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◆授業の主題／Topic 

数値流体力学(CFD)解析の基礎と CFDコードのプログラミング  

The theme of this course is, "The basics of computational fluid dynamics (CFD) analysis and 

programming of CFD codes." 

 

◆授業の目標／Objective 

CFD解析の基本的な手順、解析手法、条件設定等について学ぶ。さらに、2次元の単純な流れ場のCFDコード

をC言語によりプログラミングできるようになるための基礎知識を学ぶ。 

This course introduces the basic procedures, schemes and computational conditions of CFD analysis. 

It also introduces the fundamental knowledge of programming CFD codes for simple 2-dimensional 

flow fields using C-language. 

 

◆学生の学習目標／Achievements 

1. CFD解析の手順を習得する  

2. CFD解析で設定する基本的な手法・条件の内容を理解する  

3. CFD解析で適切な手法・条件を設定できるようなる  

4. 簡単な流れ場のCFDコードをC言語によりプログラミングできるようになる  

By the end of this course, students should be able to:  

1. Obtain basic knowledge about the procedure of CFD analysis.  

2. Understand fundamental schemes and computational conditions of CFD analysis.  

3. Set appropriate schemes and computational conditions for CFD analysis.  

4. program simple CFD codes using C-language. 
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◆授業の概要／Outline 

1 : CFD解析の手順  

2-5: 偏微分方程式の差分解法  

6-7: 簡単な流れ場のCFDコードのプログラミング 

8 : 期末テスト 

1 : Basic procedures of CFD analysis.  

2-5: Numerical solution of partial differential equations by finite difference method.  

6-7: Programming of CFD codes for simple fluid flow fields.  

8 : Final test. 

 

◆成績評価の方法／Grading Method 

次項の項目及び割合で総合評価し、次のとおり判定する。  

「Ｓ（達成度90％～100％）」、「Ａ（同80％～90％未満）」、  

「Ｂ（同70％～80％未満）」、「Ｃ（同60％～70％未満）」を合格とし、  

「不可（同60％未満）」を不合格とする。（標準評価方法） 

Standard rating method Grade will be decided holistically as below, based on the following terms/rates.  
S (Academic achievement 90％〜100％, A(over80%, less than90%), B (over 70％, less than80％), and 

C(over60％, less than70％) are indicators of passing, F (less than 60％) is an indicator of failure. [Standard 

rating method] 

 

◆成績割合／Grading Rate 

演習課題・宿題、ミニテスト、 試験結果によって総合的に評価する。  

なお、講義を 1/3以上欠席した者は、試験を受けられない。 

A grade calculation is based on mini-tests, homework, and final examination.  

Attendance to at least two-thirds of classes is required.  

For details, please attend orientation in the first class. 

 

 

◆テキスト・参考書・教材等／Teaching Materials 

ANSYS Fluent Tutorial Guide (Release 20.0), ANSYS, Inc.,2019 

 

◆その他履修上の注意事項や学習上の助言／Others 

なし  

None 

 

◆オフィスアワー等（学生からの質問への対応方法等）／Consultation Time 

質問は、メール（t-kono@se.kanazawa-u.ac.jp）で受け付けます。 

Questions can be accepted by e-mail (t-kono@se.kanazawa-u.ac.jp). 
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◆履修条件／Prerequisites 

なし  

None 

 

◆関連科目／Related Courses 

なし  

None 

 

◆カリキュラムの中の位置づけ（関連科目，履修条件等 ）／Relations with the Other Courses in the Curriculum 

なし  

None 

 

◆特記事項／Special note 

なし  

None 

 


