
計算の高速化 

プログラミングやハードウエア経験を背景とした高速化 
数値解析やプログラムの高速化はゼロベースからの開発等様々な受

託業務をお承りしています。爆発・衝撃解析の最先端で培った経験とノ

ウハウを活かし、様々なお客様の「より早く、より正確に」を実現していま

す。分野は構造解析、流体解析、画像解析などに対応しております。 

また、c/c+＋ノFortranなど多くの言語に対応が可能で、 ハードウエ

ア設計を含めたシステム全体の高速化もご提案します。 

爆発・燃焼実験の受託サービス 

実験と数値解析の両方が必要な場合、「試験場はどうするのか」、「解

析はどのように進めたらいいのか」等、様々な問題が生じます。 

爆発研究所では、爆発・燃焼実験の①設計②装置製作③実験実施 

（計測）④数値解析までを承っております。予め解析の筋道を立て、危険

物試験場と連携することで、効率良く、爆発安全対策のための実験を企

画・実施できます。 

ヒアリング ● 打合せ ， お見積 ● 実験計画書作成 ． 実験実施 ● 解析と評価 

・ガス濃度分布の多点リアルタイム

計測 

・高速度力メラを用いた計測と解析 

・材料の破壊試験 

・爆発防護構造体の設計と性能検

証試験 

他実績多数 

FRI In' 無陣碩無鷹BLAST 別I   

動画出力 グラフ出力 

ERトGUlの操作画面 可視化イメージ 
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‘ 爆発コンサルテイング 

●ハードウェア販売、 
インストールサービス 

~ ●プログラムの並 iJイヒ 

I  (GPU、MPLOpenMP) 

女 --Hardware Sales,I Installation Services_rn_ ---------- 
二＝ーて『ニrdIdIIeIILdLIUII UI「 IU9IdIIIS 

ニンー (GPU, MPl, OpenMP) 

ニニ× 

ER! Inc. 
HPC Explosior 

System / Parallel Safety / Application 

●爆発・安全コンサルティング 

●爆発・高速現象の実験 

●CFD及びFEMの受託解析 

づ-- Explosion and Safeti Consulting 

乏 -乏  Explosion and Fast Phenomena 

eこ Experiments 

一ぐて～ -一ぐて～ CFD and FEM computations ー～ 

ゴ露師参糾 
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爆発・衝撃現象は、身近な事例もなく理解しづらいと思います。弊社で

は豊富な実験と数値解析の経験をもとに、爆発・衝撃の諸現象に対して、 

現象をどう理解し、どのような手法を用いて評価・対策を行うかのコンサ

ルティングサービスを提供しております。数値解析受託、数値計算ソル

バーの開発、実験の提案と実施、防護構造体の設計と検証、爆発事故対

策委員会の運営など、さまざまなニーズにお応えいたします。 

OpenFOAM/ERI-GUI 

ERトGUl は、OpenFOAM一般用ではなく 、貴社ご指定のソルバで、ご指定の入力変更箇所を簡単に変更、 

また、ポスト処理はご指定の出力フオーマツトを自動出力WindowsPC上で、 入力設定・ジョブ投入・画像動画

チェックが行えます。 

ERI-GUlの特徴 

’専用GUl上での簡単設定 

爆発などの専門知識は不要です。 

・見たい結果はすぐに画面表示

可視化ソフトなどの知識は不要です 

× ノ 

※CRUNCH CFD開発元米国 CRAFT Tech社 ※IMPETUS Afea Solve「は lMPETUS Afea社の製品です。 SEFLACSはGexCon社の製品です。 ※掲載されている事例はサンプルです。 ※詳しくはお問い合わせください。 

株式会社爆発研究所 .saIes@bakuhatsu.jp .http：ノノ bakuliatsu.加 団」 
本 社 51O1-OO21 東京都千代田区外神田6-15-4MVKビル3階 tel03-6803-2263 fax:03-6803-2264 

Explosion Research Institute Inc. 牛久支社 F300- 1233 茨城県牛久市栄町5-9-3 大西ビルD棟1階 tel029-846-5682 fax029-846-5683 



