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研究概要

✓粒子シミュレーション全般の計算コード開発
例）
対象; 金属（弾塑性体）, ソフトマター（高分子）/ 相関統計モデル
手法; Smoothed Particle Hydrodynamics, Molecular Dynamics, Monte Carlo

必要リソース; 一般的なLinux環境, 大規模計算に耐えるCPU＆メモリ
c++, fortranのコンパイラ
eigen, fftなど計算用フリーアプリケーション
多粒子相関大規模並列計算コードのひな型; FDPS

(⇑ Riken AICS開発)

aX社計算サーバー（Linuxマシーン）の利用理由

✓職務で必要な計算のための計算資源の補完
✓職務外の計算実施

↼ 個人で長期的に自由に使える計算環境整備の必要性大
価格設定も重要
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はじめに



利用方法
Natsuko N Sugimura

手持マシーンの端末にて、aX社の提供サーバーにSSH接続

①前段として、VPN接続

（事前にOpenVPN GUIのインストール要）

1.aX社より発行される設定ファイルの読み込み

OpenVPN GUIにて

2.aX社より発行されるVPN接続用ユーザー名&パスワードの入力

1. 端末(msys2あるいはUbuntu)立ち上げ

②ノートPC(Windows10)などにてSSH接続

（~/.ssh/configにHost(たとえばaXなど),User(○○),
HostName(192.168.2.55)を書いておけば、ssh aXで接続可）

ssh 192.168.2.55 -l ○○

aX社より指定されたログインID
aX社の提供
サーバーの
IPアドレス

2. 接続先のaX社サーバー上にてコーディング(c++, c++11).
コンパイル(gcc, mpic++(module load mpich-x86_64)) &実行(mpirun).

3. scpを用いて、結果を転送.



Natsuko N Sugimura

せん断摩擦

＝モノが横に擦れて起こる摩擦

機械摩擦

= 部品どうしの摩擦
ex. 自動車のエンジン
・たくさんの部品の塊
・過酷な環境に耐え得る（熱、力）
・破壊すると致命的

⇀求められること
低摩擦、低摩耗、焼き付かない

研究内容例

ex.ソフトマター（高分子材料など）のような
軟らかい物体の耐久性評価

⇀求められること
摩擦摩耗の仕組みの解明

トライボロジー
（摩擦学）
のシミュレーション
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全体；
弾性変形

界面近傍；
塑性流動

界面にある分子；
分子間相互作用

せん断

荷重

例）メソスケールの金属界面摩擦

これをモデル化し、可視化
することが大目標

⇀起こる事象
・摩耗
・凝着
・発熱
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時々刻々のメソスケールでの摩擦摩耗進行を可視化

摩擦摩耗の計算 可視化
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弾塑性体（連続体）SPH法

界面相互作用 分子論的
アプローチ

自由界面形状、界面相互作用
接触

散逸エネルギーの計算

Webアプリケーション

動画

静止画

多種出力対応

✓３Dの簡易描画✓メソモデル

✓メソアスペリティモデル

✓発熱モデル

メソスケールの金属界面摩擦
シミュレータの開発
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SPH particle 
arrangement  
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周りの粒子の物理
量の重み和で表現i

i 粒子の物理量を



弾塑SPH計算の動作確認
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9.0ms8.5ms

7.5ms6.5ms5.5ms

Fe

Al

d𝑡 = 5.0e − 7[s]

xz断面

ex) 塑性域の進展

弾性
塑性

計算条件ref, M.Song, et al.,日本機械学会論文集A,68,pp772-778(2002)

0.1m/s

Young率 降伏応力(VonMises)

Fe 205.94GPa 490.33MPa

Al 68.6GPa 49.033MPa

この確認計算をaX社のマシーンにて実行



early stage middle stage
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last stagenext approach
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トライボロジー会議2018秋伊勢 杉村奈都子

せん断アスペリティ―（界面の凸凹）摩擦
による発熱過程（例）
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可視化アプリケーション
の開発

✓可視化は、結果を理解する＆理解させるのに必須.
（カラーで発表できる機会も増している）

✓しかしデータが大きくなると、処理に性能と容量が必要.
（ex. 商用のAVLはとても重い....）

⇒
webブラウザ上で処理できる時代になった !

webブラウザ上で動くプログラミング言語 = JavaScript

手軽、特別なプログラムのインストール不要.

