
住まいの水まわり製品と建材製品などを開発、提供するLIXIL様は、2011年に国内の主要な建
材・設備機器メーカー5社が統合して誕生しました。以後、GROHE、American Standardなどの
世界的ブランドを傘下に収め、日本のものづくりの伝統を礎に、世界をリードする技術やイノベーショ
ンで、高品質な製品をグローバルに幅広く提供しています。その商品群は多岐に亘っており、トイレ、
お風呂、キッチンなど水まわり製品を提供するウォーターテクノロジー事業、窓や玄関ドア、インテリ
ア建材などを提供するハウジングテクノロジー事業、東京スカイツリーやあべのハルカスなど大型の
ビル物件を扱うビルディングテクノロジー事業や、流通・小売り事業、住宅・サービス事業など5つの
事業を柱として、世界150カ国以上で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。また、LIXIL
様は2020年オリンピック・パラリンピック競技大会のゴールドパートナーにもなられています。今回
は、株式会社LIXIL Technology Research本部 先端コア技術研究所の宮澤千顕様に、水まわり
製品における粒子法活用についてお話を伺いました。

最初に、研究所とご担当についてご紹介下さい。

私が所属する研究所は、世の中の先端的なコア技術の研
究開発を行うことがミッションであり、私個人としては解
析とVR等のデジタル系技術を担当しています。これま
で、流体解析としては主に空気の流れ解析を行っており
ました。例えば、サッシ内部で圧力が高くなると弁が閉
まって空気をコンロトールする換気システムや、家一棟全
体の換気で、熱がどう逃げていくかなどの気流シミュレー
ションを行っていました。トイレの水の流れのような解析
についても、以前は全て有限体積法でシミュレーションし
ていたのですが、シャワーのような多数の細かい液滴を
評価したいとなった段階で、有限体積法では計算負荷が
大き過ぎるため、そういう解析を実現出来る新しいツー
ルを調査している中でParticleworksと出会いました。
Particleworksが得意とするシミュレーション分野に、
液体の飛散や飛沫、攪拌というキーワードが挙がっていま

したので、我々もせっかく研究所にいるのだからチャレン
ジしようということで、プロメテックさんと相談しながら
Particleworksの検討を始めたのです。現在Parti-
cleworksは、主にシャワートイレやシャワーヘッドの吐水
挙動、キッチンの水
はね現象やキッチン
シンクの流れ挙動等
の再現性検証の段階
ではあるものの、研
究では既に活用を始
めています。

では解析事例につい
てご紹介下さいます
か。

水まわり製品についてParticleworksと機構解析の
RecurDynを連成してシミュレーションした事例を2つ
紹介します。まず1つ目はシャワーヘッドの解析です。
LIXILの商品にエコフルシャワーというものがありまし
て、これはシャワーヘッドの内部にある羽根車がシャワー
の穴を半分塞ぎながら高速回転して圧力を上げること
で、少ない水量でも勢いのある水を出すという機構に
なっています。この構造により、従来水量と比較して最大
48%の節水・省エネ効果を実現しています。また、節水と
いう目的だけでなく、水の当たる強さや粒の大きさを最
適になるように調整してシャワーの使い心地の良さを向
上することも重要になってきます。その設計検討をシミュ
レーションで行えればということで、Particleworksを
使用しました。

このシャワーヘッドの機構ですが、羽根車が水流により回
転し、流速に応じてその回転数が変化します。Particle-
works単体では水流に関係なく一定の回転速度を与える
だけになるため、回転数を予測する事が出来ません。
RecurDynと連成することで水流の勢いによって羽根
車の回転数を安定した回転数だけでなく、変化する様子
まで確認できました。流体挙動についてのシミュレーショ
ン結果は、実測値と比較して私たちの設けている基準内
に入っていましたので、概ね良好という判断となりまし
た。また、羽根車の回転数の推移ですが、最初に徐々に上
がっていき一度ピークを迎えた後に徐々に下がって最終
的に羽根車の回転数が安定するようになります。その推
移の状態についても測定値とシミュレーション結果で大体
整合性は取れておりました。さらに、シャワーヘッドの内
圧についても概ね一致したという結果になりました。粒の
大きさは、高速度カメラでシャワーから出た吐水を測定
し、これも計算値との差が基準内でしたので、総合的に見
てシャワーヘッドのシミュレーションとしてはいい結果が
出たと評価しております。
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今回陽解法で精度良く解析が出来ていますが、それでも
計算時間が少々かかり過ぎるのでそれを高速化出来れば
ありがたいです。また、社内的には気液混合解析のニーズ
も多くありますので、今後はそのようなシミュレーション
まで出来るようになれば嬉しいです。

