









4.2.成果報告会


2012 年度より行われた成果報告会（CCMR-HDDMPPS 合同シンポジウム）のプログラムを添付
する。

629

第2回CCMR-HDDMPPS(CRESTプロジェクト)
合同シンポジウム
平成25年3月28日（木） 13:00〜16:30
東洋大学白山キャンパス２号館16階スカイホール
13:0013:10 開会挨拶
13:10-14:40

未定（学術研究推進センター長または工学研究科委員長）

セッション１(CCMR)

文部科学省・私立大学戦略的研究基盤形成支援事業：
「大規模高精度流体̶構造連成解析手法の開発と詳細実験による精度・妥当性検証」
プロジェクトリーダ：田村善昭(東洋大学・計算力学研究センター長)

○
○
○
○
○
○

田村善昭（東洋大学）「第２期プロジェクト〜その狙いと展望」
藤松信義（東洋大学）「流体-構造連成に関する詳細実験のための風洞実験システムの構築」
長岡慎介（東洋大学）「流体-構造連成解析の為の並列EFMMについて」
横山真男（明星大学）「表面性状の違いを考慮にいれた流体構造連成シミュレーション」
江澤良孝（東洋大学）「効率的最適化技術と適用」
芦野俊宏（東洋大学）「材料データの活用における課題」

14:40-14:50 休憩
14:50-16:20 セッション２(HDDMPPS)

科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業(CREST)：
「ポストペタスケールシミュレーションのための階層分割型数値解法ライブラリ開発」
プロジェクトリーダ：塩谷隆二(東洋大学）

○ 塩谷隆二（東洋大学）「ポストペタスケールシミュレーションのためのライブラリ開発」
○ 荻野正雄（名古屋大学）「超大規模解析に向けた数値計算ライブラリの開発」
○ 河合浩志（諏訪東京理科大学）「連続体力学分野向けDSLにおけるコード最適化」
○ 室谷浩平（東京大学）「大規模粒子系シミュレーションライブラリの開発と津波による市街地
浸水解析」
○ 和田義孝（近畿大学）「超大規模データ可視化ライブラリの開発」
○ A.M.M. Mukaddes（東洋大学）「Study of Transient Heat Conduction Problems using
HDDM」

16:20-16:30

閉会の辞

未定（学術研究推進センター長または工学研究科委員長）

※ シンポジウム終了後に東洋大学計算力学研究センター初代センター長の
矢川元基先生の最終講義を実施します．

17:00-18:00
18:00懇親会

矢川元基先生最終講義 「応用力学と計算力学の半世紀」

参加は無料です．参加を希望される方は事前に
ccmr-adm@gmail.com までご連絡下さい．
ホームページはこちら http://www.ccmr.toyo.ac.jp/
奮ってご参加下さい．
〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
●地下鉄三田線「白山」駅下車，徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅下車，徒歩５分
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●東京メトロ千代田線「千駄木」駅下車，徒歩１5分
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第３回CCMR-HDDMPPS(CRESTプロジェクト)
合同シンポジウム
平成26年3月10日（月） 13:00〜17:30
東洋大学白山キャンパス２号館16階スカイホール
13:00-13:10 開会挨拶

矢川元基（東京大学名誉教授・東洋大学名誉教授）

13:10-14:50 セッション１(CCMR)
文部科学省・私立大学戦略的研究基盤形成支援事業：
「大規模高精度流体̶構造連成解析手法の開発と詳細実験による精度・妥当性検証」
プロジェクトリーダ：田村善昭(東洋大学・計算力学研究センター長)

○
○
○
○
○

田村善昭（東洋大学）「大規模高精度流体̶構造連成解析手法の開発と詳細実験による精度・妥当性検証」
長岡慎介（東洋大学）「並列流体-構造連成解析手法の開発」
増田正人（東洋大学）「流体-構造連成解析のSOMを用いた分類及び予測技術の開発」
富山潤（琉球大学）「合理的な維持管理を目指したコンクリート構造物の塩害環境評価に関する数値解析的検証」
松原仁（琉球大学）「ブロック構造を有する岩盤の３次元モデル生成および地すべり解析」

14:50-15:00 休憩
15:00-16:40 セッション２(HDDMPPS)
科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業(CREST)：
「ポストペタスケールシミュレーションのための階層分割型数値解法ライブラリ開発」
プロジェクトリーダ：塩谷隆二(東洋大学）
○
○
○
◯
◯

塩谷隆二（東洋大学）「ポストペタスケールシミュレーションのためのライブラリ開発」
室谷浩平（東京大学）「大規模粒子系シミュレーションのメニーコア向け開発と多数の浮遊物が伴う市街地津波解析」
和田義孝（近畿大学）「超大規模データ可視化ライブラリの開発」
屋雄介（名古屋大学）「超大規模解析に向けた数値計算ライブラリの開発」
武居周（苫小牧工業高等専門学校）「高精度電磁界シミュレーション」

16:40-16:50 休憩
16:50-17:20 特別講演
◯ 古川知成（Virginia Tech.）「タイヤ研究に見る計算・計測工学」

17:20-17:30 閉会の辞

田村善昭(東洋大学・計算力学研究センター長)

参加は無料です．人数を確認する関係で，
参加を希望される方は事前に
nakabayashi@toyo.jp（東洋大学・中林）までご連絡下さい．
〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
●地下鉄三田線「白山」駅下車，徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅下車，徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅下車，徒歩１5分
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第４回CCMR-HDDMPPS(CRESTプロジェクト)
合同シンポジウム
平成27年3月10日（火） 13:00〜18:00
東洋大学白山キャンパス２号館16階スカイホール
13:00-13:10 開会挨拶

矢川元基（東京大学名誉教授・東洋大学名誉教授）

13:10-14:50 セッション１(CCMR)

文部科学省・私立大学戦略的研究基盤形成支援事業：
「大規模高精度流体̶構造連成解析手法の開発と詳細実験による精度・妥当性検証」
プロジェクトリーダ：田村善昭(東洋大学・計算力学研究センター長)

○ 田村善昭（東洋大学）「大規模高精度流体̶構造連成解析手法の開発と
詳細実験による精度・妥当性検証」
○ 横山真男（明星大学）「流れと物体と音。実験および数値シミュレーションの研究報告」
○ 長岡慎介（東洋大学）「並列流体-構造連成解析システムの開発及び実験との比較検証」
○ 増田正人（東洋大学）「人工知能技術を用いた解析結果予測」
○ 谷村景貴（東洋大学）「RAPLを用いた粒子法シミュレーションの消費電力制御」

14:50-15:00 休憩
15:00-16:40 セッション２(HDDMPPS)

科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業(CREST)：
「ポストペタスケールシミュレーションのための階層分割型数値解法ライブラリ開発」
プロジェクトリーダ：塩谷隆二(東洋大学）

○
○
発」
○
○
○

塩谷隆二（東洋大学）「ポストペタスケールシミュレーションのためのライブラリ開発」
三目直登（東京大学）「粒子法と有限要素法を用いた大規模流体構造連成解析システムの開
淀薫（インサイト）「超大規模解析のための多階層型領域分割法ソルバーの開発」
田上大助（九州大学）「電磁場シミュレーションの大規模化・高効率化へ向けた理論的検討」
杉本振一郎（諏訪東京理科大学）「超大規模電磁場解析ライブラリ開発」

16:40-16:50 閉会の辞

田村善昭(東洋大学・計算力学研究センター長)

16:50-17:00 休憩
17:00-18:00 江澤良孝教授最終講義 「研究を振り返って−構造解析と最適化」
参加は無料です．人数を確認する関係で，
参加を希望される方は事前に
nakabayashi@toyo.jp（東洋大学・中林）までご連絡下
さい．
〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
●地下鉄三田線「白山」駅下車，徒歩５分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅下車，徒歩５分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅下車，徒歩１5分
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日時：平成28年3月8日(水)
場所：東洋大学・白山キャンパス・2号館16階スカイホール
13:00-13:10

開会挨拶 田村善昭（東洋大学・計算力学研究センター長）

13:10-14:50 セッション１(CCMR)
文部科学省・私立大学戦略的研究基盤形成支援事業：
「大規模高精度流体̶構造連成解析手法の開発と詳細実験による精度・妥当性検証」
プロジェクトリーダ：田村善昭(東洋大学・計算力学研究センター長)

○ 東洋大学 田村善昭，大規模高精度流体̶構造連成解析手法の開発と詳細実験による精度・妥
当性検証〜連成解析標準問題の成果を中心に〜
○ 琉球大学 富山 潤，損傷理論を導入したボクセルFEMによるアルカリシリカ反応の膨張挙動
解析
○ 東洋大学 藤岡照高，オープンCAE（固体の有限要素法）を用いた精度検証
○ 東洋大学 藤松信義，フラッタ予測のための流体-構造連成パラメータに関する検討
○ 琉球大学 松原 仁，反応拡散系理論に基づく石灰岩溶解シミュレーション

14:50-15:00

休憩

15:00-16:40 セッション２(HDDMPPS)
科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業(CREST)：
「ポストペタスケールシミュレーションのための階層分割型数値解法ライブラリ開発」
プロジェクトリーダ：塩谷隆二(東洋大学）
○ 東洋大学 塩谷隆二, Development of a Numerical Library based on HDDM for Post
Petascale Simulation
! 東京理科大学 遊佐泰紀, Three-dimensional Analysis Using Coupling-matrix-free S-version FEM
! シャージャラル科学技術大学(Shahjalal University of Science and Technology), A.M.M. Mukaddes, A
study of Bio-heat Transfer Problem using Finite Element Approach
! 東洋大学 鄭宏杰, Run faster and larger - ADVENTURE for K computer
! バージニア工科大学(Virginia Polytechnic Institute and State University) 古川知成, A Continuum
Approach for Detection of Corrosion

16:40-16:50

閉会挨拶 矢川元基（東京大学名誉教授・東洋大学名誉教授）

16:50-17:00

拡大運営委員会

17:00-19:00

懇親会

参加は無料です。人数を確認する関係で，参加を希望される方は事前に
fujimatsu@toyo.jp（東洋大学・藤松まで）ご連絡下さい。
〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
● 地下鉄三田線「白山」駅下車，徒歩5分
● 東京メトロ南北線「本駒込」駅下車，徒歩5分
● 東京メトロ千代田線「千駄木」駅下車，徒歩15分
Center for Computational Mechanics Research, Toyo University

日時：平成29年1月21日(土)
場所：東洋大学・白山キャンパス・6号館6203教室
13:00-13:10

開会挨拶 田村善昭（東洋大学・計算力学研究センター長）

13:10-14:50 セッション１(CCMR)
文部科学省・私立大学戦略的研究基盤形成支援事業：
「大規模高精度流体̶構造連成解析手法の開発と詳細実験による精度・妥当性検証」
プロジェクトリーダ：田村善昭(東洋大学・計算力学研究センター長)
「プロジェクト総括と今後の展望」
登壇予定者（敬称略，50音順）
江澤良孝，塩谷隆二，田村善昭，中林
14:50-15:00

靖，藤松信義

休憩

15:00-16:40 セッション２(HDDMPPS)
科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業(CREST)：
「ポストペタスケールシミュレーションのための階層分割型数値解法ライブラリ開発」
プロジェクトリーダ：塩谷隆二(東洋大学）
! Prof. Gabriel Wittum, Goethe University Frankfurt, Parallel adaptive multigrid - an approach
efficient large scale computing
! Dr. Sebastian Reiter, Goethe University Frankfurt, Geometric multigrid on massively parallel
systems with UG4 - approach and applications
! Prof. A M M Mukaddes, Shahjalal University of Science and Technology, Analysis of Skin Burn
Injuries Using Finite Element Method with Bio-heat equation
! Dr. Lijun LIU, Nagoya University, Development of A Distributed Parallel Explicit Moving Particle
Simulation Method and Its Applications
16:40-16:50

閉会挨拶 矢川元基（東京大学名誉教授・東洋大学名誉教授）

16:50-17:00

拡大運営委員会

17:00-19:00

懇親会（第１会議室・２号館３階）

参加は無料です。人数を確認する関係で，参加を希望される方は
事前にfujimatsu@toyo.jp （東洋大学・藤松） までご連絡下さい。
〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
● 地下鉄三田線「白山」駅下車，徒歩5分
● 東京メトロ南北線「本駒込」駅下車，徒歩5分
● 東京メトロ千代田線「千駄木」駅下車，徒歩15分

Center for Computational Mechanics Research, Toyo University











4.3.シミュレーション学会誌特集記事


日本シミュレーション学会誌「シミュレーション」2017 年 3 月号に掲載予定の東洋大学計
算力学研究センター小特集の入稿原稿を添付する。
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シミュレーション学会誌「シミュレーション」
東洋大学計算力学研究センター小特集 原稿
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1

東洋大学計算力学研究センターの研究紹介
田 村 善 昭
 本小特集は，東洋大学に平成 17 年に設立された計算

構造解析は同じような手法を用いながら，それぞれ独自

力学研究センター（以下，本センター）の最近の研究を

に進化してきたこと，特に解析精度を向上させようとす

まとめたものである．まずはこのように本センターの活

る場合に取るべき手法や方向性が異なること，空間や時

動を紹介する機会を与えて下さった日本シミュレーショ

間の分割幅に対する要求が異なること，などなど，同じ

ン学会にお礼を申し上げたい．個々の研究については，

ようでいて両者を同時に解くことは簡単ではなかった．

学会発表や論文投稿等で公開できるが，まとめて紹介で

さらに，別の問題として，もともと現象が単独のものよ

きることは稀である．本稿では，本センターの成り立ち

りも複雑になっているため，解析手法や解析結果の妥当

やこれまでの活動，今後の方針などを紹介したい．

性を示すのが難しいということも挙げられる．そこで，

 本センターは，平成 17 年，文部科学省私立大学学術

このプロジェクトでは，以下の３つを大きな研究テーマ

研究高度化推進事業「学術フロンティア推進事業」の採

とした．

択を受け，東洋大学白山第２キャンパス（当時）に設置

1. （超）大規模問題にも対応できる流体̶構造連成解
析手法の開発

された．初代センター長は，東京大学および東洋大学名
誉教授である矢川元基先生で，平成 24 年３月まで務め

2. 流体̶構造連成解析の基準となる問題（ここでは標

られた．その間，「数値逆解析手法の開発とその構造健

準問題と呼んでいる）の提案とその詳細な実験デー

全性向上のための応用」の研究題目の元，上記事業によ

タの取得

3. 流体̶構造連成解析の精度・妥当性を検証する方

る５年間のプロジェクトを遂行した．その成果は毎年の
年次報告書 1)に詳しいが，主な目的は，これまで当セン

法論の確立

ターのメンバー
（のべ東洋大学８名，学外 25 名；学生を

この３つのテーマを５つのグループに分けて研究を行っ

除く）が個別に行ってきた計算力学分野の研究をまとめ，

てきた．本小特集の以下の記事はこの５つのグループの

構造物の安全性評価に用いようとするものであった．次

成果が中心となっている．その関係を図１に示す．

に，平成 23 年には，科学技術振興機構戦略的研究推進
事業（CREST）に東洋大学塩谷隆二教授の「ポストペタス
ケールシミュレーションのための階層分割型数値解法ラ
イブラリ開発」が採択され，今年度（平成 28 年度）まで
続いている．これは，ますます大規模化する計算機に対
応すべく，理化学研究所の京コンピュータや，さらには
その先のポスト京コンピュータまで見据えて，大規模・



超大規模な計算機でも性能の出るライブラリを開発しよ

図１ 研究テーマとグループの関係

うとするものである．この詳細については，本小特集の



１つに記されている．さらに，平成 24 年に，文部科学

この５つのグループについて，東洋大学のメンバーがの

省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業にも採択され，

べ 13 名（博士研究員含む），学外のべ７名で研究を行っ

今年度まで活動を続けてきている．研究題目を「大規模

てきた．CREST のプロジェクトが同時進行しているため，

高精度流体̶構造連成解析手法の開発と詳細実験による

学外の協力者は前回よりも少なくなっている．記事では，

精度・妥当性検証」としており，このときから筆者がセ

それぞれのグループの研究紹介が中心となるので，ここ

ンター長を務め，現在に至っている．本小特集はこのプ

では３つのテーマについて簡単に述べておきたい．まず，

ロジェクトの内容が中心となっている．

解析手法の開発であるが，これは本稿の次の記事

 流体̶構造連成問題は，空力弾性（フラッタ）などを

「EnrichedFreeMeshMethod と SUPG/PSPG 安定化有限

初めとして古くから知られており，コンピュータによる

要素を組み合わせた効率的な流体構造連成解析システム

シミュレーションも 1990 年代から盛んに行われてきて

の構築」と４番目の「階層領域分割型数値解法ライブラ

いるが，未だに決定的な手法は見いだされていない．そ

リによる大規模並列計算」を組み合わせたものとなって

れには，いくつか理由があると思われるが，流体解析と

いる．解析手法のポイントは，流体・構造とも単純な要
シミュレーション 第◯◯巻第◯◯号
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素形状で比較的精度の出る手法を組み合わせ，かつ，流

自己組織化マップ）を用いて結果を分類し，解析の定量

体と構造でデータのやりとりをする（流体が構造に圧力

的，あるいは定性的評価を試みている．著者の専門とい

を及ぼす，構造は変形・移動し，それにより流体の境界

うこともあり，記事の５番目には可視化を利用した精

面もまた移動する，などを表現するために物理量が両者

度・妥当性検証についても触れている．プロジェクト終

で交換される）際に，データの補間を必要としないよう，

了まで入稿時点でまだ１月半ほどあるので，もう少しま

要素や節点を完全に一致させて，境界面で解析精度を維

とまった結果が示せればよいと思っている．さらに，学

持していることが特徴である．これを，超大規模な解析

外の協力者も含めてこれまでの成果をまとめた英文の本

にも対応するよう，階層型領域分割を用いて，規模が大

も執筆中であり，これも年度内には発刊を予定してい

きくなっても効率が出る手法を開発している．

る．

 次に，標準問題は，主に２番目の「流体構造連成コー

 現在の文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事

ド検証のための標準問題の提案および実験」に詳しく記

業はこの３月末をもって終了となるが，CREST のプロジ

載されている．また，「EnrichedFreeMeshMethod と

ェクトは１年間の延長が決まっており，その他にもいく

SUPG/PSPG 安定化有限要素を組み合わせた効率的な流体

つかのプロジェクトが進行中で，センターとしての活動

構造連成解析システムの構築」でも解析結果の例が示さ

はしばらく続いていくと思われる．そのとき，本センタ

れる予定である．流体̶構造連成問題では，床に固定さ

ーが何を目指すべきか，まだはっきりとした答えを得て

れた弾性円柱に流れが当たる現象を標準問題として提案

いるわけではないが，本小特集やここで述べたような話

した．その理由は，流れの速さや円柱の大きさ，弾性率

題の中にも，V&V，超大規模，人工知能，確立統計，デ

などによって，静的な変形をする場合，流れ方向に振動

ータベース／ビッグデータ，データ融合，可視化，等々

する場合，流れと垂直な方向に振動する場合，それらが

最近のキーワードが並んでおり，計算力学においてもこ

組み合わさる場合など，１つの形状で様々な様相を示す

のような理論や技術が重要となってくると思われる．計

ことから，精度や妥当性を検証するためのデータとして

算力学は，シミュレーションという大きな枠組みの中の

有用なのではないかと考えたからである．ここで取得し

１つであり，本センターはさらにその一部を担っている

たデータはなんらかの形で公開し，多くの方に使ってい

に過ぎないが，今後ともこの分野でなにがしかの貢献が

ただければと思っている．

できればと考えている．

 精度・妥当性検証，いわゆる V&V（Validation&

 最後に，これまで本センターに関わって下さった多く

Verification）は，残念ながら，こうすれば必ず精度が

の研究者，学生，大学・研究機関の職員，企業の方々に

分かる，妥当性が示せる，という統一的な方法を見いだ

センターを代表してお礼申し上げると共に，本センター

してはいないが，いくつかの手法や要素技術は提案でき

の活動が主に「文部科学省私立大学学術研究高度化推進

ており，それらを使った研究が３番目の「データ信頼性

事業（平成 17 年度〜平成 21 年度）
」，「文部科学省私立

を考慮した実用的 CAE」に記されているが，ここではむ

大学戦略的研究基盤形成支援事業（平成 24 年度〜平成

しろ本題の連成問題に対する精度・妥当性検証について

28 年度）
」および「科学技術振興機構戦略的研究推進事

少し述べておく．本プロジェクトにおける考え方は，実

業（平成 23 年度〜平成 28 年度）
」によるものであること

験もまたシミュレーションとは異なる意味で誤差を含ん

をあらためて記し，謝意を表す．

でおり，実験結果が真の解とは限らない．そこで，１つ
のアプローチとして，実験値とシミュレーション結果を

参考文献
1) CCMR 年次報告書,

同時に扱い，ベイズ推定等を用いることで，結果の信頼

http://www.toyo.ac.jp/site/ccmr/report.html

性を確率的に示そうとしている．また，本小特集には含
まれないが，人工知能技術（ニューラルネットワークや
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Enriched Free Mesh Method と SUPG/PSPG 安定化有限要素を
組み合わせた効率的な流体構造連成解析システムの構築
中 林 靖


した．一般的に，FEM による数値解析を行う際には，

1. 緒言
東洋大学計算力学研究センターで取り組んでいる「私立
大学戦略的研究基盤形成支援事業」のプロジェクト「大
規模高精度流体‐構造連成解析手法の開発と詳細実験に
よる精度・妥当性検証」では，そのプロジェクト名が示
す通り計算と実験の両面から連成解析問題に取り組み精
度や妥当性を検証するものであるが，本稿ではそのうち
計算の部分，すなわち数値流体解析及び数値構造解析を
組み合わせた流体‐構造連成解析手法について，新たに
提案する効率的なアプローチについて解説する．

中間節点を有する高次要素を用いて，その解析精度を向
上させる．しかしながら，高次要素を用いた数値解析は，
計算量と，使用メモリーが増加してしまうという短所も
ある．高次要素を用いる事無く，解析精度を向上させる
には，解析領域をより細かく要素分割する必要があるが，
領域全体の要素数を増加させると，結果的に，計算量，
使用メモリーは増加してしまう．FEM による構造解析
を行なう場合には，未だに優れた解析結果を得る為に，
高次要素を用いる事が，一般的であるが，流体解析を行
う際には，SUPG(Streamline Upwind / Petrov - Galerkin)
法，PSPG(Pressure - Stabilizing / Petrov - Galerkin) 法を導

2.