デメリット

現在、Web言語の様式はW3Cにて標準化が進む.

改訂速度が早い.

W3C=World Wide Web Consortium



ディスク上のサイズ = 51.8MB
一般的なWebブラウザにて稼働
（Chrome,InternetExplorer,FireFox）

可視化（CedarPlot）

JavaScript グラフライブラリ plotly.js 利用.
データとWeb画面の連動....vue.js 使用.

アプリケーションCedar Plot（フリー）

座標３成分＋第4成分を色別に表示.

Takeshi Sugimura



可視化（CedarPlot）

JavaScript グラフライブラリ plotly.js 利用.

ディスク上のサイズ = 16.9MB. 
一般的なWebブラウザにて稼働.
（Chrome, InternetExplorer, FireFox, Edge ......）

アプリケーションCedar Plot（フリー） ver.2

データとWeb画面の連動....vue.js 使用.

Takeshi Sugimura



可視化（CedarPlot）

✓非ポリゴン化
多粒子,多機能対応

Takeshi Sugimura

金属の
せん断場における
相当応力値
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可視化（CedarPlot）

✓非ポリゴン化
多粒子,多機能対応
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可視化（CedarPlot）

✓現在、この描画の入力データ計算（一部）にaX社の計算サーバーを利用.

VNCをつかえば、このJavaScriptによる可視化アプリの開発自体をaX社サー

バーにて実行可能.

（通信による動作反応さえ問題なければ.今後トライしてみることも.）
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おまけ

確率モデルによる
感染シミュレーション

手法; MC法
コーディング言語; fortran

感染個体数割合（max.1）

時間

人口密度2N ウィルス強度0.1n

2N, 0.05n

2N, 0.025n

N, 0.1n

N, 0.05n

モデル;

初期個体配置....ランダム
初期感染個体数....1

初期免疫....なし
ウィルス強度...感染してから時間に対し

て指数関数的に緩和
各個体の移動距離....平均値からガウス型

分布の幅を持つ、制約ランダム
感染確率....ウィルス強度 / 2個体間距離

（遠距離でも0ではない）
回復条件....感染後、固定stepで回復
免疫....一度回復したら2度と感染しない
死亡.... 考慮せず

分かること
・感染者個体数割合は人口密度×ウィルス強度でほぼ決まる.
・感染の伝播速度も同様.
・収束にかかる時間は、人口密度×ウィルス強度が小さいほど長引く傾向.

aX社のマシーンにて実行



感染個体数割合（max.1）

問題点）サンプル数が少ない.
（多くの乱数系列で、多くのサンプルについて計算し、各結果の傾向を集計して総合的に
判断しなければならない）

・このモデル計算から、免疫の獲得が感染収束にいかに重要かを理解できる.
（免疫なしでは、収束は、たまたま同じタイミングで全感染者が回復した場合
にのみ漸く起こる）

Natsuko N Sugimura
おまけ

確率モデルによる
感染シミュレーション

感染個体数割合（max.1）

時間 時間

✓免疫を獲得しないと仮定
（それ以外の条件は左図＊と同一）

免疫条件あり 免疫条件なし

備考）感染個体数がある程度数以上となると、各個体の移動距離、ウィルス強度は結果に
大きく影響しないことも、本モデル計算で明らかに.

（N, 0.05n）

80 32000



Thanks!

Natsuko N Sugimura

2020.3.25

Supplement) 
Research paper about COVID19 infection simulation;
J.T Wu, K. Leung, G.M Leung, ”Nowcasting and forecasting the potential domestic and international 
spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study”, The Lancet, Vol 
395,Issue 10225, p689-697, February 29, 2020