2つ目の事例は、キッチンシンクのごみの排出についての
シミュレーションです。使い易いキッチンを実現する要素
の１つとして、手入れが楽というのがあります。それを実
現するために、底面の汚れやゴミを流し易くし手際良く掃
除出来ることを目指しています。最近の弊社製品では、ナ
イアガラフロー方式という新形状を採用しています。これ
は、底面の傾きが左右の両端に行くほど大きくなり、水が
広がりにくく段差へ向かってスムーズに流れるため、シン
ク内のどこからでも効率よく排水が可能です。

株式会社LIXIL Technology Research本部 様　

水まわり製品における粒子法の有用性検討

ユーザーインタビュー

実際どのくらいその形状が効果的かを流体解析で確認す
る事は、今後のシンク形状の設計において非常に重要にな
るため、今Particleworksで試しているところです。キッ
チンシンクについては、ゴミの流し方など非常に多くの想
定のもとに試験で評価をするのですが、シミュレーション
ではまずは等間隔に並べたゴミがどの程度流れやすいか
を再現しようとしています。今回紹介する解析では、擬似
的なゴミ（以下、擬似ゴミ）をいくつか等間隔に置いて、そ
れがどう流れるかを計算しています。吐水条件について
は、シャワーヘッドのようにRecurDynと連成させて細か
い設定を行うのではなく、Particleworksの機能で設定
してシャワー吐水を再現するようにしています。

この解析については、現在取り組み中ですので途中経過と
いうことでご紹介します。最初に行ったシミュレーションで

は、水の滑りが大きく、そのせいか水の流速も速いし濡れ
広がりも試験に比べると少ない、また擬似ゴミも不自然な
流れをしていることなどの問題点が見つかりました。その
ため簡易形状で試験を行い、その試験結果とシミュレー
ション結果を合わせこむ形で、パラメータを導出しました。
また、実際の現象では水膜が擬似ゴミとその辺の下に入り
込んで擬似ゴミが滑りやすくなるのですが、Particle-
worksの計算上では粒子が簡単に下に入りきりません。
これは粒子を小さくすれば解決するのですが、そうすると
計算負荷が高くなってしまいます。定常的にシミュレーショ
ンを行うには１日以上時間をかけられないので、計算負荷
を低減するようにある程度粒子を大きくしなければならな
いのですが、そうすると実現象と多少の相違は出てきてし
まいます。ですから摩擦力のパラメータを調整することで
近似的に再現出来ないかということで取り組んでいます。

その摩擦力の取り扱いについてですが、RecurDynで擬
似ゴミをポリゴンで設定する事によりパラメータを調整し
やすくなることがわかりましたので、現在RecurDynと
連成してシミュレーションすることにチャレンジしていま
す。その中でまずは水がかかる前は動かないようにしな
いといけないので、摩擦力と形状を工夫して動かないよ
うに設定しました。そして、動解析を行う上でのテクニック
として、摩擦力と遷移速度を調整しながら、合わせこみを
行っている最中です。そのような試行錯誤により、初回よ
りも水の濡れ拡がりと擬似ゴミの挙動は良くなり実際の
試験に比べても遜色はないように改善でき、従来シンクと
ナイアガラフロー方式の挙動の違いを確認する事が出来
るようになりました（図４参照）。このシミュレーションに
ついてはまだ最終結果までは辿りついておりませんが、
引き続き試行錯誤しながら頑張ってやっています。シミュ
レーションにおいて、散水板を考慮したシャワーのように
散水する状態を簡易的ではあるものの容易に再現できる
のは、Particleworksの大きなメリットだと感じました。
また、使用する上でのテクニックになりますが、モデルに
よっては表面張力を調整することで再現しやすくなるこ
とがわかりました。

