運動
は大きく異なることが分かりました。

図5

ケーブルの長さの異なるパラシュート
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次のモデル化は、クラスターパラシュートにおけるパラシ
ュートの接触です。パラシュートの接触は、図6に示される
ように、ソフトにパラシュート同士が変形しながら衝突しま
す。この際、実際にパラシュート同士が強く接触することは
稀で、パラシュート間には隙間が多く存在します。その隙間
を空気が抜けている様子が実験で観測されています。このこ
とより私たちは、パラシュート間に計算格子を残し一定の距
離よりも近づかないようにする接触モデルを開発し、これを
再現しました。図6はパラシュートを２つ使って行った計算
例で、万が一、パラシュートのうちの一つが開かなかった場
合を想定しています。図7は3つのパラシュートを使用した
例です。
図7

パラシュートの接触（3個の場合）

3. おわりに
以上のように、パラシュートのような複雑なモデルも、現
代の数値計算技術では現象の再現ならびに比較評価のできる
レベルになってきています。日本や米国で検討されている火
星探査などを考えると、設計時に実際の環境での実験を行う
ことはほぼ不可能であると考えられます。したがって数値シ
ミュレーションがより大きな役割を担うと考えています。
図6

下から見たパラシュートの接触（2個の場合）

このように、シングルパラシュートから、3つのパラシュ
ートを使ったクラスターまで、計算を重ね、パラシュートの
挙動の理解を深め、より目的に合ったパラシュートの設計を
支援しています。

[1] K. Takizawa and T.E. Tezduyar, "Computational Methods
for Parachute Fluid–Structure Interactions", Archives of
Computational Methods in Engineering, 19 (2012) 125169.

予測医療に向けた階層統合シミュレーション
（病態の予測から治療法の検討まで）
高木 周
東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻・バイオエンジニアリング専攻
(独)理化学研究所 次世代計算科学研究開発プログラム
はじめに
神戸のポートアイランドにある理化学研究所・計算科学研
究機構のスーパーコンピュータ「京」では、今秋からの共用
開始を控え、これまで進められてきたプロジェクトにおいて
「京」向けに開発されてきたソフトウェアの公開が徐々に始
まっている。本稿では、生命科学の分野と関連して進んでい
るプロジェクト（「次世代生命体統合シミュレーションのソ
フトウェアの研究開発」「予測する生命科学・医療および創
薬基盤」）において、著者が直接関与しており、マルチフィ
ジックスというキーワードに関連の深いソフトウェアについ
て紹介する。
画像データを利用した数値計算に適したオイラー型流体構
造連成計算手法（ZZ-EFSI）
MRI, CT、超音波などにより取得された画像データをもと
に、複雑なメッシュ生成のプロセスなしに、固定格子上で計
算を行うオイラー型流体構造連成の新しい手法を開発した。

一般的に流体の運動量保存式であるNavier-Stokes方程式
は、固定した格子上で計算を行うのに適しているが、大変形
を伴う固体は必ずしも適した手法にならない。本研究では、
臓器や細胞のように柔らかく大変形する超弾性体に対して、
物質点の時間変化を、左コーシー・グリーン変形テンソルの
移流方程式を固定格子上で数値的に解くことにより追跡する
新たな手法を開発した[１]。図１に計算結果の一例を示す。左
上のランダムにばらまかれた超弾性体の画像データを基に、
その後、流路内を左から右に変形しながら流れていく多数の
弾性体を含む流れを計算した例である。
プログラム開発は、主に杉山和靖(東大)によって進められ
ているが、平成11年秋の「京」の試験利用の段階で98304
コアを用いた計算で、実効性能 43%の値をたたき出してい
る。「京」がスカラー計算機であることを考慮すると、連続
体の計算においてこれだけのコア数で実効性能40％以上を
出しているのは、特筆すべき点である。なお、本手法の適用
範囲は生体に限らず、通常の流体構造連成問題にもそのまま
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適用できる。画像データなどピクセルの輝度値をもとにして
計算を始めるような系には特に適している。また、固い材料
に対しても超弾性体の応力項を陰的に扱うことにより安定に
解くことが可能となる[2].
マルチスケール血栓シミュレータの開発
血栓症は、心筋梗塞・脳梗塞を引き起こす重要な循環器系
疾患である。血栓形成の初期段階である血小板凝集は、血小
板が血管壁へと吸着する一次凝集と血小板が活性化し、血小
板同士の接着にまで発展する二次凝集の2つの段階に分けら
れる。一次凝集では、血小板表面の糖タンパクglycoprotein
Ibα（GPIbα）と血管壁に吸着しているタンパク質von
Willebrand Factor （VWF）との間の結合が重要な役割を果
たしている。この２つのタンパク質間の結合は血小板と血管
壁の接触面において数十から数百個程度形成され、両者を結
びつけている。また、より大きなスケールで見ると、血漿・
血小板・赤血球の力学的相互作用が血栓の形成に大きく関与
している。図２に損傷血管壁に吸着した血小板に働く様々な
スケールの力とそれを解析するための手法を説明する図を示
す。この状態で血小板が、血管壁に吸着したまま血栓の成長
へと繋がり重篤な状態に向かうか、血流で吹き飛ばされてや
がて血流中で溶解し事なきを得るかは、血小板と血管壁の間
のタンパク質分子間に働く結合力の総和と血流によりもたら
される流体力の大小関係で決まる。すなわち、分子スケール
の現象と流体力学レベルのマクロな現象の相互作用の結果、
血小板の吸着・脱離が決定されることとなる。このように血
栓の形成過程は様々な時空間スケールの現象が複雑に影響し
あいながら進行する典型的なマルチスケール問題であるた
め、スケール間を橋渡しするような大規模な連成解析が必要
となる。以下、「京」向けに開発が進んでいるマルチスケー
ル血栓シミュレータについて紹介する。
基礎方程式および数値計算手法の詳細は文献[1]-[4]に譲
る。基本的には、血流中を流れる多数の赤血球や血小板など
の血球細胞については、流れ場と相互作用して変形しながら
流れていく状態を上記の流体構造連成手法(ZZ-EFSI)を膜との
連成に拡張した手法により解く。さらに血小板については、
膜表面のGPIbα分子と血管壁のVWF分子の結合・乖離を遷
移状態理論に基づいてモンテカルロ法により計算する。この
結果を、血小板と壁面の間に働く力として、体構造連成の計
算の中に取り込んで連成させることにより、血小板の壁面吸
着まで取り込んだマルチスケールシミュレーションが達成さ
れる。
図３に、血小板表面の膜糖タンパクであるGPIbαと血管
壁に接着したvWF分子との相互作用を考慮した計算の結果を
示す。図３の結果は、流路内に血小板と赤血球が存在してい
る場合でありこの場合は、血小板の壁面への吸着が起きる
が、赤血球を含めない計算では血小板の吸着は起きない。こ
れは、赤血球が存在する場合には赤血球の存在により流れの
中に壁面垂直方向の上下方向の揺らぎが生じ、その影響で血
小板が壁面側に到達できるのに対し、赤血球がない場合には
この縦方向の揺らぎがもたらされないため、血小板はほぼ初
期の位置を保ったまま流れに乗って壁面に平行に流れている
ことによる。このように分散相としての赤血球の変形流動挙
動が血小板の壁面吸着挙動に直接的な影響を与えることにな

図１

図２

ZZ-EFSIによる計算結果

血小板吸着のマルチフィジックス

る。なお、本計算では、壁面に到達した血小板が血小板表面
のGPIbαと血管壁上のvWF分子の相互作用により多数の結
合を形成するのをモンテカルロ法により扱っている。図３の
拡大図より血小板が吸着している部分に多数の
GPIbα−vWF結合が形成されているのがわかる。分子レベ
ルの結合の効果を考慮にいれたマルチスケールシミュレーシ
ョンでは、流れ場の時間変化に伴い、分子結合の本数が減少
するあるいは流れによるせん断応力が増加するなどの効果に
より血小板が壁面から脱離することも計算可能となる。
現在、壁面に吸着した血小板が活性化し、様々な生化学反
応が進行していく部分のモデリングを始めている。抗血小板
薬であるクロピドグレルの薬効再現や、薬の開発として失敗
に終わった薬剤のシミュレーションなどにより、薬剤開発に
失敗した原因などが明らかになれば、得られた知見は今後の
薬剤開発へ重要な情報を与えると期待される。このようなこ
とが可能になれば、シミュレーションに基づく新たな予測医学
の方法を提供することができ、今後の可能性が大いに広がる。
その他のソフトウェア
ZZ-HIFU：超音波治療器の設計および治療法の検討を行う
ためのシミュレータ。現在、国産初の超音波治療器の開発の
ため、このシミュレータを用いてアレイトランスデューサー
の枚数や配置の検討を行っている。
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ZZ-DOSE：重粒子線治療において体全体の粒子ごとの線量
分布などをモンテカルロ法により計算するシミュレータ。
（財）高度情報科学技術研究機構で開発されているPHITSコ
ードを、「京」向けにハイブリッド並列したもの。
ZZ-VASC：全身の血管網を流れの３次元性が重要となる部
分を局所的に３次元で、太めの動脈を１次元のパイプで、そ
れ以外の細い血管と静脈および心臓をマルチスケール性を考
慮した０次元モデルとして閉ループで再現した、0D-1D-3D
連成のマルチスケール血管網シミュレータである。狭窄が血
圧の脈波の伝播にあたえる影響や、加齢による血管硬化の影
響などが簡単に再現できる。

