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部門長就任にあたって
第93期部門長
大島伸行
北海道大学
このたび、小石前部門長（横浜ゴム㈱）の後を引き継ぎ、

第93期計算力学部門長を務めさせていただきます。岡田裕
副部門長（東京理科大学）、松田哲也幹事（筑波大学）、大

山聖副幹事（JAXA）をはじめ、部門にかかわる皆様のご協

力のもと計算力学部門の運営、発展に勤めたく存じます。よ

ろしくお願いいたします。

機械学会においてはこの数年、学会活動の効率化、財政の

立 て 直 し が 議 論 さ れ 、 今 期 小 豆 畑 会 長 の も と で 4つ の 柱

（1）部門活動の更なる活性化、(2)学会の魅力向上、(3)会
員への情報サービス向上、(4)グローバル化の推進 があげら

れています。計算力学部門におきましても、歴代部門長、各

委員会の皆様のご尽力、登録会員の皆様のご協力によって部

門活動の活性化、効率化が着々とはかられてきました。昨年

度は、ニュースレターのWEB化、部門講演会実行委員会の
格別のご尽力などによりまして、部門事業の活性度、収支健

全性が大いに改善されて、学会全体への貢献も着実に果たす

内容となりましたこと、これまでの関係各位のご尽力に感謝

いたします。今後もこの実績を引き継ぎまして健全な部門運

営を続けていくとともに、新たな発展につながる次もステッ

プを目指していければ幸いです。

部門活動の活性化について、特に計算力学部門では昨年度

まとめられた活動ポリシーにて「大学・企業の連携」、「国

際的活動の推進」を重点にとりあげています。これらは本部

門が分野横断的な領域であること、工学設計に直接的にかか

わる技術であること、また、グローバル化が急速に進む情報

技術との関係が強いことにも関わり、機械学会において本部

門が率先して進めていく課題と考えます。既に具体的な部門

活動として、計算力学技術者認定事業への積極的な協力、日

韓機械学会 計算力学・CAE合同シンポジウムの立ち上げ、新

学術雑誌Mechanical Engineering Journalにおけるカテゴリ

ー ”Computational Mechanics”の運営などが関係各位のご尽

力によって進められており、また、部門講演会への企業参加

者比率が15%を超えるなど、いくつかの着実な実績が上がり

つつあります。これらを本来の学会目的である会員の学術・

技術活動の実質的な向上に資するような事業活動に発展させ

ていければと存じます。

ここ数年でのスマートフォンの急速な普及にみられるよう

に、情報化の波は技術の領域を超えて、社会自体の変化に及

んできました。自動車や家電製品などの工業製品が着実に日

常生活に取り込まれてきたように、コンピュータ技術もまた

大衆化のステージに入ったことを実感します。コンピュータ

技術の進歩とともに機械工学のなかでは比較的「若い」領域

として発展してきた計算力学ですが、これから従来の機械製

品と同様に、広範囲なユーザにいかに高度な技術成果を提供

するか、という困難な課題に、おそらく他にないほどの速度

で取り組むことになるでしょう。産業革命以来これまで蓄積

されてきた機械技術の知恵とノウハウを、どのようにこれか

らの情報化社会に展開していくのか、計算力学の実力が試さ

れる時と心しています。

機械工学や計算力学の大きな枠の中で学会が担えるものは

限られてはいますが、個々の技術者・研究者、企業・大学を

つなぐ役割が期待されていると思います。機械学会および計

算力学部門が会員メンバーにとって有意義な活動の場であ

り、また、有用な情報交換の場でもあるように、会員皆様か

らご支援とともに、様々なご提案を賜りますようお願い申し

上げます。
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部門長退任にあたって
第92期部門長
小石正隆
横浜ゴム株式会社

小石研究室

任中は大島伸行副部門長（北海道大学）、岩本薫幹事（東

京農工大学）、松田哲也副幹事（筑波大学）をはじめ、多く

の皆様にご協力を頂き、無事に任期を全うすることができま

した。

私は計算力学部門の広報委員として2011年から２年間ニ

ュースレターの編集を務めました。広報委員最後の仕事とし

て計算力学部門設立２５周年記念のニュースレターの編集に

携わったことが苦しくも良い思い出です。当時の吉村忍部門

長や山本誠副部門長を始め関係各位のご協力によって立派な

ニュースリリースを発刊できました。これにてお役御免と思

っていましたが、そのまま2013年度の副部門長に選出さ
れ、翌年には部門長を務めることになり４年に渡り計算力学

部門の総務委員会に在籍しました。長年の経験を生かすとい

うことでもないのですが、企業所属の部門長として新しい機

軸を出せたらと思っていましたが、結果的には不発に終わり

ました。ただし、部門活動を支えて頂いた関係各位のご協力

により、課題となっていた部門財政を健全化することができ

ました。特に、第27回計算力学講演会の船崎健一実行委員

長（岩手大学）と上野和之幹事（岩手大学）にはこの場を借

りて御礼申し上げます。

さて、企業における計算力学（数値シミュレーション、最

適化、多目的設計探査など）の役割は、かつての評価・確認

のためのツールから、商品価値の向上に繋がる、従来と異な

る視点やスケールからのアイデアを得るためのツールへと代

わってきています。一方で、計算力学部門も発足以来２７年

を過ぎ、研究分野は細分化されてきました。計算力学に限っ

た話ではありませんが、細分化された分野で自己の研究に没

頭すると、手法そのものが目的となってしまうことが少なく

ありません。しかしながら、企業では常に商品開発に繋がる

アウトプットが求められます。ここ数年来、計算力学講演会

で企画されてきた企業参加型のフォーラムやオーガナイズド

セッションを通じ、企業参加者と研究者との交流がますます

進み、新しい価値の創造に繋がって欲しいと思います。ま

た、今後もそのために貢献できたらと考えています。

最後に、大島伸行部門長のもと、より多くの方々に、特に

産業界から部門活動に気軽に参加できるようになり、更に計

算力学部門が一層発展することを祈念し退任の挨拶とさせて

頂きます。
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部門賞

2014年度計算力学部門賞贈賞報告

山本 誠
東京理科大学

理工学部機械工学科

計算力学部門では、1990年度より部門賞として功績賞、

業績賞を設けております。功績賞は、学術、技術、教育、学

士後期課程 修了（工学博士）
1986年4月

大阪大学 工学部 助手

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

1991年4月

通商産業省 工業技術院 資源環境技術総合研

れ対象とするものです。歴代受賞者の一覧は、部門ホームペ

1995年4月

大阪大学 工学部 助教授

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

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

ー ジ http://www. jsme.or.jp/cmd/ に 掲 載 さ れ て い ま す 。

2014年度の部門賞については、2014年6月9日に推薦依頼

を機械学会インフォメーションメールにて発信するとともに

部門ホームページに掲載し、7月11日までに推薦のあった候

補者について選考委員による慎重かつ厳正なる審査を行った

結果、受賞者は11月開催の部門拡大運営委員会において次
のように決定されました。
功績賞

梶島岳夫氏（大阪大学）

業績賞

萩原世也 氏（佐賀大学）

功績賞

業績賞
業績賞

吉村

忍 氏（東京大学）

滝沢研二 氏（早稲田大学）

Rong Tian 氏（National Research Center for Intelligent Computing Systems）

梶島岳夫氏は、流体工学・計算力学を専門とし、主として

乱流、多相流ならびに流体構造連成問題の諸分野において数

値シミュレーションの手法を中心とした研究分野を開拓して

きた。非圧縮乱流に関しては、保存型差分解法の提示、サブ

グリッドスケールモデルに関する提案の業績を残している。

多相流ならびに流体構造連成に関しては、独自に体積力型埋

め込み境界法を考案し、二相伝熱問題や流れと柔軟構造物と

の連成問題の研究を推進している。提案した手法は多くの研

究者・技術者に利用され、幅広い分野に応用されている。こ

1986年10月

大阪大学 工学部 講師

究所 主任研究官

2003年2月
教授

大阪大学 工学部（現：大学院工学研究科）

吉村忍氏は、約220編の国内外の査読付きジャーナル論文

と59編の解説論文、6冊の編著書を執筆し、35件の国内外の

学術賞を受賞している。25年来ハイパフォーマンス知的シ

ミュレーションの研究開発と、その工学、社会・環境・防災

分野への応用に関する研究開発を精力的に進めてきた。中で

も、国際的に知られる最も顕著な研究業績はADVENTUREシ

ステムの研究開発である。解析領域を分割し反復的に解く並

列解法に1990年頃から着目し、高並列化性能と頑健性を両

立する高性能並列アルゴリズムの研究開発を進め、その技術

を実装した汎用並列計算力学システムADVENTUREおよび
ADVENTUREClusterを開発した。

本会においては、2013年度計算力学部門長を務めたほ

か、計算力学技術者認定事業においても2000年頃より部門

技術委員会および工学教育センター（現イノベーションセン

ター）所属委員会の委員長として、当事業の構想と立ち上げ

に尽力。現在も委員として積極的に事業を推進している。
1981年3月

1983年3月

東京大学工学部原子力工学科卒業

東京大学大学院工学系研究科原子力工学専門

課程修士課程修了

れらの業績は、120編の学術論文、26編の解説・総説にまと

1987年3月

学会において発表されている。

博士課程修了（工学博士）

学（2013年度技術委員長、2014年度副部門長）の両部門、

1987年4月

められている他、160件以上の国際会議、 330件以上の国内

本会においては、計算力学（2011年度部門長）、流体工

関西支部（2007～08年度幹事、2003~04年度流体工学懇話

会代表）を中心に活動している。
1981年3月

1983年3月

大阪大学 工学部 機械工学科 卒業

1985年8月

米国ジョージア工科大学

1989年4月

東京大学工学部

1992年6月

1994年4月
究員

東京大学工学部
東京大学

客員研究員

講師（原子力工学科）

助教授（原子力工学科）

人工物工学研究センター・助教授

ドイツ・シュツットガルト大学MPA客員研

大阪大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 博

1995年6月

東京大学大学院工学系研究科・助教授（シス

大阪大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 博

1999年4月

東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授

士前期課程 修了

1986年3月

課程

東京大学大学院工学系研究科原子力工学専門

テム量子工学専攻）
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2005年4月
2014年4月

東京大学大学院工学系研究科・教授

東京大学大学院工学系研究科・副研究科長

萩原世也氏は、シェルの座屈に関する研究、メッシュフリ

ー法の研究、構造部のクリープ破壊・損傷に関する研究、お

よび耐火物への計算力学手法適用に関する研究を中心に業績

をあげ、産業応用に関連した計算力学の進展に貢献してき
た。国内外の著名な査読付き雑誌に52編の論文として掲載

され、査読付き国際会議において22件の発表を行ってい

る。

1985年3月 九州大学 工学部 化学機械工学科 卒業
1987年3月 九州大学
専攻

大学院工学研究科

化学機械工学

修士課程修了

1987年4月 九州大学 工学部 助手

1991年4月 黒崎窯業(株) (現：黒崎播磨(株)) 入社
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2005年3月 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 博士課程後期課程 修了

2005年4月 （独）海上技術安全研究所
2007年10月 ライス大学
2009年10月 ライス大学
2011年4月 早稲田大学

研究員

リサーチアソシエート

リサーチサイエンティスト

准教授

Dr. Rong Tian’s research interests include GFEM/XFEM and

meshfree methods, emerging architecture-oriented numerical

method co-designs, mixed precision numerical algorithms,

scalable and fault-tolerant meshfree/particle simulation, and

large-scale code development. He published 60+ technical pa-

pers in journals including International Journal for Numerical

Methods in Engineering, Computer Methods in Applied Me-

chanics & Engineering, Journal of the Mechanics and Physics

of Solids, and Nanotechnology etc. He was recognized by

Asian-Pacific Association for Computational Mechanics in

1993年4月 九州工業大学 情報工学部 助手

2013 (“APACM Young Investigator Award”) and by Chinese

2006年4月 佐賀大学 理工学部 教授

gram Researcher” in 2010 and “Outstanding Achievement

1997年4月 佐賀大学 理工学部 助教授

2010年4月 佐賀大学 大学院工学系研究科 教授

Academy of Sciences in 2010 and 2014 (“100-Talent-ProAward” in 2014).

滝沢研二氏は、独自に発展させてきた流体構造連成による

2001年4月 Dalian University of Technology, PhD in Hy-

は、宇宙からの帰還用パラシュートの挙動、昆虫の飛翔運

2001年10月 Kyoto University, Dep. of Civil Engineering,

数値解析技術が国内外から高い評価を得ている。研究対象

動、風力発電用のプロペラの挙動、心臓周りの血管と血流の

相互作用など、極めて多岐に及んでおり、それらの解析手法

は21世紀の産業技術デザインを支える新しい工学知になる

と予想される。66編のISIインデックスジャーナル論文は数

多く引用されており、研究成果の発信力も非常に高い。 さ

draulic-Structural Engineering

Monbukagakusho Research Student (with Professor Yuzo

Onishi)

2003年4月 The University of Tokyo, Postdoctal researcher
of the Frontier Simulation Software Project of MEXT

(with Professor Genki Yagawa)

ら に 、 近 著 “Computational Fluid–Structure Interaction

2005年4月 Japan Atomic Energy Agency, Center for Com-

専門書の一つと評価されている。

2006年12月 Northwestern University, USA, Postdoc; Re-

(Wiley)” は、流体構造連成系の応用力学分野において最良の

2001年3月 東京工業大学 工学部 機械宇宙学科 卒業

2002年3月 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 博士課程前期課程 修了

putational Science and Engineering, Research Engineer

search Assistant Professor (with Professor Wing Kam
Liu)

2009年4月 Chinese Academy of Sciences, “100-talent-program” Professor (selected on July 2009)
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功績賞を受賞して

梶島岳夫
大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻
このたびは計算力学部門の功績賞をいただき誠に光栄に存

じます。選考に関わられたすべての方々に心よりお礼を申し

上げます。

筆者は乱流および多相流を対象として数値シミュレーショ

ンによる研究を続けてきた経緯から、日本機械学会では主と

して流体工学部門と計算力学部門で活動してまいりました。

計算力学部門では、筆者の研究室からは主に分散性多相流や

の二相流解析について、現実的な方法は実験データによる相

関式に基づく一次元計算しかなく、当時ベクトル計算機は不

要だったからです。もうひとつは、多相乱流の素過程にはほ

とんど手つかずの研究課題が多いことに気づき、それを丁寧

に扱いうる解析手法を作ることを当面のテーマにしようと考

えたからです。以上の二つの理由は両極端ですが、それらの

段階では、目の前の画面で結果を眺めつつ考えられるくらい

流体構造連成について発表する機会が多かったように思いま

の計算機システムが好都合だったのです。

いたとき、計算力学講演会で見聞きする議論はたいへん有益

コンピューター」が導入された後の計算機と計算力学のめざ

す。特に移動境界や柔軟構造をともなう流れの解析を考えて

でした。第89期に部門長を仰せつかり、翌年度の部門創設

25周年を記念する国際会議の準備、日本学術会議における

計算力学シンポジウムの設立など、さまざまな運営にかかわ

りながらこの分野の広さと深さを実感できたことも良い経験

になりました。これらの事業を主導してくださった後任部門

長の吉村忍教授と同時に功績賞を受賞できたことも筆者にと

って嬉しい限りです。

研究の発端は1980年から大阪大学工学部機械工学科で村

田研究室、後に三宅研究室に所属し、学部では遠心羽根車の

逆問題、大学院では乱流のラージ エディ シミュレーション

に取り組んだことです。当初はFORTRAN用のIBMパンチカ

ードが2000枚入るケースを抱えて汎用機ACOSが鎮座する大

阪大学大型計算機センターに通い、ラインプリンターからは

き出される数字のみの計算結果を持ち帰る日々でした。打ち

損じのカードや、失敗計算が印字されたプリンター用紙がす

ぐにたまりました。1985年には、後輩により紙吹雪として

甲子園球場で舞ったと耳にしたような気がします。やがてプ

ログラム編集（ただしラインエディター）やグラフィックス

処理（ただしXYプロッター）が研究室の端末の画面上でで

きるようになったのも筆者の学生時代です。幸運にも1985

年に京都大学でベクトル計算機VP100の運用が始まり、直

角座標で各方向にわずか32分割でしたが、乱流の三次元計
算ができるようになって学位論文をまとめることができまし

た。大阪大学大型計算機センターにSX-1が入ったのはその

後のことです。VP100を使った頃は阪急京都線の長岡天神
駅の近くに住んでおり、河原町行きか梅田行きか、その日の

都合で別の方向の急行に乗ったものです。

1991年から4年間は筑波の工業技術院（現在は産業技術総

合研究所）に所属し、同僚となった齋藤隆之氏（現在は静岡

大学教授）との出会いが多相流の研究を始めるきっかけにな

りました。工業技術院にはCRAY XMPが導入されていました

が、むしろ個人用のSUNワークステーションを常用しまし

た。理由のひとつは、関わったプロジェクトで担当した管内

七国立大学の大型計算機センターにベクトル型「スーパー

ましい発展は周知の通りです。これと密接に関連しながら研

究を進めてきたと言えば体裁は良いのですが、不器用な筆者

は計算環境のめまぐるしい変化に遅れないことが精一杯で、

実験との両刀遣いになる能力を身につけないまま現在に至っ

たというのが実情です。いま主流となっている非圧縮流れの

解法もサブグリッドスケール乱流モデルも、その基本形は

1960年代に見いだすことができます。当時は数百程度の領

域分割数でまともな結果を得るための方策を考え抜いたので

しょう。その後、計算機の処理速度と記憶容量が人間のそれ

らと相対的に関係が変化するにつれ、計算力学のアプローチ

も変化しているようです。しかし計算力学は、必要とする目

的に対して計算機環境が十分でないときの進展の方が著しか

ったように感じます。乱流分野で新しい研究をしたければ古

い文献を読めと言った人がいました。そこには、スーパーコ

ンピューターも多次元画像計測システムも存在しなかったた

め実現不可能であったが、熟考を重ねたアイデアが潜んでい

るはずだというのです。

以上の経験から、思考と道具の速度がほどよく調和する環

境に自らを不可避的に置き、基本原理まで戻って文献にあた

ることが研究の展開のためには有益なこともあると実感した

次第です。筆者がこの分野で活動できる心の支えとなってお

り、著書でも言及しているいくつかの研究成果には、実は乱

流の数値シミュレーション草創期の文献を大いに参考にして

います。その頃の勉強は現在も血肉になっている、と言うよ

り、その頃の蓄積だけで食いつないでいるのかも知れませ

ん。

研究室を主宰する立場になった2003年以降は、計算流体

力学の新規分野の開拓に注力しました。研究業績に関しては

この期間の成果が今回の功績賞の対象となったとすれば、そ

れらは太田貴士博士（現 福井大学）、竹内伸太郎博士、大

森健史博士ら研究室スタッフおよび多くの優秀な学生による

ものです。受賞の栄誉はこれらの研究仲間と分かち合いたい

と思います。
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昨年12月、卒業研究を指導していただいた村田暹先生が逝去