最後にご要望や今後の期待などをお聞かせ下さい。

期待としては、液体の飛散や飛沫などの解析は、有限体積
法よりもParticleworksの方に強みがありますが、さら
に、GPU演算の性能向上などによって計算コストの低減
を図って欲しいです。マルチGPUにも期待しています。ま

た、機能としては、社内要望もありエアレーション機能を
更に充実させて頂けると嬉しいです。

今回のシンクの流れ解析において剛体摩擦を考慮した場
合については、ParticleworksだけでなくRecurDyn
と連成させることによって摩擦を反映させましたが、
Particleworksだけで剛体摩擦まで考慮できるように
なれば私たちにとってもさらにメリットがあると考えてい
ます。また、今回ご紹介した中でも、対応出来るもの対応
出来ないものがありましたが、Particleworksはまだ発
展途上ですし、RecurDynの弾性体とも連成出来るよう
になりましたので、これから一層活用の幅が拡がっていく
のではないかと感じています。ですので、プロメテックさ
んにもさらに技術検討をお願いしたいと思っております。
有限体積法で出来ない解析がParticleworksでは実現
出来るというのは非常に良いことだと思うので、ぜひ他
には真似のできない分野に力を入れて今後も開発を進め
ていっていただきたいです。

貴重なお話を聞かせていただき、誠にありがとうござい
ました。株式会社LIXIL様のより良い製品開発を今後も
引き続きご支援できればと思っております。
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Particleworksトピックスセミナー2019 講演資料



最初に、研究所とご担当についてご紹介下さい。

私が所属する研究所は、世の中の先端的なコア技術の研
究開発を行うことがミッションであり、私個人としては解
析とVR等のデジタル系技術を担当しています。これま
で、流体解析としては主に空気の流れ解析を行っており
ました。例えば、サッシ内部で圧力が高くなると弁が閉
まって空気をコンロトールする換気システムや、家一棟全
体の換気で、熱がどう逃げていくかなどの気流シミュレー
ションを行っていました。トイレの水の流れのような解析
についても、以前は全て有限体積法でシミュレーションし
ていたのですが、シャワーのような多数の細かい液滴を
評価したいとなった段階で、有限体積法では計算負荷が
大き過ぎるため、そういう解析を実現出来る新しいツー
ルを調査している中でParticleworksと出会いました。
Particleworksが得意とするシミュレーション分野に、
液体の飛散や飛沫、攪拌というキーワードが挙がっていま

したので、我々もせっかく研究所にいるのだからチャレン
ジしようということで、プロメテックさんと相談しながら
Particleworksの検討を始めたのです。現在Parti-
cleworksは、主にシャワートイレやシャワーヘッドの吐水
挙動、キッチンの水
はね現象やキッチン
シンクの流れ挙動等
の再現性検証の段階
ではあるものの、研
究では既に活用を始
めています。

では解析事例につい
てご紹介下さいます
か。

水まわり製品についてParticleworksと機構解析の
RecurDynを連成してシミュレーションした事例を2つ
紹介します。まず1つ目はシャワーヘッドの解析です。
LIXILの商品にエコフルシャワーというものがありまし
て、これはシャワーヘッドの内部にある羽根車がシャワー
の穴を半分塞ぎながら高速回転して圧力を上げること
で、少ない水量でも勢いのある水を出すという機構に
なっています。この構造により、従来水量と比較して最大
48%の節水・省エネ効果を実現しています。また、節水と
いう目的だけでなく、水の当たる強さや粒の大きさを最
適になるように調整してシャワーの使い心地の良さを向
上することも重要になってきます。その設計検討をシミュ
レーションで行えればということで、Particleworksを
使用しました。