連成解析手法

入することで，高次要素を用いる事無く，良好な解析結

現在，有限要素法(Finite Element Method : FEM)や，境

果を得ることが可能である．

界要素法(Boundary Element Method : BEM)，差分法

 連成効果を考慮した解析を行う際には，図 1 に示すよ

(Finite Difference Method : FDM)等を用いた数値計算技術

うに各解析領域の境界上の要素形状に整合性が取れてい

の分野において様々な連成現象解析のアルゴリズムが提

る事が望ましいが，SUPG/PSPG 安定化 FEM を用いた流

案されているが，アルゴリズムが複雑であること，対象

体解析手法と，高次要素を用いた構造解析手法を用いる

となる解析領域が複雑かつ大規模になる為，解析に用い

と，図 2 に示すように，各解析領域の境界上の要素形状

る節点数，要素数等が増加し，使用メモリー等の計算機

が一致しない．その結果，各解析場における影響を他方

リソースも大幅に増加し，それに伴い，計算量も増加し，

の解析場に与える際に，その結果を捕間する作業が必要

連成結果を得るまでに必要な計算時間が大幅に増加する

になり，この要素形状の不一致による補間作業は，計算

等の理由によって，まだまだ完全に効率的で標準的な手

過程を煩雑にするだけでなく，解析精度の低下の原因と

法が確立しているとは言えない状況である．従って，現

なる．つまり，SUPG/PSPG 安定化 FEM の利点を生かし

状の多くは，この連成効果が非常に小さいとして，各々

た，流体‐構造連成解析を行なう為には，構造解析手法

の現象間で及ぼし合う影響を考慮せずに単一の現象とし

においても，高次要素を用いる事無く，解析精度を向上

て解析を行う，もしくは，一方の現象に対する解析を行

させる手法を用いることが，前述の問題点を考慮した上

い，その結果を基に他方の現象に対する解析を行う等，

で，理想的な手段であると言える．

物理現象間の相互作用を考慮せずに解析を行うことが多

そこで，本研究では，構造解析手法に，矢川らによ

い．しかしながら，バイオ分野，ナノ分野，環境分野を

り提案されたメッシュレス法の一種である高精度フリー

はじめ，多くの分野においてこの連成効果を考慮した数

メッシュ法(Enriched Free Mesh Method : EFMM )を使用す

値解析の需要が今後ますます増加していく事が予想され

る．この EFMM を使用した解析に用いる要素は，三角

る．

形一次要素もしくは四面体一次要素であるが，従来の

 連成効果を考慮した解析を行なう為には，前述の様々

FEM と比較して静的解析において，解析精度を向上さ

な問題に対処する必要がある．これらの問題が，連成効

せる事が可能である事が報告されている．これらの手法

果を考慮した数値解析を困難にする一因になっていると

を組み合わせることで，図 1 に示すような構造場，流体

考えられる．本研究では，これら連成効果を考慮した際

場の境界間の要素形状の整合性が得られた連成解析を行

に生じる様々な問題の中で，特に解析領域の増加に伴う，

うことが可能となる．

計算時間，使用メモリーの大幅な増加という問題に着目

しかしながら，本研究で取り扱う流体-構造連成解析で
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は，構造解析場に対しても，動的解析を行う必要がある

Hellinger-Reissner の原理 3)を使用して関連付ける手法で

が，EFMM の動的解析への適用とその有効性について

ある．
変位{u}，ひずみ{ε}を独立変数とした Hellinger –

の報告は未だにされていない．そこで，本論文では，
EFMM の動的解析における有効性について示し，この

Reissner の原理は以下の式(1),(2)で表される．

動的解析へ適用した EFMM による構造解析手法と
SUPG/PSPG 安定化 FEM を使用した流体解析手法を用い
た流体-構造連成解析ついて述べる．

3. 構造解析
3.1. Free Mesh Method (FMM) 1)
本研究で構造解析に使用する EFMM は，FEM を基本
概念に置く同じくメッシュレス法の一種である FMM を
ベースとした手法である．本節では，この FMM の基本
的な考え方について述べる．FMM では，FEM と異なり，
入力情報として，基本的には，解析領域内の各節点の座
標データのみが求められる．この与えられた節点の座標
データを用いて，各節点毎に図 3 に示すような局所三角
形要素群を生成する．この局所三角形要素群の作成方法
として，対角線比較法，Voronoi 多角形と Delaunay 三角
形の平面相対関係を基に，各中心節点毎に Delaunay 三
角形を構築する方法，包装法など，様々な手法が提案さ
れている．これらの手法を用いて生成される局所三角形
要素群の中心の節点を中心節点と呼び，その局所三角形
要素群を生成しているその他の節点を衛星節点と呼ぶ
(図 3)．
この局所三角形要素群の剛性マトリックスを，従来
の FEM と同様の方法で算出し，局所三角形要素群の中
心節点の行成分のみを全体剛性マトリックスに足し合わ
せる．この作業を解析領域中の全ての節点に対して行う
ことで，解析領域全体の剛性マトリックスを得ることが
出来る．その結果，解析精度は FEM と等価になる．し
かしながら，FMM は，その自動要素生成アルゴリズム
の特徴から，中間節点の利用が非常に困難であるという
問題も含んでいる為，中間節点を有する FEM と比較す
ると，解析精度が低下してしまう．解析精度を向上させ
るには，節点数，要素数の増加が必要不可欠となる．
3.2. Enriched Free Mesh Method (EFMM) 2)
前節で述べた FMM の問題を解消する為に，EFMM で
は，エラー! 参照元が見つかりません。に示した局
所三角形要素群内にFEM とは異なり，2種類の場を独立
に仮定する．具体的には，EFMM では，図4 に示したよ
うに，局所三角形要素群内に任意の応力場を，局所三角
形要素内に従来のFEM,FMM と同様に変位場をそれぞれ
独立に仮定する．このように，EFMM は従来の FEM で
は，変位とひずみを各要素内に同一の領域で仮定してい
たのに対して，変位とひずみをそれぞれ独立した領域で
仮定し，これら独立に仮定した 2 種類の場を

640

   (2)          
式中{b},

,Ω,

,

,はそれぞれ，体積力，境

界面 Sσに働く表面力，解析領域，節点変位，節点ひず
みを表す．また，[Nε]は，局所領域のひずみを決定す
る任意関数であり，以下のように仮定する．

(3)         

ここで，
(4)         
である．
 式(1)の停留条件は，以下の式(5)(6)のようになり，
式(7)の近似方程式を得る．
(5)        

（6）

 

(7)        

ここで，

(8)        

である．
次に，式(7)をローカル領域で縮約すると，式(9)を得
る．この式(9)から，式(10)に示すローカル領域の剛性マ
トリックスを得る．
(9)        
   

(10)        

3

れぞれ，SUPG 法，PSPG 法に起因する安定化パラメー

以上のように，ローカル領域全体で仮定されたひず

タである．

み場と，各要素で仮定された変位場を，一般的な混合形
式の有限要素法の定式化と異なる手法で定式化すること

式(13)(14)の未知変数である流速と圧力に対して，三

により，節点自由度を増加する事無く新たな場の追加が

角形一次要素による捕間を行う．この組み合わせは，安

可能となる．

定化有限要素法に基づく定式化を行っている為に可能で

このように，EFMM は FMM の局所三角形要素群を使

ある．更に，時間方向の離散化を行うと，

用する手法であることから，使用する要素は FMM と同

Un+1,Vn+1,Pn+1 を未知変数とする連立一次方程式を得

様，三角形もしくは四面体一次要素等の中間節点を持た

る．この連立一次方程式は非対称行列であるので，解法

ない一次要素である．

には，非対称行列に適用可能な反復解法の一つである
GPBi-CG (Generalized Product-type method based on Bi-CG)

4.

流体解析
本研究では，非圧縮性粘性流体の基礎方程式である
Navier-Stokes 方程式と連続の式に対して，SUPG/PSPG
法に基づき離散化を行った安定化有限要素法を流体解析
に用いる.非圧縮性粘性流体の基礎方程式として，無次
元化された Navier-Stokes の運動方程式と，連続の式は
(11),(12)で表される.



 

法を用いる．

5. 数値計算例
 この章では，3 章及び 4 章で説明した構造解析手法及
び流体解析手法を組み合わせて行った流体‐構造連成解
析結果をいくつか紹介する．既に説明している通り，3
章及び 4 章で説明した手法を組み合わせることにより，
流体‐構造界面での物理量の補間が必要のない極めて単
純なアルゴリズムで連成解析を行うことが出来る．また，
(11)    ここでは最も単純な弱連成解放を用いて，1
       
時間ステッ
プ毎に構造解析と流体解析を 1 度ずつ繰り返す単純互い
違い法を用いた結果を示す．
5.1. バネ支持された円柱のロッキング現象 6)7)
(12)     連成解析の例として，まず，バネ支持された円柱のロ
            
ッキング現象のシミュレーションした結果を示す．但し，

ここで，ui , p はそれぞれ無次元化された各方向の流

この計算は構造物の変形がないために，正確に言うと流

速成分，圧力を表す.Re は無次元化パラメータの

体‐構造連成解析ではなく，流体‐剛体連成解析になる

Reynolds 数であり，またΩは流体の占める解析領域であ

が，連成解析手法の検証にしばしば用いられる．

る．基礎方程式(11),(12)に対して安定化有限要素法

 図 5 に解析のモデルと各種パラメータを示す．モデル

4)5)

(SUPG/PSPG 法) を適用すると以下の弱形式が導かれ

の左側から流入する流速Uを変化させることによりレイ

る.

ノルズ数を変化させると，通常は流速Uの増大に伴って
円柱から放出される渦の放出頻度も増大するが，ある一
定のレイノルズ数領域ではバネの固有振動数に引っ張ら
れる形で渦の放出頻度が一定となる．この現象を数値解
6 である．実験で報
(13)     析して実験結果と比較したものが図
   
告されているレイノルズ数 105 から 125 の領域において，
周波数が一定になっていることが分かる．

5.2. 血管を流れる赤血球の変形
 次に，血管中を流れる赤血球の変形シミュレーション
の結果を示す．図 7 に解析モデルと有限要素モデルを示
す．赤血球は手足の先端などの毛細血管の太さに比べて
   非常に大きく，時にはパラシュート状に変形して流れる
           
ことが知られている．この解析では血管部分を流体領域，
（14）
赤血球の表面部分を薄肉の構造領域としてモデル化し，
ここで，wi,ｑはそれぞれ式(11)(12)に対する Galerkin
また赤血球内の体積一定条件を満たすために赤血球内部
項の重み関数であり，Γは，解析領域Ωの境界を表す．
もまた別の流体領域としてモデル化して解析を行った．
なお， i は移流速度を表す.式(13)(14)中のτs,τp はそ
 図 8 に示された通り，流れが一番強い血管中心部が赤
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血球に当たる部分を中心として，もともと回転楕円体を
していた赤血球の変形が始まっていることが分かる．ま
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れていることも分かる．最終的にはパラシュート状に広
がった赤血球が折り畳まるように潰れて毛細血管の細い
部分を流れて行くことが実験的に確認されているが，本
解析ではそのような大変形まで追いかけて連成解析する
ことは出来なかった．

6. 結言
 本稿では，流体‐構造連成解析を行う際の高精度で高
効率方法として， EFMM を用いた構造解析手法と，
SUPG/PSPG 安定化有限要素法を用いた流体解析手法
とを組み合わせる手法を提案した．この組み合わせに
より高次要素を使用せず，また，流体構造界面での物
理量の補間が必要のない流体-構造連成解析手法を構築
することが出来る．具体的には，以下のような結論が
得られた．
1) 構造解析にEFMM を用いることにより，従来
の四面体一次要素を用いた構造解析よりも精
度の高い解析が行えることがわかった．
2) 流体解析において，高次要素を使用する事無
く，高精度な解析を行う事が可能である
SUPG/PSPG 安定化 FEM と EFMM を組み合
わせる事で，各解析境界間で整合性の得られ
た連成解析システムが構築出来た．
3) バネ支持された円柱のロックイン現象を実験
と比較することにより，上記で示した連成解
析システムの精度について検証を行った．
4) 流体-構造連成解析の例題として，毛細血管内
の赤血球の血流による形状変形についての数
値シミュレーションを行った．この解析は，
実際の赤血球の両凹円板状形態と若干異なる
中央部付近の凹みを無視した形状で行ったが，
その結果は，毛細血管内で実際に観測される
赤血球のパラシュート型への形状変形を定性
的に見て，計算できていると考えられる．
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図 1 節点整合性の取れた流体‐構造界面
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図 2 節点整合性の取れていない流体‐構造界面
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図 3 局所要素クラスタ
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図 4 変位場と応力場の計算領域

643

6

図 5 バネ支持された円柱まわりの流れ解析モデル

図 6  ロッキング現象
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図 7 解析モデルと有限要素モデル

図 8 赤血球の変形
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㢮䛷ᐇ㦂䜢⾜䛳䛯䠊䝲䞁䜾⋡䛾ྑഃ䛻ᣓᘼ᭩䛝䛧䛯ᩘ್䛿
䝂䝮䛾◳䛥ヨ㦂ἲ䛾୍䛴䛷䛒䜛䝕䝳䝻䝯䞊䝍◳䛥䜢ព䛧䛶
䛔䜛䠊⾲ 2 䛿㔠ᒓ䝅䞊䝖ᮦ䛸䝂䝮䝅䞊䝖ᮦ䛾✀㢮䛸䝲䞁䜾⋡
䜢♧䛧䛶䛔䜛䠊㔠ᒓᮦᩱ䛿 3 ✀㢮䠈䝂䝮ᮦᩱ䛿 7 ✀㢮⏝䛧
䛶䛚䜚䠈䛭䜜䛮䜜䛝䛥䜢ኚ䛘䛶ᐇ㦂䛧䛯䠊ྡ⛠䛾ᶓ䛻䛿䠈
ᅗ䛾ซ䛻⾲グ䛩䜛␎⛠䜢♧䛧䛶䛔䜛䠊⾲ 3 䛻㔠ᒓ䝅䞊䝖
ᮦ䛸䝂䝮䝅䞊䝖ᮦ䛾㛗䛥䠈ᖜ䠈ཌ䛥䜢♧䛧䛶䛔䜛䠊ᐇ㦂䛻
⏝䛩䜛ᙎᛶᰕ䠈䝅䞊䝖ᮦ䛿ၟ⏝䛾ᮦᩱ䜢⏝䛧䛶䛚䜚䠈
(a) 㔠ᒓᯈ

 (b) ࢦ࣒ࢩ࣮ࢺᮦ

ᐜ᫆䛻ධᡭ䛷䛝䜛䜒䛾䛸䛧䛯䠊

ᅗ䠎㻌 䝅䞊䝖䝣䝷䝑䝍ヨ㦂⨨
3 ᐇ㦂⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
3.1 ᙎᛶᰕࡢ✵ຊືヨ㦂

⾲䠍 ᙎᛶᰕ䛾ᵝ
┤ᚄ dc [mm]

20

 ᮏ⠇䛷䛿䠈ᙎᛶᰕ䛾✵ຊື≉ᛶ䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䛻䠈

㛗䛥 Lc [mm]

160

ᰕ䛾ᮦ㉁䛻╔┠䛧䛶✵ຊື䛩䜛㝿䛾ᖜ䛸ື࿘Ἴᩘ

䝲䞁䜾⋡ E [MPa]

䜢ㄪ䜉䛶ᩚ⌮䛧䛯⤖ᯝ䜢♧䛩䠊

2.9 (A50)
4.9 (A60)

ᅗ 3 䛿✵ຊື䛧䛶䛔䜛ᙎᛶᰕ䜢ഃ㠃䛸ୗ㠃䛛䜙ᙳ

6.8 (A70)

䛧䛯⏬ീ䜢♧䛧䛶䛔䜛䠊ᮦ㉁䛿 A50 䛷䛒䜚䠈U=25m/s 䛾䛸䛝
䛾⤖ᯝ䛷䛒䜛䠊ᰕ䛾ഃ㠃䛸ୗ᪉䛛䜙㧗㏿ᗘ䜹䝯䝷䛷ື
䛩䜛ᰕ䜢ᙳ䛩䜛䠊ᐇ㦂䛷ື⏬䜢ྲྀᚓ䛧䛯ᚋ䠈㐃⥆⏬ീ

⾲ 2 㔠ᒓ䞉䝂䝮䝅䞊䝖ᮦ䛾䝲䞁䜾⋡
㔠ᒓ䝅䞊䝖ᮦ
䝲䞁䜾⋡ [GPa]
䜰䝹䝭䝙䜴䝮(䜰䝹䝭)
70.6
䝇䝔䞁䝺䝇(䝇䝔䞁)
205
㯤㖡
105
䝂䝮䝅䞊䝖ᮦ
䝲䞁䜾⋡ [MPa]
䜴䝺䝍䞁䝂䝮 (UT)
46.2
ሷ䝫䝸䝡䝙䝹 (EV)
31.6
㯮ኳ↛䝂䝮 (BN)
9.90
䝣䝑⣲䝂䝮 (FS)
8.30
䝙䝖䝸䝹䝂䝮 (NBR)
7.60
䜶䝏䝺䞁䝫䝸䝥䝻䝢䝺䞁 (EPT)
7.10
䜽䝻䝻䝥䝺䞁 (CR)
5.60