えとなっている対流項の保存性や矩形流路の第2種二次流れに

部となり、日本機械学会賞の対象となりました。末席に連なっ

さった長野靖尚先生が本年6月に逝去されました。お二方のご

されました。卒業研究の内容は、研究室から投稿した論文の一

ただけの筆者には幸運であるとともに職業選択の契機になった

のかも知れません。また、筆者がこの分野で活動できる心の支

関する研究に注目してくださり、折に触れて激励や助言をくだ
冥福を祈りつつ拙文の結びといたします。
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功績賞を受賞して

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
この度は2014年部門功績賞をいただき大変光栄に存じま

す。関係各位に心よりお礼申し上げます。

私の研究キャリアの出発点は、1980年秋に東京大学工学

部原子力工学科の安藤研究室に卒論で配属となり、矢川元基

ら第1期科学技術基本計画がスタートしました。ここで、大

学をターゲットとする大型学術研究の一つとして、日本学術

振興会の未来開拓学術研究推進事業が開始され、矢川教授を

はじめとする諸先生たちのご尽力により、理工系を広くカバ

ーする「計算科学」分野が採択され、そこに「設計用大規模

助教授（当時）の指導の元、電磁力を使った衝撃破壊実験と

計算力学システムの開発（通称：ADVENTUREプロジェク

来現在に至るまで東京大学に席をおいていますが、幸いにも

してプロジェクトを率いることとなりました。毎年約1億円

本功績賞の受賞の機会に、これまでの歩みを簡単に振り返っ

ーガンのもとで私よりも若い研究者や学生を多数率いてプロ

静磁場の有限要素法解析コード作成に携わったことです。以

様々な新しいことに挑戦する機会を得ることができました。

てみたいと思います。

1980年の卒論から1987年の博士課程修了に至るまでは、

磁気閉込核融合炉の構造健全性、動的非線形破壊力学、電磁

熱流体構造複合現象、電磁力による衝撃破壊現象等に関して

実験、有限要素法シミュレーションの両面から研究を行いま

した。博士課程時代の1985-86年には、約8ヶ月間米国ジョ
ージア工科大学計算力学センターに留学する機会を得、S. N.

Atluri教授（現、カリフォルニア大学アーバイン校教授）の

ト）」を提案することになり、1997年夏より研究代表者と

で5年間という規模で、「和製NASTRANを作る」というスロ

ジェクトを遂行することは未踏峰に挑む大きなチャレンジで

した。この時、個別の研究成果を積み重ねるだけではなく、

エドワード・ヨードン著「デスマーチ

－ソフトウエア開発

プロジェクトはなぜ混乱するのか」という本を読み、ソフト

ウエア開発プロジェクトとしてどう進めていくべきか、若い

メンバーたちの純粋な努力をどうすれば無駄にしないで済む

かということを真剣に考え抜きましたし、どうすれば5年後

のプロジェクト終了後に、万が一我々が関われなくなって

元で原子炉圧力容器の加圧熱衝撃現象（Pressurized Thermal

も、我々が生み出したソフトウエア（ADVENTURE）が生き

展現象に関する計算力学研究を行いました。1987年に博士

した。オープンソース化やモジュール化、並列IOの標準化や

Shock : PTS）につながる基礎研究として高速非線形き裂進

号取得後は矢川研究室の講師・助教授となり、人工知能

残れるか、ということも真剣に考え、いろいろな工夫をしま

他のソフトの追随を許さない超大規模解析機能、などはそう

（AI、エキスパートシステム、ファジー、ニューラルネット

した成果の一部です。また、ADVENTUREの適用先の一つと

設計、逆解析への応用に関する研究、並列計算力学の研究、

ートしました。

ワーク、オブジェクト指向等）の材料力学、計算力学、構造

確率論的破壊力学（Probabilistic Fracture Mechanics: PFM）

の研究も新たに開始しました。また、1992-1995年には、

全学共同研究センターとして新しく誕生した人工物工学研究

センター（RACE）に第1期メンバーとして加わり、人工物工

学、自動設計、マイクロマシン、環境調和型人工物、知的シ

ミュレーションについて研究を開始しました。この時期、
1994年には、文部省在外研究員（若手）制度の支援を受け

て、独シュツットガルト大学材料試験研究所(MPA)に7ヶ月
間留学し、Dr. A. Jovanovic博士（現、シュツットガルト大学
教授）の元で、経年化火力・原子力プラントの寿命評価用エ

キスパートシステムに関する研究に携わりました。ドイツ留

学時代は、EUにおけるダイナミックな国際共同研究プロジ
ェクトの中に身を置き、また、廃棄物の徹底した分別収集や

リサイクルが社会に実装されたばかりのドイツの環境配慮型

の日常生活を体験し、人工物設計の上流工程において環境調

和型設計を実施することの重要性を実体験するなど、いろい

ろと大きな刺激を受けました。1994年秋に帰国ししばらく

すると、1995年秋に科学技術基本法が制定され、1996年か

して原子力発電プラントの地震応答解析に関する研究もスタ
また、その頃学内では、千葉県柏市に新キャンパスと新研

究科を作る構想が持ち上がっており、1999年には、「学融

合」を標榜する大学院新領域創成科学研究科が新設され、そ

の中の環境学専攻に教授として移り、仮想環境学（Simula-

tion And Virtual Environment : SAVE）の分野を立ち上げるこ

とになりました。この時は、人工物工学研究センターでの研

究をきっかけとし、ドイツでの留学生活の中で出会った環境

学研究に真正面から向き合うためには自分に何ができるのか

を大いに模索しました。そこで新しく始めたのが、環境・社

会系のシミュレーション（浅海域の生態系を考慮した流動シ

ミュレーションや知的マルチエージェント交通流シミュレー

ションMATES）の研究です。また、この頃、環境・社会系

の問題においても工学系の問題においても実現象のシミュレ

ーションには大規模性ととともに連成現象解析の重要性に思

い至り、並列連成解析に関する研究もスタートしました。

その後、2005年には思いもかけず再び工学系研究科に戻

ることとなりましたが、そこでも専攻再編の大きな動きがあ

り、システム量子工学専攻と環境海洋工学専攻、地球システ
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ム工学専攻の再編によりシステム創成学専攻が新たに誕生

し、システム創成学の視点で、これまでの研究成果を普遍化

する取り組みを行うことになりました。また、この時期に、

2006年から日本学術会議に連携会員として参加し、総合工

学委員会内の、「巨大複雑系社会経済システムの創成力を考

える分科会」の幹事として参画し、2007年7月16日の中越

沖地震及び2011年3月11日の東日本大震災を挟んで、一つ
の提言と一つの対外報告をまとめることになり、ここでも改

めて俯瞰的な視点で社会や科学技術について考える機会を得

たことは大きな財産でした。さらに、2007年の中越沖地震

と2011年の東日本大震災は、私の研究対象の重要な一つと

して防災シミュレーションを位置づける大きなきっかけとな

りました。

以上のように、継続的に大学に身を置きながらも、大きく

ダイナミックに変化する研究環境の中で、新しい課題に挑戦

する際に、自分のそれまでに培った専門的な強みを活かすと

同時に、新しい手法に果敢に挑戦し続ける機会を持てたこと

は、当時はただ無我夢中でしたが、今から考えると大変幸せ

なことだったと思っています。また、自分たちの研究成果を

社会に還元することを常に意識する環境でもありました。さ

らに、一度学んだことは蓄積されていますので、しばらく別

の分野・手法に寄り道していても、その間に新しい発想が生

まれ、これまでのいろいろな取り組みが再び絡み合いより大

きな新しい研究の流れになっていく感覚を実感することもで

きました。

はじめに研究室に受け入れていただき、私の研究基盤を構

築いただくとともに、その後も現在に至るまでずっと様々な

場面で導いていただいている矢川元基東京大学名誉教授に
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偶然にも私の義理の父となり夜な夜な研究の話などをさせて

いただいた故北川英夫東京大学名誉教授、シュツットガルト

大学で私を受け入れていただきその後もずっと家族ぐるみで

交流の続いているA. Jovanovic教授、2002年に設立された日

本計算力学連合初代会長の矢部孝東京工業大学名誉教授、第

2代会長であり、研究室の先輩でもある宮崎則幸京都大学名

誉教授・九州大学名誉教授、計算力学分野の先輩でもあり、

学内外の様々な場面でお世話いただいている松本洋一郎東京

大学名誉教授（現、理研理事）、流体構造連成解析（FSI）

研究等で様々な刺激をいただいているTayfun E. Tezduyar 米

国RICE大学教授、若いころから設計や感性工学等の分野で

刺激を受け、現在も日本学術会議でお世話になっている萩原

一郎東京工業大学名誉教授・明治大学教授に改めて感謝の意

を表したいと思います。

ADVENTUREプロジェクトについては、1997年にスター

トした当時はここまで続けられるとは想像していませんでし

たが、ここまで大きな成果を上げることができたのは、偏

に、一緒にプロジェクトを進めてきた故野口裕久慶応大学教

授、塩谷隆二東洋大学教授、金山寛日本女子大学特任教授・

九州大学名誉教授、古川知成ヴァージニア工科大学教授、河

合浩志諏訪東京理科大学准教授、宮村倫司日本大学講師、中

林靖東洋大学准教授、荻野正雄名古屋大学准教授、山田知典

東京大学准教授、杉本振一郎諏訪東京理科大学助教、大石篤

哉徳島大学准教授、武居周宮崎大学准教授、秋葉博元アライ

ドエンジニアリング社長、三好昭生インサイト社長ら、メン

バー各位の真摯な研究活動の賜物であり感謝致します。

また、これまで一緒に新しい研究分野を開拓し、発展させ

てきた吉村研究室の藤井秀樹講師はじめスタッフ各位、

は、まず第一に心よりお礼申し上げます。また、これまでに

OB/OG、現メンバーの協力にも心より感謝します。

んの一部のみを挙げさせていただきます。

も陰に陽に支えてくれた妻にも感謝したいと思います。

を定年退官された後も学協会の場でお世話になりました故安

は教育研究の場で仕事をできると思っていますし、当計算力

多くの諸先生方にお世話になっています。この場を借りてほ
はじめて研究室に受け入れていただいてから、先生が東大

藤良夫東京大学名誉教授、ジョージア工科大学で博士課程の

学生だった私を客員研究員として受け入れていただき、その

後も国際会議の場などで交流の続いているS.N.Atluri教授、

また、これまでの研究教育活動を精神的にも生活の面から

最後に、今回功績賞をいただきましたが、まだ10年近く

学部門は、私の研究活動の原点であると当時に、今後も主た

る活動の場と思っていますので、部門メンバー各位におかれ

ましては、これからも引き続きよろしくお願い致します。
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業績賞を受賞して

萩原世也
佐賀大学大学院工学系研究科機械システム工学専攻
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

き、これまでご指導いただいた方々、計算力学部門関係者の

皆様、これまでの教育研究にご支援いただいた方々に深く感

謝いたします。

学生時代、九州大学工学部化学機械工学科および大学院工

学研究科化学機械工学専攻に所属し、学部においては熱流体

の研究室で、沸騰流について卒業研究をいたしました。その

後、指導教員の先生が他大学への転出することになったた
め、大学院修士課程より、宮崎則幸先生（九州大学・京都大

学名誉教授）の指導を受けることになりました。まずは、有

火物の弾塑性特性を有限要素法解析に取り入れるために必要

な物性の取り方、また、溶鋼を受け高温となるため、反応が

進むため稼働中の反応膨張やクリープが確認されているた

め、それらを取り扱う必要がある。弾塑性やクリープは、こ

れまでの経験を生かして協力して解析をする見通しがありま

したが、反応膨張については経験が無く、数式による定式化

ではなく計算力学的手法のニューラルネットワークを用いて

解析を行いました。これらの知見から、黒崎播磨株式会社で

は、不定形耐火物の材料特性の設計にどのような特性に重点

的に着目するのか良いのかこれらの研究を通して、その計算

限要素法について、初めて勉強をしました。宮崎則幸先生

力学的手法を得たようです。

懇切丁寧に教えて下さり、先生のおかげで有限要素法による

として着任しました。九州工業大学勤務時代から、故Ted

当時は、毎日九州大学大型計算機センターに行って、TSSあ

フリーガラーキン法（EFGM）に興味を持ち、プログラム作

は、有限要素法につて右も左も分からない自分にたいして、

円筒殻などのシェルの座屈解析に携わることができました。

るいはバッチでプログラムを流していた時期であり、昼間に

プログラムを修正して、夜にプログラムを流し、翌朝どきど

きしながら結果をみていたのを思い出します。1987年に修

士課程を修了した後は、九州大学助手として、引き続きシェ

ルの座屈等研究を進め、外圧座屈、内圧座屈やクリープ座

屈、動的座屈、損傷解析、原子炉の格納容器の座屈解析など

も行いました。これらの研究成果は後に九州大学へ提出した

博士学位論文の中心となる研究でした。

1991年に耐火物メーカーである黒崎窯業株式会社（現：

黒崎播磨株式会社）に移りました。黒崎窯業株式会社では、

無機材料について、加工まで幅広く勉強させていただきまし

た。また、黒崎窯業株式会社には退職後も、未熟な自分を信

頼していただき、共同研究等で多大なるご支援をいただきま

した。

1993年に黒崎窯業を退職し、九州工業大学情報工学部機

1997年に佐賀大学理工学部機械システム工学科に助教授

Belytschko先生が提案されたメッシュを用いないエレメント

成に取りかかりました。池田徹先生（鹿児島大学教授）と津

乗充良氏（IHI）とは共同研究者として研究を進めて行きま

した。このとき様々アドバイスを受けたのが、慶應義塾大学

教授の故野口裕久先生でした。野口裕久先生からは、その後

自分を様々な国内講演会、国際会議等に誘っていただきまし

た。また、その際に共同オーガナイザとしても加えていただ

きました。大変光栄な事であったと今でも思っております。

エレメントフリーガラーキン法については、クリープ問題、

き裂問題、動的き裂進展問題等に適用してきました。その際

に、岡田裕先生（東京理科大学教授）、長嶋利夫先生（上智

大学教授）を始め様々な方々にアドバイスを受けてきまし

た。そして、さらにアダプティブ法を導入して応用研究を行

ってきています。

また、Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)法にも興味

を持ち、プログラムの作成と問題への適用を行ってきまし

械システム工学科に助手として勤務いたしました。研究室の

た。

学について基礎から教えていただき、特に弾塑性にも使える

日本機械学会において、越塚誠一先生（東京大学教授）、白

教授の中垣通彦先生（九州工業大学名誉教授）には、破壊力

破壊力学パラメータの分類とその内容と定式化については、

この間、メッシュフリー法のオーガナイズドセッションを

崎実先生（横浜国立大学准教授）、酒井譲先生（横浜国立大

丁寧に教えていただきました。当時は自分が取り扱う程度の

学名誉教授）と共にオーガナイズしてきました。

ようになってきたのですが、そのかわりワークステーション

用いて原子炉冷却系配管の損傷解析、ファインブランキング

有限要素法の計算もワークステーションで行うことができる

の管理の仕事も付いてきました。九州工業大学情報工学部に

勤務していたころは、中垣通彦先生の下、傾斜機能材料、複

合材、疲労、破壊について有限要素法での解析を進めていき

ました。また、前勤務先の黒崎窯業株式会社からは、不定形

耐火物の使用中のせり出し割れ問題の相談を受け、共同研究

を開始しました。その中で、金属材料とは異なる、不定形耐

有限要素法関連の研究も引き続き行ってきて、損傷理論を

や打ち抜き加工の解析などを行ってきました。

その他、2001年に宮崎則幸先生が主査、自分が幹事とし

て、九州地区で活動している計算力学の研究者が、九州地区

の計算力学のポテンシャルを向上させるとともに、九州地区

の産業界のCAE化を支援することを目的とする計算力学部門

九州地区計算力学研究会(A- TS 01-13)を立ち上げました、宮
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崎則幸先生が京都大学に移動後、自分が主査を引き継ぎ。現

