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研究活動内容 
1. はじめに 
筆者はこれまで研究機関や企業との共同研究を中心に，

航空機や自動車をはじめとして，建築物や風車，パラシ

ュートなど様々な工学製品に関係する数値流体解析手法

の開発と，その流体現象について研究を行ってきた．以

下にその一部をご紹介する． 
2. 次世代大型計算機に適した数値解析手法の開発 
近年，大型計算機は非常に急速に発展しており，それ

に伴って解析の規模もますます巨大になりつつある．数

値流体力学において，流れ場を直接数値計算するのに必

要な格子点数は流れ場の Reynolds数（以下 Re数）の 9/4
乗程度となることは広く知られており，そのような格子

点数を実用的な解析で実現することは到底不可能なこと

と以前は考えられていた．しかしながら，近年の大型計

算機の演算性能の発展から，約十年後には数十万程度の

Re数までモデルに依らない直接数値計算が行えるであろ
うとの予測も出始めている．これらの背景から，今後の

大型計算機の性能を十分に発揮して，高速かつ高精度に

工学製品の解析を行える数値解析アルゴリズムを開発す

べく，これまで研究開発を行ってきた． 
以下に，現在の数値流体力学を工学応用する際に生じ

る課題について述べる．まず，工学製品を取り巻く流れ

場はその多くが高 Re数の乱流場である．従来，格子点数
が不足していながらも，工学上有益な情報を取り出すべ

く，乱流現象を模擬する乱流モデルが多数開発され，そ

れらを用いて研究がなされてきた．しかしながら，乱流

モデルは個別の流れ場に応じて開発されたものが多く，

適切な乱流モデルを用いるには，流れ場の特性を吟味し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た上で，時にはチューニングを加えなければならず，そ

こにはモデル依存性の問題が存在している．また，工学

製品の多くは三次元的に複雑な形状をしているため，こ

れらに対して数値解析を実施する場合，初めの処理であ

る空間離散化，つまり計算格子生成に大きな時間と人的

コストが生じる．現在，格子系によってはこの格子生成

が解析自体よりも大きなコストとなっており，明らかな

ボトルネックとなっている．また，空間離散化に基づく

数値解析手法で一般に重要となるのが，離散スキームの

精度である．単純に高い精度のスキームを用いればよい

が，格子系によっては高次精度スキームを実装した解析

コードを組み上げることが困難な場合も多い．そして最

後に今後の大型計算機の開発の動向を考えると，エネル

ギー効率と開発コストの点から見て，大規模並列型の計

算機が主流となっている現状が今後も続いていくことは

ほぼ間違いないと言えよう．以上の点をまとめると，①

モデル依存性の除去，②格子生成コストの削減，③容易

な高次精度スキーム構築，④大規模並列計算機への適合

性，これらの 5 点を満たす解析アルゴリズムが，次世代
大型計算機に適していると言える．このような観点から

開発されてきたのが「Building-Cube Method（直交格子積
み上げ法）」（以下 BCM）である 1)．BCMはマルチブロッ
ク型の非等間隔直交格子（cube）から成り立っており，
各 cube 中に多数の等間隔直交格子（cell）が内包されて
いる．この cellの数を各 cube間で完全に同一にすること
により，プログラム構造の簡素化と，並列計算時におけ

る均一な負荷分散を達成している．また，等間隔直交格

子は，他の格子系と比較して最も高速に格子生成を行う

ことが可能であり，高次精度スキームの構築も容易であ
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二次計画法や遺伝的アルゴリズムなどの最適化手