䛻ศ䛧䛶 2 ್ฎ⌮䜢⾜䛔䠈ᰕ㡿ᇦ䛾୰ᚰᗙᶆ䜢ᰕ
㒊ศ䛾䝢䜽䝉䝹䛾ᖹᆒ್䛸䛧䛶⟬ฟ䛧䛯䠊䛭䛾ᚋ䠈୰ᚰᗙ
ᶆ䛾㛫ᒚṔ䜢ྲྀᚓ䛧䠈ᰕ䛾ኚ䛸࿘Ἴᩘ≉ᛶ䛻䛴䛔
䛶ㄪ䜉䛯䠊ᅗ䛾ῧ䛘Ꮠ䛿 x, y ᪉ྥ䜢⾲䛧䛶䛚䜚䠈ᐇ⥺䛸◚⥺
䜢⏝䛔䛶䛭䜜䛮䜜♧䛧䛯䠊䜎䛯 x 䛿ὶ䜜䛻ᖹ⾜䛺ᡂศ䠈y 䛿
ᆶ┤䛺ᡂศ䜢ព䛧䛶䛔䜛䠊

(a) ᰕഃ㠃
⾲ 3 㔠ᒓ䞉䝂䝮䝅䞊䝖ᮦ䛾䝃䜲䝈
㔠ᒓ䝅䞊䝖ᮦ
㛗䛥 L [mm]
100, 110, 120, 130, 150
ᖜ w [mm]
40
ཌ䛥 t [mm]
0.3, 0.4, 0.5
䝂䝮䝅䞊䝖ᮦ
㛗䛥 L [mm]
100, 110, 120, 130, 150
ᖜ w [mm]
40, 50, 60, 70, 80, 90
ཌ䛥 t [mm]
0.5, 1.0

(b) ᰕୗ㠃

ᅗ 3 ✵ຊື䛩䜛ᙎᛶᰕ䛾▐㛫┿ (A50, U=25.2m/s)
ὶయຊᏛ䛻㛵㐃䛩䜛⌧㇟䛿↓ḟඖᩘ䛷グ㏙䛩䜛䛸⣔⤫
ⓗ䛻ᩚ⌮䛷䛝䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹䛣䛣䛷䛿䝺䜲䝜䝹䝈ᩘ Re=Udc/!
䛷ᩚ⌮䛩䜛䠊! 䛿ὶయ䛾ື⢓ᛶಀᩘ䜢⾲䛧䛶䛔䜛䚹ᅗ 4 䛿
㛫ᖹᆒ䛧䛯ኚ D 䛾 Re ᩘ䛻ᑐ䛩䜛ኚ䜢♧䛧䛶䛔䜛䠊
䝺䜲䝜䝹䝈ᩘ䛾௦⾲㛗䛥䛿ᰕ䛾┤ᚄ dc 䛷䛒䜛䠊Re ᩘ䛸ඹ
䛻 Dx 䛿ቑຍ䛩䜛ഴྥ䛻䛒䜛䠊A50 䛿᭱䜒ᰂ䜙䛛䛔ᮦ㉁䛷䛒
䜚䠈Re ᩘ䛻ᑐ䛩䜛 Dy 䛾ቑຍ䛿᫂䜙䛛䛷䛒䜛䠊䛯䛰䛧䠈Dx 䛾
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3

1/10 ⛬ᗘ䛷䛒䜛䠊ᰕ䛾ᮦ㉁䛜 A60, A70 䛾䛸䛝䠈ኚ Dx

ᐃ⤖ᯝ䛛䜙࿘Ἴᩘ䝇䝨䜽䝖䝹䛻᫂☜䛺䝢䞊䜽䜢☜ㄆ䛷䛝䛺

䛿ᴫ䛽୍ᐃ䛷䛒䜛䠊䛣䛾䛸䛝䛾 y ᪉ྥ䛾ኚ Dy 䛿ᰕ䛾ᅛ

䛛䛳䛯ሙྜ䛿䠈ᐇ㦂⤖ᯝ䛛䜙㝖እ䛧䛶䛔䜛䠊䝇䝖䝻䞊䝝䝹ᩘ

ᐃ᪉ἲ䛾ᙳ㡪䛺䛹䛻䜘䜛୰ᚰᗙᶆ䛾䛪䜜䛷䛒䜛䛜䠈┤ᚄ䛾

St=dcf/U 䛿 Re 䛸ඹ䛻ῶᑡ䛧䛶䛚䜚䠈䛭䛾ഴ䛝䛿ᮦ㉁䛻౫䜙

3%ᮍ‶䛷䛒䜚䛝䛟䛺䛔䠊

䛪ᴫ䛽୍ᐃ䛾್䜢♧䛧䛶䛔䜛䠊䜎䛯ື䛾᪉ྥ䛻䜘䜛ᙳ㡪

ᅗ 5 䛿ኚ䛾 RMS ್ a 䜢ᰕ䛾┤ᚄ䛷↓ḟඖ䛧䛯್

䜒ᑠ䛥䛔䛣䛸䛜ศ䛛䜛䠊
⾲ 4 䛿ᅗ 4 䛛䜙ᅗ 6 䛻♧䛧䛯㛫ᖹᆒ䛧䛯ኚ D䠈ኚ

ᰕᚋὶ䛻Ⓨ⏕䛩䜛 䛻䜘䜛ᙳ㡪䜢ཷ䛡䛶䛚䜚䠈ὶ䜜䛻ᆶ┤

䛾 RMS ್ a䠈St ᩘ䛾 Re ᩘ䛻ᑐ䛩䜛໙㓄䜢୍ぴ⾲䛻䛧䛶♧

᪉ྥ䛻ື䛩䜛䛣䛸䛛䜙 ax 䜘䜚䜒 ay 䛾ቑຍ⋡䛜䛝䛔䛣䛸䛜

䛧䛶䛔䜛䠊◳䛥䛜ቑ䛩䛸 D, a 䛾್䛜ῶᑡ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䠈䜎䛯

☜ㄆ䛷䛝䜛䠊䜎䛯ᰕ䛾◳ᗘ䛜ቑ䛩䛸䠈໙㓄䛿⦆䜔䛛䛻䛺

ᅗ6 䛻♧䛧䛯䜘䛖䛻࿘Ἴᩘ≉ᛶ䛾ഴ䛝䛿ᴫ䛽୍ᐃ䛷䛒䜛䛣䛸

䜛ഴྥ䛜☜ㄆ䛷䛝䛶䛚䜚䠈ᮦᩱ䛾ᛶ㉁䛜⌧䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜

䜢☜ㄆ䛷䛝䜛䠊ᩘ್ゎᯒ䛾᳨ド䛾䛯䜑䛻䠈䛣䜜䜙䛾⤖ᯝ䛸

ศ䛛䜛䠊

ẚ㍑䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䠊
⾲ 4 ᙎᛶᰕ䛾✵ຊື≉ᛶ
Dx
Dy
ax
ay
St (x)
A50 2.442
1.626 1.988 -1.017
A60 2.260
1.090 1.504 -1.005
A70 2.164
1.052 1.125 -0.912

Displacement of oscillation Dx,y /dc

䜢♧䛧䛶䛔䜛䠊Re ᩘ䛜ቑ䛩䛸ඹ䛻 ax, ay 䛿ቑຍ䛧䛶䛔䜛䠊

100
-1

10

A50
A60
A70

Dx
Dx
Dx

Dy
Dy
Dy

10-2

St (y)
-0.985
-1.046
-1.042

10-3

3.2 ࢩ࣮ࢺࣇࣛࢵࢱヨ㦂

10-4

 ᮏ⠇䛷䛿䠈䝅䞊䝖䝣䝷䝑䝍≉ᛶ䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䛻䠈㢼Ὕヨ

103

104

㦂䛷㢼㏿䜢ᚎ䚻䛻ୖ䛢䛶䛔䛝䠈䝅䞊䝖ᮦ䛜ື䛧ጞ䜑䜛㏿

105

䛥䜢ㄪ䜉䛯䠊䜎䛯䛣䛾䛸䛝䛾䝅䞊䝖ᮦ䛾ኚ䜢䝺䞊䝄ኚィ

Re

䛷 ᐃ䛧䠈࿘Ἴᩘ≉ᛶ䜢ㄪ䜉䛯䠊⾲ 2, 3 䛻♧䛧䛯䜘䛖䛻䠈䝅

ᅗ 4 ✵ຊື䛩䜛ᙎᛶᰕ䛾㛫ᖹᆒኚ

䞊䝖ᮦ䛾ᮦ㉁䠈䛭䛾䛝䛥䜢ኚ䛘䛶ᐇ㦂䜢⾜䛳䛯䠊

Amplitude of oscillation ax,y /dc

100
10-1

A50
A60
A70

ax
ax
ax

ay
ay
ay

10-2
10-3
10-4
103

104

ᅗ 7 䜰䝹䝭䝅䞊䝖ᮦ䛾䝣䝷䝑䝍㛤ጞ㏿ᗘ (AL)

105

Re

ᅗ 5 ✵ຊື䛩䜛ᙎᛶᰕ䛾ኚ䛾 RMS ್

Strouhl number

St(x), St(y)

101
100

A50
A60
A70

St(x)
St(x)
St(x)

St(y)
St(y)
St(y)

10-1
10-2

ᅗ 8 㔠ᒓ䝅䞊䝖ᮦ䛾䝣䝷䝑䝍㛤ጞ㏿ᗘ

10-3
103

104

ᅗ 7 ࡣ㔠ᒓࢩ࣮ࢺᮦࢦ࣒ࢩ࣮ࢺᮦࡢࣇࣛࢵࢱ㛤ጞ㏿

105

ᗘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᶓ㍈ࡣࢩ࣮ࢺᮦࡢ㛗ࡉ࡛࠶ࡾ㸪ཌࡉ t

Re

ࢆኚࡉࡏࡓሙྜࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋཌࡳࡀ 0.5mm ࡽ

ᅗ 6 ✵ຊື䛩䜛ᙎᛶᰕ䛾࿘Ἴᩘ≉ᛶ

0.3mm ⷧࡃ࡞ࡿ๛ᛶࡀపୗࡍࡿࡓࡵࣇࣛࢵࢱࡋࡸࡍ
ࡃ࡞ࡾ㸪ࣇࣛࢵࢱ㛤ጞ㏿ᗘࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㛗ࡉࡀ

ᅗ6 䛿䝅䝸䝁䞊䞁䝂䝮ᰕ䛾࿘Ἴᩘ≉ᛶ䜢♧䛧䛶䛔䜛䠊
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4

ቑࡍࣇࣛࢵࢱ⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ㸬

EI

 ᅗ 8 ࡣᮦ㉁╔┠ࡋ࡚ t=0.3mm㸪L=40mm ࡢ㔠ᒓࢩ࣮

(1)

!U 2 L2 wt

ࢺᮦࡘ࠸࡚ᮦ㉁㸦ࣖࣥࢢ⋡㸧ࢆኚ࠼ࡓᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪㛗
䝣䝷䝑䝍࿘Ἴᩘ䛿᪤ ◊✲䛾ᵝ䛻䠈ᅛ᭷ືᩘ䜢⏝䛔䛶

ࡉ L ࡘ࠸࡚ࣇࣛࢵࢱ㛤ጞ㏿ᗘࢆᩚ⌮ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬

↓ḟඖ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䠊ᮦᩱ䛾ᅛ᭷ືᩘf䛿௨ୗ䛾ᵝ䛻

㯤㖡ࡣ 105 GPa㸪࣑ࣝࢽ࣒࢘ࡣ 70.6 GPa㸪ࢫࢸࣥࣞࢫ

⾲䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䠊

ࡣ 205 GPa ࡛࠶ࡿ㸬ࣖࣥࢢ⋡ E ࡀቑࡍ๛ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ
ࡓࡵ㸪ࣇࣛࢵࢱ㛤ጞ㏿ᗘࡀࡁࡃ࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢഴྥࡣ㸪
᪤ ◊✲࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬

f' ٙ

$
1 "2
ٙ
2# 2# L2

EI
!A

3.1 ⠇࡛㏙ࡓࡼ࠺㸪ࢩ࣮ࢺࣇࣛࢵࢱࡢ࿘Ἴᩘ≉ᛶ

(2)

ࢆ↓ḟඖᩘࡼࡾᩚ⌮ࡍࡿ㸬ᅗ 9 ࡣ࣑ࣝࢽ࣒࢘ᮦࡢ࿘

ᘧ(2)䛾 " 䛿ື䝰䞊䝗䠈# 䛿䝅䞊䝖ᮦ䛾ᐦᗘ䠈A 䛿䝅䞊䝖ᮦ

Ἴᩘ≉ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࣞࣀࣝࢬᩘࡼࡽࡎ࿘Ἴᩘࡣ

䛾᩿㠃✚䛷䛒䜛䠊

୍ᐃࡢ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬୍᪉㸪ᮦ㉁ࡣ
ྠ୍࡛࠶ࡿࡀࡁࡉࡀ␗࡞ࡿᐇ㦂⤖ᯝࡀⅬᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪
⣔⤫ⓗᩚ⌮࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ᅗ 11 䛿䝂䝮䝅䞊䝖ᮦ䛾䝣䝷䝑䝍㛤ጞ㏿ᗘ䛸䝣䝷䝑䝍࿘Ἴᩘ
䜢⣔⤫ⓗ䛻ᩚ⌮䛧䛯⤖ᯝ䛷䛒䜛䠊⦪㍈䛿䝣䝷䝑䝍࿘Ἴᩘ f 䜢
ᘧ(2)䛾ᅛ᭷ືᩘ䛷䠈ᶓ㍈䛿ᘧ(1)䛾↓ḟඖᩘ䛷ᩚ⌮䛧䛯
⤖ᯝ䛷䛒䜛䠊㔠ᒓ䝅䞊䝖ᮦ䛾䝣䝷䝑䝍࿘Ἴᩘ䛿ᮦ㉁䛻䜘䜙䛪
ᴫ䛽 2 ḟ䛾ᅛ᭷ືᩘ䛷ື䛩䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛷䛝䜛䠊ᅗ 12
䛿䝂䝮䝅䞊䝖ᮦ䛻ᑐ䛧䛶࿘Ἴᩘ≉ᛶ䜢ᩚ⌮䛧䛯⤖ᯝ䛷䛒䜛䠊
䝂䝮䝅䞊䝖ᮦ䛿ᮦ㉁䠈䛝䛥䛜ኚ䛧䛶䜒䠍ᮏ䛾⥺䛷⤖䜀䜜
䛶䛔䜛䛣䛸䛜ุ䜛䠊㔠ᒓ䝅䞊䝖ᮦ䛻ẚ䜉䛶᭤䛢๛ᛶ EI 䛜ᑠ
䛥䛔䛣䛸䛛䜙䠈ᶓ㍈䛾↓ḟඖᩘ䛻ᑐ䛧䛶ᴫ䛽䠍ᮍ‶䛷䝣䝷䝑
䝍⌧㇟䛜㛤ጞ䛩䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䠊
㔠ᒓᮦ䠈䝂䝮䝅䞊䝖ᮦ䜢⏝䛔䛶䝣䝷䝑䝍ᐇ㦂䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䠈
䛝䛥䠈ᮦ㉁䛻䜘䜙䛪䠈䝣䝷䝑䝍㛤ጞ㏿ᗘ䜢ศ㢮䠈ᩚ⌮䛷䛝䜛
䛣䛸䛜☜ㄆ䛷䛝䛯䠊ᘧ㻔㻝㻕䛷⾲䛥䜜䜛↓ḟඖᩘ䛿ᮦᩱ䛾᭤䛢

ᅗ 9 ࣑ࣝࢩ࣮ࢺᮦࡢࣇࣛࢵࢱ࿘Ἴᩘ≉ᛶ
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データ信頼性を考慮した実用的CAE

江澤倨孝，芦野俊宏，藤岡照高

1 はじめに
構造のシミュレーションを行う場合，まず材料定数な
どの実験データが必要となる．その実験データは常にな
んらかのばらつきを有している．したがって，その実験
データを用いたシミュレーションもそのばらつきの影響
を受けることになる．したがってそのばらつきを考慮し
たシミュレーションが必要になる．そこで，そのデータ
の信頼性を考慮した実用的 CAE を構築するための各種
要素技術を検討した．まず第１は，データ信頼性を考慮
してシミュレーションに必要な定数を算出するための技
術，第２は，実用的な CAE に不可欠な，物性データ・
数学的知見交換のためのデータ表現形式の開発，第３は
実用的 CAE として近年注目されているオープンソース
CAE 技術を用いた V&V（Verification and Validation）．こ
の３つにポイントを絞って紹介する．

(a) Micro model

2 データ信頼性を考慮してシミュレーションのための
定数を算出する技術 1)

(b) Macro model

2.1 段ボールとシミュレーション
ここでは段ボールを例にとって検討を行った．段ボール
は中芯形状が複雑であり，抄造機によって抄造された板
紙は抄造方向に紙を構成する繊維が配列するため抄造方
向と垂直方向で弾性率が異なる異方性材料であり，かつ
形状が複雑であるため通常の数値シミュレーション解析
は困難である．したがって設計段階での数値シミュレー
ション解析は普及していない．本研究ではこのような問
題点に対し段ボール構造の周期性に着目し数値シミュレ
ーション解析の一手法である均質化法 2,3)を用いた効率
的な数値シミュレーション解析を行ない，実験と数値シ
ミュレーション解析から効率的に弾性率を算出する手法
を提案する．
まず，両面段ボールについて曲げ試験を行った．さ
らに均質化法を適用するため，本研究では，図 1(a)に示
す段ボールの一つの段をモデル化したミクロモデルと，
図 1(b)に示す等価なマクロモデルを用いた．

図１ 均質化モデル

2.2 材料定数の導出と検証
この均質化解析を行うためには均質モデルに割り当てる
材料定数を計算する必要がある．しかしながら，実験デ
ータは各種の誤差を含んでいる．例えば，中芯部分形状
もばらつきがあり，実験の時に荷重を付加する位置も厳
密に指定するのは困難である．このような誤差を含んだ
実験データから算出した材料定数は当然誤差を含んでお
り，そのデータを使ったシミュレーションも誤差の影響
をうける．そこで，ここでベイズ推定に着目し，確率論
的に材料定数を推定することを行った．このようにする
と推定値の信頼性を評価することができる．ベイズ推定
は次式のように表現できる．
ሺߠȁܦሻ ݂ ןሺܦȁߠሻሺߠሻሺͳሻ
ここで原因をデータܦ，結果をパラメータߠとすると
ሺߠȁܦሻは事後確率であり，データ D のもとでパラメー
タߠが得られる確率である．事後確率はパラメータに対
シミュレーション 第◯◯巻第◯◯号
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する尤もらしさを示す尤度関数݂ሺܦȁߠሻと文献，過去の
知見やデータといった解析者の有する主観的な情報を反
映させた事前確率ሺߠሻを乗ずることで導き出している．
本研究では下記に示す確率モデルについて議論を行
うため Case A では明瞭な因子を考慮しない従来型ベイ
ズモデル，Case B，C では解析者が最低限把握している
不確定性（Case B は明瞭な情報を把握していないと仮
定した予測情報，Case C は解析者が不確定性に対する
正確な値を把握している予測情報）を考慮しパラメータ
の異なる階層ベイズモデルを作成した．
Case A: 従来型ベイズモデル
荷重条件 F，段ボールの各方向における拘束条件のもと
で得られた解析結果より作成した応答曲面の変位ݑから
弾性率 E(ライナ:  ，中芯: ெ )の弾性率を推定す
る．
Case B，C: 階層ベイズモデル（階層は１層のみに単純化
した）
実験値の観測誤差の因子を加えた応答曲面の変位ݑから
弾性率を推定する．
図２に，実験値に対して前処理を施した 20 の観測デー
タデータ(ܦ ,ܦெ )（େୈ
୧ は，中芯にそった方向に荷重
をかけた場合の変位で，ୈ
୧ は，中芯にクロスする方向
に荷重をかけた場合の変位）を用いてそれぞれの確率モ
デルに対してベイズ推定を行なった結果の事後分布を示
し，表１に平均と分散の定量値を示す．表１において
Parameter とはライナと中芯を指す．図２において，黒
点は実験値の応答曲面から算出した中芯とライナの弾性
率の値，青点はベイズ推定による事後確率の平均値であ
る．