在も引き続き活動を行っています。

また、2004年にCAEおよびその関連業界の会社の協力も

得て、九州地区へのCAEだけで無く、デジタルエンジニアリ

ング全般の普及を目的として、九州デジタルエンジニアリン

グ研究会(KDK)を発足させました。このKDKの立ち上げ以

降、副会長、会長として、先の九州地区計算力学研究会と共

に、有限要素法に関する講習会、特別講演会、セミナーなど

を毎年継続して開催してきました。

日本機械学会計算力学部門の講演会では、1996年に福岡

で開催された第9回計算力学講演会および2003年に鹿児島大

学で開催された第15回計算力学講演会の運営に携わったこ

とが経験となり、2008年度に琉球大学で開催された第21回

計算力学講演会の幹事、そして2013年度に佐賀大学で開催

●11
された第26回計算力学講演会の実行委員長として、関係者
の方々のご協力により開催することができました。

近年、益々産業界における有限要素法を中心としたCAEを

始めとする計算力学の重要性が増しています。それらのツー

ルを正しく理解して使うことを教えていくことも重要である

と考えています。これからも計算力学の発展と普及、特に九

州地区での活動を重点に教育研究を進めて行きたいと思って

います。

最後にもう一度、ここにお名前を挙げることが出来なかっ

たこれまでにご指導とご支援をいただいた方々、卒業生・修

了生、そして研究室の学生の皆様、そしていろいろと支えて

くれた家族のおかげで、業績賞を受賞できたことに深く感謝

いたします。
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業績賞を受賞して

滝沢研二
早稲田大学

理工学術院

この度は、業績賞という栄えある賞を頂き、大変嬉しく思

っております。本賞に選出してくださった方々を始め、機械

学会、計算力学部門の皆様に御礼申し上げます。

私は中学生の時、当時叔父の務めていた航空宇宙技術研究

所でヘリコプターのブレード周りの流体解析を見ました。そ

複雑な現象を、高精度に記述することが出来るようになって

きました。例えば、複数のパラシュートが触れ合うという動

作、心臓弁や、工業バルブの開閉という動作、タイヤが路面

と接触するという動作自身を正確にモデリングし、これまで

得られなかったような現象を数値的に捉えていくことが出来

こで、数値解析というものに魅せられたことを今でもよく覚

てきています。

計算というのは機械科の分野であることを教えてもらい、機

あったり、ただの道具として見られてしまったりし、研究分

えています。そして、高校生の時の数学の先生に流体の数値

械科へ進学致しました。大学では、多くの数値解析を目にす

る機会がありましたが、中でも矢部教授のミルククラウンの

解析がとても印象的で、大学２年生の時から矢部教授の研究

室を志望しました。そして、矢部教授から指導を受け、数値

国内では、計算力学というと商用ソフトを利用するだけで

野として強く位置づけられていないように感じることがあり

ます。しかし、国際的にみると工学を支えている一分野であ

ると強く感じます。計算力学部門の皆様と協力し、日本か

ら、世界の計算力学分野に発信し、本分野の活性化につなが

解析手法の研究で博士を取得しました。その後、海上技術安

ればと考えております。

上げて努力を行いました。しかし、工学問題にいざ適応する

ートを受けたこと、そしてそれらのすべての皆様への感謝の

全研究所では、その技術を活かし、工学応用のために勢力を

と、必ずしもそれに貢献できていないと感じるようになりま

した。そんな時、ライス大学のテズドゥヤー教授からお招き

頂き、ライス大学で研究を始めることとなりました。そのう

ちの一つの研究がNASAのオリオン宇宙船に使用されるパラ

シュートの設計のための解析です。

米国はプロジェクトベースで研究が行われ、研究目的は極

めて明快です。また、数値解析にはその役割があり、その役

割を果たすことを求められます。これまでは主に流体につい

て研究してきましたが、パラシュートの変形やパラシュート

に働く応力解析など様々な解析が必要となりました。また、

とても興味深かったことは、パラシュートと宇宙船を繋ぐケ

ーブルのつなぎ方のちょっとした違いで、パラシュートの振

る舞いが全く異なる、ということでした。このように、流体

解析を専門とするので、流体の現象だけを追う、というので

はなく、計算力学の専門家として、総合的にモデリングして

いくことの大切さを知りました。このバランスを取ること

が、まさに「流体–構造連成」を専門とすることの意義であ
ると思っております。

現在、私はspace–time (ST) 法をベースに研究を行ってお

ります。ST法は、空間の離散化のみならず時間の離散化に
有限要素法を使う方法のことですが、これは「動作」のモデ

リングを行っていることに他なりません。この動作に着目す

ることが、流体–構造連成の強非線形、非定常問題へは重要
な役割を果たしていると考えています。この考えにより、こ

れまでに計算を破綻させないという観点で取り扱われてきた

最後になりましたが、本賞受賞にあたり多くの方々のサポ

意を表したいと思います。私の主要論文や対外的評価のほと

んどは、2011年に早稲田大学へ異動してからのものです。

このように研究ができた背景には、早稲田大学で、独立した

研究室を運営させていただいたことが大きかったと思いま

す。私が当時所属していた高等研究所は、一定の期間研究に

力を入れられるように授業負担を減らしていただき、また多

くの事務職員による手厚いサポートを受けることが出来まし

た。研究所には様々な分野の先生がいるなか、隣の部屋とな

った野津先生は、数学から計算力学の分野で活躍されている

先生で、毎日のように数学的な解釈を教えていただきまし

た。さらに、ご紹介いただいた、岡山大学の水藤先生、東京

大学の齊藤先生と共同研究が出来たことも成果につながった

要因であると考えています。また、授業担当の総合機械工学

科では、学生の指導の仕方、授業の仕方など直接的に、また

間接的な指導を賜り、効率よく修得することが出来ました。

ライス大学のテズドゥヤー教授には、私が着任当日から研究

費が使えるようにと３月のうちに共同研究契約を締結してい

ただき、４月１日の異動したその日から以前と変わらない環

境で研究を継続できたことが、研究室を立ち上げる中、研究

成果を発表し続けることが出来た理由であると感謝しており

ます。学部３年生２名からスタートした研究室は、現在は２

０名と大きくなりました。彼らの熱心な姿を見ることで、私

の活力につながりました。これからも、学生らと共により、

いっそうの努力を重ね、計算力学部門に貢献できるよう邁進

していく所存です。
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業績賞を受賞して
Rong Tian
Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
CAEP Software Center for High Performance Numerical Simulation
It is the greatest and overwhelming honor to be recognized

by Computational Mechanics Division of Japan Society of Me-

tor”. Leaving Kyoto, I joined in Professor Genki Yagawa’s

group. During the period, I have worked on high accuracy

chanical Engineers. The award is such a prestigious honor that

Free Mesh Method, the linear dependence issue of the Parti-

My academic career starts from meshfree simulation on dis-

dral elements GNTet4, crack propagation analyses using

I will without doubt value it through the whole of my life.

continuous deformation problems in civil engineering and

some experience in parallel computing during the internship

tion of Unity Method, the fully second order 4-node tetrahe-

NMM and XFEM, as well as parallel computing. These training

helped me to find my deep interest in large-scale numerical

in National Research Center for High Performance Computers,

simulation that becomes a part of my life in the later years.

Sciences. The award reminded me tons of memory of working

Wing Kam Liu’s group, I returned back to China. Currently I

2001 when I just got my PhD, I came to visit Professor Yuzo

Performance Numerical Simulation, focused on linear inde-

Institute of Computing Technologies of Chinese Academy of

and living in Japan thereinafter. Time goes back to October 1,
Ohnishi’s group at Kyoto University under the support of

Monbukagakusho scholarship. I have spent one and half years

with Professor Ohnishi, working on Numerical Manifold

Method and Element Free Galerkin Method as well as the Par-

tition of Unity based Generalized Finite Element Methods. My

interest in high performance computing is ignited again by

the GeoFEM project, which at that time was a very “cool” project on-going in University of Tokyo targeting at simulation

software for the world fastest supercomputer “Earth Simula-

After spending three years in Northwestern with Professor

am partially affiliating with CAEP Software Center for High
pendent and extra-dof free GFEM/XFEM, assembly mesh-

based FEM at extreme scale, scalable and fault-tolerant

meshfree/particle simulation, and large-scale parallel code de-

velopment.

In the last, I found it is hard to close the message rightaway

without expressing my heartiest appreciation for opportunity,

mentorship, friendship, and supports from dear Japanese colleagues during the most important time of my life.
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特集「OSS（Open Source Software）と計算工学」

オープンCAEの現在：事例としてのDEXCS

柴田良一
国立高等専門学校機構 岐阜工業高等専門学校（建築学科）
「オープンＣＡＥとは何か」

ものづくりに関する教育研究や設計開発において、ＣＡＥ

の役割は著しく大きくなっており、従来の専任技術者による

特別なツールから設計者ＣＡＥへの展開が進められている。

これを受けて以下の２つの側面から、オープンソースによる

ＣＡＥの活用が試みられており、光と影の状況が見受けられ

る。

・ソースコードの改良による革新的実践的な数値解析の実

現光：自由な改良と再配布でのコミュニティベースの発

展陰：情報収集から活用改良さらに結果検証まで自己責

任

・フリーライセンスによるコストに制約されない自由な活

用光：コストフリーで多数の解析環境の導入や展開が可

能陰：サポートが十分でなく活用までの総合コストの問

題当初は単なる無償と言う興味が先行した部分もある

が、現在はその意義が理解され着実な展開が進んでいる

と思われる。

ここで名称について私見を述べると、オープンソースＣＡ

Ｅが普通名詞だとすれば、オープンＣＡＥはソースコードだ

けでなく活用情報や利用者コミュニティまで含めて、総合的

にオープンなＣＡＥを実現する意義があると思っている。

なお以下の内容は、筆者の経験の範囲での印象で構成され

ており、立場が異なれば違う主張があり、さらに構造解析の

研究開発の限定した視点からの私見であることをご容赦頂き

たい。

「オープンＣＡＥの構成要素」

ＣＡＥの構成要素は、プリ（形状やメッシュ作成）＋ソル

バ（数値解析実行）＋ポスト（計算結果可視化）の３つある

が、これらの重要性は目的によって大きく異なっている。

・研究開発：大学や研究所などでは、革新的な機能拡張や
大規模並列による高速化を目指して、ソルバ開発を重視

・設計検証：実践的で複雑な解析モデルに対するプリ処理
と設計判断に必要な解析結果分析でのポスト機能を重視

これまでのオープンソースＣＡＥでは、ソルバ開発が先行

これがオープンＣＡＥ実現の大きな要因と考えている。現状

では、３次元ＣＡＤから各種メッシュツールや可視化ツール

が利用可能であり、オープンＣＡＥだけでオールインワンの

解析システムを構築することが可能になっている。ただし製

造業の設計開発では解析時間全体の中でプリ処理の著しく大

きなことが指摘されており、現状のオープンＣＡＥでは実践

的な設計課題の解析において、メッシュツールなどプリ処理

部分での更なる発展が課題となっている。
「オープンＣＡＥの現在状況」

ＧＰＬを代表とするオープンなライセンスでは、活用・改

良・配布の３つの自由が確保されており、これを必須条件の

基盤としてオープンＣＡＥは展開している。導入コストだけ

に注目すれば活用の自由に期待が大きいが、本質的なオープ

ンＣＡＥの発展においては、加えて自由な改良や成果の配布

が不可欠であり、これよりコミュニティが構成されている。

具体的なシステムの各論は続く記事に譲るとして、ここで

は構造解析と流体解析との比較でオープンＣＡＥの状況を説

明したい。とある研究会の技術者から次の助言を受けた。

・構造解析：設計仕様の検証が主目的→設計者ＣＡＥへの
展開商用ＣＡＥの機能で十分

題

作業効率の向上が重要課

・流体解析：目的性能の追求が主目的→解析専任者が主担
当ソースの改良や改善が必須

題

解析精度の追求が重要課

これらの違いから現状では流体解析におけるオープンＣＡ

Ｅ活用が先行しているが、潜在的なＣＡＥ利用者群において

構造解析の活用は圧倒的に大きいと指摘されており、ＣＡＥ

の裾野を広げる効果を目指して、解析環境の改良や活用技術

の普及に伴って大きな展開が期待されている。

私見としてオープンＣＡＥが持つ潜在的可能性に対して、

現状の活用規模は著しく小さく留まっていると思われる。利

用者目線からは、次の課題解決が指摘されている。

・活用情報の普及：×検索に依存した断片的なウエブ情報
→蓄積される図書形式で教科書的な体系的な技術情報

して進められ高い解析性能を実現してきたが、ものづくりに

・外部支援の活用：×業務支援がなく自己努力に依存する

とは異なる活用と発展を遂げてきたと言える。

・人材育成の展開：×教育機関での積極的な取組が少ない

必要となるプリとポストの機能が十分ではなく、商用ＣＡＥ

しかしながらオープンソースソルバの商用ＣＡＥに迫る潜

在的な解析能力に注目した利用者によって、データ仕様など

が公開されたプリポストツールとの連携が模索されてきた。

→個人コミュニティと組織サポートの両面的な支援策

→オープン性を活用した教育プログラムの構築と実現

「オープンＣＡＥの未来展望」
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産業界におけるものづくりの高度化は、製品設計における

