
計算力学の授業を開始いたします。皆さんもご存知のように本学期はウェブによって講義をスター
トすることになっておりますのでノート付で資料を配布します。

この講義では計算機を使って工学上重要な力学のシミュレーションを行う方法を学修します。力学
のシミュレーションにはいろいろな手法がありますがこの講義では主として有限要素法と呼ばれる
手法を学びます。

有限要素法は1960年頃から本格的な開発がスタートしました。特にアメリカの人類を月に着陸させ
るというアポロ計画を通して大きく進歩し，現代では固体の力学の解析においては中心的な役割を
果たしています。

第１回目のこの講義ではガイダンスを実施してこの科目を学ぶ意義と皆さんの学修目標について
説明します。

また，皆さんに力学に興味を持ってもらうために身の回りのものから力学に関する質問をいくつかし
たいと思います。

さらに，私の研究室での計算力学の最近の研究例についても紹介したいと思います。

1



CAEという言葉は聞かれたことがあると思います。コンピューターエイディッドエンジニアリングの略
で翻訳すると「コンピュータ援用設計」を表します。CAEは，コンピュータを用いてシミュレーションす
る手法が初めに登場しました。次に紙の代わりににコンピュータ上に線や面を定義してこれを2次元
の図面としてプリンターに出力するというソフトが誕生しました。これらは当初，別々のソフトウェアと
して開発されました。しかし，コンピュータとソフトウェアの急速な発達により，現代では両者の機能
はひとつのソフトウェア上に統合化されています。このようなソフトを用いればコンピュータ上で形状
を定義したあと，シミュレーションを実施して性能を確認する，また，３Dプリンタなどを利用して試作
することなどができます。

現代の機械生産においてはCAEは大変重要な役割を果てしているのです。
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近年は市場でどのような商品が求められているのを判断した後，発売までにいかに短期間で
開発を行うかが非常に重要になっており，試作機の制作や実験をなるべく減らすためにシミュ
レーションの重要性が高まっています。

このようにシミュレーションを重視した設計はシミュレーションベースドデザインと呼ばれていま
す。今や，多くの設計ソフトには当然のように各種のシミュレーションを実施する機能がついて
います。

このような状況の中で最近，設計者が正しくシミュレーションを実施しているか確認しながら設

計を行うことの重要性が唱えられるようになってきました。シミュレーションは何らかの仮定に基
づいて作成された支配方程式を解くことによって実施されます。

例えば構造物の強度を調べるシミュレーションでは材料が弾性であることが仮定されているこ

とが良くあります。しかし金属であれば一定以上に応力が高くなると弾性変形から結晶に滑り
が生じる塑性変形へ移行し，変形に抵抗する能力も非常に低くなります。自動車の衝突安全
設計では塑性変形を伴う衝突のシミュレーションを実施しなければいけません。これを弾性変
形しか考慮していないプログラムで実行すれば精度が大きく損なわれ設計ミスに繋がります。

このように設計者自身が自らシミュレーションを実施する時代においては設計者が，解いてい

る微分方程式は正しいか，また結果は正しいのか判断する知識が必要であると考えられるよう
になってきたのです。
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このように設計者がシミュレーションの内容を理解することが重要であるという意識が広がった中，
日本機械学会では「計算力学技術者資格認定試験」を実施するようになりました。

また，この写真にありますように，社会人対象の計算力学の講習会には多くの設計者が参加する
時代になっています。

本学においても1991年に「計算力学研究室」を設置してCAE理論を理解している設計者の育成に
努めるようになり，この「計算力学」という講義がスタートしたのです。
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さてこれまでに計算力学が発達し，産業界で重要になってきた背景を説明してきましたが，ここで本
講義の学修目標は示しておきましょう。

本講義ではCAEにおいて重要な力学のシミュレーションの中でも中心的な役割を果たしている有限
要素法の基礎理論を理解し，

また，その理論に沿ったプログラムを実際にMATLABによって作成してその内容を知る，さらに実際
の商用CAEソフトを使用してみて解析にどの程度の準備と時間が必要なのかを体験することを目標
にします。
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ここでガイダンスの一環として，趣向を変えて我々が目にする身近なものから少し力学を楽しんで
みましょう。

