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部門所属委員会の活動要約

逆問題解析手法研究会

井上裕嗣
東京工業大学 大学院理工学研究科 機械制御システム専攻
A-TS01-09「逆問題解析手法研究会」については、このニ

あらためて述べるまでもないが、NCTAMは国際組織のIn-

ュースレターのNo.52において、日本における逆問題解析研

ternational Union of Theoretical and Applied Mechanics

今回のニュースレターでは、その後の約2年間にわたる活動

会の一つである。しかしながら、残念なことに、近年は各共

究の発展の経緯も含めて比較的詳細にご紹介した。そこで、
と今後の展望について簡単にご説明することとしたい。

この研究会は、現在、幹事の松本敏郎（名古屋大学）、阪

上隆英（神戸大学）、天谷賢治（東京工業大学）の3氏を初
めとする総勢23名の委員で構成されており、基本的に年1回

の計算力学講演会においてOSを企画している。単独での研

究会は、2012年3月に前主査の久保司郎先生の紫綬褒章受章
および大阪大学ご定年の機会に開催したのが最後である。こ

れは、ニュースレターNo. 52にも記した通り、逆問題解析手

法の発展に伴って理工学の幅広い分野で応用研究が行われ、
多くの国際会議や講演会の様々なセッションで関連の研究発

表が行われるようになったため、逆問題解析という枠組みで

それほど頻繁に研究情報交換を行う必要性がなくなったこと
が主因である。そうであれば、研究会も最早継続する必要は

（IUTAM）の活動と連携した日本では最も伝統のある講演

催学会ごとにOSが企画されることが多く、折角の学会横断
的な講演会という意義が薄れている傾向があるように感じて

いた。実際、2013年3月に開催された第62回NCTAMにおい
ては、逆問題解析に関連のあるOSが3件企画されていたもの
の、それら相互の連携はなかった。そこで、この研究会から
日本数学会、土木学会、地盤工学会、日本計算数理工学会な

どを中心に活発に活動している諸氏に呼びかけたところ、幸

いにも多数の賛同を得て先述のOSを企画した。その結果、7
セッションで26件もの講演があり、単に理工学の様々な分

野における研究動向を知ることができただけでなく、我が国

の応用逆問題解析を俯瞰する機会として是非継続的にOSを
企画するべきであるという意見を得た。

このような活動が可能となったのは、この研究会の前身の

なく、計算力学部門の中でも最も古い研究会でもあることか

研究分科会・研究会の主査を務められた田中正隆先生と久保

れるかもしれないが、決してそうではない。

年に最初の研究分科会が設立されて以来、日本機械学会の研

ら活動がマンネリ化しているのではないかという印象を持た
逆問題解析については、現在でも引続き様々な手法が提

案・開発されており、特に実際の工学問題への適用は益々幅
広く展開されている。しかし、細分化された個別の研究分野
の中での情報交換だけでは、新たな手法の着想や応用に限界
が生じる可能性がある。そのため、さほど頻繁ではなくと

も、機械工学に限らず理工学の幅広い分野を通じた情報交換

を行うことは重要である。このような観点から、2014年9月
に開催された日本学術会議の第63回理論応用力学講演会
（NCTAM）において、この研究会が「逆問題解析とデータ

同化の新展開」というOSの企画に積極的に関与したことは
有意義であった。

司郎先生のご尽力に負うところが大きい。すなわち、1986

究分科会・研究会であるにもかかわらず、機械工学の枠にと
らわれることなく理工学の幅広い分野の研究者の参画を積極

的に勧誘してきたことが、この活動に繋がっている。近年、
研究分野の細分化が過度に進んだ結果、異なる分野間の連携

の必要性が求められているが、実際には多数の国際会議や講
演会の対応に追われて容易ではないのが現実である。この研

究会では、今後も逆問題解析というキーワードを核にして、
機械工学のみならず幅広い研究分野の情報交換を実現し，引
いては機械工学における研究を発展させることを目標として

活動を続けたいと考えている。このような学会横断的な活動
に興味をお持ちの方々には、是非参加をお願いしたい。
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マルチスケール計算固体力学研究会の活動

志澤 一之
慶應義塾大学 理工学部機械工学科(総合デザイン工学専攻)
1．はじめに

掲題とほぼ同様のタイトルで｢マルチスケール計算固体力学

（A-TS01-15）研究会｣（以降、当研究会と略記）の活動に関す

る記事がニュースレターNo.52に掲載されてから久しくないた
め、主にそのダイジェスト版として本稿を位置づけたい。

日本機械学会計算力学部門の中に当研究会が発足してから

2016年9月で早16年が経過する。現在の研究会は2001年の発
足から継続を重ねた第5世代に当るものである。当研究会はその

名称のとおり、材料の微視的スケールから巨視的スケールにわ
たる多重階層構造における変形挙動を有機的に橋渡し、連成さ
せるための数理モデルの構築ならびにそれを用いた数値シミュ
レーション手法の開発を目的としている。現在は、主査：志澤

力学講演会におけるOS、日本機械学会関東支部総会講演会にお

けるOS、日本学術振興会｢加工プロセスによる材料新機能発現｣
176委員会との連携による研究会、日本塑性加工学会講演会に

おけるテーマセッション、国際会議 KSME-JSME Joint Symposium on CM & CAEにおけるOS、国際会議 International Symposium on Plasticity and Its Current Applicationsでのミニシンポジ
ウム、国際会議 Asia-Pacific Congress on Computational Mechan-

icsで の OS、 国 際 会 議 Asia-Pacific Symposium on Engineering
Plasticity and Its ApplicationでのOSなどである。
3．大型プロジェクトへの参加

さて、本章では当研究会における最近の活動状況について触

一之(慶應大学)、幹事：下川智嗣教授(金沢大学)、委員68名で構

れておくことにする。近年は地球環境に親和する軽量、高強

ろうと思われる。本稿では、当研究会の発足から現在に至る歩

の課題となっており、当研究会メンバが中心的役割を果たした

させていただく。

下の3つが挙げられる。第1に文部科学省科学研究費｢新学術領

成されており、部門設置の研究会としては規模が大きい方であ
み、ならびにこれまでの活動と現状について、その概要を紹介

2．発足と15年の歩み

当研究会は、計算力学部門所属の2つの組織：「材料強度のマ

ルチスケールアナリシス(P-SC322)分科会｣[主査: 北村隆行教授

(京都大学)、期間1999年9月～2001年8月]および｢計算固体力学

技術委員会｣[委員長: 渋谷陽二教授(大阪大学)、期間1999年4月
～2002年3月]に共通するマルチスケールの視点に立った固体力

学や材料科学のさらなる展開のために、2001年9月に発足し
た。その後、3年間を1世代として現在の第5世代まで発展的に

継続してきている。それらの主査を担った会員は、第1世代：渋

度、高延性という特性を兼ね備えた新材料の開発が国家レベル

り、当メンバの多くが参加している大型研究プロジェクトに以
域研究｣として実施された｢バルクナノメタル｣(2010～2014年
度)、第2に｢シンクロ型LPSO構造の材料科学｣(2011～2015年

度)、第3に内閣府「SIP戦略的イノベーション創造プログラム｣
(2015～2019年度)の一つのプログラムである｢革新的構造材料｣

などである。これらは、いずれも上述のような画期的な次世代
構造材料の創製と応用を目指すプロジェクトであり、｢バルクナ

ノメタル｣では超微細粒金属を、｢シンクロ型LPSO構造の材料科
学｣ではMg基長周期積層構造を、また｢革新的構造材料｣ではセ
ラミックス、Ti、CFRP (CFRTP)などを対象としている。

当研究会メンバは、この15年で構築あるいは蓄積してきたマ

谷陽二教授(大阪大学)、第2～3世代：大橋鉄也教授(北見工業大

ルチスケールモデリングとマルチスケールアナリシスの知見や

次に、当委員会の活動概要について紹介しておく。大別する

field法に基づく組織形成モデルあるいは分子動力学モデルなど

学)、第4～5世代：志澤一之(慶應大学)である。

と年度内で定例的に実施しているものと、年度によって変則的

に実施するものに分けられる。前者としては、年に平均数回の
研究会を開催し、毎回数名の講師を招いて1名1時間程度で話題

提供してもらい、それに対して活発な討論を行っている。主な
テーマとしては、転位挙動に基づく結晶塑性モデル(FEMなど)、

組織-形態形成(Phase-field法など)、転位の離散的扱い(MD法、

DDD法など)、ポリマの分子鎖モデル(FEM、MD法など)に関係す

技術、すなわち転位挙動に立脚した結晶塑性モデル、Phaseを駆使して、マルチスケール計算固体力学あるいは計算材料科

学の立場から各プロジェクトに対して大いに寄与してきてい

る。今後も継続的に類似の大型プロジェクトへの参画と貢献を
果たすであろうことが期待できる。
4．おわりに

本稿では、マルチスケール計算固体力学研究会の15年にわた

るものを取り上げ、順不同のローテーション形式で各回に割り

る歩みと活動内容を振り返るとともに、最近の社会貢献につい

(OS)やワークショップ(WS)を日本材料学会塑性工学部門委員会

およびその数値シミュレーション技術はかなり成熟してきてい

当てている。また、以下のようなオーガナイズドセッション
と連携して、ほぼ毎年企画・開催している。すなわち、日本材
料学会講演会におけるOS2件、日本機械学会計算力学講演会に