る数値解析のソルバのみでなく、形状作成の３次元ＣＡ

高付加価値とコスト削減において不可欠であり、オープンＣ

Ｄから解析結果の可視化ツールまでを全て統合してお

れ情報発信が行われており、シーズ側の大学等の研究者とニ

どの実践的なＣＡＥを実現している。

ＡＥに対する期待は年々高まっている。各種学会でも注目さ

ーズ側の企業等の技術者との連携が、当初より有機的に行わ

れている。今後はオープンソースの本質を生かした活用が展

り、ＤＥＸＣＳのみで構造解析・流体解析・破壊解析な

・容易な直感的操作で解析を実現する支援ツールを開発す
る実際の解析手順では、直感的なマウス操作のみで作業

開しながら、商用ＣＡＥとの適材適所での有機的な連携を模

を進められる支援ツールをＤＥＸＣＳ独自に開発してお

索する段階になると思われる。

オープンＣＡＥの活用においては、現状では先進的な技術

者の個人的な知的興味の実現の側面は大きく、勉強会や講習

会などの行事においても私的参加が多い。このような草の根

り、複雑な解析情報の設定ファイルを編集する手間を省

いて、効率的な解析操作を実現している。

・日本語表示し解析手順資料や講習会指導などを展開する

各種のツールでは極力日本語表示を可能にし、ＣＡＥ初

的な活動を基盤としながらも、ものづくりの高度化にオープ

心者でも容易に操作可能にしている。さらに解析手順資

ンＣＡＥが貢献するためには、サポート体制の充実が不可欠

であり私的興味と組織活用の両面を支援するような、ビジネ

スモデルの構築が期待されている。

料を文書や動画などで公開して講習会なども開催するこ

とで、実践的な活用までの支援を行っている。

・パソコンからクラウドやスパコンへの拡張性を備える

基本システムは標準的なパソコンでの動作が可能である

「ＤＥＸＣＳとは何か」

が、実践的な大規模解析に対応するために、各種のクラ

オープンＣＡＥの１つの具体例として、筆者らが取り組ん

ウドへの展開を可能にしており、さらにソルバはスパコ

でいるオープンソースで構成されたオールインワン型のシス

ンでの動作実績があり、解析データ連携が可能になって

テムであるＤＥＸＣＳ（デックス）を紹介したい。

これは株式会社デンソーと岐阜工業高等専門学校との共同

研究成果として開発されたシステムで、2007年よりウエブ

上で無償公開されており、現在までに４種類が開発されて８

年間に総ダウンロード数が１万件に近くなっており、個人か

ら企業や大学などで活発に活用されている。構造解析に関し

ては解説書が３冊出版されており、オープンＣＡＥを最初に

取り組む機会を作っている。

開発チームは、プリ・ソルバ・ポストに関して独自の開発

を行うのではなく、グローバルにインターネット上に公開さ

れている各種のツールを統合するために、支援ツールや統合

化パッケージの開発を進めている。最新版のソフトウエアを

統合して毎年更新版を開発し、さらに多様な解析機能に対応

した各種バリエーションを展開しており、講習会開催や解説

書出版を並行して行うことで、利用技術の普及を図ってい
る。

オールインワン型のシステムとして有機的に統合させるた

めに、単なるアプリケーションではなくＯＳ環境上に全ての

ツールを組込んだLinuxのディストリビューションとなって
おり、現在はUbuntuベースの構成となっている。
「ＤＥＸＣＳの特徴」

ＤＥＸＣＳは開発の出発点がものづくり企業の実践的活用

にあるため、性能や機能よりも操作や導入の合理化を最大の

目標としており、その実現のため以下の特徴がある。

いる。

「ＤＥＸＣＳの種類」

現在のＤＥＸＣＳは解析目的に応じて４つのバリエーショ

ンがあり、教育研修から研究開発まで様々に活用されてい

る。

・DEXCS-Adventure

設計用大規模計算力学システム開発プロジェクトAdven-

tureの中で、基本的な応力解析機能のみを活用して、Ｃ
ＡＥ教育研修用途に特化したシステムとして2007年度

より公開している。解析機能を絞り込むことにより操作

手順を簡略化して、独自に開発した支援ツールＤＥＸＣ

Ｓランチャーが提示する手順で操作することで解析を実

行できる。

・DEXCS-OpenFOAM

世界的に注目を集めているオープンソースの流体解析ツー
ルOpenFOAMを手軽に活用することを目的として、Ｄ

ＥＸＣＳランチャーの解析支援機能により、仮想風洞と

しての解析を容易に実行できる。2008年度より公開を

開始して毎年更新版を開発して、現在はさらに支援ツー

ルTreeFOAMにより実践的な流体解析もマウス操作だけ

で実行できる。

・DEXCS-Salome

フランス電力ＥＤＦが電力施設の設計用に開発した構造

解析ソルバCode_Asterと連携するプリポストツールSA-

・ダウンロードして簡単な導入作業で解析環境を実現する

LOMEを統合した解析システムSalome-Mecaを用いて、

ドして起動用ＤＶＤやＵＳＢメモリを作成し起動するこ

2010年度より公開し現在では流体解析ソルバCode_Sat-

Ｓとして導入することでホストＯＳと連携した活用も実

ている。

統合環境のＩＳＯファイルを公開しており、ダウンロー

とで導入作業も可能である。また仮想環境よりゲストＯ

現している。

・オールインワン型でプリ・ソルバ・ポストを全て用意す

機械系や建設系の広範囲の構造解析機能を備えている。

urneとの統合によりさらに総合的なＣＡＥツールとなっ

・DEXCS-RDstr

研究開発を目的として、非線形構造解析オープンソフト
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ウエアFrontISTRと粒子モデルによる破壊解析ツール

LIGGGHTS / Peridigmを統合したＣＡＥシステムとして
2014年度より公開を始めた最新システムである。特に

構造解析支援ツールEasyISTRによりFrontISTRによる並
列構造解析を効率的に活用することが可能である。

「ＤＥＸＣＳの展望」

オープンＣＡＥの活用を目指したＤＥＸＣＳは、地道な普

及活動により利用範囲を徐々に拡大している。これまではＣ

ＡＥの裾野を広げる初心者の教育研修や解析専任者による大

規模並列解析などの研究開発においてオープンＣＡＥが活用

されてきたが、最近は設計者ＣＡＥへの展開が注目され、こ

れまで以上に効率的な解析実行が求められている。
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この設計者ＣＡＥ活用では３次元ＣＡＤベースの解析機能

が比較対象となるが、オープンＣＡＥの操作性は商用ＣＡＤ

と比べ十分ではなく、商用ツールとのデータ連携による適材

適所によるオープンＣＡＥの活用や、製品設計専用のカスタ

マイズツールなどの開発が求められている。

また一方で解析環境構築の更なる省力化にむけて、各種ク

ラウドでのＤＥＸＣＳ活用を検討している。これにより解析

規模に応じてインスタンスを生成することで、柔軟にハード

ウエア確保が可能であり、ライセンスフリーのオープンＣＡ

Ｅの真価が発揮できるものと考えている。

オープンＣＡＥでは利用者と開発者の区別がなく、コミュ

ニティにおける工夫や活用の情報交換によって、更なる有効

活用の展開を期待している。
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FrontFlow/blue -Wall-resolving LES Software -

加藤千幸
東京大学生産技術研究所 革新的シミュレーション研究センター
1. 計算機の性能向上と流体計算のパラダイムシフト

京をはじめとする高性能なスパコンの登場により、大規模

流体解析や流体構造連成解析などの実用化の目途が立ってき

た。大規模流体解析としてその実用化に大きな期待が集まっ

ているのが、Large Eddy Simulation（LES）である。工学的

には時間平均流れが所定の精度で予測できれば十分な場合が

多いが、時間平均流れに影響を与える乱流の渦の扱い、いわ

ゆる乱流モデルが重要となる。現在、最も一般的に用いられ

ている乱流モデルであるReynolds-Averaged Navier-Stokes

（RANS）と比較した場合のLESの最大の特長は、散逸スケ

ールの渦のように流れの中で受動的な役割を担っている渦の

運動のみをモデル化することであり、単純なモデルであって

もDirect Numerical Simulation（DNS）と同程度の予測精度

できたとしても、シリアル計算で前処理を実行するには非常

に長時間の計算時間が必要となり、実用解析としてはこのよ

うな方法は現実的ではない。そこで、FFBでは流れ解析ソル

バーが並列計算を実行中に自動的に各プロセッサーが担当し

ている領域の計算格子を細分化して詳細な計算を実施する。

このため、ユーザが手元でハンドリングするデータの規模は

高々1億グリッド程度であり、極めて容易に数百億規模の解

析を実行することができる。また、FFBには種々の計算機ア

ーキテクチャにおいて高速に計算するための手法が実装され

ている。一般に流体、構造、音響などの連続体の数値解析に

おいては、演算あたりのデータの転送に要する負荷が大きい

ため、メモリからレジスタへのデータロード効率がコードの

全体の実行性能を左右する。FFBではメモリからレジスタま

を実現できることが期待されている。また、格子で直接計算

での各パス（メモリ-L2キャッシュ-L1キャッシュ-レジス

れに起因する振動や疲労強度の予測、流れから発生する音の

上のデータを再配置する手法が実装されている2)。

されるスケールの渦の変動を予測することができるので、流

予測ツールとしての実用化にも期待が集まっている。

精度の高いLESを実現するためには、乱れの生成スケール

までは計算格子で直接計算する必要があるが、乱れの生成ス

ケールは、壁面摩擦速度と動粘性係数により決まる粘性スケ

ールに比例し、マクロな流れのレイノルズ数にほぼ反比例し

て、マクロな代表スケールに対する比は小さくなる。たとえ

ば、ポンプの動翼表面に発達する境界層中の生成スケール
（境界層中の縦渦）の大きさは30μm程度と見積もられる。

従来、実用的な流体解析で用いることができた計算格子の数

は高々数1,000万点程度であり、このような微細な乱流渦ま

で解析することはとても不可能であったが、京に代表される

最先端のスパコンを利用すれば数100億点から最大数1,000
億点の計算格子を用いることが可能となった。このことによ

り、比較的レイノルズ数の高い流れでもLESを実用化できる
目途が立ってきた。

2. FrontFlow/blueの開発コンセプトとコードの特長

FrontFlow/blue (FFB)は有限要素法に基づく、非圧縮性流

れの汎用解析ソフトウェアである。上述したような数百億規

模の解析を実現するためにFFBに実装される基盤技術につい

て説明する。FFBは計算実行中に計算格子を自動細分化する

機能1)をサポートしている。100億グリッド規模の解析で
は、計算格子を作成する際に膨大なメモリ容量および処理時

間が必要となる。たとえば、100億グリッドの計算格子のデ

ータサイズはおよそ0.5TBであり、これをハンドリングする

ためには数TBのメモリ容量を有する計算機が必要になる。

また、仮にそのような大容量メモリを搭載した計算機が利用

タ）において生じるキャッシュミスを最小化するようメモリ
LES解析技術の実用化のためには、製品に合わせた適切な

計算格子を迅速に作成することが求められる。FFBでは複数

の要素タイプ（ボクセル、プリズム・テトラおよび六面体）

およびこれらの組み合わせが使用可能である。これまでに実

施した実証解析の大半は六面体要素を用いた解析であるが、

実用化に当たってはメッシュ作成の自動化が必須であるた

め、ボクセルメッシュ作成ソフトとのデータインターフェー

スもサポートしている。ボクセルメッシュは等方的であるた

め、境界層のように特定の方向（この場合は壁面垂直方向）

に細かな構造を有する流れに適用する場合、六面体メッシュ

と比較しメッシュ数が100倍程度多くなるデメリットがあ

り、用途に合わせてボクセルメッシュとその他のメッシュを

使い分ける必要がある。たとえば、自動車の車体空力解析の

場合、エンジンルームや床下構造物などの複雑形状に対して

はボクセルメッシュを適用し、ルーフやサイドドアなどの境

界層を解像したい部分には六面体もしくはプリズム・テトラ

メッシュを併用することを想定し、コードにはそれを実現す

るための機能が実装されている。なお、マトリックスソルバ

ーとしては流れ解析コード（FFB）にはBiCGSTAB法にRCM

法を組み合わせて使用しているが、音響解析コード（FFB-

Acoustics）には収束性がより高いIDR法を使用している。
3. 計算事例

図1は約320億の計算格子を用いて船体まわりの乱流境界

層を計算し、予測された推進抵抗を曳航水槽試験と比較した

結果である3)。実験値と解析値との差は0.8%程度であり、

実験の計測精度と同程度の差で予測が実現されている。LES
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では計算格子で捉えられるスケールの渦の変動に起因する表

面圧力変動や流速変動も同時に計算されている。したがっ
て、これらの結果を加振源として用いて振動解析を実施した

り、音源として用いて音の解析を実施したりすることも可能

である。たとえば、図2は自動車まわりの流れをLESにより

解析し、ボディの振動解析を実施し、最後に車室内の音響解

析を実施し、風洞試験により計測された音と予測された音と

を比較したものである4)。LESに用いた格子数は約50億点で

あるが、かなりよく一致した結果が得られている。

図2

自動車まわりの乱流境界層の解析（上）と車内音の実験

との比較（下）

4. 実用化のための課題

このような大規模解析や連成解析を実用化するための課題

に関して考察したい。まず、精度の高いLESを実現するため

には高品質な計算格子を作成しなければならない。実証研究

のフェーズであれば時間を掛けて修正を繰り返しながら格子

の品質を上げていっても構わないが、モデル試験や水槽試験

などの代替えとしてLESを使用するためには、品質が保証さ
れた格子を短時間に生成できなければならない。最適な格子

やその生成方法は対象とする製品毎に異なり、万能な格子生

成方法は存在しないが、ある程度の手作業が入ったとして

も、誰が作成しても同じ品質の格子を作る方法を確立する必

要がある。また、動翼先端周速度が20 m/sから30 m/sの空

気機械であれば数億点から数10億点の計算格子で必要な解
像度を確保することが可能であるが、多段の遠心ポンプの動

翼表面に発達する境界層をまともに解像しようとすると、数

千億点から数兆点の計算格子が必要となる。そこで、このよ

うな製品に対してLESを適用するためには、流れのレイノル
ズ数相似性に留意しながらレイノルズ数を落とした解析を実

施し、実機の性能を推定することが必要になる。ターボ機械

図1

船体まわりの乱流境界層の解析（上）と推進抵抗の実験

との比較（下）

の開発では縮尺モデルによる性能評価はよく行われている

が、LES解析でも同様な処理が必要になるということであ
る。なお、ポスト処理に関しては、空力性能や水力性能の評

価などにLESを用いるのであれば予めそのような計算ルーチ
ンを用意しておけば大規模計算でも問題はない。ただ、膨大

な流れ場のデータを設計や開発に活かすための方法論は未だ

に確立されていない。大規模解析の真のメリットを活かして

いくためにはこのような方法論の研究開発も重要な課題であ

る。

FFBは文部科学省 次世代IT基盤構築のための研究開発「イ

ノベーション創出の基盤となるシミュレーションソフトウェ

アの研究開発」において開発され、高性能汎用計算機高度利

用事業「HPCI戦略プログラム」「分野４ 次世代ものづく

り」の一環として、京を用いた数々の実証研究が実施されて

いる（2015年度の京の課題番号hp150229）。FFBのコード

開発ならびに実証研究には多くの研究機関や民間企業にご協

力いただいている。それぞれここに記して謝意を表する。
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– 32 billion cells computation on K computer”, 16th
Numerical Towing Tank Symp. (NuTTS), Mülheim (2013).
4) 飯田明由，他：流れに起因する自動車車室内騒音の予測，
第28回数値流体力学シンポジウム, 船堀・東京 (2014)
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FrontFlow/redによる京コンピュータでの大規模解析
坪倉 誠
神戸大学大学院システム情報学研究科（計算科学専攻）
理化学研究所計算科学研究機構
FrontFlow/red（FFR）は、文部科学省ITプログラムの一環

FFRの京コンピュータでの最適化では、単体・並列性能の

である「戦略的基盤ソフトウェアの開発」プロジェクト(1)

双方から検討を行った。京コンピュータに搭載されているプ

流体解析ソフトウェアとして、2002年度から東京大学生産

ア当たり8演算のSIMD演算器を有しており、単体理論性能は

で、ラージエディシミュレーション（LES）に基づく次世代
技術研究所で開発が始まった（リーダー：現北海道大学

大

島伸行）。プロジェクトは2005年度に発展的に「戦略的革

新シミュレーションソフトウェアの研究開発」(2)に継承さ
れ、マルチフィジックス流体シミュレーションソフトとし

て、特にガスタービンやエンジン等の低マッハ数乱流燃焼・
反応流れを対象とした分離解法に基づく流体解析アルゴリズ
ムと、スカラー輸送、界面移動（レベルセットモデル）、粒

子運動（ラグランジュ粒子モデル）、輻射モデル等の機能モ
ジュールを実装している。離散化には非構造有限体積法を採
用し、プリズムセルの他、テトラ、ピラミッド、ヘキサ等の
非構造セルによるハイブリッド空間分割を可能とすること

で、実産業界でみられる複雑形状を精密に再現することがで
きる他、界面での物理量補間精度の観点から、節点中心法に
よるコントロールボリュームのポリヘドラル再構築をプリ処

理で行っている。現在は、北海道大学を中心に開発が進めら
れ、フリーソフトウェアver.3.1が北海道大学のホームページ
(3)より公開されている他、いくつかのソフトウェア会社が
独自改良を加えた市販版も発売されている。

レイノルズ平均に基づく乱流シミュレーション手法

（RANS）に対して、LESはより多くの計算資源を必要とす
ることから、FFRの開発重要案件の一つとして大規模並列計
算への対応が掲げられてきた。この結果、上記革新プロジェ
クトでは、地球シミュレータを対象としたベクトル計算機で

ロセッサは、動作クロック周波数2GHzの8コア構成で、1コ

16GFLOPS×8=128GFLOPSである。ただし浮動小数点演算

当たりのプロセッサとメモリ間のデータ転送速度は0.5Byte

（0.5B/F）しかなく（メモリウォール問題）、演算に対して
メモリロード/ストアが多発する流体解析は、単体性能向上

の面で不利である。さらに非構造格子を用いた場合、メモリ

アクセスが不規則になることからデータ転送速度が高速なキ
ャッシュ（L1で4B/F、共用L2で2B/F）の活用が難しい。こ
こでは、OpenMPによるスレッド並列と代数行列のオーダリ