図３

血小板吸着のマルチスケールシミュレーション

おわりに
本稿では、「京」での計算に向け、開発を進めてきたソフ

トウェアの一部を紹介した。今回紹介できなかったものも含
め、http://www.csrp.riken.jp/application_j.html のサイトに
今後、ソフトウェアが公開されていく。ぜひ、多くの方にご
利用して頂きたい。
さて、昨年度から本格的に始まった「京」の戦略プロジェ
クトでは、神経疾患からの運動機能障害を解析するツールと
して、パーキンソン病の病態を再現し治療法の検討に役立て
るためのシミュレータ開発に取り組んでいる。パーキンソン
病は、体（筋骨格系）が健全でも、ドーパミンの不足により
脳からのスパイクシグナルが、健常者とは異なり、これによ
りパーキンソン病特有の震え（振戦）、硬直（固縮）といっ
た症状が現れると考えられている。神経細胞一つだけを見た
場合には、Hodgkin- Huxleyモデルと呼ばれる有名なモデル
が存在するが、脳の機能の一部を、このような神経細胞モデ
ルの集合体として作りだし、そこから生み出されるシグナル
が、脊髄を介して、運動ニューロンへと伝わり骨格筋を構成
する筋繊維を収縮させ、結果として、振戦や固縮、さらには
フィードバック系の影響が重要な姿勢制御までを再現可能か
どうか、単なるマルチスケール性だけでなく、より複雑な階
層問題にチャレンジしている。
参考文献
[1] K. Sugiyama et al., J. Comput. Phys., 230 (2011) 596627.
[2] S. Ii et al., Int. J. Num.er Meth. Fluids, 65 (2010), 43-66.,
[3] S. Ii et al., Commun. Comput. Phys., 12 (2012), pp.544576.
[4] Shiozaki et al., J. Bio. Sci. Eng., (2012) to appear.

抵抗スポット溶接の電流・熱・構造連成解析
堀江 知義
九州工業大学 大学院情報工学研究院（機械情報工学研究系）
1. はじめに
抵抗スポット溶接法を用いると、薄板を短時間で溶接する
ことが可能であり、また、溶接点まわりへの熱影響が少ない
という利点もあることから、自動車産業をはじめ、多くの産
業分野で利用されている。特に、乗用車の場合は、１台あた
り4000～ 5000打点ものスポット溶接が行われている。
スポット溶接時に考慮すべき主な条件は、通電電流、加圧
力、板厚、通電時間の4つであり、これらの条件設定は溶接
品質に大きく影響する。一般に、溶接条件は経験的に決定さ
れていることが多く、条件の明確な決定方法はないといえ
る。溶接条件を変更したり、溶接時の外乱によって溶接不良
が発生する可能性があり、溶接後の抜き取り検査を行ってい
るが、見逃しも生じるため、品質の保持が難しい。
抵抗スポット溶接には、電流、発熱、接触変形、接触抵抗
などが互いに影響を及ぼし合う、複雑な連成現象が生じてい
る。 溶接中に生じる連成現象と不良発生のメカニズムの解

明、そのための連成解析手法の確立が必要とされている。
抵抗スポット溶接のシミュレーションには接触抵抗の評価
が重要であり、Holm[1]によるミクロな界面多点接触モデ
ル、Greenwood[2]による接触突起部の相互作用を考慮した
接触抵抗モデルが提案され、シミュレーション技術も進歩し
てきている[3]。最近では、Babuら[4]による接触抵抗モデル
と汎用FEMコードを用いた連成解析や、SORPAS[5]などの専
用解析コードが溶接条件の決定に用いられるようになって来
ている。
著者らの研究室では、多重連成現象のメカニズム解明を目
的に、スポット溶接時の３連成現象シミュレーションを行っ
ており[6,7]、本報告ではその概要を紹介する。
2. 電流・熱・構造連成解析方法
抵抗スポット溶接では、複数の薄い鋼板を電極ではさんで
加圧し、電極間に大電流を短時間流す。すると、接触部およ
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び母材中に電流によるジュール発熱が生じ、鋼板間に溶融部
が形成され、凝固する。このとき、図１に示す様に、薄板や
電極に生じる接触・変形現象、電流と抵抗によるジュール発
熱、温度による物性値の急激な変化が生じ、密接に影響しあ
う。特に、接触圧力と温度によって接触抵抗が大きく変化する。
この連成現象の特徴は、電流値、電流分布に対して接触抵
抗の影響が大きい、接触端部に電流集中が生じる、物性値の
温度依存性が大きいことである。熱、温度分布に関しては、
常温から融点まで、温度範囲が広いこと、分布に偏りが大き
いことである。そして、構造、接触に関しては、最低３か所
ある接触部の影響が大きい、電極の形状や当たり方の影響が
大きい、そして、変形の影響が大きいことである。
この連成現象の複雑さとして、図２に示す様に、局所的な
現象である接触抵抗に及ぼす影響として６つのサイクルがあ
り、全体的な現象である接触域、電流分布、発熱・温度分布
に及ぼす影響として３つのサイクルがある。
T法による非線形電流解析と非定常非線形熱伝導解析を反
復付き分離型解法で解析し、さらに、接触・構造非線形解析
をメッセージ・パッシングを用いた分離型解法で組み合わせ
て３連成解析を行う。なお、接触抵抗にはBabuらのモデルを使
用し、接触抵抗は接触圧と温度の関数として与えられる。

図１

図３

温度分布とナゲット領域

鋼板・鋼板間の接触圧力、接触抵抗の分布を図５に示す。
初期(5.2 msec)のうちは、接触圧は接触面の中心が高く、周
辺に行くほど下がり、接触端部で0になっている。このた
め、接触抵抗は、接触圧の低い端部でピークを持つ。中期
(52.0 msec)および後期(208.0 msec)になると、接触域の拡
大に伴い接触面積が大きくなるため、接触圧力が低下してい
る。また、接触端部の接触抵抗のピークも接触域の拡大とと
もに、外側へ移動している。

抵抗スポット溶接時に生じる電流・熱・構造連成現象

図４

接触域の時間変化

鋼板・鋼板間の温度、電流密度、ジュール発熱分布を図６
に示す。溶接初期は接触域が狭いため、接触面中心付近の電
流密度が高く、高温になっている。電流は抵抗が高くなる高
温域を避けて外側へ流れを変えるため、高接触抵抗である接

図２

電流・熱・構造連成サイクル

3. 抵抗スポット溶接時の解析結果
電流・温度分布、ナゲット域を図３に示す。鋼板・鋼板間
接触部および鋼板・電極間接触部で主に発熱し、鋼板・鋼板
間から溶融が開始し、溶融域が拡大してゆく。最高温度は
2,555℃、最終ナゲット径は6.22 mmとなっている。接触部
に生じている電流の流れ、発熱、接触変形がどのように連成し
ながらナゲットが生成されるのか、メカニズムを検討する。
溶接中の電極・鋼板間、鋼板・鋼板間の接触域の時間変化
を図４に示す。初期に急激な温度上昇によりヤング率が低下
するため、接触域が急速に拡大している。中期は温度上昇と
ともに接触域が拡大し、後期になると温度上昇が緩やかにな
るため、接触域の拡大も緩やかになっている。

図５

(a) 5.2 msec

(a) 5.2 msec

(b) 52 msec

(b) 52 msec

(c) 208 msec

(c) 208 msec

接触抵抗と接触圧

図６

電流密度、温度、発熱
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触端部との間の領域に集中している。このため、ジュール発
熱は接触抵抗が高い接触端部で大きくなっている。溶接中期
には、接触域が拡大するのに伴い、ジュール発熱、温度上昇
とも中心付近から外側へと移動する。高温域と接触端部の間
の電流の流れる領域が狭まり、電流密度のピークが接触抵抗
のピークおよびジュール発熱のピークの移動に追いつく。電
流密度が集中している接触端部で発熱量が大きく、温度が上
昇して溶融が進む。この部分が外側に移動しながら、ナゲッ
トも外側に成長して行く。溶接後期になると、接触域が広く
なるため、電流密度が低くなる。高温では接触抵抗も下が
り、発熱量も減少し、その結果、ナゲットの成長は緩やかに
なっている。
4. ナゲット成長のメカニズム
電流経路と高温域の移動の様子を図７に模式的に示す。通
電開始直後は中心付近に電流が流れ、高温になって溶融が始
まるが、中心が高温になり、接触域が広がるのに伴って、電
流は高温の中心部と高抵抗の接触端部の間の領域を流れる。
中期には、接触域の拡大に伴って、高電流部、高発熱部、高
温域は外に広がりながら、ナゲットが成長してゆく。その
後、さらに接触域が広がると、接触面積の増大に伴って電流
密度、ジュール発熱が急激に下がるため、電流を流し続けて
もナゲットは成長しにくくなる。この様に、接触域、高電流
密度部、高接触抵抗部、高ジュール発熱部、高温部の移動に
より、ナゲットが生成されている。
5. まとめ
本研究の一部は、トヨタ自動車九州（株）との共同研究と

(a) 5.2 msec
図７

(b) 52.0 msec
電流経路と高温域の移動

して行っており、解析コードの検証実験を実施して、精度の
向上及び実機への応用を進めている。今後はミクロ接触現象
も含めた、４連成以上の多重連成解析による精度向上と、メ
カニズム解明に基づく実際への応用が重要である。
参考文献
[1] R. Holm, Electric Contacts, 1967, Springer-Verlag.
[2] J. A. Greenwood, British Journal of Applied Physics, 17,
1621-1632, (1966).
[3] 松山欽一，溶接学会誌，70-5，136-149，(2001).
[4] S. S. Babu, et al. , Science and Technology of Welding and
Joining, 6-3, 126-132, (2001).
[5] Scientific Welding And Numerical TEChnology,
http://www.swantec.com/sorpas.php
[6] 首藤 孝大. 堀江 知義, 二保 知也, 高木 創平, 日本機械学会第
22回計算力学講演会論文集, 85-86, (2009).
[7] T. Horie, T. Niho, T. Shutoh, Proceedings of the 9th
World Congress on Computational Mechanics, 263,
(2010).