最初は写真のような橋を話題にしたいと思います。この橋の特徴をあげてみてください。すぐに気が
つくのはこの橋が小さな三角形を組み合わせていることですね。

なぜ三角形を使っているのでしょうか。これは三角形が力を支えるのに適した形状だからです。三
角形は3辺の長さが決まると形状が一意に決定します。

四角形はどうでしょうか。四辺形は４辺の長さを決めても形状は一意に決定はしません。そのため，
緩い力が加わるだけで四辺形は形が変わります。

これを防ぐ方法はふたつほど考えられます。ひとつは四辺形の結合部を補強して角度を変わらな
いようにすることです。もうひとつは対角線に補強材を入れて三角形構造に変えることです。四辺形
の枠の対角線に入れられる部材は「筋交い」，英語では「brace」と呼ばれます。このように三角形を
組み合わせた形状は変形しにくいという特徴を持っているのです。

さて三角形を組み合わせている以外にこの橋の形状にはどのような特徴があるでしょうか。よく見
ると全体は箱型をしていますね。実は箱型の断面は平らな断面に比べて曲げに対する剛性が大き
いという特徴があるのです。

さりげない橋の形状にもいろいろな工夫があることがわかりますね。
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ではこの屋根板に話題を変えましょう。車庫の屋根などによく見られる波うち板ですが，なぜこのよ
うに波を打っているのでしょうか。

それは平らな板に比べて波打った板は曲げに強いからです。

コピー用紙の一辺をつまみ反対側の辺に10円玉を載せてみましょう。

紙は10円玉の重みで曲がってしまい10円玉は床に落ちてしまいます。

しかし，紙をこの写真のように細かく折っておくと紙は10円玉を十分に支えることができます。

曲げを受ける板や棒は断面の形状によって曲げに対する強さが随分と異なるのです。
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さて今度は話を飛行機に変えましょう。図は昔の日本の戦闘機，ゼロ戦です。この飛行機は開発当
初，世界で一番性能が良いと言われていました。

どういう点が当時の標準的な戦闘機よりも優れていたのか幾つか紹介することにしましょう。

図の中の①から④までの装置について順番に説明します。まずゼロ戦は速度によってプロペラの
角度を変えることができる可変ピッチプロペラを世界に先駆けて採用しました。これによって効率よ
くエンジンの力を推進力に変えることができました。また当時は固定式の足がまだまだ主流であっ
た中で機構の複雑な引っ込み脚を採用し，飛行中は脚を翼にしまうことによって空気抵抗を減らす
ようにしてありました。また胴体の下側に設置された片持ち翼と呼ばれる形式の翼も空気抵抗を減
らすのに役立ちました。さらにゼロ戦は使い捨ての燃料タンクを採用していて当時としは驚異的な
長距離飛行が可能でした。このように大変優れていたゼロ戦ですが，機体の軽量化を優先してパイ
ロットの背後を守る防御壁がありませんでした。このため戦争末期にはエンジンの出力に優れた敵
国の戦闘機に背後から銃撃されて豊富な経験を持つパイロットを次から次へと失う結果になったの
です。
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現代の飛行機に話題を移しましょう。空港に並ぶ旅客機を眺めていると、主翼の先端が水平ではな
く、小さく上に折れ曲がっている機体のを見かけます。あの翼先のもうひとつの翼は、一体何なので
しょうか。

