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In this paper, we discuss and develop an automatic parallel computing program generation for a 
numerical simulation language Problem Solving Environment (PSE) in partial differentia equation 
(PDE) based problem. Problem description information is the input for the PSE language system. The 
problem information includes PDEs, solving scheme for the PDEs, problem information comments, 
initial and boundary conditions, special mesh information, maximum worker etc. The PSE language is 
analyzed in the PSE language system and the intermediate language is generated for the problem. The 
intermediate language is then converted to the C language or so. The PSE language system consists of 
several modules, including the PSE language analysis modules, the intermediate language module, the 
simulation language generation module, domain decomposing module and the document generation 
module.  
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1． はじめに 
コンピュータ技術の発展により数値シミュレーション

解析は理論・実験に次ぐ解析手法として確立した.シミュ

レーション解析には解析のための専門知識だけではなく

コンピュータを扱う技術やプログラミング知識も必要と

される，その問題を解決するためELLPPACKをはじめ

DEQSOL/PSILAB，NCASなど様々な支援システムが開発

されてきた. 
近年ではプログラムはモジュール別に構築し再利用性

を高め，容易な機能の追加ができることが望ましく，様々

なプラットフォームで動作することが必要である.また

NCASシステムのようなホワイトボックス型にして処理

内容をユーザに提供することでより理解が増すと考えら

れる. 
本研究では以上を踏まえ新しいシミュレーション支援

環境の開発を行った.支援環境の概要図を図1に示す.この

支援環境では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）を用いた記述したイン

プットファイルを入力として指定されたプログラミング

言語で記述されたシミュレーションプログラムを出力す

ることを目的としている.各処理モジュールは独立性を持

たせ構築しXMLファイルによる入出力を行う.数式の変

形処理の様子や用いられた変数情報等はドキュメントフ

ァイルとしてユーザに提供する.2節でPSE言語，3節で支

援環境について述べる. 
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図１ 支援環境概念図 

 
2． PSE言語 
数値シミュレーション解析をするためには扱う変数名，

値をはじめ，ファイル情報，支配方程式，初期条件，境



界条件，領域分割，計算アルゴリズムなど多くの情報が

必要となる.本研究では過去に開発されているDEQSOLの
ような専用言語を用いて問題記述を行う.入力情報は図2
のようにFILE文，INIT文，INFO文，SOLVE文の４つの文

に分けて情報記述を行う. 
FILE文ではファイル情報，問題タイトル，生成される

シミュレーションプログラムに用いられるプログラミン

グ言語名を記述する.INIT文では次元数，従属変数名，定

数情報，計算領域について記述する.INFO文では初期条件，

境界条件，メッシュ情報，支配方程式，解法の記述をす

る.SOLVE文では計算アルゴリズムの指定及び制御につ

いて記述をする. 
支配方程式の記述はDEQSOLのように偏導関数記号

“∂/∂x”等を“DX( )”と簡潔に記述できる仕様とした.
またPSE言語を用いてインプットファイルを作成する際

には，必要な情報を埋めるだけのテンプレートを用いる

ことで記述量の削減ができる. 
 

＃PDE（FDM） //プログラム宣言

FILE ｛
//ファイル情報

｝

INIT ｛
//次元数，変数、定数、計算領域

｝

INFO ｛
//MESHや、初期条件情報、境界条件情報
//計算式、解法

｝

SOLVE ｛
//制御情報、結果出力情報，任意の手順設定

｝

 
図２ PSE 言語 

 
3． 数値シミュレーション支援環境 
（1）支援環境概要 

2節で述べたPSE言語を用いてインプットファイルを作

成した後，図１に示す支援環境にて指定されたプログラ

ミング言語で記述されたシミュレーションプログラムの

生成処理を行う.支援環境は図３に示すように言語解析モ

ジュール，離散化モジュール，中間言語モジュール，言

語変換モジュール，ドキュメント生成モジュールで構成

されており，言語変換を除く各モジュールの入出力には

XMLを用いている. 
（2）言語解析モジュール 
図４に示す言語解析モジュールではインプットファイ

ルの構文解析及びエラーチェックを行い，必要な情報を

ハッシュテーブルに一時的に保管する.テーブル内の情報

はタグ・属性を付加した入力情報ファイルとして出力さ

れる.数式に関する情報はMathMLフォーマットに変換さ

れて数式情報ファイルとして別途出力される. 
（3）離散化モジュール 
図５に離散化モジュールの概念図を示す.MathMLで記

述された数式情報ファイルは，インプットファイルに記

述された解法に従って離散化・式整理プログラムにより

複数回の工程を経て差分法による自動変形処理が行われ

る.各変形処理プログラムの入出力はMathML記述のXML
ファイルを用いた独立性の高いプログラムであり，新た

な変形処理プログラムを追加することも容易である. 
図５中の離散化定義ファイルは任意でユーザが作成す

ることができ，適用方法はインプットファイル中の

“Scheme文”で指定を行う.各処理過程は表示用MathML
ファイルとして出力され，後述するドキュメント生成モ

ジュールで用いられユーザへの情報提供をする. 
数式の離散化処理が終わるとMathMLはテキストフォ

ーマットへ変換され，離散化が適用された数式情報ファ

イルとして出力される.また離散化処理過程において新し

く発生した変数は，新定義変数ファイルとして別途出力

される. 
 

