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Model Based Design

自動車業界が先導して、設計の初期段
階から、設計と解析を同時並行で行い随
時、フィードバックをかけながら製品の開
発を行う開発手法

（当初は制御ソフトウエアに向けたもの）

今後予測される開発手法



CADデータ
表面データ

数値シミュレーション用

体積データ作成

数値シミュレー
ションによる解析

CADと体積的数値解析



Model Based Designが形状設計
に適用された状況

構想設計

製品製品



Model Based Designを形状設計
に適用する際予想される課題

１．CADデータから体積データへの変換
２．形状の変更（形状のパラメータ化）
３．複雑な計算機支援設計システムの構築
４．物理現象のモデル化

：
：



１．CADデータから体積データへの変換
２．形状の変更（形状のパラメータ化）

→ 形状について
３．複雑な計算機支援設計システムの構築

→ システムの設計指針
４．物理現象のモデル化

：
：

Model Based Designを形状設計
に適用する際予想される課題



１．計算機支援設計システムの設計指針
圏論と高級プログラミング設計

２．形状の表現方法
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圏論とソフトウエア



計算機シミュレータ開発において

1. プロトタイプは圏論！

圏論的なプログラム開発を目指せ！

2. ニュートンではなくライプニッツを目指せ！

キヤノン在籍中の
シミュレータ開発のスローガン



・集合の圏 Ｓｅｔ
・対象は“集合の集合“Ｏｂｊ（Ｓｅｔ）の元は集合
・射Morは集合間の写像

・加法群の圏 Ａｄｄ
・対象は“加法群の集合” Ｏｂｊ（Ａｄd）の元は加法群
・射Morは加法群間の準同型写像

・環の圏 Ｒｎｇ
・対象は“環の集合” Ｏｂｊ（Ｒｎｇ）の元は環
・射Morは環の間の環準同型写像

・Ｋ代数の圏 Ｋａｌｇ
・対象は“Ｋ代数の集合” Ｏｂｊ（Ｋａｌｇ）の元はＫ代数
・射MorはＫ代数の間の準同型写像

圏とは
・対象Ｏｂｊと射Mor(モルヒズム）によって定義されるもの



・加法群 Ｇ，Ｇ‘
Ｇ →  Ｇ‘の矢印は、加法群の準同型写像である

・環 Ｒ，Ｒ‘
Ｒ →  Ｒ‘の矢印は、環準同型写像である

圏論では、矢印は自然に定まると考えている！



圏論的なもので支えられている

差せば自然に機能は定まる２１世紀、情報化された日常生活は

ＵＳＢ
ケーブル

ＵＳＢ
ケーブル

ＰＣ記憶媒体 プリンター

終了

準備

開始

終了

準備

開始

終了

準備

開始

ポリモリフィズムの基礎となる概念



・加法群は集合でもある

・環は加法群でもあり、集合でもある

・Ｋ代数は環でもあり、加法群であり、集合でもある。

・加法群の準同型写像は写像でもある

・環準同型は加法群の準同型でもあり、写像でもある

・Ｋ代数準同型は環準同型でもあり、加法群の準同型でもあり、

写像でもある

・圏の間には自然な対応が存在する！
忘却関手



加法群の圏

環の圏 Ｋ線型空間の圏

Ｋ代数の圏

・圏の間には自然な対応が存在する！

集合の圏

115
オブジェクト指向プログラミングにおける継承
の元になった考え方は圏論の忘却関手である



計算機シミュレータとは

入力

計算

出力

格子 関数
演算

入力

格子
関数形状表現

作用素
収束
計算

入力

出力
出力



集合の圏

加法群の圏

環の圏 Ｋ線型空間の圏

Ｋ代数の圏

・圏の間には自然な対応が存在する！
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オブジェクト指向プログラミング、ジェネリックプログラミング
によって、継承やプリモルフィズムなどにより、

共通部分と個別性に類別しながらプログラミングを行う！

その際の手本は圏論にある！

圏論では、どんな複雑な数学的事実も、点と矢印のみで記述
できる！

計算機シミュレータ開発において

1. プロトタイプは圏論！

圏論的なプログラム開発を目指せ！

2. ニュートンではなくライプニッツを目指せ！



計算機シミュレータ開発において

1. プロトタイプは圏論！

圏論的なプログラム開発を目指せ！

2. ニュートンではなくライプニッツを目指せ！

オブジェクト指向プログラミング、ジェネリックプログラミング
によって、継承やプリモルフィズムなどにより、

共通部分と個別性に類別しながらプログラミングを行う！

その際の手本は圏論にある！

圏論では、どんな複雑な数学的事実も、点と矢印のみで記述
できる！



ニュートンの手法 ライプニッツの手法

ベルヌイ、オイラーらによって、大
きな成果を上げた
・力学（ニュートン方程式）
・流体力学
・弾性体論
・幾何学、代数幾何
・楕円積分論

微分・積分に対する対応

個別の課題を幾何学に落し、
個々の状況に合わせてエレ
ガントに解く！

記号により皆が使える道具に
した



ニュートンの手法 ライプニッツの手法

ベルヌイ、オイラーらによって、
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した

計算機シミュレータ開発において

1. プロトタイプは圏論！

圏論的なプログラム開発を目指せ！

2. ニュートンではなくライプニッツを目指せ！



Lattice Sheaf Morphism
div
grad
rot

lattice L;
L.setby(Input);
vectorsheaves<double> j(L);
sheaf<double>  psi(L), delta(L),sigma(L);
Init(psi,sigma);

j = sigma*grad(psi);
delta=div(j);