(b) Case B

(c) Case C
図２ 事後分布
表１ 予測された平均値と分散
Case A
Case B
Case C
Parameter
Ave Var Ave Var Ave Var
5494 6892.2 5305 6825.8 5319 3673.7
Liner

Corrugated
medium

2211

16070

3389

27392

2774

13396

2.3 結果と考察
通常の有限要素解析は段ボール構造が複雑であるためモ
デル化や境界条件の設定に手間がかかり非効率であるが，
段ボールの周期性構造に着目した均質化法を適用するこ
とで詳細なモデルによる解析を必要とすることなく全体
構造解析が可能となり，効率的に解析を行える． Case
A，B，C を比較すると Case A（従来型ベイズモデル）が
総合的に良い推定結果となっているが，用いた確率モデ
ル(従来型ベイズモデル)は明瞭な不確定因子をモデルに
反映しておらず事後分布に与える不確定因子の影響を表
現できていない推定結果となっている．一方，Case B，
C の推定結果は Case A に劣るが確率モデル(階層ベイズ
モデル)に明瞭な不確定因子を考慮したため，より真の
現象を捉えており不確定因子のパラメータを設けること

(a) Case A
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で推定の自由度が増すため少数のデータを活用する場合
においてもロバスト性を有する実用性のあるベイズモデ
ルといえる．
3. 物性データ・数学的知見交換のためのデータ表現形
式開発
シミュレーション学会誌では, 2000 年に「シミュレー
ションは何処まで実験を補完できるか─仮想実験による
物質材料設計の試み」
として小特集が組まれた 4). この仮
想実験プロジェクトは材料に関わるミクロからマクロの
数値シミュレーションプログラムをモジュールとして組
み込んだワークベンチを開発し, ワークフローによって
結合して材料に関わる統合化された計算環境を構築しよ
うという試みであった. わが国ではこの方面でその後大
きな動きはなかったが, シミュレーションやデータを用
いた材料設計についての研究は各国で継続されてきた.
研究の方向性は二つに大別されており, 一方は結晶構
造などのデータベース, 第一原理計算などの結果から,
これまで作られたことのない組成, 結晶構造の物質の特
性を予測しようとするもので, 所謂マテリアルズ・イン
フォマティクス, と呼ぶ場合こちらをさす場合が多い 5).
この手法は実際には製造されていない物質系を探し出す
ことが可能である一方, 予測可能な物性はミクロ構造が
直接反映されるもの, 電磁気的特性や熱物性などに限ら
れる.
これに対して構造材料の強度や, 特に長期的な性能に
関わるクリープや疲労などの特性は結晶粒, 粒界, 転位
などミクロ-マクロに至る実体, メカニズムが関わって
いる. このため単一の物理モデルによって計算・予測す
ることが困難であり, 熱力学計算による組織予測, 亀裂
進展などのモデル計算, 有限要素法など複数のモデルを
組み合わせてマクロな物性を予測しようとする
ICME(Integrated Computational Materials Engineering)のア
プローチが研究・開発されてきた 6).
2011 年に米国ホワイトハウスがこれらの動きを取り
上げ, Materials Genome Initiative (MGI), として計算機支援
による新材料設計・材料開発を国家戦略として推進する
ことを発表し, 国際的に注目を浴びることとなった 7).
これを受けて, わが国でも戦略イノベーション創造プロ
グラムの一つのテーマとして ICME のアプローチを取る
革新的構造材料, マテリアルズ・インフォマティクスの
アプローチを取る情報統合型物質・材料開発イニシアテ
ィブなどのプロジェクトが相次いで立ち上がった. 中国
においては, China MGI と称して材料研究者と情報科学
者が共同する体制作りが進められており, ヨーロッパに
おいても ICMEg (ICME Expert Group), MARVEL (Materials¶
Revolution), NoMaD (Novel Materials Discovery)などのプロ
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ジェクトが開始されている.
材料の物性や性能に関わるデータは人工物の設計・
評価に関わる基本的な情報であり, 古くは印刷されたデ
ータシートの形で, その後は計算機可読なデータベース
として各所において整備が進められてきた. しかしなが
ら, 独立に開発されてきたために互いに異なったデータ
構造を持ち, 加えて材料の種類, 関係する物性値, 測定
方法, プロセスに関する記述などの多様さからデータ構
造の標準化は困難であり, いくつかの試みはあったもの
の 8)データの相互交換は困難であった. しかしながら,
マテリアルズ・インフォマティクスにおいても ICME に
おいても, データ処理やシミュレーションのためのツー
ル, データベースを連携させるためのデータ交換が必須
であり,データ交換のための共通スキーマ, 材料分野の概
念とその関係をネットワーク構造として記述し, 共通の
辞書となるドメイン・オントロジーの研究も MGI 以降
活発化している.
筆者らは, 計算力学を含む数値シミュレーションとの
材料データの入出力や, 各所で開発されている異なった
構造を持つ材料データ資源の連携のためのデータ交換フ
ォーマットの必要性に早くから着目し, 2006-2007 年に
NEDO 知的基盤創成・利用促進研究開発事業「材料デー
タベースのための共通プラットフォームの研究開発」の
採択を得て材料オントロジーに材料データベースの統合
利用について研究開発を行った 9). その後本センターに
おいても, リンクト・データなどインターネット上での
データ共有のための共通基盤となっているセマンティッ
ク・ウェブのフレームワークを用いた材料データフォー
マットに関わる研究を行っている. 2011-2013 年には科研
費「材料オントロジーの拡張と国際化による材料データ
交換手法の確立」も得てオントロジーの拡張に加えて,
経験式など数式として表される材料の特性記述に関する
研究 10), 2014 年からは戦略イノベーション創造プログラ
ム・革新的構造材料の中の中心的な課題であるマテリア
ルズ・インテグレーション(MI)に参画して複数の計算モ
ジュール, データベースの連携のためのデータ・知識構
造の研究とプロトタイプ開発を行っている.
筆者らが開発している MI のためのデータ構造を図３
に示す. 物性値や実験データ, シミュレーションモジュ
ー ル の 入 出 力 デ ー タ の 記 述 に は RDF (Resource
Description Framework)や XML Schema を用い, そこに用
いる語彙を OWL (Web Ontology Language)によって定義
する. これらを XML で記述し, RDF データを検索するた
めのデータベースサーバである SPARQL (SPARQL
Protocol and RDF Query Language) Endpoint に格納して検
索する.

4

図４には, クリープ挙動の構成方程式の一つである
Norton 則について式に関するメタデータ, 式, 実験デー
タからアセスメントされたパラメータの記述を示す. パ
ラメータはOpenMath による数式とは別にRDF 形式によ
って保存し, 同じ数式に対して異なる実験データセット
や文献から導かれたパラメータセットを個別に管理し,
SPARQL を用いて検索することができる.
このように材料に関わる異種の情報を共通の基盤を
用いて記述し, 更に, 用いられる語彙を共通の材料オン
トロジーから選ぶことで, データ資源を連携させ, 統一
的な検索を行うことが可能である. 現在, 数式などの連
携に必要とされる材料オントロジーの拡張とともに, MI
プロジェクトにおいて共通の試料として用いられている
鋼材について, 機械試験の結果などのRDF記述を開発し,
SPARQL Endpoint の 1 つである Apache Jena/Fuseki を用
いてプロトタイプのデータベースを開発している. これ
を用いて OpenMath を用いて記述した弾塑性モデル式か
ら計算モジュールへの入力パラメータを算出するなどの
実証を行い, MI プロジェクトの統合システム開発グルー
プに対して技術的なフィードバックを行っている.

図３ セマンティック・ウェブのフレームワークを
用いた MI システムのためのデータ・知識表現
また, 構造材料の弾塑性モデルなどマクロな特性につ
いては, 構成方程式などが従来から多く提案されている.
このような数式は Fortran の関数などの形でシステムに
組み込まれるのが一般的であったが, このような表現で
は数式としての意味が失われるため, メンテナンス, 数
式処理システムの入力への変換, 数式としてのレンダリ
ングなどが困難である. ここでは,数式の意味内容を計算
機処理可能な形式で記述するための規格である
OpenMath を用いることで, 数式処理システム入力形式
への変換, W3C による数式記述のための規格である
MathML へ変換することでWeb ブラウザでのレンダリン
グを可能としている.
<?xml  version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-‐rdf-‐syntax-‐ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<rdf:Description r
df:about="http://www.example.com/mat-‐
ontology#Creep_Equation">
<dc:title>Creep  Norton</dc:title>
<dc:description>creep:  norton</dc:description>
<dc:subject>creep.norton</dc:subject>
<dc:type>Creep_Equation</dc:type>

式のメタデータ

<dc:relation>http://www.codata.jp:8080/mi/creep.01.openmath.xml</dc:rel
ation>

式の内容へのリンク

<dc:relation>http://dx.doi.org/*****</dc:relation>

<?xml  version="1.0"?>
<OMOBJ   cdbase ="http://www.openmath.org/cd">
<OMA>
<OMS   cd="relation1"  name="eq"/>
<OMA>
<OMS  cd="calculus1"  name="diff"/>
<OMV  name="epsilon"/>
<OMV  name="t"/>
</OMA>
<OMA>
<OMS  cd="arith1"  name="times"/>
<OMV  name="A"/>
<OMS  cd="arith1"  name="power"/>
<OMV  name="sigma"/>
<OMV  name="n"/>
</OMA>
</OMA>
</OMOBJ>  

<?xml  version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-‐rdf-‐syntax-‐ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<rdf:Description rdf:about="http://www.example.com/mat-‐
ontology#Norton_Law">
<dc:title>creep.norton</dc:title>
<dc:description>creep:  norton:  SUS304</dc:description>
<dc:subject>creep.norton</dc:subject>
<dc:type>Creep_Equation</dc:type>
メタデータ
<dc:relation>
http://www.codata.jp:8080/mi/matontology.owl#SUS304
</dc:relation>

材料オントロジーの参照

<dc:relation>http://dx.doi.org/*****</dc:relation>

出典

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

4. オープンソース有限要素解析ソルバの V&V
4.1 オープンソース CAE の意義
有限要素解析（FEA）を核とする CAE 技術は，設計・製
造をはじめとする技術分野で多大な貢献をしてきている．
多くの市販 CAE システム（商用 CAE）では，開発元が
提供する手厚いユーザサポートによってある程度のブラ
ックボックス的利用が可能になっており，設計業務など
ルーチン的で迅速性を要する業務にあたっては商用
CAE の優位性は続くと見込まれる．
しかし，商用 CAE にはライセンス料の観点から超並
列計算や新興国での利用に障壁があること，研究目的な
どソースコードに触れる必要がある場合などの点で制約
がある．近年，各国で開発・実用が進められているオー
プンソース CAE はこうした点を補うとともに，ユーザ
自身が検証に参加することでより幅広い視点からの品質
向上が期待されている．数値流体解析の分野におけるオ
ープンソースの代表格 OpenFOAM11)はこのようなスキ
ームで成功を収めている．
オープンソース CAE の普及を図る上では精度・妥当
性検証をユーザ自身が行い，ユーザコミュニティでの情
報共有が必要になる．概して，オープンソースの利用は
商用ソフトウエアよりユーザに対して高度な技術力・知
識を求めるため，技術力が高いユーザが企業の垣根を超
えたコミュニティで情報共有を図りつつ，所属組織内で

数式（ Hc AV n ）の
OpenMathによる記述

出典

<dc:relation>
http://www.codata.jp:8080/mi/creep.01.openmath.xml
</dc:relation>
<rdf:Description rdf:about
="http://www.codata.jp:8080/mi/creep.01.openmath.xml">
<rdf:type rdf:resource="#A">
<rdf:value>6.88587e-‐38</rdf:value>
</rdf:type>
パラメータの値
<rdf:type rdf:resource="#n">
<rdf:value>14.6356</rdf:value>
</rdf:type>
<rdf:type rdf:resource="#T">
<rdf:value>600</rdf:value>
</rdf:type>
</rdf:Description>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>      

図４ クリープ構成方程式 Norton 則の数式

Hc

AV n

とそのパラメータの OpenMath と RDF

による記述
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の主な業務には商用 CAE を使用するような図式であれ
ば，相互に利するように思われる．
本研究ではこうした事情を踏まえ，商用 CAE に匹敵
する豊富な機能とコミュニティを有するオープンソース
のフランス製 FEA 統合環境，Salome_Meca（ソルバは
Code_Aster）12)を取り上げ，精度・妥当性検証と結果の
公開を進めている．

称応力-公称ひずみ曲線を用い，微小変形解析を行う必
要がある．図 5 中にはこの組合せによる解析結果が試験
と比較され，最大荷重到達前の挙動が良好に再現されて
いることがわかる．これらの 2 つの組合せ以外は試験デ
ータと整合しない．弾塑性解析であれば常に真応力-真
ひずみ曲線を用いるという訳ではないので注意が必要で
ある．

4.2 固体の有限要素解析における V&V
4.2.1 安価な実験に基づく V&V
固体の FEA に対する V&V は，① 理論解との比較，②
実機計測や実験との比較，③ 異なるソルバ間の解析結
果の比較，などの方法で行われる．理論解は線形弾性な
どの限定的な条件に対して得られており，非線形解析に
対しては実験的 V&V が主となる．実験データとしては
公開文献を利用する方法も考えられるが，公開データ自
体の精度が不明なことも多く，検証項目によっては，自
前で実施可能な安価な実験が望ましい．引張試験は固体
の変形特性を計測するもっとも基本的な方法で，全国各
地の公設試験場で利用貸出しがなされているため，誰で
も実施できる安価な実験と言える．
引張試験を題材に Code_Aster (ver. 11.7) を検証した結
果 13)を図 5 に示す．引張試験には塑性による材料非線形
性のほか，大変形による幾何学的非線形性が含まれる．
このため高精度に解析を行うためには，真応力-真ひず
み曲線を用いた大変形解析が望ましく，本研究の解析で
も真応力-真ひずみ曲線を用いた大変形解析によって，
図 5 のように最大荷重を超えた後を含めて試験片の変形
挙動を良好に再現できた．

4.2.2 文献データに基づく V&V
実験の難易度が高い現象を取扱う場合は信頼のおける文
献データを参照することになる．実用上の価値が高い熱
疲労問題などは，高い熱応力を発生させるためには試験
体や装置が大型化，高コスト化するため，誰しも簡単に
実験を実施できない．日本原子力研究開発機構が過去に
実施した熱疲労試験 14)では，図 6 に示すテーパ付き円筒
試験片の内面に対して高温ナトリウムによる加熱・冷却
が繰り返し行われ，実際に疲労き裂を発生させた試験に
関する貴重な情報が詳細に公開されている．

図６ 熱疲労試験体の形状・寸法と試験中温度計測点 14Reaction  force/Original  cross  
section  area    (MPa)

800

15)

700
600

本研究では Code_Aster (ver. 11.7) を用いて非定常熱伝
導解析と引き続き弾性熱応力解析を行っている 15)．非定
常熱伝導解析の結果と，試験における代表点温度の計測
結果の比較を図 7 に示す．

500

400
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0
0.00

Tensile  test  data
Nominal  SS  curve  +  Small  Deformation
Nominal  SS  curve  +  Large  Deformation
True  SS  curve  +  Small  Deformation
True  SS  curve  +  Large  Deformation
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図５ 低合金鋼引張試験の再現解析結果と試験デー
タの比較 13)
一方では，理由があって微小変形解析を行う場合があ
る．塑性やクリープを伴う非弾性変形に関する理論解の
ほとんどが微小変形を仮定しており，理論解に基づく
V&V にあたっては，変形前の寸法を不変と仮定する公

図７ 非定常熱伝導解析結果と試験中温度計測データの
比較 15)
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ࢬ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬≉㸪MPI-OpenMP ࣁࣈࣜࢵࢻ୪ิ

ᩘ್ィ⟬ࢹ࣮ࢱฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿᇶ┙ᢏ⾡ࡋ࡚㸪

㸪CAD ࢹ࣮ࢱࡢᙧ≧㐺ྜࢆకࡗࡓ 4 㠃య࣭6 㠃యࢯ

ࡇࢀࡲ࡛ᩘ್ゎᯒᡭἲྥࡅ◊✲㛤Ⓨࡋ࡚ࡁࡓ㝵ᒙ

ࣜࢵࢻせ⣲ࡢ୍ᵝ࣓ࢵࢩࣗ⣽ศᶵ⬟(ᅗ 1)㸪ࣜࢫࢱ࣮

ᆺ㡿ᇦศἲ(HDDM㸧ࡢᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓ㸪HDDM ࡼ

ࢺᶵ⬟㸪ࠕிࠖࡸ PRIMEHPC FX10 ➼ࡀᣢࡘ Tofu ྥࡅ

ࡿつᶍᩘ್ィ⟬ࢹ࣮ࢱฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢺ࣏ࣟࢪ࣮ࢆព㆑ࡋࡓࢹ࣮ࢱ㓄ศࡢ⮬ື

≉㸪Ꮫ⾡◊✲࣭⏘ᴗ⏺࡛㟂せࡀ㧗࠸᭷㝈せ⣲ἲ(FEM)

ㄪᩚࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪ࠕிࠖ

⢏Ꮚἲࡼࡿ㐃⥆యຊᏛࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᑐ㇟ࢆ

ࡢ 8,196 ィ⟬ࣀ࣮ࢻࢆ⏝࠸࡚ 258 ൨せ⣲ࡢ㠀ᵓ㐀 4 㠃య

⤠ࡿࡇ࡛㧗ᛶ⬟ࡀᚓࡽࢀࡿࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ≉ᆺࢩ

࣓ࢵࢩࣗ⏕ᡂࢆ⣙ 94 ศ࡛ᡂຌࡍࡿ࡞㸪࣏ࢫࢺ࣌ࢱ

ࢫࢸ࣒ࢯࣇࢺ࢙࢘㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡍࡿ

ࢫࢣ࣮ࣝࢩࢫࢸ࣒࡛ᐃࡉࢀࡿ㉸つᶍࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ

ࣉࣜࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢯࣇࢺ࢙࢘ࡣ㸪ⴭ⪅ࡽࡀࡇࢀࡲ࡛㛤

ࣥࡢࣉࣞฎ⌮᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪ୡ⏺

Ⓨᦠࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸪HDDM ࡼࡿつᶍィ⟬࣭㉸

ࢺࢵࣉࢡࣛࢫ࡞ࡿ 2,260 ൨せ⣲㸦ᵓ㐀ゎᯒ࡛ࡣ 0.9 ⮬

୪ิィ⟬࡛ᐇ⦼ࡀ࠶ࡾ㸪HPCI ᡓ␎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸ࣏ࢫࢺ

⏤ᗘ㸧ࡢ㠀ᵓ㐀 4 㠃య࣓ࢵࢩࣗ⏕ᡂྡ FX100 ࡢ 128

ࠕிࠖ㔜Ⅼㄢ㢟࡛ࡶ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫ CAE

ࣀ࣮ࢻࢆ 16 㛫⏝࠸ࡿࡇ࡛ᡂຌࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᡂᯝ

ࢯࣇࢺ࢙࢘ ADVENTURE[1]ࡋࡓ㸬

ࡣ㸪ከ㝵ᒙ㡿ᇦศࢯࣇࢺ࢙࢘ ADVENTURE_Metis2

ᮏ◊✲ࡣ㸪ࠕDDM ධฟຊࣛࣈࣛࣜࠖ㸪ࠕDDM ࢯࣝ

ࡋ࡚ᩚഛࡋࡓ㸬

ࣂ࣮ࣛࣈࣛࣜࠖ㸪ࠕ㐃⥆యຊᏛྥࡅ DSLࠖ㸪ࠕ㐃⥆య

ࡲࡓ㸪⢏Ꮚἲྥࡅ㝵ᒙᆺ㡿ᇦศࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ㛤Ⓨ

ຊᏛ⣔ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࠖࡢ 4 ࡘࡢ◊✲㡯┠ศ㢮ࡋ࡚◊✲

ࡋࡓ㸬≉㸪⢏Ꮚἲࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࠾ࡅࡿ

㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ≀࡛࠶ࡿࢯࣇࢺ࢙࢘ࡣ㸪

MPI-OpenMP ࣁࣈࣜࢵࢻ୪ิィ⟬ྥࡅࡢࣂࢣࢵࢺ࣮࣋

ADVENTURE ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪෆࡢࢧࣈࣉࣟ

ࢫ2 㝵ᒙ㡿ᇦศ㸪ศᩓ࣓ࣔࣜ୪ิィ⟬ྥࡅࡢHalo ㏻ಙ

ࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣌ࢪ[2]୍࡚⯡බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㸬