粒子法によるマルチフィジックスシミュレーション
越塚 誠一
東京大学 工学系研究科 システム創成学専攻
１．はじめに
粒子法は、連続体を粒子の集まりとして離散化し、連続体
の運動を粒子の運動として離散的に計算する方法である。
MPS(Moving Particle Simulation)法では、粒子の持つ物理量
の粒子間差分に対して重み平均を取ることで、連続体の運動
方程式を粒子の運動方程式に離散化する。従来の有限体積法
や有限要素法と異なり、メッシュを用いる必要が無いので、
自由表面、混相流の界面、流体-構造境界の大変形に対応す
ることが容易である。
なお、MPS をMoving Particle Simulation の略としたの
は、流体解析のMPS 法では半陰解法も陽解法も使われるよ
うになり、固体解析では陽解法も陰解法もこれまで使われて
きたため、従来のMoving Particle Semi-implicitが手法全体
を表す名称として適切とは言えなくなったためである。ちな
み に 、 同 様 の 粒 子 法 で あ る SPH(Smoothed Particle
Hydrodynamics)においても、流体解析のみならず固体解析
にも使われているのが現状であり、元々の名称の外まで手法

が広がってしまっている。
MPS 法に関する手法の解説および基本的な計算例は参考
文献[1]に、粒子法によるマルチフィジックス解析とその可
視化は参考文献[2]に、最近のMPS 法の研究に関するレビュ
ーは参考文献[3]に詳しい。
２．マルチフィジックス解析に適した粒子法
粒子法はまず自由表面流れの解析に用いられた。こうした
問題は、船舶工学、海洋工学、海岸工学、河川工学などにお
いて広く存在する。これまでの粒子法の実績として、船体と
波との相互作用を剛体-流体連成問題として解いた例を示す
（図１）。船舶甲板への海水打ち込み、船内のLNG タンク
における液面振動、自由降下式救命艇の水面への落下、河川
における流木の橋梁への衝突、浮遊式の石油タンクの破損に
よる石油の流出と海水の流入、航空機の着水、津波による浮
遊物の挙動などが解析されている。また、DEM(Discrete
Element Method)とMPS 法を連成させて、土砂と水との相互
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作用などが解かれている。さらに最近では斜面崩壊に対し
て、崩壊前の連続体としての挙動をMPS 法によって、崩壊
後の離散体としての挙動をDEM によって解析し、両者を連
結することも試みられている。今後の可能性としては、船舶
や海洋構造物に対しては、衝撃荷重、転覆、浸水など、土木
工学においては、洪水、土砂災害、浮遊物を考慮した津波な
どの解析が考えられる。
溶融・凝固といった固液相変化にも粒子法は適用されてき
た。特に、原子力工学におけるシビアアクシデントに関し
て、様々な溶融・凝固を含む多相多成分熱流動解析が行われ
た。他にも、高分子材料や複合材料の成型過程の解析、金属
の鋳造、加工、溶接などへの適用も考えられる。DEM を用
いれば粉体からの成型も対象となる。その場合は、成型後の
連続体としての挙動はMPS 法で扱える。固液相変化におい
ては、温度場の計算を行うとともに、剛体粒子から流体粒子
への変化や、あるいはその逆の変化を計算することになる
（図２）。さらに場合によっては、凝固後の構造解析や、電
磁場解析を連成させる必要もある。構造解析は既に粒子法で
多くの実績があるが、電磁場解析はまだあまり研究されてい
ない。また、有限体積法や有限要素法と粒子法を併用するこ
とで、連成問題に効率的に対応することも考えられ、そのよ
うな研究が報告されるようになってきている。
粒子法による固体解析では大変形や破壊を扱うことが容易
であるため、柔らかい物質で構成されている生体の解析に適
していると考えられる。生体におけるマルチフィジックス解
析としては、マイクロスケールにおける赤血球と血しょうの
連成解析が行われた。赤血球は内部が赤色の流体で、これを
柔らかい弾性壁が囲んでいる。毛細血管では透明な流体であ
る血しょうの中を、赤血球が変形しながら流れている。粒子
法による流体-弾性体連成解析により、静止状態では赤血球
は独特な両凹円盤形状に落ち着くことが再現されるととも
に、毛細血管を流れているときは一方のみがへこんだパラシ
ュート形状に変化することが示された。その他にも、骨と筋
肉の連成運動、呼吸による体内の臓器の運動、仮想外科手術
など、剛体-柔らかい弾性体-流体の連成問題は様々である。
さらには、食品に関する様々なプロセスや、食品と人体との相
互作用に関する解析にも粒子法が適用できると考えられる。
物理ベースCG(Computer Graphics)の分野においても、粒
子法はマルチフィジックス解析に適していると考えられる。
物理ベースCG とは、映像を作成する上で、物理的に正しい
方程式を解くことで見た目にも本物らしい表現を作るという
考え方である。実際、映像制作の分野においても、工学シミ
ュレーションに対して用いられているほとんど全ての手法が
利用されている。図３はスマートフォン上のゲームとして開
発された、２次元粒子法マルチフィジックスシミュレーショ
ンである。流体、剛体、弾性体などの様々な物質を指によっ
て入力し、リアルタイムに２次元連成解析を行うことができ
る。映画やテレビ番組においても、粒子法によるマルチフィ
ジックス解析が利用されていて、例えば2009 年の邦画「カ
ムイ外伝」では、サメが水面より飛び上がるシーンを、流体
-固体連成解析により計算し、映像化している。
３．おわりに
ここまで説明してきたように、粒子法はマルチフィジック

図１ 粒子法による船体と波との相互作用の解析

図２ 粒子法による金属の溶融解析(左)と可視化(右)

図３ スマートフォンでリアルタイムに動く２次元粒子法マルチフィ
ジックスシミュレーション

スに適した計算法であり、今後の発展が期待できる。しかし
ながら、産業においてマルチフィジックスの問題を解きたい
という要求に対して、個別の力学を単に連成していくだけで
は本質的な解決にならないのではないかと感じる。
産業における問題のほとんど全ては、本来マルチフィジッ
クスの問題ではないだろうか。ここでいう「問題」とは「ト
ラブルの可能性の予見」のような意味である。支配方程式や
境界条件があらかじめきちんと与えられるような数学的問題
とは異なる。熱流動や構造といった個別の力学における問題
は、ある特殊な条件のもとで１つの力学だけが支配的になっ
ているか、あるいは実際の問題を分解することで作り出した
仮想的な問題にしか過ぎない。例えば、自動車の走行中に空
気から受ける力を計算しようとした場合に、空気の単相流と
して計算できるのは晴天時であり、降雨時や降雪時は混相流
の計算が必要になる。また、騒音が問題となる場合には音波
との相互作用を考慮する必要があり、さらには、エンジンの
振動の影響や、車体との連成も考えられる。著者の印象で
は、ものづくりにおけるトラブルの多くはマルチフィジック
スの問題で、しかもマルチフィジックスとして考慮すべき範
囲があらかじめ決められていない状況において、トラブルの
可能性を予見することである。
支配方程式、境界条件および初期条件が数学的に与えられ
た問題であれば、解けば答えが得られる。しかし、流体-構
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造の連成振動が問題として生じることを発見したい場合に、
単相流の流体力学をいくら解いても答えは得られない。つま
り、現実の「もの」があってその問題点を見つけなさいとい
う問題が与えられた場合、すべての力学（あるいは力学だけ
ではない）の連成問題を解かなくてはならない。これは実際
的に不可能と思える。産業におけるマルチフィジックスの問
題とは、このような問題ではないだろうか。
スマートフォン上のゲームのように、粒子法では簡単な計
算によって数多くのフィジックスを比較的容易に連成して解
くことができる。その方向でこれからも発展させていけば、
様々な個別の力学を連成解析に加えていくことができるであ
ろう。それでもまだ産業において解きたいマルチフィジック
ス問題との間にはギャップがある。今後の方向としては、シ

ミュレーションと実験、あるいはシミュレーションと人間の
判断をうまく組み合わせるようなしくみが重要になってくる
のではないだろうか。
参考文献
[1] 越塚誠一, 粒子法, 丸善 (2005)
[2] 越塚誠一, 原田隆宏, 田中正幸, 近藤雅裕, 粒子法シミュレー
ション―物理ベースCG 入門―, 培風館 (2008)
[3] S. Koshizuka, "Current Achievements and Future
Perspectives on Particle Simulation Technologies for Fluid
Dynamics and Heat Transfer" J. Nucl. Sci. Technol., 48,
155-168 (2011)

浮き屋根式石油貯蔵タンクのスロッシング解析
長嶋 利夫
上智大学理工学部
はじめに
著者は科学技術振興機構（JST）の戦略的創造研究推進事
業(CREST)研究（「観測・計算を融合した階層連結地震・津