おけるOS3件、同学会M&M材料力学カンファレンスにおける

OS1件、同学会年次大会のワークショップ1件である。一方、変
則的に企画・実施しているものもあり、日本学術会議理論応用

て紹介した。15年前と比較すれば、マルチスケールモデリング

ると言えるものの、固体の複雑な微視的階層構造を原子スケー
ルからマクロスケールまで無理なく繋ぐには至っておらず、な
おも発展途上にある。当研究会は今後もマルチスケール計算固

体力学の発展に貢献できるよう、さらなる活動を行っていく所
存である。
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電磁流体解析関連技術研究会

金山 寛
日本女子大学 理学部数物科学科（理学研究科数理・物性構造科学専攻）
2002年度に発足した電磁流体解析関連技術研究会は大ま

かに分けてこれまで3期間にまたがって活動をしてきた。
2005年度までの活動が第1期の活動であり、本研究会で何を

目指すか手探り状態の時期であった。第2期の活動は2006年
度から始まり、九州大学での水素利用技術の展開に呼応した

時期である。第3期は研究代表者が九州大学定年となり、本

E-11-3 平均曲率による加速度運動のアルゴリズムについ
て

○ギンダー エリオット（北海道大）

E-11-4 FM型エネルギーに基づくフェーズフィールドモデ
ルによる3次元き裂進展

○高石武史（広島国際学院大）

研究会の幹事をしている九州大学マスフォアインダストリ研

E-11-5 確率分岐について

2013年度からの活動である。

E-11-6 流体と弾性体から成る連成問題の逆解析

究所の田上大助氏を中心に現在に至るまで展開されている
3期に分かれた活動であるが、活動の形態はほぼ共通であ

る。毎年5月の中旬ごろに開催される「電磁力関連のダイナ
ミクス」シンポジウム（通常SEADと呼ばれる）で「電磁界

○石川昌明（山口大）

○遠藤龍司（職業能力開発総合大）、池田義人、登坂宣
好（東京電機大）

解析」のセッションを開催している。このシンポジウムは日

OS10-2 計算手法の数理解析と現実問題への適用（2）

持ち回り方式をとっており、2016年度は日本機械学会の担

E-12-1 人工透析に用いられる人工血管内血流解析とその

本機械学会、電気学会（産業応用部門）、日本AEM学会の
当で5月18日から20日までの3日間慶応義塾大学日吉キャン

パス協生館で開催される。今回の講演プログラム等は以下の
Webページで見ることができる。

http://www.dynamics.mech.keio.ac.jp/sead28/

SEADの活動が終了すると、日本計算工学会（JSCES）の計

【司会：高石武史（広島国際学院大）】
形状最適化のための考察

○中澤嵩（東北大）、鵜川豊世武（岡山大）

E-12-2 静磁場問題の領域分割解析における前処理方法の
検討

○金山寛（名古屋大）、荻野正雄、杉本振一郎（諏訪理
大）

算工学講演会が開催され、「電磁熱流体の数値解析と関連話

E-12-3 3層フレームモデルの逆解析における可変的パラメ

適用」（座長田上大助）を行ってきたが、第3期からは後者

○池田義人（職業能力開発総合大）、遠藤龍司、登坂宣

題」（座長金山寛）や「計算手法の数理解析と現実問題への
に一本化された。

2014年度の第19回計算工学会は6月11日から13日に広島

国際会議場で開催された。「計算手法の数理解析と現実問題

への適用」では、産業界で見られるような現実問題に対する
数値シミュレーションにおいて、新たな数理モデルの構築、
開発した計算手法の数理的誤差評価や現実問題への適用、な

どを中心とした話題を元に、その信頼性向上について議論を

行っている。 このOS（Organized Session）の第19回の講演

プログラムを表1に示す。

OS10-1 計算手法の数理解析と現実問題への適用（1）
【司会：田上大助（九州大）】

E-11-1 樟脳円盤の集団運動に対する計算機援用解析

トリックフィルタの特性
好（東京電機大）

E-12-4 ６節点三角形要素を用いた重合メッシュ法におけ
る連成項の数値積分法
○山東篤（徳山高専）

E-12-5 粒子法における高次近似ラプラス作用素と非定常
熱方程式への応用

○井元佑介（九州大）、田上大助

E-12-6 連 結 グ ラ フ 上 で の 放 物 型 方 程 式 に 対 す る 適 合
Petrov-Galerkin有限要素スキームの誤差解析

○吉岡秀和（京都大、日本学術振興会）、宇波耕一（京
都大）、藤原正幸

春先に「電磁力関連のダイナミクス」シンポジウム(SEAD)

○長山雅晴（北海道大）、若井健（金沢大）、小林康明

と日本計算工学講演会（JSCES関連）を行い、秋に年度の締

E-11-2 接触角ダイナミックスの数値計算によるシミュレ

力学講演会に参加してきた。第2期のころは九州大学での水

○ヌル ソフィアナ（金沢大）、モハンマド ルダイナ、

が、広い会場に発表者しかいない状態が続き、講演者の方に

（北海道大）、西慧、井倉弓彦、中田聡（広島大）
ーションについて

シュワドレンカ カレル

めくくりとして日本機械学会計算力学部門（CMD）の計算

素利用技術の展開に呼応したフォーラムを続けたのである

さびしい思いをさせた。その反省の上にたって、第3期から
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は田上大助氏を代表者にして、「計算電磁気学と関連話題」

OS07-2 計算電磁気学と関連話題(2)

集めているように思える。2016年度は9月22日―24日の3

018 RPIM を用いたメッシュレス強形式電磁場解析方法の

のOSを開催するようになった。このOSはそれなりの聴衆を
日間名古屋大学東山キャンパスで開催されるが、横浜国立大

学で開催されたCMD2015の「計算電磁気学と関連話題」の
プログラムを表2に示す。

OS07-1 計算電磁気学と関連話題(1)
座長：田上大助（九大）

224 静磁場領域分割インターフェイス問題の前処理付き共
役勾配法

○金山寛（日女大）、荻野正雄（名大）、杉本振一郎
（諏訪理大）、鄭宏杰（日女大）、淀薫（インサイト）

143 電磁場解析向け並列有限要素法ソルバの高度化・高速
化の取り組み

○杉本振一郎（諏訪理大）

240 領域分割法に基づく高性能並列電磁界解析手法
○武居周（宮崎大）

座長：武居周（宮崎大）
検討

○田中義和（広島大）、八川晃一、小山浩明

233 プラズマ存在下における誘導電場の時間調和解析

○宮下大（SHI）、杉本振一郎（諏訪理大）,金山寛（日
女大）

162 誘導加熱装置の電磁界-熱伝導連成解析
○下谷俊人（北大）、五十嵐一

165 エネルギーハーベスタ用レクテナのトポロジー最適化
○森拓也（北大）、五十嵐一

これまでの活動を振り返ってみただけであるが、15年ぐ

らいの活動記録にはそれなりの重みがある。今後も細々とで
はあっても末永く活動が続いてくれることを願っている。
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癒し工学研究会の活動 ー科学した癒しを心にとどけるー