１．計算機支援設計システムの設計指針
圏論と高級プログラミング設計

２．形状の表現方法



１．計算機支援設計システムの設計指針
圏論と高級プログラミング設計

２．形状の表現方法



数値シミュレーションでの形状表現



CADデータ 数値シミュレーションの構造物

表面データ 体積的なデータ



FEM（有限要素法）：形状に沿った形状表現

FDM（差分法）：正方格子による形状

ANSYS

http://www.cybernet.co.jp/ansys/product/classic/



FEM（有限要素法）：形状に沿った形状表現

ANSYS

http://www.cybernet.co.jp/ansys/product/classic/

利点：
精度が高い計算が計算が可能

弱点：
複雑形状やトポロジーが変化するような状況に弱い

利点：
メッシュの生成が簡単
並進対称性の群の作用が自明
トポロジーの変化にも対応

弱点：
・ 同一メッシュ数に対して、有限要素法より精度が
低いと言われている。

・ 見た目がギザギザしている。
・ メッシュ解像度以下の議論ができない

FDM（差分法）：正方格子による形状



FEM（有限要素法）：形状に沿った形状表現

ANSYS

http://www.cybernet.co.jp/ansys/product/classic/

FDM（差分法）：正方格子による形状＋関数

利点：
メッシュの生成が簡単
並進対称性の群の作用が自明
トポロジーの変化にも対応

弱点：
・ 同一メッシュ数に対して、有限要素法より精度が
低いと言われている。

・ 見た目がギザギザしている。
・ メッシュ解像度以下の議論ができない

利点：
精度が高い計算が計算が可能

弱点：
複雑形状やトポロジーが変化するような状況に弱い
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Interface =
Zero crossing 

Intermediate region

Phase field method

Level set method
Basic Approachs!

ε

30

ξ=0

ξ=1

ξ



31

Interface =
Zero crossing 

Intermediate region

Phase field method

Level set method
Basic Approachs!

ε
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ξ=0

ξ=1

ξ



Level Set method

符号付き距離関数のゼロ点によって、界面を
表現する。（メッシュ解像度以下に対応）

Interface =
Zero crossing 

Level set method



目指す事：形状を表現し制御する



目指す事：形状を表現し制御する

形状の制御のひな型はオイラーの
「梁の形状」問題にある



「梁の形状」問題＝エラスティカ

ダ・ヴィンチ
（1452-1519）



エラスティカ問題
「細い梁（弾性棒）の形状はどのよ
うな形になるか？」（1691）

James Bernoulli (1654-1705)



エラスティカ問題
「細い梁（弾性棒）の形状はどのよ
うな形になるか？」（1691）

Euler (1707-1783)

変分法、楕円積分、微分
幾何、代数幾何、楕円曲
線のモデュライ理論を構
築して、数値計算により
解いた(1745)
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変分法、楕円積分、微分
幾何、代数幾何、楕円曲
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エラスティカ問題
「細い梁（弾性棒）の形状はどのよ
うな形になるか？」（1691）



エラスティカ問題から学ぶべきこと

→
Elasticaのその後：
・コンピュータ・ヴィジョン

（Mumford-Shah)
・エラスティカの量子化（統計力学）

（温度を考慮したDNAの形状、
最小原理を超えたアプローチ）

M-Previato, (Michor-Mumford)



エラスティカ問題から学ぶべきこと

→ 形状問題は最新の数学を利用すべし



曲線の表現

X=｛(x,y)|y2=x3-x}

初等幾何学

ｘ

ｙ



曲線の表現

X=｛(x,y)|y2=x3-x} Xをf(x,y)=y2-x3+xの零点として
眺める

初等幾何学 解析幾何



曲線の表現

X=｛(x,y)|y2=x3-x} Xをf(x,y)=y2-x3+xの零点として
眺める

初等幾何学 解析幾何

A=C[x,y]⊃J
J={g ∈A|g(x,y)= 0 if(x,y)∈X}
Jの元をたくさん考える

R=C[x,y]／Jを考察し、そのザリス
キー位相を考える

Rの構造

代数幾何
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ヒルベルトの
零点定理

代数幾何
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Level Set method

符号付き距離関数（レベルセット関数）のゼ
ロ点によって、界面を表現する。

Interface =
Zero crossing 

Level set method

→ ゼロ点を提供する一例と考える。
距離には必ずしも拘らない。



F1 F2

レベルセット関数レベルセット関数



F1 F2

レベルセット関数の融合
F(x) = Min(F1(x) , F2(x) ）



F1 F2



F1 F2



関数はベクトル空間
（定数倍しても零点は変わらない）

F = αF1 ＋（１－α）F2

F1 F2

Fは符号付距離関数（＝レベルセット関数）
とは一般にならない
が、ゼロ点は意味を持つ！



形状の融合が可能

α=0.2 α=0.4 α=0.6 α=0.8

F1 F2



F1 F2

トポロジーを変える変形も可能

α=0.2 α=0.3 α=0.4 α=0.8



αが関数のとき、（１の分割関数）

関数はベクトル空間
F = αF1 ＋（１－α）F2

F1 F2



形状の融合が
可能

F1 F2



形状を関数のゼロ点で表すという視点に立つと

１．符号付距離関数などにより、メッシュ解像
度以下の精度で、形状が表現できるように
なった。

２．形状の融合、形状の変形などが
１パラメータ族により表現できる。



CADデータ
表面データ

数値シミュレーション
体積データ作成

数値シミュレー
ションによる解析

CADと体積的数値解析

形状の融合は解析時
に有効となる



・開発はModel Based Designへ移行してゆく
・CADと数値シミュレーションの融合が必要

・より複雑な計算機支援設計システムを構築しな
ければならない

・形状の表現方法の開発が必須
→

・圏論的なアプローチが有効
・形状表現において、関数を利用した代数幾
何的アプローチは自由度が高い

Model Based Designに向けて



ご清聴ありがとうございました
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トポロジーチェンジの例
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