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第 11 回 PSE ワークショップ 2008 開催にあたって 
 

 皆様のご支援とご協力のもと，今年度も PSE（Problem Solving Environment (問題

解決環境)）ワークショップを開催することができました．感謝申し上げます．今年は，

1 件の招待講演，16 件の一般発表があり．活発な議論が期待されます．PSE 研究の内

容も，第 1 回 PSE ワークショップ開催当初から比べ幅が広がり，シミュレーション支

援環境としての PSE から，Grid コンピューティング，教育支援，協調環境などを含め

て，広がりを見せてきました． 
 

PSE ワークショップは昨年に第 10 回を迎え、今年は第 11 回ということで第２ラウ

ンドに入ることになります。この間に長年にわたって会をリードして来られた.（元）

金沢大学教授 田子精男先生が退官され、メンバの顔ぶれも変って参りましたが、一方

でこの会を通じて学位をとられた若手メンバが学会や産業界で着実に活躍を始めてお

ります。その節目にあたり、今回は改めて田子先生を招待講演者としてお招きして日頃

のお考えを伺うことにしました。 
 
コンピューティング科学には，コンピュータのパワーとアルゴリズムのパワー，さら

にプログラミングのパワーのバランスが必要です．ご存知のようにコンピュータパワー

の進展はとどまるところを知らず、最近ではペタフロップスの性能も視野の中に入って

きました。このような時代にあって第２、第３のパワーを担う PSE の役割を改めて問

い直すこともこの会の重要な役割と考えます。今回はそのための企画を組むことは出来

ませんでしたが、次回以降に是非考えていただきたい事柄です。 
 
最後に，事務局として活動してくださった宇都宮大学川田研究室の坂本祐介君，開催

のお手伝いをいただいた梅谷研究室の皆さんに感謝します． 
 

平成 20 年 9 月 1 日 
梅谷征雄 静岡大学 情報学部 
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The 11th PSE Workshop’08 
 

計算機実験、シミュレーションと自然系の計算の問題解決

環境：ハイウェイとバイウェイ 
 

HIGHWAYS AND BIWAYS FOR COMPUTATIONS: WHEN, WHERE, WHO, WHAT, WHY AND HOW 
 

 
田子精男 

Yoshio Tago 
 

〒247-0022 神奈川県横浜市栄区庄戸4-11-16，y.tago1@gmail.com 
 

Three approaches to computing are reviewed. Computer experiments such as molecular dynamics (MD) 
and Monte Carlo (MC) methods for classical fluids, Fermi-Pasta-Ulam (FPU) calculation for nonlinear 
oscillators, and Korteweg-de Vries(KdV) equation for propagation of small – but - finite amplitude long 
waves have been performed. Owing to remarkable success of these computer experiments, simulations 
are one of the most powerful tools not only in science and engineering, but also in manufacturing, with 
advent of high-speed and large-scale memory computer. Differences of computer experiments and 
simulations are mentioned from the viewpoint of 5 W (when, where, who, what, and why) and 1 H (how). 
It has been shown why problem solving environment (PSE) plays an important role in user interface, 
software architecture and libraries, knowledge base, and infrastructure technologies for simulations. 
Computations based on differential equations have failed to describe phenomena from natural systems 
and social systems called complex system. New paradigm such as cellular automata is expected to be 
potentially much close to computation in many natural systems. The PSE for the new paradigm is 
discussed.  
Key Words : Computer Experiment, Simulation, 5 W and 1 H, Cellular Automata 

 

1．はじめに 

まだコンピュータが誕生していない20世紀前半におけ

る計算への認識は” The underlying physical laws necessary 
for the mathematical theory of a large part of physics and the 
whole of chemistry are thus completely known, and the 
difficulty is only that the exact application of these laws leads 
to equation much too complicated to be soluble.” であった1)．

コンピュータが誕生した後の20世紀半ばには、”The 
calculation may be hard, but we know where to start.”と変化

した2)．しかし、20世紀半ばのこの認識でさえ、コンピュ

ータより紙と鉛筆での理論計算を意識したものであった． 
 
高速処理を可能とし、大容量のメモリをもったコンピュ

ータの出現によって、この事情はどう変化したのだろう

か？計算は calculation から computation へと変化した．研

究開発や製造のどのタイミングで (when)、計算のどの部

分から (where)、誰が (who)、どんなアプリケーション(問
題)を (what)、どのような理由から (why)，どんな方法で 
(how)計算するか求められるようになった．これが Problem 
Solving Environment (PSE) の誕生の端緒となったといえ

る．したがって、PSE はユーザ・インターフェイス、ソフ

トウェア・アーキテクチャやライブラリ、知識ベース、イ

ンフラストラクチャの四つを要素として備えている． 
 
この論文の目的は、計算機実験、シミュレーションから

自然系の計算方法として期待されている複雑系の計算ま

でを 5 W と 1 H の観点から概観して、それぞれの PSE を

比較するとともに、PSE の実態を議論することである．第

2 章は、コンピュータの誕生直後に行われた計算機実験の

結果を詳細に再現する．さらに計算機実験の 5 W, 1 H を述

べる．計算機実験とシミュレーションの違いを 5 W, 1 H の

観点から第 3 章で述べる．第 4 章では、微分方程式で記述

できない自然現象を潜在的に記述する可能性があるとい

われている Cellular Automata にもとづいて新しいパラダ

イムの PSE を考える．最後の第 5 章でまとめをおこなう． 
 

２．計算機実験 

物理現象の時間発展は、その現象を記述する物理の基礎

方程式（一般に微分方程式）を数値的に解くことによって

求めことができる．これらは、誕生直後でコンピュータの

使用が限定されていた状況のもとで行われた振動や散逸

媒質を伝播する波の非線形問題、そして分子運動の多体問

1



 

題である．多体問題は多重積分でも同様に計算できて、確

率論を適用する Monte Carlo 計算も行われた．これらのプ

ログラムを Excel VBA で作成し、実行して、往時を偲ん

で PSE の歩みへの第一ステップを考えてみた． 
２．１ 非線形振動 
弦に線形力のみが作用している場合は時間が経過して

も弦はいつまでもそのままの振動のモード（基準振動）を

示し、エネルギーは散逸してある一定値に収束する．力が

変位の 2 乗などで表される非線形力の場合は、解析的に解

けず、摂動論などの線形力のズレから物理的に考察してい

た． 
 

Fermi, Pasta, Ulam (FPU)は、非線形力のもとでそれらの

様子がどうなるのか興味をもち、1 次元系の計算機実験に

取り組んだ。1956 年に発表された Fermi たちの有名な研

究は、非線形力のシステムの力学的計算をはじめておこな

ったものである 3)．これは、FPU 問題と呼ばれている．弦

を有限個の粒子から構成したモデルと考え、これらの粒子

は互いに力で結びついている．彼らは、この力として互い

の距離に比例するフックの法則に従う線形力に加えて、小

さな非線形力を考えた．式(1)にそのシステムのハミルト

ニアン H を示した．1952 年に Los Alamos 研究所で完成し

た MANIAC (Mathematical Analyzer, Numerical Integrator 
And Computer) を使用して1次元粒子系の計算機実験を行

った．この計算結果は図 1 に見られるように、予想を覆す

もので、時間が経過すると、低いモード間でエネルギーの

やり取りがあって、そのやり取りを数百回繰り返した後に

数％の誤差で低いモードの最初のエネルギーが生じるエ

ネルギーの再帰現象が観察された．ここでは示さないが低

いモードの振動の波形が再帰することも発見した．式(1)
で、xi と pi はそれぞれ i 番目の粒子の座標と運動量α=1、
σ=3 である． 
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図１ FPU 問題のエネルギー再帰現象 
 

FPU 問題に刺激されて、Princenston の Kruskal と Bell
研究所の Zabusky4)が、連続的媒質に対する Korteweg-de 
Vries (KdV) 方程式 5)の解が FPU 問題と密接に関係して

いることを示した．この方程式は、u をパルスの振幅、

をパラメータ、x を空間座標、t を時間座標とすると、式 
(2) のように書くことができる 4)． 
 
                       (2) 
 
この式は、パルスの時間変化は、パルスの空間勾配とパル

スの積とパルスの時間の 3 回微分であらわされることを

示している。
2 =0.022（小さい波長のオーダ）の場合に、

方程式(2)を数値的に解くと、図 2 に示したように非線形

の散逸媒質を伝播する”Solitary – wave Pulse”、すなわちい

つまでもその形状や速度を維持する孤立波（Solitons）を

観察することができた．KdV 方程式は、もとは運河など

浅い海で観測される盛上った水を記述する方程式である． 
 

 
図 2 KdV 方程式の解：波の発生順序：No. 1 が一番最近

に発生した波で、No. 8 が一番古い波．左端の点と右端の

点が連続的に結ばれる。波は右方向へ移動している． 
 
２．２ 多体問題 

2 粒子間の相互作用ポテンシャル )(r が Lennard-Jones 

タイプである 864 個の粒子を立方体に格納して、周期境界

条件のもと式(3)の連立Newton運動方程式を数値的に解く．

このようにして得た 2 体分布関数 g(r) の結果を図 3 に示

す．この g(r) は多体問題の理論で中心的役割を果たす重

要な物理量である． 
 
 
                       (3) 
 
ここで、fi、mi、 ri はそれぞれ i 番目の粒子の力（ベクタ

ー）、質量、位置ベクターである． この方法は、分子動力

学法 6)と呼ばれて、現在、材料の研究開発でもっとも重要

な技法のひとつとなっている． 
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図 3 分子動力学 g(r):粒子数=864, 換算密度=0.75, 

温度=118.9K．3 万タイムステップ． 
 
 一方、この g(r) は式(4)の空間多重積分からも計算する

ことができる．Metropolis 達 7)は Monte Carlo 法を用いてこ

の多重積分をおこなった．その結果を図 4 に示す． 
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Ωは積分領域を、k は Boltzmann 定数を表す． 
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 図 4 モンテカルロ g(r):粒子数=864, 換算密度=0.75, 
温度=116.0K．60 サイクル． 

 
２．３ 計算機実験の 5W と 1H 
 計算機実験は、物理現象の本質をあらわしている簡単な

物理モデルを用いて、基礎方程式を空間と時間で離散化す

る以外は近似をおこなわず、そのモデルの正確な解を得よ

うとする計算である．当然、計算機実験のユーザは、物理

学者であった．しかし、当時プログラム言語は機械語しか

なく、プログラミングは専門のプログラマーに頼っていた．

くわえて、数値計算ライブラリが整備されておらず、数値

計算をユーザ自身で工夫する必要があった．計算機実験が

出現する以前は、理論の妥当性は実験結果と比較するしか

方法がなかった．しかし、理論結果が実験結果とよく一致

しているからといって、かならずしもこの理論が良いとは

いえない場合がある．理論計算のモデルが低い見積りを与

え、理論が高い見積りを与える場合には互いにキャンセル

して実験結果と一致する場合もあるからである．一方、計

算機実験の結果は同一モデルで計算した理論結果と比較

して、理論のチェックをおこなうのにふさわしいといえる．

計算機実験では実験結果との比較を意義あるものとする

ために、物理モデルでパラメータの数を出来るだけ少なく

し、曖昧性があるパラメータは含めない．計算機実験結果

と実験結果両者の比較は、計算機実験で用いた物理モデル

の厳密な比較であるといえる． 
 
 多体問題の g(r )は、X 線解析によって測定した構造因子

を逆 Fourier 変換して求めた実験の g(r) と比較することが

できる．しかし、g(r) から計算した圧力の方がきちんとし

た誤差評価をおこなっているので、ここでは g(r) よりも

圧力の比較をおこなった．Verlet8)は、Lennard-Jones ポテン

シャルの g(r) から計算した MD 結果をいくつの理論計算

結果や、Ar の実験結果と比較している（表Ⅰ）． 
 

  表Ⅰ．換算温度=1.35 における圧力 

換算

密度 
MD PY Pade Virial 実験値 

0.2   0.51 0.506 0.505 0.527 
0.3   0.396 0.377 0.374 0.404 

0.35 0.32±0.01 0.376 0.35 0.343 0.368 
0.4 0.29±0.01 0.386 0.351 0.338 0.349 

0.45 0.30±0.01 0.434 0.382 0.359 0.353 
0.5 0.33±0.01 0.532 0.446 0.406 0.388 

0.55 0.42±0.01 0.692 0.545 0.481 0.471 
0.65 0.82±0.03 1.256 0.86 0.709 0.863 

備考 PY: Percus-Yevick 理論、   

 Virial：ビリアル級数の第 5 項までの和、 

 Pade：ビリアル級数の有理関数、  
 実験値：Argon    

 

３．シミュレーション 

 計算機実験の数々の成功に刺激されて、産業界では研究

開発の迅速化、製造過程でのコスト削減と時間短縮そして

製品や技術の品質と安全性向上のため、計算機実験の利用

が検討されはじめた．この結果、計算機実験は、産業界で

は複雑な形状を対象とし、おもにリアル世界の時間・空間

スケールで計算するシミュレーションへと変化した． 
 
シミュレーションは、研究開発や数多くの製造過程の現場

で研究者や技術者によって、構造解析、熱流体解析、電磁

場解析、材料設計などのために、最新のコンピュータシス

テムや導入したパッケージを用いて実施されている．シミ

ュレーションでは大規模で複雑な形状をした物体が計算

のモデルで、これをコンピュータに入力する．結果的に、

このモデル作成に膨大な労力が必要であった．このため、

モデル作成のためのデータハンドリング、モデルの表示な

どの PSE のユーザ・インターフェイスの研究が不可欠と

なった．シミュレーションの微分方程式は、物理学のいく 
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表Ⅱ．計算機実験とシミュレーションの比較 

5W & 

1H 
中項目 計算機実験 

シミュレーショ

ン 

When   研究で 

研究開発／

生産過程で頻

繁に 

Where Computer 
単一コンピ

ュータ 

複数コンピュ

ータの分散処

理（データハ

ンドリング、計

算、可視化） 

  
数学モデ

ル 

計算対象の

数学／物理

の基礎微分

方程式の離

散化 

計算対象の

工学近似をし

た微分方程式

の離散化 

Who   

研究者(プロ

グラマの援

助のもと） 

企業人(分業：

モデリング、

高速処理、可

視化） 

What 計算対象 

数学／物理

／化学(非

線形現象、

多体問題） 

構造解析、熱

流体解析、電

磁場解析、材

料設計 

  スケール 
原子／分子

レベル 

現実のスケー

ル 

Why   

現象の発見

／予測／説

明／解釈 

研究開発のス

ピードアップ、

生産コスト削

減／期間短

縮、製品や技

術の品質向

上 

How モデル 

パラメータ

数が少ない

物理モデル 

出来るだけ多

いパラメータ

数を持つ工学

モデル 

  Software 
自作プログ

ラム 

パッケージを

活用、品質保

証が重要 

 
つかの基礎方程式そのものよりも、むしろそれらに工学的

な近似を施した支配方程式である．この支配方程式の数値

計算を精度よく計算するために、多くの数値計算法が確立

した．この支配方程式の計算には膨大な計算時間がかかり、

ベクター処理や並列処理の超高速化処理が普及した．膨大

な量の数字の羅列である計算結果を適切に効率よく評価

するため、可視化が重要となった（表Ⅱ）．モデリング、

支配方程式、可視化むけにソフトウェア・パッケージやコ

ンピュータシステムが相当数提供されている． 

 

４．新しいパラダイム 

 計算機実験やシミュレーションは、数多くの成功をもた

らしたが、万能ではなかった．自然システムには、微分方

程式で記述できないものがある．以前、われわれは MD
と構造解析とを連成させて亀裂の説明／解釈にトライし

た．しかし、ミクロな世界とマクロな世界を繋ぐ手法が確

立できず、また膨大な計算時間がかかり、断念した経緯が

ある．Cellular Automata(CA)は、空間に配列しているセル

の状態が、まわりのセルの状態に一定の論理規則をあては

めることによって、次の状態へ同時に自動的に変化し、こ

れが無限に繰り返される数学モデルである．従来の決定論

的方法から見るとパラダイム・シフトである．CA は発表
9)されて以来、metaphor（暗喩）以外の何ものでないとい

われていた一方で、一部の人々は微分方程式ではうまく記

述できない自然システムや社会システムなどの複雑系を

記述できる潜在的ポテンシャルを持っていると考えてき

た．付録 A に示すように、Wolfram は一次元系で自分自身

および隣接した二つのセル(2 の 3乗=8 通り)の状態で決定

される 2 の 8 乗=256 通りの規則からなる数学モデルを詳

細に研究した．付録 A で横軸はある時刻のセルの状態、

縦軸（下向き）は世代推移を示す．この研究から、複雑系

ではないがある規則系のCAの計算結果から得た 2点相関

関数が、図 3 と 4 で示した多体問題の g(r) にきわめて類

似した曲線をあらわすことができることもわかった．した

がって、CA から有益な情報を入手する方法が研究されれ

ば CA は複雑系のみならず、前の二つの章で述べた計算機

実験やシミュレーションで計算した物理系や工学系を記

述する手法としても幅広く使用されるようになるであろ

う．また、2 次元、3 次元 CA を適用すると、記述できる

自然系や社会系は一層拡大するであろう．ここで、CA を

研究する上でどんな PSE が必要なのか考えてみたい．  
 
自然系は並列に動く数多くの「エージェント」のネット

ワークである．したがって、数多くの組織化のレベルをも

つ自然系はエージェントの配列をつねに修正して再調整

する過程をとっている．自然系はプログラムで規定される

受動的なものではなく、システム自体の経験から得られる

能動的なものである．微分方程式にもとづく決定論的方法

による自然系の記述の破綻が明らかになったいま、CA は

期待がもてる現存する方法のひとつである．CAの5 W & 1 
H は表Ⅲのように示すことが出来るであろう． 

 
表Ⅲをベースに CA への PSE の要求を考えてみると、 

1) とてつもなく膨大な量の規則の入力方式、プログラミ

ング技術、画像処理、画像認識などのユーザ・インタ

ーフェイス、 
2) 論理規則をあてはめるソートやマージの高速アルゴ

リズムなどのソルバー、 
3)  パターンから有益な情報を得る出力結果の画像認 
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識などの知識ベース、 
4) 規則が膨大となる 2 次元 CA、3 次元 CA を可能とす 