北岡哲子
日本文理大学工学部 特任教授
本研究会は2009年度に発足、その年に第１回研究会を開

茶室によくみられる「ししおどし」には、水が流れる音、支

催したのを皮切りにこれまでに数回開催してきている。発足

持台の石を打つ竹の音や響きの間隔、一定のタイミングで上

解明するために、物理的な構造の解析に従事していたが、そ

つの癒し刺激が含まれていると考えられる4)。これらの癒し

時、筆者は東工大機械物理工学専攻で「癒し」という存在を
のきっかけは社会に広がる荒んだ心による悲惨な事件を一つ
でも防げないかという思いからであった。

昨今のストレス社会の中で虚しさや孤独を抱えている人は

どこにでもいる。その空洞化している心の状態を放置してお

下する竹の動きなど、癒し工学的にみると、聴覚と視覚の２
は工学的に分析すれば、数値としてあらわすことができ、同
じ効果をもつ刺激を生成できる。

しかしながら、工学的分析だけでは表現できない要素も存

在する。ししおどしの竹の動く様子が擬人化され、人が頷く

くと、いじめ、キレる、反社会的行為や自殺などの問題行動

ように見え、まるで自分が受容されているかのうように感じ

学、医学などを用いて分析生成し、癒されることが必要な

要な情報になる。またししおどしを取り巻く周囲の環境自体

として社会に表出する恐れがある。「癒し」を工学や心理

人々に提供することが可能になれば、より安全安心な社会を
構築できるだろう。そこで、「癒し」を社会のために有効に

活用する「癒し工学」を提唱し、その実現のために癒し工学

られ、うなずく角度や水の透明度、量も癒し刺激生成時の重
が、記憶の中の懐かしい原風景とむすびつき、ふるさとを彷
彿し、癒しとなるかもしれない。

まず、心理学と工学（心理的実験と工学的解析）との両方

研究を進めてきた。

を用いた癒し工学の基本形を紹介する。美しい顔をみて癒さ

まで取り扱う。そのため様々な分野の研究との融合、連携が

の思いが表情や言葉などの表出行動として第３者が観察可能

「癒し工学」研究では、心の問題から癒しの工学的な問題

欠かせない。本研究会では、心理学、医学、社会学、教育

学、計算力学、感性工学、福祉工学、哲学、芸術、宗教人類
学、脳科学など多彩な分野の専門家に参加していただいてい

る。異分野の研究者との議論から癒しの工学実現のためのスト

ラテジーや研究方法について有意義な結果が得られてきた。

機械学会講演会では、オーガナイズドセッションを設けて

れた人は、その顔の情報が脳に入力され癒されたと感じ、そ
な身体の外に出る。癒しであるその美しい顔（因子）の物理

量と癒された人の癒され度合（言葉での表現や表情の変化な
ど）との関係を解明してきた3,4)。

現在はこの基本形に医学や脳科学を融合させ、いろいろな

方向に展開している。たとえば、癒される表情と癒され度合

の分析結果をもとに北岡式表情分析評価法：C-Face

を考

5, 6)

「癒し工学」研究の進捗や成果について率直な議論を行って

案した。臨床医は、患者の表情から疾病の存在を経験的、主

得られた研究の方向性をベースに進められてきた癒し工学の

る限りみあたらない。C-Faceは注目すべき顔の特徴を求め

きた。ここでは、研究会や異分野研究者ネットワークなどで
最近について紹介する 。
1)

「癒し工学」において「癒し」は、「心の虚しさを独力で

観的に感じとることが多いが、客観的な表情評価法は渉猟す
て、その変化から疾病の有無や重症度を客観的に予測する可

能性をもつスケールである7)。つまり表情を数値化した定量

元に戻すことが不可能な人の心を、より好ましい状態に戻す

的な表情評価方法である。これは、認知症、鬱、パーキンソ

スであると定義している 。その刺激はもともと「人」であ

れを進化させ、加齢や疾病、感情の落ち込みが原因の事故や

象、社会学心理学医学知見を加え、癒しの三要素として、

有無と症状のレベルをスクリーニングできるシステム開発に

ことのできる刺激」である。「癒される」とは、そのプロセ
2)

り、人は人によって癒されるのである。さまざまな社会的現

「受容される」「共に在る」「自分を取り戻す」があるとし

た 3)。人は、人でなくても、無機的存在にでも「癒されう

る」。物であっても、擬人化できるなら、「共にある」「受

ン、頭痛などの疾病に実際に適用されている8)。今、更にそ

事件低減のため、顔画像から自動的に心身の疾病の可能性の
も着手している。

またドライバーの表情と交通事故やヒヤリハット度との関

係を解析し、交通事故死傷者の低減をめざしたり9)、脳科学

容される」という感覚がもてるだろうし、擬人化が難しい芸

を用いたアプローチでは、癒しとして、視覚（絵画・文

きる作品ならば、「共にある」を心に取り戻せ、孤独から解

用し、ｆＭＲＩ10)や脳波計測11,12)により脳のどの部分が癒さ

術や音楽でも、仮想他者として心に誰かを思い描くことがで

放され、まさに癒しとなりえるだろう。

「癒し」は、満たされない心を少しでもよい状態に導く刺

激であるから、視覚刺激、聴覚刺激、接触刺激等、またはそ

れらを複合した刺激である。たとえば、伝統的な日本庭園や

字）、聴覚（音・音楽）、触覚（様々なボール）刺激等を採
れるプロセスに関与しているかの解明も進めている。

これらの研究結果により得られた癒しとなる刺激因子と、

知能検査や心理学の知見を組み込んだ癒しキット13)も考案さ
れている。これは、ゲーム感覚で行う癒される検査キットを
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めざしており、健常者は勿論のこと、認知症やうつ病患者へ
の感情によい効果があることも検証されている。

今後、より多くの分野において貢献できるよう、本研究会

の活動を通し「癒し工学」を究めていきたい。

参考文献
1) 北岡哲子：癒し工学―起源から最新知見―、精密工学会誌
82 巻1 号 pp36-42 (2016)
2) T.Kitaoka et al.:Definition,Detection and Generation of
Iyashi Expression, Journal of Computational Science and
Technology, 2, 4(2008) 413.
3) 北岡哲子：癒し工学実現のための癒しの工学的解析に関す
る研究、東京工業大学博士論文(2008)
4) 北岡哲子：「癒し」は科学で手に入る、幻冬舎ルネッサン
ス新書（2014）
5) 北岡哲子他：臨床的顔表情評価法C-Face(Clinical Facial
Expression Scale)の認知症患における検証、日本早期認知
症学会誌、6, 1(2013)84.
6) 北岡哲子他：C-Faceによる早期認知症患の表情特徴抽出―
EACS併 用 の 有 用 性 ―、 日 本 早 期 認 知 症 学 会 誌 、 6,
2(2013)15.
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7) 北岡哲子他：認知症患者の表情に現れる特徴の抽出法に関
する研究、日本早期認知症学会誌, 6, 1(2013)71.
8) 北岡哲子他：癒しの表情刺激を用いた認知症患の評価(修正
されたC-Faceによる方法)、日本早期認知症学会誌、7、
1(2014)88.
9) 北岡哲子：フォーサイト0を目指してードライバの表情と心
からのアプローチー,自動車技術会誌、67,12（2013）67.
10) 北岡哲子他：fMRIを用いた触覚刺戟による癒しに関する研
究、日本機械学会2105年度年次大会 感性・癒し工学セッ
ション15, 1(2015)DVD論文集
11) 北岡哲子他：脳波パラメタによる「癒し」客観指標の構
築、日本機械学会シンポジウム：スポーツ・アンド・ヒュー
マン・ダイナミクス2012, 12,39 (2012.)講演論文集407.
12) 北岡哲子他：認知症患の脳波計測による感情抽出、MSEと
の 相 関 に 関 す る 研 究 、 日 本 早 期 認 知 症 学 会 誌 、 6、
1(2013)78.
13) 北岡癒しキット：ゲーム感覚でトレーニングしながら癒さ
れる絵カード http://www.nbu.ac.jp/で公開
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設計情報学研究会第2回活動報告
大林 茂（東北大学 流体科学研究所 所長・教授）（写真左）
松崎亮介（東京理科大学 理工学部 機械工学科 講師）
千葉一永（電気通信大学大学院 情報理工学研究科 知能機械工学専攻 准教授
設計情報学研究会

(Technical Section on Design Informatics; DI)
目 的 ： 「 複 合 領 域 に お け る 設 計 探 査 研 究 会 」 の 5年 間

（2006年10月-2011年9月）の継続的な議論により、計算力
学による設計支援は、力学的な評価から設計空間の把握・設

計情報の探索に重心を移してきていることが明らかとなり、

計算力学の支援により設計に関する情報・知識を扱う新しい

学問分野「設計情報学」を構想するに至りました。設計探査
は、設計空間を把握するための中核技術ですが、設計情報学

では認知科学など情報学のあらゆる分野を取り込み、設計者

の発想を支援する計算技術・方法論の研究開発・体系化を行
い、未来社会へ向けた価値の創造を行えるような設計プロセ

スの刷新を目指すものです。単にアカデミックなトピックに
終始せず、設計の現場との交流を積極的に推進するために、
本研究会を設置しました。

[1]で報告して以降、2014年4月から現在までの本研究会

Fig. 1 仙台で開催されたDI Lecture Series 6。御講演者を囲んだ、
参加者（の極一部）の集合写真。

10.

