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機械学習をはじめとするデータサイエンスの技術が近年注目されている．この技術と CAE におけるシミュ

レーション技術は，それぞれデータ駆動とする帰納的な手法かモデル駆動とする演繹的な手法かという方

法に違いはあるものの「獲得されたデータに基づき，未知の現象を予測する」という問題の構造は共通の

ものである．この２つを組み合わせることにより，予測の高速化や構造最適化への活用が期待される． 
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1 はじめに 

 

画像認識が人間の認識を超え，将棋や囲碁でコン

ピュータが人を上回るなど，近年機械学習をはじめ

とするデータサイエンス分野が急速に発展している．

こ れ ら 手 法 の 概 略 と CAE （ computer aided 

engineering：コンピュータによる製品開発設計技術）

におけるシミュレーション解析への展開の可能性に

ついての紹介を行う． 

 

2 データサイエンスとは 

 

データサイエンスとは，データから帰納的に結果

を推論や構造を理解する手法全般のことをいい，そ

の中に統計学，機械学習，コンピュータサイエンス

などが含まれている．近年注目されている理由とし

て，深層学習をはじめとするブレイクスルーやその

成果のインパクト，並びに社会的なオートメーショ

ン化のニーズなどがあるが，最大の理由はコンピュ

ーティング技術の向上による解析可能な領域の拡大

であると考えられる．これは演算能力の向上のみな

らず，コンピュータの省電力化や小型化によるデー

タ収拾能力の向上，ストレージ容量の増大とアクセ

ス速度の向上，ならびにデータを転送・共有するネ

ットワーク技術の向上などが与えた影響が大きい．

結果，データの収集・保存・共有が容易に行えるよ

うになり，膨大に蓄えたられたデータを用いて多自

由度のパラメータを持つモデルに対して高速な機械

学習を適用することで，従来よりも広い領域にデー

タサイエンスの手法を用いた解析を応用することが

可能となった．こうした進歩により今までできなか

ったような応用例がいくつも実現され，注目を集め

ている． 

 

2.1 教師つき機械学習とは 

データサイエンスは複数の分野を含むが，ここで

は特に教師つき機械学習についての説明を行う．教

師つき機械学習は，入力データ Xとそれに対応する

出力データ yがあるデータセットに対してモデルを

構築する．このデータセット(X,y)を“教師”，すな

わち正解として予測モデルに学習させることで，未

知の入力データ X'に対しての出力 y'を予測する．こ

こで出力 yが離散値のときに分類問題，連続値のと

きに回帰問題と呼ばれる．分類問題の例として，画

像になにが写っているか対応するラベルを学習させ

る画像認識のような多値分類や，機械の運転状況を

示す時系列データから将来故障するか否かを予測す

るような二値分類が挙げられる．分類問題と回帰問

題の違いは出力の形式の違いのみであるため，同一

の手法を拡張したものが使われることが多い． 
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3 CAEへの活用可能性について 

 

CAE におけるシミュレーションは，現象の理解や

設計・開発支援のために用いられる．熱流体，構造，

伝熱，化学種輸送，電気化学，電磁解析など物理的

な現象の物理的な現象を数値的に解く事により，解

析対象の挙動を予測したり，実験では得られない全

体の詳細な状態を計算したりすることができる．こ

のシミュレーションを「獲得された入出力データに

基づきモデルを構築し，未知の出力データを予測す

る」という問題として解釈すると，問題の構造は教

師付き機械学習と同一のものであるといえる．二つ

の違いは，教師付き機械学習の場合，汎用的なモデ

ルに対してデータからモデルパラメータを適合する，

というデータ駆動型の帰納的な手法を用いているの

に対し，シミュレーションでは現象に対してまずモ

デル化を行い，モデルに従って予測を行う，という

モデル駆動型の演繹的な手法を用いる，という解決

手法にある．これらは完全に切り離されるものでは

なく，例えばシミュレーションにおいても，モデリ

ングが複雑な部分を機械学習による多項式モデルで

置き換えることで高速化するアプローチを取る場合

があるなど，互いに相関し発展してきた． 

データサイエンスが再注目されている今，シミュ

レーションにおける機械学習モデルの活用の可能性

を以下の観点から議論する． 

 

１．高速化のための活用 

２．モデル化が困難な複雑な現象への活用 

３．逆問題・最適化への活用 

４．偏微分方程式の解法への活用 

５．データ構造の理解への活用 

 