る超高速コンピュータの出現などのインフラストラ 
クチャ 

などがあり、シミュレーションの場合とは異なっている． 
 

   表Ⅲ．パラダイム・シフト 

5W & 1H 中項目 Cellular Automata 

When   研究から開発／製造へ 

Where Computer 
Cellular Automata(CA)高

速専用機で 

  数学モデル 

空間セルの状態が、周囲

のセルの状態からある論

理規則に従って、次の世

代へ同時的に状態遷移 

Who   研究者から技術者が 

What 計算対象 
自然システムや社会シス

テムなどの複雑系 

  スケール 
原子／分子から日常レベ

ルまで 

Why   

現象の説明／解釈から

研究開発の効率向上、生

産コスト削減／期間短縮 

How モデル 
CA と対象システムを関連

付けるモデル 

  Software 自作プログラム 

 
第2章で多体問題の多重積分はMCを用いて計算できる

ことを示した．一般に、MC は計算精度が良くなく、擬似

乱数を乱数として使用するため計算結果の数値精度にも

問題があるという欠点がある．しかし、多重積分が可能で、

偏微分方程式の差分法、有限要素法、境界要素法などの通

常のシミュレーション方法と異なり、すぐに大規模計算結

果の目処をつけることができるという特徴をもっている．

この特徴をいかして MC を積極的に使用する方法として、

パーコレーション（繋がりの科学）10)がある．偏微分方程

式の数値計算、たとえば拡散過程の偏微分方程式のモンテ

カルロ計算では、対象とする計算モデルの媒質は決定論的

で、拡散過程をランダムに扱う。しかし、パーコレーショ

ンでは、媒質そのものがランダムであり、従来の方法とは

異なる．パーコレーションの問題は、端から端まで繋がる

クラスターが出来る時の確率はいくらになるか計算する

ことである．この意味でパーコレーションもパターンの科

学であり、CA の PSE の知識ベースの画像認識や画像処理

はパーコレーションにも有効である．このパーコレーショ

ンにはサイト・パーコレーションとボンド・パーコレーシ

ョンの二つがある．付録 B にボンド・パーコレーション

の結果を示した．左端から右端の繋がりを観察して欲しい． 

 
５．まとめ 

 微分方程式をベースとする決定論的方法で発展してき

た計算機実験の歴史と、計算機実験からシミュレーション

がどのように産業界へ展開されてきたのか振り返った．計

算機実験とシミュレーションを5 W と 1 H およびPSEの
観点から議論した． 
 
 自然系を記述する方法として期待されているCAなどの

手法を幅広く使用するために、従来とは異なる技術のPSE
が必要であることを述べた． 
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付録 A  一次元 Cellular Automata．Wolframの 57ルールのパターンとセル数 28の状態遷移．■：状態”ON”、□：”OFF”． 
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付録 B  サイズ 20 の正方格子、確率=0.6 のサイト・パーコレーション（白抜きがクラスター：左中ほどの 82 か

ら右の 176, 上の 126、右の 37、下の 102、右の 238、下の 142、右の 89、下の 90、右の 0、下の 9、右の 134、上の 7、
右の 113 で左右端が繋がっているクラスター） 
230 85 382 384 281 356 5 313 199 383 284 92 309 213 6 192 319 154 373 224 
121 352 267 369 299 79 4 107 338 307 388 250 125 395 269 272 363 67 329 144 
268 296 187 259 181 280 360 32 275 130 111 11 158 47 163 145 399 300 322 80 
42 327 133 392 141 378 36 223 359 135 140 201 215 273 398 3 221 343 23 117 

184 261 305 191 317 279 146 160 247 274 104 161 320 325 43 326 255 198 289 97 
283 122 193 88 254 76 28 387 40 367 385 78 345 58 328 226 208 211 355 75 
311 251 61 214 157 264 138 389 188 15 248 159 374 390 217 303 196 231 316 74 
53 312 126 183 84 37 372 379 246 206 172 354 185 100 108 139 150 106 8 368 
72 394 228 270 361 102 151 162 174 34 238 336 197 189 391 258 99 7 83 113 

349 225 143 179 81 381 155 123 131 77 142 89 375 297 147 292 93 20 233 344 
241 49 165 321 333 218 16 91 295 331 252 90 60 95 0 282 212 55 153 24 
82 149 176 30 318 285 87 302 239 116 152 63 377 26 200 256 171 65 50 362 

266 25 115 173 260 190 340 396 54 216 323 51 94 276 9 156 204 134 386 41 
265 222 31 324 244 182 19 137 357 294 86 339 330 234 128 1 69 353 175 237 
291 209 27 33 253 346 73 301 169 370 262 56 38 127 245 257 96 358 332 288 
242 342 168 348 46 304 180 105 315 205 124 186 351 350 64 287 202 18 119 45 
277 371 129 103 393 207 240 227 13 298 177 12 21 243 364 229 310 380 57 314 
232 44 249 148 335 17 271 308 22 136 68 178 167 210 118 59 39 195 62 164 
397 66 220 110 194 293 14 334 71 132 219 48 263 114 236 347 376 35 70 10 
52 290 170 337 2 366 98 365 112 278 29 166 101 203 235 306 109 120 341 286 
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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． 
 

Java swing

Ｄａｔａ base

Livecd-tools

インターフェイス
パッケージの選択やプロキシ等の設定

など使用目的にあったものを選択

データベース
入力情報から過去に
同じものが作成されて

いないか確認する

FEDORA

CD作成
KSファイルをもとに

LiveCDを作成

KS file

KSファイル作成
入力情報をもとに
ＫＳファイルを作成

Java

 
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． 
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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 

 

インターフェイス

パッケージの
インストール

CD作成

YUM ローカル
レポジトリGEM

ローカルレポに
パッケージがない

場合

インターフェイス

パッケージの
インストール

CD作成

YUM ローカル
レポジトリGEM

ローカルレポに
パッケージがない

場合

 
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
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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． 
 

Ｌ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

Ｔ
Ｏ
Ｏ
Ｌ
Ｓ

Ｋｓファイル
ＤＢ

Ｉ
Ｓ
Ｏ

イ
メ
ー
ジ
作
成

Ｋｓファイル
作成

情報
J
A
V
A

S
W
I
N
G

サーバ

イメージダウンロード

Ｉ
Ｓ
Ｏ

イ
メ
ー
ジ
Ｄ
Ｂ

 
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． 
 

起動

 

図７ 数値シミュレーションCD 
 

1. 数値シミュレーションしたい

2. パソコンを買う

3. ＯＳの選択、勉強

4. ＯＳインストール

5. ＯＳの設定

6. 言語の選択、勉強

7. コンパイラや可視化ソフトなど
のインストール

8. プログラムを書く、デバック

9. 計算終了、結果出力

パ
ソ
コ
ン
等
知
識
の
な
い
技
術
者
の
作
業

環
境
構
築
支
援

支援なし 支援あり

 
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．  
 

起動

 

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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1. サーバを構築したい

2. パソコンを買う

3. ＯＳの選択、勉強

4. ＯＳインストール

5. ＯＳの設定

6. サーバの選択、勉強

7. サーバにあわせたソフトのイン
ストール、設定

8. サーバ起動

9. サーバ管理

パ
ソ
コ
ン
等
知
識
の
な
い
技
術
者
の
作
業

環
境
構
築
支
援

支援なし 支援あり

 
図１０ サーバ構築CD比較 

 
環境開発支援なし

1. サーバを構築したい

2. 数台パソコンを買う

3. ＯＳの勉強、選択

4. ＣＤイメージを数枚焼く

5. 数台にＯＳのインストール

6. ＯＳの設定

7. サーバの勉強、選択

8. 数台にサーバにあわせた
ソフトのインストール、設定

9. サーバ起動

10. サーバ管理の勉強、管理

環境開発支援あり

1. サーバを構築したい

2. 数台パソコンを買う

3. 環境構築支援でＣＤを作
成

4. ＣＤイメージを数枚焼く

5. 数枚のＣＤから起動、イン
ストール

6. サーバ起動
7. サーバ管理の勉強、管理

 

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。 
 

CDのダウン
ロードと作成

CDのダウン
ロードと作成

ＬＩＶＥＣＤ起動
ネットワークの設定

パッケージの
インストール

Ｃ言語で
プログラム作成

ＬＩＶＥＣＤ起動
ＰＳＥ言語で

プログラム作成

計算
可視化

min
30 60 90 1200

min
30 60 90 1200

通常のLiveCDを使用

数値シミュレーションCD使用

計算
可視化

 

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
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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
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但し第2微分項は後退差分

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]
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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 
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several modules, including the PSE language analysis modules, the intermediate language module, the 
simulation language generation module, domain decomposing module and the document generation 
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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. 
 

意味解析

字句・構文解析

中間言語生成

式の離散化
及び式整理

目的の言語への変換 ドキュメント生成

User

シミュレーションプログラム

ドキュメントファイル

数式情報

初期入力
情報

離散化
式情報

インプットファイル
（PSE言語）

数値シミュレーション支援環境

 
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
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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 

 

字句解析
プログラム

ファイル解析
メインプログラム

入力情報XML
生成プログラム

構文解析
プログラム

属性付加
プログラム

MathML変換

プログラム

トークン定義
プログラム

デバッグ
プログラム

インプットファイル
（PSE言語）

入力情報ファイル 数式情報ファイル

意味解析
プログラム

データ格納
テーブル

 
図４ 言語解析モジュール 

 

テキスト形式に変換した数式ファイル
新定義変数をまとめたファイル

定義位置調整

式整理＆移項

離散化

離散化定義ファイル群

高次階微分項の
離散化

偏微分項の分解

テキスト形式変換

陽解法処理

数式情報ファイル

表示用MathML変換

ドキュメント
＆ブラウザ表示用ファイル  

言語解析モジュール 
• PSE 言語の解析

言語変換モジュール 
• 中間言語を特定のプログラ 
ミング言語へ変換 

離散化モジュール
•数式の離散化・式整理

中間言語モジュール 
• 中間言語ファイルの生成

ドキュメント生成モジュール 
• ドキュメントファイルの生成 

入力情報
ファイル 

新定義変数
ファイル 

離散化適用
数式ファイル

数式情報
ファイル 

ブラウザ表示用 
離散化ファイル

中間言語 
ファイル 
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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. 
 

定数部宣言

未知変数宣言

配列変数宣言

MAIN文

各Operation

数式情報ファイル

入力情報ファイル

Functionファイル

書き込み終了

中間言語ファイル

MAIN｛
CALL 関数1の呼び出し（ ）
CALL 関数2の呼び出し（ ）

｝

関数１ ｛
オペレーション１

｝

関数２｛
オペレーション２

｝

;;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 

 

情報の一覧

項目へのリンク

情報の一覧

項目へのリンク

 
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 
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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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NAREGI is a Japanese National Grid Project started in 2003, whose chief aim is to develop a set of Grid 
middleware to serve as a basis for future e-Science. We are developing NAREGI-PSE which aims to 
supports the scientists’ works for scientific computer simulation on widely-distributed heterogeneous 
grid computing environment. There were two requests for enhancement of usability in NAREGI-PSE 
beta version. To answer the first request, we enhanced application management function for flexible 
application sharing. To answer the second request, we enhanced application deployment function for 
sharing deployment in VO. As a result, NAREGI-PSE version 1.0 became more high usability system. 
Key Words :Grid, NAREGI, Problem Solving Environment, Application Sharing 

 
 

1．はじめに 

近年，科学技術計算の分野でサイエンスグリッド技術

が大きく進化してきている．「サイエンスグリッド

NAREGI(National Research Grid Initiative)プログラム」1)

は，大学・研究機関のスーパーコンピュータを連携させ

たサイエンスグリッドの実現を目指した，グリッドミド

ルウェアの研究開発プロジェクトである．研究開発体制

として，国立情報学研究所及び分子科学研究所を中心と

し，富士通，NEC，日立製作所，7 大学，国内研究機関

が参画した産官学連携プロジェクトである．2003 年～

2007年の 5ヵ年計画のプロジェクトとしてスタートして

いる．NAREGI ミドルウェアは，広域に分散されたアー

キテクチャが異なる計算機を接続し，100 テラフロップ

ス級（1 秒間に 100 兆回の浮動小数点演算が可能）の大

規模計算が可能な環境を提供する．NAREGI グリッドミ

ドルウェアは，機能別に 13 のコンポーネントから構成さ

れる．我々は，その中の NAREGI グリッド PSE(以下

NAREGI-PSE と記述)の開発を行っている． 

NAREGI-PSEは，研究コミュニティーによる協調研究

を支援するため，研究者が開発したアプリケーションの

共有利用環境を提供するコンポーネントである．

NAREGI-PSEの機能には，主にアプリケーションの登録，

コンパイル，配置(デプロイ)，グリッドワークフロー等

との連携がある．2003年～2004年はUNICORE2)をベース

としたプロトタイプシステムを開発3,4,5)した．その後，

2005年度にはグリッドの標準仕様となったGlobus 
Toolkit 46)によるWSRF(Web Service Resource Framework)
の仕様をベースとするβ版のシステムを開発7)した． 

2006年5月10日に公開されたβ版のNAREGI-PSEにつ

いて，ユーザへのヒアリング及び評価を行った結果，利

便性において主に2つの要求があった．一つ目は，「アプ

リケーションを仮想組織(VO:Virtual Organization)より小

さなグループ単位で共有・利用したり，個人のみで利用

したりしたい」ことである．そのためには，共有された

アプリケーションを柔軟にアクセス制御する仕様を決め，

アプリケーション管理機能を強化する必要がある．二つ

目は，「他ユーザがデプロイしたアプリケーションを，

再デプロイを行わず実行したい」ことである．アプリケ

ーションプールで管理するアプリケーションのみでなく，

アプリケーション実行環境も研究グループ内で共有する

必要がある．そのため，アプリケーション配置機能を強

化する必要である． 
本論文では，β版のNAREGI-PSEを起点として，2つの

主な利便性の要求への対応をシステム設計の視点で説明

する．第2章では，サイエンスグリッドプロジェクトであ

るNAREGIとNAREGI-PSEについて説明し，第3章では

NAREGI-PSEのβ版における利便性に関する要求につい

て述べ，第4章では要求への対応方法をシステム設計の視

点から説明し，第5章にてまとめを述べる． 
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２．NAREGIとNAREGI-PSE 

２．１ NAREGI 
「サイエンスグリッド NAREGI(National Research Grid 

Initiative)プログラム」は，国立情報学研究所が推進する

最先端学術情報基盤(CSI: Cyber Science Infrastructure)整
備の 1 つとして，広域分散型の最先端研究教育用大規模

計算環境（サイエンスグリッド）を実現することを目的

としたプロジェクトである．NAREGI ミドルウェアによ

り構築されるサイエンスグリッド環境の活用によって，

ナノテクノロジーやバイオテクノロジー等の最先端科学

技術が大きく発展することが期待されている． 
NAREGI ミドルウェアには，大きくわけて 6 つの機能

がある．広域に分散された異機種混合の計算資源を 1 つ

にまとめて運用することを目的とした資源管理，データ

資源のグリッド環境上での利用を可能とするデータグリ

ッド，グリッドのセキュリティ基盤である GSI(Grid 
Security Infrastructure)を実装するための認証・認可機能を

提供するセキュリティ，グリッド環境上でのアプリケー

ションを簡単かつ効率的に実行することを目的とした利

用環境，並列プログラミングの容易化を実現するプログ

ラミング環境，連成計算プログラムを実行するためのア

プリケーション対応である．これらの機能の中で，利用

環境の機能を提供するコンポーネントのひとつに

NAREGI-PSE がある． 
２．２ NAREGI-PSE 

NAREGI-PSEは，研究コミュニティーによる協調研究

を支援するため，研究者が開発したアプリケーションの

共有利用環境を提供するコンポーネント8)である．PSEの
機能概要を図１に示す． 

 

 

図１ NAREGI-PSE の機能概要 

 
NAREGI-PSE は，アプリケーション単位でアプリケー

ションアーカイブ及びその管理情報を管理している．ア

プリケーションアーカイブにはソースファイル，コンパ

イルスクリプト，デプロイスクリプト，実行計算機に対

する資源要求である JSDL(Job Submission Description 
Language) 9) ，実行バイナリ等が含まれる．管理情報に

は，アプリケーション名，アプリケーションの詳細情報，

アプリケーション登録者の情報，入出力ファイル名の情

報等が含まれている． 

NAREGI-PSE には，ユーザから見て主に 4 つの機能が

ある．アプリケーションを登録・管理・共有する機能，

アプリケーションの実行前準備のためのコンパイル機能，

アプリケーションのグリッド環境への自動配置機能，

NAREGI コンポーネントのひとつであるグリッドワーク

フロー等との連携機能である． 
NAREGI-PSE利用の流れについて説明する．ユーザは，

まず自分が開発したアプリケーションをシステムに登録

する．次に登録したアプリケーションに対し，実行計算

機上でのコンパイル処理を指示する．システムは，コン

パイルを行い，結果のバイナリファイルを含むアーカイ

ブを管理する．ユーザは，コンパイル済みのアプリケー

ションに対し，実行計算機に対しデプロイ処理を指示す

る．システムは，アプリケーションを指定された実行計

算機に対して配置する．ユーザは，グリッドワークフロ

ーを利用し，PSE で登録したアプリケーションを複数イ

ンポートし，それぞれつなぎ合わせワークフローを作成

する．最後に作成したワークフローの実行を指示する．

作成したワークフローに従い，計算機上で各アプリケー

ションの処理が順に実行される． 

NAREGI-PSEのシステム構成を説明する．図２にシス

テム構成の概要図を示す． 
 

 

図２ NAREGI-PSE のシステム構成 

 
NAREGI-PSEのシステムは，JSP/Servlet による画面部

分，Javaによる制御部分，WSRFに準拠したグリッドサー

ビス部分による3層で構成される．また，アプリケーショ

ン管理機能には，アプリケーション情報を管理する

PostgreSQLのデータベースとアプリケーションアーカイ

ブを管理するACS(Application Contents Service) 10)がある． 
 

３．NAREGI-PSEの利便性に関する要求 

2006年5月10日に公開されたβ版のNAREGI-PSEにお

いて，ユーザへのヒアリングを及び評価を行った結果，

利便性において主に2つの要求があった． 
一つ目は，「アプリケーションをVOより小さなグルー

プ単位で共有・利用したり，個人のみで利用したりした

い」ことである．例えば，ひとつのナノサイエンス研究

VOの中にW大学のY研究室とX研究所のZ研究室が存在

したとする．その場合，同じVOであってもそれぞれの研
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究グループ内でアプリケーションを完成させた後，公開

したいというニーズが存在する．共有されたアプリケー

ションを柔軟にアクセス制御し，複数の研究グループに

よる協調研究を支援する仕組みが必要である． 
二つ目は，「他ユーザがデプロイしたアプリケーショ

ンを，再デプロイを行わず実行したい」ことである．β

版のシステムでは，それぞれの計算機毎のgrid-mapfile6)

でマッピングされたユーザの権限で，ユーザのホームデ

ィレクトリ配下にアプリケーションをデプロイしていた．

そのため，Linuxのデフォルトのアクセス権の設定に従い，

他ユーザがデプロイしたアプリケーションには，実行権

が与えられていなかった．アプリケーション実行環境を

研究グループ単位で共有し，協調研究を支援する仕組み

が必要である． 
 

４．NAREGI-PSEの利便性の向上 

４．１ 解決１：アプリケーション管理機能の強化 

一つ目の要求である「アプリケーションをVOより小さ

なグループ単位で共有・利用したり，個人のみで利用し

たりしたい」への対応について説明する．まず，個人の

みでアプリケーションを利用可能とするため，アプリケ

ーションの登録時に公開区分を設定できる仕様とした．

次に，VOより小さなグループ単位でアプリケーションの

共有・利用を可能とするため，VOMS(Virtual Organization 
Membership Service)証明書のGroup属性によって，階層的

構造を持つグループにユーザが所属できる仕様とした．

例えば，Group属性が”/Group1/Group2”であれば，ユーザ

はGroup1グループ内のGroup2グループに所属する．そし

て，検索ユーザの所属を基準とした登録ユーザの所属の

関係によるアクセス制御の仕様を定めた．この際に，通

常はアプリケーションへの参照権が与えられないグルー

プやユーザに対し，特別に参照許可を行う設定が可能な

仕様とした．新たに定めたアプリケーションの検索仕様

を表１に示す． 
 

表１ 新たなアプリケーションの検索仕様 

 

