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研究の背景と目的研究の背景と目的

CIPCIP法

局所Hermite補間

たわみとたわみ角が連続関数値と1階導関数値が連続

1次元:はり曲げ要素，2次元:板曲げ要素

有限要素法（構造解析）

たわみとたわみ角が連続

CIVA法 ・・・Zienkiewiczらの考案した要素

関数値と1階導関数値が連続

Semi-Lagrange 法

非構造格子（有限要素法ベース）の流体解析法の開発

Semi-Lagrange Galerkin 法

構造解析分野における板曲げ要素で考案された高次補間要素をSL法に適用する

SL法で必要になる物理量の高次補間を有限要素法における要素内の内挿補間としてとらえる

Semi-Lagrange Galerkin 法

CIP有限要素法

非移流計算においても，移流計算で用いる要素をそのまま適用し，Galerkin法で離散化する

•物理量に関する支配方程式

•1階導関数に関する時間発展方程式

別々に離散化
それぞれの変数に低次補間

精度低下が懸念



新技術の特徴・従来技術との比較新技術の特徴・従来技術との比較
本研究では、CIP法を包含する新たな特性有限要素法を開発本研究では、CIP法を包含する新たな特性有限要素法を開発

• 移流計算と非移流計算を分離し，移流計算を事前に行う• 移流計算と非移流計算を分離し，移流計算を事前に行う
semi–Lagrange 法を特性有限要素法に組み込んだ新しい
手法をsemi–Lagrange Galerkin（SLG）法として提案する．

• SLG 法では，Hermite 型要素を移流・非移流計算に適用す
ることによって，CIP法の考えを非構造格子に拡張でき，非移ることによって，CIP法の考えを非構造格子に拡張でき，非移
流計算でも高精度化が可能である．

• また，Hermite型要素には自由度に導関数値が含まれること
から，CIP 法およびCIP法から派生した手法（multi–
moment 法）のように支配方程式を1階微分した1階導関数値moment 法）のように支配方程式を1階微分した1階導関数値
に関する時間発展方程式を導出する必要がなくなる．



移流拡散方程式移流拡散方程式（流れ問題の代表例として）

22次元移流拡散方程式

移流項のLagrange微分による表記



特性法特性法

特性法による移流項の近似特性法による移流項の近似

合成関数合成関数

上流点の位置の近似

1次精度

2次精度



Semi-Lagrange Galerkin (SLG)法Semi-Lagrange Galerkin (SLG)法

Semi-Lagrange Semi-Lagrange 法により移流計算と非移流計算を分離する

移流計算 CIP 法移流計算

非移流計算

CIP 法

Galerkin 法非移流計算 Galerkin 法

(Crank-Nicolson 法)

移流計算，非移流計算とも同様の高次補間要素を適用する

特性有限要素法 (Characteristic/Lagrange Galerkin 法)

移流計算，非移流計算とも同様の高次補間要素を適用する

特性有限要素法 (Characteristic/Lagrange Galerkin 法)

FEMによる離散化において
合成関数の積分項が現れる

(1次精度) (※2次精度も可能: Rui, Tabata 2002)

合成関数の積分項が現れる



完全３次三角形要素完全３次三角形要素

三角形領域Kにおける有限要素近似三角形領域Kにおける有限要素近似

自由度： １０自由度より完全３次補間が可能

補間関数：

自由度： １０自由度より完全３次補間が可能

面積座標により陽的表示が可能



CIVA法で用いる要素補間CIVA法で用いる要素補間

要素の重心の関数値の自由度を除いたもの

自由度： ９自由度より不完全３次補間自由度： ９自由度より不完全３次補間

補間関数：補間関数：

c: 補間関数の調整パラメータc: 補間関数の調整パラメータ

一般にc=1/2が適切とされている



移流計算移流計算

上流点の属する要素における補間上流点の属する要素における補間

により解を更新する

関数値の更新

CIP法との対応

1階導関数値の更新 1次元移流方程式

1階導関数に関する時間発展方程式

ヤコビ行列:



非移流計算非移流計算

移流計算と同様の高次補間要素を適用する移流計算と同様の高次補間要素を適用する

1階導関数に関する時間発展方程式を導出する必要がない

Galerkin 法

連立1次方程式は対称行列となる

係数行列の作成には，フリーの数式処理システムMaximaを係数行列の作成には，フリーの数式処理システムMaximaを

利用し，解析積分を行う

Maximaでは出力結果をFortran形式に変換する機能を有すMaximaでは出力結果をFortran形式に変換する機能を有す

るので，コーディング作成にも有効である



Maximaによる積分の方法Maximaによる積分の方法

面積座標によって変数変換し，

直接積分

面積座標の積分公式より面積座標の積分公式より

ソフトウェアの操作が容易

Maximaによる積分計算の例



１次元移流拡散問題１次元移流拡散問題

CIP有限要素法CIP有限要素法
移流計算：CIP法(Hermite要素)

非移流計算：Galerkin法非移流計算：Galerkin法

関数値: 1次要素, 1階導関数値: 1次要素

移流計算 非移流計算

3次
2次

3.5次移流計算 非移流計算 3.5次

SLG法
移流計算：CIP法(Hermite要素)

非移流計算：Galerkin法(Hermite要素)非移流計算：Galerkin法(Hermite要素)

計算誤差評価



１方向移流拡散問題１方向移流拡散問題

移流方向解析解

正方形領域，周期境界条件

初期条件

解析解

純移流問題 (CFL数=0.1)

拡散問題 (拡散数=0.1)

SUPG, CIVA, SLG

Mesh(a) Mesh(b)

拡散問題 (拡散数=0.1)

移流拡散問題 (CFL数=0.1)

SUPG, SLG(Galerkin)

Mesh(a) Mesh(b)移流拡散問題 (CFL数=0.1)

分割数10の有限要素分割図SUPG, SLG



純移流問題 (CFL数=0.1)純移流問題 (CFL数=0.1)

計算誤差評価

不完全3次補間では2次精度程度



拡散問題 (拡散数=0.1)拡散問題 (拡散数=0.1)

SLG法の10分割

計算誤差評価

補間関数1次と3次のGalerkin法同士の比較



移流拡散問題 (CFL数=0.1)移流拡散問題 (CFL数=0.1)

SLG法の10分割

計算誤差評価

SLG法の10分割と同程度の精度を得るには

•Mesh(a): SUPG法の80分割程度，節点数64倍程度 低次補間の要素の
•Mesh(b): SUPG法の40分割以上, 節点数16倍以上

•SLG法の解くべき未知数は節点数の約5倍

低次補間の要素の

細分化より効率的



Rotating Gaussian Hill問題Rotating Gaussian Hill問題

解析領域

移流速度移流速度

解析解

初期条件

解析解

初期条件



移流拡散問題(ν=0.001)移流拡散問題(ν=0.001)

計算誤差評価



要素重心での関数値の求め方要素重心での関数値の求め方

１．補間により求める

２．物理量が保存されるように求める

要素Kで積分：

有限要素近似：

要素Kで積分：

CIP/Multi-Moment 有限体積法の考えに従い，要素辺上での流出入CIP/Multi-Moment 有限体積法の考えに従い，要素辺上での流出入
する物理量フラックスを積分し，物理量が保存されるように求める



保存型SLG法（１方向純移流問題）保存型SLG法（１方向純移流問題）

計算誤差評価



まとめまとめ
Semi-Lagrange 法により移流計算と非移流計算を分離し，移流計算にCIP法，非� Semi-Lagrange 法により移流計算と非移流計算を分離し，移流計算にCIP法，非