3.1 高速化のための活用 

 シミュレーションの課題の一つは計算に要する時

間であり，複雑な構造を詳細に解く場合や，複数の

物理現象が絡むような問題を解く場合，あるいは長

時間の時系列的な変化を追跡する場合では，演算の

量が増えて出力に要する時間が増大する．対して，

機械学習では入出力データに対してモデルを学習さ

せることに時間がかかるものの，学習を終えてしま

えば未知の入力に対する出力の予測を高速で行うこ

とができる．そのため高速に予測を行いたい場合に

シミュレーションの一部または全体を機械学習モデ

ルで代替することが考えられる．特に，今後はリア

ルタイムに出力を要求される制御システムへの予測

モデルの組み込みや，リアルタイムな可視化への活

用，設計条件等の変更に対して高速な推測を行うこ

とで設計を支援するシステムの構築など，高速なシ

ミュレーションへの要求がますます高まると予想さ

れるため，機械学習を用いた手法も重要となるもの

と考えられる．例えば，流体解析において畳み込み

ニューラルネットワークを用いてシミュレーション

を近似する手法が報告されている 1),2)． 

 

3.2 モデル化が困難な複雑な現象への活用 

 シミュレーションを行う場合には，まず対象のモ

デリングが必要となる．モデリングを行うことによ

り演繹的な解析が可能となり，本来観測が不可能な

状態に関しても予測を行えるのだが，中にはモデリ

ングが困難な現象も存在する．例えば，気象条件や

製造時の環境に起因するばらつきなど外的な要因に

よるもの，乱流現象における境界層の振る舞いや電

池材料に代表される不均一な多孔体構造と内部挙動、

化学反応など、よりミクロな現象に基づくものなど

がある 3),4),5)．こうした複雑なモデリングに際しては，

経験的な式や実験データを活用し，多項式などの単

純なモデルに落としこんで適合させる手法が以前か

ら使用されているが，データの増大やモデルの詳細

化に応じて，ニューラルネットワークや勾配ブース

ティング決定木などより高次で機械学習モデルでの

適合の必要性が生じてくるだろう． 

 

3.3 逆問題・最適化への活用 

 シミュレーションでは指定された設計に対しての

性能を解析するとういう順方向の解析だけではなく，

指定された性能を実現するための最適な設計を求め

る逆問題の解法が求められる．こうした逆問題に対

しては，応答曲面法を用いた二次関数近似による最

適化や遺伝的アルゴリズムのようなブラックボック

ス最適化に基づく探索により解を求める手法が，従

来用いられてきた． 

 このような最適解の探索を高度化する手法として，

機械学習モデルの適用が考えられる．これは１の高

速化のように，入出力データそのものやその逆関数

を機械学習モデルによって近似し，その近似モデル

を用いて最適解を探索するものである．例えば，近

似モデルを用いて探索の回数を増やすことで進化的

アルゴリズムの最適探索を効率化する手法として

Surrogate-assisted ES が提案されている 6)．また近似
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させた関数からクリギングに代表されるベイズ最適

化の手法を用いて，最適解を探索する手法も提案さ

れている．特に材料科学における材料設計の効率化

への応用が報告されている 7)． 

 

3.4 偏微分方程式の解法への活用 

 3.1～3.3 の活用についてはすべて入出力データが

存在している，もしくはシミュレーションにより作

成された上での活用方法であった．一方で，偏微分

方程式の解法そのものをニューラルネットワークで

近似する方法も提案されており，これにより高速な

出力が可能となる利点 8)やメッシュフリーな数値計

算が可能となる利点 9)がある．現状では精度の面で

完全に置き換わるものではないが，今後の展開に期

待したい． 

 

3.5 データ構造の理解への活用 

 シミュレーションは入力に対する出力結果を示す

ことができるが，例えば結果の要因を解釈するため

には，解析に用いたモデルに関する知識と理解が必

要になる．機械学習を活用することにより，入出力

データから相関を解析したり，次元削減のような手

法を用いてデータ構造そのものを理解したりするこ

とで，さらなる簡易的なモデリングを行うための情

報の抽出や，対象となる系の挙動を基底に分解する

ことによる構造の理解，あるいは異常な結果の予測，

といった一歩進んだ解析が可能となる．例えば流体

解析においては固有直交分解（POD）や動的モード

分解（DMD）などの手法が知られており，連成問題

への適応などさらなる展開が期待される 10),11)． 

 

4 最後に 

 

 以上で CAE における機械学習の展開の可能性を

述べたが，現在時点での応用例の報告は多くない．

その理由として，シミュレーションモデルを機械学

習モデルに置き換えると入力に対する出力がブラッ

クボックス化し，なぜそのような結果になったか，

という解釈性を失う点が懸念されてきたためと考え

られる．3.5節において議論したような結果の解釈を

補助するような形の機械学習の活用も進んでおり，

今後の展開が期待される状況にある．一方，シミュ

レーションに対する高速化の要求は高まり続けてお

り，必ずしも解釈性が求められず，高速化や出力の

再現が求められる部分においては，機械学習を用い

てシミュレーションを高速化する手法は十分に効果

を発揮する．今後これまでのシミュレーションや実

験でのデータを活用する形で，CAE におけるシミュ

レーションが発展していくのではないかと期待する． 
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