 
表の横軸は，ユーザがどの利用場面であるか示されて

いる．画面の種類が参照系画面であるか更新系画面であ

るかと，ユーザの役割が利用者であるか管理者であるか

に分かれる．表の縦軸は，アプリケーションの属性等が

示されている．ユーザの利用場面毎に表を縦に参照する

と，どの属性のアプリケーションが利用できるかが分か

る．表示内容の○はアプリケーション等が検索されるこ

とを表し，×は検索されないことを表す．△は検索ユー

ザの所属を基準として登録ユーザが自グループではなく

自ユーザのみ検索されることを示す． 
表１のアクセス制御の仕様に基づき，NAREGI-PSEの

アプリケーション管理機能をシステム強化した．まずア

プリケーション登録時に，公開区分を設定する機能を開

発した．また，他ユーザへの参照許可を設定できるよう

システムを改修した．そして，アプリケーション登録ユ

ーザと検索ユーザのVOMSの証明書のRole属性とGroup
属性を取得し，アクセス制御の仕様に従った権限別認可

を行うシステムを開発した． 
４．２ 解決２：アプリケーション配置機能の強化 

二つ目の要求である「他ユーザがデプロイしたアプリ

ケーションを，再デプロイを行わず実行したい」への対

応について説明する．まず，VOに所属するすべてのユー

ザに対し，読み取り・書き込み・実行のアクセス権が与

えられるVO内共有ディレクトリを各実行計算機に作成

した．VO内共有ディレクトリは，実行計算機のクラスタ

内でNFS(Network File System)により共有されているも

のとする．そして，アプリケーションをVO内共有ディレ

クトリへ配置できるよう，アプリケーション配置機能を

強化した．図３に各実行計算機とVO内共有ディレクトリ

の関係を示す． 
 

 
図３ 計算機と VO 内共有ディレクトリ 

 
しかし，VO内共有ディレクトリへの配置を行った場合，

グリッドワークフローからのジョブの実行時において，

新たに1点の問題があった．NAREGIミドルウェアの通常

の使用方法は，マシンを指定しないで仮想化された計算

資源に対しジョブ投入をする．投入するジョブの情報は

JSDLで記述し，1つのアプリケーションに対し1つの実行

ファイルのパスを記述する．この際，VO内共有ディレク

トリのパスは各計算資源管理者のポリシーによって異な

るため，グリッドワークフローからのジョブ実行時に，

パスを解決ができないという問題があった． 
そこで，仮想化された計算資源の実行ファイルのパス
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情報を解決する仕組みを開発した．NAREGI β版では，

ジョブ投入時に，ジョブ管理を行うSuper Scheduler11)が

JSDLをもとに計算資源情報を管理しているInformation 
Serviceへ問い合わせを行い，利用可能な計算資源の情報

を取得する固有の処理があった．その固有の処理の方式

を変更し，XSLT(XST Transformations)を活用して複数あ

る計算機上の実行ファイルのパスを動的に展開する方式

を新たに開発した．図４にその方式を示す． 
 

 

図４ XSLT を活用した各計算機上のパスの展開方式 

 
上記の方式について説明する．まずPSEにおいて，ア

プリケーションのデプロイ後に，ホストとパスの情報の

セットをInformation Serviceに予め登録しておく．ジョブ

実行時のSuper Schedulerにおいて，JSDLに対しパス情報

取得のロジックを含むXSLTで変換し，計算資源情報の問

い合わせ用のSQL文を作成する．作成したSQLを利用し，

Information Serviceへ問い合わせを行う．問い合わせの結

果，資源要求を満たす実行計算機と実行ファイルのパス

の情報のセットが動的に解決され，ジョブ実行が行われ

る．この方式は，XSLTの簡潔な記述でパス情報等を解決

できるのみでなく，システム管理者が運用に応じてXSLT
ファイルを修正することによって，Information Serviceへ
の問い合わせ条件を変更できるというメリットがある． 
 
５．おわりに  

本論文では，NAREGI-PSEのβ版における，2つの主な

利便性の要求への対応について，システム設計を中心に

説明した．一つ目の「アプリケーションをVOより小さな

グループ単位で共有・利用したり，個人のみで利用した

りしたい」という要求に応えるため，アプリケーション

の新たな検索仕様を決め，アプリケーション管理機能を

構成するサブシステムをそれぞれ修正した．二つ目の「他

ユーザがデプロイしたアプリケーションを，再デプロイ

を行わず実行したい」という要求に応えるため，アプリ

ケーション配置機能を強化し，VO内共有デプロイを行う

機能を開発した．その際に発生した，ジョブ実行時に計

算機毎の実行ファイルのパスを解決できない問題に対し

ては，Super Scheduler上でXSLTを活用して問い合わせを

行う新たな方式によって効果的に解決した．その結果，

NAREGI-PSE Version 1.0は，より利便性の高い実用的な

システムへと強化された． 
2008年5月9日に，NAREGIミドルウェア Version1.0版

が公開された．現在，NAREGIプログラムは，普及へ向

けた運用のフェーズとなっている．GOC(Grid Operation 
and Coordination team) 12)によるヘルプデスクを設置され，

導入・運用に関する質問や要望への対応が開始されてい

る．また，年度内にNAREGIミドルウェアのUpdate版が

リリースされる予定である．今後NAREGIミドルウェア

によるサイエンスグリッドが普及し，多くの最先端科学

技術の発展に寄与されるだろう． 
 

謝辞：本研究の一部は，文部科学省「経済活性化のため

の重点技術開発プロジェクト」の一環として実施してい

る，「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発

利用」プロジェクト，サイエンスグリッドNAREGIプロ

グラムの成果である． 
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NAREGI project had finished at last FY2007. The NAREGI grid middleware Ver.1.0 which was the 
results of research and development had delivered on 9th May 2008. We are now planning the extension 
of the NAREGI grid middleware for utilizing the laboratory level resources, for example, cluster 
machine, experimental equipments and sensor equipments in the laboratory. This paper describes the 
application hosting services (AHS) on the multiple grid environments. AHS provides the application 
catalog information that the applications deployed in the heavy duty grid environments (supercomputer 
center using NAREGI) and the lightweight laboratory level grid environments for users. Community 
members can co-share the applications in the communities realized by grid VO (Virtual Organization).  
Key Words : Application Hosting, Grid, NAREGI, Problem Solving Environment. 

 
 

1. はじめに 
２１世紀のIT基盤であるネットワークインフラの発展

は極めて目覚しく，生産性向上，利便性の面で世の中を

大きく変えてきている．特に，インターネットにグリッ

ドと言う新たな概念を組み込むことにより，サイエンス

分野でも新たなる変革が始まってきている．サイエンス

グリッドは，ナノテクノロジー，バイオテクノロジーな

ど，これからの日本を支える先端科学技術開発や，「も

のづくり」における新製品開発のプロセスを大きく変え

る可能性を持っている．我が国のサイエンスグリッドを

推進するプロジェクトとして「サイエンスグリッド

NAREGI(National Research Grid Initiative)プログラム」

が2003年度よりスタートし, 2008年3月末に当初の目標で

あるサイエンスグリッド向けミドルウェアを完成させて

終了した．研究開発成果は，サイエンスグリッド向けミ

ドルウェア「NAREGIミドルウェアVer.1.0」として，2008

年5月9日よりNAGERIのポータルサイトからRPMパッケー

ジング版の提供が開始されている．今後は情報基盤セン

ター,或いは公的研究機関の情報処理センター等に導入

され大規模なグリッド環境の整備が始められる予定であ

る．しかしながら，グリッドによるスーパーコンピュー

タセンターレベルでの利用が出来たとしても，実際の

日々の殆どの利用は自部門の計算機の範囲に限られてお

り，研究室レベルの研究活動にまでグリッド利用が行渡

っていないのが実状である．グリッドが日々の研究室で

の研究活動に使われるようにすることが，基盤センター

の利用者拡大のためにも重要であり，そのための軽量級

のグリッド環境の整備がNAREGIの普及とともに必要とな

ってきている．一方，グリッド先進国の米国のように，

グリッド上に特定領域の研究コミュニティを一つの仮想

組織として形成し，その領域で有効な様々なサービスの

提供やアプリケーション，ノウハウの共有を可能とする

ことによって研究者の利便性を高めると共に，グリッド

の煩わしさを解消させようとするサイエンスゲートウェ

イという考え方がテラグリッドプロジェクトを中心に推

し進められている．本論では，研究室レベルの計算資源

を取り込むための軽量級のグリッドミドルウェアと基盤

センターを中心としたNAREGIミドルウェアを使った

heavy-dutyなグリッド環境等の複数のグリッド環境を跨

る研究コミュニティにおけるアプリケーションのホステ

イングサービスについて検討したので報告する． 

 

2．現在のグリッドの問題点 

英国サザンプトン大学(University of Southampton)の

David De Roure (dder@ecs.soton.ac.uk)教授は，現在の

グリッドの問題点を以下のように指摘（IEEE e-Science 

2008 conference,12  December 2007, Prof. David De 

Roure のKeynote Speech “The New e-Science”より）
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している． 

● Everyday researchers doing everyday research 

BUT heroic Grid infrastructure not being adopted 

● A data-centric perspective, like researchers 

BUT Grid gives APIs to computation not data 

● Collaborative and participatory 

BUT Grid has deeply rooted service provider 

mindset 

● Better not Perfect 

BUT Grid aims to provide well-engineered perfect 

solution 

● Giving autonomy to researchers 

BUT Grid imposes institutional control (at this 

time) 

● About pervasive computing 

BUT Grid is about portals, not the next 

generation of users 

特に最初の２つの指摘は重要で，今のグリッドシステ

ムがスーパーコンピュータセンターでの計算が中心であ

り，日々の研究室レベルでの利用に至っていないとの指

摘である．グリッドの普及，さらに基盤センター利用者

の拡大には，いかに現場の研究者を巻き込むか，現場の

データをシームレスに基盤センター等の計算資源と結び

つけるかが重要となる． 

 
3. 次世代ＩＴ基盤構築のための研究開発 
 2006年度からペタフロップス級の超高性能な次世代の

スーパーコンピュータの開発を目的とした「最先端・高

性能汎用スーパーコンピュータの開発利用プロジェク

ト」がスタートした．この次世代のスパコンを頂点に大

学・研究機関のスーパーコンピュータ（情報基盤センタ

ー等）から研究室レベルのシステムまでグリッドの世界

を広げることで，我が国の科学技術・学術研究の基盤と

なる次世代 IT基盤の整備（図-1）が計画されている． 

    図-1 シームレスな研究環境 

図-1 は，ペタフロップス級の大規模データを扱う次世

代スパコン（NLS: National Leadership System）を頂点

に，７センターの情報基盤センター，国研のセンター等

の中規模のデータを扱う大学・研究機関のスパコン（NIS: 

National Infrastructure System），日々の研究業務での

小規模データを扱う研究室レベルのクラスタ（LLS：

Laboratory Level System）を高速ネットワークで接続し，

利用者からは研究室のサーバから次世代スパコンまで，

計算資源を意識せずにシームレスに利活用できる環境を

次世代IT基盤として新たに整備する事業が本年度より始

まった．このような階層的な計算資源の整備は，既に米

国，欧州では始まっており，特に米国では既に実行速度

(LINPACK)で１ペタを超えるマシンが設置されており，サ

イエンスゲートウェイとしての実験室レベルの小規模環

境の取り込みななど日本の目指す次世代IT基盤環境が着

実に構築されてきている． 

3.１ 日本版 e-サイエンス環境の構築に向けて 
 文部科学省の次世代ＩＴ基盤構築のための研究開発

「e-サイエンス実現のためのシステム統合・連携ソフト

ウェアの研究開発」～研究コミュニティ形成のための資

源連携技術に関する研究～委託研究（通称：e-サイエン

ス）が今年度からスタートしている．情報システム研究

機構・国立情報学研究所 三浦プロジェクトリーダの下，

NAREGI 関係者を中心に研究室レベルの日々の研究業務で

発生するさまざまなデータを中心に，研究室のクラスタ

での小規模な解析，或いは情報基盤センターのスーパー

コンピュータを利用するような大規模な解析を利用者が

計算機資源を意識することなく，スムーズに利活用でき

るようなグリッド環境を実現する新たなるグリッドのソ

フトウェア体系を提案している．今回の提案(図-2 の e-

サイエンス部)は，次世代スパコン（NLS;Linpack 性能で

10ペタ Flops 超えが目標）の 2010 年度末の供用開始が計

画されており，それに対応できるように NIS と LLS レベ

ルの計算資源をシームレスにグリッド環境で統合的に利

活用できる新たなるミドルウェアを開発して次世代IT基

盤環境を構築して行く計画である． 

 

図-2 次世代計算研究環境としてのグリッドの展開 

 
今回の提案は，図-2に示すように，NAREGI の下方展開

として新たに LLS に対応する軽量級のグリッドミドルウ

ェア（Light Weight Grid Middleware）を展開し，NAREGI

との一体的な運営により，利用者から見たら NIS,LLS の

区別を意識せずにシームレスにジョブ実行できるととも
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３．２ e-サイエンス概要 

今回提案の e-サイエンスの全体概念図を図-3 に示す．

今回の提案は，NAREGI のコンポーネントの内，基本的に

は PSE と WFT(Workflow Tool)を複数のグリッド環境に対

応できるように拡張するものである．特に複数グリッド

環境でアプリケーションを共有するためにNAREGI-PSEを

包含する形で，NIS 及び LLS のそれぞれのグリッド環境で，

NAREGI-PSE と同様なサービスを提供するアプリケーショ

ンホスティングサービス（AHS; Application Hosting 

Service）を開発することにした．WFT は，NIS 対応アイ

コン，LLS 対応アイコンを定義し，利用者はそれぞれのア

イコンを選択することで，投入先の環境を指定すること

になる．ワークフロー内部に解釈エンジンを搭載するこ

とで，ワークフローが NIS 或いは LLS にジョブを投入す

るのかの判断をして，それぞれの環境にジョブを投入す

る．また，資源管理に関しては現在検討中で，現在，英

国のOMIIプロジェクトで開発されたGridSAMをベースに

仕様を検討している． 

図‐3 e-サイエンス全体概念図 

 

より具体的なシステム構成を図‐4 に示す．NIS 及び

LLS での全体のジョブの投入処理に関しては，国際標準と

して検討されている BES(Basic execution system)に準拠

した仕様とした． 

図-4 システム全体構成図 

３．３ アプリケーションホスティングｻｰﾋﾞｽ（AHS） 
(1) AHS の概要 

AHS の開発に当たっては，NAREGI の設計コンセプトに

合わせながら，LLS 環境をシームレスに NAREGI 環境と合

わせて行くことに留意した．特に，NAREGI で実現した仮

想組織（VO; Virtual Organization），及びグループ間で

のアプリケーション共有の枠組みを LLS レベルにも展開

する必要がある．NIS 及び LLS を含んだ仮想組織，及び仮

想組織内でのアプリケーションの実行環境への

Deployment，及びアプリケーション共有のイメージを図

‐5示す． 

 

図-5 VOでのアプリケーションDeployment，及び共有 

 

アプリ開発者は，研究コミュニティで利用可能な NIS，

LLS 資源にアプリケーションを配置しておく．アプリ利用

者は，例えば，小規模解析なら LLS で，大規模な場合は

NIS 資源でとのように適時使い分けて同じアプリケーシ

ョンを同じ操作環境で実行することができる．解析のた

めの実験データ等は，データ共有機構によりコミュニテ

ィの中で仮想的に統合管理されているので，特に意識す

る必要が無く解析実験が出来る． 

(2)AHSの構成 

 アプリケーションホスティングサービスの構成を図-6

に示す．基本構成は，NAREGI-PSEと大きな変更はないが，

e-サイエンス対応の拡張，及びBES等への対応のためのス

キーマの見直しが必要となる． 

 

図-6 アプリケーションホスティングサービスの構成図 
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4. まとめ 
ブロードバンドネットワークの進展により，地球上に分

散配置されているコンピュータを有機的に結合して,あ

たかも一つのコンピュータのように活用できるグリッド

技術が注目を浴びている．一方，インターネット上での

様々なサービスが展開され，Web サービス基盤が確立され

てきている．次世代の情報基盤として Web とグリッドが

融合したグリッドサービスの重要性が増してきている．

特に，グリッドはヘテロジーニアスなコンピュータ利用

環境でのアプリケーション実行を前提としており，利用

者にとって必ずしも使い勝手のよいシステムとはならな

い．グリッドのもたらす巨大なコンピュータパワーを，

特殊なIT知識を必要としなくても研究者が日々の研究活

動において簡単に使いこなせるようにするには，簡単に

使えるアプリケーションの実行環境が重要となる．今回，

NAREGI の下方展開ということで，研究室レベルの計算資

源 LLS にもグリッド環境を拡張し，研究者の日々の研究

にダイレクトに接続できる環境の検討案を提示すること

ができた．特に，NAREGI-PSE の拡張版として複数のグリ

ッド環境に跨って仮想組織内でのアプリケーションを共

有するアプリケーションホスチングサービス（AHS）のコ

ンセプトを纏めることができた． 

今後は，プロトタイピングでの検証を実施しながら，２

０１１年度の提供開始に向けた開発を実施していく予定

である．さらに，システムが巨大化し複雑になればなる

ほど関連知識やノウハウの集大成が重要となってきてお

り，従来の人工知能技術を超える新たなる枠組みが必要

となってきている．今後４年間の e-サイエンスプロジェ

クトを通して，より実用的なシステムの構築，及び知識

ベースを具備したグリッド PSE の世界標準化などを図っ

て行きたい． 
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We developed the control system of multi-physics simulation that supports the parallel computing with 
multi-thread. Recently, it is necessary to execute the parallel computing on the PC cluster for completing 
the numerical simulation in short time. In this paper, we introduce the design and the development 
technique for HPC middleware which is added to the past multi-physics simulation system designed by 
object-oriented programming. 
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1．はじめに 