ング等を実施することで、ヘキサ要素に対して9.5%、テト

ラ要素に対して7.4%程度の単体性能値を得た。さらにMPIに
よるノード並列に対して、RCM、スレッドDO外分割、ルー
プブロック化、対角スケール配列削除等を併用することで、

例えば2048ノード（16384コア）時に96.5%程度の実効並
列化効率（ウィークスケーリング）を達成している。もう一

点、FFR-HPCの超並列計算の産業界実用化を想定して開発を

行った事項として、プリ処理における自動格子分割が挙げら
れる。これにより数千万セルの非構造格子から100億セル程
度までの非構造格子が自動で作成される他、特に機能強化し

た点として、オリジナルCADデータへの細分化格子の自動マ
ッピング機能（図1）や、細分化に伴う格子品質の悪化を改
善するためのスムージング機能が挙げられる。これらの機能
により、複雑形状周りの流れに対して、非構造百億セル規模
のLESによる解析が可能となっている。

の大規模解析チューニングを進め、2006年には当時世界最

大規模の1億2千万非構造セルによるフォーミュラカーのLES
解析を実現した。またもう一つの開発重要案件であるマルチ

フィジックス問題への対応という観点から、2007年には複

数のNEDOプロジェクトに採択され、車両運動を伴う自動車
用空力解析や、燃料電池内の熱・物質移動と電気化学反応の

連成解析のためのモジュール開発を進めてきた。さらに

2010年からはフィージビリティスタディを経て、HPCI戦略

プログラム「分野4 次世代ものづくり」(4)にて、「乱流の

直接計算に基づく次世代流体設計システムの研究開発」にサ

ブ課題として参画し、自動車空力(5)及び燃焼・ガス化装置

(6)を対象としたシステム化を進めている。本稿ではこの

FFR-HPCの最新成果として、本プロジェクトで京コンピュー
タを活用して実施した超大規模解析の実例を紹介する。

図1 自動格子分割における表面マッピング機能
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自動車空力解析を対象とした設計システムの研究開発（主

査：神戸大学

坪倉誠）では、車両空力に関連した連成問題

として、(1)車両高速走行安定性や安全性評価のための車両
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燃焼・ガス化装置を対象とした設計システムの研究開発

（主査：京都大学

黒瀬良一）では、様々な実機を対象とし

運動・空力連成解析、(2)車室内騒音予測のための空力・構

て、ガス燃焼、噴霧燃焼、および石炭燃焼・ガス化のLESを

ための空力・熱連成解析を取り上げ、このうちFFR-HPCは

ガス化装置の設計および最適操作条件の選定に役立つ数値シ

造・音響連成解析、(3)エンジンルーム排気管系熱害予測の

(1)を担当している。研究開発は、北大、神戸大学他5研究機
関と自動車OEMと関連サプライヤー14社（2015年7月現

実施し、その精度検証を行うことによって、効率的な燃焼・

ミュレーション技術の確立を目指し、京都大学他5研究機関

と三菱重工他5製造メーカーが産学共同で開発を進めてい

在）からなるコンソーシアムで進めている。現在までにFFR-

る。現在までに、燃料噴

細分化による数十億セル規模、空間解像度サブmmのLES解

輻射モデル、燃焼振動予測のための圧縮性スキーム等の導入

HPCを用いて、詳細自動車形状に対して、テトラ格子の自動

析を実現し、これにより対風洞実験値に対する誤差1～2%で

霧蒸発モデル、石炭揮発・燃焼モデル、乱流燃焼モデル、

と改良を進め、数億セル規模の実機・実圧条件で、燃焼効

の定常空力予測に成功（図2）した他、開発したシステムの

率、ガス温度、NOx濃度、すす濃度等の燃焼特性量を高精度

ェンジ時の空力安定化メカニズムの解明、車両運動・ドライ

に匹敵する十数億セルの燃焼解析を進めている。

実証解析として、高速走行時の蛇行運動（図3）やレーンチ
バー反応を含めた連成解析による横風遭遇時の車両挙動予測

に予測することが可能になった。現在、流体解析はほぼDNS

等を行ってきた。特に車両運動との連成解析では、車体運動

解析に対してはFFRに解析モジュールを組み込んだ他、ネッ

トワーク通信を利用した市販運動解析ソフトとの連成解析も

可能にしている（ただし京コンピュータに対してはサポート

外）。

図4 航空エンジン用アニュラ燃焼器内乱流噴霧燃焼のLES
（京大（小森・黒瀬研）・JAXA共研）

以上述べたFFR-HPCの機能については、今後開発者と協議

の上、対応可能な部分については順次公開していく予定であ

図 2 自 動 細 分 化 前 （ 左 、 3500万 要 素 テ ト ラ ） と 細 分 化 後
（右、23億要素テトラ）の流れ構造の比較

（北大・スズキ提供）

る。

(1) http://www.ciss.iis.u-tokyo.ac.jp/fsis/

(2) http://www.ciss.iis.u-tokyo.ac.jp/rss21/

(3) https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/fluid/download/download.htm

(4) http://www.ciss.iis.u-tokyo.ac.jp/supercomputer/

(5) http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/fluid/aero/hpceng.html
(6)

図3 高速蛇行運動する自動車の空力解析

（広大・北大・マツダ提供、理研動画作成）

http://www.fluid.me.kyoto-

/hpci.html

u.ac.jp/members

/kurose
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OpenFOAMの使用感

小尾晋之介
慶應義塾大学理工学部
本稿ではOpenFOAMの利用者のひとりとして雑感を述べ

たいと思います。使用方法に興味のある方は開発元が運営す

るウェブサイト[1]やオープンCAE学会[2]が提供するドキュ

メントなどをご覧になってみてください。そのほかにも、イ

ンターネット上で「OpenFOAM」で検索すると極めて多数
のサイトがヒットします。Googleグループもあり、利用者の

間で活発に情報交換がされています。議論の主体はどちらか

というと結果の正当性よりも使い方にあるようで、コミュニ

ティーの関心の方向という点では市販のCFDコードと大きな
違いは無いように感じます。

筆者の研究室では数年ほど前からOpenFOAMを博士論文

や修士論文等で一部の研究テーマに使用しています。欧州の

知り合いの研究者から十分に研究目的に耐えるだけのスペッ

クがあるという話を聞いたことがそもそもの導入のきっかけ

でしたが、無料であること、インストールや利用方法のマニ

ュアルが整備されていること、安価なデスクトップPC上で

簡単に使えること、などの理由から、今でもさまざまなテー

マに用いています。

研究成果を論文として投稿する際は、OpenFOAMを使用

したことを明記したうえで、全体の格子数や最小格子幅や時

間刻み幅といった一般的な基礎事項と、数多くそろっている

ライブラリーから選択したものを具体的に記載すれば、シミ

ュレーションそのものをトピックとして取り上げた場合[3]

のひとつです。使用者には計算機利用のリテラシーがある程

度求められるので、受講する学生の知識レベルがまちまちな

場合は、結局、授業で教えなければならないことが増えてし

まうことが難点です。

さて、研究室の学生の使用状況を観察していて思ったの

は、結局のところ、数値流体力学やコンピュータリテラシー

など総合的な知識が問われることになる、という点です。自

ら新しいものを学ぶ労力を厭わない学生の場合は（当たり前

ですが）進捗状況は著しく、特に、英語学力が強いと世界中

のユーザーのコミュニティーから有用な情報を収集できる点

が特徴的です。日本語のマニュアルが整備されつつあります

が、英語で直接入手する情報量のほうがはるかに大きいの

が、おそらく一般的なオープンソースコードと同様に、

OpenFOAMの特徴とも言えます。

2年ほど前、ドイツから来た留学生に、直前に卒業した日

本人学生がやり残したテーマに取り組んでもらった時には、

彼の高い情報収集能力と豊富な計算機利用の知識のおかげで

論文にまとめることができました[3]。ここ1，2年のあいだ

に留学生をさらに複数受け入れたので様子を観察しています

が、やはり、日本人学生に比べて英語学力に比例して進捗の

度合いが高いように思います。学生個々の違いも否めません

が、言語のバリアの問題は小さくないと感じています。ま

た、発展途上の国からの留学生のためには、帰国後にも自分

でも、実験結果の健全性評価のために行ったLES[4]でも査読

でインストールして応用することを想定してOpenFOAMを

演会では計算コードの信頼性に疑義を唱えられたこともあり

ことがない点で、オープンソースの利点は極めて大きいと思

で問題視されることはありませんでした。日本国内の学会講

ますが、自作のプログラムの検証と同様に収束性や誤差評価

をしておけば問題はないと思います。

以上のことから、OpenFOAMは使い方さえ間違えなけれ

ば有用な情報が得られることは確かですし、すでに研究者の

間で評価が固まりつつあると言えると思います。とくに、ポ

スト処理の自由度が高く、知りたい情報へのアクセスが（ソ

ースも見えるので）確実にできる点で安心です。使われてい

る乱流モデルについても、たとえばダイナミックモデルの係

数の平均方法など、その実態がよくわかりますし、必要に応

じて変更もできます。

一方、教育目的での使用には、まだ少し敷居が高いように

感じます。導入当初は、大学院生レベルの授業での使用も考

え、研究室の学生の使用状況を見ながら教材を用意するつも

りでいたのですが、今のところ準備が整わず実現には至って

いません。筆者の勤務先ではいわゆる大学計算センターが教

育目的の利用のため複数の商用CFDアプリケーションを所有
しており、これらのアプリと比較するとユーザーインターフ

ェースの点で明らかに劣るのが授業への導入をためらう理由

利用したテーマに取り組んでいます。研究が装置に縛られる

います。

商用CFDコードとOpenFOAMの違いは、結局のところ、ベ

ンダーからサポートがあるか、利用者が自ら学習し情報を集

める姿勢で臨むかにあると言えると思います。元も子もない

まとめになってしまいますが、利用者の努力次第でOpen-

FOAM利用の可能性は大きく広がるという印象を強く持って
います。

[1] http://www.openfoam.org/
[2] http://www.opencae.jp
[3] Washizu, T., Lubisch, F., Obi, S., LES Study of Flow
between Shrouded Co-rotating Disks, Flow, Turbulence
and Combustion, Vol. 91, Issue 3 (2013), pp. 607-621.
DOI: 10.1007/s10494-013-9494-4.
[4] Kawata, T., Naka, Y., Obi, S., Simultaneous measurement
of fluctuating velocity and pressure in the near wake of a
circular cylinder, Experiments in Fluids, Vol. 55, Issue 5
(2014), 1731. DOI: 10.1007/s00348-014-1731-7.
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OSSとしてのADVENTURE
三好昭生（左）
株式会社インサイト
吉村 忍（右）
東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻
1. はじめに

ADVENTUREプロジェクトの発足は、1997年8月であり、

このニュースレターが発行される頃には丸18年を迎えてい

ることと思います。本原稿執筆時点の2015年7月29日にお

ParMETISを含んでいます。その結果開発されたソルバーは

数千-数万プロセッサの超並列計算機環境においても高い並

列効率を達成しております。

いて、公開モジュール数は23に達し、2002年3月のVer.1の

公開以来の登録ユーザー総数が8,623名、ダウンロードされ

たモジュール総数は40,635本に達しています。又Windows
版が2005/3/10に公開され、3,957本がダウンロードされて

います。随分長くADVENTUREに携わって来たという感じを

持ちます。オープンソースソフトとしてのADVENTUREにつ

いて書いてみないかというお話を頂戴して願っても無いこと

と執筆を受諾しました。ADVENTUREは通称であり、その正

式名称は、日本学術振興会 未来開拓学術研究推進事業「計
算科学」分野の１「設計用大規模計算力学システムの開発プ

ロジェクト」です(http://adventure.sys.t.u-tokyo.ac.jp/jp/)。

図-1 ADVENTUREのモジュール構成

Ultra large REal worldです。お堅い名前が並びましたが、

ライセンスは商用利用を禁じておりませんが、再配布は許

通称のフルネームはADVanced ENgineering analysis Tool for

ADVENTUREと言えば超並列計算FEMソフトということで世

可制とする他、他のコードで利用した場合は、文書やソース

12大学及び2つの民間企業に跨っております。2011年9月よ

TUREの配布形態は、公式ホームページのフォームにおいて

めの階層分割型数値解法ライブラリ開発)という連携研究プ

で、ホームページよりダウンロードする方法を取っていま

(http://adventure.sys.t.u-tokyo.ac.jp/lexadv/)においてもAD-

安全保障上の観点から書面による利用契約を結ぶことが必要

間には広く知られていると思います。現在の参加メンバーは

りは、HDDMPPS(ポストペタスケールシミュレーションのた
ロジェクト（研究代表者：塩谷隆二東洋大学教授）

VENTUREの開発は実施され、LexADVという通称で呼ばれる
一連のライブラリーが順次公開されています。
2. ADVENTUREの構成とその発展

図-1にADVENTUREのモジュール構成を示します。ADVEN-

TUREはプリ、メイン、ポスト、ユーティリティ及びその他

コード中にその旨を明記することを求めています。ADVEN-

個人情報を提供して使用許諾への同意とユーザ登録をした上

す。しかし、2012/8/10に公開されたSolid Ver. 2.0のみは、

です。利用可能なOSですが、ADVENTURE本来の機能と並列
性能を発揮するためには、Linuxでの利用が必須ですが、し

かしシングルCPUのSolidについてはGUI付のWindows版実行

ファイルが提供されており、簡便に利用できるという点で魅

力が有ります。

ADVENTUREは 、 未 来 開 拓 の プ ロ ジ ェ ク ト 終 了 後 、

モジュールから構成されている統合システムです。その開発

2002/4月以降現在に至るまで自主独立の産学連携のオープ

ル構造を採用しました。全ソルバーのバイナリ入力データは

ております。それ以外にも2002/7月-2012は日本原子力機

べき緩いルールに従っています)により記述されます。各ソ

への展開を、2009/4月-2013/3月は、地球シミュレータ2へ

頭において開発されているため、領域分割により作成された

シミュレーションソフト開発プロジェクトへの展開を、

は各機能の開発の影響をなるべく少なくするためにモジュー

ADVENTURE_IOという標準フォーマット(コンテナとも呼ぶ

ルバーはMPIライブラリを使用して大規模分散並列計算を念

ンソースCAEソフトウェア開発プロジェクトとして継続され

構と協力研究を、2002/12月-2008/9月は地球シミュレータ

の展開を行いました。2005/7月-2008/3月は文科省革新的

分散データを使用しています。Solid、Thermal及びMagnetic

2008/10月-2013/3月は文科省イノベーション基盤シミュレ

ます。また、Solid Ver. 2.0とMagnetic Ver. 1.6につきまして

REVOCAPファミリーソフトが東大生研より公開されまし

ています。領域分割は全てMetisと言うモジュールを使用し

マルチフィジクス統合シミュレーション」への展開を行い、

については、シングルプロセッサで動作する版も提供してい

は、OpenMPを併用したハイブリッド並列ソルバーも提供し
て行います。Metisはミネソタ大学で開発されたMETIS及び

ーションソフト開発プロジェクトへの展開を行い、その結果

た。2007/10月-2013/3月はJST-CREST「マルチスケール・

Solid Ver. 2.0、BCtool Ver. 2.0の公開と、Coupler Ver. 1の内
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部公開が行われました。Solid Ver. 2.0のダウンロード数は83
本に達しています。2011-2016はHPCI戦略的プログラム分

野 4「 次 世 代 も の づ く り 」 へ の 展 開 が 行 わ れ て い ま す 。

2011-2017は既に述べた通りJST-CREST「ポストペタスケー

ル高性能計算に資するシステムソフト技術の創出」への展開
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ションとして登録するための検証手続きを進めております。
4. ADVENTUREの最近の活動