ࣃࢱ࣮ࣥ⏕ᡂࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ᮏࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⢏Ꮚἲྥࡅ
㐃⥆యຊᏛ⣔ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ⤖ᯝ㸪ᮾ

2 ''0 ධฟຊࣛࣈࣛࣜ

FX10 ࠾࠸࡚⌮ⓗ࡞ゎᯒ᮲௳ࡢୗ࡛ 12 ࣀ࣮ࢻࡽ
4,800 ࣀ࣮ࢻࡲ࡛ࡢࢫࢺࣟࣥࢢࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢ 93%㸪࢘

ᮏ◊✲㡯┠ࡣ㸪㡿ᇦศἲ(DDM)ᇶ࡙ࡃከ㝵ᒙィ⟬

࣮ࢡࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢ99%ࡢ୪ิຠ⋡ࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ㸬ࡇࢀ

᱁Ꮚࢹ࣮ࢱࡢ⏕ᡂ㸪᧯స࠾ࡼࡧ I/O ࣛࣈࣛࣜ㛤Ⓨࢆ⾜

ࡽࡢᡂᯝࡣ㸪ศᩓ࣓ࣔࣜ୪ิྥࡅ㝧ⓗ MPS ἲࢯࣝࣂ࣮

࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬୍⯡ⓗ࡞ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪

ࣛࣈࣛࣜ LexADV_EMPS ࡋ࡚ᩚഛࡋࡓ㸬

ࣉ࣭ࣞࢯࣝࣂ࣮࣭࣏ࢫࢺฎ⌮ศࡅࡽࢀࡿࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛
2.2 ''0 ᅽ⦰ᢏ⾡

ࡣ᭱ࡶ㧗㈇Ⲵ࡛࠶ࡿࢯࣝࣂ࣮㒊ࡢࡳࡀࢫࣃࢥࣥୖᐇ

㠀ᵓ㐀᱁Ꮚྥࡅ DDM ᅽ⦰ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬࣏ࢫࢺ࣌ࢱࢫࢣ࣮ࣝࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪࡚ࡢ

䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁㻌 ➨䖣䖣ᕳ➨䖣䖣ྕ㻌
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2

DDM ᅽ⦰ࡣ㸪DDM ࠾ࡅࡿ㒊ศ㡿ᇦࡢቃ⏺ୖሗࡢ

3.1 ''0 ἲ

ࡳࢆࣇࣝฟຊࡍࡿᑐ㇟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ(ᅗ 2)㸬

᭷㝈せ⣲ἲྥࡅ㸪ከ㝵ᒙ㡿ᇦศሗࢆ⏝ࡋࡓ

ඖࡣ㒊ศ㡿ᇦࡈࡢቃ⏺್ၥ㢟ࢆ᭷㝈せ⣲ゎᯒࡍࡿࡇ

DDM ࣛࣈࣛࣜࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ㸬DDM ࡢ㟼ⓗ⦰⣙

ࡼࡗ࡚⾜࠺㸬୍⯡ⓗ࡞ CG ἲࡢ₇⟬㔞㸦O(n3+n2)㸧ࢆ

ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ Schur ⿵ඖ᪉⛬ᘧࢆἲ࡛ゎࡃࣝ

ᇶ‽ヨ⟬ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪య๛ᛶ⾜ิࢆゎࡃィ⟬㔞

ࢦࣜࢬ࣒࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ἲࡋ࡚ࡣᐇᑐ⛠ྥࡅඹ

㡿ᇦࡈࡢᑠࡉ࡞๛ᛶ⾜ิࢆゎࡃィ⟬㔞ࡢẚࡀᴟࡵ࡚

ᙺ໙㓄(CG)ἲ㸪ඹᙺṧᕪ(CR)ἲ㸪‽᭱ᑠṧᕪ(QMR)ἲ㸪

ࡁࡃ࡞ࡾ㸪࠼ࡤ 100 ൨⮬⏤ᗘ᭷㝈せ⣲ゎᯒࣔࢹࣝࡢィ

᭱ᑠṧᕪ(MINRES)ἲ㸪
」⣲ᑐ⛠ྥࡅඹᙺ┤ඹᙺ໙㓄

⟬㔞ࡢẚࡣ 1010 ௨ୖࡢィ⟬㔞ẚࡀ⏕ࡌࡿࡇࡽ㸪⿇

(COCG) ἲ 㸪 ඹ ᙺ ┤  ඹ ᙺ ṧ ᕪ (COCR) ἲ 㸪 ᑐ ⛠ ∧

㡿ᇦࡢኚ㔞ࢆࡶෆ㒊ࡢኚ㸪ࡦࡎࡳ㸪ᛂຊࢆᗘ

QMR(QMR_SYM)ἲࢆᐇࡋࡓ㸬ࡉࡽ㸪」⣲ᑐ⛠ྥࡅ

ィ⟬ࡍࡿࡇࡣ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿࡇࡀศࡗࡓ㸬

ࡣ MINRES-like_CS ἲࢆ᪂ࡓ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪

ࡲࡓ㸪᪂ࡓከ㝵ᒙ⢭ᗘᅽ⦰ᩘ್グ㘓ᢏ⾡

MPI-OpenMP ࣁࣈࣜࢵࢻฎ⌮㐺ࡋࡓ 2 㝵ᒙ㡿ᇦศ

(JHPCN-DF)ᇶ࡙ࡃࢹ࣮ࢱᅽ⦰ࣛࣈࣛࣜࢆ㛤Ⓨࡋࡓ

ᇶ࡙ࡃᐇ㸪⥺ᙧ௦ᩘ₇⟬ࡢࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ≉ᆺ

[3]㸬JHPCN-DF ࡣ㸪ỗ⏝ࡢᅽ⦰ࣝࢦࣜࢬ࣒࡛ࡣᅽ⦰ࡋ

᭱㐺ࡋ࡚⠇Ⅼ⮬⏤ᗘᩘᛂࡌࡓᡭື࣮ࣝࣉᒎ㛤ࡸ

࡙ࡽ࠸⛉Ꮫᢏ⾡ィ⟬ࡢᾋືᑠᩘⅬᩘࢹ࣮ࢱᑐࡋ㸪ୗ

SIMD ྥࡅ᭱㐺ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡉࡽ㸪࣓ࢽ࣮ࢥ࡞

ࣅࢵࢺࢆࢮࣟࣃࢹࣥࢢࡋ㸪ࣁࣇ࣐ࣥ➢ྕ࡞ࡢᅽ⦰

క࠺ B/F ್పୗᑐᛂࡍࡿࡓࡵ㸪DDM ἲࡢ㒊ศ

ຠ⋡ࢆ㧗ࡵࡿᢏ⾡࡛࠶ࡿ㸬ࢮࣟࣃࢹࣥࢢࡣᣦᐃࡍࡿチ

㡿ᇦၥ㢟ࢯࣝࣂ࣮ࡋ࡚ Eisenstat ᢏἲᇶ࡙ࡃ CG ἲ

ᐜㄗᕪෆ࡛⾜࠸㸪チᐜㄗᕪࡣྍどࡸศᯒ࡞┠ⓗ࠶

+SSOR ๓ฎ⌮ࢆᐇࡋࡓ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪
ࠕிࠖࡢ 8,196

ࢃࡏ࡚ᣦᐃࡍࡿ㸬ᅗ 3 㸪1 ൨⮬⏤ᗘつᶍᵓ㐀ゎᯒ⤖ᯝ

ィ⟬ࣀ࣮ࢻࢆ⏝࠸࡚1,040൨⮬⏤ᗘつᶍ᭷㝈せ⣲ゎᯒ
㸦ྂ

ࡘ࠸࡚㸪ᅽ⦰↓ࡋ(RAW ࢹ࣮ࢱ)㸪チᐜㄗᕪȜࢆ 10-1

௦ᘓ⠏≀ࣃࣥࢸ࢜ࣥࣔࢹࣝࡢ⮬㔜ゎᯒ㸧 81.8 㛫࡛ᡂ

 10-3 ࡢ್࡛ᅽ⦰ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢྍどࡢᵝᏊࢆ♧ࡍ㸬

ຌࡋࡓ(ᅗ 4)㸬ᮏᡭἲࡣ㸪
ࠕி࡛ࠖᙉࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢᛶ⬟

Ȝ=10-3 ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣ RAW ࢹ࣮ࢱࡢᕪ␗ࡀぢࡽࢀ࡞

ࡋ࡚ 85%௨ୖࡢ㧗࠸୪ิຠ⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ(ᅗ 5)㸪
࣏ࢫࢺ

࠸ࡓࡵࡇࢀࡼࡾ㸪1 ൨⮬⏤ᗘつᶍᵓ㐀ゎᯒࢹ࣮ࢱࢆྍ

࣌ࢱࢫࢣ࣮ࣝࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ 1 ༓൨⮬⏤ᗘ㉸ࡢ㉸つᶍ᭷

どࡸศᯒ᭷⏝࡞ሗࢆಖᣢࡋࡓࡲࡲ࡛ࢹ࣮ࢱ㔞ࢆ

㝈せ⣲ゎᯒࢆᐇ⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬

1/3 ௨ୗᅽ⦰ࡍࡿࡇᡂຌࡋ(ᅗ 3)ࡋ㸪࣏ࢫࢺி௦
࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱಖᏑ᭷ຠ࡞ᢏ⾡࡛࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬

3.2 ከ㝵ᒙ๓ฎ⌮ᢏ⾡

JHPCN-DF ᇶ࡙࠸ࡓ⢏Ꮚࢹ࣮ࢱᅽ⦰ࣛࣈࣛࣜࡶ㛤Ⓨ

ከ㝵ᒙ๓ฎ⌮ᢏ⾡ࡋ࡚㸪᭷㝈せ⣲ἲྥࡅ BDD ἲࡢ

ࡋ㸪つᶍゎᯒ࠾࠸࡚⣙ 5 ࡢᅽ⦰⋡ࢆᚓࡿࡇᡂ

㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ㸬᪤ᐇ⦼ࡀ࠶ࡿᵓ㐀ゎᯒྥࡅ BDD ἲ

ຌࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᡂᯝࡣ㸪᭷㝈せ⣲ゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘

ࡘ࠸࡚ࡣ㉸୪ิィ⟬⎔ቃྥࡅᐇᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸㸪
ࠕிࠖ

AdvSolid ࡸ⢏Ꮚἲࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢯࣇࢺ࢙࢘

ࡢ 256 ィ⟬ࣀ࣮ࢻ࡛ᙅࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢ 89 %㸪ᙉࢫࢣ࣮ࣜࣥ

LexADV_EMPS ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ㸬

ࢢ 92 %ࡢ୪ิຠ⋡ࡀᚓࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ
ࡢ 112 ൨⮬⏤ᗘ᭷㝈せ⣲ゎᯒࡢ BDD ἲ㐺⏝ᐇ㦂ࢆ⾜

3 ''0 ࢯࣝࣂ࣮ࣛࣈࣛࣜ

࠸㸪53 㸦᮰ุᐃ್ࡣ┦ᑐṧᕪࡀ 3 ᱆ᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ
Ⅼ㸧࡛᮰ゎࢆᚓࡿࡇᡂຌࡋࡓ㸬

ᮏ◊✲㡯┠ࡣ㸪DDM ᇶ࡙ࡃ㐃⥆యຊᏛྥࡅ⥺ᙧ௦

ࡲࡓ㸪␗✀ᮦᩱΰᅾࣔࢹࣝ࠾ࡅࡿ BDD ἲࡢ᮰ᛶ

ᩘࢯࣝࣂ࣮ࡢศᩓ࣓ࣔࣜ୪ิࣛࣈࣛࣜ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡶࡢ

ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ㸪DDM ἲᑐࡍࡿ⡆᫆ᑐゅࢫࢣ

࡛࠶ࡿ㸬୍⯡ⓗ࡞⥺ᙧ௦ᩘࢯࣝࣂ࣮ࡣ㸪ࢭࣥࣈࣜࡉࢀ

࣮ࣜࣥࢢฎ⌮ἲࡢ᪂ゎ㔘ࢆᥦࡋࡓ㸬ࡑࢀᇶ࡙ࡁ㸪

ࡓ㐃❧୍ḟ᪉⛬ᘧࢆධຊࡍࡿࡓࡵ㸪FEM ࠾ࡅࡿ࣓

Scaled-BDD ἲࢆ᪂ࡓ㛤Ⓨࡋ㸪ࣖࣥࢢ⋡ࡢẚࡀ 100 ಸ௨

ࢵࢩࣗሗ࡞ᮏ᮶ゎᯒᡭἲࡀᣢࡘ≉ᚩࢆ⏝ࡏࡎᐇ

ୖ࡞ࡿ」ᩘ㒊ᮦ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓᵓ㐀≀ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ

ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡑࢀࡽࡣඹ᭷࣓ࣔࣜ⎔ቃཬࡧࡑࡢ୰࡛ゎ

ࣥ࠾࠸࡚㸪࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ BDD ἲẚ࡚ᅇᩘ࣭

ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿゎᯒつᶍ࡛ࡣၥ㢟࡞ࡾࡃ࠸ࡀ㸪࣏ࢫ

ィ⟬㛫ࢆ 1/2 ௨ୗࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓ(ᅗ 6)[5]㸬

ࢺ࣌ࢱࢫࢣ࣮ࣝࢩࢫࢸ࣒࡛ᑐ㇟ࡍࡿゎᯒつᶍ࡛ࡣධຊ
3.3 ''0 ᩘ್ゎᯒᢏ⾡

ࢹ࣮ࢱࡽゎᯒᡭἲࡲ࡛ྵࡵࡓศᩓ࣓ࣔࣜ⎔ቃྥࡅ୪ิ
ᢏ⾡ࡀᚲせ࡞ࡿࡇࡀணࡉࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪DDM

᭷㝈せ⣲ἲྥࡅ DDM ᩘ್ゎᯒᢏ⾡ࡋ࡚㸪࣊ࢸࣟ

ࡼࡿከ㝵ᒙᆺࢹ࣮ࢱᵓ㐀ࢆά⏝ࡋࡓ㸪つᶍ࡞⥺ᙧ௦

ࢪࢽࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢྥࡅ㈇Ⲵศᩓࣝࢦࣜࢬ࣒

ᩘࢯࣝࣂ࣮ࡢศᩓ࣓ࣔࣜ⎔ቃ㐺ࡋࡓࣛࣈࣛࣜࡢ㛤Ⓨ

ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ㸬CPU  GPU ࡢ࣊ࢸࣟࢪࢽࢫ⎔ቃ

ࢆ⾜ࡗࡓ[4]㸬

࠾࠸࡚㸪ィ⟬ࣀ࣮ࢻࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓ㒊ศ㡿ᇦ⩌ࢆ
OpenMP ࡢືⓗࢫࢣࢪ࣮ࣗࣜࣥࢢᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚ CPU ࢥ
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ࡸ GPU ືⓗ㈇Ⲵศᩓࢆ⾜࠺ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪

ᑐᛂࡋࡓከᵝ࡞ࢡࢭ࣮ࣛࣞࢱྥࡅ᭱㐺ࢥ࣮ࢻ⮬ື⏕

DDM ἲࡢせ࡞₇⟬ࢆྵࡴ࣑ࢽࢥ࣮ࢻࢆ㛤Ⓨࡋ㸪

ᡂࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬࣏ࢫࢺ࣌ࢱࢫࢣ࣮ࣝࢩࢫࢸ

DDM ἲࡢᐇ᭱㐺ྥࡅࡓ◊✲㛤Ⓨ⎔ቃࡋ࡚

࣒ࡢ࣮࢟ࢸࢡࢳ࡛ࣕࡣ㸪ィ⟬ࣀ࣮ࢻ㛫ࡢ୪ิᛶࡔࡅ࡛

⏝ྍ⬟ࡋࡓ㸬ࡉࡽ㸪㡿ᇦศ࣓ࢵࢩࣗ୪ࡧ㛵㐃

࡞ࡃィ⟬ࣀ࣮ࢻෆ࡛ࡢຠ⋡ࡶ㔜どࡉࢀࡿ㸬ྛィ⟬ࣀ࣮ࢻ

ࡍࡿ⾜ิࢹ࣮ࢱࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࢯࣇࢺ࢙࢘ࢆ㛤

ࡣ࣓ࢽ࣮ࢥࡸ GPU㸪SIMD ᣑᙇ௧࠸ࡗࡓከ✀ከᵝ

Ⓨࡋ㸪ᵓ㐀࣭⇕ࡢ DDM ⾜ิࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬

࡞ࢡࢭ࣮ࣛࣞࢱࢆ᭷ࡋ㸪ࡇࢀࡽࢆ᭷ຠ⏝ࡍࡿࡇࡀ

ࡇࢀࡽ DDM ࡢ࣑ࢽࢥ࣮ࢻ DDM ⾜ิࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ

ᮃࡲࢀࡿ㸬ᚑ᮶ࡢࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝㄒࡸࢥࣥࣃࣛ᭱㐺

⏝࠸࡚ᛶ⬟ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪CPU  GPU ࡛ࡣ

ᢏ⾡࡛ࡢᑐฎࡣ༑ศ࡛࠶ࡾ㸪⌧≧࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ

᭱㐺࡞㡿ᇦศᩘࡀ␗࡞ࡿࡇࡀศࡾ㸪CPU-GPU ࣊

ࢡࢭ࣮ࣛࣞࢱࡈேᡭ࡛᭱㐺ࡉࢀࡓಶูࡢᐇࡀᚲ

ࢸࣟィ⟬ࡼࡗ࡚㡿ᇦศᩘᑐࡋ࡚ࣟࣂࢫࢺ࡞ᛶ⬟ࢆ

せࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㸪ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢥ࣮ࢻࡢ

ᚓࡿࡇᡂຌࡋࡓ(ᅗ 7)㸬ࡲࡓ㸪࣓ࢽ࣮ࢥࢆ⏝࠸࡚㸪

ሙྜ㸪≉㐃⥆యຊᏛศ㔝࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢࣉࣜࢣ࣮

㡿ᇦศᩘࡼࡗ࡚㐺ษ࡞୪ิ᪉ἲࡀ␗࡞ࡿࡇࡀศ

ࢩࣙࣥࣟࢪࢵࢡࡣ≀⌮⌧㇟ࡸᩘ್ゎᯒࢫ࣮࣒࡛࢟࠶ࡾ㸪

ࡗࡓ(ᅗ 8)㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࢸࢫࢺࡋ࡚ᩚഛ

ࡇࢀࡣᩘᏛ⾲⌧㸪≉⾜ิࡸࢸࣥࢯ࡛ࣝ⾲グࡉࢀࡿࡇ

ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
᪂ࡋ࠸ィ⟬ᶵ࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ㐺⏝ࡍࡿ㝿㸪

ࡀከ࠸㸬ࡼࡗ࡚㸪㐃⥆య≀⌮ࣔࢹࣝࢆ DSL ࡋ࡚㸪ᩘᏛ
グ㏙㸦࠼ࡤ㸪⾜ิ㸪ࢸࣥࢯࣝࡢᘧࢆ tex ᙧᘧ࡛グ㏙㸧

ᛶ⬟ホ౯ヨ㦂ࢆపࢥࢫࢺᐇྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬
MPS 㝧ゎἲ㸦⢏Ꮚἲ㸧ྥࡅᩘ್ゎᯒᢏ⾡ࡋ࡚ࡣ㸪ᮾ