-

波災害予測システム」H.17-23）において、湾岸地帯に多数

ここに、US 、MS 、CS 、KS およびαはそれぞれ、構造

設置されている浮き屋根式石油貯蔵タンクに地震波動が入力

物の変位ベクトル、質量マトリクス、減衰マトリクス、剛性

した場合の動的応答を高精度かつ高速に数値シミュレーショ

マトリクスと入力加速度であり、φ、MF 、CF 、KF はポテ

ンするための流体構造連成解析手法について検討してきた。

ンシャル流れの速度ポテンシャルベクトル、流体の質量マト

浮き屋根式石油貯蔵タンクの挙動は、貯蔵タンク構造、浮き

リクス、減衰マトリクスと剛性マトリクスである。また、

屋根構造と内部流体（石油）との流体構造連成問題として扱

ρFは流体の質量密度、1は加速度の入力方向を示すベクトル

うことができる。本研究における有限要素法(FEM)を用いた

である。なお、タンク構造を剛体とし自由表面だけを扱う場

数値シミュレーションでは、タンク構造や浮き屋根構造をシ

合、US = 0とすれば良く、このとき流体のみの非連成の運動

ェル要素でモデル化し、内部流体をポテンシャル流れとして

方程式となる。

扱った。流体構造連成解析手法として①構造とポテンシャル

(b) 浮屋根を有するモデル

とを直接連成させた方法（強連成解析手法と称する）と②流

自由表面部分を浮屋根に置き換えた場合の連成運動方程式

体をラグランジュ要素でモデル化した方法（流体要素解析手

は、前述した式において流体の質量マトリクスを取り除き、

法と称する）の2通りについて検討し、それぞれのプログラ

液面上昇により浮屋根に加わる液圧を考慮して得られる剛性

ム実装を実施した。本稿では、これらの方法の概要を説明

項 K'S を浮屋根に対応する部分に加算することによって次式

し、10万kl級の国家石油備蓄タンクの地震応答解析に適用し

を得る。

た結果の一部を紹介する。
解析手法
① 強連成解析手法[1]

② 流体要素解析手法

(a) 自由表面を有するモデル

ラグランジュ型流体要素とは、線形弾性体を対象とした変

自由表面を含む容器内部の流体を非圧縮、非粘性、非回転

位法に基づく連続体要素において体積弾性率のみを考慮し、

流れとし、さらに自由表面の波高は微小であると仮定する

せん断弾性率をゼロとすることにより、圧縮性完全流体をモ

と、FEMにより空間離散化された構造と流体の運動方程式は

デル化するものである。さらに流体の非回転条件を考慮する

次式で表わされる。

ために変形の回転成分に対するペナルティー剛性が付加され

●20

CMD Newsletter No.48 (May 2012)
る。また、流体要素の要素剛性の数値計算には１点積分法が
用いられるが、その代償として現れるアワーグラスモードを
抑制するために質量射影法が用いられる。二次元問題の解法
の詳細はKimらの論文を参照されたい[2]。本研究では三次元
問題に適用するためKimらの方法に加え、アワーグラスモー
ドに抵抗する剛性(アワーグラス剛性)を付加した流体要素を
定式化し用いることを試みている。

図１

10万kl級の国家石油備蓄タンク

8節点6面体三次元ラグランジュ型流体要素の要素剛性マ
トリクスkFe を次式に示すように定式化する。

ここにαrpはアワーグラス制御係数、αhcは回転抑制係数
である。またk0e は1点積分を用いて求めた体積変形に対す
る剛性マトリクス、kRe は1点積分を用いて求めた回転を抑
制するペナルティー剛性マトリクス、kHe は完全積分を用い
て求めたアワーグラス剛性マトリクスであり、 αrp = 0の場
合、αhc = 0ならばkFe は1点積分を用いて求めた体積変形に
対する剛性と等しく、αhc = 1ならば完全積分を用いて得ら
れる剛性に等しい。

図2

タンク内流体、タンク構造、浮き屋根構造のFEMモデル

このような要素剛性マトリクスを、構造部分の通常の有限
要素と重ね合わせて、流体と構造との連成運動方程式が導か
れる。
数値解析
10万kl級の国家石油備蓄タンクをモデル化して過渡応答解

図3

浮き屋根の上下動の時刻歴

析を行う。タンク構造の物性値はヤング率200[GPa]、ポア
ソン比0.3、密度8000[kg/m3]とし、タンク内容液の物性値
は体積弾性率1.962[GPa]、密度1000[kg/m3]、重力加速度
9.8[m/s2]とする。解析対象および、その有限要素モデルを
図1、図2に示す。
別途実施した地震動シミュレーションによって得られた地
震動の加速度データ（波形は省略）を解析モデルの水平方向
に入力し、貯蔵タンクの動的応答解析を実施した。強連成解
析手法と流体要素解析手法を用い、時間間隔を0.096秒とし
て600秒間の6250ステップの計算を行った。減衰に関して
タンク内流体の一次のスロッシングモードに対応するレーリ
ー減衰を0.5%とした。流体要素を用いる解析においては、
スロッシング固有振動数についてのパラメータスタディを実
施して、αRP = 1.0×10-3とαHC = 1.0×10-6と定めた。
タンク構造の弾性を考慮した解析も実施したが、その効果
はほとんどない結果が得られたので、ここではタンク構造を
剛とした場合の結果のみを示す。
浮屋根上の中心軸から水平方向に向かって最も離れた円周
上の1点を評価点とし、評価点の鉛直方向変位の時刻歴を図
3に示す。強連成解析結果および流体要素解析結果はほとん
ど同じ結果を与えることがわかる。さらに、浮き屋根に生じ

図4

浮き屋根の応力分布

る水平方向の垂直応力の時刻歴を調べ、当該応力成分の絶対
値が最大となるときの分布を図４に示す。鉛直方向変位と同
様に、強連成解析結果および流体要素を用いた解析結果はほ
とんど同じ結果を与える。
おわりに
本稿で扱った浮き屋根式石油貯蔵タンクについての地震応
答解析においては、強連成解析および流体要素を用いた解析
はほとんど同じ結果を与える。後者の方が節点あたりの自由
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度が３になり解析規模が大きくなるものの、システム方程式
に現れる係数行列が対称となるので、モード法適用すれば解
析自由度を大幅に低減でき、計算効率を向上できる。これら
の解析結果は、浮き屋根式石油貯蔵タンクの強度設計や評価
に資することができる。

Seismic response analysis methods of an oil storage tank
with a floating roof by a strong coupling method,
Engineering Computations,Vol. 28 No.6,701-716 (2011).
[2] Kim, Y.-S. and Yun, C.-B.: A spurious free four-node displacement-based fluid element for fluid-structure interaction, Engineering Structures, 19-8, 665-678 (1997).

参考文献
[1] Nagashima, T., Tsukuda, T., Suemasu, H. and Sogabe, K.:

分離反復型解法による流体・構造連成解析
（燃料集合体の地震応答シミュレーション）
片岡
河合
吉村

俊二（日揮株式会社）（写真左）
浩志（諏訪東京理科大学）（写真中）
忍（東京大学）（写真右）
を確保することができ、また各時刻ステップの反復回数を抑
え、安定に解析するための分離反復アルゴリズムの開発も行
われており、多くの問題を分離型の解法で取り扱えると考え
られる。分離型の連成解法のメリットとして、既存のソフト
ウェアを大幅に改良することなく活用することができる点に
ある。このため、各大学や研究機関で開発された解析コー
ド、商用ソフトウェアに少しだけ手を加えることで、その長
所を生かしたまま連成解析のシステムを構築できる。

はじめに
流れと構造物の相互作用(FSI: Fluid-Structure Interaction)
はしばしば、構造物の破壊や振動、騒音などの問題を引き起
こす。原子力・石油精製・ガス処理などのプラントエンジニ
アリング分野でもより信頼性の高い構造物を設計するため、
熱交換器等の管群の流力弾性振動や、原子炉燃料集合体の地

ADVENTURE Projectで開発されたような、大規模解析向
けソフトウェアを用いて分離反復型連成解析を行えば、実際
の連成現象を取り扱うことができると考え、分離反復解法を
用いたシステム開発を行った。ここでの研究課題としてあげ
られるのは、付加質量効果によらず解を早く得ることのでき
る連成アルゴリズムの開発、および連成界面に存在する物理

震応答、あるいは音、流れと構造の連成現象といわれる流体
振動などの現象が注目され、理論・実験の両面から多くの研
究が行われてきた。連成現象を解析的に把握するためのシミ
ュレーション技術についても精力的に研究されてきたが、精
度と計算コストの問題から、設計評価に用いられるケースは
まだ限られている。連成解析による実機レベルの構造詳細評
価の実用化への期待が高まる中で、著者らは、構造流体とも
に大規模な解析が必要とされる実際の連成現象を直接取り扱
えるシミュレーションを行うための研究を行っている。ここ
では、著者らが取り組む連成解析手法の紹介を行う。
分離反復型連成解法
流体構造連成解析では流れの方程式と、構造の方程式を連
立して解析する必要があるが、その解法は一体型(monolithic)と分離型(partitioned)の２種類の方法に大別できる。
前者は連立された方程式を一括して解く方法であり、後者は
流体と構造の方程式を別々に解く方法である。一般的に一体
型解法の方が安定で高精度であると考えられてきたが、各時
刻ステップでの反復を導入することで、一体型と同等の精度