これはウイングレットといって、主に長距離を就航する旅客機で採用されています。主翼の先端で
は気流の渦が発生し，これを翼端渦といいます。翼端渦は、空気抵抗となって機体が前進する力を
低下させる原因となります。ウイングレッドはこの翼端渦の気流を拡散し、さらにはその力を前進す
るための力に変えることができるのです。
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同じように自動車も車高の高い車は高速走行中に後方に渦が発生しやすく空気抵抗が大きくなり
ます。リヤスポイラは空気の流れを整えることによって後方の渦を発生を抑え空気抵抗を小さくする
働きがあります。
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空気の流れの話題ということで今度はヨットについて質問です。皆さん，ヨットが風上に向かって走
れるのをご存知ですか。性能の良いヨットは45度以上の角度で風上方向に上ることができます。な
ぜヨットは風上に走ることができるのでしょうか。風を受けるヨットのセイルの断面は飛行機の翼の
断面と同じような形状になっており，セイルに揚力が発生します。揚力は右側の図にあるように推
進力と抗力に分解することができます。ヨットはこの推進力を利用して風上方向に走ることができる
のです。抗力はヨットを横流しする力として作用します。これに抵抗して横流れしないようにヨットに
はダガーボードと呼ばれる大きな板がヨットに設置してあるのです。写真の赤丸で囲んであるのが
ダガーボードです。
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さてヨットの話が出たところで船のことをもう少し見てみましょう。図は宇宙戦艦ヤマトというSF漫画
のものです。地球の危機を救うため海底に沈んでいた戦艦ヤマトを宇宙船に改造して宇宙に旅立
つというストーリーだったと思います。このヤマトのイラストを見ると実際の船と同じような特徴がいく
つか見られます。

はじめにこの船の先端は丸く突き出ていますが実際の船もある程度以上大きい船はこのような形
状をしています。なぜこのような形状をしているのでしょうか。船は少ない燃料でたくさんの荷物を運
ぶことが要求されますのでなるべく推進時に水から受ける抵抗を小さくする必要があります。水の
中を船が進むときに船が水から受ける抵抗力には二通りあります。ひとつは摩擦抵抗です。船底に
つくカキやフジツボなどは大きな摩擦抵抗のもとになります。もうひとつの抵抗は造波抵抗と呼ばれ
る，船が水中を進むときに波を作ることによって発生する抵抗です。実は船の先端が丸く突き出て
いるのはこの抵抗を減らすための工夫なのです。波はもっぱら船の先端で発生しますが，船の先
端の突き出た部分は，船の先端で発生する波をちょうど打ち消すように水中で波を発生させている
のです。また，このイラストのように実際の船も喫水線から下は赤い塗料が塗ってあります。この塗
料には船底に付着するカキやフジツボの付着を防ぐ銅の化合物が入っておりこれが赤い色をして
いるのです。SF漫画も工学の理解を深めるのに役に立ちますね。
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続けて建物に目を移してみましょう。左側の写真は法隆寺五重塔です。現存する世界最古の五重
塔で建築後１400年以上経っています。この法隆寺五重塔は地震に強い建物を作るという観点から
みると現代の超高層ビルと同じ設計思想で建てられています。地震に共振すると建物の揺れは大
きくなり倒壊につながります。通常の建物は共振を避けるために丈夫に作ってあります。丈夫に作
ると建物の固有振動数は高くなります。一方，高層ビルは建物を逆に柔らかく作ることによって固有
振動数を低くし地震との共振を避けています。この方が建築コストが低くすむためです。古代の高
層タワーとも呼ぶべき五重塔は上から下まで心柱が通っていますが実はこの心柱の根元は土台の
上に置かれているだけで固定されていません。また，各層の木組みもゆるく接合されています。こ
れらの構造上の工夫は建物の固有振動数が低くなるように作用するのです。
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地震に強い古代木造建築は法隆寺五重塔だけではありません。京都駅の蓮華王院は平安時代に
作られたお寺で，その本堂は千体にもおよぶ観音立像が並ぶ非常に長い構造をしており三十三間
堂と呼ばれます。その基礎地盤には、砂と粘土を層状に堆積して地震時の水平震動を吸収するよ
うになっています。現代は建物の基礎に設置する免振積層ゴムというものがあり多くの建物に採用
されています。薄いゴムと鋼板を複数重ねたもので，免振のコンセプトは三十三間堂の積層地盤と
大変良く似ています。
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振動が怖いのは地震だけではありません。写真は1940年に写されたアメリカワシントン州のタコマ
市の吊り橋の開通式の様子です。この橋は完成して間もないうちに毎秒19mという海沿いではよく
ある強さの横風に煽られて大きなねじれの自励振動を起こして崩壊しました。自励振動とは振動し
ない入力によって構造物に引き起こされどんどんと大きくなる振動のことです。