2015/2/14-15, DI Lecture Series 7.

軽井沢すずかる荘、軽井沢

本回は、航空機設計に関する最新の研究動向を、空力・構

の活動内容を時系列にまとめます。通し番号は、[1]からの

造各分野から御講演頂くことになりました。近年注目される

演・議論を合わせてお一人1時間程度を見込んで計画してお

が、実問題設計に重要な役割を果たし、本分野の将来への可

続きで、本研究会の活動開始からの開催数です。なお、講

UQ (Uncertainty Quantification)やデータ同化といった手法

りますが、活発な議論の御蔭で、毎回時間を超過していたた

能性が確認できる回になりました。

め、第9回および第10回は、4名の御講演から3名の御講演に

実験的に変更してみました。蓋を開けてみれば、3名の御講
演でも時間を超過した活発な議論ができ、いずれも充実した
研究会になりました（註：以下に記載する各講師の御所属は
開催当時のものです）。
9.

2014/10/31-11/1, DI Lecture Series 6.

東北大学流体科学研究所、仙台

本回より、情報可視化に関する御講演をお願いすることに

致しました。ビッグデータという言葉が情報系の一つのキー
ワードになっていることからも分かるように、如何にデータ

を能動的に扱い、機能させるかが重要になっております。本

回は、それらを効率的に実施するためのクラウドコンピュー

Fig. 2 軽井沢で開催されたDI Lecture Series 7の集合写真。

ました。

■下山幸治氏、東北大学 流体科学研究所 流動創成研究部

ティング環境、道具、そして可視化にまつわる御講演を頂き
■棟朝雅晴氏、北海道大学情報基盤センター副センター

長・教授、スパコンとインタークラウドの連携による大
規模分散設計探査フレームワークの構築に向けて。

■立川智章氏、宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所宇宙
飛翔工学研究系招聘研究員、大規模設計最適化問題の多

目的設計探査。

■松岡大祐氏、海洋研究開発機構 地球情報基盤センター
研究員、大規模地球流体シミュレーションと可視化。

門准教授、不確かさの定量的評価のための効果的手法の
開発。

■岡部朋永氏、東北大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学

専攻教授、次世代航空機研究センター長、複合材主翼の
多目的最適設計。

■塩田修也氏、東京理科大学 理工学部 機械工学専攻修

士、データ同化を用いたVaRTMの三次元樹脂含浸分布
推定。
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11.

2015/11/3-4, DI Lecture Series 8.

KKR京都くに荘、京都

国内で実施される最終回のため、情報可視化および企業で

の実設計現場からの設計に関する御講演を頂戴致しました。

情報といっても、単なる数字の羅列のような情報を取り扱う

●9
■岡部達哉氏、Honda R&D Co., Ltd 基礎技術研究センター

主任研究員、企業における設計最適化の最新動向と情報
活用。

■工藤啓治氏、Dassault Systemes, Senior Business Development Executive, “最短経路設計”の可能性に向けて。

可視化と、物理を背景に持つ情報の可視化とに大別でき、そ

12.

に、普段表に出てくることがない企業での設計に対する思想

USA.

れらを如何に扱うか、を深く議論できた回でもあり、さら
を伺うことができた回でもあり、最終回に相応しい充実した
研究会になりました。

2016/2/22-25, DI Lecture Series 9.

Hilton Hawaiian Village Rainbow Suite, Waikiki, Hawaii,
東北大学が主催する国際会議、Next Generation Transport

Aircraft Workshop 2016の中で、本研究会を開催する運びと
なりました。御講演頂く方々を、現在第一線で御研究されて

いる45歳以下に絞り、分野を超えた交流を促すことで、新
たな研究の芽を生み出そうと考え、企画致しました。本研究
会のまとめ的な位置付けです。

これまでの研究会での議論により、設計情報をどのように

獲得するかには目処が立ったと考えられます。今後は，獲得
した情報をどのように駆動（data driven）するか、そして革

新設計に至る仮説を系統的に導く方法論を見据えた議論に発
展させる所存です。

末筆ながら、本研究会の活動内容は下記websiteに公開し

ております。御講演資料も可能な範囲で公開させて頂いてお
ります。また、本研究会への御参加も随時募集しておりま

す。研究会委員でなくとも自由に御参加頂けます。興味をお
Fig. 3 京都で開催されたDI Lecture Series 8の講演風景。

■澤田頌子氏、渡邉彩華氏、お茶の水女子大学 理学部 情
報科学科 学部4年、設計最適化のための比較可視化と高
次元データ可視化。

■渡邉真也氏、室蘭工業大学しくみ情報系領域 知能情報
学ユニット准教授、パレート解分析に関する技術動向。

持 ち の 方 は 御 連 絡 頂 け れ ば 幸 い で す 。 http://www.ifs.tohoku.ac.jp/cmd/

参考文献
[1] 大林茂、松崎亮介、千葉一永、“設計情報学研究会活動報
告 、 ”日 本 機 械 学 会 計 算 力 学 部 門 CMD Newsletter,
Computational Mechanics, No.52, June 2014, pp.24-26.
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「設計に活かすデータ同化研究会」が目指す世界
大林 茂（東北大学流体科学研究所 教授）（写真左）
加藤博司（宇宙航空研究開発機構 研究員）
三坂孝志（東北大学学際科学フロンティア研究所 助教）
１．はじめに

2015年4月より日本機械学会計算力学部門に「設計に活か

すデータ同化研究会」を起ち上げた。「データ同化」という

概念の説明の前に、その経緯を述べたいと思う。数値流体力

学(Computational Fluid Dynamics, CFD)の発 展 は目覚まし

がある。このうち、初期・境界値の推定に関しては、既に気

象予報の中で実利用の段階にある。そのほかの役割に関して
も、工学的に非常に魅力的なものであり、工学分野において
もデータ同化を活用していくことが望まれる。

さて、本研究会の名称に“設計に活かす”という言葉を用い

く、航空宇宙機設計に限らず、自動車、船舶、プラント等あ

たが、ここで言う“設計”は、具体的にはComputer Aided En-

は、非定常流の解析や、大規模・複雑モデルの解析等への

に多くの設計開発の現場で、設計支援ツールとして活用され

らゆる分野の設計現場でCFD技術は活用されている。近年で

CFDの貢献が強く求められ、様々な研究が進められている。

しかしながら、それらの研究の多くは、計算機性能の発達に

依存しているものが多いように見受けられる。一方、非定常

流、大規模・複雑モデル等、計算の解析対象が実世界に近づ

いてきた現在、CFD側で真に解決すべき課題は別にあるので

はないかと考えている。それは、“不確かさ”である。計算モ
デル、計算条件、計算格子、境界条件等、数値シミュレーシ
ョンには多くの（かつ扱いが難しい）不確かさが含まれてお

gineering (CAE)を指している。CAEは、言うまでもなく、既
ている。CAEの利用によって、多くの制約条件の中で実施さ
れる設計開発作業を計算機内で試行することが可能になり、
また、最適設計（設計探査）に代表されるように、制約条件

を満たし，かつ，優れた設計候補を計算機内で求めることが

可能になっている。一方で、既存のCAEを導入した設計プロ
セスには成熟感があることも否定できない。単に設計プロセ

スにCAEを導入するだけでなく、さらにCAE技術を高める技
術導入が、より良いモノづくりのためには必要になってくる

り、それらを適切に扱わなければ、実世界を再現することは

と予想される。

かさへの適切な対処が求められている。

新を目指し、データ同化により実計測データをモデルシミュ

「データ同化」という技術に着目した。データ同化は、不確

Aided Engineeringにちなみ、Data assimilation Aided Engi-

難しい。同様に、実験・計測側にも計測精度の保証等、不確

これら不確かさに対する取り組みとして、本研究会では、

かさを内在する数値解析モデルと実験・計測値を利用し、最
も尤らしい状態を推定する技術である。データ同化は、制

御、逆問題、最適化等、既に工学分野に根付いている技術と

共通する部分が多く、明確に違いを述べることは難しい場合

そこで、本研究会では、データ同化の導入によるCAE革

レーションに積極的に活用してくアプローチを、Computer
neering (DAE)と呼ぶことにした。DAEの導入によって、例え
ば、以下のことが実現できるのではないかと考えている（図
１参照）。

