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ま え が き

シミュレーションは亜製品の開発や研究亜将来の予測・分析などの幅広い分

野で活用されており亜特に現代における設計・開発では欠かせないツールとな

っている唖シミュレーションにおいては亜数値計算の手法だけでなく亜対象の

モデル化や数学的モデルの作成法などが重要となる唖モデルの作成の際には扱

う対象の基本特性を深く知っておく必要がある唖たとえば機械システムのシミ

ュレーションであれば亜その対象に応じて材料力学亜流体力学亜熱力学亜機械

力学（いわゆる 4力学）などの基礎理論に基づき対象のモデルを作成する必要

がある唖しかし亜シミュレーション工学の講義の枠組みの中だけで亜さまざま

な分野におけるモデル化の詳細にまで言及することは難しい唖このため亜シミ

ュレーションで対象となるそれぞれの専門分野の中で亜数理モデルについて十

分に学んでおくことが大切である唖

一方亜シミュレーションにおいてはコンピュータによる数値計算により解を

求めることが一般的である唖このため亜数値計算の手法を十分に理解すること

でシミュレーションの実行や評価を適切に実施できるようになる唖本書は亜大

学・高専などの半年間の講義の中で亜シミュレーションの概要と数値計算の基

礎事項を学べるように構成した唖事前の知識として微分積分・行列・微分方程

式・力学・プログラミングの基礎を習得していることを前提としている唖ただ

し亜数値計算の説明においては数学的厳密さより亜限られた講義時間の中で本

質を容易に理解してもらえることに重点を置いた唖本書で基本を学んだ上で亜

詳細な証明の導出や応用に関しては亜参考文献等によりさらに学んで頂きた

い唖

また亜本書では C言語亜MATLAB亜EXCEL によるプログラム例を示しな

がら学べるようにした唖掲載したプログラムソースは計算効率や精度よりも初

学者にアルゴリズムを理解してもらうことに重点を置いて書かれている唖実用

的には優れた数値計算ライブラリがフリーソフト（たとえば亜GNU Scientific



Library (GSL)）などでも見つかるだろう唖このような数値計算ライブラリを

使えば容易にシミュレーションが行えるが亜シミュレーションを正しく使いこ

なすためには亜そのアルゴリズムを十分に理解していることが大切である唖本

書のプログラムソースは亜基本的な数値計算アルゴリズムを理解するのに役に

立つものと考える唖

なお亜本書では C 言語亜Excel や MATLAB の詳細な使用法については記

述していない唖プログラム例を見ればアルゴリズムの概要は理解できると思わ

れるが亜不明な点はヘルプファイルやネット上の解説記事などを参照された

い唖

本書では亜第 1章でシミュレーションの基礎について亜第 2章で誤差の取扱

いについて述べる唖第 3章〜第 8章では亜非線形方程式や連立 1 次方程式の解

法亜行列の逆行列・固有値や固有ベクトルの求め方亜関数補間と近似亜数値積

分法亜常微分方程式の解法などについて述べる唖そして亜第 9章では基本的な

動的システムのシミュレーションについて述べる唖

本書に掲載した例題のプログラムは共立出版HPにある本書のサイト

http://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320082267

よりダウンロードできるようにした唖これらのプログラムはそれぞれ亜

Borland C++ Compiler 5.5亜Excel 2016亜MATLAB R2016a で動作を確認し

ている唖

