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We present a Problem Solving Environment (PSE) for software environment setup in scientific computing 
system．The PSE for software environment setup in scientific computing means that the construction of a 
new environment is supported by LiveCD by which can be started from CD. The starting method by 
LiveCD is simple and easy. Moreover, OS originally installed is not broken, because it starts from CD. 
The setup of the software environment, in which the scientific simulations can be easily done by starting 
from the CD, is supported by the PSE.   

Key Words : Problem Solving Environment，LiveCD，software environment setup 
 
 

1．はじめに 

数値シミュレーションは理論，実験に次ぐ第三の解析

手法として地位を確立し，多くの手法の発展及びコンピ

ュータ技術の向上による解析時間の短縮などにより成長

してきた．しかし，シミュレーションを行うためには手

法をコンピュータで利用するための知識，プログラミン

グ知識が必要であり，多くの労力を費やする．このよう

なシミュレーション解析において生じる負担の軽減を目

的とした研究分野としてProblem Solving Environment
（PSE）1)がある． 
近年，シミュレーション解析における問題を解決する

ためNCASを初めとし，ネットワーク環境へと発展させ

た分散型PSEシステムD-NCAS2)，新しく開発した偏微分

方程式問題向き数値シミュレーション言語（PSE言語）

などユーザに様々な高度な支援ができるようになった．

しかし，システムが高度になるにつれてソフトウェアの

導入が困難になる場合がある．これではシミュレーショ

ン解析において生じる負担の軽減させるために別の負担

が増えてしまうのではPSE本来の目的と矛盾してしまう

ことになる． 
また，新規サーバの導入等新しいOSなどの環境をコン

ピュータに構築するとき多くのソフトウェアなどをイン

ストールしようとすると多くの時間と労力がかかること

がある．さらに，数台から数十台と同じ環境をインスト

ールしようとするとより多くの負担がユーザにかかる． 
本研究では以上を踏まえ新しいOS等ソフトウェアの

インストール支援環境PSEの開発を行った．このソフト

ウェア環境開発支援ではインタフェースから使用目的に

必要なソフトウェアを選択してFedora3)をベースとした

LiveCD4)を作成することができる．このLiveCDの技術を

使い，ユーザにソフトウェア環境の構築を支援する．ソ

フトウェア環境開発支援システムの概念図を図1に示す． 
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図１ ソフトウェア環境開発支援システム 

 
２．ソフトウェア環境開発支援システム 

ソフトウェア環境開発支援システムに使う主要な技術

について述べる． 



 

２．１ LiveCD  

LiveCDとはCDから起動できるLinuxなどである．つま

りハードディスクを必要とせずにOSの起動ができる．

LiveCDのメリットはほとんどのコンピュータで起動で

きる．起動方法はCDを入れた状態で起動するだけなので

とても簡単である．つまりCDを持っていればどのコンピ

ュータでも自分の環境として使用することができる．ま

た，CDから起動するので一度作成すればウイルス等で

LiveCDのOSを書き換えるなどができなく安全である． 
しかし，それと同時に一度作成してしまうと環境を変

更すことはできない．さらに，自分の好みにあった環境

を作るにはある程度の知識が必要となる． 
２．２ キックスタート 
 キックスタート 5)とは Linux のインストール作業の大

部分(あるいは全て)を自動化することができるツールで

ある．主に自動化できる内容は以下などである． 
・ 言語 
・ ネットワーク 
・ キーボード 
・ Root のパスワード 
・ インストールするパッケージの選択 
２．３ Livecd-tools 

 Livecd-Tools はFedoraをベースとするLiveCD作成が簡

単に行うことができるツールである．LiveCDの作成には

キックスタートの設定ファイルを使う．また，CDだけで

なくUSB用も作成できる． 
 
３．LiveCD作成 

 CDを作成するには主に図2に示すインターフェイスか

ら自分の使用目的にあったパッケージを選びボタンを押

すだけである． 
３．１ CD作成の流れ 

CD作成の流れを図3に示す．まず，ユーザはインター

フェイスから使用目的にあったパッケージなどを選択す

る．そしてパッケージのインストールを行うが，まずロ

ーカルレポジトリからインストールを行う．これは，全

てのパッケージ等をネットワークでインストールするこ

とも可能だが約600MBのCDを作成するときパッケージ

のインストールからCDイメージ作成まで約4時間以上か

かった．これでは大変時間がかかるのでできるだけロー

カルレポジトリを使用し大幅に時間短縮を行うためであ

る．その結果全てローカルレポジトリにパッケージが存

在した場合は約1時間弱で作成でき大幅に時間短縮が行

えた．また，ローカルレポジトリにないパッケージはネ

ットワークからインストールすることができる． 
３．２ ネットワークの設定 

LiveCDはシャットダウンするたびに設定が起動した

状態にもどされてしまうため起動するたびにプロキシな

どのネットワーク系の設定を行うのは面倒である．そこ

でCDにプロキシなどの情報を持たせ，起動後には何も気

にせずネットワークが使えるようにした．プロキシ等の

入力画面と反映された様子を図4に示す． 
 

 
図２ CD作成インタフェース 
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図３ CD作成の流れ 

 