我々は，1998～2002 年迄に有限要素法の連成解析を実

現するための，連成解析ソフトの開発・実行環境（COSS：

Component Object Simulation System）を構築してきた．

特徴は，各種ソルバーに対して共通のインターフェース

を定義することで，ソルバー間における変数の共有化を

図り，複数のソルバーを連結して計算を実行できること

である．開発当初は，PC クラスタ環境における並列計算

を想定していなかったため，並列処理にはマルチスレッ

ド(CWinThread)のみをサポートした．CWinThread による

スレッド処理は，並列処理を実装したユーザー定義関数

を関数 AfxBeginThread の引数として呼び出すことで，ス

レッドが実行される．ユーザー定義関数はオーバーライ

ドされた仮想関数と機能が類似しているので，クラス内

に複数の仮想関数を定義することで，マルチスレッドを

実行可能なクラスを提供した． 

近年では，PC クラスタが並列計算環境の主流となって

いる．PC クラスタでは，複数プロセスの協調動作によっ

て並列計算が実現され，MPI 通信によって異なるプロセ

ス間で変数が共有化される．MPI 関数を用いて並列計算

プログラムを開発する作業は，初心者にとってハードル

が高い作業である． 

我々は，有限要素法データの領域分割，連立方程式作

成・解法において，開発者が陽に MPI 関数を使用しなく

ても，容易に並列計算プログラムを開発できるライブラ

リを提供する必要がある．本稿では，C++による数値解析

アプリ開発の利点などを紹介しながら，従来の連成解析

ソフトの開発・実行環境をベースとした HPC（PC クラス

タ）への拡張について紹介する．尚，従来機能及び拡張

した機能をまとめて，HPC ミドルウエアと呼ぶ（但し，

可視化 View や GUI は除く）． 

２．C++での数値解析 

数値計算処理を抽象化していくと，以下のような単純

なコードになる．ここで，計算実行方法にはコンソール

プログラムを想定し，コードはメイン関数内に記述され

る． 

CSim obj_sim; 

obj_sim.Run(); 

CSim は，数値計算を抽象化したクラスであり，どのよ

うなメンバ変数を持っているかは重要ではなく，単にメ

ンバ関数 Run()で計算を開始するクラスである．大多数

の数値計算は，Run()のような一つの関数で計算を開始で

きるので，このような表現で計算を一般化（抽象化）し

た．さらに，CSim クラスに FEM データおよび解析条件デ

ータの読込み処理をメンバ関数として追加すると，一連

の処理は以下のようになる． 

CSim obj_sim; 

CFemData obj_femdata(“fem.dat”); 

CSimData obj_simdata(“sim.in”); 

obj_sim.ReadData(&obj_femdata, &obj_simdata); 

obj_sim.Run(); 

ここでは，宣言されるクラスの実体をobj_*という名

前にしているが，*に相当する名前から，そのクラスがど

のような性質ものかが容易に類推できる．計算実行前に，

obj_simにobj_femdataとobj_simdataのポインタが渡さ

れていることから，obj_simが計算する過程でそれらデー

タを用いることが可能だと予想できる．クラスの依存関

係は以下のようになる． 

 

 

 

図１ 簡易計算でのクラス関連図 

CSim CFemData 

CSimData 1 

1 
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３．MPI並列計算をサポートするツール 

MPI による並列計算をサポートするオープンソースの

ライブラリには，PETSc のようにベクトルやマトリック

スの演算，連立方程式の解法等の様々な機能を提供する

ツールが存在する．アプリケーションの開発において，

行列演算や連立方程式解法に PETSc を用いることで，ユ

ーザーが陽に MPI 関数を呼ばなくても，並列計算に対応

したアプリケーションソフトを開発することが可能であ

る． 

 有限要素法のアプリケーションを MPI 並列計算するた

めには，METIs に代表されるような，有限要素法データ

を計算ノード数の領域に分割するツールが必要である．

有限要素法のメッシュには 4 面体や 6 面体要素以外にも

プリズムやピラミッド，そして高次補間要素が存在する

が，様々なメッシュに対して領域分割するためには，グ

ラフデータ構造を準備する必要がる．グラフデータは，

ノード(頂点)とノード間の連結関係を表すエッジ(枝)に

よって構成される．有限要素法データの節点に変数を配

置して領域分割するためには，節点と辺をそれぞれグラ

フのノードとエッジに対応させたグラフデータを準備す

る必要がある．同様に，要素に変数を配置して領域分割

するためには，要素と面をそれぞれグラフのノードとエ

ッジに対応させたグラフデータが必要である． 

 我々はHPC向けの連成解析環境の領域分割ツールとし

て，METIsを組み込んだ．図2は，METIsを用いて領域分割

した画面であるが，領域分割した段階で，計算ノード間

のMPI通信テーブル情報を作成する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   図２ METIsによる領域分割画面 
 

４．有限要素法データのモジュール 

一般的なメッシュ生成ソフトが出力する有限要素法

データのトポロジー情報は，要素→節点の関係である．

領域分割するためには，辺→節点や面→要素等の情報が

必要となる．また，辺に未知数を配置する解析では，要

素→辺の情報が必要である．要素には複数の種類のタイ

プが存在するため，単純な 2 次元配列ではトポロジーを

表現できない．そこで，我々は次のような１次元配列を

用いて，有限要素法データのトポロジー情報を管理する． 

Elem_to_node[]={1,2,3,4,2,5,3}; 

Elem_to_node_ptr[]={1,5}; 

Elem_type[]={1,2}; 

 

 

 

 

 

 

  図３ 簡単なメッシュ（要素番号と節点番号） 

 

Elem_to_node は要素に対する節点番号情報，Elem_ptr

は Elem_to_node 配列における要素の開始位置，

Elem_type は要素タイプ(別のデータを参照することで

節点数を取得可能)である．同様に，その他のトポロジー

情報も１次元配列で管理する． 

オブジェクト指向の３つの特徴の１つである「カプセ

ル化」は，データおよびデータに対する処理を一つのク

ラスとしてモジュール化することである．有限要素法デ

ータのカプセル化は，オブジェクト指向言語を用いる上

で有益な試みである．  

 

５．物理変数を管理するモジュール 

節点や要素に割り当てられる物理変数配列のサイズ

は，有限要素法データの情報と関連している．共通のメ

ッシュを使用する各種ソルバー間で，この物理変数配列

を共有化してしまえば，引数によってデータを引き渡さ

なくても連成解析が可能になる．連成解析を行う場合，

解析者は，図5のように予め共通となる変数を明示的に指

定する必要がある(チェックすると○になる)．解析者が

チェックした情報を基に，各種ソルバーが物理変数の配

列にアクセスできるマップを作成する．物理変数が節点

に配置される場合には，物理変数の数：Iと節点数：Jに

よって，I×Jの２次元配列が物理メモリ領域に確保され

る(図6)．図5の設定であれば，流体解析ソルバーがアク

セスできるIの値は1,2，構造解析ソルバーがアクセスで

きるIの値は2となる．ダイナミックにリンスされたソル

バーのIDを基にして，物理変数の配列およびソルバーに

よる物理変数へのアクセスを制限する機能を持たせたク

ラスを物理変数クラスとする． 

 

 

 

 

 

図４ 物理変数-ソルバー関連表 

4 

2 

3 

1 

5 ② ① 

流速 

温度 

： 

流体解析 構造解析 

○ 

○ ○ 
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   図５ 物理変数の２次元配列 
 
６．制御フロー管理クラスと被制御ノード 

ソルバーの計算実行は，フローチャートによって表現

することができ，各種ソルバーは制御フローグラフのノ

ード（図6の①，②）に相当する．制御フローグラフのエ

ッジ及びノードをクラス化し，リンクリスト構造を構築

することで，制御フロー管理クラスが計算の制御を管理

できる．ノードでの処理を仮想関数化し，各種ソルバー

をノードクラスの派生クラスとして，オーバーライドし

た仮想関数に計算実行コードを記述する．この多態性に

よって，フローチャートに従ったソルバーの計算を制御

できる．フローチャートグラフのノードとエッジのリン

クによって，制御フローグラフを構成するため，制御フ

ロー管理クスラスは，必ずしも全てのエッジやノードを

メンバ変数として持つ必要はない．制御フロー管理クス

ラスは，「開始」ノードのポインタのみを保持する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図６ ソルバー①，②を含むフローチャート 
 
７．CRSデータ作成モジュール 

連立方程式の行列格納データのフォーマットは

CRS(Compressed Row Storage)形式が一般的である．我々

は，有限要素法の連立方程式を作成過程において，CRS

データ作成を支援する機能を提供する．連立方程式を作

成する過程で呼び出す関数は以下になる． 

SetMatrixA(i,j,a,b_incr);  

ここで，i は行列の縦成分，j は横成分，a は成分の値，

b_incr は値 a を代入するか加算するかの判定値である．

連立方程式より得られる行列はスパース行列を想定して

いるので，i 成分は配列番号として，j 成分はリンクリス

トで管理する．機能を実現するためのデータを構造体の

形式で表現すると以下になる（実際は，リンクリストの

配列は動的に作成する）． 

struct list_A{ 

  int J; 

  double A; 

  list_A *pre; 

list_A *next; 

}; 

list_A obj[n_size]; 

非線形有限要素法解析のように，一旦作成した CRS デ

ータを頻繁に更新するケースに対応するために，行列の

横成分が何処の CRS 形式の配列に相当するかを高速に探

索する必要がある．行列を修正する関数は以下のように

なる． 

ModifyMatrixA(i,j,a,b_incr); 

 行列の縦成分iは，配列番号で管理するので検索する必

要はないが，横成分jはCRS配列の何処に位置しているか

を検索する必要がある．リンクリストを用いて探索する

より，二分探索木を用いる方が高速に探索できるので，

我々は２分木を用いている．最も更新する頻度が高い行

列の成分は，対角成分であるので，対角成分を根とした

木が最適な探索木構造に近くなる．実際には，対角とな

るjを根として，jが小さい方と大きい方に進みながら２

分木を構築するが，この過程で双方向連結リストを活用

する．領域分割ツールのMETIsは，MPI並列計算のための

オーダーリング手法であるが，各計算機ノード内では

Cuthill-Mckee等のオーダーリングが有効である．つまり，

各計算機ノード内でCuthill-Mckeeのようなオーダーリ

ング行えば，対角成分を根とする左右対称に近い木構造

となるため，より高速な探索木を構築することができる． 

 
８．連立方程式解法モジュール 

有限要素法の行列を作成する過程では，各要素を呼び

出して，節点未知数の連立方程式を作成する．図7の破線

のように，左領域１と右領域2のように領域分割されてい

る場合には，それぞれの領域では，破線で分割された要

素も呼び出して連立方程式を作成する． 

 

 

 

 

 

 

    図７ ３つの要素による集合の分割 
 

反復計算の過程では，反復毎に領域1は領域2の節点番

号3,7の値を受け取り，領域2は領域1の節点番号2,6の値

を受け取る．連立方程式解法モジュールは，予め作成し

ているノード間の通信テーブル情報を基にして，各々の

計算ノードにおいてMPI関数を陽に呼ばなくても連立方

程式を解法できる機能を提供する． 

J I 

I×J の２次元配列（物理変数） 

流速 
温度 
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① 
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９．クラスの関連図 

図 8 のように，制御フロー管理クラスは，メンバ変数

に有限要素法データクラスと物理変数管理クラスを宣言

する．また，制御フローエッジクラスと制御フローノー

ドクラスは，リンクリストで構築されるので，計算開始

ノードのポインタのみをメンバ変数に宣言する． 

各種ソルバーに相当するユーザー定義クラスでは，必

要に応じて，CRSデータ作成や連立方程式解法のためのク

ラスを使用することが可能である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図８ HPCミドルウエアのクラス関連図 

 

１０．アプリケーションの構成 

図9は，HPCミドルウエアのモジュール構成図である。

FEMデータから上の階層が有限要素法解析のためのHPCミ

ドルウエアである．FEMデータ以外の小さいサイズのデー

タ(材料条件等)に関しては，XMLデータをサポートするこ

とで，開発ユーザーにおけるデータI/Oのプログラミング

工数を削減し，材料BDとの接続性を高めることができる．

有限要素法解析においては，基底関数や補間関数の微分

(dN/dx)，さらに必要に応じてはガウス積分後の各種テン

ソル(変形勾配，各種応力-歪等)を提供する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９  HPC ミドルウエアの構成図 

図 10 は，リアルタイム可視化機能を提供する，ソル

バーの開発・デバッグ・可視化システムのモジュール構

成図である．計算過程でのリアルタイム可視化が可能で

あるので，並列計算アプリケーションを開発する初期の

段階において，アルゴリズムや離散化手法のデバッグの

用途に活用できる．本開発環境を用いることで，デバッ

グや計算過程におけるベクトルやコンター等を３次元表

示によるグラフィカルな可視化が可能なので，アプリケ

ーションの開発期間の大幅な短縮化が可能である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
図１０ ソルバー開発/デバッグ/可視化環境の構成図 

 
１１．まとめ 

近年，市販の数値解析ソフトウエアにおいて，C++を

用いる汎用アプリケーションが開発されてきている(流

体解析:StarCCM+，第一原理量子計算:Nanolab)．これら

ソフトウエアに共通していることは，操作性の高い優れ

た GUI を備えていることと，開発スピードが速いという

ことである．C++で開発したモジュールは，可搬性が高い

ため（モジュールの配置場所の自由度が高い），GUI ア

プリケーションへの移植性が高い．また，オブジェクト

指向は，モジュールの依存関係でシステムを設計するの

で，新たな機能追加や管理が容易になり易いという利点

があり，C++は他の言語に比べて開発期間を大幅に短縮で

きる可能性を持っている． 

 超並列計算においても，C++言語を用いることでHPCミ

ドルウエアの開発が効率的になる．多くの数値解析アプ

リケーションの開発者にとって，PCクラスタ環境におけ

る並列計算アプリの開発は，ハードルが高いのが現状で

ある．しかしながら，我々は，アプリケーション開発者

に対してユーザーフレンドリーなHPCミドルウエアを提

供することで，超並列計算アプリ開発における高いハー

ドルを取り除けると考えている． 
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We study the possibility to use NetLogo as a PSE simulation education. NetLogo is a

cross-platform multi-agent programmable modeling environment, which enables us to easily

simulate, for instance, social and natural phenomena. It is one of the most efficient tools for

beginners to learn essence of the complex system simulations

Keywords: NetLogo, complex system, simulation

1. NetLogo – 教育のためのPSEとして
PSE(Problem Solving Environment)を普及さ
せ、社会のいろいろな分野でその有用性を発揮す
るためには、シミュレーションに対する理解が重
要である。自分でパラメータを変えて結果を目で
見ることができ、そこで起こっていることを考え
てみたくなるような環境があれば、中学生、高校
生、大学生、さらに一般の人が文理を問わず、シ
ミュレーションを体験してもらうことができる。
実行にコンピュータに対する特別な知識が必要で
あったり、題材がつまらないものであっては、広
く体験してもらうことは難しい。
このような環境を構築して、シミュレーショ
ン教育の導入を行えないか検討していたところ、
NetLogo というシステムがあることを知った。
NetLogo[1] は, Northwestern 大学の Uri Wilen-
sky らによって開発された自然現象や社会現象を
シミュレーションする為のプログラミング可能な
モデル作成環境である。ミクロなルールによって
行動する多数のパーツによって,より複雑なマク
ロな現象が引き起こされるようなモデルのシミュ
レーションを容易に行うことが出来る。MITのメ
ディア・ラボのプロジェクトにその源流を持ち、多
くのモデルが蓄積されており、その多くはシミュ

レーションによる教育を意図している。
20世紀後半に、コンピュータの発達とともに複

雑系の研究が進んだ。ロジスティック方程式,ロー
レンツモデルのような単純な式で記述される系で
カオスが起こり [2],自己相似性からフラクタルが
現れる [3]等、基本法則が単純なものでも,非自明
な振る舞いを示す系が多く存在することが明らか
になってきた。近年,特にネットワーク構造に注目
した研究が活発に行われ,数学,物理学のみでなく,
社会科学,生命科学などへの応用も著しい [4]。
シミュレーションの教育においては,テキストな

どを用いた座学による教育では限界がある。シミュ
レーションの本質は理論又はモデルを作り,様々な
パラメータを自由に変えて実際に試してみる (シ
ミュレーションをする) 事にあり,したがって教育
カリキュラムも,シンプルなケースにおいてシミュ
レーションを行ってみる (体験してみる)事が重要
である。さらに、自身でモデルの変更を行い、ま
たさらにモデルを作成することが容易にできるこ
とが望ましい。

NetLogo のプログラミング環境は様々なモデル
構築やそのデモンストレーションを行う事ができ
る。一方、シンプルで容易に新しいモデルの作成
やモデルの拡張などを行うことが出来る。特に重
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要なことは, プログラムの変更がリアルタイムで
シミュレーション実行に反映され, 実行結果の進
展をその場で観察でき,モデルやシミュレーション
の理解を直感的に行うことができることである。

図 1: モデルライブラリの選択画面

また、有志によって作られた様々なモデルのプ
ログラムが詳細な解説と共にモデルライブラリと
して収録されており (図 1を参照), 一からモデル
のプログラミングを行わなくても, 様々なモデル
のシミュレーションをすぐに試してみることがで
きる。これらのサンプルプログラムもその場で自
由に拡張し,リアルタイムでその変更を確かめる
事ができる。このモデルライブラリを活用すれば,
容易に NetLogo のより実戦的な利用を行うこと
ができる。

NetLogo は教育目的での使用に関しては特に制
限無くプログラムを利用することができる [1]。ま
た,教育利用の為のユーザーズグループも存在し
て, NetLogo を用いた授業のアドバイスや,カリ
キュラムなどに関する議論が行われている。
本体は Java により構成されたマルチプラット
フォームのソフトウェアであり,Windows だけで
なく Machintosh や Linux などのOS でもインス
トール,実行する事ができる1

この論文では NetLogoを用いることによって,
1特に現場で使われることが多いと考えられる Windows

について NetLogo のダウンロードからインストールと
簡単な使い方について以下のサイトで解説を行っている。
http://home.riise.hiroshima-u.ac.jp/

~nakamura/NetLogo/

高校から大学初年度程度での授業をターゲットに
した, PSEによる教育の可能性を検討する。

2. 日本語化
中学生、高校生、大学初年級、更には一般の人

がNetLogoを抵抗無く利用できるように、日本語
化を進めている。

図 2: シロアリ (Termites)モデルの解説画面

NetLogoはそれぞれのモデルに対して、教育的
配慮を持った解説が書かれている。まず、シミュ
レーション画面のスクリーンショットとともに、
「これはなんだろう？」という項目でモデルの説明
が行われる。
そして「どうやって使うの？」という使い方の説

明の後に、「考えるヒント」として、自分でシミュ
レーションをコントロールしながら、起きている
現象を深く理解するためのいろいろな問いが挙げ
られている。(図 2) 教材としての価値を高めるた
めには、単にプログラムを提供するだけでなく、
このような充実した解説部の作成が重要である。
原則としてすべてのモデルにこの形式の解説が

あるので, NetLogo のモデルライブラリを用いた
授業などを行う場合はここの項目が非常に参考に
なる。
現時点ではNetLogoシステム本体のソースコー

ドが公開されておらず, 多言語化もされていない
ため2, インターフェースなどの日本語化は簡単で
はない。
そこで,今回取り上げた「鳥の群れ」,「優先連
2検討課題として挙ってはいる。
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結ネットワーク」に加え, シミュレーションの楽し
さが体験できる「シロアリ」[6]の３つの解説部の
日本語化を行い,またそのユーザーインターフェー
スの説明図を作成,公開している3。(図 2,図 7を
参照。)
また,興味を持って自分でモデルを作成したい
と思う学習者のために, ユーザーズマニュアルの
日本語化を検討している。

