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PENGUINITISの作り方
明日からできる！オープンCAE



PENGUINITIS
Webページで個人的なメモを公開しています。

http://penguinitis.g1.xrea.com



PENGUINITIS
OpenFOAMのメモが充実しています。



PENGUINITIS
本を書きました。



オープン CAE に関する 
情報共有や発信のありかた 



明日からできる！オープンCAE



Q1.子供のときに夢中になったこと？



Q2.なぜ今の仕事・分野を選んだ？



Q3.それは「したい」からするのか？



Q1.子供のときに夢中になったことは？ 

Q2.なぜ今の仕事・分野を選んだのか？ 

Q3.それは「しなければならない」からするのか「したい」からするのか？

質問



本日のメニュー

1.PENGUINITISへと至る道

2.PENGUINITISの作り方

3.オープンCAEへのお誘い

スタート
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PENGUINITISへと至る道



シミュレーション 
との出会い

1994年、カオス理論の本。



シミュレーションとの出会い

FOR I=1 TO 15 
X=LAMB*X*(1-X) 
PRINT X 
NEXT

ロジスティック写像

「ポケコン」でプログラム書いて遊んでた。 

（パソコン（PC-98）欲しかったけど）



シミュレーションとの出会い
ロジスティック写像

lamb = 2 lamb = 1 + √5 lamb = 4



シミュレーションとの出会い
ロジスティック写像（lamb = 4）

複雑に見えても規則がある。



シミュレーションとの出会い
ロジスティック写像:分岐図

カオス
1000回計算して最後の500点をプロット



Linuxとの出会い
大学生、UNIX/Linuxと出会う。（1999年） 

「無料のOS」という衝撃。 

Slackware 3.5。



パッケージが少なく、すべての内容を把握できる！ 

コマンド前提！ 

無料でプログラミングができる！

当時のLinux



日本語対応も手間がいる 

音を鳴らすだけでも大変 

TrueType フォントを使うのも努力が必要

当時のLinux



「当たり前」のことが 
当たり前にできていくのが楽しい



Webページの開設
立派なペンギン病（penguinitis） 

コミュニティにお返しがしたい！ 

とりあえずメモの公開（2002年）

http://web.archive.org/web/20021215232602/http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SantaClara/1183/



シミュレーションに出会った。 

パソコン初心者として、素朴な Linux を体験できた。 

Linux の成長を自身の成長とともに体験できた。

PENGUINITISへと至る道：まとめ
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PENGUINITISの作り方



大学で有限要素法を知る。 

固体力学研究室で勉強。 

構造解析をやっている会社に就職。（2004年）

有限要素法との出会い
お気に入り：Owen and Hintonの『Finite Elements in Plasticity』(1980) 

今ならこれか。



1年後、流体解析部署に異動



商用コードでなんとか仕事する。 

2006年、上司からOpenFOAMのことを知る。 

OpenFOAMは2004年にオープンソースとしてリリースされていた。

OpenFOAMとの出会い



OpenFOAMとは

solve (  
        fvm::ddt(T) 
      + fvm::div(phi, T) 
      - fvm::laplacian(DT, T) 
); 

商用コードFOAM→オープンソース化: OpenFOAM

FOAM: Field Operation And Manipulation 
場の操作で流体コードが書ける！？



OpenCFD 社が SGI に買収される（2011 年） 

OpenFOAM Foundation からの公開となる（2011 年） 

 今度は ESI に買収される（2012 年） 

 開発者の Henry Weller 氏が独立（2015 年） 

コードが Foundation 版と ESI 版の 2 つになる（2016 年）

その後のOpenFOAM



PENGUINITIS 
プロジェクト

名前を「PENGUINITIS」に（2003年？）

http://web.archive.org/web/20040115042519/http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SantaClara/1183/



Wikipedia (https://ja.wikipedia.org/wiki/タックス)

リーナス・トーバルズ氏 
「ペンギンにちょっと噛まれてから 

ペンギン病 (PENGUINITIS) にかかった」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9


シミュレーションを通じて若い人に科学や数学、プログラミングに興味を持たせたい。 

その活動を通じて若い人を興奮させたいし、自分もしたい。

PENGUINITISプロジェクト (2004年)

カオス理論との出会いが原体験

裏の目的：ペンギン病患者を増やしたい…。



OpenFOAMの勉強
当時の情報源『ジロ・デ・解析屋』 さん 

当時はさっぱりわからない！ 

しょうがないので自力でがんばる。

http://giropenfoam.web.fc2.com/index.html



OpenFOAMの勉強
2003～2006年当時のインターネットメモ市場（？）

理論寄り

システム寄り

Linux 
プログラミング

Windows 
Excel/VBA

物理学/力学 

数学/統計学
CAE 

(ホワイトスペース)