現在公開されたソフトウェア等を使用した実用規模の解析

実績が有ります。例えばSolid Ver. 2.0 、Metis Ver. 2.0 (未公

を行い、その成果はLexADVとして公開が開始されていま

開)とPOSTtoolを用いて「京」コンピュータ上で軽水型原子

新的クリーンエネルギーシステムの実用化」としての展開が

ンクリート鉄骨締結体の非線形破壊力学解析を実施中です。

す。更に2015/1月-2020/3月までポスト京重点課題⑥「革

予定されています。なお国家プロジェクト以外では、

2002/4月より現在に至るまで、様々な産業界の実用問題へ

の応用研究が実施されております。2003/4月より現在に至

るまで、日本機械学会計算力学技術者認定事業・付帯講習用

ソフトとしての使用実績も有ります。
3. OSSとしてのADVENTUREと普及

OSSとしてのADVETUREの普及には株式会社インサイトが

深く関わって来ました。有償の定期セミナーを2005/3/15

に開催して以来ADVENTUREプロジェクト及び日本計算力学

連合との共催で全10回東大において開催しています。ま

炉の(建屋+炉容器・格納容器+機器)丸ごと地震応答解析やコ

またCoupler Ver. 1により複数モジュールを連携した連成解

析の実績が有ります。SolidとThemalを連携させ、原子炉燃

料集合体の地震応答解析(音響流体連成解析)を実施済です。

Solidと東京大学生産技術研究所の加藤千幸教授らによって
開発されているFrontFlow/Blueを連成させ、人工飛翔体の羽

ばたき飛行解析を実施中です。SolidとMagneticを活用し、

簡易MRIモデルの磁場構造連成振動解析を実施中です。また
SolidとLexADV_EMPSを連携活用し、津波・洪水による構造物

の変形・破壊解析(流体構造連成解析)を実施する予定です。

既に紹介した連携研究プロジェクトHDDMPPSにおきまし

て公開されたライブラリーを紹介します。TryDDM Ver. 0.1b

た、2003/10/1より現在に至るまでADVENTURE無償セミナ

という線形ソルバーライブラリー、VSCG Ver. 0.2bというオ

TUREプリインストールLinux PC(2004/2/19にADVENTURE

ラリー、WOVis Ver. 0.4bという並列オフライン表面レンダ

ーを自社開催しております。更に2001/11/12よりADVEN-

Grid Stationsと改名)の販売を開始して主にLinux上でのコン

パイルと並列計算の実行をサポートして来ました。その結果

ADVENTURE_on_Windowsが、大手製造業の設計現場におい

て実用ソフトして利用されている例や解析コンサルティング

を実施している例も有ります。それ以外に日本機械学会認定

のCAE技能講習会の講習用ソフトとして使用を継続しており

ます。近年ではオープンCAE学会関連のイベントにおいても
ADVENTUREの普及に努めています。また現在計算科学振興財

団(FOCUS)においてOSSのADVENTUREを動作検証済アプリケー

フラインレンダリング(GPUに頼らず描画を計算する)ライブ

リングツール、及びEMPS Ver. 0.12bという陽解法MPS粒子
法フレームワークが既に公開されております。
5. 終わりに

以上OSS ADVENTUREの概要・歴史と普及活動について述

べて来ました。筆者としては産業界においてもっと利用して

頂きたいと言う思いが有ります。まだまだ努力不足の点が有

りますが、今後とも皆様のご指導、ご協力を得て更に普及さ

せて行きたいと思っております。
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Salome-MecaとSalome-Mecaに関する活動について

辰岡正樹
株式会社アルゴグラフィックス
1．Salome-Mecaとは

Salome-Mecaは 、 フ ラ ン ス の 電 力 会 社 eDF(Électricité de

France)が開発をしている、ソルバーであるCode_Asterとプリポ
ストであるSalomeを統合した構造解析システムである。。

Code_Asterの機能は、多岐にわたる。広範囲のマルチフィ

ジックス解析、モデリング手法を含み、地震応答解析をはじ

2. Salome-Meca活用研究会

オープンソースCAEの分野では、様々なコミュニティの活

動がある。オープンソースCAEとして、商用ソフトウェアの

ようにソフトウェアを販売、サポートするベンダーはいな

い。そのため、ボランティア活動となる場合が多いが、ソフ

トウェアに関心のある人たちが集まり、コミュニティが形成

め、多孔質材料における音響解析、疲労解析、確率論的な動

されている。

は200以上、有限要素法の要素種は、400以上である。プリ

普及の度合いが大きい。OpenFOAMが流体解析系の代表的

的解析等を有する。ソースコードは120万行以上、解析機能
ポストはSalomeと統合されているが、Salome以外でも、I-

DEAS, GIBI,Gmsh, ENSIGHT, Xmgraceをプリポストとするこ
とが可能である。

Code_Asterは、GPLライセンスに基づき公開されている。

年2回リリースアップがされている。ソルバーとして2000以

上のテストケースについて、Validationが行われている。ド
キュメンテーションは13,000ページ以上あり、オープンソ

ースCAEソフトウェアとしては充実している。

Salomeは、プリポストプロセッサである。GNU

LPGLラ

オープンソースCAEでは、流体解析系が構造解析系よりも

なソフトウェアである。OpenFOAMでは、すでにベンダー

としてサポート等をビジネスとするところが出てきている。

ちょうどLINUXのようにライセンスはフリー、サポートは有

料というビジネスモデルができつつある。一方、構造解析系

では、流体解析系よりも数年遅れていると言われている。た

だ、そう言われてから、すでに数年以上経っているのに状況

は変わっていない。商用ソフトウェアにおける流体解析系と

構造解析系の価格の差、あるいは技術的には、流体解析にお

ける並列計算の優位性という点が、その理由のひとつである

イセンスに基づいて公開されている。Salomeは、独立した

という指摘もある。

のオープンソースCAEであるOpenFOAMのプリプロセッサと

ープンCAE学会は設立当時は, OpenFOAMに関する活動が中

Salomeの開発プロジェクトは、2001年に開始された。バ

NPO法人CAE懇話会の関西地区の組織である関西CAE懇

アプリケーションとして使用することができる。流体解析系

して使用されている例も少なくない。

ージョンアップは、2年に1回の頻度、メンテナンスバージ

コミュニティの活動として，オープンCAE学会がある。オ

心であったが、構造解析系の活動も徐々に増えている。

話会の中で、Salome-Meca活用研究会が2011年に始まっ

ョンは、年に2回の頻度でリリースされている。毎年500件

た。現在は第5期であるが、参加者は20数名であり、分科会

tion&Validationとして、4000件のテストが実施されてい

用研究会での活動は、ボランティア活動として参画している

程 度 の バ グ フ ィ ッ ク ス と 改 良 が 行 わ れ て い る 。 Verifica-

る。ユーザー数は、eDFとCEA(フランス原子力庁)に300、全

を参加者の要望するテーマ毎に作っている。Salome-Meca活

人が多く、自らがやりたいことをする、ということと、お互

世界では4000と言われている。ダウンロード件数は、毎年4

いにGive&Takeで、一緒にやるということがベースになって

Salome-Mecaは、eDF社での社内用ソフトウェアとして開

Salome-Meca活用研究会の活動の成果の一つは、日本語化

万件である。

発されたものである。オープンソースとした理由について
は,以下の3点にあると言われている。

・eDF社は、原子力関係の開発をしているが、解析システ
ムとして、どのようなものが使われているかを公開する

必要があること。

・社内限定使用に比べ、オープンにすることで、世界中の
多くのユーザーがソフトウェアの検証をすることで、ソ

フトウェアの品質向上が容易になること。

・新機能の追加をする場合に、大学、研究機関等の外部で
開発したコードを組み込むことが容易になること。

いる。

の活動である。日本語化については、Salome-Meca2014.1

において開発元からの配布コードに、本研究会のメンバーの

活動の成果が採用された。詳細は、参考文献8, 13, 19を参照

されたい。この出発点となったのは、2013年5月に実現した

開発元のeDF社のDr.ABBASとの会合である。さらにその会合

のトリガーとなったのは、本研究会のメンバーの一人が、自

らの履歴をまとめ、動画を含む結果を掲載したSalome-Meca

導入記にある。これは日本語のブログであるが、それが開発

元の広報担当者の目に触れ、それから会合への道が開けた。

会合では、Code_Asterを中心に要望事項や確認事項につい

て回答を得たが、そのひとつに、“これはバグではないか、

現象を考えると明らかに正しくない結果である。”という質
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問を商用ソフトウェアの計算結果とあわせて提示したのに対

し、“そのバグは認識している。次のリリースで修正されて

いる”というものがあった。このようなやりとりは、一般的

にソフトウェア開発側の回答としては、よくあるもので、こ

ちらもそのまま鵜呑みにすることはできないものであった。

ところが会合の数週間後に入手したリリースでは、そのバグ

は見事に修正されていたのである。

本研究会の活動の成果については、可能な限り講演会等で

メンバーから発表を行っている。

商用ソフトウェアを実務で使用しているメンバーからは、

商用ソフトウェアとの比較検証の報告がされている。（参考

文献7, 11, 12, 16, 17を参照）。

Salome-Mecaの特長のひとつは、非線形解析にあるが、特

殊な機能についても、いくつかの報告がされている。（参考

文献6, 9, 10, 18を参照）。さらにCode_Asterの計算速度に
ついて、指摘を受けていたことから、商用ソフトウェアとの

差異についても、計測条件を整えて測定している。（参考文

献14を参照）。

このような形で、本研究会の活動を継続し、今年で5年目

となる。今年の目標のひとつは、英語版の解説書（参考文献

3）の翻訳である。書籍出版というのは、Salome-Mecaの普
及という点では、大きな効果がある。現時点で、すでに2冊

のSalome-Mecaの実習書（参考文献 1,2）を出版している柴
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は、企業で実務に使えるようにするには、利用者のサポート

が必要である。それを提供するのは、コミュニティの持って

いるスキル、経験、知識というリソースである。ここには、

経験の豊富な、熱意に溢れた人たちがいる。そのような熱意

は、ボランティア活動から出発していることが大きな理由と

考えられる。

企業における活用という観点から考えると、ボランティア

活動ということでは、企業として採用できない場合が多い。

しかるべきサポートできる団体、ベンダーが必要になる。あ

るいは、卓越したスキル、経験、知識を利用者に継続して、

安定して提供するためのスキームが必要になる。

コミュニティの活動の多くは、平日時間外、あるいは休日

ということが多い。そのような時間帯に活動できる熱意に

は、頭が下がるところであるが、それだけでは、企業で導

入、普及、活用のための予算化をし、計画を実行していくこ

とはできない場合が多い。このような課題は、Salome-Meca

に限られたことではなく、オープンソースCAEが常に持って

いる課題でもある。

オープンソースCAEは、従来のCAEのありようを変える可

能性がある。利用者には、いままで得られなかった知見を提

供できる可能性を持っている。これらのことを可能にし、今

後、真に企業で活用されるためには、コミュニティのスキ

ル、経験、知識をまとめて、企業に提供できるような仕組み

田氏は、本研究会の第1期からのメンバーである。Salome-

作りが求められている。

知度向上には、最も貢献されたと言える。

参考文献
1. 柴田良一、オープンCAE「Salome-Meca」ではじめる構造
解析、工学社（2014）
2. 柴田良一、オープンCAE「Salome-Meca」構造解析―「固
有値」「熱伝導」解析編、工学社(2014)
3. Jean-Pierre Aubry, Beginning with Code_Aster, A practical Introduction to Finite Elment Method Using
Code_Aster, Gmsh and Salome, Frama Book (2014)
4. EDF R&D, Code_Aster Analysis of Structures and
Thermomechanics for Studies & Research
5. CEA, EDF R&D, OpenCASCADE, SALOME 7 The Open
Source Integration Platform for Numerical Simulation
6. 前田研吾、Code_Asterでの熱・構造・接触の連成解析につ
いて、CMD2012(2012)
7. 石黒博康、「Salome-Meca活用研究会 非線形分科会」の
活動報告、CMD2012(2012)
8. 杉 本 健 、 OSS CAE”Salome-Meca”の 日 本 語 化 、
CMD2012(2012)
9. 前 田 研 吾 、 X-FEMを 用 い た 亀 裂 進 展 解 析 、
CMD2013(2013)
10. 柴田良一、オープンソースCAEによる構造解析と破壊解析
の現状と展望、CMD2013(2013)
11. 辰岡正樹、徳田明彦、Salome-Meca活用研究会報告、
CMD2013(2013)
12. 石 黒 博 康 、 Salome-Mecaに よ る 弾 塑 性 解 析 、
CMD2013(2013)
13. 杉本健、出口良平、小村政則、Salome-Meca日本語化最新
動向 ～DEXCS-Salome日本語版ついにリリース～、
CMD2013(2013)

MecaというオープンソースCAEのソフトウェアの名前の認

5年目の活動のなかで、一つの壁にぶつかっている点もあ

る。それは本来の解析機能の向上という点でのもどかしさに

ある。2013年5月の会合で、当時実現できていなかった機能

が今後実現される予定というものが、まだまだ完全には実現

できていない。これらの課題も認識しながら、活動を継続し

てゆくことが肝要である。

3．企業における活用について

オープンソースCAEを使用している企業の技術者は、商用

ソフトウェアに比べ、どのくらい使えるものであるか、商用

ソフトウェアに置き換えることができるか、というところか

ら出発している場合が多い。特に商用ソフトウェアの経験者

にとっては、要求するところは高くなる。例えば、Salome
の場合、プリポストとしての機能面、使い勝手を、利用者に

確認すると、CAE経験者の多くは、商用ソフトウェアに慣れ

親しんでいることもあるだろうが、Salomeの評価が高くな

い場合がある。それでも使い込んでいくうちには、そのよう

な点は解消されることもあるが、機能面では商用ソフトウェ

アと同等になるには、まだ時間を要する。一方、Code_Aster

については、非線形機能では十分使えるという判断をする人

も多いが、収束性に関する課題については、解を得るまでに

要する労力を考えると、一般の技術者が実務に使えるレベル

にはないという結論が出されている人もいる。計算結果は満

足できるものだが、そこに至るまでの道筋が容易ではない、

ということである。

これらは現時点での評価であるが、Salome-Mecaについて

CMD Newsletter No. 54 (Sept. 2015)
14. 前田研吾、接触解析におけるCode_Asterと商用ソフト
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17. 石黒博康、Salome-Mecaによる弾塑性解析、第36回関

ウェアの計算速度比較、CMD2014(2014)

西CAE懇話会

Mecaカスとマイズ

析の可能性、第36回関西CAE懇話会

15. 杉本健、柴田良一、小村政則、出口良平、Salome～ウィザード作成で広がる構造系オー

プンソースCAE～、CMD2014(2014)

16. 徳田明彦、SALOME-MECAによるゴム材料の非線形解

析、第36回関西CAE懇話会

予稿集（2013）

予稿集（2013）

18. 柴田良一、鍔田広美、Salome-Mecaによる接触問題解
予稿集（2013）

19. 杉本健、Salome-Meca日本語化最新動向～DEXCS-Sa-

lomeついに日本語化～、第36回関西CAE懇話会

（2013）

予稿集
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汎用分子動力学計算ソフトウェアMODYLAS

安藤 嘉倫
名古屋大学 理工学研究科 附属計算科学連携教育研究センター 超並列計算部門
1. はじめに

汎用分子動力学計算ソフトウェアMODYLAS (MOlecular

DYnamics software for LArge System) は京コンピューター上

において大規模かつ長時間の古典分子動力学 (MD) 計算研究

を行うために開発されました[1]。京コンピューターは2011

年にLINPACK性能を測るTOP500において1位を獲得したこ
と は 記 憶 に 新 し い と こ ろ で す （ 2015年 現 在 は 4位 ） 。

MODYLASは京コンピューター上での並列実行を想定して,

3Dトーラスネットワーク (Tofu) に最適化した通信方式の実
装、およびアルゴリズム・プログラミングの両面からのMPI

通信時間の削減を行い、京コンピューターの全計算ノードを

使った82,944プロセス(663,552コア) でのMPI/OpenMPハイ

ブリッド並列計算を達成しています。

「汎用」と銘打つように、当ソフトウェアは一般的な分子

動力学計算に必要な様々な機能を備えています (表1)。これ

までMODYLASを使って、ウィルスカプシド[2]、生体膜[3]、

ミセル[4]、メタンハイドレート[5]といった様々な物質を対
象としたMD計算が行われています。古典力場が与えられる

きます。
2.2 ダウンロードおよびコンパイル方法

ホームページの「DOWNLOAD」タグ以下にユーザー情報

を登録したのち送られてくるメールにあるアドレスをクリッ

クするとソースコードをダウンロードできます。プログラム

をコンパイルする際の環境設定はconfigureスクリプトによ

り行い、makeコマンドによってコンパイルします。
> cd MODYLAS_1.0.4/source/

> ./configure --with-kind-fortran-compiler=FC

FC=(K|FX10|INTEL|PGI) のどれか一つの文字列を選ぶ

> make

2.3 ドキュメント

ホームページにドキュメント類（チュートリアル、マニュ

アル、講習会資料）を用意しています。チュートリアルにお

いてプログラムの基本操作を説明しています。マニュアルに

おいてはインプットファイルの書式などの詳細を説明してい

限り原理的には全ての物質をMODYLASで取扱うことができ

ます。講習会資料には過去計算物質科学イニシアチブ

ネルギー計算機能も備えています[6]。京コンピューターだ

しています。プログラムのMPIおよびOpenMP並列化方法の

ます。また当ソフトウェアは熱力学的積分法に基づく自由エ

けでなく、後継機種のFX10、intelないしPGIコンパイラーを
備えた一般的なPCクラスターにおいても動作確認していま

す。

2013年9月のホームページwww. modylas. orgでの公開以

降継続的にアップデートし (最新ver.1.0.4)、現在メニーコア

アーキテクチャへの対応を進めるとともに、固体高分子材料

の物性研究に応用できるようプログラムの機能を増強してい

る最中です。

2.プログラムの仕様
2.1 ライセンス

MODYLASのライセンスはGPLといった一般的なものでは

なく独自ライセンスです。詳細はホームページにあります
が、概要は以下のようになっています：
・ユーザー登録制

・ソースコードおよびバイナリの再配布禁止

・文献[1]の引用義務 J.Chem.TheoryComp.,9,3201(2013)
・ベンチマーク結果の無断公表禁止

・ソースの改善点を開発者へフィードバック

ライセンスに同意した上でソースコードをホームページよ

りダウンロードできます。任意の計算対象についてMODY-

LASを使ったMD計算を実行し研究成果を発表することがで

(CMSI) 主催で行った利用者講習会[6]資料からの抜粋を掲載

詳細については論文[1]およびCMSI配信講義[7]において解説

しており、CMSIホームページからパワーポイント資料の閲
覧およびYouTube上での解説動画の視聴ができます。
表1

MODYLAS (ver.1.0.4) の基本情報
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図1
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2.4 インプット作成方法