図 3: 鳥の群 (Flocking)モデルの実行画面

ここで幾つか NetLogoを実行してみたスクリー
ンショットを紹介しておく。図 3は次節でも紹介
する鳥の群 (Flocking)モデルの実行画面で, 上部
の Interface タブを選択すると現れる。どのサン
プルでも大体共通して,画面左側にはそのモデル
のパラメータをコントロールするバーやスイッチ
があり, 自由に変更できるようになっている。そ
して右画面でモデルのシミュレーションが実行さ
れる。
最後に右端のタブを選択すると,このモデルのプ
ログラムが表示される。ほとんどのモデルは個々
のパーツがミクロな範囲の情報のみを元にした単
純なルールに従っている為にプログラムもシンプ
ルに書かれている物が多い。

3. NetLogoを用いた教育の一形態
NetLogo を用いてシミュレーションについて教
育を行う方法としてはまず

• 教師が選択,用意したモデルについて, シミュ
レーションを行いながら学習していく方法

3http://home.riise.hiroshima-u.ac.jp/

~nakamura/NetLogo/

図 4: 鳥の群 (Flocking)モデルのプログラム画面

が考えられる。
このようなプログラミングの経験を要求しない

形式の授業を行う場合には NetLogo のモデルラ
イブラリに含まれるサンプルを用いるのが効率的
で、負担も少ない。
この形式の授業の授業では,以下のように進め

ることができる。

1. 教師によシミュレーションのデモンストレー
ション

2. 背景にある基礎ルールが何であるか学習者に
予想させる

3. 背景の理論の解説

4. 学習者によるシミュレーション実行

5. モデルのパラメータに関する解説

6. パラメータを変更して学習者がシミュレーショ
ンを実行

7. プログラミングの解説

8. サンプルプログラムの拡張

9. 理解の確認とまとめ

第４ステップ以降は,グループによる学習も効果
的と思われる。ステップ７,８は省略することも可
能である。
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身近な自然現象に関するサンプルシミュレーショ
ンの実行は, 多くの人が興味を持って参加する事
が可能である。NetLogoの実行,パラメータ変更
の操作は容易であり,予備知識を必要としないの
で, 皆で楽しみながら授業を進めることができる。
様々な自然現象,社会現象の理論の学習からプ
ログラミングの拡張, 作成までおこなえば,興味を
示す大学生に対して,複雑系そのものの学習に加
えて, アルゴリズムなどの学習を行うこともでき
るだろう。特にプログラムを理解し,モデルを拡
張して様々なケースについてシミュレーションを
行うことができるようになれば座学のみの場合よ
りもより深くそれらの現象を理解できる様になり,
シミュレーションの本質を学べると期待できる。

4. モデル例
ここでは NetLogo のモデルライブラリに含ま
れる例を 2つほど検討する。まず一つ目は身近な
自然現象のサンプルとして鳥の群 (Flocking)のシ
ミュレーションを取り上げる [6]。
鳥の群のモデル

図 5: 鳥の群のモデルの説明画面

多くの人が鳥が群れをなして飛んでいるのを見
たことがあるはずである。学習者にその記憶を蘇
らせておくと,シミュレーションの印象が深まるで
あろう。
モデルライブラリの ”Biology-Flocking”を選択
すると鳥の群の形成に関するモデルをシミュレー

ションを行うことができる。このモデルでは個々
の鳥が全て同じ「局所的な情報を元にしたルール」
によって行動し,リーダーが不在にも係わらず全体
としては群をなすような行動を再現する事ができ
る。このモデルでは個々の鳥は 3つのルール「整
列」,「分離」,「結合」に従っている。「整列」は
近くの他の鳥と同じ方向に進むようにするルール
で, 「分離」は他の鳥に一定の距離より近付き過
ぎない様にするルール。そしては「結合」は近く
にいる他の鳥へ向かって動く (ただし「分離」が
優先される)ルールである。また,このモデルでは
鳥の進むスピードは全て一定である。
パラメータバーで変更できるパラメータは

• 「人口 (population)」鳥の数

• 「視界 (vision)」個々の鳥の視界の広さ

• 「最小分離 (minimum-separation)」他の鳥に
近づける距離の最小値

• 「最大整列角 (max-align-turn)」整列ルール
で方向転換できる角度の最大値

• 「最大結合角 (max-cohere-run) 」結合ルー
ルで方向転換できる角度の最大値

• 「最大分離角 (max-separate-turn)」分離ルー
ルで方向転換できる角度の最大値

である。準備 (setup) ボタンで初期配置が設定さ
れてスタート (go) ボタンでシミュレーションを
開始する。シミュレーションの時間の流れの速さ
は画面上部のスピードバーでコントロール可能で
ある。
このモデルの注目すべき点は群がリーダー不在

で形成される 点である。さらにこのモデルでは鳥
の初期配置を除いて乱数が使用されない。にも係
わらず鳥の群の様な流動的な動きが生成される。
またサンプルプログラムに修正を加えることで

モデルを拡張することも出来る。このサンプルで
は個々の鳥は全ての方向の鳥を見ることができる
が, もし前方の鳥のみを認識できるようにすると
どうなるか。渡り鳥の様なＶ字型の群を形成する
にはどうすれば良いか。領域の端に壁を作るとど
うなるか。それぞれの鳥が異なるスピードを持つ
ようにするとどうなるか。この様な様々なケース
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についての拡張をモデルに加える事で実際の鳥の
群の形成に関するモデルの考察やその検証を学習
者が簡単に行うことができる。
優先連結ネットワークのモデル

図 6: 優先連結ネットワークモデルの図

2つ目の例は優先連結ネットワークと呼ばれる
モデル [6]である。ネットワークの考え方は,イジ
ング模型などの統計物理学や, 脳内のニューロン
網,電力網,インターネットなど基礎科学から社会
科学までその重要性が近年強く認識されている。
また数学者による「スモールワールド」の発見,物
理学者による「スケールフリーネットワーク」の
発見など, 学問的な進展も大きい [4]。しかし,教育
の現場でこれまで取り扱われることは少なく,よ
いカリキュラムの構築が望まれている。
ネットワークモデルの中には,多数の接続を持つ

「ハブ」がわずかに存在して,その他大多数の部分
は少数の接続を持っている様なケースがしばしば
考えられる。ここで紹介する「優先連結ネットワー
ク」モデルもこの場合に相当する。このモデルは
2つの点 (以下「ノード」と呼ぶ)が線によって繋
がって (接続して)いる状態からスタートする。そ
して新しいノードが追加され,他のノードと接続
するが,どのノードに接続するかはランダムだが,
あるバイアスをかけたものとする。そのバイアス
は接続する相手を選ぶ確率がすでに持っている接
続の数に比例するというものである。このような
ネットワークは現実世界でも頻繁に現れる。例え
ば,インターネットにおけるハイパーリンクのネッ

トワークから, 人間関係のネットワークなどもそ
れに該当する場合がある。（多数のリンクを持つ
インターネットのノードは,より多くのリンクを
呼び込む。多くの知人を持つ人とは多くの人が知
り合いになりたがる。）
シミュレーションの実行画面を図 6に示した。

使い方の基本は鳥の群のモデルと同じで,「準備
(setup)」 ボタンで準備をして「スタート (Go)」
ボタンで繋がりを形成するノードが追加されてい
く。「プロット (plot)」 スイッチを On にすると
左下にあるグラフ (上)に接続の数とその数の接続
を持つノードの数のヒストグラムがプロットされ
る。グラフ (下)では同様のグラフが 対数－対数
グラフでプロットされる。
この様なモデルはしばしば冪乗則ネットワーク

とも呼ばれる。この様なネットワークでは各ノー
ドあたりの接続の数は冪分布をする。この分布は
正規分布とは異なり,平均値の所でピークを持た
ず,極値が存在する。このモデルはバラバシ (A-L。
Barabasi)によって提唱され [5], しばしばバラバ
シのスケールフリーネットワークと呼ばれる。こ
のような冪乗則ネットワークの分布は対数－対数
グラフにおいて直線的な振舞を見せる。この様子
はシミュレーションを長時間行いグラフ (下)を観
察することによって確認することができる。

5. まとめと課題
以上で検討したように NetLogo は自然現象,社

会現象などに対するシミュレーションの教育を非
常に効率的に行うことができる。ここでは,中学、
高校,大学初年級の教養教育での教育を対象とし
て考察を行ったが, 授業の工夫次第では小学生レ
ベルから一般社会人まで, シミュレーションのの
エッセンスを学ぶことができる柔軟性の高い教育
が可能なソフトウェアである。
これからの教育におけるシミュレーション学習

の重要性を考えてみても,この様なソフトを用い
た授業が大切になってくると考えている。今回は
その中でも NetLogo というソフトに焦点を絞っ
て シミュレーションプログラムの利用という教育
方法の可能性を検討してみた。

NetLogoは自然現象,社会現象のシミュレーショ
ンによる教育に関して非常に有効な手段であると
思われる。
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図 7: 実行画面の説明図 (シロアリモデル)
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1．はじめに 

高専生を対象とした全国規模のコンテストとしてロボ

ットコンテスト（通常ロボコン）とプログラミングコン

テスト（通称プロコン）がある．このうち第18回プログ

ラミングコンテストは津山高専を主管校として，平成19
年10月6日7日の両日，津山文化センターで開催された．

プログラミングコンテストは自由，課題そして競技の3
部門から構成されている．自由部門と課題部門は毎年基

本的な運用方法に変更がないため，各会場に合わせた配

置を調整することで実施可能である．これにくらべ競技

部門は毎年テーマが変更され，そのつど運用システムを

構築しなければならない．過去の多くの大会では全国プ

ログラミングコンテスト委員会の競技部門担当がシステ

ムを作成し，主管校が運用を行うスタイルで開催を行っ

てきた． 
過去の例として，第13回大会では石川高専がシステム

の開発を行った報告1)がある．今回の津山大会ではルー

ルや運用方針の概要は全国プログラミングコンテスト委

員会がとりまとめるが，実際の競技システムの開発や運

用を津山高専が主体となって開発することとなった．こ

のスタイルは開催地の独自性を生かしたシステム開発が

可能なこと，大会前に十分な調整時間をとることができ

るというメリットがある．反面，開発や運用のノウハウ

が継承されないため，開催地に過度の負担を強いること

にもなる．本論文では，この競技部門用に開発した「石

垣工務店」と呼ばれる競技を行うための支援システムに

関して報告を行う． 

 
２．競技概要 

２．１ 競技ルール 

今回の競技テーマは，津山城の有名な石垣を題材とし

た「石垣工務店」2)に決定された．この競技は，図１に

示す石垣枠に見立てた木製のボード上に石にみたてた

様々な形のピース（実際には木製）をはめ込んで，でき

るだけ隙間無く埋めることで頑丈な石垣を作ることが目

的である．ただし石垣の作成に使用するピースは自由に

使えるのではなく，ネットワーク上のオークションサイ

トで入札し，他のチームよりも高い価格で落札しなけれ

ば使用することができない．当然定められた所持金以内

で入札価格や購入の優先順位を決める必要がある．また，

オークションに出されているピースには数に限りがあり，

低落札価格も定められている．他チームの入札価格を

公表しない非公開方式のオークションで入札を受け付け，

申し込み締め切りと同時に他のチームとの値段が比較さ
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れ，どのチームが落札できたのか決定される．その情報

が公開され，高い価格をつけたチームから落札となる． 
このような入札が1回戦は4回，準決勝は5回，決勝では

7回行われる．もし同じピースを複数のチームな同じ値

段・同じ希望順位で入札した場合，関係するチームだけ

による再入札が行われるが，ルールが少し複雑なため詳

細は割愛する． 
ネットワーク上で落札された石は実際のピースとして，

各チームに配布されステージ上で組み上げることになる．

この配布作業も短時間でしかも間違いなく行う必要があ

り， 終的にピースを受け取ったチームが枠のなかには

め込んでその完成度を競う． 
 これらの競技を支えるために，入札システムや入札

結果を全てのチームに公開する情報公開システム，石垣

に見立てた木製のピース，組み立てる石垣枠等が必要と

なる．これらをすべて津山高専が設計し製作した． 

 

  
図１ 石垣枠と石垣ピース 

 
２．２ 競技用の石垣・石垣枠 

競技はコンピュータとネットワークを利用して入札を

管理するバーチャルな世界と，実際に木製のピースを配

布し枠上に組み立てるリアルな世界の両方で構成される．

初に，実際に組み立てに使用する石垣ピース（以下単

にピースと呼ぶ）と石垣枠（以下単に枠と呼ぶ）の製作

について説明する．  
競技は図2に示すようなピース（[A]～[W]の23種類）を，

図3に示す枠に並べることで行われる．この競技で使用す

るピースおよび枠は，この競技独自のものであり，もち

ろん販売などされていいない．そこでそれぞれ素材の選

択から設計，加工，組み立て方法の検討を行う必要があ

った． 初にピースの素材に関して検討を行った．競技

で使用するピースには以下のような条件が求められる． 
・複雑な形状に加工できること． 
・ピースの形状が容易に変化しないこと． 
・20段程度積み重ねても壊れない堅牢性をもつこと． 
・正確に組みつけるだけの精度で加工できること． 
・人間の力で容易に脱着可能な「あそび」が確保でき

ること． 

・10個程度は簡単に持ち運びができる重量であること． 
以上を議論した結果，ピースは木製がもっともふさわ

しいと考えた．ただし，天然の木材は値段が高くしかも

加工が難しいため，中密度繊維板(MDF: medium density 
fiberboard)と呼ばれる木質繊維を原料とする成型板（フ

ァイバーボード）を使用することとした．津山市ではこ

のMDFを使用して家庭用・業務用の家具を多品種少量生

産しているメーカ3)があり，加工や組み立てに関して多

くのノウハウがあった．そこで，このメーカと共同で競

技システムを製作することとした．このメーカと津山高

専は以前から共同研究を行ってきており，意思疎通をス

ムーズに行う事ができた．その事が今回のシステム開発

にとっても大変有益であった． 
ピースは正方形のセル（7cm×7cm:厚さ15m）を単位面

積として，これを1個～15個組み合わせることで23種類ピ

ースを作成する．当初は，NC加工によってピースを直接

整形する工法を検討したが，この方法は加工に時間がか

かり過ぎること，組み付け時の「あそび」の確保が難し

いことが判明した． 
そこで工法を変更しセル同士を図4に示す「ダボ継ぎ」

という技法で接続する工法を採用することとした．この

方法は，各セルの側面に穴を2個開けておき，小さなダボ

と呼ばれる，円筒状の木片を使用してセル同士を接続し，

その後接着剤で固定するというものである．この方法は

一見複雑であるが，メーカに作業に適した工作機械（穴

あけと接着剤の注入を同時に行う）があり，作業が短縮

できることが分かった．また接着強度も十分であり，し

かもうまく「あそび」が生まれることが試作により確認

できた． 
ただし，それでもピースは全部で730個，セル数（単位

正方形）に換算すると5180個にもなり，これをすべて人

間で接続するには2週間程度かかる計算になった．そこで，

23個の形状を分析して， 2個セット，3個セットなど，あ

る程度のセルの固まりを作り，接続面の数が極力少する

ことが提案され，これにより工期を１週間程度に短縮で

きた． 

 
A

B

C

D

E F

G H

I J

 
図２ ピース形状の一例 
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また，ピースは裏表の区別があるため，切断前に表は

ピンク色の塗装を行った．さらにピース名を区別するた

めに，アルファベットのシールをはり，組み立て多時に

境界が分かるよう縁に黒色のラインを書き込んだ．これ

らの後作業は本校技術職員15名の協力を得て夏休み中に

行った． 

 

 
図３ 石垣枠の形状 

 

 

図４ ダボ継ぎによるセルの接着 

 
石垣枠は，ピースを並べる部分の形状と面積が試合の

進行により異なる．図3の一番上が1回戦（セル数：166），
真ん中が準決勝戦（セル数：222），一番下が決勝戦（セ

ル数：270）で使用される枠である．このように枠の形状

と面積を素早く変更する必要があるため，石垣枠はメイ

ンの茶色いベース部分と面積を変更するためのパネル部

分（青色）の組み合わせで実現することとした．また，

青色のパネルは真ん中で左右に分割されており，持ち運

びが容易に行えるようになっている．これら石垣枠を全

部で9台作成し9コート同時に試合ができるようにした．

また，設置したときに，ピースが組み立てやすいよう20
度の傾斜をつけ，ベース部分には，試合終了後に空き面

積が数え易いように黒色のグリッドを書き込んだ． 

 
３．競技概要 

３．１ 支援システムの概要とメインシステム 
競技では，各チームが必要とするピースを非公開式入

札により決定する入札システムが必要である．この入札

を管理するためのネットワークおよびコンピュータシス

テムを開発する必要があり，専攻科生を中心として津山

高専で1から開発を行った． 
競技の進行はすべて「運用管理サーバ」で制御する．

また競技や参加チームに関するデータはすべて「入札管

理用サーバ」内のデータベースにより管理し，同時にこ

のサーバ上で動作するWebサーバにより，各サブシステ

ムに情報が提供される．このデータを元に競技の進行を

管理するのが「運用管理サーバ」である．競技は，競技

開始から第1回入札開始－第1回入札終了－落札ピースの

計算－第1回開札－第2回入札開始と進行する．オークシ

ョンに出されるピースの形状や個数， 低落札価格など

は試合ごとに異なっている．これらの情報は図５に示す

スクリプト（バトルシーケンスと呼んでいる）を事前に

作成し，このスクリプトを運用管理サーバで実行するこ

とにより，全体のシステムが同期して動作するよう設計

した． 

 

 
図５ バトルシーケンスの一例 

 
第1回目の入札が始まると，競技者は各コートに割り当

てられた「入札用PC（9台）」から希望のピースに優先

# ゲーム設定 

set_game_name １回戦１５ 

infomation １回戦１５ 

# ゲーム作成 

create_game 

# お金設定 

set_money 600 

# チーム設定 

set_node_name team1 = team1 

set_node_name team2 = team2 

set_node_name team3 = team3 

…………… 

# 在庫設定 

set_stock A = 7 lower_price 8 

set_stock B = 6 lower_price 4 

set_stock C = 7 lower_price 3 

…………… 

# メッセージ表示 

msg １回戦１５【待機中】 Please_wait... 

dialog バトルシーケンスを開始します。 

# 第１回入札 

# 待ちページを表示する 

msg 第１回入札準備中... Please_wait_... 