ࡽྛࢡࢭ࣮ࣛࣞࢱࢱࣉྥࡅ᭱㐺ࡉࢀࡓࣛࣈ

ிᏛ FX10 ࡢ 4,800 ィ⟬ࣀ࣮ࢻୖ࠾࠸࡚ 200 ൨⢏Ꮚ

ࣛࣜࢆ call ࡍࡿࢥ࣮ࢻࢆ⏕ᡂࡍࡿࢥ࣮ࢻࢪ࢙ࢿ࣮ࣞࢱ࠶

ࡢ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡィ⟬ᡂຌࡋࡓ㸬୪ิᛶ⬟࡛ࡣ㸪25 ൨⢏

ࡿ࠸ࡣࢺࣛࣥࢫ࣮ࣞࢱࣉ࣮ࣟࢳࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽ

Ꮚࡢ 60 ィ⟬ࣀ࣮ࢻࡽ 4,800 ィ⟬ࣀ࣮ࢻࡢࢫࢺࣟࣥࢢࢫ

ࢀ㸪ࡇࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ࢣ࣮ࣜࣥࢢ࡛ 99.33 %ࢆ㐩ᡂࡋࡓ㸬ᐇド㢟ࡋ࡚㸪▼
ᕳᕷ⾤ᆅὠἼࡀධࡋ࡚㸪┤ᚄ 9 m ࡢ 2 ࡘࡢࢱࣥࢡࡀ

4.1 '6/ ᇶᮏᶵ⬟

ᆅୖᵓ㐀≀⾪✺ࡋ࡞ࡀࡽ⁻ὶࡍࡿゎᯒᡂຌࡋࡓ㸬ᮏ

㐃⥆యຊᏛྥࡅ DSL ࡛࠶ࡿ LexADV_AutoMT㸪࠾ࡼࡧ

ゎᯒࡣ㸪ᮾிᏛ FX10 ࡢ 600 ィ⟬ࣀ࣮ࢻࡸᕞᏛ

ࡑࡢ C ゝㄒ࠾ࡼࡧ Fortran ࡢࢺࣛࣥࢫ࣮ࣞࢱ㛤Ⓨࢆ⾜

CX400 ࡢ32 ィ⟬ࣀ࣮ࢻࢆ⏝࠸ࡓ᭱3.8 ൨⢏Ꮚࡢゎᯒ࡛

ࡗࡓ㸬DSL ࡢᩥἲᵓ㐀ࡋ࡚ࡣ㸪ᇶᮏⓗ⛉Ꮫᢏ⾡ศ㔝㸪

࠶ࡿ㸬
ࠕிࠖࢆ⏝࠸࡚㸪RIST ࡢ༠ຊࡼࡾ LexADV_EMPS

≉ᩘᏛศ㔝࡛ᗈࡃࢃࢀ࡚࠸ࡿ TeX/LaTeX ࢆཧ⪃

ࡢࣀ࣮ࢻෆࣀ࣮ࢻ㛫ࡢࢳ࣮ࣗࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࣀ࣮ࢻ

ࡋࡓ㸬ᮏ◊✲ࡀ࡞ᑐ㇟ࡍࡿ㐃⥆యຊᏛศ㔝㸪≉㠀

ෆࡢࢳ࣮ࣗࢽࣥࢢ࡛ࡣ㸪࢟ࣕࢵࢩࣗࢫࣛࢵࢩࣥࢢࡀప࠸

⥺ᙧᅛయ࣭ᵓ㐀ຊᏛศ㔝࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ≀⌮⌧㇟ࡸᮦ

☜⋡࡛ࡣ࠶ࡿࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࡓࡵ㸪ࢹ࣮ࢱࢆ

ᩱᵓᡂ๎ࢆグ㏙ࡍࡿࡓࡵ㸪ࢸࣥࢯࣝ࠶ࡿ࠸ࡣ⾜ิ࣭࣋

᱁⣡ࡋ࡚࠸ࡿ㓄ิࢆ࣐࣮ࢪࡋࡓࡾࣃࢹࣥࢢࡋࡓࡾࡍࡿ

ࢡࢺࣝ₇⟬ᇶ࡙ࡃᩘᘧࡀከ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬≉ࢸࣥࢯ

ࡇ࡛㸪࢟ࣕࢵࢩࣗࢫࣛࢵࢩࣥࢢࡀⓎ⏕ࡍࡿ☜⋡ࢆᖜ

ࣝ₇⟬ࡋ࡚㸪㐃⥆యຊᏛศ㔝ࡢᛂ⏝ࢆᛕ㢌㸪3 ḟ

పୗࡉࡏࡿࡇᡂຌࡋࡓ㸬ࣀ࣮ࢻ㛫ࡢࢳ࣮ࣗࢽࣥࢢ

ඖ✵㛫࠾ࡅࡿࢫ࣮࢝ࣛ㸪࣋ࢡࢺࣝ㸪2 㝵ࢸࣥࢯࣝ࠾ࡼ

࡛ࡣ㸪㞄᥋㛫㏻ಙࣀࣥࣈࣟࢵ࢟ࣥࢢᆺࡢ 1 ᑐ 1 ㏻ಙ

ࡧ 4 㝵ࢸࣥࢯࣝ㛵ࡍࡿຍῶ⟬࠾ࡼࡧ✚₇⟬࡞ࡢྛ✀

Isend-Irecv ࢆ⏝࠸ࡿ 24,576 ࣀ࣮ࢻ௨ୖ࡛ࡣ"Unexpected

₇⟬Ꮚ⩌ᑐᛂࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣࡲࡎ㸪ࡇ࠺

Message" ࡀከⓎࡋ࡚࣓ࣔࣜࢆᾘ㈝ࡋࡍࡂ࡚ࢹࢵࢻࣟࢵ

࠸ࡗࡓᩘᘧࢆグ㏙ྍ⬟࡞ LaTeX ࡢࢧࣈࢭࢵࢺࢆタᐃࡋ㸪

ࢡࡀⓎ⏕ࡍࡿၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪㞟ᅋ㏻ಙ Alltoallv ࢆ⏝࠸

ࡲࡓࢥ࣮ࢻ⏕ᡂᚲせ࡞ኚᩘࡢᆺሗ࡞⿵ຓⓗ࡞ࢹ࣮

ࡿࡇ࡛ᅇ㑊࡛ࡁࡿࡇࡀศࡾ㸪72,000 ࣀ࣮ࢻࡲ࡛ࡢ

ࢱࢆࣀ࣮ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡋ࡚㏣ຍࡍࡿᵓ㐀ࢆ᥇⏝ࡋࡓ㸬

㧗୪ิィ⟬ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬ࡉࡽ㸪⢏Ꮚ᥈⣴ࡢ㧗ຠ⋡

࡞࠾ゝㄒᵝࡸᩥἲ࡞ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㛤Ⓨึᮇẁ

ࡋ࡚㸪ࣂࢣࢵࢺෆ࡛ࢯ࣮ࢺࡋࡓ⢏Ꮚࢆ㓄ิ᱁⣡ࡍ

㝵ࡽ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉእࡢșࢸࢫࢱ࣮ࢆ⋓ᚓࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ

ࡿ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋ㸪୍⯡ⓗ࡞ࣜࣥࢡࣜࢫࢺࢆ⏝࠸ࡿሙྜ

ෆእࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡽࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡሗࢆඖࡉࡲࡊ

ẚ࡚㸪
࢟ࣕࢵࢩࣗ⏝ࡀᨵၿࡋ㸪
㧗㏿ᡂຌࡋࡓ㸬

ࡲ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬
DSL ࡋ࡚ࡢ AutoMT ࢆ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ⏝ࡍࡿ㝿ࡣ㸪

ࡲࡓ㸪⢏Ꮚᆺゎἲࡢᇶ♏࡞ࡿ㏆ఝస⏝⣲㛵ࡋ࡚㸪ᩘ
Ꮫⓗ࡞ᡴษࡾㄗᕪホ౯ࡸ㸪ࡼࡾ㧗⢭ᗘ࡞㏆ఝᡭἲࡢᥦ

๓㏙ࡢ LaTeX ࢧࣈࢭࢵࢺࡢࢥ࣮ࢻࡀࢥ࣓ࣥࢺࡋ࡚ C

ࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ࡲࡓࡣ Fortran ࡢࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻෆᤄධࡉࢀࡿᙧᘧࢆ
ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࢺࣛࣥࢫ࣮ࣞࢱࡼࡗ࡚ࡑࡢࢥ࣓ࣥࢺ㒊ศ

4 㐃⥆యຊᏛྥࡅ '6/

ࡀ㸪ᑐᛂࡍࡿ C ࠶ࡿ࠸ࡣ Fortran ࡢࢥ࣮ࢻ⨨ࡁ࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬ࡇࡢࡁ⮬ື⏕ᡂࡉࢀࡿࢥ࣮ࢻෆ࠾࠸࡚㸪ྠྡ

ᮏ◊✲㡯┠ࡣ㸪㐃⥆యຊᏛྥࡅ DSL ࡢ㛤Ⓨ㸪ࡑࢀ

ࡢࢸࣥࢯࣝ࠾ࡼࡧᑠつᶍ⾜ิ࣭࣋ࢡࢺࣝ₇⟬ྥࡅࣛࣈ
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ࣛࣜ AutoMT ࡀഛ࠼ࡿྛ✀ࣛࣈࣛࣜ㛵ᩘࡀࢥ࣮ࣝࡉࢀ

㛵ࡋ࡚ࢥࣥࣃࣛࢆ㏻ࡋࡓ࣋ࢡࢺࣝࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ

ࡿ㸬ࡉࡽ㸪ࣛࣈࣛࣜᐇෆ㒊ࡘ࠸࡚㸪ྛ✀ HPC

࡞ࡿ㸬ࡉࡽ㸪ࡇ࠺࠸ࡗࡓ᭱㐺ࢥ࣮ࢻࡀඹ㏻᭷ࡍࡿ≉

ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡈ㸪
≉ CPU ࣋ࣥࢲ࣮ࡈࡢ≉Ṧ

ᚩࡸࣃࢱ࣮ࣥࢆࡲࡵ㸪ࡇࢀࢆࣁࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢹ

௧ࡸ GPU㸪࣓ࢽ࣮ࢥ➼ࢡࢭ࣮ࣛࣞࢱྥࡅ᭱㐺

ࢨࣥࣃࢱ࣮ࣥࡋ࡚ᥦࡋࡓ㸬ࣁࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭

ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬DSL ⏝ࡢὶࢀࢆᅗ 9 ♧ࡍ㸬

ࢹࢨࣥࣃࢱ࣮࡛ࣥࡣ㸪ࡲࡎࢸࣥࢯࣝࡸᑠつᶍ⾜ิ㸪࣋
ࢡࢺࣝ࡞ࡢᩘ್ィ⟬ศ㔝ྥࡅᢳ㇟ࢹ࣮ࢱᆺࡘ࠸࡚㸪

4.2 ࢡࢭ࣮ࣛࣞࢱᑐᛂࢥ࣮ࢻ⮬ື⏕ᡂ

ࡑࢀࡒࢀࡢኚᩘࢆ㸯ࡘࡢ㓄ิࡸᵓ㐀య࡛ࡣ࡞ࡃ㸪」ᩘࡢ

๓ ㏙ ࡢ ࡼ ࠺  㐃 ⥆ య ຊ Ꮫ ศ 㔝 ྥ ࡅ DSL 㸪

ࢫ࣮࢝ࣛኚᩘࡢ᮰ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᢳ㇟ࢹ࣮ࢱᆺ

LexADV_AutoMT ࡛ࡣ㸪ࡑࡢపࣞ࣋ࣝᒙ⾜ิ࣭ࢸࣥࢯ

ࡀഛ࠼ࡿྛ✀₇⟬࣭᧯సࡘ࠸࡚㸪ࡇࢀࡽࢆ㛵ᩘࡸࢧࣈ

ࣝ₇⟬ྥࡅࣛࣈࣛࣜ㸦ྠྡࡢ AutoMT㸧ࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸

࣮ࣝࢳࣥࡢ௦ࢃࡾࣉࣜࣉࣟࢭࢵࢧ࣐ࢡ࡛ࣟᐇࡍࡿ㸬

ࡿ㸬ࡇࡢ LaTeX ࢆ࣮࣋ࢫࡍࡿ DSL ࡣ๓グࡢࢺࣛࣥࢫ

ࡇࡢࡁ㸪C ࣉࣜࣉࣟࢭࢵࢧ࣐ࢡࣟࡢࢩࣥ࣎ࣝ㐃⤖₇⟬

࣮ࣞࢱࡼࡾ C ࡸ Fortran ࢥ࣮ࢻኚࡉࢀࡿࡀ㸪ࡇࡢ

Ꮚ##ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬

ࡁࢺࣛࣥࢫ࣮ࣞࢱࡼࡾ⮬ື⏕ᡂࡉࢀࡓࢥ࣮ࢻ㒊ศࡣ

ࡇࢀࡽࡢᡂᯝࢆࡲࡵ㸪⾜ิ࠾ࡼࡧࢸࣥࢯࣝ₇⟬ࣛ

ࡇࡢ AutoMT ࣛࣈࣛࣜ㛵ᩘ࣭ࢧࣈ࣮ࣝࢳࣥࢆࢥ࣮

ࣈࣛࣜ LexADV_AutoMT ࡋ࡚ᩚഛࡋࡓ㸬㛤Ⓨࣛࣈࣛ

ࣝࡍࡿ㸬ࡼࡗ࡚㸪ࡇࡇࡢ㒊ศࢆྛ✀ HPC ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮

ࣜࢆ⏝࠸ࡓ᭷㝈せ⣲ゎᯒ࡛⌧ࢀࡿ≉ᚩⓗ࡞ィ⟬ࣃࢱ࣮ࣥ

࣒ࡸ≉ࢡࢭ࣮ࣛࣞࢱྥࡅ᭱㐺ࡍࡿࡇ࡛㸪⤖ᯝ

ᑐࡍࡿ㸪ィ⟬ᶵࡢᑐࣆ࣮ࢡᛶ⬟್ࡢホ౯⤖ᯝࢆ⾲ 1 

ࡋ࡚࣮ࣘࢨ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㧗㏿ືసࡍࡿࡇ࡞ࡿ㸬

♧ࡍ㸬ᙜࣛࣈࣛࣜࢆ⏝࠸࡞࠸࢜ࣜࢪࢼࣝࢥ࣮ࢻᙜࣛ

ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࢡࢭ࣮ࣛࣞࢱᑐᛂࢥ࣮ࢻ⮬ື⏕ᡂࡋ࡚㸪

ࣈࣛࣜࢆ⏝࠸ࡓࢳ࣮ࣗࢽࣥࢢࢥ࣮ࢻࡢᑐࣆ࣮ࢡᛶ⬟್

㏆ᖺࡢࢫ࣮࢝ࣛCPU ࡢከࡃࡀഛࡍࡿSIMD ௧ࢭࢵࢺ

ࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬࠸ࡎࢀࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡶ㧗࠸ᛶ⬟ྥ

࠾ࡼࡧ GPU ྥࡅᛶ⬟᭱㐺ࡉࢀࡓ AutoMT ࣛࣈࣛ

ୖࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿ㸬

ࣜࡢ㧗㏿ࣂ࣮ࢪࣙࣥࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬Intel ࠾ࡼࡧᐩኈ㏻ CPU
ࡢ࣐ࣝࢳࢥཬࡧ SIMD ௧ࢭࢵࢺྥࡅᐇ㸪CUDA 

5 㐃⥆యຊᏛ⣔ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ

ࡼࡿ GPU ྥࡅᐇ㸪࣓ࢽ࣮ࢥ Xeon Phi ྥࡅᐇ࡞
ᮏ◊✲㡯┠ࡣ㸪2 ❶ࡽ 4 ❶࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓᇶ┙ᢏ⾡ࡢ

ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࡇࢀࡽࡢᐇ㛵ࡋ࡚≉㸪せ࡞ྛ✀ HPC ࣉࣛࢵࢺ

ᛶ⬟ホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪㐃⥆యຊᏛ⣔ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡢ㛤

ࣇ࢛࣮࣒࠾ࡅࡿ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࢸࢫࢺࢆ㏻ࡋ࡚㸪SIMD

Ⓨ[6-10]ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬

ᶵᵓࢆ⏝࠸ࡓࢥ࣮ࢻࡣࡇࢀᑐᛂࡋ࡞࠸ࢥ࣮ࢻẚᐇ
5.1 ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱᐇ

ຠᛶ⬟࡛ᩘಸ⛬ᗘࡢ㐪࠸ࢆ᭷ࡍࡿࡇࡀࢃࡗࡓࡓࡵ㸪
SIMD ௧࠾ࡼࡧ GPU ྥࡅ᭱㐺ࡋ࡚ SIMD ᶵᵓᑐ

DDM ἲࣛࣈࣛࣜࡢᛂ⏝ࡋ࡚㸪ᵓ㐀 FEM ࢯ

ᛂࡍࡿ AutoMT ࣛࣈࣛࣜᐇࢆ⏝ពࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪࠶

ࣇࢺ࢙࢘ AdvSolid ࡢ⤌ࡳ㎸ࡳࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࠕிࠖ
㸪ྡ

ࡿࢸࣥࢯࣝᘧࡲࡓࡣᑠつᶍ࡞⾜ิ࣭࣋ࢡࢺࣝᘧᑐࡋ㸪

FX10࣭FX100㸪ྡ CX400㸪ྡ UV 2000㸪Xeon Phi ࣐

ࢥࣥࣃࣛࡼࡿ࣋ࢡࢺࣝࡸ GPU ࡢࢫࣞࢵࢻࢆࡋ㸪

ࢩࣥ㸪GPU ࣐ࢩࣥ࡞ᵝࠎ࡞࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ࠾࠸࡚ᛶ

ྠ」ᩘࡢࢹ࣮ࢱࢆస⏝ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬㏻ᖖࡇࢀ

⬟ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬≉㸪࣓ࢽ࣮ࢥ⎔ቃ࠾࠸࡚ࢫࣞࢵ

ࡣ㐃⥆యຊᏛ࣮࣋ࢫࡢᩘ್ゎᯒࢥ࣮ࢻ࠾࠸࡚㸪」ᩘࡢ

ࢻ୪ิຠ⋡ࡀపୗࡍࡿഴྥࡀほᐹࡉࢀ㸪 DDM ࣝࢦࣜ

せ⣲ࡸࢭࣝ㸪⢏Ꮚࢹ࣮ࢱ࡞ࡘ࠸࡚ྠࡌ୍㐃ࡢᩘᘧ⩌

ࢬ࣒ぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ DDM ἲࣛࣈࣛࣜ㛤Ⓨഃࣇ

ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡃࡇᑐᛂࡍࡿ㸬࠼ࡤ㸪᭷㝈せ⣲ゎᯒ

࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪㟁☢ሙゎᯒࢆ㔜せࣉࣜࢣ࣮

࠾࠸࡚ࡑࡢࣔࢹࣝࢹ࣮ࢱࡣ㔞ࡢ᭷㝈せ⣲ࡽᵓᡂࡉ

ࢩࣙࣥࡢ 1 ࡘ⨨࡙ࡅ㸪ィ⏬ࢆ୍㒊๓ಽࡋࡋ࡚㸪㟁☢

ࢀࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽせ⣲༢ࡢ₇⟬ࡣ element-by-element

ሙࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡢᐇࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᐇドၥ㢟࡛࠶

(EBE) ₇⟬ࡤࢀࡿ㸬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ࡿᩘ್ேయࣔࢹࣝࡼࡿ་⒪ྥࡅ㟁☢ሙゎᯒ࠾࠸࡚㸪