移流計算にGalerkin法を適用する．

� 移流計算，非移流計算とも同様の高次補間要素を適用する．このため，1階導関数に� 移流計算，非移流計算とも同様の高次補間要素を適用する．このため，1階導関数に

関する時間発展方程式を導出する必要がない．

� 高次補間要素には，板曲げ問題で考案された完全3次三角形要素を用いる．この要� 高次補間要素には，板曲げ問題で考案された完全3次三角形要素を用いる．この要

素は，補間関数を得るのに連立1次方程式を解く必要がなく，面積座標により補間関

数を陽的表示することができる．

� 非移流計算における係数行列の作成には，フリーの数式処理システムMaximaを利

用し，効率化を図る．

� 計算効率の面では以下の点において優れている．� 計算効率の面では以下の点において優れている．

� 連立1次方程式を解くのは非移流計算のみであり，さらに対称になる．

移流計算では，補間により解を更新するため，CFL条件に制約されない大きな時� 移流計算では，補間により解を更新するため，CFL条件に制約されない大きな時

間増分を選ぶことができる．



想定される技術移転（１）

本研究は、突然襲ってくる自然災害の中でもその規模の予想がし
にくい、高波・津波・寄り回り波等の特徴的な波の動き・メカニズム高波・津波・寄り回り波等の特徴的な波の動き・メカニズム高波・津波・寄り回り波等の特徴的な波の動き・メカニズム高波・津波・寄り回り波等の特徴的な波の動き・メカニズムにくい、高波・津波・寄り回り波等の特徴的な波の動き・メカニズム高波・津波・寄り回り波等の特徴的な波の動き・メカニズム高波・津波・寄り回り波等の特徴的な波の動き・メカニズム高波・津波・寄り回り波等の特徴的な波の動き・メカニズム

を予測シミュレーションを予測シミュレーションを予測シミュレーションを予測シミュレーションするもので、波が局所的に異常に高くなる
現象を再現できる。

東日本大震災の津波の反省から防波堤を高くすることを第一の対東日本大震災の津波の反省から防波堤を高くすることを第一の対
策として検討されている。しかし高さだけで津波の威力を減ずる事

は、巨大な防波堤となりかつ巨額な費用もかかる。
本技術の応用で計算流体力学から波の波の波の波の『『『『反射反射反射反射』『』『』『』『干渉干渉干渉干渉』『』『』『』『相殺効果相殺効果相殺効果相殺効果』』』』

などのメカニズムを上手に利用することで、効果的に津波エネルギなどのメカニズムを上手に利用することで、効果的に津波エネルギなどのメカニズムを上手に利用することで、効果的に津波エネルギなどのメカニズムを上手に利用することで、効果的に津波エネルギ

ーを減ずることが出来、環境と人に優しい防波堤が可能となる。ーを減ずることが出来、環境と人に優しい防波堤が可能となる。ーを減ずることが出来、環境と人に優しい防波堤が可能となる。ーを減ずることが出来、環境と人に優しい防波堤が可能となる。

国内外の沿岸は勿論、河川にも応用でき、その地域スポットの地域スポットの地域スポットの地域スポットの国内外の沿岸は勿論、河川にも応用でき、その地域スポットの地域スポットの地域スポットの地域スポットの
ハザードマップ作成や水害対策ハザードマップ作成や水害対策ハザードマップ作成や水害対策ハザードマップ作成や水害対策にも広く活用できる。

悲惨な自然災害を未然に防止する為にも地域住民に安心・安全を安心・安全を安心・安全を安心・安全を

として展開として展開として展開として展開

中部電力浜岡原発

海抜１８メートル

地下１５～４０メートル
与え、国の防災上も重要な技術であり、広く防災対策与え、国の防災上も重要な技術であり、広く防災対策与え、国の防災上も重要な技術であり、広く防災対策与え、国の防災上も重要な技術であり、広く防災対策として展開として展開として展開として展開

することを大きく願っております。

ご関心のある方は、ぜひご連絡をお願いします。

地下１５～４０メートル

川戸賢一撮影

ご関心のある方は、ぜひご連絡をお願いします。



想定される技術移転（２）

� 空調装置・振動機械等の高・低領域の雑音・騒音を減
少させる分野少させる分野

� ダイカスト金型でのエアーベントとして実用化� ダイカスト金型でのエアーベントとして実用化

（会場にサンプルを展示）

大型の流体解析から実用的な汎用流体解析などで成果を
出していて、その応用範囲はかなり広く是非ニーズとマ出していて、その応用範囲はかなり広く是非ニーズとマ
ッチングさせたい。



お問い合わせ先

国立大学法人富山大学

総合情報基盤センター
大学院人間発達科学研究科 講師大学院人間発達科学研究科 講師

奥村 弘

TEL:076-445-6950TEL:076-445-6950
E-mail: okumura@itc.u-toyama.ac.jp

国立大学法人富山大学

地域連携推進機構 産学連携部門
産学官コーデイネーター産学官コーデイネーター

永井 嘉隆

TEL:076-445-6391TEL:076-445-6391
E-mail: yonagai@adm.u-toyama.ac.jp