図１

ADVENTURE Couplerを用いた連成解析システム
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量を効率的に交換する手法の構築の2点である。本研究では
流 体 構 造 連 成 解 析 で 最 も 一 般 的 に 用 い ら れ て き た Block
Gauss-Seidel法に加え、準ニュートン法であるBroyden法を
用いることで安定な解析を実現することができた。ソフトウ
ェア間のデータ交換にはADVENTURE Couplerと名付けた汎
用の連成解析用カプラを開発し、並列のネットワーク通信に
よってデータを交換するシステムを構築することで効率化を
達成した。図１にADVENTURE Couplerの通信モデルを示
す。各解析ソルバはMPIによって並列化されており、連成界

図２

面上のデータはSocket通信によってカプラに送られる。並列

疑似燃料集合体の地震応答解析結果

で作動させた場合にも十分短い時間で通信が行われており、

境での実行に向けて最適化され、大規模な解析を得意とす

かつ効率よく連成アルゴリズムを実行できることが確認でき

る。実機に近い規模の疑似燃料集合体モデルを作成し地震波

た。

による応答を解析した。解析モデルは構造・流体合わせて約
850万自由度である。図２に応答解析の結果得られたある時

燃料集合体の地震応答シミュレーション
原子炉の燃料集合体や熱交換機等の管群などの地震応答で
は構造物が流体を排除する際の影響で固有振動数が変化す

刻における変形モードと圧力分布を示す。本解析は15台の
PCクラスタ上で実施されたが、計算機の性能次第ではさら
なる大規模解析へも適用可能である。

る。また数多くの棒群の振動は相互作用しあいながら振動モ
ードが決まる。構造物の振幅がそれほど大きくない場合には

おわりに

速度と粘性を十分小さいと仮定した音響流体と取り扱うこと

本稿では、音響流体を仮定した連成解析システムを紹介し

で、上記の連成効果を考慮することができる。この場合、音

たが、ここで取り上げたADVENTURE Couplerおよび分離反

響流体の方程式はポアソン方程式で表現することができ、そ

復型連成解法は非常に汎用的な手法であり、流体領域ソルバ

の解析には既存の熱伝導解析ソルバを適用できる。構造解析

に移動境界を取り扱うCFDソルバを用いることでより広範囲

ソルバにADVENTURE Solidを、音響流体ソルバにADVEN-

な連成問題を取り扱うことができる。また、磁場や熱などと

TURE Thermalを用いてADVENTURE Couplerを介した連成解

の連成解析へも展開も可能な技術である。実用的な連成解析

析システムを構築した。構造・流体いずれのソルバも並列環

の実現に向けて、今後も取り組んでいく所存である。

MEMS, MicroTASのマルチフィジスクシミュレーション

小寺 秀俊
京都大学 工学研究科 マイクロエンジニアリング専攻
MEMS/NEMS, Micro TAS, マルチフィジクス

MEMS/NEMS (Nano Elelctro- Mechanical Systems)は、Si
等を基板として用いて、フォトリソグラフィー等を用いて加

１）MEMS/NEMSとMIcroTASの概要とシミュレーション

工を行うものであるが、MEMSの名が示すように、電気機械

1990年代から電子線描画等のフォトリソグラフィーに加

であることから、電気を用いて駆動するための構造も加工と

えて、Reactive Ion EtchingやWet Etching等のエッチング技

同時に作製する。近年には、駆動回路も同時に作製される例

術を用いて、小さな電気機械を作製する所謂MEMS (Micro

も見られる。

Elelctro- Mechanical Systems)の研究開発が電気・機械の領

MEMSの駆動原理としては、①静電場、②圧電、③磁場、

域で行われ、2000年代に入り、加速度センサーや圧力セン

④熱、⑤光等を利用したものが多い。①静電を利用する場合

サーおよびマイクロミラー等が実用化され、大きな産業に育

には、電極を作製し、電極間に電圧（駆動電圧は数kVを数

っている。今日では、マイクロ構造を利用し、化学的な分

十から数百㎛に印加する）を加えて、電極間に作用する力で

離・分析および合成を行うことや、細胞やDNA等の分子の分

構造物を動かす。静電場を利用するMEMSは構造が単純であ

析および抗原抗体反応を利用した臨床検査等を行うことを目

り、その作製方法や駆動方法も多く研究されていることか

的とした、Micro TAS (Total Analysis Systems)の研究開発も

ら、よく用いられる方法である。②圧電を利用する方法は、

盛んに行われており、医学・生命科学の研究分野では、この

PZT等の圧電膜をMEMSに成膜し、その両面に圧電膜に電場

Micro TASを利用した少量試料による高感度・高性能・高速

を与えるための電極を成膜する必要がある。しかし、電極に

解析が実用かされ、利用されている。

印加する電圧は±数十V程度と小さい。圧電は最近では、環
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境振動等を利用した発電デバイス(エナジーハーベスティン
グ)の原理としても用いられている。③磁場を利用する場合
には、コイル構造を小さな空間に作り込む必要があり、構造
的に複雑になることと、さらに、駆動時の電力消費量が多い
ことから、あまり用いられない。④熱および⑤光による駆動
も実際的にはあまり用いられていない。
静電駆動型のMEMSの構造としては、Si等の堅い基板から
駆動部の構造部材の肉厚を他よりも下げることで強度を下
げ、静電場により駆動する。この構造や原理を研究開発する
場合に行われるシミュレーションでは、駆動部構造部分にお
ける静電場解析と駆動時の応力解析を連成することが必要で
ある。
MictoTASは、分析や合成を行うことを目的とした物が多
いが、Micro TASの構造は、マイクロ流路（幅×高さが数百
nmから数百㎛で長さが数cmまで）にマイクロポンプ・マイ
クロセンサー等から構成されている。一般的にMicroTASと
言うと、分析したい物質（細胞や分子など）を含む溶液を搬
送しながら分析を行うことから、マイクロ流路内での流体解
析や液層内での電場や熱および光の解析が研究開発における
シミュレーションの主要な項目となっている。

Fig.2 System Architecture of MemsONE system
(http://mmc.la.coocan.jp/mems-one/)

２）MEMS/NEMSとMIcroTASのシミュレーションの特徴
マイクロデバイスを解析する場合、２つの特徴がある。1
つはマイクロデバイスを駆動する場合の環境流体の影響であ
る。MEMS/NEMSの場合には、駆動構造の間には気体が介在
することが多く、MicroTASの場合には液体が介在すること
が多い。静電場で駆動する場合には対向する電極間に電圧を
印加して駆動することから、この構造を単純化するとFig.3

Fig.1 Structure of Micro Total Analysis Systems

に示す様な両持ち梁の構造になる。この両持ち梁と下部の電

シミュレーションはMEMS/NEMSおよびMicroTASの設計
や構造原理の研究開発に用いられるのみならず、これらマイ
クロデバイスを作製するために用いられる成膜・エッチング
等の加工プロセス装置の設計およびプロセス過程の現象把握
のためにも用いられる。成膜およびReactive Ion

Eetching

等のプラズマプロセスや、MicroTASにおけるフォトレジス
トを用いた光造形等の解析例が多く発表されている。これ
ら、MEMS/NEMSおよびMicroTASのシミュレーションをタ
ー ゲ ッ ト と し た 解 析 シ ス テ ム と し て 、 COVENTOR社 の
COVENTORやINTELLISENSE社のIntelliSuite 等のシステムが
あるが、日本でも2005年から4年間のNEDOのプロジェクト
で 開 発 さ れ 、 現 在 販 売 さ れ て い る MEMS-Oneが あ る 。
MEMS-Oneのシステム構造と研究者が企画から設計・開発ま
での各フェーズで必要となる解析機能を整理した図をFig.2
に示す。

極に電圧を印加して変形させる。空気中と減圧中で駆動した
場合、両持ち梁の中央での動作速度が異なるだけでなく、空
気中で駆動した場合には、デバイス中央の領域では梁と下部
電極の間の空気を押しのけて梁が動作し、その間隔が狭くな
ると、所謂EHL( Elasto Hydrodynamic Lubrication)の現象が
生じる。この現象を数値解析を用いて解く場合には、磁気ヘ
ッドの解析と同様に、流体解析と応力解析の連成解析に加え
て、梁の変形に伴い変化する電極間の電界を解くことが必要
である。このように、電場・流体・構造の連成解析が必要で
あ る こ と が 、 MEMS/NEMSで の 解 析 の 特 徴 で あ る 。
MicroTASを解析する場合においても、液体を送るために、
壁面を変形させたり、電場をかけたりして駆動することが多
く、同時に液体内にある細胞や分子も電界や光を利用して移
動させたりすることから、構造と流体に電界や光を加えて連
成解析をする必要ある。MicroTASの構造を研究する場合に
は流体解析が主になるが、流体内部の細胞や分子などの挙動
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Fig.4 高アスペクトデバイス（マイクロミラーの解析事例）

定数が高い材料を含んでいるため、複合材料としてのモデル
化や、PZT層に電界を加えるための電極のモデル化が必要に
なる。有限要素法で解析を行う場合には、厚さ数㎛（場合に
よっては数nm）の中を分割し、要素のアスペクト比は数十
から数百になる場合もある。数値解析上の課題もあるが、解
析用のモデル作製の手間の問題もあり、モデル化の手間の低
減も重要な課題である。MEMS-Oneの開発では、この手間の
削減も課題となり、マスク図とプロセスおよび加工装置の特
性データを元にデバイスの構造をエミュレートする機能やそ
れを元に、メッシュを作成できる機能が用意されている。