MODYLAS用 の イ ン プ ッ ト は 入 力 支 援 ソ フ ト Nano-Igni-

tion[8]により作成します。図1にあるようにNano-Ignition は
PDB形式の分子座標ファイル、ポテンシャル (CHARMM力

場) のトポロジーおよびパラメーターファイル[9]を入力とし

て MODYLAS用 の イ ン プ ッ ト フ ァ イ ル 一 式 （ aaa.mddef、
aaa.mdff, aaa.mdxyz） を出力します。ここでaaaをセッショ

ン名と呼びインプットファイル一式で共通にします。Nano-

Ignition上では分子の3D表示, 力場パラメータ割り当て, 距離

拘束条件の指定, 基本セルサイズ設定などを行うことができ
ます。


2.5 実行方法

MODYLASプログラムの動作はコマンドライン (CUI) 上で

制御します。現状グラフィカルユーザーインタフェース
 での制御には対応していません。例えば8
  
(GUI)
MPI × 8



OpenMP並列実行をする際には、以下の一連のコマンドを入

力します。

> export OMP_NUM_THREADS=8

ことができます。もちろん自作のプログラムを使った解析も

これらファイルに対して自由に行うことができます。リスタ

ート用ファイルを次のインプットとすることで任意の時間長

さのMD計算を継続して行います (チュートリアル参照)。
3. プログラムの特徴

3.1 FMM法による静電相互作用計算

水溶液系や生体系のMD計算では、長距離静電相互作用が

現象を再現するにあたり重要な役割を果たすことが知られて

います。長距離相互作用計算は必然的に遠方プロセスの情報

を必要とするためMPI並列効率化を阻む要因を含んでいま

す。現在広く用いられているParticle Mesh Ewald (PME) 法

は3次元高速フーリエ変換を利用しているためその内部でall-

toall型の通信が発生し、プロセス数の増加とともに並列化効
率が顕著に低下します。MODYLASではPME法の代わりに周

期境界条件下での高速多重極展開法[11,12] (FMM) により静
電相互作用を計算しています。FMMでは近傍粒子からのポ

テンシャル場を通常の粒子対計算で評価する一方、遠方粒子

からの寄与は領域ごと計算された多極子のつくる場を局所展

> export PARALLEL=8

開して評価します (図2)。FMMは演算量がO(N)であることに

計算機センターで実行する際はジョブスクリプトを記述し

F
クに適したバケツリレー型の隣接通信により取得することが

> mpiexec –n 8 ./modylas aaa

加え、階層ごとの遠方プロセスの情報をトーラスネットワー

た上でqsubコマンドなどでサブミットします。MODYLAS実

できるため通信負荷がPME法に比べて軽く、FMMの実装に

す。研究のメインとなる座標トラジェクトリーに対する解析

行うことができるようになっています。

行の結果、図1右端にあるようなファイル群が出力されま

はaaa.mdtrj.binないしaaa.dcdファイル (共にバイナリ) を用

いて行います。DCD形式のファイルは生物物理の分野で広く

よりMODYLASは8万プロセス超での高効率なMPI並列計算を

3.2 MPI並列化

用いられているフォーマットであり、計算系全体のPDBファ

イルと組み合わせることで計算結果の動画をVMD[10]など

基本セルを各辺2n回に等分割したうえで、すべての原子を計

[6]。

23n-m個のサブセルブロックをプロセスに均等分配します。数

のソフトウェアを使って変換なしに表示することができます
> vmd aaa.pdb aaa.dcd

またVMDを介して計算系のPSF形式のファイルをあらかじ

め用意しておくことでVMD上において標準的な解析を行う

MPI並列は標準的な空間領域分割法に沿っています。まず

8n個のサブセルへ帰属させます。プロセス数2mに対して、

値積分、拘束条件の適用 (SHAKE/RATTLE) はサブセルブロ

ック単位で実行します。一方LJ相互作用、FMMの粒子対計
算部分、および分子内相互作用計算はサブセルブロックに設
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4. 今後の展開

MODYLAS ver.1.0.4には実行時に以下の制約があり、これ

を将来の更新で順次緩和します。
・基本セル形状：立方体

・プロセス数：2

n

・セル分割数：各辺均等2l

→ 直方体, 斜方形
→ 2n 3m

→ 不均等2l 3k

・サブセル一辺長さ： 0.5*LJ カットオフ半径

使用可能な汎用ポテンシャルモデルはCHARMM (ver.22お

よび36) のみですが、タンパク質、有機分子および高分子の

MD計算でしばしば用いられるAMBER/OPLSAA力場にも順次

対応します。等方的NPTアンサンブルのみが選択可のとこ

ろ、せん断応力を考慮した異方的なNPT アンサンブルにも

対 応 し ま す 。 ま た MODYLAS 用 イ ン プ ッ ト フ ァ イ ル を

VMD[10]を介して作成するためのプラグインを準備してい

図2

FMM[11]の概念図. 点電荷が評価点Pに作る場を近

傍は粒子対で計算し、遠方は展開中心Qにある多極

子がOに作る場を局所展開して評価する。階層は8分

木構造になっており下階層の近傍8個のサブセルの

多極子をまとめて上階層スーパーセルの多極子とす

る。最上階層では多極子についてのEwald法[12]を行
い無限遠からの寄与を取り入れる。

けた袖部に含まれる相手粒子と計算します。袖部に含まれる

座標は各軸方向近接プロセス間との隣接通信により取得しま

す。残るFMMの多極子相互作用計算部分については、まず

サブセル単位で最下層の多極子情報を計算し、階層の上昇ご

と8分木マージに必要な周辺サブセル (ないしスーパーセル)
の多極子情報を配列の袖部にバケツリレー型隣接通信で取得

しています。

3.3 データ構造

京での開発を進めるにつれ普通のデータ構造によるコーデ

ィングではプロセス数増加とともに通信の前後処理,
・演算部で使用している配列から通信用配列への
データコピー(およびその逆)

・コピー時の配列のアドレス計算

・演算に適した形へのデータ並び替え

に費やす時間の比率が無視できないほど大きくなることがわ

かってきました。この点を解消すべくデータ構造の見直しを

おこない、階層的なデータ管理方式の導入（メタデータ構
造）および配列の局所化を徹底的に行いました。結果、前後

処理に要する時間をほぼゼロに削減し、かつ受信時にデータ

が連続な並びとなるような隣接通信コードになっています
[1,7]。メモリ上での座標および多極子データの連続性によ

り、ホットスポットでの演算時のキャッシュミスはほとんど

なくなり (L1で数%、L2でほぼ0%) 高い演算性能を実現して
います。

ます。並列化については現在メニーコアアーキテクチャ対応

のための並列性能最適化をJHPCN課題[13]を通しておこなっ
ており、成果を順次公開版のコードに取り入れていきます。
謝
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MODYLAS 開発は名古屋大学岡崎進教授のもと、山田篤志

助教(当時)、藤本和士博士(現助教)および同工学研究科附属
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岩橋建輔博士・水谷文保氏、理研AICSアプリケーション開

発チームの南一生氏、および富士通との協同でおこないまし

た。本開発は文部科学省「最先端・高性能汎用スーパーコン

ピューターの開発利用プロジェクト : 次世代ナノ統合シミュ

レーションソフトウェアの研究開発」、一部は「革新的ハイ

パフォーマンス・コンピューティング・インフラの構築 : 戦
略分野2 新物質・エネルギー創成」によるものです。
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オープンソース構造解析システム
FrontISTR（フロントアイスター）
奥田 洋司
東京大学大学院新領域創成科学研究科（人間環境学専攻）
なぜ構造解析の並列プログラムを開発しているか？

近年の計算機はハードウェアの並列化によって高速化と大

容量化を実現しています。パソコンに搭載されたCPUでは、
演算を複数のコアによって同時実行し、データはキャッシュ

など階層的に配置されたメモリによって効率的に処理されま

す。PCクラスタは、こうしたCPUをさらに10～100個程

度、ネットワークで結合して並列に実行させます。より高速

なメモリやネットワークを用いてCPUを数千個かそれ以上結
合し、計算の規模と速度をスケールアップしたものがスパコ

ンです。こうした潮流は今後も続くと思われます。商用の構

造解析コードの多くは単一CPUの時代に開発されました。計
算機の本来の性能を発揮し、構造解析の能力を高度化してゆ

くためには、演算とデータ転送の並列化、階層化、通信の隠

ぺいなどを考慮したソフトウェア設計の見直しが必要とされ

ています。

図１

プリント配線基板の熱反りシミュレーション

25億節点（最小メッシュサイズ7.5μm）モデル、線形解析の
計算時間は、京の65,536コアを用いて13.7(h)

FrontISTRの概要

FrontISTRは、京などの超並列スパコン、PCクラスタから

構造解析システムとしてのアピールポイントは、シンプル

構造解析システムです。これまで、文部科学省次世代IT基盤

豊富な非線形解析機能（プリ・ポストを含む）を有する実用

ンソフトウェアの研究開発」プロジェクト（平成20年～25

ーションの例を示します。微細な配線パターンと非線形材料

する革新的設計・製造プロセスの開発」プロジェクト（平成

れた際の基板反りに起因する半田未着やショートなどの実装

パソコンまで、さまざまな環境で稼働するオープンソースの

構築のための研究開発「イノベーション基盤シミュレーショ

年）や、ポスト「京」重点課題「近未来型ものづくりを先導

26年～）のサポートを受けています。
表１

FrontISTRの先進性と実用性

な手続きで優れた並列計算性能を発揮できること、および、

性です（表１）。図1にプリント配線基板の熱反りシミュレ

特性を考慮した高精細な予測により、リフロー工程で加熱さ

不良を防ぐことが解析の目的です。リファイナ利用によるモ

デルの詳細化によって解の収束傾向が明らかとなる、などの

成果が得られています。

商用コードとの差異について

構造解析機能の豊富さという面において、FrontISTRが長

年バージョンアップを重ねてきている商用の構造解析コード

を一気に凌ぐのは困難と言えます。しかしながら、Fron-

tISTRのソフト設計においては、サポートする構造解析機能

（表１）をすべて並列FEM計算のための共通基盤ライブラリ

HEC-MW上に実装しています。今後、利用と改良が進むに
つれて、並列性能が担保されつつ、機能と信頼性がさらに向

上することが期待されます。もちろん、商用コードの並列計

算機への対応も進められています。比較した位置づけを図２

に示します。やがては両者の解析性能は同様のものに収斂す

るのかも知れません。こうした意味で、現段階では商用コー

ドとは相補的な関係にあります。もう一点、商用コードとの

大きな差はFrontISTRがオープンソースであることです。無

償であることのメリットは言うまでもありませんが、定式化
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とプログラムが理解できれば、個別のニーズに応じたカスタ

マイズ化が可能となり、ひいては利用者（コード開発者）の

競争力強化につながります。短期的視野でブラックボックス

的な利用のみが続けば、構造解析コードに関わる技術の空洞

化を招きかねません。さらに、信頼性を保証する方法として

ソース公開に勝るものはないとも言えます。
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なお、FrontISTR研究会は、東京大学生産技術研究所革新

的シミュレーション研究センターより以下の業務を受託して

います。

(1)非営利使用ユーザーに対するフリーソフトウェア公開
業務

(2)営利目的での使用（ソフトウェアの販売、ソフトウェ

アを利用した解析サービス、その他、ソフトウェアを利

用した一切の営利目的使用）を希望してきた企業との契

約検討、選定及び締結業務

(3)企業に対する再許諾契約の締結

(4)FrontISTR研究会のホームページへのソフトウェア公開
情報等の掲載

(5)本受託業務遂行に係わる事務

上記契約のもと、FrontISTR研究会はソフトウェアをMIT

ライセンスで配布しています。MITライセンスとは以下
のようなものです。

・このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。
図２

商用構造解析コードとオープンソースコードの発展

産業応用

開発に携わってきた大学・ソフトウェアベンダとユーザー

企業が、テーマに応じて共同研究等を実施、もしくは、ソフ

トウェアベンダがユーザーに対する解析支援・カスタマイズ

化サービス事業等が進められています。用いられている計算

機は、パソコンやPCクラスタ、大学・研究所・企業のスパ

コンなど様々で、京や地球シミュレータの支援を受けている

場合もあります。独自利用のユーザー研究者、ユーザー企業

も多くあります。これら研究開発の成果は、可能な範囲でオ

ープンソース版、いわゆる「公開版FrontISTR」の機能拡充

や精度・性能向上につながっています。
機能改良・サポート体制

FrontISTRシステム（プリ・ポストを含む）の利用促進、

産業応用、ソフトウェア資産や解析データの維持管理、機能

改良、等を目的に、FrontISTR研究会が運営されています。

1～2ヶ月に1回の頻度で、下記のような種類のテーマを織り
交ぜ開催されています。大学・企業・研究機関の間で情報交

換を行える場として機能することも目指しています。現時点

では研究会への参加は無償で（登録は必要）、資料や計算デ

ータ、2014年度の年間開催予定、はすべてWEB上に掲載さ
れています。

FrontISTR研 究 会 http://www.multi.k.u-tokyo.ac.jp/Fron-

tISTR

＜研究会でのテーマ設定＞

（A）機能・例題・定式化・プログラム解説編

（B）実践編（PCやPCクラスタを用いたハンズオン）
（C）ユーザー事例紹介編
（D）最新版の配布

上記(A)が、オープンソースならではのテーマ設定です。

ただし、著作権表示および本許諾表示をソフトウェアの

すべての複製または重要な部分に記載しなければならな

い。

・作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責
任を負わない。

各種支援ツールの紹介
プリ・ポストシステム

REVOCAP_PrePost

FrontISTRに直接対応したフリーのプリ・ポストシステム

です。IGESデータやSTLデータを読み込み、メッシュ生成や
パーツのアセンブル、境界条件設定を行い、FrontISTR用の

入力データを生成します。可視化パラメータの指定により

AVSやFEMAP用のファイルを出力することもできます。
オールインワンCAEシステム

DEXCS-RDstr

SALOME（フリーのプリ・ポスト）によるメッシュ作成、

支援ツールEasyISTRによるデータ変換・解析条件設定、

FrontISTRによる構造解析、ParaViewによる結果の可視化を
オールインワンに行えるシステムです。
OpenCAE Users Wiki

http://opencae.gifu-nct.ac.jp/puki-

クラウドCAEシステム

Cistr

wiki/

本システムを通じて、ユーザーはWEBブラウザのみを用

いて遠隔地からプリプロセッシング、並列FEM解析、ポスト

プロセッシングを行うことができます。プリ・ポストの機能

は基本的にREVOCAP_PrePost の手順を踏襲しています。

これらは、前出のFrontISTR研究会のWEBに入手法を含

め、より詳しい紹介があります。
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部門からのお知らせ

27回計算力学講演会（CMD2014）の開催報告
CMD2014実行委員長
船﨑健一
岩手大学大学院 工学研究科 機械システム工学専攻
2014年11月22日（土）から24日（月）までの3日間、岩

所」、「企業におけるCAE活用」と題する2つが企画されま

算力学講演会が開催されました（写真１，２）。岩手県は、

般セッションが9つの講演室でパラレルセッションとして行

手県盛岡市の岩手大学工学部キャンパスにおいて第27回計
自動車製造及び関連企業等の集積が進んでいるものの、計算

力学を業務に活かす企業が少なく、また、計算力学に部門登

録している会員も少ないことから、私自身開催については多

した。一般講演は、29件のオーガナイズドセッションと一
われたほか、36件のポスターセッションが企画、発表され

ました。

少の不安はありました。しかし、本講演会開催を東日本大震

災・大津波からの復興推進の一環として、また「あまちゃ
ん」やいわて国体や国際リニアコライダーの誘致等で近年注

目されている岩手にたくさんの方々がいらしていただける好

機ととらえ、実行委員一同本講演会開催に向けての準備に邁

進いたしました。

開催時期が11月後半ということで、北国盛岡では肌寒く

感じる時期でもあるため、暖房の準備はしておりましたが、

天候が大変気になる中で参加者の皆様の来盛を心待ちにして

おりました。幸い期間中は天候も大きく崩れることもなく、

発表件数382件、参加登録者数520名という大変盛況な講演
会となりました。これも関係各位のご協力の賜物です。ここ

に、改めて御礼申し上げます。

第1日には、岩手大学・成田晋也教授より「国際リニアコ

ライダーがひらく世界」と題する特別講演が、第2日には、

東北大学・大林茂教授より「Beyond

CFD―最適化技術が

切り拓く新たな世界」と題する特別講演が行われました（写

真３）。いずれの講演も現在話題とされている内容や興味深

い内容であったため、大きな会場にも関わらず、会場が満員

写真２. 受付風景

第2日には特別講演に引き続き、部門表彰式が開催されま

した。2014年度は、大阪大学・梶島岳夫教授、東京大学・

吉村忍教授が功績賞を、早稲田大学・滝沢研二准教授、佐賀

大学・萩原世也教授、Institute of Computing Technology の

Rong Tian教授が業績賞を受賞されました(写真５)。

になるほど大盛況でした（写真４）。講演者の貴重なお話に

聴講者も真剣な眼差しで聞き入り、講演後の質疑応答も活発

に行われ、大変盛り上がる時間となりました。

フ ォ ー ラ ム と し て は 、 「 オ ー プ ン ソ ー ス CAEの 適 材 適

写真３. 特別講演（大林教授）

写真１. 岩手大学工学部正門付近
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写真４. 特別講演会場内

写真７. 岩手の地酒コーナーの様子

写真５.