最後に亜執筆に当たり多くの文献を参考にさせていただいた唖それらの著者

の方々に心から感謝申し上げる唖また亜本書の出版に当たって大変お世話にな

った共立出版（株）瀬水勝良氏をはじめとする関係各位に深く御礼を申し上げ

る唖

2018年 8 月

著 者
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1 シミュレーションの基礎

章の要約

シミュレーションは亜さまざまな製品の設計開発や研究分野など亜広

い分野で活用されている唖シミュレーションにおいては亜シミュレーシ

ョン技法のみならず亜対象のモデル化亜数学モデルの作成法や数値解法

などを学ぶことが重要となる唖本章では亜シミュレーションの目的や亜

シミュレーション技術の歴史亜使用法について学ぶとともに亜シミュレ

ーションを行う上でのモデル化や解析方法亜シミュレーションと数値計

算法との関係などについて考える唖

1.1 工学とシミュレーション

シミュレーション（simulation）には「真似ること」亜「似せること」という

意味がある唖また亜「模擬実験」という意味もあり亜適切なモデルを設定して

シミュレーションを行うことが亜さまざまな分野における問題解決の方法とし

て用いられている唖シミュレーションの対象となる分野は亜工学分野だけでな

く自然科学や社会科学など亜きわめて幅広い唖また亜広い意味では亜風洞実験

や動物実験のように実物モデルを用いる方法もシミュレーションの一種といえ

るが亜本書では主に工学分野における数学モデルに基づいた計算機シミュレー

ションを扱う唖

計算機が急速に高性能・高機能化亜低価格化したことで亜かつては高価で大



型な計算機でしかできなかった高度なシミュレーションが手軽にできるように

なってきており亜多くの分野でシミュレーションの導入が進んでいる唖工業製

品の設計・開発過程にシミュレーションを用いれば亜試作製品を実験的に検証

する工程をシミュレーションで代替できるため亜短時間かつ低コストでの評

価・改良が可能になる唖

［例題 1.1］ 自動車の衝突時安全性を高めるための設計・開発にシミュレーション

を用いることのメリットを考えよ唖

（解答） 自動車の開発において衝突時の安全性を高めようとする場合亜実際に自

動車を衝突させる実験をすれば最も正確なデータが得られるが亜設計仕様を変えな

がら多くの衝突実験を繰り返す必要があり亜多大なコストがかかる唖また亜搭乗者

が衝突時にどのようなダメージを受けるかを正確に知ることも難しい唖そこで亜計

算機シミュレーションを用いることで亜さまざまな条件で実験を手軽に行えるだけ

でなく亜衝突時の車の変形の様子を時間スケールを変えて人間の目でもわかるよう

にゆっくりと表示することもできる唖これにより亜安全な自動車の設計・開発を短

期間に低コストで行うことができる唖

図 1.1 にシミュレーションが役立つ事例を示す唖製造の前段階のため実物が存在

しない場合亜製品の設計段階でシミュレーションにより性能予測を行い亜設計の善

し悪しの判断を行うことができる唖 また亜実験するには費用がかかり過ぎる場合や亜

爆発や事故の状況再現など危険すぎて実験が困難な場合亜宇宙規模あるいは量子レ

ベルなど亜規模的にそのもの自体の実験ができない場合にもシミュレーションが役

に立つ唖

第 1 章 シミュレーションの基礎2

▶製造の前段階のため実物が存在しない場合

▶実験するには費用がかかる場合

▶危険すぎて実験が困難な場合

▶宇宙規模あるいは量子レベルなど , 規模的にそのもの自体の実験が
できない場合

図 1.1 シミュレーションが役立つ事例



さらに亜シミュレーションは図 1.2に示すような特徴をもつ唖すなわち亜実