それでは実際にねじり振動が増大され崩落するビデオを見てみましょう。

（ビデオ）

この崩落事故以来，吊り橋の研究が進み現在の吊り橋はねじりに強い箱型の断面を持つようにな
っています。東京湾にかかる吊り橋，レインボーブリッジも箱型の断面をしていてその上面は首都
高速道路として，また，下面は一般道路として利用されているのは皆さんもご存知のとおりです。
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さてここまではガイダンスの一環として我々の身近な乗り物や構造物を力学の観点から説明して
きました。

ここからは計算力学という分野でどのような研究が行われているかを私の研究室で取り組んでいる
内容を中心に説明したいと思います。秋には研究室配属があります。その時の参考にもなると思い
ます。

この写真は私が北アルプスの穂高岳に登った時に撮ったものです。研究は山登りに似ています。
山を登るのは苦しく，息も切れますが頂上に立ってそこから見渡す景色の素晴らしさは登った人に
しか分かりません。

研究も苦労してやっているときは辛いこともありますが，新しい発見や発明が出来た時の達成感は
何にも代えがたいものがあります。皆さんも研究者としての将来を考えてみませんか。
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計算力学研究室では大きく分けて二つの研究テーマに取り組んでいます。

ひとつは有限要素法を用いたシミュレーションです。いくつかの例と共同研究先を示しておきます。

シミュレーションでは最近，医学と工学の連携の観点から人体に関係する解析が増えてきています
。人体の解析は自動車の衝突安全設計の観点から自動車会社でも盛んに行われるようになってき
ています。

もう一つの研究テーマは最適設計です。これはシミュレーションを実施した結果を利用して目的に
最も適した形状をコンピュータに計算させるものです。

本研究室では自動車フレームの衝突安全のための最適設計に関する研究に特に力を入れて自動
車会社や鉄鋼会社と共同研究を実施してきました。

これらの研究事例をこれからいくつか紹介したいと思います。
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18

初めに紹介するのは人体頭部の損傷解析に関する研究です。近年，自動車など乗り物の衝突安全
設計が重視されるようになってきました。

それに伴い，コンピュータシミュレーションモデルを用いて衝突時にどのような状況で人体に障害が
発生するのかという研究が盛んに行われるようになってきました。

人体の中でも頭部は生命の維持に特に重要な役割を果たしています。この頭部の損傷解析を実施
するために，私たちは頭部のCT画像をもとに多数の直方体からなる解析用の精密人体頭部モデル
を作成しました。



完成した頭部精密モデルを示します。122万要素からなり，皮膚，頭蓋骨，硬膜，脳，髄液などが考
慮されています。
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はじめに動画をみてください。

（ビデオ）

これは作成した頭部モデルに横方向に強い衝撃を与えた時の頭部の動きです。

人間の頭は前後方向ではなく横方向に衝撃を与えられたときに意識を失いやすいことが知られて
いますがそれはなぜか分かっていません。

加えられた衝撃が強いと長期間意識が戻らず，戻ったあとも記憶力がにぶる，やる気がおきないな
どの症状が残ることがあります。
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この症状はびまん性軸索損傷と呼ばれます。びまん性とは広範囲にわたることを意味します。軸索
は神経線維のことです。つまり衝撃によって広範囲にわたって神経が損傷を受けてこのような症状
が現れると考えられているのです。