ࡢ EBE ₇⟬ࢆ⾜࠺ࢥ࣮ࢻ㒊ศࡢ࣮ࣝࣉᵓᡂ㛵ࡋ࡚㸪ᚲ

࣓ࢵࢩࣗᙧ≧ࡀゎᯒ⢭ᗘ࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋ㸪

ࡎせ⣲ࡈ࣮ࣝࣉࢆ࠶ࡿከ㔜࣮ࣝࣉࡢ᭱ෆഃ㓄⨨ࡍࡿ

ࡑࡢ⤖ᯝࢆ DDM ධฟຊࣛࣈࣛࣜഃࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ

ࡼ࠺ࡋ࡚࠾ࡃ㸬ࡑࡢ᭱ෆഃ࣮ࣝࣉ࣎ࢹ࠾࠸࡚㸪ࢸ

ࡋࡓ㸬ࡉࡽ㸪⛣ືయࢆྵࡴᑐ㇟ࡢ୪ิィ⟬ࢆຠ⋡ⓗ

ࣥࢯࣝࡸᑠつᶍ⾜ิ₇⟬ࡈ AutoMT ࣛࣈࣛࣜࢥ࣮

⾜࠺ࡓࡵ㸪㝵ᒙᆺ㡿ᇦศἲࢆ࣮࣋ࢫ᪂ࡓ࡞ࣝࢦࣜ

ࣝࡀ࡞ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢࡁ㸪ࡇࢀࡽࡢࣛࣈࣛࣜࢥ࣮ࣝࡀ

ࢬ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬⛣ືయࢆྵࡴᑐ㇟ࡢゎᯒ࡛ࡣࢱ࣒ࢫ

ᐇ㝿ࡣࣉࣜࣉࣟࢭࢵࢧ࣐ࢡ࡛ࣟᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪࠶ࡿ

ࢸࢵࣉࡈ⛣ືయࡢ⨨ࡀኚࡋ㸪⛣ືయࡑࢀ௨እ

࠸ࡣࢥࣥࣃࣛࡼࡗ࡚☜ᐇࣥࣛࣥᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ

ࡢᅛᐃ㒊ࡢ㛫࡛࣓ࢵࢩࣗࡢ᥋⥆㛵ಀࡀኚࡍࡿ㸬ࡑࡢ

ࡀಖ㞀ࡉࢀࡿࡇࡼࡾ㸪᭱⤊ⓗࡇࡢせ⣲࣮ࣝࣉ

ࡓࡵᅛᐃ㒊⛣ືయࡢ᥋ྜ㒊ࡀ 1 ࢱ࣒ࢫࢸࢵࣉศࡎࢀ

660

5

࡚ࡶせ⣲㠃ࡀ୍⮴ࡍࡿࡼ࠺࣓ࢵࢩࣗࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇ࡛

౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
୧ᣦᶆ࠾࠸࡚㧗࠸୪ิຠ⋡ࡀ♧ࡉࢀࡓࡀ㸪

ࡇࢀᑐᛂࡍࡿ࠸ࡗࡓࡇࡀᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊

2 ࣀ࣮ࢻつᶍ࡛ࡣຠ⋡ࡢపୗࡀࡳࡽࢀ㸪࣏ࢫࢺ࣌ࢱࢫ

✲࡛ࡶࡇࡢᡭἲࢆ㋃くࡍࡿࡶ㸪㡿ᇦศᚋࡢᑠ㡿

ࢣ࣮ࣝࢩࢫࢸ࣒ྥࡅ࡚ࡢㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬

ᇦ⾲㠃᥋ྜ㒊ࡢ⮬⏤ᗘࡀ⨨ࡍࡿࡼ࠺ᅛᐃ㒊⛣ືయ

ࡲࡓ㸪㟁☢ሙ FEM ࢯࣇࢺ࢙࢘ AdvMagnetic ࣛࣈ

ࡢ࣓ࢵࢩࣗࢆಶู㡿ᇦศࡍࡿࡇࡋࡓ㸬ಶู㡿

ࣛࣜࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ㸬㛫ㄪ 㟁ὶၥ㢟࠾࠸࡚ゎ

ᇦศࡍࡿࡇ࡛ᑠ㡿ᇦ⾲㠃⨨ࡋࡓ᥋ྜ㒊ࡢ⮬⏤ᗘ

ἲࡢ᮰ᛶࢆᖜᨵၿࡋ㸪ᮾிᏛ FX10 ࡢ 720 ࣀ࣮

ࢆ part 㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ⮬⏤ᗘࡋ࡚ᢅ

ࢻ࡛35൨⮬⏤ᗘࡢ 㟁ὶゎᯒ⢭ᗘ᳨ドၥ㢟ࢆ9㛫ᙅ࡛

࠺ࡇ࡛㸪⛣ືయࡢ⛣ືక࠺࣓ࢵࢩࣗࡢ᥋⥆㛵ಀࡢኚ

ồゎࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪⛣ືయࢆྵࡴᑐ㇟ࡢ㝵

ࡣ㸪ᅛᐃ㒊ഃࡢ part ⛣ືయഃࡢ part ࡢ㏻ಙ㛵ಀࡢኚ

ᒙᆺ㡿ᇦศἲࡼࡿ୪ิィ⟬ᡭἲࢆᅇ㌿ᶵࡢ㟁☢⏺ゎ

⨨ࡁ࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪㛫Ⓨᒎࡶ

ᯒ㐺⏝ࡋ㸪FX10 ୖ࡛ࢫࢺࣟࣥࢢࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢホ౯ࢆ

ኚࡍࡿ᥋ྜ㒊ࡢ㏻ಙࢸ࣮ࣈࣝࢆ๓⏝ពࡋ㸪ࡑࢀࡒ

⾜ࡗࡓ㸬6 ࣀ࣮ࢻࡽ᭱ 384 ࣀ࣮ࢻࡲ࡛⏝ࡋ㸪96 ࣀ

ࢀࡢ㛫ࢫࢸࢵࣉ࡛⏝ࡍࡿ㏻ಙࢸ࣮ࣈࣝࢆ᭰࠼ࡿࡇ

࣮ࢻࡲ࡛୪ิຠ⋡ 90%௨ୖ࠸࠺Ⰻዲ࡞⤖ᯝࢆᚓࡓ㸬

࡛ຠ⋡ⓗ࡞ᡭἲࢆᵓ⠏࡛ࡁࡓ㸬ࡇࡢᡭἲࡢⅬࡣ㸪㛫

96 ࣀ࣮ࢻࢆ㉸࠼ࡿࣀ࣮ࢻ࠶ࡓࡾࡢࡾᙜ࡚₇⟬㔞ࡀ

ࢫࢸࢵࣉࡈ␗࡞ࡿ㏻ಙࢸ࣮ࣈࣝࢆ⏝ࡍࡿ௨እࡣ

ⴭࡋࡃపୗࡍࡿࡓࡵ୪ิຠ⋡ࡀపୗࡍࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ

ᚑ᮶ࡢ㝵ᒙᆺ㡿ᇦศἲࣝࢦࣜࢬ࣒ࡋ࡚ᕪ␗ࡀ࡞

384 ࣀ࣮ࢻ࡛ 60%⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᚑ᮶ࡢ᭷㝈せ⣲

࠸ࡇ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵᐇࡀ㠀ᖖ⡆౽࡛࠶ࡿࡶ

ἲࡼࡿ㏲ḟィ⟬࡛ 1 ࣨ᭶௨ୖࡗ࡚࠸ࡓィ⟬ࡀ㸪48

㸪ࡇࢀࡲ࡛㝵ᒙᆺ㡿ᇦศἲ࡛✚ࡳୖࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓຠ

ࣀ࣮ࢻ࡛ 8.39 㛫㸪384 ࣀ࣮ࢻ࡛ 1.60 㛫㸪ᖜ࡞㧗

⋡࣭㧗㏿ࡢᡂᯝࡀࡑࡢࡲࡲ㐺⏝࡛ࡁࡿ㸬ࡉࡽ㝵ᒙ

㏿ࢆ㐩ᡂࡋࡓ㸬ࡉࡽ㸪㧗࿘Ἴ㟁☢Ἴၥ㢟࠾࠸࡚ቃ

ᆺ㡿ᇦศἲࡀ㐺⏝࡛ࡁࢀࡤࡇࡢᡭἲࡶ㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪

⏺ᖹࡼࡿィ⟬⢭ᗘࡢྥୖྲྀࡾ⤌ࡳ㸪2 ൨⮬⏤ᗘ

㧗࠸ỗ⏝ᛶࢆ᭷ࡍࡿᡭἲ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬

ࡢேయࣔࢹࣝ࠾࠸࡚㟁⏺ࡢ⢭ᗘࢆᖜྥୖࡉࡏࡿࡇ
ᡂຌࡋࡓ(ᅗ 11)㸬

⢏Ꮚἲྥࡅࣛࣈࣛࣜࡣᐇၥ㢟ゎᯒ㐺⏝ྍ⬟ࡀ㔜
せ࡞ホ౯ᣦ㔪࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᙜึィ⏬ࢆ๓ಽࡋࡋ࡚㸪㛤Ⓨ

ࡉࡽ㸪㛤Ⓨࣛࣈࣛࣜࢆ⏝࠸ࡓ⢏Ꮚἲࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ

୰ࡢ⢏Ꮚἲྥࡅࣛࣈࣛࣜࢆ⏝࠸ࡓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱᐇ୪

ࣙࣥࢯࣇࢺ࢙࢘ࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ホ౯⎔ቃࡋ࡚
ࠕிࠖ
㸪

ࡧホ౯ࢆ୪⾜ࡋ࡚ᐇࡍࡿࡇࡋࡓ㸬⢏Ꮚἲྥࡅࣛ

ᮾிᏛ FX10㸪ᮾிᕤᴗᏛ TSUBAME2.5㸦GPU㸧
㸪ྡ

ࣈ࡛ࣛࣜࡣ㸪㛵ᩘ࣏ࣥࢱࢆ⏝࠸࡚⏝⪅ࡀ⢏Ꮚࡢ≀⌮

ྂᒇᏛ FX100㸪ྡྂᒇᏛ CX400㸦MIC㸧ࢆ࡞㛤Ⓨ

㔞ィ⟬ࡢ㛵ᩘࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪ゎࡁࡓ࠸≀

ィ⟬ᶵࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢࢯࣝࣂ࣮ࡢᛶ⬟ྥୖࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ

⌮ࣔࢹࣝࢆ⮬⏤⤌ࡳ㎸ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿᵝ࡞ࡗ࡚࠸

ࡓ㸬ᮾ T2K ࡛ࡣ㸪64 ィ⟬ࣀ࣮ࢻ 1,800 ⢏Ꮚࡽ 1,024

ࡿ㸬⢏Ꮚࡢືⓗ㈇Ⲵศᩓᶵ⬟ࡸつᶍὶయ๛య㐃ᡂゎᯒ

ィ⟬ࣀ࣮ࢻ 2.6 ൨⢏Ꮚࡢ࣮࢘ࢡࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢᛶ⬟ホ

ᶵ⬟ࡢᐇࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪ከᩘࡢᾋ㐟≀(๛య)

౯࡛ 94%ࡢ୪ิຠ⋡ࡀᚓࡽࢀ㸪6,900 ⢏Ꮚࡢ 64 ィ⟬ࣀ

ࡀὠἼ࡛ὶࡉࢀࡿᵝᏊࢆィ⟬ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ

࣮ࢻࡽ 1,024 ィ⟬ࣀ࣮ࢻࡢᙉࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢᛶ⬟ホ౯

(ᅗ 10)㸬ࡲࡓ㸪┤ࡄ♫ᙺ❧ࡘࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ

࠾࠸࡚ 93%ࡢ୪ิຠ⋡ࡀᚓࡽࢀࡓ㸬10 ൨⢏Ꮚࣔࢹࣝࢆ⏝

ᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ㸪3 ẁ㝵ࡢὠἼィ⟬ࢆ⾜࠼ࡿᶵ⬟ࢆ

࠸࡚㸪
ࠕிࠖࡢ 48 ࣀ࣮ࢻࡽ 12,288 ࣀ࣮ࢻࡢࢫࣆ࣮ࢻ

㛤Ⓨࡋࡓ㸬➨ 1 ࡢゎᯒ࡛ࡣ㟈※࡛Ⓨ⏕ࡍࡿἼ※ࡽἢᓊ

ࢵࣉ್ 225.8㸦⌮್ 256㸧ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬

㒊ࡲ࡛ࡢὠἼఏィ⟬(ᩘ༑㹼ᩘⓒ࢟ࣟᅄ᪉⛬ᗘ)㸪➨ 2

FX100 ࡛ࡣ㸪12 ࣀ࣮ࢻࡽ 864 ࣀ࣮ࢻࡢࢫࣆ࣮ࢻࢵࣉ

ࡢゎᯒ࡛ࡣἢᓊ㒊ᢲࡋᐤࡏࡓὠἼࡀᆅୖ㐳ୖࡍࡿゎ

್ 65 㸦 ⌮  ್ 72 㸧 ࢆ 㐩 ᡂ ࡍ ࡿ ࡇ  ࡀ ࡛ ࡁ ࡓ 㸬

ᯒ(ᩘ km㹼10km ᅄ᪉⛬ᗘ)㸪➨ 3 ࡢゎᯒ࡛ࡣ㸪ᕷ⾤ᆅ

LexADV_EMPS ࢆ⏝࠸࡚㸪3 ẁ㝵ࡢὠἼゎᯒࢆࢩࢫࢸ࣒

ᾋ㐟≀ࡀ⾪✺ࡋ࡞ࡀࡽᾋ㐟ࡍࡿᕷ⾤ᆅᾐỈゎᯒ(500m ᅄ

ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㸯ྕᶵࢱ࣮ࣅ

᪉⛬ᗘ)࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ 3 ẁ㝵ࡢὠἼゎᯒᶵ⬟ࡼࡾ㸪ᚑ᮶

ࣥᘓᒇෆᾐỈゎᯒẼ࡛ࡢ➨ 18 ඹᚨࡢ㐳ୖゎᯒ

ࡽ࠶ࡿἼ※ࡽἢᓊ㒊ࡲ࡛ࡢὠἼఏィ⟬ࢆ⏝ࡋ࡚

ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬ᖺᗘࡲ࡛ࡣ 1 ࣨ᭶⛬ᗘࡗ࡚

ὠἼࡢᕷ⾤ᆅゎᯒࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬

࠸ࡓゎᯒࢆ㸪
ࠕிࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ 3 ᪥⛬ᗘ▷⦰ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ほ ࢹ࣮ࢱ➼ࢆ⏝࠸࡚ὠἼ㐳ୖࢩ࣑࣮ࣗࣞ

5.2 ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱホ౯

ࢩࣙࣥ⤖ᯝࡢጇᙜᛶ☜ㄆࢆ⾜࠸㸪༑ศ࡞⢭ᗘ࡛⌧㇟ࢆ

᭷㝈せ⣲ἲࡼࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡋ࡚㸪ᵓ㐀 FEM ࢯ

⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓ(ᅗ 12)㸬

ࣇࢺ࢙࢘ AdvSolid  DDM ἲࣛࣈࣛࣜࢆ⤌ࡳ㎸
ࡳ㸪
400 ⮬⏤ᗘࡽ 1,134 ൨⮬⏤ᗘつᶍࡲ࡛ࡢࢧࢬࡢ

6 ࠾ࢃࡾ

ၥ㢟ᑐࡋ㸪
ࠕிࠖࡢ 12 ࣀ࣮ࢻࡽ 24,578 ࣀ࣮ࢻࢆ⏝࠸
࡚㸪ᙉࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢᙅࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢࡼࡿ୪ิຠ⋡ホ

࣏ࢫࢺ࣌ࢱࢫࢣ࣮ࣝࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿ㉸つᶍ࡞㐃⥆
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2) LexADV ࢩࢫࢸ࣒㸸

యຊᏛ⣔ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆᐇ⏝ࡍࡿࡓࡵ㸪1 ⮬
⏤ᗘ࣓ࢵࢩࣗࢆ୪ิ⏕ᡂྍ⬟࡞ AdvMetis2㸪FEM ࡸ⢏Ꮚ

http://adventure.sys.t.u-tokyo.ac.jp/lexadv/

ἲࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᑐࡋ࡚ 10 10 ࣆࢡࢭࣝࡢ㉸

3) Lijun Liu, Masao Ogino 㸸Performance evaluation of

㧗⢭⣽࡞ First Detail Image ࢆᥥ⏬ྍ⬟࡞ LexADV_VSCG㸪

efficient data compression JHPCN-DF for large-scale

1 ༓൨⮬⏤ᗘ FEM ゎᯒᡂຌࡋࡓ LexADV_IsDDM㸪ᩘ

structural analysis, Mechanical Engineering Letters, Vol.2,

൨⢏Ꮚࡢศᩓ࣓ࣔࣜ୪ิィ⟬ࢆྍ⬟ࡍࡿ

p.16-00119 (2016)

LexADV_EMPS㸪LaTeX グ㏙ࡢࢸࣥࢯࣝ⾲グᵓᡂᘧࡽ

4) Ἑྜᾈᚿ, Ⲷ㔝ṇ㞝, ሷ㇂㝯, ᒣ⏣▱, ྜྷᮧᚸ㸸

㧗ᛶ⬟࡞ࢥ࣮ࢻࢆ⏕ᡂࡍࡿ㐃⥆యຊᏛྥࡅ DSL ࢆྵࢇ

㡿ᇦศἲ࠾ࡅࡿ࣮ࣟ࢝ࣝ Schur ⿵ඖࣉ࣮ࣟࢳ

ࡔ LexADV_AutoMT ࡞㸪ከࡃࡢࢯࣇࢺ࢙࢘ࢆ㛤Ⓨ࣭

ࡢᛶ⬟ホ౯, Transaction of JSCES, Vol.2016, 20160006
(2016)

බ㛤ࡍࡿࡇᡂຌࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࢯࣇࢺ࢙࢘ࡣ㸪
HPCI ᡓ␎ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡢ⏝ࡽ࣏ࢫࢺி㔜Ⅼㄢ㢟࡛

5) Ⲷ㔝ṇ㞝㸸ᑐゅࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢ๓ฎ⌮ࢆకࡗࡓࣂࣛࣥ

ࡢ᥇⏝㸪࣌ࢱࢫࢣ࣮ࣝࡽ࣏ࢫࢺ࣌ࢱࢫࢣ࣮ࣝࡢᶫ

ࢩࣥࢢ㡿ᇦศἲࡼࡿ」ᩘᮦᩱࣔࢹࣝࡢ᭷㝈せ⣲

Ώࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒ࢯࣇࢺ࢙࢘ࡋ࡚ࡑࡢព⩏

ゎᯒ, ᪥ᮏᶵᲔᏛㄽᩥ㞟, Vol.82, No.833, p.15-00325

ࡣࡁ࠸ゝ࠼ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ᭷㝈せ⣲ἲ⢏Ꮚἲ≉

(2016)

ࡋ࡚㛤Ⓨࡋࡓࡀ㸪ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡣ㐃⥆యຊᏛྥࡅࡢ

6) Y. Wada, K. Murotani, M. Ogino, H. Kawai, R. Shioya㸸

ࡢᩘ್ゎᯒ᪉ἲࡶᛂ⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ィ⟬⛉Ꮫ

High resolution visualization library for exa-scale

⯡࡛ࡢά⏝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㛤Ⓨࢯࣇࢺ

supercomputer, Mathe. Prog. Expressive Image Synth. III,
Springer, 83/94 (2016)

࢙࢘ࢆ⏝࠸࡚ᐇࡋࡓὠἼ㐳ୖ࣭ᾐỈࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥ⤖ᯝࡢጇᙜᛶ☜ㄆࡸᐇⓗᥥ⏬ࡣ㸪Ỉᐖࡢண ࡸ⿕ᐖ

7) Y. Imoto and D. Tagami㸸A truncation error estimate of

ࡢపῶࡢࡓࡵ᭷⏝࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ᏻ࣭Ᏻ

the interpolant of a particle method based on the Voronoi

ᚰ♫ᇶ┙ᵓ⠏㈉⊩ࡍࡿࡶࡢゝ࠼ࡿ㸬ᚋࡣ㸪ᮏ◊

decomposition, JSIAM Letters, 8, 29/32 (2016)