物ではできないことを代わりのもので実行でき亜対象物体の形状亜条件が容易

に変更できる唖例題 1.1 でも述べたように時間スケールを自由にできる唖実験

のように外乱の影響がなく結果にバラツキがないことや亜構成要素の値を変化

させたときに出力がどのように変化するのかが予測できる唖さらに亜ある現象

やブラックボックスとなっている対象があったとき亜その内部を理解するため

にシミュレーションが使われることがある唖設定したモデルへの入力を与えた

とき実際のシステムと同様の出力が得られれば亜その内部構造がほぼ理解でき

たと考えることができる唖

製品開発などでシミュレーションを行う過程を図 1.3に示す唖まず事前調査

を行いシミュレーションで解決したい問題を明確化する唖そして亜それに基づ

いてどの部分のどのような挙動をどの程度の精度で求めたいかといったシミュ

レーションの目的を決める唖次に亜シミュレーションで用いるモデルの範囲や

構成要素を決め亜構成要素間の相互作用を明確化して数学モデルを構築する唖

シミュレーションでは亜シミュレーションプログラムの作成し亜初期条件の設

定亜出力結果の形式とグラフィックスなどでの表現方法などを決めて実行す

1.1 工学とシミュレーション 3

▶実物ではできないことを代わりのもので実行できる

▶対象物体の形状 , 条件が容易に変更できる

▶時間スケールを自由にできる

▶実験のように外乱の影響がなく結果にバラツキがない

▶システムの内部構造を理解することができる

図 1.2 シミュレーションの特徴

事前調査 目的の決定 モデルの作成

シミュレーション 評価

図 1.3 シミュレーションの過程



る唖そして亜シミュレーション結果の評価では亜あらかじめ決めた評価基準を

満たすまで変数やパラメータの値の変更などを必要に応じて行い亜シミュレー

ションを繰り返す唖なお亜シミュレーション結果が現実と一致しない場合はモ

デルの見直しを行う場合もある唖

［例題 1.2］ 図 1.3のシミュレーションの過程を自動車（またはその部品）の開発

を例に考えよ唖

（解答） たとえば自動車（またはその部品）の開発において亜まず加速性能亜燃

費亜操縦性など亜どのような性能・機能をもたせるかを事前調査し亜シミュレーシ

ョンの目的を決定する唖そして数式的に表現したモデルを構築し亜計算機によりシ

ミュレーションを行うことで亜必要な機能や運動性能を実現できるかなどのデータ

を得る唖このシミュレーションの出力結果に基づき亜自動車（部品）の設計を評価

し最適化していく唖

1.2 シミュレーションの歴史

計算機を用いたシミュレーションに関する年代ごとの歴史を図 1.4に年表形

式でまとめる唖
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▶ 1940 年代　ENIACなどのデジタル式計算機が開発され , シミュレーションに使わ 
 れる .

▶ 1950 年代　有限要素法が開発され , ジェット機の振動解析などに使われる .

▶ 1960 年代　ANSYS などの有限要素法を用いた汎用構造解析ソフトウェアが開発 
 される .

▶ 1970 年代　スーパーコンピュータが物理現象などのシミュレーションに使われる 
 ようになる .

▶ 1980 年代　パソコン , ワークステーションが普及し , 各種解析ソフトウェアが開発 
 される .

▶ 1990 年代　並列計算 , 分散計算 , 分散処理により計算規模が大型化し CGによる可 
 視化表現が向上した .

▶ 2000 年代　商用ソフトウェアの低価格・高機能化によりシミュレーションがさら 
 に広く使われるようになった .