.saIes@bakuhatsu.jp [ http://bakuhatsu.jp  ~  -  
本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-15-4MVKビル3階 tel:03-6803-2263 fax:03-6803-2264 

牛久支社 〒300-1233 茨城県牛久市栄町5-9-3  大西ビル0棟1階  tel:029・846・5682 tax:029・846-5683 
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製品ノ爆風圧力計算システム 製品／可燃性ガス濃度計測システム サービス／基礎デ一タ計測 

爆風圧力計算システム 

爆発で発生する爆風圧力の数値シミュレ一ション

システム 

可燃性ガス濃度計測システム 

〇リアルタイムで可燃性ガスの濃度計測が可能 

センサ一の大きさ】約20mm中x50mmL 
（ガス種類によって異なる） 

〇野外実験で多数点の 血 

ガス濃度計測に最適 ‘~かこ一 

（可燃性ガス1種類と空 ’- 

I

気との混合気体に限る） カ
us-ol

計 

基礎デー夕計測 

数値計算に必要な基礎デ一タの取得サ一ビスを

提供しております。 

’夢竺鷺禦讐夢度 ＝ ~‘"1、m，‘日し，兼”‘己 '‘二業器纂こ‘膏ト浸 ll ．‘~ 蹴綴答鷺 tレ’',! ’粉じん爆発における燃焼運度
高速度力メラ

の計測 など 

ー OpenFOAM べ一ス（ライセンス料不要） 

一並列計算機にインスト一ル済み 

ー爆風圧力の時間変化プ口ット・3D動画などの出力 

一指定ポイントのピーク圧力・インパルスの出力 

ー初期導入講習などのサポ一ト付き 

一粒子飛散等の力スタマイズ 

ライセンス／FL AC S ライセンス・開発／ERI-Coupler ライセンス／IMPETUS Afea Solver 

FLACS 

*FLame 

欝龍S 

水素や可燃性ガスの燃焼爆発危険性解析のため

のソフトウエアです。可燃性ガスの漏洩と爆発、気

体放出、ガス爆発などの解析が行えます。 

*はノルウエ一のGexCon 

ACceleration 

工柵 
社が開発した、 

Simulator 

FLACS 

solver 

です。 

ERI 

LS-DYNA 

流体構造連成解析ッ―ル 

精度に解析）と~MPETUS 

ルバ）を双方向連成させるッ一ル 

ッ―ルの開発も対応可能です。 

-Coupler 
（可燃性ガスの燃焼を高 

、ABAQUSとの連成 

（大変形を扱う高次精度ソ・・二，~ 

Afea 

~ぐ 

― 
．~ ‘ 

’ ~ ’ 

A 
アです。GPU
た次世代FEM 

衝突・破壊・大変形解析ソiui 

IMPETUS 

ソ)レ（一です。 

衝突ー大変形を扱うことが出来る構造解析ソフトウエ 

を使用するなど、最先端の技術を駆使し 

( 

―  」 

ライセンス／FLACS -Fire ライセンス／CRUNCH CFD ライセンス／Cube-it 

Cube 

行うことが出来ます。 

高機能メッシュ生成ソフトウエア 

Cube-itは全自動へキサメッシングを目標として日々

進化し続ける、フル装備のメッシュ生成ッ一ルキットで

す。最大数億要素の大規模要素のメッシングも快適に 

-it PoweredbycUB汀 火災現象解析ソフトウエア 

瓜FLACS 
プ―ル火災、ジエット火炎などの火災現象をシミュレ―

ションすることが出来ます。既存のFLACS 
散機能に加えて幅射を評価することが可能です。 

一Fire 
の燃焼ノ拡 

高機能流体ソJWレ 

~~●●．．~I」 ~~~（9 
、“v'’、’I ~「v 
CRUNCH CFD・はマルチフイジック＝，ー一一」 一 
スシミュレ一ションのための流体ソル 議~ 
バ一です。 

主な適用範囲 
’超音速ゃ超臨界圧での燃焼 

・極低温流体のキャビテーション 
・液体の圧縮性を伴うフラッシング流 

’: 
叫 

主な適用範囲：ジエット火災、プ一ル火災 
新しい輪射モデル：2っのモデルが使用可能】 
"DTM（デフオルト、最も正確であるが計算が遅い） 
"6-Flux（計算が速く、煙濃度解析に有効） 

0使いやすいGUI 〇充実したモデリング機能
〇数億要素以上の大規模メッシュ生成も可能o 
"CFD用にもFEM用にも使用できます’' 

ライセンス／FLACS-DustEx ライセンス／FLACS-Risk ライセンス／EnSight . 