このシャワーヘッドの機構ですが、羽根車が水流により回
転し、流速に応じてその回転数が変化します。Particle-
works単体では水流に関係なく一定の回転速度を与える
だけになるため、回転数を予測する事が出来ません。
RecurDynと連成することで水流の勢いによって羽根
車の回転数を安定した回転数だけでなく、変化する様子
まで確認できました。流体挙動についてのシミュレーショ
ン結果は、実測値と比較して私たちの設けている基準内
に入っていましたので、概ね良好という判断となりまし
た。また、羽根車の回転数の推移ですが、最初に徐々に上
がっていき一度ピークを迎えた後に徐々に下がって最終
的に羽根車の回転数が安定するようになります。その推
移の状態についても測定値とシミュレーション結果で大体
整合性は取れておりました。さらに、シャワーヘッドの内
圧についても概ね一致したという結果になりました。粒の
大きさは、高速度カメラでシャワーから出た吐水を測定
し、これも計算値との差が基準内でしたので、総合的に見
てシャワーヘッドのシミュレーションとしてはいい結果が
出たと評価しております。

今回陽解法で精度良く解析が出来ていますが、それでも
計算時間が少々かかり過ぎるのでそれを高速化出来れば
ありがたいです。また、社内的には気液混合解析のニーズ
も多くありますので、今後はそのようなシミュレーション
まで出来るようになれば嬉しいです。

2つ目の事例は、キッチンシンクのごみの排出についての
シミュレーションです。使い易いキッチンを実現する要素
の１つとして、手入れが楽というのがあります。それを実
現するために、底面の汚れやゴミを流し易くし手際良く掃
除出来ることを目指しています。最近の弊社製品では、ナ
イアガラフロー方式という新形状を採用しています。これ
は、底面の傾きが左右の両端に行くほど大きくなり、水が
広がりにくく段差へ向かってスムーズに流れるため、シン
ク内のどこからでも効率よく排水が可能です。

実際どのくらいその形状が効果的かを流体解析で確認す
る事は、今後のシンク形状の設計において非常に重要にな
るため、今Particleworksで試しているところです。キッ
チンシンクについては、ゴミの流し方など非常に多くの想
定のもとに試験で評価をするのですが、シミュレーション
ではまずは等間隔に並べたゴミがどの程度流れやすいか
を再現しようとしています。今回紹介する解析では、擬似
的なゴミ（以下、擬似ゴミ）をいくつか等間隔に置いて、そ
れがどう流れるかを計算しています。吐水条件について
は、シャワーヘッドのようにRecurDynと連成させて細か
い設定を行うのではなく、Particleworksの機能で設定
してシャワー吐水を再現するようにしています。

この解析については、現在取り組み中ですので途中経過と
いうことでご紹介します。最初に行ったシミュレーションで

は、水の滑りが大きく、そのせいか水の流速も速いし濡れ
広がりも試験に比べると少ない、また擬似ゴミも不自然な
流れをしていることなどの問題点が見つかりました。その
ため簡易形状で試験を行い、その試験結果とシミュレー
ション結果を合わせこむ形で、パラメータを導出しました。
また、実際の現象では水膜が擬似ゴミとその辺の下に入り
込んで擬似ゴミが滑りやすくなるのですが、Particle-
worksの計算上では粒子が簡単に下に入りきりません。
これは粒子を小さくすれば解決するのですが、そうすると
計算負荷が高くなってしまいます。定常的にシミュレーショ
ンを行うには１日以上時間をかけられないので、計算負荷
を低減するようにある程度粒子を大きくしなければならな
いのですが、そうすると実現象と多少の相違は出てきてし
まいます。ですから摩擦力のパラメータを調整することで
近似的に再現出来ないかということで取り組んでいます。