（以下省略） 
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順位と値段をつけて入札する．一定時間経過後第1回目の

入札が締め切られ，開札となる．落札結果は各「入札用

PC」に表示されると同時に，「情報公開用サーバ」にデ

ータが転送され，WebAPIによりxmlデータと，Webベー

スによるhtmlデータとして公開される．このサーバから

競技者は各自が持ち込んだパソコン（9コートで 大18
台）を使って落札に関する全ての情報を閲覧できる．こ

の情報は試合終了，選手待合室のパソコンにも転送し，

参加者が自由に閲覧できるようにした．これにより，入

札の傾向を分析するなどの戦略を立てるチームも現れた． 
システムのネットワーク構成を図6す．これらのシステ

ムが競技の進行に合わせてどのような動作をするのか順

に説明する．使用したサーバのスペックおよびソフトウ

ェアのバージョンを表1に示す． 

 
表１ サーバに関する情報 

Memorry 4GB 

CPU Pentium III 1.13GHz 

OS FreeBSD 6.2-RELESE4) 

Web Apache 2.2.45) 
PHP:5.2.46) 

データベース MySQL:14.7 Dis. 4.1.157) 

XML ライブラリ libxml2-2.6.228) 

日本語エンコード libiconv-1.9.19) 

 
３．２ サブシステム 

入札を管理するメインシステムのほかに，競技運営を

支援するためにいくつかのサブシステムが必要となる．

サブシステムは「落札結果印刷」「タイマ」「競技情報

表示」「成績入力」の四つがある． 
「落札結果印刷」は，リアル世界の石垣を配送するピ

ース配布係の学生のための出力システムである．「プリ

ンタ管理用PC」に接続されたプリンタに，開札と同時に

その情報がA4で1枚印刷される．この印刷結果をピース

配布係の学生が持ってピースが置いてある倉庫へ行き，

自分の担当するチームのピースを正確に集めて，各コー

トに届ける．このときに，同じ用紙をもう1セット印刷し，

各コートの審判に配布する．これは間違ったピースが配

布されないようするための対策である． 
プリンタの購入に関しては，省電力機能なしの設定で

印刷命令開始から10枚印刷が終了するまでの時間を30秒
以内として機種を選定した． 

「タイマ用PC」は競技の進行状況をしめすテロップを

表示し「時計」「入札中」「再入札中」などの情報をプ

ロジェクタへ映し出すサブシステムである． 
「競技情報表示用PC」はオークションに出されている

ピースの種類や個数，落札価格や各チームの持つピース

の数など，競技に関するすべての情報を表示するサブシ

ステムである．この画像のビデオ出力をプロジェクタへ

接続し，コート上の大型スクリーンに映し出すことで競

技の進行を補助する．オペレータが司会の指示により，

適切な情報に切り替えて競技進行を盛り上げた． 
「成績入力用PC」は，競技終了後審判から提出される

審判用紙のデータを入力し， 終的な順位を決定する．

これらシステムの様子を図7に示す． 

入札管理用サーバ

入札用PC1

情報公開用サーバ

運用管理サーバ

成績入力用PC

タイマ用PC
競技情報表示用PC

プリンタ管理PC１

プリンタ管理PC２

落札結果印刷用
プリンタ ×2台

プロジェクタ

競技者PC ×２

×９コート

×９コート
ルータ

HUB

 
図 6 技システムのネットワーク構成 
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図７ 運用中の競技システム 

 
４．競技運営 
４．１ 競技の運営体制 

競技全体を円滑に進行するためには，ハードウェアと

ソフトウェア以外にも，多くの工夫が必要である．ここ

では競技の進行全体を次の三つの段階に分け，それぞれ

の段階で円滑な運用を行うための工夫を報告する． 初

の段階が選手招集から競技開始までであり，選手のスム

ーズな誘導が求められる．次が競技中のサポート体制で

ある． 後に競技が終了し，成績の計算・順位発表であ

る．なお，競技の運営には教職員24名，学生40名，カメ

ラスタッフ10名以上があたった． 
４．２ 競技開始まで 

競技に参加する選手は，招集があるまで2カ所の控え室

で待機している．競技会場裏に選手の 終待機場所を設

置し，招集担当者がトランシーバなどを利用して，選手

を控え室から待機場所に案内する．選手が集まったチー

ムには各チームに割り当てた色のゼッケン番号を渡す．

この色とコート番号の色を一致させて，入場時の混乱を

防いでいる．競技に必要となる事前資料を配布して，コ

ート別に整列させて入場を待つ．選手の入れ替えを効率

的に行うために，ゼッケンを2セット用意し，ゼッケンの

回収と配布がスムーズに行えるよう人員を配置した．こ

こは教職員2名，学生4名が担当した． 
また，参加者が会場で使用するパソコンにはあらかめ

決められたIPアドレスとパスワードを配布した．これら

の情報が正しく設定されてないと，情報公開サーバにア

クセスできないため，予行演習を含め，十分にチェック

しておく必要がある． 
４．３ 競技中の支援 

競技全体の進行は司会者と運用管理サーバのオペレー

タが連携して行う．また各コートにはコート審判を配置

し，各チームの準備が整っているかどうかのチェックを

行う．すべてのコートの準備が完了すると競技開始とな

る． 
競技が開始され，落札結果が公開されると，それらの

情報はすべてプリンタで印刷される．落札結果は2セット

印刷され，1セットはピース配布係がピースを集めるのに

使用し，もう1セットは各コート審判に渡され，運ばれて

きたピースのチェックに利用する．全コートで正しいピ

ースが揃った事が確認できると，ピースが選手に渡され

る．なお，コート審判・ピース配布係は2チーム準備し，

おおむね2試合（1時間程度）で交代してお互いに休憩が

取れるようにした． 
以上の様子を図8および図9に示す． 

 

  

図８ ピースを集めるピース配布係 

 

  
図９ 競技風景 

 
４．４ 競技終了後 

競技が無事終了すると，各チームの点数をカウントし

なければならない．基本的にできるだけ隙間なく埋めた

チームが上位となるが，隙間の数が同じ場合はさらにい

くつかのルールにより，順位が決定される．その判断に

必要なデータを審判が計測し，審判用紙（図10）に記入

する． 
ただし，このとき数を数え間違えると公正な判断が行

えないため，3重のチェック体制でミスを防いでいる．ま

ずはサーバに保存されている，各チームが落札したピー

ス情報を競技終了と同時に印刷し，コート審判に渡す．

この情報と枠上で使用していないピースから，枠上の有

効ピース数や面積が計算できる．次に，盤面上のピース

数を数え，先ほどのデータとチェックを行う．また，空

き面積を数え，その面積に関してもチェックを行う．
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後に競技者に，測定結果に間違いがないことを確認しサ

インをもらうことで，チェックが完了となる． 
この審判用紙を本部の成績入力用パソコンで入力し，

結果表示待ちとなる．この入力も2回チェックを行い，間

違いがないことを確認する． 後に司会者の合図で，

終結果をプロジェクタに表示して競技が終了する．なお，

万一のトラブルに備えて，各コートの試合結果は全てデ

ジカメで撮影し保存した． 

ピース番号 セル数／１個 ストーン数 セル数
A 1 × ＝
B 2 × ＝
C 3 × ＝
D 4 × ＝
E 5 × ＝
F 5 × ＝
G 6 × ＝
H 6 × ＝
I 7 × ＝
J 7 × ＝
K 8 × ＝
L 8 × ＝
M 9 × ＝
N 9 × ＝
O 10 × ＝
P 11 × ＝
Q 12 × ＝
R 12 × ＝
S 13 × ＝
T 13 × ＝
U 14 × ＝
V 14 × ＝
W 15 × ＝

未使用・無効ピース

合計

競技者確認
（サイン）

以下の結果で
間違いありません

最上部セル数

盤面上の
ストーン数

未使用
ストーン

総ストーン数
判定

落札ストーン数
（プリントアウト）

＋ ＝

落札総セル数
（プリントアウト） 無効セル数 有効セル数

－ ＝
判定

枠総セル数
空きセル数
（選手申請） 有効セル数

－ ＝

予行演習 １回戦 敗者復活戦 ２回戦 決勝
108 166 166 222 270

試合番号 試合

コート番号 高専名

競技者確認
（サイン）

審判採点用紙

以下の結果で
間違いありません

審判氏名(サイン）

 

図１０ 審判用紙 

 

５．まとめ 

今回，第18回プログラミングコンテストの競技部門「石

垣工務店」を実施するために準備したハードウェア，ソ

フトウェアそして運用体制にまで含めた支援システムに

関して報告を行った．競技を開催するのは初めての経験

であったため，多くの問題に直面したが，本校教職員や

学生諸君，そしてプログラミングコンテスト実行委員の

協力を得て，無事熱気あふれる大会を開催することがで

きた．これも現在までコンピュータの分散システムの開

発やサーバの維持管理を行ってきた経験が生かされての

事である． 
また本システムは現在ベトナムにおけるプログラミン

グコンテストの開催が検討されており，今回のシステム

をベトナムで稼働させることも計画されるなど高い評価

を得たと考えている． 
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The problem solving environment (PSE) in order to compile educational information has been released 
for the improvement of the higher education by using XML template engine in Nagasaki University. A 
template of the portfolio on PSE is assembled by various portfolio components, each of which is 
equipped with a function to distribute learning materials to students, to submit reports from students, to 
questionnaire student evaluation, etc. In this paper, the above mentioned template of portfolio is 
explained and the portfolio components are described. In addition, an example of the template of 
portfolio is introduced for practical use with snapshots of screen. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<portfolio id="portfolio_id"> 
  <!--  --> 
  <properties> 
    <!--  --> 
    <pubdayflag>1</pubdayflag> 
    <!--  (1:  1 : ) --> 
  </properties> 
  <!--  --> 
  <!--  --> 
  <comments> 
    <comment for="student1">  </comment> 
    <!-- student1  --> 
  </comments> 
  <!--  --> 

  <!--  ( ) --> 
  <section id="section_id" default="default" expand="1"> 
    <!--  --> 
    <label> </label> 
    <!--  --> 
    <properties> 
      <!--  --> 
      <pubdayflag>1</pubdayflag> 
      <!--  (1:  1 : ) --> 
      <inpdayfrom>2007/04/01 00:00:00</inpdayfrom> 
      <!--  --> 
      <inpdayto>2007/05/31 23:55:59</inpdayto> 
      <!--  --> 
      <inpdayflag>0</inpdayflag> 
      <!--  (1:  1 : ) --> 
    </properties> 
    <!--  --> 
  </section> 
  <!--  --> 
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1．はじめに 

国民の保健医療へのニーズが多様化する中，小児科・

産婦人科の医療従事者の過重労働，医師不足，医療の不

採算性，重症患者搬送時の受け入れなどが大きな問題と

なっている．これらの問題に対し，様々な対策が行われ

ている一方で，対象となる問題提起やその要因となる状

態の把握は，問題の内容が地域によって異なることもあ

り，対策を迅速に見出すことは容易ではない．  
これらの問題を解決する計算機側からのアプローチと

してGIS（Geographic Information System）を利用した分

析や研究が行われている．また，医療従事者や患者に対

する，アンケート調査と分析を中心とした研究も存在す

る．近年それぞれを融合させた研究が主流となってきて

いる．これらの状況分析，原因究明や対策の議論をより

迅速に行うためには，必要となるデータの入手と，ソフ

トウェアの利用の効率化が課題となる．地域と密接な医

療において，この効率化を促進させるためには，地域固

有の情報の入手，それらの情報を扱うツールやシステム

の公開，それぞれの連携が可能な情報整備が必要となる． 
そこで本研究では，データ公開やシステム連携を考慮

し，地域医療で小児医療を対象とした状況把握を支援す

る視覚化ツールを開発した．適用事例として大阪府吹田

市を対象に医療機関選択に関するアンケート調査1, 2)で

得られた結果を基に，受療動向の視覚化を行う．本稿で

は，視覚化した結果からツールの利便性，システム側か

らどのような応用が可能かを議論する． 
なお本稿では，地域医療を市町村区分の地域で必要な

医療と定義している． 
 

２．地域医療とデータの視覚化 

ここでは先に述べた保健医療へのニーズに対する問題

点と，その解決の方向性について議論する． 
２．１ 地域医療の問題と状況把握 

地域医療において，各地で様々な課題の解決が望まれ

ている．特に少子化問題に関係する小児医療と，高齢者

医療への改善は，日本全国の共通した課題である．これ

は平成17年刊行分の少子化・高齢化とその対策総合調査

報告書3)からも重要性が確認できる． 
地域医療における諸問題の要因を一意に特定すること

が難しく，医師の過重労働の改善，都市部へ集中する外

来の分散の必要性，救急医療における外来の集約化，か

かりつけ医と地域医療のあり方などが議論となる．また

経済的な側面から見た場合，医療費の公的負担をどのよ

うに行うか等の制度に関する議論も存在する． 
これらの問題の解決には，医療における状況把握や，

今後の人口変動を考慮した議論が必要である．そこで本

研究では，地域における受療動向に着目した．これは厚

生労働省受療に関する行動調査4)からも，受療行動によ

る状態把握の重要性が確認できる． 
受療動向の把握が地域別で可能となり，これまで以上

の状態把握ができれば，その適用により，医療従事者に

関わる環境の問題，医療体制の改善，優遇措置や医療費

の助成，社会保険方式の検討などを支援し，問題解決に

貢献できる． 
 

２．２ 視覚化ツールへのニーズ 

自然科学や社会科学の研究において，地域情報を考慮

しGISを利用した研究が近年の動向である．その適用分
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野は広く，様々な分析に利用でき，地域範囲も世界広域

から特定の地域も対象とする．特にWebGISは，インター

ネットを通じた情報公開，専門知識が不要なユーザイン

ターフェースを実現できる．このため，地方自治体にお

いて，WebGISを情報基盤として導入し，その整備が進め

られている．感染症流行対策のための情報ネットワーク

構築においても，WebGISが研究の支援ツールとして利用
5)され，行政と地域住民を結ぶコミュニケーションツー

ルとなりつつある．これらのことからインターネットを

利用した視覚化ツールやシステムの提供の有用性が確認

できる． 
次に，医療問題の対策に関わる研究や議論の促進を考

える．研究者や分析者が作業に着手するためには，迅速

なデータの入手が必要であり，必要な情報の情報共有や

その拡大が望まれる．また，近年のインターネットを利

用したシステムなどの動向に着目すると，GoogleMapや
YahooMapなどを中心とした地理情報とビューアと自身

の持つデータを組み合わせるマッシュアップ（Mush Up）
が多く見られる．データ連携やシステム連携を意識した

適用事例や応用は，ビジネスのみならず，学術分野にお

いてもその事例が増えている． 
地域医療分野において，視覚化ツールにこれらの技術

や概念を組み合わせることで，分析や状況把握したいユ

ーザが必要とするツールを効率的に提供する必要がある． 
データとツール，ツール同士の連携をいかに柔軟に行い，

新規のツールやシステムの整備をどのように行うかが課

題となる．  
 

３．データ収集とツール開発 

３．１ 必要なデータとデータの公開の検討 

視覚化対象を受療動向としたことから，必要となる情

報は，どの受療者がどの医療機関へ行くかという受療行

動情報と，医療機関に関するデータである．前者はアン

ケート結果により，後者は調査によりデータ収集を行っ

た． 
アンケート結果は，受療者の個人情報を扱うため，個

人情報保護の観点から公開するデータの検討や選別が必

要となる．そこで視覚化する情報や公開する情報は，受

療者が特定されないよう，匿名性のある情報に変換し受

療者個別の情報として扱うこととした．例えば，個人情

報を特定する住所がアンケート結果に含む場合，住所を

そのまま扱うのではなく，在住している住所を郵便番号

で置き換えた．こうすることで，視覚化やデータ公開に

おける個人情報保護の問題に対応した．  
一方，詳細を公開したくないデータを視覚化する場合

やデータ公開が必要な場合についても工夫が必要である．

データとして画像に着目した場合，ネットワークを通じ

てユーザサイドで視覚化するには，情報の詳細が公開さ

れるからである．そこで表1に示す画像データ形式の特徴

から，視覚化の際に数値データをそのまま扱うベクタ形

式に対して，ラスタ形式を扱うこととした．こうすれば，

情報の詳細を隠蔽することができる．ただし数値データ

を画像データへ変換し利用することは，画像に対する詳

細情報（例えば，地理情報において基準となる緯度経度

などの地理的情報）が付加されていれば，他のソフトや

データと連携できるが，生成された画像データは画像特

有の情報（画素数，背景色，圧縮による情報の欠落）に

固定されているため，データとして適さないことや，見

たい情報が欠落するケースも考えられる．視覚化ツール

上で扱うデータは，これらを考慮してその取り扱いを検

討する必要がある． 
 

Table 1 視覚化からみた画像データ形式の比較 

特徴 ラスタ ベクタ 

描画細密性 解像度に依存 情報量に依存 

情報機密性 高い 低い 

連携の親和性 一部高い フォーマット依存 

情報の欠落 あり なし 

 
３．２ 視覚化ツールの概要 

医療に関するモニタリングや視覚化を想定範囲とし，

ツールの開発をユーザの視点で考えた場合，WebGISが持

つ即時性は，ユーザにとって高価な機能を持ったGISソ
フトウェアよりも容易かつ迅速に利用できる．また，近

年のAjaxやAdobe社 FlashやFlexなどは操作性の高いユ

ーザインターフェースを開発できるため，ツールの提供

方法はWebベースのツールとして提供することが望まし

い．システムの概要を図1に示す． 
次にツールの機能について説明する．地理情報を含む

Webベースの視覚化ツールに必要となる機能は，レイヤ

表示と迅速なレスポンスである．また視覚化ツールの開

発や改良の効率化や，データの再利用性を考慮し，デー

タ連携，利用法を次のように設定した． 
a) データ形式とデータ連携 
 データ変換の容易さや既存データの利用，既存の GIS
ソフトウェア，表計算や統計解析ソフトウェアとの連携

を考えると，データ形式は CSV（Comma Separated Values）
形式と XML（Extensible Markup Language）形式が標準的

であり，この形式を採用した．また他のツールや他のサ

イトと外部連携する際の制限を考慮し，サーバサイドで

アクセス制限をかけることとした．この制限は PHP5 で

開発した．   
b) 利用方法 

 Webベースのシステムとして，データと視覚化ツール

をApache2により提供した．視覚化ツールは，Adobe Flex3
により開発した．ユーザ側からみた場合，ツールはユー

ザのブラウザにコンテンツとしてダウンロードされ，そ

の後，サーバへアクセスしXMLデータや画像情報を取得

する．ユーザはブラウザを利用するのみでツールの利用

が可能となる． 
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図 1 視覚化ツールの概要とデータ連携の概要図 

 
これらの仕様と図１の構成により，容易にツールの機

能拡張や外部連携が可能となる．一方で，データの機密

性が必要な場合は，Webベースではなくスタンドアロン

の利用が望ましい．スタンドアロンでの開発も後に行え

るよう，ツールの開発の一部をFlexにより行った．Flex
を採用した理由は，スタンドアロン利用が可能なAdobe
社 Airでのツールと，ブラウザ利用を前提としたWebベ
ースのツールをほぼ同様のソースコードで開発できるか

