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シミュレーションの普及拡大に関する考察

～ これまでの 10 年，これからの 10 年 ～

加藤大輔i 

An Observation on Expansion of Computer Simulation 

～ in the Last and the Next 10 Years ～ 

Daisuke KATO 

ここ 10 年，コンピュータシミュレーションの活用シーンは大きな広がりを見せている．これは，Windows 

の 64bit 版やマルチコア CPU の普及に伴い良質な計算環境を安価に入手できるようになったこと，ならび

にソフトウェアの使い勝手向上が寄与していると思われる．今後，コンピュータシミュレーションはクラ

ウド上の計算専用サーバー活用により更に大規模化が進むと思われるが，その性能をフルに発揮させ，解

析精度を向上させることが解析専任者の使命であり，そのための能力発揮が求められている． 
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1 はじめに 

コンピュータシミュレーションは，自動車をはじ

め産業機械，航空宇宙，土木建築等のモノづくりか

ら新規材料開発や創薬医療に至るまで，幅広い産業

で製品開発に役立てられている．特に自動車産業で

は，製品開発の効率化や製品の高性能化に貢献して

おり，開発プロセスにおいて欠かすことができない

技術に成長した． 

 また，シミュレーションの活用シーンが広がりを

見せていることから，これまでシミュレーションの

経験がない企業や担当者がシミュレーションに取り

組む事例も増えてきており，裾野が広がっている． 

 これらは，シミュレーションの精度が向上し，あ

る程度実験を代替することができるようになったと

いうことの現れである．特にここ 10 年，急速な精度

の向上が達成されていると感じる． 

 本報では，シミュレーションの精度について簡単

に説明した後，この 10 年程度の間にどのような変化

があったのか振り返る．また最後に，この先の 10

年について考え，解析専任者に求められると思われ

る役割を述べる． 

2 シミュレーションの精度 

一言でシミュレーションと言っても様々なジャン

ルのものがあるため，個々の分野特有の要因もある

が，「モデル化」がシミュレーションの精度に大きく

影響していることは，共通していると思われる． 

 例えば，放物運動に関する高校の物理の問題では

「空気の抵抗は無視する」という記載を良く見るが，

実際には空気抵抗は存在するため，これを無視すれ

ば（すなわちモデル化の対象から除外してしまえば），

シミュレーションの精度は低下する．

また，例えば構造解析の分野では形状の近似（薄

板状のものを 2 次元平面形状に近似する等）がモデ

ル化の際に行われることがあるが，近似が適切でな

い場合，シミュレーションの精度は許容できないレ

ベルに低下してしまう． 

シミュレーションの目的の 1 つとして「自然現象

の再現」が挙げられるが，有限の計算資源（CPU も

メモリも無限には使用できない）を用いて許容でき

る時間内に計算を終わらせるという制約が伴ってい

る．この制約を満たしながら許容できる精度の結果

を得るために「如何にモデル化を工夫するか」とい
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うことがシミュレーション実用化のためのノウハウ

であり，シミュレーションの専門家は，みな，ここ

で苦労してきていると思われる． 

 

3 この 10年の変化 

 

 この 10 年でシミュレーションの精度が大きく向

上してきているということは，この 10 年でモデル化

の際に仮定していた近似を取り除くことができるよ

うな，計算資源や計算時間に関する制約が緩和され

たと考えることができる． 

 コンピュータシミュレーションの専門家は以前よ

り Linux 等の OS を使用することが多いが，一般ユ

ーザーは Microsoft Windows（以下，Windows と呼称）

を使用することが多いため，時流を把握するための

調査対象には，Windows の方が適切であると思われ

る．Windows の「主要」バージョンを対象に，利用

可能な最大物理メモリサイズの推移をまとめた結果

を表 1 に示す． 

 32bit 版はいずれも最大物理メモリは 4GB である

のに対し，64bit 版はバージョンが新しくなるにつれ

て利用可能な最大物理メモリが増加しており，

Windows10(Pro Edition)では 2TB まで利用可能にな

っていることがわかる． 

 ここで問題になるのは，32bit 版と 64bit 版の普及

の程度である．表 1 に示した Windows のバージョン

には，全て 32bit 版と 64bit 版が存在しているが，

Windows XP や Vista の時代は 64bit に対応している

ソフトウェアやデバイスドライバが少なかったため，

主流は 32bit 版であり，64bit 版が主流になったのは

Windows 7 からであった 3)． 

 64bit 版を用いれば，使用できるメモリの制限が緩

和されるため，解析の精度向上を図りやすくなる．

Windows 7 のリリース後すなわち，2010 年代に入っ

てから，シミュレーション環境は急速に良くなって

いる． 

 また，OS と同様に CPU にも大きな変化が現れて

いる．Intel 製 CPU の「主要」バージョンにおける

機能の推移を表 2 に示す． 

 

表 1 Windows の「主要」バージョンにおける最大物理メモリの推移 1) 2)  
 

名称(バージョン) ﾘﾘｰｽ開始 エディション アーキテクチャ 最大物理メモリ 主流 

Windows XP 2001 年 
Home Edition X86（32bit） 4GB 

32bit 版 
Professional X86（32bit） 4GB 

Windows Vista 2007 年 

Home Premium 
X86（32bit） 4GB 

32bit 版 
X64（64bit） 16GB 

Enterprise 
X86（32bit） 4GB 

X64（64bit） 128GB 

Windows 7 2009 年 

Home Premium 
X86（32bit） 4GB 

64bit 版 
X64（64bit） 16GB 

Enterprise 
X86（32bit） 4GB 

X64（64bit） 192GB 

Windows 8 2012 年 Pro X64（64bit） 512GB 64bit 版 

Windows 10 2015 年 Pro X64（64bit） 2TB 64bit 版 

（※Windows XP の 64bit 版、Windows 8 や 10 の 32bit 版も存在しているが、本表への掲載は割愛した．） 

 