図 1.4 計算機シミュレーションの歴史



計算機を使ったシミュレーションは 1940 年代の ENIACに遡ることができ

る唖ENIACはペンシルバニア大学でジョン・エッカートとジョン・モークリ

ーが設計・開発した世界初の大型電子計算機である唖弾道数表のための計算を

することを主目的としていたが亜天気予測亜原子力計算亜宇宙線研究亜風洞設

計などのシミュレーションにも使われた唖これが電子計算機を用いたシミュレ

ーションの始まりといえる唖

1950 年代に入ると亜商用の大型計算機が作られるようになった唖また亜有

限要素法（FEM: Finite Element Method）などの数値解析手法が開発され亜

ジェット機の翼構造の振動特性を解析するシミュレーションなどに使われるよ

うになった唖有限要素法は亜解析対象を小さな要素に分割し各要素の特性を数

式で表現し亜それを組み合わせて全体の特性として表現する連立方程式を解く

ことで近似解を数値的に得る手法である唖

1960 年代になると米国ウェスティングハウス社の ANSYSなどの有限要素

法を用いた汎用構造解析ソフトウェアが開発されるようになった唖また亜米国

の有人月面探査プロジェクトのアポロ計画などにもシミュレーションが使われ

るようになった唖

さらに亜1970 年代では亜科学技術計算を高速に処理できるスーパーコンピ

ュータによるシミュレーションが広く使われるようになった唖1980 年代には亜

計算機のダウンサイジングが進み亜パソコン亜ワークステーションによりシミ

ュレーションが行われるようになった唖また亜機構や振動亜流体を解析するシ

ミュレーションソフトウェアも数多く開発されるようになった唖

1990 年に入ると並列計算や分散処理により計算規模の大型化・高速化が進

むとともに亜計算機の３次元描画技術の進歩によりシミュレーション結果をき

れいな CG（Computer Graphics）や動画などで表現することが一般的になっ

た唖2000 年以降では亜商用ソフトウェアが比較的低価格かつ高機能になり亜

今まで難しかった解析が手軽にできるようになり亜利用する分野がさらに広が

った唖また亜HILS（13 頁参照）などのリアルタイムシミュレーション技術が

普及し亜製造業におけるコントローラの設計・開発で使われるようになってい

る唖

1.2 シミュレーションの歴史 5



1.3 システムとモデリング

シミュレーションにおける対象はシステム（system）として捉えることが

できる唖システムとは「多くの要素が互いに関係し合い組み合わさって亜全体

としてまとまった機能を示すもの」であり亜図 1.5のように亜システムに入力

が与えられることで出力が得られる唖シミュレーションではシステムに一定の

条件を設定し特定の入力が与えられたときの出力を計算機で求めるものと考え

ることができる唖

シミュレーションを行うためには亜まずモデリング（モデルの作成）を行う

ことが重要である唖モデルは対象とするシステムの本質を表すように簡略化し

たものであり亜モデルを作成することでシステムを理解することができる（図

1.6）唖つまり亜シミュレーションにより解析結果が正しく得られたとき亜現象

を理解しシステムの本質を知ることができたといえる唖

また亜システムは動的システム（dynamic system）と静的システム（static

system）に分けられる唖自然界の現象は一般に動的システムで表現でき亜そ

の出力値は亜現在の入力値だけでなく亜過去の入力値にも依存する唖たとえ

ば亜自転車を走らせる場合を考えると亜現在の自転車の速度は現在のペダルを

こぐ力だけでは決まらず亜過去にどのような力でペダル操作をしてきたかに依

存する唖これに対して亜静的システムは亜ある時刻での出力がその時刻の入力

第 1 章 シミュレーションの基礎6

▶モデルとは , 対象とするシステムの本質を表すように簡略化したもの .

▶シミュレーションにおけるモデルは , 計算機で扱えるよう抽象化して表現した
もの .

▶モデルを作成することでシステムの内部を理解することができる .