がある。あえて挙げるとすれば、データ同化が気象海洋分野
で発達してきたことと関連して、大規模自由度、強非線形性

を伴うシステムモデルを扱う点にある。しかしながら，モデ

ル自由度の大小にかかわらず、不確かさを扱う統計数理に基
づいたデータ同化を通して、工学分野における制御，逆問
題，最適化等の技術がより強力になり得ると期待している。
２．Data assimilation Aided Engineering (DAE)
データ同化に期待できる役割としては、

●シミュレーションに必要な初期・境界値の推定

●シミュレーションで経験的に与えられているパラメータ

図1

DAEによる設計プロセス高度化の例

●シミュレーションと計測を融合した新たな統合データセ

●モデル予測性能最大化

の最適化

ット（再解析データセットと呼ばれる）の作成

●感度解析による計測システムの評価と最適化

●従来シミュレーション科学において副次的問題とされて
きたシミュレーションモデルの評価法への統一的視点の
提示

➢
➢
➢

多くの物理モデルが抱えている経験的定数の最適化
初期・境界条件等モデル入力情報の推定
最適な計算モデルの自動選択

●計測システム最適化
➢

モデル予測性能最大化に寄与する計測箇所の事前予測
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データ同化のこれらの機能は、まだ研究段階ではあるが、

研究会の活動を通して、その可能性を提示していきたい。
３．これまでの活動

2015年4月に研究会を設置し、これまで研究会を2回開催

した。1回目は、2015年7月に統計数理研究所において開催
し、樋口知之先生（統計数理研究所）、中村和幸先生（明治
大学）から、データ同化技術の基礎から今後の可能性につい
てご講演頂いた。また、研究会委員による会議を開催し、研
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てデータ同化関連のセッションを企画していく予定である。

国際学会に関わる活動としては、韓国で行われるThe 12th

World Congress on Computational Mechanics 2016 (WCCM
2016)において、(MS710) Data assimilation Aided Engineeringというセッションを企画している。
４．おわりに

近年、設計要求の多様化から複雑現象の解明が求められ、

実験計測および数値計算技術に含まれる不確実性への対処が

究会の今後の活動方針についても議論した。2回目は、2015

求められるようになっている。不確実性低減の取り組みとし

技術の応用が進んでいる熱・固体分野での研究を取り上げ、

きる。しかしながら、データ同化は気象海洋分野での活用の

年12月に東北大学東京分室において開催した。データ同化
高木亮治先生（宇宙科学研究所）、長尾大道先生（東京大

学）、佐藤航様（日立製作所）からご講演頂いた。また、よ
り上流設計側でのデータ同化技術の応用可能性を議論するた

めに、1DCAE技術の紹介を、大富浩一先生（東京大学）よ

り頂いた。各回共に30名以上の参加者があり、データ同化
技術の設計応用に対するニーズはあると思われる。第3回目

は、2016年2月にハワイで開催する「東北大学次世代航空国

て，両技術を融合するデータ同化には大きな可能性が期待で

歴史が長く、工学分野の主要目的である“設計”にデータ同化

法を用いるためのノウハウは全くといっていいほど存在しな

い。本研究会では実際に、設計の中でデータ同化を利用する
のに必要な「手順・知識」を構築することを目的としてお

り、設計の中でデータ同化が活用されていくための“キッカ
ケ”を生み出していきたいと考えている。

現在、研究会は、データ同化の基礎に精通している研究

際ワークショップ」において、データ同化セッションとして

者、データ同化の工学応用の経験がある研究者、実際に設

おいてアナウンスする予定である。

れている。研究会は原則オープンであり、研究会メンバーに

ための簡単なプログラムを研究会ウェブサイトで公開してお

現場におけるデータ同化利用例が多数生まれれば幸甚であ

開催し、第4回目以降は、決定次第、研究会ウェブサイトに
また、研究会の活動の一つとして、データ同化を試行する

り、チュートリアル資料の充実を図っているところである。

これにより、データ同化で何かできるか、各自が抱えている
課題にデータ同化をどのように利用できるかを検討するきっ
かけとなれば幸いである。

本研究会に関連した取り組みとして、日本機械学会計算力

学講演会において、「先進的データ同化手法の異分野への展
開」というセッションを2014年から開催しており、企業の

データ同化研究者にもご講演頂いている。これからも継続し

計・開発に携わっている研究者等、様々なメンバーで構成さ

限らず、様々な方にご参加頂き、その活動の中から実設計の
る。

本研究会の活動内容は下記ウェブサイトに公開している。

講演資料も可能な範囲で公開しており、本研究会へのご参加
も随時募集している。興味をお持ちの方はご連絡頂ければ幸
いである。

研究会ウェブサイト：

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/edge/DAE/
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新学術誌創刊と投稿募集

日本機械学会 新学術誌創刊と投稿募集
岡田 裕（東京理科大学理工学部機械工学科）（上左）
高野直樹（慶應義塾大学理工学部機械工学科）（上右）
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）（下）
2014年から創刊した日本機械学会

文集とMEJは新規性などに富んだ研究論文を収録するもので

的とし、新学術誌創刊に至った経緯と

日本機械学会論文集、MER、MEJ、MELの4誌体制となっ

新学術誌に関する紹介と投稿案内を目

新学術誌各誌概要、計算力学部門が深

くかかわる「計算力学カテゴリ」の現
状、論文募集と投稿方法、さらに今後
の方向性について述べる。最後に、編

修作業に尽力されている2015年度計算力学カテゴリ編修委
員の紹介をさせて頂く。

これを機会に、日本機械学会論文集、Mechanical Engi-

neering Journal (MEJ)またはMechanical Engineering Letters
(MEL)への投稿を検討頂ければ幸いに思う。

（１）日本機械学会 新学術誌の創刊について

はじめに、日本機械学会英文学術誌の最近の変遷について

紹介する。1958年に発刊された「Bulletin of JSME」は1987

ある。2015年のMEL創刊により，日本機械学会学術誌は、
た。これらが日本機械学会 新学術誌を構成する。MERを除

き、それぞれの日本機械学会学術誌は12のカテゴリで構成
される。日本機械学会論文集、MEJ、MELの（Computa-

tional Mechanics; CM）カテゴリに関する編修は計算力学カ
テゴリ編修委員会が行い、MERの編修はMER編修委員会が
担当している。

以上のように様々な変遷を経て、日本機械学会学術誌は現

在の4誌体制となった。2007年に発刊された計算力学部門英
文ジャーナルJCSTは年間20報程度の論文を掲載してきた。

計算力学講演会でのJCST International Forum開催 や2012年
に開催された計算力学部門25周年記念国際会議 (Interna-

tional Computational Mechanics Symposium; ICMS 2012) の

特集号を発行するなど、編修委員会は論文募集に務めてきた

年に「JSME international journal」に引継がれ、さらに当時

が、投稿・掲載論文数が伸び悩み、Impact Factor の取得も

chanics and Material Engineering）、B編（Series B; Fluids

り、機械学会全体としてはなるべく大くくりの体制とするこ

の「日本機械学会論文集」と同様にA編（Series A; Solid Meand Thermal Engineering）、C編（Series C; Mechanical Sys-

tems, Machine Elements and Manufacturing）の分冊となり
2006年まで続いた。2007年からは各部門を主体とした編修

体制に基づく、部門英文ジャーナルが発刊された。この時か
ら英文誌は全て電子化され、J-Stage上のオープンアクセス

困難であった。他の部門英文ジャーナルも様々な問題があ

とで、諸問題の解決を図ることとなった。詳しくは、「日本
機械学会学術誌再編の提案とその経緯、2012年度（第90

期）出版事業担当副会長 藤井孝藏、編修理事会および学術
誌再編検討委員会」

（http://www.jsme.or.jp/bulletin/news201304-02.html）

ジャーナルとなり、計算力学部門では「JCST（Journal of

に書かれている。また、この提案にも書かれているように和

の後2014年から部門英文ジャーナルが統合され、12のカテ

本語を理解しない研究者／技術者でも、アブストラクト、数

Computational Science and Technology）」を発刊した。そ
ゴリで構成される新学術誌の一つである、Mechanical Engineering Journal (MEJ)となり現在に至っている。MEJの詳細

については、HP（http://www.jsme.or.jp/publish/mej/）に掲
載されている。JCSTはMEJの中の計算力学（CM; Computational Mechanics）で継承されている。