表 2 Intel 製 CPU の「主要」バージョンにおける機能の推移 1) 
 

名称 ﾘﾘｰｽ開始 最高動作周波数 コア数 プロセッサ名 備考 

Pentium 4 2000 年 3.80GHz 1 Prescott-2M 672 ﾊｲﾊﾟｰｽﾚｯﾃﾞｨﾝｸﾞ対応 

Pentium D 2005 年 3.60GHz 2 Presler 960 ﾊｲﾊﾟｰｽﾚｯﾃﾞｨﾝｸﾞ非対応 

Core 2 Duo 2006 年 3.33GHz 2 Wolfdale E8600 ﾊｲﾊﾟｰｽﾚｯﾃﾞｨﾝｸﾞ非対応 

Core i7 2008 年 
3.33GHz 4 Bloomfield-975(Ex) 

ﾊｲﾊﾟｰｽﾚｯﾃﾞｨﾝｸﾞ対応 
4.00GHz 10 Broadwell-E 6950X(Ex.) 
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 2000 年代の Pentium4 までは，コア数は 1 であり

動作周波数の向上により性能向上を図っていたが，

それ以後はコア数を増やし並列処理することにより

性能向上を図る方向に変化しており，2008 年にリリ

ースされた Core i7 の最新版では 10 コア（ハイパー

スレッディングを考慮した場合は仮想的に 20 コア）

まで，1CPU あたりのコア数が増加している．近年

では並列処理に対応したシミュレーションソフトウ

ェアも増加しており，計算時間の短縮が図られる傾

向にある． 

 このように，64bit 版の OS の普及に伴うメモリの

制約緩和，マルチコア CPU の普及に伴う計算時間の

制約緩和が，この 10 年の変化として大きなものにな

っており，その恩恵として解析精度が向上し，シミ

ュレーションの活用シーンが広がったと考えられる． 

 もちろん，Windows 以外の OS の使用や，複数の

コンピュータの同時使用（クラスタコンピュータ）

により，2000 年代（もしくはそれ以前）においても

制約を緩和する工夫がなされてきたが，シェアの大

きい一般ユーザーの使用環境が改善することによる

低価格化の進展や対応ソフトウェアの拡大は，シミ

ュレーションをより身近なものにするうえで重要で

あったと感じる． 

 

4 この先の 10年 

 

 一昔前の計算専用サーバーに匹敵する性能の PC

を身近な計算環境として使用できる時代になったが，

この先の 10 年は，再度，計算専用サーバーに回帰し

ていく流れになるのではないかと考える． 

 まず，ネットワークの更なる高速化，セキュリテ

ィの高度化により，クラウド環境へのデータ集約が

加速すると思われる．ビッグデータ解析や AI の活

用においてもデータは集約していた方が有利である

し，昨今話題に上ることが多い Work Life Balance の

面からも，データはローカル PC に保存せずクラウ

ドサーバーに保存し，勤務場所を選ばずに仕事をす

ることができるような環境が望まれるのではないか

と考える． 

 データがクラウドサーバー側にあるのであれば，

シミュレーションもクラウドサーバー側で行うとい

うのが自然の流れである．計算資源の有効活用の側

面からもクラウドサーバー側での計算は効率的であ

り，今まで以上に大きなメモリ環境と，今まで以上

に高速な CPU 環境を用いて，より大規模で複雑な解

析や，より計算量の大きい解析（最適化解析等）が

行われ，シミュレーションの活用シーンが更に広が

っていくと考えている． 

 

5 解析専任者の役割 

 

 自動車産業を始めとするモノづくりの分野では，

シミュレーションの専門知識を有する解析専任者が

行っていたシミュレーション作業の一部を，設計者

の作業にする動きが広がりつつある． 

 多くの人にシミュレーションが身近なものになる

という点で，これは歓迎されることであり，モノづ

くりの更なる効率化において，重要なことだと思う．

まさに，シミュレーションの活用シーンの広がりを

示す象徴的な事象である． 

 別な見方をすると，シミュレーションは一昔前と

比べて，簡単になっていると捕らえることもできる

と思う．これはある意味間違いではなく，シミュレ

ーション環境の整備（ハードウェアの進歩，ソフト

ウェアの使い勝手向上）により，これまで解析専任

者でなければできなかったことを，設計者に任せる

ことができるようになってきている． 

 しかしながら，解析専任者には，これまでモデル

化の際に簡略化してきたものをより詳細にモデル化

し，今まで以上に解析精度を向上させることが求め

られる．これは明らかに難易度の高いシミュレーシ

ョンへの挑戦を意味しており，今までとは別次元の，

非常に高度な専門性が要求されてくる． 

 

6 さいごに 

 

 シミュレーション環境はここ 10 年で急速に良く

なり，入門のハードルは下がった．一方，解析の専

門家に対する要求はこれまで以上に高くなっている

と感じる．今後，更に良くなっていくであろうシミ

ュレーション環境を駆使してどのようなシミュレー

ションを行っていくのか，解析専任者の本当の能力

が試される時代になるのではないかと思う． 
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