その摩擦力の取り扱いについてですが、RecurDynで擬
似ゴミをポリゴンで設定する事によりパラメータを調整し
やすくなることがわかりましたので、現在RecurDynと
連成してシミュレーションすることにチャレンジしていま
す。その中でまずは水がかかる前は動かないようにしな
いといけないので、摩擦力と形状を工夫して動かないよ
うに設定しました。そして、動解析を行う上でのテクニック
として、摩擦力と遷移速度を調整しながら、合わせこみを
行っている最中です。そのような試行錯誤により、初回よ
りも水の濡れ拡がりと擬似ゴミの挙動は良くなり実際の
試験に比べても遜色はないように改善でき、従来シンクと
ナイアガラフロー方式の挙動の違いを確認する事が出来
るようになりました（図４参照）。このシミュレーションに
ついてはまだ最終結果までは辿りついておりませんが、
引き続き試行錯誤しながら頑張ってやっています。シミュ
レーションにおいて、散水板を考慮したシャワーのように
散水する状態を簡易的ではあるものの容易に再現できる
のは、Particleworksの大きなメリットだと感じました。
また、使用する上でのテクニックになりますが、モデルに
よっては表面張力を調整することで再現しやすくなるこ
とがわかりました。

最後にご要望や今後の期待などをお聞かせ下さい。

期待としては、液体の飛散や飛沫などの解析は、有限体積
法よりもParticleworksの方に強みがありますが、さら
に、GPU演算の性能向上などによって計算コストの低減
を図って欲しいです。マルチGPUにも期待しています。ま

た、機能としては、社内要望もありエアレーション機能を
更に充実させて頂けると嬉しいです。

今回のシンクの流れ解析において剛体摩擦を考慮した場
合については、ParticleworksだけでなくRecurDyn
と連成させることによって摩擦を反映させましたが、
Particleworksだけで剛体摩擦まで考慮できるように
なれば私たちにとってもさらにメリットがあると考えてい
ます。また、今回ご紹介した中でも、対応出来るもの対応
出来ないものがありましたが、Particleworksはまだ発
展途上ですし、RecurDynの弾性体とも連成出来るよう
になりましたので、これから一層活用の幅が拡がっていく
のではないかと感じています。ですので、プロメテックさ
んにもさらに技術検討をお願いしたいと思っております。
有限体積法で出来ない解析がParticleworksでは実現
出来るというのは非常に良いことだと思うので、ぜひ他
には真似のできない分野に力を入れて今後も開発を進め
ていっていただきたいです。

貴重なお話を聞かせていただき、誠にありがとうござい
ました。株式会社LIXIL様のより良い製品開発を今後も
引き続きご支援できればと思っております。

【参考資料】
Particleworksトピックスセミナー2019 講演資料
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このシャワーヘッドの機構ですが、羽根車が水流により回
転し、流速に応じてその回転数が変化します。Particle-
works単体では水流に関係なく一定の回転速度を与える
だけになるため、回転数を予測する事が出来ません。
RecurDynと連成することで水流の勢いによって羽根
車の回転数を安定した回転数だけでなく、変化する様子
まで確認できました。流体挙動についてのシミュレーショ
ン結果は、実測値と比較して私たちの設けている基準内
に入っていましたので、概ね良好という判断となりまし
た。また、羽根車の回転数の推移ですが、最初に徐々に上
がっていき一度ピークを迎えた後に徐々に下がって最終
的に羽根車の回転数が安定するようになります。その推
移の状態についても測定値とシミュレーション結果で大体
整合性は取れておりました。さらに、シャワーヘッドの内
圧についても概ね一致したという結果になりました。粒の
大きさは、高速度カメラでシャワーから出た吐水を測定
し、これも計算値との差が基準内でしたので、総合的に見
てシャワーヘッドのシミュレーションとしてはいい結果が
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最初に、研究所とご担当についてご紹介下さい。

私が所属する研究所は、世の中の先端的なコア技術の研
究開発を行うことがミッションであり、私個人としては解
析とVR等のデジタル系技術を担当しています。これま
で、流体解析としては主に空気の流れ解析を行っており
ました。例えば、サッシ内部で圧力が高くなると弁が閉
まって空気をコンロトールする換気システムや、家一棟全
体の換気で、熱がどう逃げていくかなどの気流シミュレー
ションを行っていました。トイレの水の流れのような解析
についても、以前は全て有限体積法でシミュレーションし
ていたのですが、シャワーのような多数の細かい液滴を
評価したいとなった段階で、有限体積法では計算負荷が
大き過ぎるため、そういう解析を実現出来る新しいツー
ルを調査している中でParticleworksと出会いました。
Particleworksが得意とするシミュレーション分野に、
液体の飛散や飛沫、攪拌というキーワードが挙がっていま

