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構造物の究極的な力学表現を追求することには
形状最適設計を行うべき

•

自動車・機械装置などの部品設計において、諸力学特性（剛性、振動、座屈な
ど）を満たしつつ経済性の優れた設計を効率的に行うための形状最適設計技
術が求められている。形状最適設計では、コンピュータ支援設計（CAD）ベー

E
A
C

ス手法やベーシスベクトル法などの数理計画法に基づくベクトル空間の離
散系形状最適設計手法と理論的に導出した形状感度を利用して変分法に基

•

受賞
■
■

かさの保持、パラメータ非依存性、大規模設計変数の感度計算が効率的、と
■

学表現を追求するための分布系形状最適設計手法の研究開発を行っている。
研究内容

ナノ構造・複合構造の
形状最適設計に関する研究
Facul t y of Pr od u ct io n S ystems E ngi neering an d S cien ces Dep artmen t of P rod uc ti on Sys te ms En g inee rin g and Sc ienc es

16

■

■

トのナノ電子機械システムへの応用を目的に、マルチスケール力学手法、有
限要素法、勾配法、Phase-Field-Crystal 手法、及び分子動力学法を連続的に
組み合わせた形状・構造最適設計手法を開発し、格子欠陥の導入によりグラ
■

象嵌構造、
サンドイッチ構造（図 2）のような異種材料複合構造体を対象に、構
造設計における重要なファクターである剛性問題、熱変位制御問題、振動問
題、
及び周波数応答問題に対する分布系形状最適設計手法を開発する。

Review on carbon nanomaterials-based nano-mass
and nano-force sensors by theoretical analysis
of vibration behavior, Jin-Xing Shi, Xiao-Wen Lei,
Toshiaki Natsuki, Sensors, 21, 1907, 2021
CFRP 板・シェル構造の固有振動問題に対するフリー

フォルム最適設計，史金星，下田昌利，酒井忍，日本機械
学会論文集，86，891，2020

ナノ構造において、構造材料中最も強靭な材料と言われるグラフェンシー

フェンシートの 3 次元曲面形状創生を可能にした（図 1）。
複合構造において、

豊田奨学基金 研究奨励賞（2017年3月）
日本材料学会 支部奨学賞（2013年4月）

論文
■

づく分布系形状最適設計手法の二つがある。後者は前者により、形状の滑ら
いった有益な特徴を有する。ナノ構造・複合構造などの構造体の究極的な力

数値シミュレーションに基づく機械部品の力学特性（強
度、振動、座屈など）の評価
機械部品の形状最適設計

■

■

Non-parametric shape design optimization of
elastic-plastic shear panel dampers under cyclic
loading, Jin-Xing Shi, Syo Kozono, et al., Engineering
Structures, 189, 48-61, 2019
A consistent methodology for optimal shape design
of graphene sheets to maximize their fundamental
frequencies considering topological defects, Jin-Xing
Shi, Keiichiro Ohmura, Masatoshi Shimoda, Xiao-Wen
Lei, Journal of the Mechanics and Physics of Solids,
116, 117-137, 2018
Design optimization of cabl e-membrane structures
for form-finding and stiffness maximization, JinXing Shi, Zhiqiang Wu, Sunao Tsukimoto, Masatoshi
Shimoda, Composite Structures, 192, 528-536, 2018
欠陥導入によるナノ炭素材料の構造最適設計法，史金星，
大村渓一朗，下田昌利，日本機械学会論文集，83，853，

2017
Fundamental frequency maximization of orthotropic
shells using a free-form optimization method, JinXing Shi, Tomohiro Nagano, Masatoshi Shimoda.
Composite Structures, 170, 135-145, 2017

書籍等出版物
■

Shape and Structural Design Optimization of
Graphene Sheets in Natural Vibration Problem. JinXing Shi, Keiichiro Ohmura, Masatoshi Shimoda.
In: A. Schumacher, T. Vietor, S. Fiebig, K.U.
Bletzinger, K. Maute (eds) Advances in Structural and
Multidisciplinary Optimization. Springer 2018

競争的資金等の研究課題
■

■

図 1. グラフェンシートの形状最適設計例（上）
図 2. サンドイッチ構造の 形状最適設計例（下）

欠陥を有するナノ炭素材料の構造最適化に関する理論的
研究 日本学術振興会 科学研究費補助金（2015-2016年度）
振動制御のための初期応力を有するバイメタルからなる
自動車部品における新たな形状最適設計手法の創生 公益
財団法人 スズキ財団 令和2年度 一般科学技術研究助
成金 （2021年度）