一方、和文誌も2014年から従来A編、B編、C編の分冊で

あったものが、英文誌と同様に12カテゴリで構成された日
本機械学会論文集に統合された。さらに、同年英文レビュー

誌 Mechanical Engineering Reviews（MER）、2015年に英

文レター誌 Mechanical Engineering Letters（MEL）が続け
て創刊した。MERは各分野をリードしている研究者による，

文誌の国際的な存在感の向上が求められている。そこで、日
式、図表そして図表キャプションから大体の内容を理解でき
るように、和文誌の英文アブストラクトや図表キャプション

の充実が図られた。詳しくは、テンプレート（著者の方へ：

http://www.jsme.or.jp/publish/transact/for-authors.html か
らリンクされている）中で解説されている。

今後、Impact Factor 取得など、日本機械学会 新学術誌各

詩がより国際的な存在感のある学術誌としての発展すること
が期待される。（東京理科大学、岡田裕）
（２）計算力学カテゴリの現況

計算力学カテゴリ編修委員会では、主として機械学会論文

最近の研究・開発動向及び将来の展望などを解説するレビュ

集、MEJ、MELの3誌の計算力学カテゴリに投稿された論文

して位置付けられている。言うまでもなく，日本機械学会論

の中の1名が担当エディタとなり、2名以上の校閲者の意見

ー論文を，MELは速報性を重要視する論文を収録するものと

について、論文ごとにエディタおよびアソシエイトエディタ
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に基づき、責任をもって編修を行っている。またMERにつ
いても、MER編修委員長の下で計算力学に関連した論文の
校閲を行っている。

2014年1月29日付けで「カテゴリ計算力学 運営内規」を

制定した。当初は部門の英文誌JCSTの編修委員会委員全員

がそのまま新任として着任したが、現在は委員の任期を2年
として、年度ごとに約半数が交代する体制が定着したところ
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versity) and Seiya HAGIHARA (Saga University)

・Vol. 2, No. 2 (2015)

Constitutive equations of rubber based on molecular

chain network model and evaluation of deformation
bhaviors of particle-filled rubbers

Yoshihiro TOMITA (Kobe University)

MERには計31編の論文が掲載されており（年間平均13編

である。2015年度は、慶應義塾大学 高野が計算力学カテゴ

程度）、上記の3編以外にも、計算力学部門で活躍されてい

MEJエディタと機械学会論文集エディタを兼任している。ア

いる。

名、産業界から3名の計15名が任にあたっている。産業界か

では、計算力学講演会において「産業界におけるCAEおよび

から1名である。学術面、産業への応用・実用性など多方面

界からの論文投稿を促進する目的であったが、純粋に産学官

リマネジャとMELエディタを兼任し、佐賀大学 萩原先生が
ソシエイトエディタは3誌共通で、大学教員10名、官から2

らの委員3名の内訳は、製造業から2名、ソフトウェア企業
から評価できる体制をしいている。また、掲載可否決定まで

の校閲期間の短縮につとめており、特にMELについては本会

が想定する2週間の校閲期間を現実のものにするための体制
をとっている。

計算力学カテゴリに投稿された原稿に関して、新学術誌発

刊からこれまでの採択論文数は以下の通りである（2016年1

月15日現在）。

・機械学会論文集

2014年度（Vol. 80）

2014年度（Vol. 1）
2015年度（Vol. 2）

・MEL

2015年度（Vol. 1）

さて、産学官の体制で編修に臨んでいる計算力学カテゴリ

産学官連携の事例」というOSを開催している。当初は産業
の情報交換の場として企画し、結果的に論文投稿につながれ
ばよかろうという思いで継続している。企業の方々にも、是

非とも講演会のOSに足を運んでいただき、あわせて新学術
誌も読んでいただければ幸甚である。2015年7月1日に投稿

受付を開始したMELは、ページ数も少ない上、投稿から校閲

結果を受けた修正が短期間に集中的に行えるため、特に企業
の方にとって投稿しやすい論文集だといえる。講演会での発

表内容をMEL論文として公表し、記録に残すこともご検討い
9編

2015年度（Vol. 81） 10編

・MEJ

る先生方の論文が他カテゴリから推薦されて多数掲載されて

4編

ただだければ幸いである。

（慶應義塾大学

高野直樹）

（３）論文募集と投稿方法

日本機械学会学術誌としては、英文誌のMechanical Engi-

3編

neering Journal (MEJ), Mechanical Engineering Review (MER),

3編

械学会論文集が発行されている。これらは、機械系総合誌と

上記の数字からお世辞にも論文数が多いとは言えないが、

これは論文の著者が計算力学カテゴリを選択して投稿された

論文であり、J-Stageで公開されている全論文から”finite element”などのキーワード検索すれば多数の論文がヒットす
る。つまり、著者が計算手法に重きをおいて校閲を希望する

か、計算対象と結果に重きをおいて校閲を希望するかの違い

にすぎず、計算力学・CAEが果たす役割は大きい。掲載後に

Mechanical Engineering Letter (MEL), 和文誌として、日本機
しての位置づけとして発行されており、この学術誌において
計算力学部門では、編修委員会を構成し、委員会により計算
力学カテゴリを運営している。計算力学カテゴリでは、計算
力学をテーマとした幅広い部門（分野）横断型のカテゴリと

して論文投稿を受け付けており、編修委員会では審査期間も

迅速に行うように常に努力し、また、投稿しやすい学術誌計
算力学カテゴリとして、論文数向上へ向け努力をしている。

論文投稿は随時日本機械学会学術誌ウェブ上で受付してお

多くの読者に参照される論文が真に価値ある論文だと思うが

り、http://www.jsme.or.jp/bulletin/index.htmlから上記の各

い）、特に産業界の方の役に立っていれば嬉しく思う。

ロードおよび投稿が可能であるのでご一読いただきたい。

（これは後続の他者論文に引用されるという意味ではな
MERに関しては、これまでに計算力学部門からの推薦に

基づき、以下の3編の論文が掲載された（著者敬称略）。
・Vol. 1, No. 1 (2014)

Main aspects of the space-time computational FSI techniques and examples of challenging problems solved

Kenji TAKIZAWA (Waseda University) and Tayfun E.

誌を選択することにより、各誌の論文テンプレートのダウン
（佐賀大学

萩原世也）

（４）今後の方向性

計算力学部門では、学術誌における計算力学カテゴリ編修

委員会を構成し、また、従来より計算力学部門講演会におい

て、編修委員会がオーガナイズドセッションを企画する等に

TEZDUYAR (Rice University)

より、論文投稿数を増やす努力をしてきた。2016年度の第

Creep buckling of shell structures

「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

・Vol. 2, No. 2 (2015)

Noriyuki MIYAZAKI (Kyoto University and Kyushu Uni-

29回計算力学講演会においても、編修委員会企画として
ション」、「企業におけるCAEおよび産学官連携の事例」の
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オーガナイズドセッションを提案中である。

これからも、機械学会の総合誌としてのMER, MEJ, MELお

よび機論の中で、各部門の専門を取り入れた部門（分野）横

應義塾大学）、和文誌・英文誌エディタ：萩原世也（佐賀大
学）

アソシエイトエディタ：上原拓也（山形大学）、白山晋

断型の計算力学カテゴリとして、迅速な論文審査を心がけな

（東京大学）、中村正行（信州大学）、橋本学（東京大

で、是非ともご協力（ご投稿）いただければと思う。

沢研二（早稲田大学）、千葉一永（電気通信大学）、和田義

がら、さらに論文投稿数を増加させる企画等を行っていくの
（佐賀大学

萩原世也）

2015年度CMカテゴリー編修委員会の構成（敬称略）

カテゴリーマネージャ、レター誌エディタ：高野直樹（慶

学）、畔上秀幸（名古屋大学）、池田徹（鹿児島大学）、滝

孝（近畿大学）、岡田裕（東京理科大学）、津乗充良

（IHI）、岩崎富生（日立製作所）、永井 亨（エムエスシー
ソフトウェア）、高田尚樹（産総研）、飯塚幹夫（理研）

CMD Newsletter No. 55 (March 2016)

●15

部門からのお知らせ

第28回計算力学講演会(CMD2015)開催報告

山田貴博
横浜国立大学大学院 環境情報研究院
2015年10月10日から12日までの3日間、神奈川県横浜市

保土ケ谷区の横浜国立大学常盤台キャンパス理工学部におい

て、第28回計算力学講演会が開催されました。行楽シーズ
ンである秋の３連休に首都圏で開催されるということで、参
加意欲が低調となることが懸念されましたが、参加登録者数