したので、我々もせっかく研究所にいるのだからチャレン
ジしようということで、プロメテックさんと相談しながら
Particleworksの検討を始めたのです。現在Parti-
cleworksは、主にシャワートイレやシャワーヘッドの吐水
挙動、キッチンの水
はね現象やキッチン
シンクの流れ挙動等
の再現性検証の段階
ではあるものの、研
究では既に活用を始
めています。

では解析事例につい
てご紹介下さいます
か。

水まわり製品についてParticleworksと機構解析の
RecurDynを連成してシミュレーションした事例を2つ
紹介します。まず1つ目はシャワーヘッドの解析です。
LIXILの商品にエコフルシャワーというものがありまし
て、これはシャワーヘッドの内部にある羽根車がシャワー
の穴を半分塞ぎながら高速回転して圧力を上げること
で、少ない水量でも勢いのある水を出すという機構に
なっています。この構造により、従来水量と比較して最大
48%の節水・省エネ効果を実現しています。また、節水と
いう目的だけでなく、水の当たる強さや粒の大きさを最
適になるように調整してシャワーの使い心地の良さを向
上することも重要になってきます。その設計検討をシミュ
レーションで行えればということで、Particleworksを
使用しました。

このシャワーヘッドの機構ですが、羽根車が水流により回
転し、流速に応じてその回転数が変化します。Particle-
works単体では水流に関係なく一定の回転速度を与える
だけになるため、回転数を予測する事が出来ません。
RecurDynと連成することで水流の勢いによって羽根
車の回転数を安定した回転数だけでなく、変化する様子
まで確認できました。流体挙動についてのシミュレーショ
ン結果は、実測値と比較して私たちの設けている基準内
に入っていましたので、概ね良好という判断となりまし
た。また、羽根車の回転数の推移ですが、最初に徐々に上
がっていき一度ピークを迎えた後に徐々に下がって最終
的に羽根車の回転数が安定するようになります。その推
移の状態についても測定値とシミュレーション結果で大体
整合性は取れておりました。さらに、シャワーヘッドの内
圧についても概ね一致したという結果になりました。粒の
大きさは、高速度カメラでシャワーから出た吐水を測定
し、これも計算値との差が基準内でしたので、総合的に見
てシャワーヘッドのシミュレーションとしてはいい結果が
出たと評価しております。

今回陽解法で精度良く解析が出来ていますが、それでも
計算時間が少々かかり過ぎるのでそれを高速化出来れば
ありがたいです。また、社内的には気液混合解析のニーズ
も多くありますので、今後はそのようなシミュレーション
まで出来るようになれば嬉しいです。

2つ目の事例は、キッチンシンクのごみの排出についての
シミュレーションです。使い易いキッチンを実現する要素
の１つとして、手入れが楽というのがあります。それを実
現するために、底面の汚れやゴミを流し易くし手際良く掃
除出来ることを目指しています。最近の弊社製品では、ナ
イアガラフロー方式という新形状を採用しています。これ
は、底面の傾きが左右の両端に行くほど大きくなり、水が
広がりにくく段差へ向かってスムーズに流れるため、シン
ク内のどこからでも効率よく排水が可能です。

実際どのくらいその形状が効果的かを流体解析で確認す
る事は、今後のシンク形状の設計において非常に重要にな
るため、今Particleworksで試しているところです。キッ
チンシンクについては、ゴミの流し方など非常に多くの想
定のもとに試験で評価をするのですが、シミュレーション
ではまずは等間隔に並べたゴミがどの程度流れやすいか
を再現しようとしています。今回紹介する解析では、擬似
的なゴミ（以下、擬似ゴミ）をいくつか等間隔に置いて、そ
れがどう流れるかを計算しています。吐水条件について
は、シャワーヘッドのようにRecurDynと連成させて細か
い設定を行うのではなく、Particleworksの機能で設定
してシャワー吐水を再現するようにしています。