Fig.3 マイクロスイッチの駆動解析

４）等価回路を用いたMEMS駆動シミュレーション
有限要素法等の離散化手法を利用した解析のみならず、電

を解析する場合が多く、その場合には、流体およびその中に

場や構造と駆動時の物理因子（抵抗等）を微分方程式にし

加えた電界（光で与える場合もある）による運動を個別要素

て、モデル回路の集まりに展開し、それをSPICE等の回路シ

法や粒子法と取り入れてシミュレーションすることが必要で

ミュレータで解析する方法に関しても研究がなされ、実用的

ある。

に使えるようになっている。ビルディングブロック方式で構
造とモデルと関連づけることができることや、過渡応答等の

３）高アスペクト比のモデル化

現象解析が可能であることに加えて、信号回路と一緒に解析

圧電駆動型のマイクロミラーの構造をその作製方法を

することができ、有用なツールとなっている(“A multiple

Fig.4に例示する。基板は約300㎛でミラーの直径は2cmであ

Degrees of Freedom Equivalent Circuit for a Comb-Drive

るがが、駆動部のミラーの厚さは2㎛程度しかなく、その内

Actuator”, Y. Nishimori, et. Al., JJAP, Volume 48, Issue 12,

部構造はTi/Pt/PZT/Alの4層からなり、厚さが薄くても弾性

(2009))。
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部門からのお知らせ

第24回計算力学講演会優秀講演表彰
梶島 岳夫
大阪大学
2011年10月8日（土）～10日（月）に岡山大学で開催さ
れた第24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選考委員
会において選考を行い，優秀講演表彰3名，優秀技術講演表
彰3名，日本機械学会若手優秀講演フェロー賞２名を表彰す
ることとなりました．

●優秀技術講演表彰
稲田文夫（電力中央研究所）
「流れ加速型腐食におけるCFDの活用」
大谷佳広（(株)ＩＨＩ）
「結晶塑性有限要素法によるフレッティング疲労解析」
野本祐春（伊藤忠テクノソリューションズ（株））

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．

「GPGPU を用いたマルチフェーズフィールド法プログ
ラムの開発」

●優秀講演表彰

●日本機械学会若手優秀講演フェロー賞

上辻靖智（大阪工業大学）

荒川智樹（京都大学）

「多結晶および多分域構造の階層的モデリングによる圧
電材料の特性評価」

「一様磁場下の流体中における赤血球運動に関する数値
解析モデルの開発」

末岡浩治（岡山県立大学）,

石部裕三（明治大学）

「太陽電池向けSi量子ドットのバンドギャップに関する

「調和振動内圧を受ける弾性厚肉正方形筒の応力と変形

第一原理解析」

(続)」

松田哲也（筑波大学）
「積層ずれを有する平織積層板の均質化弾-粘塑性解析
手法の開発」
●日本機械学会若手優秀講演フェロー賞

●優秀講演表彰

上辻靖智君

末岡浩治君

松田哲也君

大谷佳広君

野本祐春君

●優秀技術講演表彰

稲田文夫君

荒川智樹君

石部裕三君

●26

CMD Newsletter No.48 (May 2012)

第24回（2011年度）計算力学講演会開催

多田 直哉
岡山大学 大学院自然科学研究科
24回目となる2011年度の計算力学講演会（CMD2011）

産業創成工学専攻
ということで、東京大学の吉村忍先生により「防災・減災に

が2011年10月8日（土）から10日（月）の三日間、岡山大

向けて計算力学はいかに貢献できるか」というフォーラムが

学津島キャンパス（岡山市北区、写真1と2）で開催されま

特別に企画されました。再生に向かって頑張っている日本を

した。期間中は天候にも恵まれ、全国から約500名の参加者

計算力学の研究者や技術者がどのような形で応援できるかに

がありました。

ついて、津波や建物の崩壊、原子力プラントの地震への応

この度の講演会でも例年とほぼ同数の22のオーガナイズ
ド・セッション（OS）に加えて、6つのフォーラム、2件の

答、避難のシミュレーションを中心として話題提供がありま
した。

特別講演が企画されました。講演は全９室でパラレルに進め

特別講演ですが、初日に米国University of Cincinnatiの

られましたが、どの部屋も盛況で（写真3）、マルチスケー

Prof. Gui-Rong Liuから”Computational methods for certified

ルアナリシスと電子・原子・マルチシミュレーションのOS

solutions, adaptive analysis, real-time computation, and

が合同で企画したポスターセッションでも活発な議論があり

inverse analysis of mechanics problems”と題する講演があり

ました（写真4）。また、フォーラムでは、岡山大学での開

ました（写真5）。難しい理論や数式を優しい笑顔でわかり

催ということで、岡山県工業技術センターの西田典秀氏によ

やすくお話し頂いたのが印象的でした。二日目には、神戸大

り「地域産業における計算力学の活用事例」と題するフォー

学の陰山聡氏から「スーパーコンピュータとバーチャルリア

ラムが企画され、岡山県を中心とする中国地域で自動車や化

リティで探る地磁気の起源」と題する講演がありました（写

学、医療、造船の分野で計算力学がどのように活用されてい

真6）。工学系の研究者のみならず理学系の研究者も多数参

るかについて具体的な事例紹介がありました。さらに、この

加され、講演後には活発な質疑がありました。

度の講演会は2011年3月11日に発生した東日本大震災の後

二日目の特別講演の後に計算力学部門の表彰式がありまし

写真1. 学会会場入口（岡山大学津島キャンパス）

写真3. 講演会場内の様子

写真2. 岡山大学津島キャンパス内の様子

写真4. 講演会場内の様子（ポスターセッション）
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た。今年度は、計算力学の発展と進歩に幅広く貢献のあった

ンとして披露してもらいました（写真9）。最初は、踊り手

個人に授与される功績賞は、理化学研究所の姫野龍太郎氏

の方々が舞台上で踊り、参加者はそれを見るだけだったので

（写真7）と同志社大学の三木光範氏に、計算力学の分野で

すが、途中から踊り手の方々が次々と舞台から降りて一般参

顕著な研究開発の業績を挙げた個人に授与される業績賞は、

加者の中に入り、みんなが手をつないで踊る場面がありまし

東京工業大学の肖鋒氏、バージニア工科大学の古川知成氏、

た。恥ずかしがっていた参加者も次第に場の雰囲気に溶け込

名古屋大学の松本敏郎氏に贈られました。

み、若手の方々を中心に踊りの輪が広がりました（写真10）。

二日目の夜には、岡山ロイヤルホテルで懇親会が開催され

以上のように、この度の講演会も実行委員、学会事務局の

ました。これまで通り、講演会の登録者は無料で参加できる

方々を始め、部門の方々、参加者の方々等、多数の方のご協

ようにしたため、多数の参加者が集まりました（写真8）。

力により無事に終えることができました。ここに厚くお礼申

岡山市では、毎年８月に「おかやま桃太郎まつり」が開催さ

し上げます。2013年の9月には、同じ岡山大学津島キャンパ

れます。その一環として多数の市民が「うらじゃ」という曲

スで日本機械学会年次大会が開催されます。この度参加され

に乗って市内の大通りを踊り歩くのですが、本懇親会でも俄

た方々と岡山大学津島キャンパスで再会できることを楽しみ

嘉屋（にわかや）という演舞団体にその踊りをアトラクショ

にしております。

写真5. Prof. Gui-Rong Liuの特別講演

写真8. 懇親会場内の様子

写真6. 陰山聡氏の特別講演

写真9. 懇親会のアトラクション（うらじゃ）

写真7. 功績賞を授与された姫野龍太郎氏

写真10. うらじゃ踊りの輪
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2012年度年次大会の部門企画について

下川 智嗣
金沢大学 理工研究域 機械工学系（自然システム科学専攻）
2012年9月9日（日）を市民開放行事にあて、9月12日

企画者：大林

茂（東北大）、松崎亮介（東京理科大）、

（水）まで、金沢大学（920-1192石川県金沢市角間町）に

千葉一永（北海道工業大）

おいて、2012年度年次大会が開催される予定です。2012年

企画部門：計算力学部門

度の大会では『日本再生に向け新たな未来を切り拓く機械工
学』をキャッチフレーズとし、「エネルギー」、「クオリテ

テーマ：産業連携と計算力学

ィオブライフ」、「オープンイノベーション」の3つを挙げ

企画者：菊池

て、大会企画を進めています。計算力学部門のオーガナイズ

企画部門：計算力学部門、材料力学部門

厖（（株）日鐵テクノリサーチ）

ドセッションにつきましては、トータルで11件となりまし
た。詳細につきましては、大会のホームページ

［ワークショップ］

http://www.isme.or.jp/2012am/

テーマ：シンクロ型LPSO構造の力学特性と高強度Mg合金

をご参照ください。特別行事企画といたしましても、大会

の変形機構

のキーワードにそった、基調講演、先端技術フォーラム、ワ

企画者：大橋鉄也（北見工業大）、志澤一之（慶応義塾

ークショップを計画しております。これらについては、後述

大）、眞山

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

企画部門：計算力学部門

剛（熊本大）

をご覧下さい。
<申込・問合せ先>
［先端技術フォーラム］

下川智嗣(金沢大学 理工研究域 機械工学系)