図 1.6 モデルとは

システム
出力 入力

図 1.5 システム



だけに依存するシステムである唖静的システムによるモデル化は動的モデルの

特性の影響が無視できるほど小さい場合に用いられる唖 動的システムは一般

に微分方程式（導関数を含む方程式）で記述される唖これは亜時間により変化

する量や亜位置により変化する量などが微分により表現され亜その特性が微分

方程式として記述されるからである唖一方亜静的モデルは時間的な経過を考慮

しないため代数方程式で記述される唖

また亜モデルを線形で表すか非線形として扱うかという問題もある唖一般に

線形なシステムであれば解析は容易であるが亜ほとんどの工学システムは非線

形な要素（たとえば亜機械系におけるリンク機構やクーロン摩擦など）を含ん

でおり亜正確なシミュレーションを行うためには非線形要素を含むモデルを構

築する必要がある唖

モデル作成においては亜どのような分野にでも使えるような一般的なモデリ

ング手法があるわけではなく亜シミュレーションの対象に応じた専門分野の学

習が肝要となる唖たとえば機械系の分野では亜大学の学部教育等で材料力学亜

流体力学亜熱力学亜機械力学といった４力学のそれぞれの分野において理論式

を学ぶが亜それがそのままシミュレーションのためのモデルの基礎式として使

われることが多い唖このように亜シミュレーションで対象となる専門分野につ

いて深く学ぶことが亜モデルを作成する（あるいは商用の汎用シミュレーショ

ンなどを使いこなす）上で重要となる唖

モデルを作成する際には亜どのようなモデルを作成するかが問題の対処法や

解決法に深い影響を与えるため亜モデル化の構成概念をあらかじめ明確に定め

ておく必要がある唖また亜どれほどの精度で結果が得られればよいのかによっ

てモデルの立て方も変わってくる唖特に亜設計開発における初期段階において

は亜すべての要因を数学モデルに盛り込むのではなく亜影響の少ない要因はあ

えて省き亜単純化されたモデルを作成することで全体として適正な設計をする

ことができる唖その後亜対象の詳細な構造を考慮したモデルを作成して細部の

設計を行っていくことになる唖なお亜大規模なシステムでは亜独立ないくつか

のモデルを組み合わせて使うことも多い唖いずれにせよ亜現実と結び付いてい

るモデルが最良のモデルといえる唖
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1.4 シミュレーションと数値計算

数学モデルに基づいて計算機でシミュレーションを行うためには数値計算

（numerical calculation）（数値解析（numerical analysis）ともいう）を用いる

必要がある唖数値計算の手法を知ることでシミュレーションの実行や評価を深

いレベルで行うことができるようになる唖

モデリングで作成された数式を代数学や微積分の手法を用いて厳密に解くこ

とを「解析的に解く」という唖しかし亜多くの数式は解析的に解くことができ

ない唖数値計算は方程式などを数値により近似的に解く手法であり亜シミュレ

ーションに限らず亜微分・積分や行列の計算を計算機で行う場合に必ず必要に

なる唖

数値計算では亜連立方程式の解法や行列の計算亜関数補間などが基礎として

重要となる唖また亜積分を求めたり亜微分方程式を解いたりするためにも用い

られる唖これらの計算では亜繰り返し計算をすることで解を徐々に正しい値に

近づけていく方法がとられる唖このため亜最初は真値からの誤差が大きく亜そ

の誤差を徐々に小さくしていくことになる唖したがって誤差の取り扱いが重要

となる唖本書では亜第 2章で誤差の取り扱いについて述べ亜第３〜第８章で亜

非線形方程式や連立 1次方程式の解法亜行列の計算と連立方程式の解法亜関数

補間と近似亜数値積分法亜常微分方程式の解法について述べ亜第９章で亜基本

的な動的システムのシミュレーションについて述べる唖なお亜微分方程式の解

法の 1つである有限要素法は亜1.2 節でも述べたよう計算したい対象の領域を

細かな領域に分けて解くもので亜構造力学亜熱伝導亜流体力学などのさまざま

な工学問題のシミュレーションで使われている唖本書では紙面の関係で有限要

素法については扱わないが亜有限要素法を学ぶ上で数値計算の基礎を習得して

おくことが大切である唖

また亜確率論を使ってシミュレーションを行うモンテカルロ法（Monte

Carlo method）と呼ばれる方法がある（「モンテカルロ」という亜カジノで有

名な街が語源となっている）唖モンテカルロ法は当初は物理学における統計力

学で考案されたものだが亜現在は統計学の分野におけるシミュレーションをは

じめとしてさまざまな分野で使われている唖乱数を用いて確率過程を含む数値
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モデルとして定義された問題の解を推定するこ