は５００名を超え、例年と大差の無い規模となり、実行委員

会としては安堵しているところです。また、製造業の企業が

多い神奈川地区ということで、企業からの参加者が目立って
いたと感じています。

今回も部門の皆様のご協力により、25のオーガナイズド

セッション、3つのフォーラムが企画され、講演数は約300

件となりました。各講演室では、聴講者も多く、熱心な議論

が行われていました。

写真２

フォーラム会場

学・尾方成信氏に業績賞が贈られました。

第２日の夜には恒例の懇親会が横浜国立大学内第２食堂で

開催され、大勢の参加者にお集まりいただき、盛況な会とな
りました。今回は、特色のある地方会場とは異なり、横浜な
らではという特別な食材や地酒などを用意することはできま

せんでしたが、充分な量の食事や飲み物を提供することがで
き、参加者の皆様にはある程度は満足いただけたかと考えて
おります。

写真１

ポスターセッション

特別講演としては、第1日に横浜国立大学松本勉教授よ

り、「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」、第２日に横浜国立大学野口和彦教授よ

り、「システムの最適化を目指す最新のリスクマネジメン

ト」と題した講演が行われました。今回の講演は、計算力学

を違った視点でとらえるヒントとなるような内容であったこ

とから、聴講者も多く、講演後の質疑応答も活発に行われ、
盛り上がったものとなりました。

第２日の特別講演に引き続く形で、部門表彰式が開催され

ました。2015年度は、東京理科大学・山本誠氏、（株）UTHeart研究所・久田俊明氏、株式会社ダイキン情報システ

ム・平野徹氏に功績賞が、東京大学・大島まり氏、大阪大

写真３

懇親会会場風景

横浜国立大学理工学部は、13の教育プログラムから構成

される１学年の学生数が約750名の比較的大きな学部です。
今回の会場をこの理工学部のための教育施設である理工学部
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今回は、秋の連休と近年の海外からの旅行者の増加が重な

の講演室を確保することができ、講演室間の移動も容易であ

ったこともあり、横浜のみならず首都圏全体で宿泊施設を探

べての教室が固定式の机と椅子となっていたため、受付やポ

向は今後しばらく続くことが予想されますので、早めの宿泊

ったと思います。しかしながら建物の作りが旧式であり、す
スターセッション会場、休憩室等については、あまり適切な

レイアウトができませんでした。また、現代のICT環境への
対応ができていない施設であり、電源容量に余裕がなかった

ため、ノートパソコン等の充電が可能なコンセントを提供す

すのが困難だったとのお話を多く伺いました。このような傾

施設の確保が可能となるよう、講演プログラム等をより早く
公表できるような運営が必要かもしれません。この点は、次
回以降の引き継ぎ事項と指せていただきたいと思います。

以上を簡単ながら第28回計算力学講演会の開催報告とさ

ることもできませんでした。幸い近年のノートパソコンは、

せて頂きたいと思います。講演会実行委員、学会事務局、部

する苦情等は聞かれませんでしたが、不都合も多かったかと

盛況のうちに講演会を終えることができましたことを、深く

バッテリーによる稼働時間が長くなっているため、電源に対
思います。参加者の皆様には、運営に当たっていろいろご不
便をおかけしたことについてお詫び申し上げます。

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、
お礼申し上げます。
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KSME-JSME Joint Symposium on
Computational Mechanics & CAE 2015
開催報告
高野直樹
慶應義塾大学 理工学部 機械工学科
Yoon Young Kim教授をチェアマンとして2010年にSeoul

次回は2017年度に韓国にて開催予定である。2016年7月

National Universityで第1回目の標題のジョイントシンポジ

にはWCCM XII & APCOM VIがソウルにて開催される。個人

崎 教 授 ） 、 2014年 （ Jeju island、 チ ェ ア マ ン ： Prof.

会を楽しみにしている。以下に、シンポジウムの講演中の様

ウムが開催された後、2012年（金沢大学、チェアマン：山

Meanghyo Cho (Seoul National University)）に続き第4回目
となる韓国機械学会－日本機械学会の計算力学分野のジョイ

ントシンポジウムが2015年10月26日(月)に早稲田大学理工
学部にて開催された。

第3回目のシンポジウム後に、計算力学部門の正式行事と

して開催することを決定し、大島伸行部門長（北海道大学）
を委員長とする実行委員会を組織した。副委員長には、アル

テアエンジニアリング㈱代表取締役社長 綾目正朋氏を迎
え、委員として滝沢研二先生（早稲田大学）、山田知典先生
（東京大学）、高橋昭如先生（東京理科大学）、芝野真次氏
（アルテアエンジニアリング）、笠島由美氏（アルテアエン
ジニアリング）および小生が企画・運営を分担した。特に、
アルテアエンジニアリング㈱には、ランチセッションにおけ
るデモ展示ならびに学生ポスターセッションの企画からバン
ケットのサポートまで幅広く貢献いただいた。バンケット

は、リーガロイヤルホテル東京にて催した。部門の正式行事
として開催するにあたり、持続性のあるシンポジウムにすべ
く企画し、広く参加いただける形式とした。

韓国側は、KSME CAE & Applied Mechanics Division部門長

のProf. Heoung-Jae Chun (Yonsei University)を中心に、取り
纏め役のProf. Heung-Soo Kim (Dongguk University)ほか総勢
12名が来日した。キーノートスピーチは、前部門長のProf.

Meanghyo Cho（前出）および日本側からも前部門長の小石
正隆氏（横浜ゴム）により行われた。国内の一般講演者は産
学官からお招きし、漆山雄太氏（本田技術研究所）、大山聖

氏（JAXA）、岡田裕現副部門長（東京理科大学）、部門幹

事の松田哲也先生（筑波大学）、泉井一浩先生（京都大

学）、石原大輔先生（九州工業大学）からそれぞれ最先端の

研究開発内容の講演があった。プログラムの詳細はシンポジ

ウムHPを参照いただきたい。

（http://www.jsme.or.jp/conference/kjcmdconf15/index.html）

的には韓国の先生方との交流も深まり、来夏のソウルでの再

子 、 ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン （ 写 真 中 央 は Prof. Heoung-Jae
Chun）、アルテアエンジニアリングによるデモ展示、バン
ケットでの綾目氏の挨拶のスナップショットを掲載する。
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2016年度年次大会の部門企画について

石原大輔
九州工業大学大学院 情報工学研究院
2016年9月11日（日）から14日（水）まで（ただし，11

日は市民開放行事を予定）、九州大学伊都キャンパス（福岡

市西区元岡744）において、2016年度年次大会が開催され
る予定です。2016年度の大会では、「新たな価値の創造を

担う機械工学」をキャッチフレーズとし、「エネルギー・環
境」、「減災・災害防止・安全性」、「健康・医療・バイ

オ」をテーマとして実施致します。詳細は2016年度年次大
会webページをご覧ください。

http://www.jsme.or.jp/conference/nenji2016/
計算力学部門では、次の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。

オーガナイズドセッションとオーガナイザ一覧
● 解析・設計の高度化・最適化

Innovation and Optimization of CAE and Design
（計算力学部門、設計工学・システム部門）

西脇眞二（京都大学）、下田昌利（豊田工業大学）、長谷
川浩志（芝浦工業大学）、山本崇史（工学院大学）

● 電子情報機器、電子デバイスの強度・信頼性評価と熱制御

Reliability and thermal control of electronic devices and information equipments

（計算力学部門、材料力学部門、熱工学部門）

池田 徹（鹿児島大学）、于強（横浜国立大学）、川上崇
（富山県立大学）、畠山友行（富山県立大学）

● 安全安心な水素社会を創る流体解析と計測技術

Flow analysis and measurement technique for creating a
safe and secure hydrogen society