テーマ：設計情報学の創出と展開

TEL 076-234-4692、simokawa@t.kanazawa-u.ac.jp

25周年記念（2012年度）計算力学講演会
国内会議のご案内
平野
屋代

徹 ダイキン情報システム株式会社（左）
如月 神戸大学大学院工学研究科（右）

25回目の記念すべき計算力学講演会を、2012年10月6日
（土）から8日（月・祝）の３日間、神戸市のポートアイラ
ンド南地区にて開催いたします。開催に向けて昨年末にオー
ガナイズド・セッションを募集いたしましたが、皆様方のご
協力により以下のように多数のOSが企画されることになり
ました。

塩谷隆二（東洋大）、○荻野正雄（名大）
5. 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）、○北栄輔（名大）
6. 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）
7. 計算電磁気学と関連話題
○田上大助（九大）、杉本振一郎（東大）、武居周（苫

■オーガナイズド・セッション一覧（○が代表者）
1. 数値シミュレーションの原子力への応用
○高瀬和之（原子力機構）
2. 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）
3. 接着・接合・界面・薄膜の理論と実験および信頼性評
価
○池田徹（京大）、古口日出男（長岡技大）
4. 大規模並列・連成解析と関連話題

小牧工業高専）、金山寛（九大）
8. 工学・医療工学における移動境界問題
○今井陽介（東北大）、滝沢研二（早大）
9. 材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシス
○奥村大（名大）、中曽根祐司（東理大）、志澤一之
（慶大）、大橋鉄也（北見工大）
10. 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
○屋代如月（神戸大）、下川智嗣（金沢大）、香山正憲
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（産総研）、渋谷陽二（阪大）

企画されています。

11. フェーズフィールド法とその多様な展開
○高木知弘（京工繊大）、小山敏幸（名工大）、上原拓

■フォーラム一覧（企画者）

也（山形大）、高田尚樹（産総研）

1. 大規模シミュレーションと可視化

12. 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）、末岡浩治（岡山県立
大）
13. 流体力学の先端的な数値解法と応用
森西晃嗣（京工繊大）、○肖鋒（東工大）
14. メッシュフリー／粒子法とその関連技術
酒井譲（横国大）、越塚誠一（東大）、○萩原世也（佐
賀大）
15. 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）、天谷賢治（東
工大）
16. フォトニック・フォノニック構造の設計とシミュレー

小山田耕二（京大）
2. 社会シミュレーション
吉村忍（東大）
3. 「京」コンピュータと次世代ものづくり
平野徹（ダイキン情報）、加藤千幸（東大）
4. 物質・材料と計算力学 ～無機・有機・ナノ材料の新展
開～
平野徹（ダイキン情報）、建石寿枝（甲南大）
5. オープンソースＣＡＥの新展開
辰岡正樹（アルゴグラフィックス）
6. 企業におけるＣＡＥ活用
辰岡正樹（アルゴグラフィックス）

ション
◯松本敏郎（名大）、西村直志（京大）、鶴田健二（岡
山大）
17. 混相流の数値流体力学
○柳瀬眞一郎（岡山大院）

以上のオーガナイズド・セッションおよびフォーラムに加
えて、3件の特別講演ならびに懇親会も予定しております。
詳細・最新情報は末尾に記載のウェブサイトで随時お知らせ
します。

18. 計算力学における GPU コンピューティング
○青木尊之（東工大）、西浦泰介（JAMSTEC）
19. 破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション

■特別講演
2012年10月6日（土）

○岡田裕（東理大）、菊池正紀（東理大）、長嶋利夫

「自動車産業における計算力学活用の歴史（仮）」

（上智大）、河合浩志（東大）

小林敏雄（日本自動車研究所）

20. 衝撃・崩壊問題
○磯部大吾郎（筑波大）、小笠原永久（防衛大）、山田
浩之（防衛大）
21. 固体物理／流体物理のマルチフィジックス／マルチス

2012年10月7日（日）
「失われた２０年からの脱却

～ものづくりのパラダイム

チェンジ～」
青木素直（三菱総合研究所）

ケール解析

2012年10月8日(月・祝)

○須賀一彦（阪府大）、鶴田健二（岡山大）、尾形修司

「『京』コンピュータがひらく新しい世界」

（名工大）、後藤俊幸（名工大）

平尾公彦（理化学研究所・計算科学研究機構）

22. 計算力学と最適化
○多田幸生（神戸大）、北栄輔（名大）、轟章（東工
大）、廣安知之（同志社大）、北山哲士（金沢大）
23. 次世代CAD/CAM/CAE/CG/CSCW/CAT/C-Control

■懇親会
2012年10月7日（日）
場所：神戸花鳥園

○田辺誠（神奈川工科大）、秋葉博（アライドエンジニ
アリング）、萩原一郎（東工大）
24. 計算バイオメカニクス

さらに、10月9日（火）には記念国際会議の初日行事とし
て、「京」コンピュータ施設見学会も設定されており、国内

東藤貢（九大）、坂本二郎（金沢大）、山本創太（芝浦

会議のみの登録者も参加できますので、この機会に会議出席

工大）、坪田健一（千葉大）、越山顕一朗（阪大）

日程を延長し参加していただければ幸いと存じます。

OS9、10では口頭発表だけでなく、希望者による合同ポス

■重要なスケジュール

ターセッションを実施する予定です。また、これらのオーガ

講演申込締切

2012年5月18日（金）

ナイズド・セッションに加えて「一般セッション」も設定し

講演採択通知

2012年6月中旬頃

ます。いずれのテーマにも該当しない場合、一般セッション

講演原稿締切

2012年7月25日（水）

での発表も歓迎いたします。
フォーラムについても、開催地区にて完成・本格稼動する

講演申込は末尾に記載のウェブサイトより行っていただき

次世代スーパーコンピューター「京」による、次世代のもの

ます。このご案内が皆様のお手元に届くころには、すでに講

づくり・社会への波及効果などをテーマとした以下の6つが

演申込が始まっていることと思います。皆様の多数のお申込
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をお待ちしております。

2/index.html
3) 併設の国際会議ICMS2012（2012年10月9日～11日、

委員長：平野

徹

同じ会場にて開催）ホームページ

ダイキン情報システム株式会社
〒591-8511

http://www.jsme.or.jp/conference/cmdconf12/index.ht

堺市北区金岡町1304番地

TEL: 072-259-4111 FAX: 072-252-7273

ml
4) 計算科学振興財団ホームページ

E-mail：tohru.hirano@daikin.co.jp

http://www.j-focus.or.jp/index.html
5) 理化学研究所・計算科学研究機構ホームページ

幹事：屋代
神戸大学

如月

http://www.kcomputer.jp/

大学院工学研究科

機械工学専攻

〒657-8501 神戸市灘区六甲台町１−１
TEL&FAX: 078-803-6303

6) 神戸大学統合研究拠点ホームページ
http://www.kobe-u.ac.jp/kuirc/index.htm
7) 甲南大学先端生命工学研究所ホームページ

E-mail：yashiro@mech.kobe-u.ac.jp

http://www.konan-fiber.jp/index.html
8) 兵庫県立大学大学院シミュレーション学研究科ホーム

問い合わせ先：川島
一般社団法人
〒160-0016

礼二郎

日本機械学会

ページ
出版・販売グループ

東京都新宿区信濃町35番地信濃町煉瓦館

http://www.u-hyogo.ac.jp/sim/index.html
9) 神戸国際観光コンベンション協会ホームページ

5階

http://feel-kobe.jp/

Tel: 03-5360-3501 Fax: 03-5360-3508
E-mail:kawashima@jsme.or.jp

後

援：
神戸大学統合研究拠点／甲南大学先端生命工学研究所／

参

財団法人計算科学振興財団／兵庫県立大学大学院シミュ

考：

1) 日本機械学会ホームページ

レーション学研究科／独立行政法人理化学研究所 計算

http://www.jsme.or.jp

科学研究機構／日本シミュレーション学会／スーパーコ

2) 本講演会ホームページ

ンピューティング産業応用協議会

http://www.jsme.or.jp/conference/cmdconf12-

225周年記念国際会議ICMS2012のお知らせ

姫野龍太郎1)，岡田 裕2)
1)
理化学研究所，2) 東京理科大学
計算力学部門設立25周年を記念した国際シンポジウム

前述のように、計算力学部門設立25周年を記念し、国際

（International Computational Mechanics Symposium,

会議を開催することは、2009年度（部門長・大林茂先生）

ICMS2012,

のときに決定され、部門としてはそのための資金積み立てを

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

conf12/index.html）を、2012年秋に本格稼働予定の「京コ

行ってきました。また、通常の計算力学講演会に続いて概ね

ンピュータ」の設置施設（理化学研究所計算科学研究機構：

同じ場所で開催することは、2010年度に決定されていま

AICS）の周辺地域、神戸ポートアイランド南地区で、2012

す。さらに、日本計算力学連合（Japan Association for

年10月9（火）日−11日（木）に開催致します。これは第

Computational Mechanics（JACM）、会長：東京大学・吉

25回計算力学講演会（10月6日（土）−9日（火））と連続

村 忍 教 授 ） は 後 援 団 体 と し て 、 特 に 全 体 講 演 （ Plenary

する日程で同じ地区で開催されます。両者とも、設立25周

Lecture）企画でご協力を頂いています。

年となる講演会なので、少々長いですがぜひ両方ともご参加

昨年末までに12のミニシンポジウム企画のご提案を頂

下さい。会場となる、甲南大学FIBREと神戸大学ポートアイ

き 、 1月 1日 か ら ア ブ ス ト ラ ク ト と 講 演 申 込 （ Abstract

ランドキャンパス・コンベンションホールは「京コンピュー

Submission Form）の受付を開始しています。さらに、矢川

タ」の設置施設に隣接しています。そこで、国際会議初日

元基教授（計算力学部門初代部門長）をはじめとする世界的

は、「京コンピュータ」の見学会を行います。なお、「京コ

に著名な5名の方々に全体講演をして頂くことが決まってい

ンピュータ」の見学会は第25回計算力学講演会の一部とし

ます。なお、第一日目に予定されている、Jack Dongara教授

て、計算力学講演会参加者も参加可能です。

（University of Tennessee, USA）の全体講演も「京コンピュ
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ータ」の見学会と同様、第25回計算力学講演会の一部とし