この解析については、現在取り組み中ですので途中経過と
いうことでご紹介します。最初に行ったシミュレーションで

は、水の滑りが大きく、そのせいか水の流速も速いし濡れ
広がりも試験に比べると少ない、また擬似ゴミも不自然な
流れをしていることなどの問題点が見つかりました。その
ため簡易形状で試験を行い、その試験結果とシミュレー
ション結果を合わせこむ形で、パラメータを導出しました。
また、実際の現象では水膜が擬似ゴミとその辺の下に入り
込んで擬似ゴミが滑りやすくなるのですが、Particle-
worksの計算上では粒子が簡単に下に入りきりません。
これは粒子を小さくすれば解決するのですが、そうすると
計算負荷が高くなってしまいます。定常的にシミュレーショ
ンを行うには１日以上時間をかけられないので、計算負荷
を低減するようにある程度粒子を大きくしなければならな
いのですが、そうすると実現象と多少の相違は出てきてし
まいます。ですから摩擦力のパラメータを調整することで
近似的に再現出来ないかということで取り組んでいます。

その摩擦力の取り扱いについてですが、RecurDynで擬
似ゴミをポリゴンで設定する事によりパラメータを調整し
やすくなることがわかりましたので、現在RecurDynと
連成してシミュレーションすることにチャレンジしていま
す。その中でまずは水がかかる前は動かないようにしな
いといけないので、摩擦力と形状を工夫して動かないよ
うに設定しました。そして、動解析を行う上でのテクニック
として、摩擦力と遷移速度を調整しながら、合わせこみを
行っている最中です。そのような試行錯誤により、初回よ
りも水の濡れ拡がりと擬似ゴミの挙動は良くなり実際の
試験に比べても遜色はないように改善でき、従来シンクと
ナイアガラフロー方式の挙動の違いを確認する事が出来
るようになりました（図４参照）。このシミュレーションに
ついてはまだ最終結果までは辿りついておりませんが、
引き続き試行錯誤しながら頑張ってやっています。シミュ
レーションにおいて、散水板を考慮したシャワーのように
散水する状態を簡易的ではあるものの容易に再現できる
のは、Particleworksの大きなメリットだと感じました。
また、使用する上でのテクニックになりますが、モデルに
よっては表面張力を調整することで再現しやすくなるこ
とがわかりました。

最後にご要望や今後の期待などをお聞かせ下さい。

期待としては、液体の飛散や飛沫などの解析は、有限体積
法よりもParticleworksの方に強みがありますが、さら
に、GPU演算の性能向上などによって計算コストの低減
を図って欲しいです。マルチGPUにも期待しています。ま

た、機能としては、社内要望もありエアレーション機能を
更に充実させて頂けると嬉しいです。

今回のシンクの流れ解析において剛体摩擦を考慮した場
合については、ParticleworksだけでなくRecurDyn
と連成させることによって摩擦を反映させましたが、
Particleworksだけで剛体摩擦まで考慮できるように
なれば私たちにとってもさらにメリットがあると考えてい
ます。また、今回ご紹介した中でも、対応出来るもの対応
出来ないものがありましたが、Particleworksはまだ発
展途上ですし、RecurDynの弾性体とも連成出来るよう
になりましたので、これから一層活用の幅が拡がっていく
のではないかと感じています。ですので、プロメテックさ
んにもさらに技術検討をお願いしたいと思っております。
有限体積法で出来ない解析がParticleworksでは実現
出来るというのは非常に良いことだと思うので、ぜひ他
には真似のできない分野に力を入れて今後も開発を進め
ていっていただきたいです。

貴重なお話を聞かせていただき、誠にありがとうござい
ました。株式会社LIXIL様のより良い製品開発を今後も
引き続きご支援できればと思っております。
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