らである． 
 
４．適用事例と考察 

本研究の適用事例として，小児医療や少子化対策に関

わるアンケート調査1, 2)の結果から，受療行動の視覚化を

行った．アンケート調査は大阪府吹田市の6つの幼稚園を

対象に行い，結果は園児の母親から回答である． 
視覚化で扱ったデータの種類は，受療行動，医療機関

情報，地域情報の3つであった．受療行動は，アンケート

の回答者個別のID，居住区域の郵便番号，受療する医療

機関を持つ．受療行動はExcelでまとめられていたファイ

ルから個人情報保護の考慮し，必要な項目だけをCSV形

式に変換したものを調査グループから提供してもらった．

医療機関情報は，個別のID，医療機関名と地理的な座標

である．地域情報は２つあり，道路情報と，町丁目地域

情報である．町丁目地域情報は，町丁目名，郵便番号，

その地域の中心座標を持つ．それぞれのデータの詳細を

表2に示す．地理情報としての座標は全て，平面直角座標

系（第6系）に統一した． 

道路情報と町丁目地域情報は，政府統計の総合窓口

（e-Stat）地図で見る統計（統計GIS）（前，総務省統計

局の「統計GISプラザ」）の小地域（町丁目）データと，

国土地理院の数値地図2500および25000（空間データ基

盤）を利用し，ESRI社のArchGISVer9.1により予め画像

として作成した（図2）．このデータの詳細は公開可能で

あるが，ツール上での読み込みや操作のレスポンスを向

上するため画像データとして扱った．道路情報は，アク

セスや医療機関の立地の観点から分析する際に必要であ

り，郵便番号別の町丁目地域情報は，どの地域からの受

療が多いかを視覚化するために必要であった． 
 

Table.2 視覚化に必要なデータ項目 

データ項目 データ形式 情報保護 

受療行動結果 ベクタ あり 

医療機関情報 ベクタ あり 

町丁目地域情報 ベクタ なし 

道路情報 ラスタ なし 

 

 
図 2 大阪府吹田市の道路情報図 

太線は吹田市が指定する地域ブロックの境界線 

 
地域別の受療動向を見るために，スパイダーダイアグ

ラム6)が利用できる．その表現は，選択した医療機関と

受療者の居住地域の中心の2点を線で表現した（図3）．

なお，図3下部の表は，それぞれ受療結果，医療機関情報，

町丁目別地域情報の数値データを示している． 
データ転送と操作のレスポンスを計るため，関西大学

千里山－高槻キャンパス間のギガビットネットワークを

利用し，ツール利用実験を行った．1493人分の受療行動

の全データを読み込み，欠損データを除くデータの描画

は，Pentium 4 - 3.4GHz, 2G byteのメインメモリのPCで約

3秒であり，Webサイトへのアクセスする場合と同様の感

覚で利用できることが確認できた． 
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図 3 開発した視覚化ツールのユーザインターフェース 

 

また視覚化により，特定地域への集中の度合いや医療

機関ごとの受療数を視覚で認識することが可能となった．

図4で示すように，医療機関の座標を中心とし，医療機関

への受療数の合計を半径とした円で表した結果，受療行

動結果は大きく2つ，それに続き4つの医療機関へ集中し

ていることがわかる．この他にもスパイダーダイアグラ

ムにより町丁目単位で特定の医療機関に行く傾向が強い

地域と，そうでない地域を判別できるようになった． 
 

 

図 4 地域別の受療行動の視覚化 
受療者の居住地域区分の中心と選択機関を直線で表現 

円の中心が医療機関，円の半径が受療数 

 

５．まとめ 

本研究では，地域医療で小児医療を対象とした状況把

握を支援する視覚化ツールを開発した．このツールを用

い，医療機関選択に関するアンケート調査で得られた結

果をから受療動向の視覚化を行った．表による数値デー

タと，視覚化された画像の両方を提供することで受療行

動の状態認識の効率化を図った．その結果，効率的に視

覚化が可能になり，迅速に特徴をつかむことができた． 
データ公開の観点から，医療機関情報と町丁目別地域

情報の両方のデータは，保健医療で大阪府吹田市に関す

る視覚化を行う場合，再利用することでデータ収集の効

率化が期待できる．さらに医療従事者数や勤務時間が把

握できれば，視覚化ツールにより医療環境の向上や労働

条件の改善といった医療従事者側の問題改善のための支

援ツールへ発展できるのではないかと期待している．  
今後は，動的な変化の表現や様々な統計量の視覚化を

行い，どのような適用事例で有効であるか検証したい． 
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In order to compare simulation data for multi-agent simulation efficiently, we develop the support 
system to compare simulation results. This system applies to reinforcement learning with the genetic 
algorithm. Our system has function to chart data automatically and function of charting overlay using 
Adobe Flex. As a result, we reduced work time in which one compare data by almost 20% of the 
conventional process. 
Key Words : multi-agent simulation, compare data, work time 

 
 

1．はじめに 

マルチエージェントシミュレーション（Multi-Agent 
Simulation : MAS）では，アルゴリズムの確認や手法の比

較するために複数の入力パラメータを用いてシミュレー

ションを行う必要がある．入力パラメータの組合せが増

えれば，それに対するシミュレーション結果は膨大とな

り，シミュレーションプログラム・入力パラメータ・シ

ミュレーション結果の管理は困難となる．そこで，我々

はMASのためのデータ管理機能を持った分散計算シス

テムの開発を行った1)．その結果，開発したシステムを

用いてMASのシミュレーションの効率化を図ることが

できた． 
一方，管理されているシミュレーション結果を比較す

る際，単位時間ごとの推移や詳細な違いなどを数値のみ

から比較することは極めて困難となる．実験結果とシミ

ュレーション結果を比較する必要がある流体研究の分野

では，流体研究者が，それらの比較作業を容易に行える

環境を実現するために実験解析機能・シミュレーション

機能・結果比較機能・データ管理機能をもったFluid 
e-Laboratoryを開発している2)．Fluid e-Laboratoryの結果比

較機能では，実験結果やシミュレーション結果の数値デ

ータをグラフ化しレポートを生成する．そこで本稿では，

Fluid e-Laboratoryの結果比較機能を参考に我々の開発し

たシステムにより管理されているシミュレーション結果

から，グラフを自動的に生成し，一覧表示，重ね合わせ

表示を行う，MASのためのデータ比較支援システムを開

発する．本システムの適用事例として，MASの行動制御

のための強化学習アルゴリズムであるQ-learning with 
Dynamic Structuring of Exploration Space Based on Genetic 
Algorithm （QDSEGA）によるMAS3, 4)を用いた．２章で

我々の開発したMASのためのデータ管理機能を持った

分散計算システムとシミュレーション結果の比較につい

て簡単に述べ，３章で開発したシステムについて述べる．

４章で本システムに用いた適用事例と評価方法について

述べた後，５章でまとめと今後の課題について検討する． 
 

２．データ管理機能を持った分散計算システム 

本システムに用いるシミュレーション結果を生成する

ためにMASのためのデータ管理機能を持った分散計算

システムを用いる．このシステムは，分散計算システム

とデータ管理システムで構成している．本稿では，デー

タ比較に着目し，データ管理システムで管理されている

シミュレーション結果とシミュレーション結果の比較に

ついて簡単に説明する． 
データ管理システムでは，データ管理を効率的に行う

ためにシミュレーションプログラムと入力パラメータ等

の関係の登録をPHPとMySQLにより実現した．データ管

理の対象となるデータの種類は，ユーザ・研究分野・シ

ミュレーションプログラム・入力パラメータ・シミュレ

ーション結果等とする．データ管理システムは，それら
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のデータとそれぞれの対応関係を自動的に登録する．シ

ミュレーション結果として，結果ファイルが存在する場

合，そのファイル名をデータベースに登録する．また，

ユーザが検索の際に大量のファイルを開くことなく，検

索したい結果ファイルを探せるように，結果ファイルか

ら特定の結果データを抽出し，記録する方式を取った． 
しかし，ユーザが特定の結果データではなく単位時間

ごとの推移を見る場合や同じ傾向の結果データに対して

比較を行う際には，検討対象となる結果ファイルを開き，

数値の比較やグラフ化といった作業が必要となる．また，

同じ入力パラメータに対して，乱数を変更するMASのシ

ミュレーションでは，シミュレーション結果の平均と分

散からアルゴリズムの確認や比較を行っていた．しかし，

より詳細にアルゴリズムの確認や比較を行うためには，

大量の結果ファイルをグラフ化していく必要がある．こ

れらの結果ファイルのグラフ化や比較をスプレッドシー

ト等によって手作業で行っていくには，作業時間の問題

と，グラフに対するシミュレーションプログラム・入力

パラメータ・結果ファイルの対応関係の煩雑さ，といっ

た問題が発生する．そこで，結果ファイル内の一部の結

果データだけでなく，結果ファイル内のすべての結果デ

ータ対して，グラフを自動的に生成し，グラフとシミュ

レーションプログラム・入力パラメータ・結果ファイル

の対応関係を保存するシステムが必要となる． 
 

３．システム構築 

３．１ システムの概要 

本システムは，シミュレーションの結果ファイルから

自動的にサムネイル画像を生成し，表示するためのサム

ネイル自動生成機能と，シミュレーション結果の比較の

ためのグラフ重ね合わせ機能の2つの機能を持つ．図1に
本システム概要を示す． 
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図 1 システムの概要 

 
本システムで想定するユーザは，MASの結果を比較す

る研究者を想定する．インストールなどのユーザに対す

る導入の容易さと，動的な操作ができることから，ユー

ザへのシステム提供方法は，PHPとFlexを用いたWebベー

スのシステムを開発することで対応した． 
サムネイル自動生成機能では，シミュレーションの結

果ファイルからグラフ作成ツールであるgnuplotを使用

し，サムネイル画像を生成する．グラフ重ね合わせ機能

では，ユーザの選択操作によって重ねるグラフを選択し，

動的にグラフを生成する． 
３．２ サムネイル自動生成機能 

サムネイル自動生成機能は，過去に我々の開発したシ

ステムに既に登録されている結果ファイルからgnuplot
を用いて，サムネイル画像を生成する（図2）． 
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図 2 サムネイル自動生成機能の構成 
 
gnuplotを用いて画像を生成する際，gnuplot用のソース

ファイルが必要となるが，テンプレートファイルを用意

し対応した．結果ファイルが格納されるディレクトリは，

javaによる監視プログラムにより監視が行われる．監視

プログラムは，ディレクトリ内の更新を検知すると，

gnuplotへ更新された結果ファイルの結果データを送り，

gnuplotは送られた結果ファイルの結果データからサム

ネイル画像を生成する．サムネイル画像が生成されると

監視プログラムは生成されたサムネイル画像名をデータ

ベースへ登録する．また，サムネイル画像との対応を記

録するために，結果ファイルとサムネイル画像の対応関

係を保存する．結果ファイルは，過去に我々の開発した

データ管理システムにより，シミュレーションプログラ

ムや入力パラメータ等と対応関係を持っているものとす

る．これにより，サムネイル画像はこれらとの対応がと

れる． 
ユーザは，Web Browserを通して検索操作を行い，サ

ムネイル自動生成機能で生成されたサムネイル画像と，

それと対応関係がある情報を確認することができる．こ
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こで，ユーザはシミュレーションプログラム名を検索し，

それと対応関係がある入力パラメータ・結果ファイル・

サムネイル画像を確認する．ユーザがシミュレーション

プログラムを検索するとFlexによるswfからPHPによる

変換プログラムへ通信が発生し，変換プログラムはデー

タベースに問い合わせを行う．swfはクライアントサイド

で実行される．本システムでは，サーバーサイドへ格納

されているデータベースに問い合わせを行うためにサー

バーサイドで実行されるPHPを中継することで対応した．

変換プログラムは，データベースに問い合わせ，情報を

取得した後，xml形式へ変換しswfへ渡す．Flexではxml
形式のデータを扱うことで，容易にデータグリッド表示，

タイル表示が行うことができる．swfはxml形式で得たシ

ミュレーションプログラム・入力パラメータ・結果ファ

イルの対応関係と共にサムネイル画像をタイル表示によ

って表示する（図3）． 
 

 

 

図 3 タイル表示によるグラフ一覧 

 
これらにより，ユーザはシミュレーションプログラム

の入力パラメータと共に単位時間ごとの挙動やシミュレ

ーションの推移を容易に確認することが可能となった．

また，サムネイル画像を表示する機能はポップアップウ

ィンドウを導入し，複数のポップアップウィンドウを開

いて比較することを実現した．本システムの適用事例で

は，1回のシミュレーションで3つの結果データが出力さ

れるため，3つのサムネイル画像を表示する．各ポップア

ップウィンドウはサイズ変更が可能となっている．ユー

ザがサイズ変更を行うと，システムは横2列等の変更を自

動的に行う．これにより，ユーザは出力ファイルを開く

手間を省くことができ，専門的な知識を持つことなしに

グラフによる比較が可能となった． 
３．３ グラフ重ね合わせ機能 

グラフ重ね合わせ機能は，サムネイル自動生成機能に

より生成されたサムネイル画像からユーザの選択操作に

より，グラフを重ねて表示する（図4）． 
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図 4 グラフ重ね合わせ機能の構成 
 
ユーザは，Web Browserを通して選択操作を行い，グ

ラフ重ね合わせ機能を用いることで，比較したい結果デ

ータを選択された結果データの違いを比較することがで

きる．ここで，選択対象は，サムネイル自動生成機能に

よってタイル表示されたサムネイル画像である． 
ユーザがサムネイル画像を選択すると，swfから変換プ

ログラムへ通信が発生する．変換プログラムは，サムネ

イル画像と対応関係がある結果ファイルをデータベース

に問い合わせ，結果ファイルの結果データを取得した後，

xml形式へ変換しswfへ渡す．swfは送られたxml形式の結

果データをデータグリッド表示により数値データとして

表示する．また，swfはxml形式の結果データから自動的

にグラフを生成する．同様の手順によって，グラフ重ね

合わせ機能は，複数のグラフを重ね合わせていくことを

実現した（図5）． 
 

 

 

図 5 重ね合わせ機能によるグラフ表示 

 
ここで，左下に表示されている数値データは，変換プ

ログラムからxml形式によって送られた結果ファイルの

結果データをFlexのデータグリッド表示したものである．

右下に表示されたグラフは，結果ファイルの結果データ

をグラフ化し，重ね合わせたものである．このグラフのx
軸，y軸は自動的に調整される．これにより，ユーザは結

果データの比較のための設定等を意識することなくグラ
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フ化が可能となり，グラフと数値データとの相互参照も

容易に行うことが可能となった． 
 

４．適用事例と評価 

QDSEGAを用いたMAS・近傍交叉QDSEGAを用いた

MAS・削除アルゴリズムと近傍交叉QDSEGAを用いた

MAS（以下，適用事例）を用いて5名の被験者に利用実

験を行った．適用事例は，MASの協調行動を獲得するた

めの強化学習アルゴリズムである．適用事例では，10体
のエージェントを用いて，協調行動を取り2対以上でゴー

ルへ荷物を運ぶというタスクが与えられている．エージ

ェントには目標地点が定められ，タスクへ向け目標地点

へ移動を行う．タスクの達成率により学習を行い，目標

地点が更新される．学習は遺伝的アルゴリズム（GA）と

Q学習により行われる．出力される結果データはGAの世

代ごとの目標地点の数を表す行動数，タスクの達成回数

を表すゴール回数，学習の進捗状況を表すGAINである．

適用事例では，入力パラメータを用いて手法の比較，入

力パラメータの検討を行う必要があり，早い世代での行

動数の最小化とGAINの最大化が目的となる． 
利用実験は，表計算ソフトであるMicrosoft Excelと本シ

ステムを用いて行う．Microsoft Excelの利用実験では，

あらかじめ20個の結果データを利用実験用に選別した．

また，被験者がMicrosoft Excelによる結果データを覚え

ていることを考慮し，本システムの利用実験では，異な

った20個の結果データを登録した．それぞれの利用実験

での作業時間を測定した結果を図6に示す． 
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図 6 作業時間の比較 

 
利用実験において，被験者に与えた作業は，結果デー

タの中からGAINが最も高い値で収束が早いものを選択

するというものである．作業時間は，結果データの比較

を行い，被験者が最も高い値で収束が早いGAINの結果デ

ータを持つ結果ファイルを提示するまでの時間である． 
Microsoft Excelによる利用実験では，被験者に適用事例

のシミュレーション結果であるテキスト形式の結果ファ

イルを提示することで行った．被験者は，提示された結

果ファイルの結果データをMicrosoft Excelの機能による

グラフ化を用いて，比較を行った． 

一方，本システムによる利用実験では，適用事例のシ

ミュレーション結果をサムネイル自動生成機能によって

サムネイル画像を生成し，データベースへの登録が行わ

れた状態で行った．被験者は，本システムの機能を用い

て，比較を行った．Microsoft Excelによる被験者実験で

作業時間の最短時間は約20分であり，本システムによる

被験者実験では約5分であった．Microsoft Excelと本シス

テムを比較すると約1/4に作業時間が短縮できた． 
作業時間を短縮できた理由として，ファイルを開き，

手作業によってグラフ化を行う手間が省けたことが考え

られる．また比較作業の際，各グラフを1枚のシートにま

とめる，ウィンドウを小さくし確認する，各グラフの軸

をそろえるといった手間が省けたことが考えられる．し

かし，重ね合わせる結果データが数十にも増えてくると

視覚的に認識しにくくなるといった欠点も含んでいる． 
 

５．まとめと今後の課題 

本稿では，MASのためのデータ管理機能を持った分散

計算システムを拡張し，シミュレーションの結果ファイ

ルからグラフを自動的に生成し，比較を支援するための

システムを開発した．過去のMASのシミュレーションで

は，結果の平均と分散からアルゴリズムの確認や比較を

行っていたが，大量の結果ファイルを開くことなく効率

的に比較することが可能となった．また，類似した結果

データを重ね合わせることで比較作業を容易に行うこと

が可能となった．作業時間の減少から，本稿で述べた利

用実験より本システムの有効性を示すことができた．今

後は，他のMASのアルゴリズムに適用し，汎用化できる

部分の洗い出しと機能の拡張を目指す． 
 

謝辞：本研究の一部は，文部科学省社会連携研究推進事

業（平成17年度～平成21年度）による私学助成を得て行

われた．  
 

参考文献 

1) 前田 太陽, 青木 悠祐, 村田 忠彦 : マルチエージェ

ントシミュレーションのためのデータ管理機能を持っ

た分散計算システムの開発, 計算工学会講演会論文集, 
Vol.13, pp.987-990, 2008. 

2) 中井 純, 庄司 朱澄, 門岡 良昌, 田子 精男 : 流体研

究者のための問題解決環境Fluid e-Laboratoryの構築, 
計算工学講演会論文集, Vol.11, pp.553-556, 2006. 

3) 青木 悠祐, 村田 忠彦 : マルチエージェントの行動

制御のためのQDSEGA における近傍交叉の適用法 , 
第23回ファジィ・システム・シンポジウム講演論文集, 
pp.615-618, 2007. 

4) Tadahiko Murata, Yusuke Aoki : Developing Control 
Table for Multiple Agents Using GA-Based Q-Learning 
With Neighboring Crossover, Proc. of IEEE Congress on 
Evolutionary Computation, pp.1462-1467, 2007. 