 
図３ 支援環境のモジュール構成 
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図４ 言語解析モジュール 
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図５ 離散化モジュール 
（4）中間言語モジュール 
本研究の目的の１つとして生成されるシミュレーショ

ンプログラムに用いられるプログラミング言語はユーザ

が選択できることがある.本研究では，シミュレーション

プログラム生成の前段に中間言語で記述したプログラム

を生成することで多様なプログラミング言語への変換支

援を行う. 
図６に中間言語モジュールの概念図を示す.言語解析モ

ジュール及び離散化モジュールから出力されたファイル

から中間言語で記述されたシミュレーションプログラ 
ムの原型を生成する.中間言語はC言語に近い仕様として 
おり，各オペレーションは関数化した. 
まず，中間言語ファイルに入力情報ファイル及び新定

義変数ファイルを参照して定数，未知変数，配列変数宣

言の書き出しを行う.その後，インプットファイル中の

“SOLVE文”で指定された計算アルゴリズムを参照して

各オペレーションを記述していく.この際，MAIN文と関

数部に分けて記述される. 
MAIN文では“CALL“宣言による関数の呼び出しのみ

を行い，各処理は関数内で行われる.関数部は一時的に

Functionファイルとして出力される.MAIN文の書き込み

が終了次第，内容別にソートしてMAIN文の後に付加する

ことで中間言語ファイルを完成させる. 
中間言語ファイルは次節で述べる言語変換モジュール

の開発を考慮して，適切なインデントや改行を挿入した

高可読性を持たせた. 
（5）言語変換モジュール 
言語解析モジュールでは，前節で生成された中間言語

ファイルを目的のプログラミング言語（C，Fortranなど）

に変換することで実際に計算に利用できるシミュレーシ

ョンプログラムの生成を行う.多くの言語変換モジュール

を配備することでユーザのニーズに対応できると考えら

れる. 
本研究ではC言語への変換モジュールを開発した.中間

言語で挿入された改行・インデントを利用して可読性の

高いシミュレーションプログラムへの変換を行う. 
（6）領域分割モジュール 
 領域分割モジュールでは、計算領域を複数の小領域に

分割し、各小領域にプロセッサを割り当てて並列に計算

を進める。隣同士の部分領域間をオーバーラップさせる

ため、各オーバーラップ領域を交換する必要がある。こ

こではＭＰＩライブラリを使用して、プロセッサ間では

そのオーバーラップ領域間の通信を行う。 
（7）ドキュメント生成モジュール 
開発した支援環境はホワイトボックス型の概念を取り

入れユーザへの情報提供を行うことも目的としている.ド
キュメント生成モジュールではシミュレーションに用い

たパラメータ，数式の変形情報や生成されたシミュレー

ションプログラムの構造を提供するドキュメントファイ

ルを生成する. 
図３に示すように各モジュールから出力されたファイ

ルを参照して図７のようなXHTML形式のドキュメント

を生成する .数式表現にMathMLを用いているため，

Internet ExplorerとMathPlayerを利用することでWebブラ

ウザから数式の変形の様子を閲覧できる. 
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;;Definition Part
SET u = 1.0

;;Global Variable
INT i

;;Array Variable
REAL F[IMax+1][JMax+1]

中間言語ファイルに
挿入  

 
図６ 中間言語モジュール 
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図７ 生成されるドキュメントファイル例 

 

 
図８ PSE 言語で記述したインプットファイル 

  

 
図９ 離散化モジュールの処理結果をまとめた XHTML

ファイル 



4． 適用例 
表１に示すパラメータを用いて2次元移流拡散問題の

シミュレーション解析を行った.適用例を行うにあたり，

利用するユーザ側にはOSにWindows2000 sp4，必要なソフ

トウェアとしてJRE1.6，IE6，MathPlayer2を用意した. 
  

表１ ２次元移流拡散問題に用いたパラメータ

偏微分方程式 2

2

2

2

y
F

x
F

y
Fu

x
Fu

t
F

配列変数

速度定数

初期条件

計算領域

境界条件

離散化条件

領域分割（メッシュ）設定

計算繰り返し数

F （定義位置：格子点上）

u = 1.0

F = 3.0 (20<=x<=30, 20<=y<=30)

0<= x<= 100[m], 0<= y<= 100[m]

各境界上でノイマン境界

時間微分項：前進差分，空間微分項：中心差分，
但し移流項は後退差分

計算領域を各軸等間隔に100分割

繰り返し数：1000，微小時間値Δt：0.1[s]
 

 
表1のパラメータをインプットファイルテンプレート

に記述したものが図８となる.図９は支援環境内の離散化

モジュールにて自動離散化・式整理処理がされた様子を

XHTML形式で出力されたものである. 
図１０には中間言語モジュールにて生成された中間言

語ファイルと言語変換モジュールにてC言語に変換した

ものを，図１１に生成されたドキュメントファイルを示

す. 
適用例で用いたテンプレートのライン数は51であり，

追加記述をして完成した図８インプットファイルは103
行となった.図１０中の中間言語ファイルのライン数は

177，C言語へ変換してシミュレーションプログラムとし

たものは190であり，インプットファイルと比較した場合

約1/2となった. 
 

 
図１０ 中間言語から C 言語への変換 

  

 
 図１１ 生成されたドキュメントファイル 
 
5． まとめ 
本研究では新たに開発したPSE言語を利用する数値シ

ミュレーション支援環境を開発した.PSE言語の利用によ

り容易な問題記述を行えた.中間言語ファイルを作成する

ことで多くの言語モジュールへの対応が可能である.また

離散化の様子を含むシミュレーションに関する情報はド

キュメントとしてユーザへ届けられる.各モジュールに独

立性を持たせ共通な入出力フォーマットとしたことで，

新たなモジュールの追加が容易にでき機能拡大に繋がる

と考えられる. 
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