オープンソースCAEネタは狙い目なんじゃね？（下心）



とりあえずOpenFOAMのインストールメモから始めた。 

当時（OpenFOAM 1.3あたり）はコンパイル自体が大変だった。 

小さなことから始めるのがコツ。あとで整理すればよい。

OpenFOAMの勉強



強烈な動機
・2010年頃、OpenFOAMの実用を考え始める。 

- 某商用ベンダーの毎年の値上げ攻勢 

- 「10年前のスパコンが1000万円で買えるよ」（加藤先生） 

※「オープンCAEシンポジウム2010」で発表 
・翌年クラスタ導入。

動機：「怒り」



2012年、東京に転勤



関東：田辺さん「言い出しっぺの法則」 

関西：謎の集会 

岐阜：おじさんの集まり（落ち着く） 

富山：鱒の寿し

オープンCAE勉強会のおもひで



2013年：飽きた！
第20回オープンCAE勉強会（岐阜） 

怒りや義務感ではもたない



当初案は完璧すぎて誰も書けず。お鉢が回ってきた。 

色々あったが出版。 

「索引以外は完璧」とコメント、のちに自分で書き直す羽目に（言い出しっぺの法則）。

本の執筆（2013～2016年）



Zoom、Slack、GitLabを活用し、問題なく済んだ。（テクノロジー万歳！？） 

普段の仕事より効率的に作業できた！（なぜ…？） 

人はせいぜい3～4名がよい。

本の執筆（2020年第2版）



味方として厳しく向き合う 

徹底的に議論する 

目的を腹の底から共有する  

みんなが当事者になる 

お互いに役割を確認し合う

本の執筆（2020年第2版）
チームワークの質を高める条件（柴田昌治『なぜ社員はやる気をなくしているのか』） 

たぶん適切なテクノロジーと人数がある



現在の記事数767 
= 20年、1週間に1記事



一度に見たら驚くが、瞬間的にはちまちま。 

書くのが好きなだけ。必要なものを書いただけ。 

理解が深まるよ！書こう！

たいしたことなのか？



流体解析に出会った。 

OpenFOAM初心者として、素朴な OpenFOAMを体験できた。 

OpenFOAMの成長を自身の成長とともに体験できた。

PENGUINITISの作り方：まとめ

Linuxの場合とパターンが同じ。成長と進歩が必要？



OpenFOAMどころか、流体解析をやることもまったくの想定外。 

世にいう「キャリアデザイン」に何の意味が？

キャリアパスを予測できたか？

とりあえずやれることやっとけ。



好奇心を持つ 

粘り強さを発揮する 

柔軟性を発揮する 

楽観性を持つ 

チャレンジする

計画的偶発性理論
キャリアの多くは偶然に決まるとみて、以下の行動指針に従う。

予期せぬチャンスをつかめるよう行動せよ！

クランボルツ：プランド・ハプンスタンス理論/ハプンスタンス学習理論
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オープンCAEへのお誘い



使う：使わないと始まらない 

情報共有する：メモを公開する、勉強会に参加する（開催する） 

コードを書く

オープンソースへの貢献の仕方

プログラムが書けなくてもできることはある！



『それがぼくには楽しかったから』

リーナス・トーバルズ氏 
「そう、抵抗したっていいけど、人生
の究極のゴールは楽しむことだよ。」



個人の場合は「自己実現」（ドラッカー、マズロー）がベース。 

情熱が先で、称賛はその結果である。 

人気者になることを動機にしてはいけない。

オープンソースに関わる動機
『フリー』、『リナックスの革命』



自律性 

熟達（卓越性） 

目的

モチベーション理論
ダニエル・ピンク『モチベーション3.0』（デシ・ライアンの自己決定理論ベース）

「アクセス数を増やしたい」「チャンネル登録数を増やしたい」「バズりたい」 
こういうことを目標にしてはいけない。

自分の好み、成長、満足に焦点を当てること。



「20年間1週間に1記事？できるか！」 
→おっしゃるとおりです。



BJ.フォッグ『習慣超大全』

「クジラを食べるには、 
一度にひと口ずつ」



行動は「モチベーション」「能力」「きっかけ」によって起こる（フォッグ行動モデル）。 

モチベーションは当てにならない！（クリエイティブな人ほど当てにしていない） 

「きっかけ」「能力」「モチベーション」の順番で検討する。

習慣
BJ.フォッグ『習慣超大全』

ある行為の目的や意義を説くより、目につくようにする、始められやすいようにする。

時間がない！？大丈夫！他の（いらない）習慣と置き換えればよいだけ！



「自分には無理」？



固定マインドセット 

成長マインドセット

マインドセット
キャロル・ドゥエック『マインドセット「やればできる!」の研究』 

成長マインドセットこそ理にかなっている。 
簡単ではないにしても、「できる」と思って頑張れば「できる」と考える。

卵が先か、鶏が先か？ 
ひよこから始めるのです！



頑張ってはダメ。 

計画を立ててはダメ。 

努めて小さな成果でとどめておく。

継続のコツ



公認か、匿名か？ 

副業、第二の人生議論の活発化で、企業の態度が変化するか？ 

AIブームでオープンソースに対する企業の態度が変化するか？

仕事との折り合い

AIは企業の隠蔽傾向より、個人・学者・企業の公開傾向のほうがまだ大きい。 

オープンCAEについてはどうなるか？ 
みなさん次第です！



まとめ：PENGUINITISのモチベーション

結論：「他人の役に立とうなどとは考えていない」

「啓発された利己主義こそ、人間のもっとも強い力」（『フリー』）



Q1.子供のときに夢中になったことは？ 

Q2.なぜ今の仕事・分野を選んだのか？ 

Q3.それは「しなければならない」からするのか「したい」からするのか？

最初の質問



Q4.人生があと半年しかないなら？



Q1.子供のときに夢中になったことは？ 

Q2.なぜ今の仕事・分野を選んだのか？ 

Q3.それは「しなければならない」からするのか「したい」からするのか？

最初の質問+1

Q4.人生があと半年しかないとしたら？ 
今やっていることをやり続けるだろうか？

生きることに手を抜いている暇はあるのか？ 
やりたくないことをやめる勇気も必要なのでは？



おわりに
好きなことをして、生きてください。  

好奇心を持って、心を開いて、何でも学ぶつもりで、行動すること! 

「仕事のとほうもなさと人間の弱さを考えたなら、人は何もできない。 
したがって、まず行動し、自分のやることだけを考えるべきだ。」 

（アラン『幸福論』）

みんなで頑張りましょう。