✲ᡂᯝࢆඖ᥇ᢥࡉࢀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㏻ࡌ࡚࣏ࢫࢺ࣌ࢱ

8) Masao Ogino, Hongjie Zheng, Kohei Murotani, Seiichi

ࢫࢣ࣮ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢᒎ㛤ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡶ㸪࣏ࢫ

Koshizuka, Ryuji Shioya, Liu Lijun㸸Tsunami Run-Up

ࢺ࣌ࢱᚋࡶぢᤣ࠼ࡓ◊✲Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿ㸬

and Inundation Simulations Using LexADV_EMPS
Solver Framework on Fujitsu FX100, SC16 Research

ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࡣ JST-CREST ࡢ◊✲ㄢ㢟ࠕ࣏ࢫࢺ

Poster (Peer-reviewed International Conference) (2016)

࣌ࢱࢫࢣ࣮ࣝࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ㝵ᒙศᆺᩘ್

9) ᐊ㇂ᾈᖹ, ⋢భ, ㉺ሯㄔ୍㸸ὶయࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ

ゎἲࣛࣈࣛࣜ㛤Ⓨࠖ࠾ࡼࡧࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬⚾❧Ꮫᡓ␎

࠾ࡅࡿ⢏Ꮚἲ㸸MPS ἲ LSMPS ἲࡢᩘ್ゎᯒ⢭

ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗ㸦ᖹᡂ 24 ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 28 ᖺᗘ㸧
ࠖ

ᗘࡢẚ㍑, ᛂ⏝ᩘ⌮ 26, 50/61 (2016)
10) Amane Takei, Kohei Murotani, Shin-ichiro Sugimoto,

ࡼࡿ㸬࠶ࡽࡓࡵ࡚ࡇࡇグࡋ㸪ㅰពࢆ⾲ࡍ㸬

Masao Ogino, and Hiroshi Kawai 㸸 High-accuracy
electromagnetic field simulation using numerical human

ᘬ⏝ᩥ⊩
1) ADVENTURE ࢩࢫࢸ࣒㸸

body models, IEEE Transactions on Magnetics, Vol.52,

http://adventure.sys.t.u-tokyo.ac.jp/

No.3 (2016).
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㻌
ᅗ 1㻌 CAD 䝕䞊䝍䜈䛾ᙧ≧㐺ྜ䜢క䛳䛯⣽ศ䛻䜘䜛㉸つᶍ䝯䝑䝅䝳䛾୪ิ⏕ᡂ
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#$%&'())*$+

!(,$%&'())*$+
-./01$213456

ᅗ 2㻌 㡿ᇦෆ㒊⮬⏤ᗘ๐㝖ࡼࡿ DDM ᅽ⦰

! " #$%'$%&'((()ࣆࢡࢭࣝ*

! " #$%&$%&'((()ࣆࢡࢭࣝ*

!"#ࢹ࣮ࢱ$%&'((()ࣆࢡࢭࣝ*

ᅗ 3㻌 JHPCN-DF 䛾チᐜㄗᕪ䛜ྍど⤖ᯝ䛻䛘䜛ᙳ㡪
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㻌
ᅗ 4㻌 1,000 ൨⮬⏤ᗘ᭷㝈せ⣲ゎᯒ࠾ࡅࡿἲࡢ᮰ᒚṔ

!"#$%)
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!"#$%(

!"#$%'

*+,-./0,1(21304516/71&"%

!"#$%&

*+,-./0,1&821304516/71&"%
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ᅗ 51㻌 DDM ἲ䛾ி࠾ࡅࡿᙉࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢ

ᅗ 6㻌 Scaled-BDD ἲ䜢⏝䛔䛯」ᩘᮦᩱ䝰䝕䝹(Emax/Emin>102)䛻䛚䛡䜛᮰ᛶᨵၿ
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ᅗ 7 CPU(Core i7-2700K) GPU(GeForce GTX 980)ే⏝࠾ࡅࡿ DDM ᛶ⬟ホ౯

!࣮ࣝࣉ
୪ิࡢ
᭱㏿

"࣮ࣝࣉ୪ิࡢ᭱㏿

&$&

#$%

ᅗ 8 ࣓ࢽ࣮ࢥ(Xeon Phi 5110P)࠾ࡅࡿ DDM ᛶ⬟ホ౯

DSL
ࢺࣛࣥࢫ࣮ࣞࢱ

C/Fortranࢯ࣮ࢫ

mu = 1.254; p = 3.8;
I_b = a + b * x;
/*AutoMT
tensor $¥T{¥sigma}$ T_sigma
tensor $¥T{b}$ T_b
¥T{¥sigma} =
¥mu J^{-5/3} (¥T{b} – 1/3 I_b ¥T{I}) + p ¥T{I}
AutoMT*/
a[j] = T_sigma[2];

LaTeX㒊ࡢᢳฟ㸩༳ๅ
㸦
༳ๅ≀㸧

˰ = µJ !5 / 3 (E !

1
I b, ) + p,
3

C/Fortranࢯ࣮ࢫ

mu = 1.254; p = 3.8;
I_b = a + b * x;
/*AutoMT
tensor $¥T{¥sigma}$ T_sigma
tensor $¥T{b}$ T_b
¥T{¥sigma} =
¥mu J^{-5/3} (¥T{b} – 1/3 I_b ¥T{I}) + p ¥T{I}
AutoMT*/
/* DSL॥থঃॖঝટभ९ش५*/
AutoMT_prod_s_t_t(1/3 * I_b, T_I, tmp1);
AutoMT_sub_t_t_t (T_b, tmp1, tmp2);
AutoMT_prod s_t_t
(mu * pow (J, -5/3), tmp2, tmp3);
.
.
.
a[j] = T_sigma[2];

ᅗ 9㻌 㐃⥆యຊᏛྥ䛡 DSL ⏝䛾ὶ䜜
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ᅗ 10㻌 LexADV_EMPS 䜢⏝䛔䛯ከᩘ䛾๛య䜢ྵ䜐ィ⟬䛾ᵝᏊ

ᅗ 11㻌 AdvMetis2 䛸 AdvMagneticHF 䛻䜘䜛㧗⢭ᗘ䛺 ⇕⒪ἲ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁

(a) ほ ⤖ᯝ

(b) 㛤Ⓨࢯࣇࢺࡢ⤖ᯝ

ᅗ 12㻌 LexADV_EMPS 䜢⏝䛔䛯ὠἼ㐳ୖゎᯒ⤖ᯝ䛾ጇᙜᛶ☜ㄆ
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1

大規模流体構造連成問題の可視化検証
田 村 善 昭

1 はじめに

理論上，３次元のものは３次元で見るべきであり，立体
的に見えればそれに越したことはないのだが，一方で，

 コンピュータグラフィックス
（CG）
を用いた可視化は，

見る側の理解力にも限界があり，同時に多くのものを提

計算力学においてはその当初から重要な要素であり，例

示されても結局はその一部しか注目しないので，そうで

えば 1963 年には E.E.Zajacが人工衛星の運動を可視化

あれば３次元的に見る必要はない，コンピュータの画面

する動画を作成している 1)ように，解析結果の数値では

（モニタ）で十分，という結論になっているのではない

分からなくても，映像化することでその理解が進むこと

かというのが著者の現在の理解である．それでは，なぜ

はよく知られている．計算機が進歩し，解析規模が大き

ここであえて VR を利用するのかには，いくつか理由が

くかつ複雑になってくると，一段と可視化の重要性は増

ある．ここでは実験の画像（動画）と可視化結果を同時

してくる．かつては，研究者がそれぞれで書いたグラフ

に動かして比較したいのだが，２つを横に並べただけで

ィックスのプログラムを用いたりしていた 1 が，今日で

は，その微妙な違いは分かりづらい．そこで，ここでは

は，使い勝手にも優れ，機能豊富な市販ソフトウェアや

両者の位置を合わせ，重ねて表示する．これをモニタで

無償ソフトウェアが多く流通している．しかし，それら

行ったのではあきらかに見づらいが，立体視をすると，

の多くは例えば流体解析や構造解析などに特化したもの

位置が重なっていても両者は区別できると考える．さら

であり（逆にそのために使い勝手が良い），本稿で扱お

に，単なる立体視ではなく，VR であると，観察者が位

うとしている流体―構造連成解析に対応するものは余り

置を移動することで，自由な角度から観察できるため，

ない．そこで，ここでは流体―構造連成解析の結果を可

より分かり易くなるはずである．もう１つの理由は，VR

視化表示するシステムを新たに開発する．さらに，解析

では可視化したいモノを目の前に適当な大きさで表示で

の妥当性を視覚的に検討するため，対応する実験結果を

きることである．モニタでは映像の大きさはモニタの大

同時に表示する．解析も実験も表示すると，映像が煩雑

きさによるが，VR では自分が見たい，あるいは実際に

になり，逆に理解をしづらくする可能性があるので，こ

そうであるような大きさに見せることが可能である．こ

こでは立体視，特にバーチャルリアリティ（VR）の装置

れは見逃されがちであるが，ヒトが現象を理解するには

を用いることを考える．VR を用いた可視化は過去にい

重要であると考える．図１は著者が以前に作成した傾斜

くつか例がある 3),4)が，実験との比較や妥当性の検証の

型１面大型スクリーンによる VR 装置による可視化の例

ためには用いられてきていない．以下の章では，東洋大

5)であるが，スクリーンに映っている機体が，観察者に

学計算力学研究センター（以下，本センター）で開発し
た流体―構造連成実験・解析同時可視化システムの詳細
とその利用例を紹介するとともに，今後の展望について
も簡単に触れておきたい．
2 流体―構造連成実験・解析同時可視化システム

2.1 VR の必要性
 本題に入る前に，まず VR がなぜ必要かについて述べ
ておきたい．先に挙げた 3),4)ように，VR を用いた可視化
はいくつか例があり，それぞれ効果があると結論づけて
いるが，一般的には「VR でなくともよい」
「立体視をす
る必要はない」と考えられていることが多いと思われ

図１ 傾斜型１面大型スクリーン VR 装置（CANVAS）による可視

る．

化例．観察者からは図のように機体が飛び出して見えている．

1良く知られたものとして，NASA エイムス研究所の PLOT3D2)がある．

シミュレーション 第◯◯巻第◯◯号
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は図のように眼前にあるかのごとく見えている（もちろ

液晶シャッターになっており，右目，左目それぞれに対

ん図１はイメージ図であるが）．以上の考察から，流体

応する映像が交互に（例えば１秒間に 60 回ずつなど）表

―構造連成実験・解析同時可視化システムは VR を用い

示されるのに同期して，反対のレンズを閉じる仕組みで

るのがよいと考え，システム開発を行った．

ある．また，視点位置は眼鏡に付けられた４つのマーカ



を，HoloStage 上部に付けられた４つの赤外線カメラで

2.2 VR 装置について

撮影し，リアルタイムにその位置と向きを計測するよう

 ここでは，VR 装置として，没入型ディスプレイ

になっている．図２から分かるように，スクリーンは正

（ImmersiveProjectionTechnology;IPT）に分類され

面と床面の２面で，正面は背面投影となっている．床面

る装置を用いている．IPT は大型のスクリーンで視野を

は上から直接投影するので，観察者の影になるところは

覆い，その前に立つ観察者の視点位置をなんらかの方法

映像が映らないことになるが，実際には気にならない程

で計測し，その視点位置に応じた立体映像をスクリーン

度である．

に投影する仕組みを指す．後で述べるゴーグル型ディス
プレイ（HeadMountedDisplay;HMD）とは異なり，3D

2.3 システム構成

映画を見るときのような立体眼鏡をかける．本センター

 HoloStage を用いた流体―構造連成実験・解析同時可

では，クリスティ・デジタル社製の IPT 型 VR 装置

視化システムの構成を図４に示す．

HoloStage®-Mini6)（以下，HoloStage）を所有しており，
これを使用する．HoloStage を図２に，HoloStage で用
いるコントローラと立体眼鏡を図３に示す．


図４ 流体―構造連成実験・解析同時可視化システム構成図




現状では，本センターにおいて，HoloStage にVR 映像を
表示するソフトウェアは，AVS/ExpressMPE 7) （以下

図２ HoloStage®-Mini の全景

AVS-MPE）と VR4MAX8)の２種類であり，これに各種データ
を渡すシステムを構築している．現在，主な経路の１つ
は AVS-MPE を経由するもので，本センターの研究員が多
く使用する ADVENTURE システム 9)のデータはそのまま
AVS-MPE に取り込むことができる．AVS-MPE のベースに
なっている AVS/Express（以下 AVS）は汎用の可視化ソフ
トウェアであり，流体解析結果も構造解析結果も表示す
ることができるので，今回の用途には適している．他の
シミュレーションソフトウェアの結果についても，変換
ツールがあるものは，表示が可能である．実験の画像に


ついては，静止画，動画とも特定の形式に変換して
AVS-MPE に取り込む．上記の解析，実験画像は共に，

図３ HoloStage®-Mini で用いるコントローラと立体眼鏡．グ

AVS の機能である，ネットワークエディタによる．その

レーのボールは位置と向きを赤外線カメラで計測するためのマ

一部を図５に示す．左は UCD と呼ばれる有限要素法に基

ーカである．

づくデータ形式のファイルを読み込むもので，右はこれ
に連番の画像
（動画を１枚ずつの静止画にバラしたもの）

立体視は時分割方式を用いている．これは，立体眼鏡が
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を同期させて表示する機能を追加した様子である．

また高速度カメラで動画像を撮影している．図８にその
動画像の１コマを示す．左は横からの画像で，流れは左
から右で，わずかに流れ方向に変形していることが分か
る．右は円柱を下から撮影したものである．これらの画
像は，１コマずつの連番画像にし，AVS-MPE に渡す．





図５ AVS-MPE のネットワークエディタの一部．左は解析デー
タを読み込む部分，右はそれに連番の画像を同期させて表示す
る部分を追加したものである．


図７ 標準問題の実験イメージ





図８ 実験の動画像の１コマ．左は横から見た映像で，流れは
左から右．右は下からの映像である．


図６ AVS-MPE のネットワークエディタ画面


 一方，解析はこれも他の記事「EnrichedFreeMesh
Method とSUPG/PSPG 安定化有限要素を組み合わせた効率



的な流体構造連成解析システムの構築」で紹介されてい

全体のイメージは図６のようになっている．もう１つの

る手法を用いて行った．図４では「その他解析ソフト」

経路は，VR4MAX を用いるものである．AVS-MPE が可視化

になるが，ADVENTURE の入出力を模してデータを出力し

ソフトウェアの拡張として VR 装置に対応しているのに
対し，VR4MAX は元々VR のための CG ソフトウェアである．
ただし，VR4MAX にはモデリング機能がないので，ここ

ているため，これもそのまま AVS-MPE で可視化が可能で
ある．
 ２章の説明では，データさえ揃えば，すぐにも

では 3dsMax10)で CG モデルを作っている．シミュレーシ

HoloStage で表示ができるように書いているが，実際は

ョンのソフトウェアから直接 3dsMax 用のデータを出力

その前にもう少し作業が必要である．AVS は汎用の可視

することはできないので，ここでは自作の可視化ソフト
ウェアで可視化データを作り，これを VRML（Virtual
RealityModelingLanguage）形式にして 3dsMaxに渡す

化ソフトウェアであるため，何をどう可視化するかは事
前に用意されていない．そこで，解析結果に関しては，
図５および図６のネットワークエディタを編集し（だか

ようにしている．VRML はテキスト形式なので，データ

らエディタ），自分が見たい可視化手法で可視化された

容量は大きくなるが，変換は難しくない．実験の画像に

画像を表示する必要がある．そこでまず，HoloStage は

ついては，3dsMax 内で定義したオブジェクトにテクス

使わず，PC のAVS により，見たい画像が出るようネット

チャとして貼ることで表示を可能にしている．

ワークを構築する．更に，ネットワークのモジュール
（図５および図６の文字が書かれた箱）の詳細設定によ

3 表示例

り，実験画像と解析結果の位置合わせなどを行う．結果



として，空間も時間も重なって表示されるので，これを

 ここでは，流体―構造連成実験・解析同時可視化シス

ここでは時空間同時可視化（space-timesimultaneous

テムによる流体―構造連成問題の表示例を紹介する．対

visualization）と名付けている．図９に PC モニタのイ

象は，他の記事「流体構造連成コード検証のための標準

メージを示す．２つの実験映像に加え，解析結果が重な

問題の提案および実験」の標準問題である．重複を避け

って表示されている．もし，この状態で実験と解析の比

るため，詳しくは述べないが，図７のように，風洞の出

較を行うのだとすれば，位置合わせをして重ねて表示す

口に上部から円柱を吊るし，レーザー変位計で変位を，
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るよりも，横に並べる方がむしろ分かり易い．

VR であるため，左右に回り込んだり，上や下から眺め
る（スクリーンからはみださなければ）ことも可能であ
る．


図９ PC 上でAVS/Express により表示した実験の動画像と解析


(a)実験映像と解析結果の位置をずらして表示したところ．一
般的な比較の際の配置

結果の同時表示


(b)円柱の底面の実験映像と解析結果の円柱の底面の位置を合
わせて表示している．ここで提案している時空間同時可視化の
一例である．



図 11 HoloStage での流体―構造連成実験・解析同時可視化の
観察者から見たイメージ

図 10 HoloStage での流体―構造連成実験・解析同時可視化の
様子．像が二重になっているのは立体視で右目と左目の映像を



交互に投影しているため．上部の円環上の光は位置計測のため

 図 11 に観察者の視点から見た映像を２つ示す．図

の赤外線カメラの光源である．

11(a)は，敢えて実験映像と解析結果の位置をずらして



表示している．奥に実験画像，手前に解析結果が表示さ

 次にこれをそのまま HoloStage に移動し，表示をする．

れている．これはこれでそれぞれを詳細に観察すること

図 10 に少し離れたところから撮った写真を示す．誌面

ができるが，より比較に適しているのは図 11(b)で，こ

では図９とさして変わらないが，実際にはいくつかの点

ちらは円柱を下から撮った映像と解析結果の位置を合わ

で大きく異なる．まず，立体視をしているので，右目と

せているので，円柱の底面の動きを容易に見比べること

左目のそれぞれの映像が交互に投影されている．図 10

ができる．

では露光時間の関係でその両方が写っており，例えば下
から見た円柱が二重に表示されているのが分かる．また，

4 考察と今後の展開

図９がモニタサイズであるのに対し，図10 はHoloStage



に表示している画像は十分に大きい．さらに，実際には

 今回開発したシステムの最大の利点は，実験と解析を
同時に VR 空間内に表示できることであり，これにより
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従来以上に分かり易い比較ができると共に，VR を用い
ることの意義も示すことができたと考えている．ただし，
本システムにはまだまだ不十分な点が多い．時空間同時
可視化を謳ってはいるが，時間合わせ，位置合わせは完
全に手作業で，時間合わせに関しては，解析と同じタイ
ミングの実験映像を並べる必要があり，位置合わせに関
しては基準時刻で両者が一致するように手で微調整して
いるのが現状である．また，実験映像はその撮影距離等
により特に映像の周辺で歪みが避けられないが，その補

CANVAS を開発した 2002 年当時は立体視や視点位置計測
のためのライブラリなども自作に近く，多くのプログラ
ミングが必要であったが，ここで紹介した HoloStage の
場合は，AVS-MPE や VR4MAX，3dsMax などの商用ソフト
ウェアを利用しており，さらに Oculus ではより簡便に
アプリケーションが開発できるなど，VR を取り巻く環
境は大きく変化しつつあり，工夫次第で解析結果の可視
化表示やあるいはその妥当性を検証するような仕組みが
可能であると思っている．

正は今のところ何もしていない．より厳密な比較をする
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みであれば，変形を誇張して描くことも可能であるが，
実験と比較するとなると，実験画像でそのような変形を
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5 おわりに
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 本センターで開発した流体―構造連成実験・解析同時
可視化システムを中心に VR 装置を利用した可視化につ
いて述べた．図１に示した IPT 方式の VR 装置である
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