法を用いて設定した目的関数の最小化または最大

化を図る．紙面上の都合により，詳細については参

考文献を参照されたい ( 1 ) - ( 4 )．  
 

3. ロバスト最適設計例 
本稿では，2.5 インチハードディスクドライブ（以

後 HDD と称する）用スピンドルモータのジャーナ

ル油膜軸受に本ロバスト最適設計手法を適用した

事例について紹介する ( 1 )．  
Fig.2 に HDD 用スピンドルモータの構造を示す．

スピンドルモータの回転体は，ジャーナル油膜軸受

とスラスト油膜軸受により支持されており，これら

軸受の性能がスピンドルの性能を左右する．しかし

ながら，同図 (b)に示すように軸受表面に加工され

る溝の深さや軸とハウジングのすきまは数m から

数十m の精度を要し，これらが加工誤差などによ

りばらついた場合には軸受性能が著しく低下する

恐れがある．  
一方，近年 HDD はモバイル製品に多く使用され

るようになったことから振動特性の向上，またエネ

ルギー面の観点から消費電力の低減が要求されて

いる．流体軸受の特性は，軸受すきま内に発生する

圧力を支配するレイノルズ方程式を解くことによ

り比較的簡単に求めることができる．しかしながら，

ロバスト最適設計を実施する上では，理論モデルの

妥当性を検証することが重要となり，本研究で用い

た流体軸受の理論モデルの妥当性は実験により検

証している ( 3 )． 

Fig.3 は，本ロバスト最適設計の結果と決定論に

基づく従来の最適設計の結果を比較したものであ

る．目的関数には，回転体の振幅と軸受面の摩擦ト

ルクの期待値および標準偏差の積を設定し，それを

最小化する問題とした．同図に示すように，ロバス

ト最適設計の結果は従来の最適設計の結果に比べ

て，いずれの場合においても目的関数の値が低下す

ることがわかる．特に溝深さの公差 ΔHg の増加とと

もにその効果が顕著に現れる．このことから，軸受

寸法の公差を考慮して計算することで，設計の段階

で許容公差を大きく設定できると考えられ，加工の

際にコストの低減を図ることが可能となる．  

4. おわりに 

 筆者がこれまでに構築したロバスト最適設計手

法は，流体軸受以外の設計問題に対しても適用可能

である．今後は，流体軸受以外のアプリケーション

に対して本ロバスト最適設計手法を適用すること

を考えている．   
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Fig. 2  A Spindle motor used for 2.5 inch hard disk drive 
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る．これらの利点を生かして開発された BCM を用いて，
これまでに行ってきた研究の例を以下に述べる． 
3. 自動車周りの大規模流体解析事例 
自動車の空力性能を考える際に重要とされるのは低抵

抗化と低揚力化である．最近の車体では低抵抗を達成し

ている車種も多く見られるが，これらの基にある流体現

象は非常に複雑である．そこで検証問題として自動車の

空力標準模型として広く用いられている Ahmed Body と
呼ばれる形状を採用し，BCMによる解析を実施した．こ
の流れ場は車体長基準 Re数で 200万程度だが，本解析で
は乱流モデルを用いずに，約 1 億点の計算格子点を用い
て大規模直接数値解析を実施した．図 1は BCMによる解
析結果の可視化例で，図 2 は後部の速度分布の実験値と
の比較である．実験との比較検証から，後部傾斜部にお

ける剥離の解像と，実験で得られた速度分布との良好な

一致が確認された．しかしながら，層流剥離から乱流遷

移が生じる位置において乱流境界層の速度プロファイル

が捉えきれていない点など，課題点も確認された． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 Ahmed body周りの大規模解析結果例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 Ahmed body後流での速度分布の比較 
（○：実験値，―：数値解析値） 

 
また，より実製品に近い複雑形状の解析事例として，

フォーミュラカーモデル周りの大規模流体解析を実施し

た．この解析では上記の例よりも大規模な約 2 億点の
BCM格子により，NECの SX-9上で MPIと OpenMP によ
るハイブリッド MPI並列計算で大規模解析を実施した．
その際には計算機の特性を考慮し，ベクトル化率，並列

化率，キャッシュヒット率を向上すべく，幾つかの技法

を組み込んでコードを最適化している 2)． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 フォーミュラカー周りの解析結果 

 
この大規模数値解析では，BCMの複雑形状への適合性

の高さが確認されると共に，床面とボディ下の流れ場に

対するタイヤの回転の影響が示唆され，後の研究につな

がることとなった． 

4. 太陽光パネルの空力安定性向上の研究 
ここで，近年取り組んでいる研究である太陽光パネル

の空力安定性の解析事例についてご紹介する．太陽光パ

ネルの空力安定性については，現在 JIS により制定され
てはいるが，実際にパネルのような高い Re数下で空力安
全性を高精度に見積もることはいまだ困難である．そこ

で BCMを適用し，より高精度に空力現象を予測し，安全
性を向上させることが本研究の目的である． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 陸屋根上のパネル端部に生じる縦渦 
 
図 4 は陸屋根上に設置したパネルの解析例で，少々見

づらいがパネル端部に下面からの流れの巻き上がりによ

る縦渦が確認された．この結果から，端部から大きなロ

ーリングモーメントが生じることが示唆され，より安全

な設置方法などについて現在も検討を行っている． 
5. おわりに 
数値流体力学に限らず，計算機を高度に応用した科学

は急速に発展しており，これを活用できれば科学の発展

に大きく寄与するであろう．そこで私は，様々な学際研

究や産学連携研究等にこの技術を応用して学生と一丸と

なって取り組み，世界に先駆けた研究と人材の育成を通

じて，科学の発展に貢献していきたいと考えている． 
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