とで亜数値積分や複雑な図形の面積を求めるこ

とができる唖

［例題 1.3］ 図 1.7のように 1 cm×1 cmの正方

形に内接する円の４分の１となる扇形の図形を描

き亜その上に乱数を使ってランダムに N 個の点を

打つ場合を考える唖ランダムに打たれた点のうち亜

原点（図の左下の頂点）から距離が 1 cm以下とな

る点の数を Xとする唖N=47亜X=10であったと

き亜円周率をモンテカルロ法で求めよ唖

（解答） 扇形の面積はπ/4 cm2であるので亜扇形の内部に点が打たれる確率は

π/4である唖したがって亜π/4＝ X/Nとなる唖よって円周率の近似値は π≒4×X/N

と計算することができる唖N=47亜X=10であるので亜π=4×37÷47≒3.1489と近

似値が求められる唖試行回数 Nを大きくすれば亜さらに近似の精度が上がる唖

1.5 シミュレーション用ソフトウェア

技術開発の分野で計算機によるシミュレーションを使って開発することを

CAE（Computer Aided Engineering）という唖 このようなシミュレーション

を行うためには作成した数学モデルをプログラムに組み込んで解く必要があ

る唖最も基本的で汎用性が高いのは亜Ｃ言語や FORTRANなどの高級言語を

用いてシミュレーションプログラムを自作する方法である唖この場合亜数値計

算のアルゴリズムをすべて自作するのは大変なので亜科学技術計算関数のライ

ブラリ（たとえば GNU Scientific Library (GSL) など）を利用することで亜シ

ミュレーションの作成が容易になる唖また亜マイクロソフト社の Excel やその

上で使えるプログラム言語である VBA（Visual Basic for Applications）を使

うことで亜簡易的なシミュレーションを行うこともできる唖ただし亜プログラ

ミング言語は必ずしもシミュレーションに最適化されて作られているわけでは

ない唖そこで亜多くのシミュレーション用のソフトウェアが開発されている唖

たとえば亜メカトロニクスや制御系の技術開発分野では亜米国の

MathWorks 社が開発している MATLAB/Simulinkなどの汎用数値解析アプ
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リケーションがよく使われる唖MATLABは亜行列処理をベースとした数値計

算用プログラム言語であり亜設計・解析用の対話型ツールも付随している唖ま

た亜行列演算亜統計亜フーリエ解析亜フィルタリング亜数値積分などの多くの

数値計算ライブラリが用意されている唖このような数値解析アプリケーション

を使えば亜C言語などの高級言語を使ってシミュレーションを作成するよりも

少ない労力で高度なシミュレーションを構築できる唖また亜Simulinkは亜ブ

ロック線図を描いて動的システムのシミュレーションを行う環境を提供するソ

フトウェアである唖システムの構成要素や機能をブロックで表し亜それらを線

で繋いでシミュレーションを行いたいシステムをグラフィカルに表示できる

（第９章参照）唖このため亜MATLABのようなプログラムの文法を知らなくて

も亜シミュレーションの処理内容を直感的に理解することができる唖

しかし亜MATLAB/Simulinkであっても数学モデルに基づきプログラムを

作成する必要がある唖そこで亜シミュレーションの構築をさらに容易にするた

めに亜代表的な電気・油圧・空気圧アクチュエータや機構系モデルなどをあら

かじめコンポーネントとして用意し亜それらを接続してシミュレーションする

ソフトウェアも販売されている唖たとえば亜MATLAB/Simulinkと連携して

物理要素のシミュレーションができる Simscapeなどの商用シミュレーション

ソフトウェアが開発されている唖また亜構造解析や伝熱亜流体亜応力等のシミ

ュレーションを有限要素法により計算する ANSYS亜COMSOL Inc. による

COMSOL Multiphysics などの汎用数値解析ソフトウェアも開発されている唖

なお亜既存のモデルにない新しく設計された製品のシミュレーションを行う

場合は亜複雑かつ膨大な現象を設計者が実験により解明し亜それに基づいて開

発技術として使えるモデルを構築する必要がある唖そのためには多くの工数や

費用がかかることになるが亜一度信頼できるモデルを構築できれば亜それを再

利用することができる唖このように高い品質をもった製品を効率的に開発する

ためにはモデルの整備と利用が重要となる唖

1.6 モデルベース開発

自動車や家電製品にはコンピュータが組み込まれて使われている唖このよう

に製品に組み込まれて使われるコンピュータシステムのことを組み込みシステ
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