 

図４ ネットワーク設定 
 

３．３ データベース 

 3．1節で述べた通り，LiveCDを作成するのには時間が

かかる．そこで，まったく同じLiveCDを2個作成するな

どは時間の無駄になる．そこで，図5に示すようにまった

く同じLiveCD のイメージファイルがないかISOイメー

ジデータベースを探す．一致したらデータベースのイメ

ージファイルを使うように促す．一致しなければ新しく



 

作成する．また，データベースから過去のキックスター

トファイルを読み込んで自分の環境にあった変更を行い，

LiveCDを作成することも可能である． 
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図５ デーベースの概要 

 
 

４．使用例 

 LiveCDはCD起動後一時的にすぐに自分の環境として

使用できるものである．起動イメージを図6に示す．一時

的にするメリットとしては以下に示す． 
・ 権限のないパソコンでも自分の環境で使える 
・ 買ったばかりやふるいパソコンなどＯＳやハードデ

ィスクがなくてもすぐ自分の環境が構築できる 
・ もともと入っているＯＳの環境を壊すことはない 
・ ウイルス等によるＯＳが壊されることはない 
・ 計算シミュレーションやサーバに興味ない人が試し

に使ってもらい興味を持つかもしれない 
 

起動

 

図６ 一時的環境構築CD  
 

また，LiveCDとしてではなくハードディスクにインス

トールすることもできる．インストール作業はFedoraを
インストールするのと同じ作業でLiveCDの環境をイン

ストールできる． 
ソフトウェア環境開発支援システムで行える環境構

築の使用例を次に示す． 
４．１ 数値シミュレーションCD 

 このLiveCDはCD起動後すぐにNCASやPSE言語が使用

できるものである．起動イメージを図7に示す．また数値

シミュレーションCDを使用したときとそうでないとき

の比較を図8に示す．水色矢印はパソコンとシミュレーシ

ョンの知識がないユーザの行う作業になる．赤い矢印は

本研究のシステムが支援してくれる範囲になる．これに

よってユーザはプログラミングの知識がなくても，PSE
言語などを勉強すれば簡単に数値シミュレーションを行

える． 
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図７ 数値シミュレーションCD 
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図８ 数値シミュレーションCD比較 

 
４．２ サーバ構築CD 

 このLiveCDはCD起動後すぐにサーバとして使用でき

るものである．起動イメージを図9に示す．  
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図９ サーバ構築CD 
 

またサーバ構築CDを使用したときとそうでないとき

の比較を図10，さらに細かく比較したのを図11に示す．

こちらは，サーバを複数台導入しようとした場合の比較

になる．囲ってある部分がサーバ構築支援を使ったか使

ってないかの違いになる，サーバ支援CDを使用してない

場合はパソコン１台１台に同じ作業を繰り返さなければ

ならないが，使用した場合はCDからインストールするだ

けで同じ環境を作れるので台数が多くなればなるほど時

間の短縮になることがわかる． 
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図１０ サーバ構築CD比較 
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図１１ サーバ構築CDの詳細な比較 
 

５．評価 

PSE言語の組み込まれている数値シミュレーション

CDを使用したときとしてないときにかかる時間を比較

した．評価方法はネットワークに接続しているパソコン

から通常のLiveCDと数値シミュレーションCDをダウン

ロードし起動させ，パソコンで簡単な数値シミュレーシ

ョンを行い，結果を可視化するまでにかかる時間を計測

した．数値シミュレーションの各パラメータは表1に示す． 
 

表１ 移流拡散方程式のパラメータ 

 
 

今回使用した環境は以下の通りである。 
・ OS：Fedora8 KDE 
・ インストールパッケージ：gcc，java，gnuplot 

 

また，ユーザはFedoraのセットアップの知識，C言語と

PSE言語の知識があると前提する。評価結果を図12に示

す。 
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図１２ 数値シミュレーションCDの評価 
 

今回の結果では約50分程度しか違いが出なかったが

まったくセットアップやプログラミングの知識がないユ

ーザでの評価，またはサーバの複数台セットアップなど

の評価で評価時間の差が広がると考えられる． 
 

６．まとめ 

本研究では新たに開発したソフトウェア環境開発支

援システムを利用することで数値シミュレーション支援

環境を構築した LiveCD の利用により容易な数値シミュ

レーション支援行えた．また，サーバ導入時の負担を減

少することができた．さらに，もともとハードディスク

にインストールされた OS の環境を壊すことなく一時的

な利用もできるので，今までサーバや数値シミュレーシ

ョンに無関心だったユーザの獲得にもつながるのではな

いかと考えられる． 
 また，本研究のシステムはまだベースとなる基本的な

ことしかできないが，新たなモジュールの追加は用意に

行える．多くのモジュールを追加してくことで機能拡大

し，より細かな設定で多目的な環境の開発が行えると考

えられる． 
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計算領域を等間隔に100分割

繰り返し数：200，微小時間値Δt：0.1[s]