（計算力学部門、流体工学部門）

松浦一雄（愛媛大学）、月川久義、錦慎之助（鹿児島大
学）

● 生命体統合シミュレーション

Integrated Simulation of Living Matter

（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）

rials and these modeling

（機械材料・材料加工部門、材料力学部門、計算力学部門）

佐々木克彦（北海道大学）、金子堅司（東京理科大学）

● 流体機械の研究開発におけるEFD/CFD

EFD/CFD for research and development of fluid machinery
（流体工学部門、計算力学部門）

古川雅人（九州大学）、船崎健一（岩手大学）、山本悟（東
北大学）、渡邉聡（九州大学）、重光亨（徳島大学）

● 分散型エネルギーシステム
Distributed Energy Systems

（動力エネルギーシステム部門、熱工学部門、計算力学部門）

小原伸哉（北見工業大学）、君島真仁（芝浦工業大学）、
千田二郎（同志社大学）、天野嘉春（早稲田大学）、西村
顕（三重大学）、田部豊（北海道大学）

● 交通機関の安全安心シミュレーション

Simulation for Safety of Automobile and Traffic
（設計工学・システム部門、計算力学部門）

吉村忍（東京大学）、酒井譲（横浜国立大学）、藤井秀樹
（東京大学）、北栄輔（名古屋大学）

● 燃料電池・二次電池とマイクロ・ナノ現象

Fuel cell, battery and their micro/nano phenomena

（マイクロ・ナノ工学部門、流体工学部門、熱工学部門、
動力エネルギーシステム部門、材料力学部門、計算力学部
門）

徳増崇（東北大学）、大島伸行（北海道大学）、近久武美
（北海道大学）、鹿園直毅（東京大学）、花村克悟（東京
工業大学）、橋田俊之（東北大学）

● 医工学テクノロジーによる医療福祉機器開発

Medical machine development via medicine-engineering
collaboration

（医工学テクノロジー推進会議、機械力学･計測制御部
門、流体工学部門、計算力学部門、バイオエンジニアリン

グ部門、ロボティクス･メカトロニクス部門、情報・知
能・精密機器部門、材料力学部門、熱工学部門、マイク
ロ･ナノ工学部門、機素潤滑設計部門）

辻内伸好（同志社大学）、高木周（東京大学）、白石俊彦
（横浜国立大学）、安藤健（パナソニック（株））

井上康博（京都大学）、杉山和靖（大阪大学）、田原大輔

お問合せ先

学）、高木周（東京大学）

ishihara＠mse.kyutech.ac.jp

（龍谷大学）、坂本二郎（金沢大学）、和田成生（大阪大

● 工業材料の変形特性・強度およびそのモデル化

Deformation properties and strength of engineering mate-

石原大輔（九州工業大学大学院 情報工学研究院）
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第29回計算力学講演会のご案内

松本敏郎
名古屋大学大学院工学研究科（機械理工学専攻）
第29回計算力学講演会は、名古屋大学東山キャンパス

現在の名古屋市は、リニア中央新幹線の開通をにらんでJR

（愛知県名古屋市千種区不老町）にて、2016年9月22日

名古屋駅周辺が急速に再開発され高層ビルが建ち並びつつあ

東海地区では前回の2006年以来の開催ということになりま

下町情緒が残る商店街の大須など魅力的なエリアがコンパク

（木）～24日（土）の3日間の会期で開催されます。中部・
す。

名古屋大学が位置する名古屋市は226万人の人口を抱え、

東京を除けば全国第3位の都市であり、周囲の市・県と併せ

て日本の三大都市圏の一つを構成しています。本年、1月27
日にはリニア中央新幹線の品川駅が着工され、2027年の東

ります。また、名古屋駅に近いショッピング・歓楽街の栄や
トに集まっています。計算力学講演会にお越しいただいた際

には足を運んでみてはいかがでしょうか。またあまり知られ
ていないかもしれませんが、名古屋の独特の食文化は「名古

屋めし」としてマスコミ等にも取り上げられることが多くな

りました。ファストフード的で味付けの濃い料理に特徴があ

京と名古屋間の開業が予定されており、今後、大都市圏とし

ります。きしめん、天むす、ひつまぶし、味噌カツ、味噌煮

は、濃尾平野は弥生文化が発達した有力な地域の一つであり

の機会に是非お試しください。

てますます便利になることが予想されています。歴史的に

ました。その中の名古屋市が位置する尾張は古代のヤマト王
権と結びつきが強く、名古屋市熱田区には日本武尊（ヤマト

タケル）の草薙の剣を祀った熱田神宮があります。また、市

内各所や名古屋市周辺にも権力者を葬った前方後円墳が散在

込みうどんなどは、耳にされたことがあるかと思います。こ
会場となる名古屋大学東山キャンパスは、JR名古屋駅から

地下鉄で約30分の便利なところにあり、キャンパスの中心
に駅があるという利便性を備えています。講演会場はこの駅

するとともに、周辺の猿投、瀬戸、知多半島などでは古くか

ら土器の生産が盛んで、都へのその供給元の一つでした。こ
れがさらに瀬戸焼や常滑焼から現在のセラミック産業へと発

展しています。また、戦国時代には、その後の天下統一に導
いた織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑がすべて現在の
名古屋市周辺や近隣の三河の出身者であるところも興味深い

ところです。毎年10月上旬に名古屋市で催される名古屋ま
つりでは、三英傑に扮した名士のパレードがあります。名古

屋市および周辺には軍需工場が多かったことから、第二次世

界大戦では昭和20年の大規模な空襲を受け、名古屋城の天

守閣と近世城郭御殿の最高傑作である名古屋城本丸御殿が焼
失しました。天守閣は鉄骨鉄筋コンクリートで再建されてい
ますが、現在、天守閣の木造による復元構想が議論されてい

ます。本丸御殿は、平成21年1月に復元工事が開始され、

名古屋大学東山キャンパスの全景（写真：名古屋大学提供）

2013年5月から「玄関・表書院」が公開され、本年6月1日
からは、「対面所・下御膳所」が公開されることになってい

ます。また、空襲で大きな被害を受けた名古屋市内は、その

後の区画整理により、火災による延焼を避けるために日本の
他の地域では見られないような幅広の道路網が整備されまし

た。近代以降、もともと綿織物業、からくり、染色業が盛ん

だった名古屋市およびその周辺では、毛織物、紡織機、時

計、ミシン、工作機械、航空機、自動車と発展を遂げ、中京

圏は日本のモノづくりの一大集積地となっています。現在、

外国人旅行者の人気観光スポットの上位にランクインしてい

るのトヨタ産業技術記念館（名古屋市西区則武）を訪れる
と、この地域のモノづくりの歴史の一部を垣間見ることがで

きます。

名古屋大学豊田講堂（写真：名古屋大学提供）

CMD Newsletter No. 55 (March 2016)
の近くの建物の講義室を予定しております。名古屋駅は新幹

線で容易にアクセスが可能で、東京からは約1時間40分、新

大阪から約50分、博多から約3時間20分です。空港は中部国
際空港が名古屋駅から名鉄で約40分、県営名古屋空港から
名古屋駅まで連絡バスで30分の乗車です。多数の皆様のご

●20
主なスケジュール

講演発表申込受付開始

3月1日（火）

講演原稿提出締切

8月1日（月）

講演発表申込締切

6月1日（水）

セッションは、オーガナイズ度セッション、一般セッショ

参加をお待ちしております。

ン、ポスターセッションを予定しております。講演申し込み

報は、講演会ホームページや計算力学部門のメーリングリス

のテーマなどは、確定し次第、ホームページ等を通じてアナ

第29回計算力学講演会に関する今後のスケジュールや情

ト、日本機械学会のインフォメーションメールを通じて発信

する予定です。講演会ホームページは下記のURLをご覧くだ
さい。

講演会HP http://www.jsme.or.jp/conference/cmdconf16/
以下に、一部の情報を記載します。
開催概要

開催日：2016年9月22日（木・祝）～24日（土）
会

場：名古屋大学 東山キャンパス（名古屋市千種区不

主

催：（社）日本機械学会

老町）

は講演会HPから受け付けます。オーガナイズドセッション
ウンスします。
問合せ先

高橋 徹（幹事）

名古屋大学大学院工学研究科機械理工学専攻
Tel/Fax: 052-789-5333

E-mail: ttaka@nuem.nagoya-u.ac.jp
奥村 大（幹事）

名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻
Tel: 052-789-2671

Fax:052-789-4477

E-mail: okumura@mech.nagoya-u.ac.jp
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《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 小阪雅裕 E-mail:kosaka@jsme.or.jp
〒160-0016 東京都新宿区信濃町35番地 信濃町煉瓦館5F TEL 03-5360-3501 FAX 03-5360-3508
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編集責任者：広報委員会委員長 荻野正雄
ニュースレターへのご投稿やお問い合わせは下記の広報委員会幹事までご連絡ください。
なお、各記事の文責は著者にあります。
広報委員会 幹事 杉村和之
株式会社 日立製作所
〒312-0034 茨城県ひたちなか市堀口832番地2
TEL: 029-353-3725 FAX: 029-353-3857 E-Mail: kazuyuki.sugimura.hk@hitachi.com
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