しかしなぜ横衝撃によってこの症状がおきやすいのでしょうか。謎が残ります。我々のシミュレーシ
ョンでは脳内の広範囲にわたって大きな損傷が発生するということを裏付ける現象は起きませんで
した。むしろびまん性軸索損傷によって発生する種々の現象を担っている部分に局所的に高い応
力が発生しました。

図をみてください。脳には右脳と左脳をしきる硬い膜があります。

この硬い膜の下端あたりを脳梁と呼びますが，ここは図で赤く示されているように局所的に高い応
力が発生します。

この位置に障害が発生すると体をうまく動かせなくなることが知られています。

これはびまん性軸索損傷によって発生する高次機能障害の典型的な症状のひとつです。

また，脳の中心部にも赤く表示された部分がありますがここは脳幹部と呼ばれまさに意識中枢があ
ると言われています。

そのほか高次機能障害と関連の強い部位に高い応力が現れています。

このようなシミュレーションを通して今後も脳の障害がどのような理由で発生するのか研究が進ん
で行くと思います。
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こちらは横衝撃を受ける頭部の内部に発生する応力の様子を動画で示しています。赤いところが
応力の高いところで，記憶力，自発性，感情などを司る部位に高い応力が現れます。
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こちらは脳を左右に仕切る硬膜を取り去って同じ解析を実施した場合の脳内に発生する応力の様
子を表しています。

脳の周辺部に高い応力が発生しており，中央部の応力は低いままです。これは先ほどの結果と大
きく異なります。

これより，びまん性軸索損傷の発生は脳を左右に仕切る硬膜の影響が強いということが理解できま
す。

また，前後方向の衝撃では意識を失うことが少ないのもこの硬膜の配置と関係がありそうです。
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さて本研究室で実施した脳損傷のシミュレーションを簡単に紹介いたしました。この方向の研究で
今後考えているのは，ひとつはヘルメットの保護解析です。ヘルメットは何を守ってくれて，何を守
れないのでしょうか。または，簡単な帽子程度のものに頭部を守る機能はあるのでしょうか。

こういった点をシミュレーションで明らかにしていきたいと考えています。このほかに社会的な要請
がある問題として戦闘機緊急脱出時の頭部の衝撃解析やボクシングのダメージ解析などがあげら
れます。



衝撃による脳の損傷の他に，本研究室では頚椎症の手術シミュレーションも実施しています。頚椎
症は、頚椎の中を通る神経，脊髄が圧迫されて手足の動きが悪くなったり手のしびれや痛み、ある
いは麻痺が生じたりする病気です。

主な原因は、加齢に伴って首の骨が変形してとがったり突き出たりして神経を圧迫することで起こ
ります。

このような症状を改善するために、首の後ろから骨を削って脊髄の通り道を広げる手術が行われま
す。

手術では広げ精髄の通り道に金属板を設置しますがどのような板の形状が患者の負担が少ない
か，また術後の経過が良いかを検討するため，本研究室ではいろいろな形状の金属板を用いた手
術シミュレーションを実施しています。
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次に建築系のシミュレーションの紹介をいたします。2011年の東北大震災の際は震源から遥かに
離れた地域まで長周期の波が伝播しました。波は周期が長いほど減衰しにくく遠方まで伝わるので
す。

超高層のビルは長周期の揺れに共振しやすく遠方の地域にある高層ビルもかなり大きく揺れまし
た。これはある高層ビルの鉄骨をかなり正確に再現して大地震時の応答をシミュレーションしたもの
です。

従来は超高層ビルの地震応答解析は簡単なはりモデルに置き換えて実施していましたがこのよう
に精密モデルを用いることによってより正確な地震応答シミュレーションを行うことができるようにな
ってきました。
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ここ20年程の間に大きな地震をいくつか日本は経験しました。この地震を通して地震によって被害
を受けても修理可能な建築ができないだろうかという研究が行われるようになりました。