FLACS 

設計が可能です。 

粉塵爆発解析ソフトウエア 

命FLACS 
ウエアです。バイオマス貯蔵設備などにおける放爆 

-DustE 

一DustEx 
×は、 粉塵の爆発解析を行うソフト 

ができるFLACS 
-  Risk 

リスク評価のためのFLACS 

FLACS -Risk
FLACS , ') 

の追加モ ジュ一ルです。 

3 

追加モジュ―ル 

行っしと 

汎用ポストプ口セッサー コ ‘い × EnSight 
EnSightとは、 米国 Computational Engineering 
International, Inc,が開発した数値シミュレ一ション

の解析結果を効果的に可視化する汎用可視化ソフト

ウエア・ポストプ口セッサ一です。流体解析、構造解析、 

振動解析や練成解析等、様々なソルパ一のシミュレー 

ション結果を可視化できます。 

・リスクの3次元可視化 
・コストの削減（設計、 
CFD解析業務） 
・安全性評価手法の標準化 

・20リットル球形状試験体による実験データが使用可能 
・加圧された貯水槽からの粉塵拡散 
・乱流や爆風圧による粉塵の拡散 
・爆発被害軽減のためのシミュレ一ション 

ハ―ドウエアノSDi-6900 ' サービス／計算環境インスト―ル ハ―ドウエ乃ノSDX-2695v4 
＠並列計算環境構築 

- OSからジョプ管理、数値計算ライプラリ等、1式をセットアップ 

0Open-source Softwareのビルド 

ー OpenFOAM,LAMMPS,GROMACSなど各種科学技術計算 

ソフトウエアに対応可能 

ーインタ一ネットへの接続が無い/root権限が無いなど 

限定された環境でのセットアップご相談下さい 

ー mtdコンパイラノMPvMKLを使用したピルド 

Oインハウスコードの改修・高速化 

ー新しいOSノコンパイラで手持ちのコ一ドを動作させたい、 

ー手持ちのコードを高速化・大規模化したい など 

ODeep Learningッールキットのセットアップ 

省スペ一ス・静音 HPCクラス夕 SDX-2695v4 

ワークステーション1台分の容積 

で、CPU144コアのクラスタ構築も 

可能！(4node,CPU 36コアノnode構成時。 

4node以上の構成も可能。〕 

静音・高クロック PCクラスタ SDI-6900K 

大容量キャッシュ，広いメモリ

帯域幅でOpenFOAMなど 

MPl並列計算に好適 

Core i7 6900K CPU搭載（32CPUコアノ4node構成時） 
静粛なタワ一PCを便用 

構成 オフション 

CPU: 8コアノnodelCore i 7 6900X. 32GHz ×り -RAIDデイスク構築 
MEM: 1SGB-64GB/node -lOGigabit Ethernet 
SIZE: W285xH585xD520 mm/node 一数値計算アプリケーション 

(W1360 x H585 x 0520 mm/4n0d田 のセットアップ代行 

構成 オフション 

CPU:12-36コアノnode(Xeon E5-2600v4 -高速インタ一コネ 
cPu x2) ク  Hnfiniband 

豊貴農躍1畷mm /node」 農器菩載可 
畿麗％認詔器課器BE偏篇i搭載可静音醐I 

1ECRUNCH CFD開発元】米国 CRAFT Tech社 ※IMPETUS Mea SolverはlMPETUS Afea社の製品です。 iSFLACSはGexCon社の製品です。 tECube-itはM&T株式会社の登録商標です。CubitはSandia 

Corporation の トレードマークです。 iSEnSbht開発元】 米国 Computational Engineering International, Inc. ※掲載されている事例はサンプルです。※画像はイメージです。※詳しくはお問い合わせくださし、 

株式会社爆発研究所 
Explosion Research Institute Inc. 
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