Echelle MSME, France)

て計算力学講演会参加者は聴講可能です。さらに、J.S. Chen

3. Design Optimization, Exploration and Informatics

教 授 （ UCLA, USA） 、 追 永 勇 次 氏 （ 富 士 通 ） 、 Roger

(Professor Shigeru Obayashi, Institute of Fluid Science,

Ohayon教授（CNAM, France）にご講演を頂きます。全体講

Tohoku University; Professor In Lee, Department of

演の大まかなスケジュールは下記の通りです。

Aerospace Engineering, KAIST; Professor Carlo Poloni,
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Università di

 10月9日（火）
 Professor Jack Dongara, University of Tennessee, USA:

Trieste, Italy)
4. Computational Fracture Mechanics and Structural

On the Future of High Performance Computing: How to

Integrity Analyses (Professor Hiroshi Okada, Tokyo

Think for Peta and Exascale Computing

University of Science; Professor Toshio Nagashima,

 10月10日（水）

Sophia University; Professor Jai Hak Park, Chungbuk

 Professor Jiun Shyan Chen, UCLA, USA: Stabilized and

National University, Korea; Professor Takehiro

Regularized Semi-Lagrangian Meshfree Method for
Fragment-Contact-Impact Problems

Fujimoto, Kobe University)
5. Computational and Experimental Studies of

 Professor Roger Ohayon, CNAM, France: Modal

Electronic Packaging (Professor Hideo Miura, Tohoku

Analysis of Fluid Structure Interaction Problems ―

University; Professor Soon-Bok Lee, KAIST, Korea;

Computational and Reduced Order Models −

Professor Toru Ikeda, Kyoto University)

 10月11日（木）
 Mr. Yuji Oinaga, Fujitsu Limited, Japan: Technologies
Implemented in the K Computer and Beyond
 Professor Genki Yagawa, Toyo University, Japan: Some
Considerations on High Performance Computational
Mechanics

6. Prediction and Control of Turbulent Flows (Professor
Makoto Yamamoto, Tokyo University of Science;
Professor Koji Fukagata, Keio University, Professor
Haecheon Choi, Seoul National University, Korea)
7. Recent Progress in Computational Fluid Dynamics
and Related Topics (Professor Hiroshi Kanayama,
Kyushu University; Professor Daisuke Tagami, Kyushu

各ミニシンポジウムでは、計算力学部門25周年記念行事

University; Professor Frederic Magoules, Ecole Centrale

として、計算力学の各分野をリードされてきた方々の基調講

Paris, France; Professor Shuyu Sun, King Abdullah

演が企画されます。また、若手研究者・技術者の方々にも是

University of Science and Technology, Saudi Arabia)

非参加して頂きたく、20名程度と数に限りはありますが参

8. Fluid-Structure Interaction (Professor Kenji Takizawa,

加登録料を無料とする参加助成制度も設けました。国籍や役

Waseda University; Professor Tayfun E. Tezduyar, Rice

職等に関係なく、35歳以下の方なら誰でもエントリーでき

University, USA, Professor Yohsuke Imai, Tohoku

ます。審査は、ミニシンポジウムのオーガナイザーの方々に

University)

ご協力頂いて進めていきます。希望される方は5月15日まで

9. Recent Progress in Biomechanical Modeling and

にアブストラクトと講演申込（Abstract Submission Form）

Simulation (Professor Shu Takagi, University of Tokyo;

のご提出をお願いします。一般のアブストラクトと講演申込

Professor Xiaobo Gong, Shanghai Jiao Tong University,

（ Abstract Submission Form） 〆 切 は 7月 15日 で す

China)

（Extended Abstract Submission のページ

10. Advances in Inverse Problems (Professor Hirotsugu

【http://www.jsme.or.jp/conference/cmdconf12/doc/abstra

Inoue, Tokyo Institute of Technology; Professor Shiro

ct.html】にテンプレート等の情報があります）。なお、講

Kubo, Osaka University; Professor Toshiro Matsumoto,

演は質疑応答を含めて一件20分間、ミニシンポジウムの中

Nagoya University; Professor Kenji Amaya, Tokyo

の基調講演は一件40分間です。企画されたミニシンポジウ
ムは以下の通りです。

Institute of Technology)
11. Recent Trends in Structural Optimization (Professor
Shinji Nishiwaki, Kyoto University; Professor Kazuhiro

1. Recent Advances in Meshfree and Particle Methods
(Professor Seiya Hagihara, Saga University; Professor
Seiichi Koshizuka, The University of Tokyo; Professor
Rong Tian, Chinese Academy of Sciences, China)

Izui, Kyoto University; Professor Seungjae Min, Hanyang
University, Korea)
12. Recent Progress in Numerical Modeling of
Heat/Mass Transfer and Combustion (Professor

2. Continuum-based Multiscale Modeling and

Mamoru Tanahashi, Tokyo Institute of Technology; Dr.

Simulation with Uncertainties (Professor Naoki

Nedunchezhian Swaminathan, University of Cambridge,

Takano, Keio University; Professor Tetsuya Matsuda,

UK)

Tsukuba University; Dr. Guillaume Haïat, Université
Paris-Est Laboratoire Modélisation et Simulation Multi

会議の終了後は計算力学部門の英文ジャーナル “Journal
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of Computational Science and Technology (JCST)” で特集号

実行委員会（国内メンバー）は、実行委員長・姫野龍太郎

を企画します。2013年1月原稿締切、2013年7月発行を目

（理研）、幹事・岡田裕（東京理科大学）と、実行委員会委

指しています。そのため、本国際会議のアブストラクトテン

員・池田徹（京都大学）・大林茂（東北大学）・梶島岳夫

プレートはJCSTとほぼ同じものとしてあります。

（大阪大学）・加藤千幸（東京大学）・高木周（東京大

会期中のソーシャルプログラムとして、1日目夜にレセプ

学）・辰岡正樹（アルゴグラフィックス）・店橋護（東京工

ション、2日目はバンケットディナーとして神戸港のディナ

業大学）・高野直樹（慶應大学）・建石寿枝（甲南大学）・

ークルーズを予定しています。一般参加登録料は、35,000

西岡俊久（神戸大学）・西脇眞二（京都大学）・野田茂穂

円、同伴者が15,000円です。参加登録と登録料の支払いは

（理研）・萩原世也（佐賀大学）・福田正大（計算科学財

本国際会議ホームページからリンクしている旅行者のウェブ

団）・藤本岳洋（神戸大学）・松尾裕一（JAXA）・屋代如

ページからオンラインで行って頂きます。なお、講演者の

月（神戸大学）・山田貴博（横浜国立大学）・山本誠（東京

方々には事前登録および登録料の支払いを9月10日（月）ま

理科大学）・吉村忍（東京大学）の方々で組織しています。

で に し て 頂 く こ と に し て い ま す 。 そ れ 以 降 は 、 Late

今後、ミニシンポジウム企画が進むに従い、海外からのミ

Registrationとして参加登録料45,000円となります。アブス

ニシンポジウムオーガナイザーにも実行委員会組織に参加し

トラクト・講演申込（Abstract Submission Form）の提出や

て頂き、国際組織へと発展する予定です。

登録に関するスケジュールは下記のとおりです。

今後、ホームページ上で情報をアップデートしていきま
す。問い合わせ等はicms2012sec@riken.jpにお願いします。

5月15日：若手参加助成制度申込者アブストラクト・講演
申込（Abstract Submission Form）提出〆切
7月 15日 ： ア ブ ス ト ラ ク ト ・ 講 演 申 込 （ Abstract
Submission Form）提出〆切

ご参加をお待ちしています。
最後になりましたが、ICMS2012は日本計算力学連合に加
え、神戸大統合研究拠点、甲南大学先端生命工学研究所、
（財）計算科学振興財団、（独）理化学研究所計算科学研究

8月上旬：若手参加助成対象者決定

機構にご後援頂いております。この場をお借りして御礼申し

講演プログラムホームページに掲載

上げます。

9月10日：（通常）参加登録受付・登録料（35,000円）
支払〆切（この期限までに参加登録し、登録料が支払わ
れた講演者の講演のみ最終プログラムとアブストラクト
集に掲載します）
9月中旬：最終プログラムホームページに掲載
9月24日：Late Registration（参加登録受付・登録料
（45,000円）支払）オンライン受付終了
10月9日～11日：ICMS2012 （当日参加登録の場合参加
登録料45,000円）
2013年１月：“Journal of Computational Science and
Technology (JCST)”で特集号原稿締切
2013年7月：JCST特集号発行

《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 川島礼二郎 E-mail: kawashima@jsme.or.jp
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