写真８. ミスさんさの演舞

部門表彰式

た米から作った純米酒「岩手大学」も準備させて頂いたとこ

ろ、参加者の皆様に大変好評でした。また，盛岡市の伝統芸

能である「さんさ踊り」を2014年度ミスさんさに演舞して

頂きました(写真８)。 演舞が始まった途端、会場のほとんど

の方が演舞の所にどっと押し寄せ、写真撮影をしたり、演舞

に見入っているような状況でした。食事と岩手の地酒、また

伝統芸能を存分にご堪能された様子を見て、実行委員一同ほ

っと胸をなで下ろした次第です。

最後に、講演会期間中、図らずも他の学会も開催されてい

たため、盛岡市内の宿泊施設がほぼ満杯となってしまい、予

約が取れなかったり、会場から離れた宿泊施設を利用した方

もいたとお聞きしました。参加者の皆様にご不便な思いをお

写真６.

懇親会会場風景

第2日の夜には、恒例の懇親会が岩手大学内の中央食堂で

開かれました(写真６－８)。 懇親会場には大勢の参加者にお
集まり頂き、大いに盛り上がる懇親会となりました。岩手は

かけしたことをお詫び致します。

以上、簡単ながら第27回計算力学講演会の開催報告をさ

せて頂きました。講演会実行委員、学会事務局、部門関係の

方々、そして多数の参加者の皆様のご協力により、盛況のう

ちに講演会を終えることができました。ここに厚く御礼申し

米、水ともに美味しいと評価される県であり、南部杜氏の里

上げます。

様々な銘柄の岩手自慢の地酒を用意させて頂き、それぞれ味

岡英樹教授、廣瀬宏一教授、西村文仁准教授、谷口英夫助教

としても有名で、県内には多くの酒蔵があります。会場には

比べをして頂きました(写真７)。本学農学部の水田で収穫し

（本文章をまとめるにあたり、岩手大学上野和之教授、柳

のご協力を得ました）。
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第27回計算力学講演会優秀講演表彰

日本機械学会
川島礼二郎
2014年11月22日（土）～24日（火）に岩手大学で開催

された第27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3名を表彰

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祝い申し上げます．
●優秀講演表彰
中田健人（東京工業大学）

フォトンカウンティングX線ＣＴにおけるX線減衰係数及

び人体組織の同時推定

倉前宏行（大阪工業大学）

マルチスケール接触電気抵抗解析に基づく抵抗スポット溶

接シミュレーション

高田尚樹（産業技術総合研究所）

テクスチャ表面上での流体粒子挙動のフェーズフィールド

モデルシミュレーション
●優秀技術講演表彰

池川正人（日立製作所）

連続型インクジェットプリンタのインク粒子飛翔・印字シ

ミュレーション

杉井泰介（日立製作所）

冷媒と潤滑油の相溶性評価への分子動力学法の適用

野本祐春（伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）

非平衡MPFモデルによる多元合金鋼のγ→α変態シミュレ

ーション

●日本機械学会若手優秀講演フェロー賞
樋片亮（岡山大学）

圧電性半導体薄膜における弾性波伝搬・制御の大規模分子

動力学シミュレーション
野上智隆（九州大学）

安定化ISPH法による地表面流と浸透流の統一解法
皆藤彰吾（東京大学）

粒子法における攪拌槽解析のための気泡モデルの開発
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第28回計算力学講演会(CMD2015)開催案内

山田貴博
横浜国立大学大学院 環境情報研究院
前回のニュースレターでもご案内させていただいた通り、

第28回計算力学講演会は、横浜国立大学常盤台キャンパス

２３．次世代CAD/CAM/CAE/CG/CSCW/CAT/C-Control

２４．先進的データ同化手法の異分野への展開

理工学部（神奈川県横浜市保土ケ谷区）で2015年10月10日

２５．混相流・反応性流体の数値流体力学

より、オーガナイズドセッション、フォーラムを例年と同程

［フォーラム］

から12日までの3日間開催されます。部門の皆様のご協力に
度に企画することができました。また、６月末をもって講演

申し込みを締め切らせていただきましたが、３００件以上の

申し込みをいただき、例年通りの規模で講演会を開催できる

見込みです。

今回の企画の一覧は以下の通りです。詳細は講演会の

WEBページ(http://www.jsme.or.jp/conference/cmdconf15/)
をご参照下さい。

［オーガナイズドセッション］

１．電子デバイス・電子材料と計算力学
２．ゴムの計算力学と関連話題

３．逆問題解析とデータ同化の最前線
４．大規模並列・連成解析と関連話題
５．複合連成現象の解析と力学

６．社会・環境・防災シミュレーション
７．計算電磁気学と関連話題
８．計算力学と最適化

９．メッシュフリー／粒子法とその関連技術

１０．企業におけるCAEおよび産学官連携の事例

１１．市販ソフトウェアによる難問題のモデリング・シミ
ュレーション

１２．破壊力学とき裂の解析・き裂進展シミュレーション
１３．数値シミュレーションの原子力への応用
１４．境界要素法の高度化と最新応用

１５．周期構造とシミュレーション技術

１６．流体の数値計算手法と数値シミュレーション

１７．半導体産業を牽引する数値シミュレーション‐結晶
製造からデバイスの最先端技術まで‐

１８．材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシ
ス

１９．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

２０．フェーズフィールド法の新潮流
２１．衝撃・崩壊問題

２２．数値シミュレーションの宇宙開発への応用

１．オープンＣＡＥの企業における活用

２．企業におけるCAE活用

３．ＣＡＥの品質向上
［特別講演］

10月10日（土）

松本 勉（横浜国立大学大学院環境情報研究院）

演題：未定次世代IT社会に求められる暗号技術の機
能・セキュリティ・実装性能

10月11日（日）

野口 和彦（横浜国立大学大学院環境情報研究院）

演題：システムの最適化を目指す最新のリスクマネ
ジメント

［懇親会］

10月11日（日）

場所：第２食堂

今回の特別講演は、計算力学の分野に関係の深い他分野の

専門家をお招きし、参加者の皆様の知見を広げていただく機

会にしていただきたいと考え、企画をさせていただきまし

た。松本勉先生のご専門は情報セキュリティであり、クラウ

ドコンピューティングなど計算力学の分野でも使われる情報

通信におけるセキュリティの基盤技術についてお話をいただ

く予定です。野口和彦先生の御専門はリスクマネージメント

であり、計算力学の成果を種々の意思決定に用いる際にも考

慮が必要となるリスクをどう扱えばよいかを解説していただ

く予定です。

なお、今回の講演会は、諸般の事情によりすべてのプログ

ラムは１０月１２日（月）の午前中をもって終了とする予定

です。お時間のある方々は、講演会終了後、ぜひ横浜中華街

やみなとみらい地区などの横浜観光をお楽しみいただければ

と思います。実行委員会一同は、皆様の参加を心よりお待ち

しております。
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2015年度年次大会の部門企画について

佐々木克彦
北海道大学大学院 工学研究院
2015年9月13日（日）を市民開放行事にあて、9月16日

（水）まで、北海道大学工学部（札幌市北区北13条西8丁

目）において、2015年度年次大会が開催される予定です。

2015年度の大会では、「Be Ambitious! ～機械工学の新たな

場：情報科学研究科棟1階A-13室

会

（1）日本のものづくりにおけるＣＡＥ活用～革新的設計
への適用事例～

平野徹（ダイキン情報システム）

挑戦～」をキャッチフレーズに、健康・医療・バイオ、グロ

（2）新発想を支援するシミュレーション

して実施致します。機械に関わる全ての方々にとって、新た

（3）トポロジー最適化の現状と革新的設計への展開

て頂ければ幸いです。1463件の講演、企業の研究者・技術

（4）自動車業界における革新的設計のためのＣＡＥ活用

ーバリゼーション、減災・災害防止、を3つの主要テーマと
な挑戦の場、情報交換・交流の場となるよう本大会を活用し

者や大学院・学部の学生諸君を対象とした特別企画も数多く

小石正隆（横浜ゴム）

西脇眞二（京大）

とVirtual Engineering 動向

予定されています。詳細は2015年度年次大会 webページを
ご覧ください。

http://www.jsme.or.jp/conference/nenji2015/

計算力学部門では、次の特別行事・オーガナイズドセッシ

ョンを実施予定です。皆様には是非ご参加くださいますよう

お願い申し上げます。
特別行事

【市民フォーラム】

NPO法人CAE懇話会、オープンCAE学会共催

内田孝尚（本田技研）
【フォーラム】

計算力学部門，流体工学部門，熱工学部門，動力エネルギ

ーシステム部門，機械力学・計測制御部門，ロボティクス・

メカトロ部門企画

産学連携への期待
[企画・司会

日

会

菊地厖（数値解析開発）]

時： 9月16日（水）13：00-16:30

場：情報科学研究科棟1階A-13室

オープンCAEと日本のものづくり

（1）大学の教育と産学の連携

日

（2）溶接シミュレーションの実用展開と産学連携の推進

[企画・司会
会

辰岡正樹（アルゴグラフィックス）]

時：9月13日（日） 14:00-16:30
場：

（1）Salome-Meca活用研究会と企業での取り組み
辰岡正樹（アルゴグラフィックス）

（2）オープンＣＡＥを活用した様々な構造解析の可能性
柴田良一（岐阜高専）

（3）オープンソースの代償（FrontISTR（オープンソース
構造解析システム）を例に）
奥田洋司、橋本学（東大）

（4）カスタマイズで広がるオープンソースCAEの可能性
杉本健（ローム）

（5）産業用ゴムベルト構造解析へのオープンソースCAE
適用の試み

徳田明彦（三ツ星ベルト）
【ワークショップ】

計算力学部門、設計工学・システム部門、ＣＡＥ
懇話会企画

企業における革新的設計のためのＣＡＥ活用
[企画・司会

日

時

平野徹（ダイキン情報システム）]

9月14 日（月）9:30-12:00

菊地厖（数値解析開発）

村川英一（大阪大）

（3）イノベーション再考～産学連携でイノベーションを
創出できるか？～

村富洋一（横国大）

（4）オープン・イノベーションが切り拓く新たな事業創
造-国内外の最新動向と大阪ガスグループの取組み-

松本毅（大阪ガス）

（5）マーケット起点による国際産学連携の取組-Market
to Business to Academia の実践-

内田史彦（筑波大）

（6）産学連携への期待：一教員の視点から
中曽根祐司（東京理科大）

【計算力学部門幹事OS】

13:00-14:15 [J011] 低炭素社会を支える超並列シミュレー

ション技術
座長

奥田洋司（東大）

J0110101

噴 流 床 石 炭 ガ ス 化 炉 の large-eddy simula-

tion／○渡邊裕章（九大）、丹野賢二（電中研）、梅津宏
紀、梅本賢、黒瀬良一（京大）
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微粉炭噴流火炎の直接数値シミュレーション

-当 量 比 の 影 響 -／ ○武 藤 昌 也 （ 京 大 ） 、 丹 野 賢 二 （ 電 中
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G0100205

格子力学モデルを用いたカーボンナノチュー

ブの5－7 欠陥対の相互作用に関する検討／○LEI Xiao-Wen

研）、原拓海（京大）、黒瀬良一、小森悟

（大阪大）、河原永也、中谷彰宏

レードの動的挙動評価シミュレーション／ビダハルスジット

解析／○田中悠介（長岡技大）、古口日出男

J0110103

衝撃負荷を受けるジェットエンジンファンブ

（東大）、○椎原良典、吉川暢宏、黒木博史（IHI）、北條

正弘（JAXA）
J0110104

超並列シミュレーションによる自動車用次世

代空力解析／○坪倉誠（神戸大/理研AICS）、大西慶治（理
研AICS）、中島卓司（広大）
J0110105

地盤-建物モデルに対する並列有限要素法の性

能評価／○橋本学（東大）、高橋容之（鹿島建設）、森田直
樹（東大）、奥田洋司

14:30-15:15 [G010-01] 計 算 力 学 部 門 一 般 セ ッ シ ョ ン

（1）熱・流体解析
座長

黒田明慈（北大）

G0100101

攪拌パドルによる質量流のめっきへの影響／

G0100102

双曲型カーネル関数SPH 法による自由表面流

G0100103

着衣サーマルマネキンの伝熱特性予測に関す

G0100206

分子動力学法による多相異方性接合体の応力

上記以外に、以下のジョイントOSが予定されておりま

す。

・[J021]生命体統合シミュレーション

（バイオエンジニアリング部門/計算力学部門/流体工学部
門/材料力学部門/マイクロ・ナノ工学部門）

・[J031]高温材料・機器の信頼性

（材料力学部門/機械材料・材料加工部門/動力エネルギ
ーシステム部門/計算力学部門）

・[J041]工業材料の変形特性・強度およびそのモデル化

（機械材料・材料加工部門/材料力学部門/計算力学部門）
・[J052]流体機械の研究開発におけるEFD/CFD

○Lizhu Tong（計測エンジニア）

（流体工学部門/計算力学部門）

れシミュレーション／○角田和彦（日大）、 日下部智亮

（流体工学部門/熱工学部門/計算力学部門/動力・エネル

る研究／○川中子貴紀（都市大）、永野秀明、郡逸平、 松

・[J061]電子情報機器、電子デバイスの強度・信頼性評価

永和彦（いすゞ）

15:30-17:00 [G010-02] 計 算 力 学 部 門 一 般 セ ッ シ ョ ン

（2）分子動力学、第一原理、応力解析
座長

大橋鉄也（北見工大）

・[J056]燃料電池・二次電池とマイクロ・ナノ現象

ギー部門/材料力学部門/マイクロ・ナノ工学部門）

と熱制御

（熱工学部門/材料力学部門/計算力学部門）
・[J101]複合材料構造の解析と最適化

（機械力学・計測制御部門/計算力学部門）

・[J123]交通機関の安全安心シミュレーション

G0100201

回位双極子を用いたキンク変形理論と応力解

（設計工学・システム部門/計算力学部門）

G0100202

各種材料の引裂き現象に関する粒子モデルに

（設計工学・システム部門/計算力学部門）

G0100203

モルフォトロピック相境界における多結晶

（医工学テクノロジー推進会議、機械力学･計測制御部

析／○中谷彰宏（大阪大）、LEI Xiao-Wen

よる数値解析的研究／○柴田良一（岐阜高専）

PZT のマルチスケール解析／○岡達也（阪工大）、上辻靖

智、倉前宏行、槌谷和義（東海大）
G0100204

第一原理計算による新規無鉛圧電材料の状態

図に関する研究／○甲斐智也（阪工大）、上辻靖智、槌谷和
義（東海大）

・[J124]解析・設計の高度化・最適化

・[J241]医工学テクノロジーによる医療福祉機器開発
門、流体工学部門、計算力学部門ほか）

お問合せ先

佐々木 克彦 （北海道大学大学院 工学研究院）

TEL 011-706-6376、katsu@eng.hokudai.ac.jp
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