図は方杖ダンパーといって柱とはりの接合部に斜めに設置したつっかえ棒で地震のエネルギーを
吸収させるという構造物です。

大きな地震が発生すると方杖ダンパーが赤い色に変ります。赤い色は部材が弾性域を超えて塑性
変形をしていることを表します。

このアニメーションから方杖ダンパーが地震の振動エネルギーを吸収していることが分かります。

この建物は地震後に方杖ダンパーだけを交換することによって地震後も新築時と同じ強度を維持
することができます。
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さて次は最適設計の研究例について紹介したいと思います。最初に左上の図にあるような中央部
に集中荷重を受ける両端が固定されたはりの最適設計例です。

はりの表面を肉抜きすることによって指定された荷重曲線でつぶれるようにコンピュータで自動設
計させました。このように指定された領域の内部の肉抜き位置と形状を決める最適化はトポロジー
最適化と呼ばれます。右上の図は最適設計された構造とその変形の様子を表します。最初ははり
全体がたわみ，続けて中央部付近の小骨が座屈していることがわかります。下の図は荷重変位関
係を最適設計前と最適設計後で比較したものです。目標とした荷重変位関係は緑色の線で表され
ています。黒い線は最適設計前の，赤い線は政敵設計後の荷重変位関係を表します。最適設計後
は荷重変位関係が目標とする線に非常に近づいていることがわかります。両端を固定されたはり
は黒い線のように大たわみの影響によって荷重が次第に上昇することが知られています。最適設
計した構造は中央部の小骨が絶妙のタイミングで座屈することにより一定の荷重のまま変形してい
ます。
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こちらは自動車メーカーの依頼でエンジンフードの下の補強材を最適設計した例です。この補強材
にはふたつの役割があります。

ひとつは高速走行中に風の力でエンジンフードが撓むのを防ぐことです。もうひとつは歩行者との
事故があった場合にボンネットに打ち付けられた歩行者の頭部を柔らかく受け止めて致命的な頭
部障害を防ぐことです。

最適化を実施してコンピュータが提案した形状をこの図の下に示します。

まず曲げに対しては横の壁が重要になってきます。そのために側面の上部はある程度の面積が残
されています。この構造に上の方から頭部が衝突すると柱の一番細い部分が曲がって衝撃を受け
止める構造になっています。
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こちらは車の側面中央部にあるセンターピラーと呼ばれる支柱の材料の配置を最適化した事例で
す。センターピラーは側面衝突の際に乗員を守る大切な役割を担っておりハイテンと呼ばれる降伏
応力の非常に高い特殊な鋼板で作られています。このハイテンは高価なので一般の鋼板と組み合
わせて優れた耐衝突性能を持ちつつも製造コストを低く抑えたいという自動車会社からの要望があ
ります。このため鉄鋼会社との共同研究で実施したのがこの結果です。図中の赤い部分がハイテ
ンを使用するところ，青い部分が一般の鋼板を使用するところとなっています。自動車の設計では
このように製造コストを低くする努力が日々続けられています。
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研究開始当初は部材単体の最適設計を実施していましたが，最近は自動車会社との共同研究とし
て自動車全体のフレームを最適設計しようという試みを行うようになってきました。この図は車の前
半分が衝突時に指定された荷重変位曲線を描くように最適設計するプロセスです。中央はエンジン
を設置するために非設計領域になっています。

この図のように最適化は衝突解析を繰り返しながら必要のない材料を削り理想的な形を決めて
行きます。

自動車の衝突解析には計算時間がかかるため，現在は国家プロジェクトであるスーパーコンピュー
タ京とその後継機種である富嶽の利用を目指しています。

また，自動車のフレームは衝突性能だけではなく運転時の剛性や良好な振動特性が求められます
。今後は自動車会社と共同で総合的な最適設計ソフトを開発していく予定です。

31



さて本日はガイダンスとしてはじめに本講義の意義と学修目標について説明いたしました。続いて
力学に興味を持って頂くために身近なものにどのように力学が生かされているかについてお話いた
しました。

そして最後に計算力学という分野でどのような研究が行われているのかを当研究室の研究内容を
例に紹介いたしました。

本日のガイダンスについて復習問題を掲げておきます。

32



33