50



the 11th PSE Workshop ‘08 

 

断続的な計算機利用環境のための支援ツールの整備 
 

DEVELOPMENT OF TOOLS FOR INTERMITTENTLY AVAILABLE COMPUTING ENVIRONMENT 

 

田中義久 1)，前田太陽 2)，村田忠彦 3) 

Yoshihisa Tanaka, Taiyo Maeda and Tadahiko Murata 

 

1) 関西大学大学院 総合情報学研究科 博士課程前期課程（〒569-1095 大阪府高槻市霊仙寺町 2-1-1，

ytanaka@pglab.kansai-u.ac.jp） 

2) 博士（理学） 関西大学 政策グリッドコンピューティング実験センター（〒564-8680 大阪府吹田市山手町

3-3-35，maeda@pglab.kansai-u.ac.jp） 

3) 博士（工学） 関西大学 政策グリッドコンピューティング実験センター（〒564-8680 大阪府吹田市山手町

3-3-35，murata@pglab.kansai-u.ac.jp） 

 

In this paper, we show our monitoring and handling tools that can be used in dynamic construction of 

computing environment. The developed tools help to use the distributed computing system with 

resources that are idle or intermittently available. We describe mechanisms of the system and these tools, 

and show three cases where our developed computing system is applied. 

Key Words: Distributed System, Monitoring, Handling, Java 

 

 

１．はじめに 

我々は特別な導入作業を必要とせずに，チェックポイ

ント機能を有し，複数の計算資源を統合してアプリケー

ションを実行する分散計算システムを開発した 1,2)．この

システムを用いることで，使用中の計算資源がいつ利用

できなくなっても，システムの上で動作するアプリケー

ションの継続的な処理を実現でき，複数の計算資源をま

たいでひとつのアプリケーションを実行することが可能

である．システムの利用促進を考慮すると，ユーザに分

かりやすい形でシステムの稼働状況を提示することが重

要である．以前のシステムはモニタ機能を持たないため，

アプリケーションの進捗状況や各ノードが正常に稼働し，

期待したアプリケーションを実行しているかは，通信の

ログを見るか，直接ノードのコンソールから確認する必

要があった．また，ジョブの概念を取り入れた時，優先

順位の変更や実行ノードの変更等のハンドリングも，ユ

ーザビリティの観点から重要な要素である．そこで本稿

では，問題解決環境のシステムの概念 3,4)を取り入れ，専

門的な知識を必要としないモニタリングとハンドリング

のためのツール整備を行った． 

本稿の構成は次のようになっている．2 章で本システ

ムの概要について説明し，3 章で新たに開発したジョブ

管理機能とモニタリング，ハンドリングについて述べる．

4 章ではシステムの具体的な使用例について述べ，5 章で

まとめと今後の課題について述べる． 

２．分散計算システムとニーズ分析 

２．１ システム開発の背景 

計算機の高速化により，膨大な計算量が必要なアプリ

ケーションが現実的な時間で解けるようになったが，ア

プリケーションを解くために必要な期間中，計算機が利

用可能であるかどうかは依然として課題であり，大規模

計算を行う場合にはこの問題を無視することはできない．

計算機の障害はハードウェアトラブルや天災，ユーザの

介入等，複合的な要因により生じるため，計算機の信頼

性を上げることは容易ではない．そのため，定期的にチ

ェックポイントと呼ばれるアプリケーションの実行状態

のスナップショットを作成し，障害発生時にはスナップ

ショットから復元することで，計算機の障害からアプリ

ケーションを保護する研究が行われてきた．このような

機能を有するシステムとして Condor5)や Ninflet6)が存在

するが，動的な計算資源による構成を前提とした場合，

どちらのシステムも導入作業が容易ではなく，システム

構築には専門の知識や技術を必要とする． 

そこで我々は，動的な構成を前提とした分散計算シス

テムを開発した．このシステムは，ノード 1 台から使用

でき，動的に拡張可能にするため，P2P 型で構成されて

いる．計算資源の提供は，各ノードが任意のタイミング

でシステムを適用したアプリケーションを実行するだけ

でよく，資源提供をやめる場合は実行中の同プログラム

を終了するだけでよい．また，複数のノードで同一の計

算を行うため，負荷変動により特定のノードのスループ

ットが低下しても，総所要時間に与える影響を抑えるこ
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とが可能である．なお，実装には Java を用いている． 

２．２ ネットワークの構築 

図 1 にネットワーク構築の手順を示す．ここでは，ノ

ード A がノード B に接続することでシステムに参加して

いる．プログラムが実行されると，ノード A はノード B

に接続を要求する．接続要求を受けたノード B は，ノー

ド A の接続を受け付けると共に，システムを構成してい

るノード C にノード A の情報を送信する．ノード C は，

これによりノード A の参加を認知し，ノード A に接続要

求を行う．ここまでのプロセスによって，ノード A は全

ての既存ノードとの接続を確立する．次に，ノード A は

ノード B からアプリケーションのスナップショットを受

け取る．スナップショットはオブジェクトをシリアライ

ズした形で提供され，これを受け取ったノード A はオブ

ジェクトを復元し，途中の状態から計算を開始する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ネットワークの構築 

 

２．３ スナップショットの作成と共有 

システムを構成する各ノードは，一定量の計算を終え

るとスナップショットを作成し，これを他の全てのノー

ドで共有する．このスナップショットからオブジェクト

を復元し，計算をリスタートすることで，システムは計

算の冗長化を実現している．そのため，本システムをヘ

テロジニアスな環境で使用した場合，スループットの低

いノードはスループットの高いノードに牽引される形で

アプリケーションを実行することになる．スナップショ

ットはユーザが指定した間隔で作成され，先頭から順に

番号が割り振られるため，スナップショット番号から計

算の進み具合を知ることが可能である．また，アプリケ

ーションの終了に必要な繰り返し回数が事前に分かって

いる場合は，終了時刻を予測することも可能である． 

２．４ 利用促進のためのニーズ分析 

我々は当初，システムをライブラリとして提供し，開

発者がアプリケーションに直接組み込むことを想定して

開発していた．これは一切の導入作業を無くすためであ

るが，この方式では開発者がライブラリを個々のアプリ

ケーションに組み込み，システムとして実行可能にする

必要がある．また，各アプリケーションを，システムで

使用したいノード全てに配備する必要があり，構築され

るネットワークもアプリケーション固有のものとなる．

研究室内で行ったヒアリング調査では，ライブラリの使

用方法を覚えるのが煩わしいこと，毎回アプリケーショ

ンを配備するのが面倒であること，システムの稼働状況

の確認や，ノードやジョブを指定して実行したいという

意見が得られた．ライブラリという形態でシステムを提

供することは，多様なニーズに応えるために重要である

が，一般的と思われるこれらのニーズについては，シス

テムのユーザビリティを向上させるために，支援ツール

という形で提供することが望ましい． 

開発者がライブラリの使用方法を理解し，システム寄

りの開発を行う負担を軽減するため，また，ユーザがア

プリケーションを各ノードに配備する手間を軽減するた

めに，システムを適用したアプリケーションを実行する

プログラム（ランタイム）を作成した 2)．これにより，

アプリケーションへのシステムの適用は，ひとつのイン

ターフェースを実装するだけでよくなり，システムの初

期化や通信関連のコードを記述する必要が無くなり，

個々のアプリケーションをその都度配備する必要が無く

なった．計算資源の提供はランタイムを実行するだけで

よく，これはアプリケーションに依存せず共通である．

しかしながら，このランタイムの作成時はひとつのアプ

リケーションの実行を想定していたため，最初に実行す

るノード上でアプリケーションが存在していることが前

提であり，アプリケーションの完了と同時に終了するよ

うになっていた．そのため，異なるジョブを実行する度

に，全てのランタイムを再起動する必要があった．シス

テムの運用を考慮すると，ランタイム同士は常に接続を

維持し，順次投入されたアプリケーションを処理する形

態が望ましい． 

 

３．ジョブ管理と支援ツールの整備 

先に述べたニーズの内，システムの稼働状況の確認は

モニタリング，ノードやジョブを指定した実行はハンド

リングを可能にすることで満たすことができる．また，

前述したランタイムの課題を解決し，ハンドリングを実

現するためには，システムにジョブの概念を取り入れる

必要がある．1 台以上のノードによる動的な構成を可能

にするシステムの設計に反しないよう，モニタリングと

ハンドリングを行う支援ツールを Java を用いて作成し

た．本稿では，それぞれの設計と実装方法について述べ

る．支援ツールを含めたシステムの構成を図 2 に示す． 

３．１ ジョブ管理機能 

ジョブ管理はジョブを投入するディスパッチャとラン

タイム内でのジョブのキューイングにより実現される．

アプリケーションを初期化し，ジョブとして投入する役

割を持ったディスパッチャを作成することで，ランタイ

ムは投入されたジョブを実行するだけに単純化すること

が可能である．ジョブの投入は随時受け付け，ランタイ

ム内でキューイングされる．実行中のジョブが存在しな

ノード A ノード B ノード C 

接続要求 
接続を通知 

接続要求 

Snapshot 転送 

 

システム 
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Monitor 

いか完了すると，キューからジョブが取り出され，ジョ

ブの実行を準備し，アプリケーションが実行される．キ

ューの内容はシステムを構成する全ノードで共有される．

これにより，どのノードがシステムから離脱しても，一

度投入したジョブは確実に処理されることが保証される．

また，他のノードにより処理されたジョブはキューから

取り除かれる． 

ジョブには一意に識別するための ID が割り振られる．

ランタイムはノードのローカルストレージ上に ID 名の

ディレクトリを作成し，この中に特定のジョブに関連す

る全てのファイルを保管する．実装にあたっては，カレ

ントディレクトリを ID 名のディレクトリに移動するの

が最も単純であるが，Java ではカレントディレクトリを

移動することができない．そのため，ジョブの実行準備

段階にてジョブディレクトリ内のファイルを作業ディレ

クトリに移動し，ジョブ完了時に作業ディレクトリ内の

ファイルを戻すようにしている．また，各アプリケーシ

ョンの標準入出力はファイルにリダイレクトするように

設定している．ジョブに関連するファイルは，ジョブと

一緒に全てのランタイムにコピーされる．新しいノード

が加わった時には完了済みのジョブもコピーするため，

ジョブの実行結果が失われることはない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 システムの構成 

 

３．２ モニタリング 

システムの利用を円滑化するために，利用可能なノー

ドや投入されているジョブを分かりやすいインターフェ

ースで提示することは重要である．システムの持つ情報

には，キュー内のジョブ，各ノードとノード上で実行中

のジョブ，各ジョブの情報がある．これらは通信ログか

ら確認することも可能ではあるが，ユーザが本システム

に精通している必要があり，ひと目で把握できないため

現実的ではない．また，各ジョブの関連データは，自動

的に生成されるジョブ ID と対応付けて保存されるため，

ユーザが直接アクセスすることは難しく，モニタ上で閲

覧可能であることが望ましい． 

モニタの設計は，ユーザが任意のタイミングで，任意

の計算機上で実行できるよう留意した．これは，必要な

時だけモニタを起動し，モニタリングが不要になれば終

了できるようにするためと，導入作業を無くすためであ

る．モニタはランタイムのように振る舞い，ネットワー

ク上に流れるメッセージから各ジョブの情報と各ノード

の情報を収集する．モニタにはサーバ機能を内蔵してお

り，ブラウザからのアクセスを受けると HTML を生成し，

返答する．サーバ機能を内蔵したのは動的な構成を可能

にするためであり，クライアントにブラウザを選択した

のは多様な環境やデバイスに対応するためである．HTML

の表現力やインタラクティブ性は，RIA（Rich Internet 

Applications）技術の成熟により向上しているため，ブ

ラウザ上でもユーザビリティの高いモニタを十分作成可

能である．図 3 にモニタのスクリーンショットを示す． 

 

 

図 3 モニタのスクリーンショット 

 

表示されている項目は，最上段のアイコンが処理中ま

たはキュー内のジョブ，続く段のアイコンが完了済みの

ジョブ，テーブルが各ノードとノード上で実行されてい

るジョブ，チェックポイント番号である．ジョブを示す

アイコンにマウスを重ねると，ジョブの詳細な情報がテ

ーブルの下に表示される．その内容は，ジョブ ID，投入

時刻，チェックポイント間隔，JAR ファイルのパス，ア

プリケーションのメインクラス，アプリケーションの引

数である．また，完了済みのジョブのアイコンをクリッ

クすると，その下に標準出力に書き込まれた内容が表示

される． 

３．３ ハンドリング 

投入済みのジョブを制御するために，ユーザによるキ

ュー内のジョブの処理順序の変更と各ノードで実行され

るジョブの変更機能を実装した．この 2 つはハンドリン

グの中でも最もニーズが高いものである．ハンドリング

はモニタリングと連携しており，モニタに内蔵されたサ

ーバに GET リクエストを送信することでランタイムに反

映させることが可能である． 

キュー内のジョブの処理順序が変更可能であれば，後

から投入されたジョブを優先的に実行することが可能に

なり，ジョブの優先度の変更が実現できる．これを行う

Runtime 

Dispatcher 

Runtime 

Job Browser 
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ためには，図 3 最上段のジョブアイコンの中から，順序

を変更したいジョブアイコンをドラッグし，並びを変更

すればよい．また，各ノードで実行されるジョブを指定

できれば，ジョブの冗長度の変更や，ノードを指定した

ジョブの実行が可能になる．これを行うには，キュー内

のジョブを示すアイコンを，各ノードを示すアイコン上

にドロップすればよい． 

 

４．システムの使用例 

本章では，動的な計算資源によるシステム構成が要求

される状況を例示し，本システムを用いることでどのよ

うに解決可能かを示す．使用するノードを事前に決定し，

何らかのシステムを構築しておく必要はなく，アプリケ

ーションを実行する際にランタイムを用いて実行してお

くことで，必要に応じて計算の冗長化や移動を行うこと

が可能である． 

４．１ 落雷による瞬断や停電に備える計算 

瞬断は UPS（Uninterruptible power supply system: 無

停電電源装置）を導入することでも解決できるが，計算

に用いるノード全てを UPS に接続する必要があり，追加

のハードウェア投資が必要となる．また，長時間に及ぶ

可能性のある停電は UPS では対応しきれない．冗長化の

ために，本システムを用いて行っている計算をユーザの

意思で複製したい場合，実行中のノードにノート PC1 台

を計算複製用のノードとして加える．こうすることで，

瞬断や停電が生じても，ノート PC のバッテリが持続する

間，計算を維持することが可能である．仮に先に計算を

していたノードが停止しても，復旧後にノート PC 上で進

んだ状態から計算を再複製できる． 

４．２ 異なる環境への計算の移動 

計画停電により現在の環境を使用できなくなる場合や，

残りの計算を家に持ち帰って行いたい場合は，計算を移

動させる必要がある．また，優先度の高いジョブが介入

する際に，既存の計算を中止せずに別の計算機へ移動し

たい場合もある．このような時には，ユーザはノート PC

を既存の環境に接続する．これにより，接続したノート

PC に全てのジョブがコピーさる．既存環境との接続を切

断し，新しい場所に移動することで，ノート PC を媒介と

して全てのジョブを移動することが可能である．ノート

PC 上でもジョブ処理は行えるが，移動先に複数のノード

やより高速なノードが存在する場合，ノート PC を起点と

して新たな環境を構築することも可能である． 

４．３ 遠隔の計算機へ複製 

先に述べた 2 つのケースは，安全性を確保するために

ノート PC を用いたが，遠隔の計算機が利用可能な場合，

遠隔の計算機を用いることでも同様の効果が得られる．

この時，遠隔のノードがシステムから利用可能かどうか

や，その稼働状況はモニタを用いて確認できる．その上

で，各ノードが処理するジョブを決定することも可能で

ある．モニタリングとハンドリングを実現したことで，

冗長度や平行実行されるジョブ数を，ユーザが自由に決

定可能な計算環境を実現した． 

 

５．まとめと今後の課題 

本稿では，複数の計算機の空き時間を組み合わせ，特

定のノードを占有することなくアプリケーションを実行

可能な分散計算システムについて説明し，システムの利

用を促進するために開発したジョブ管理機能とモニタリ

ング，ハンドリングについて述べた．モニタリングとハ

ンドリングを実現したことで，遠隔の計算機かどうかを

意識せず，安心して計算を行える環境を実現できた．ま

た，計算機利用の観点から，利用可能な計算機を動的に

構成することで，ユーザの意図する計算機利用の要求に

答える環境を構築することができた． 

ジョブを処理するノードグループの自律的な構築や，

アプリケーションの使用メモリ量とパフォーマンスへの

影響の調査が，今後の課題である． 
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タイル型ディスプレイへの画像表示インターフェイスの開発 

The Development of Interface to Display images onto Tiled displays 

We've developed an interface system to display images onto tiled displays. It is an extension system to SAGE system 
which can display the icon image on the operation window as well as the original image on the tiled display. Using the 
system, users can find out their own images easily among over fifty images. We plan to use it as an assist tool with 
open-ended discussion in school. 
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1. はじめに 

大規模データ可視化の課題の１つにディスプレイの解

像度不足が挙げられる[1]。その解決方法の１つは、高解
像度のプロジェクタやディスプレイだが、放送用を志向

しているので高価であり、スーパーハイビジョンの 3,300
万画素（7,680x4,320）をターゲットにしている。これを
超える高解像度のディスプレイを実現する安価な方法と

して、ディスプレイをタイル状に並べて、１つ大きな高

解像度のディスプレイとして扱うタイル型ディスプレイ

がある(図１)。これはディスプレイの数を変更することで、
任意の解像度にできるスケーラビリティを持つが、ディ

スプレイの繋ぎ目を消すことができないという欠点があ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ タイル型ディスプレイの例（SC2006米国タンパ、
大阪大学ブース） 

 
このタイル型ディスプレイの全面に１つの表示を行う

か、個別のディスプレイとして複数の表示を行うか、あ

るいは、それらを任意に使い分けるか、また、それを如

何に容易に切り替えるかは、ソフトウエア的な課題であ

る。ここでは、まず、タイル型ディスプレイに跨ってソ

フトウエアを動作させるいくつかのミドルウエアの紹介

をし、その中で我々が注目した SAGE(Scalable Adaptive 
Graphics Environment)[2]のインターフェイス開発につい
て報告する。 

 

2. タイル型ディスプレイへの表示方法 

ここでは、タイル型ディスプレイへ表示する方法につい

て紹介する。 
(1) 映像拡大器 
 映像拡大器[3]は入力として１つのビデオ信号を受け、
４面、９面、１６面といった複数のディスプレイにビデ

オ信号を分配するハードウエアである。分配時に補間処

理を行ったり、輝度調整が行えたり、の機能を持ってい

る。 
 この拡大器と映像分配装置（スイッチャ）を組み合わ

せることで、１つの映像をタイル型ディスプレイ全体に

拡大表示したり、複数の画像を並べて表示することが可

能となる。また、その切り替えを PCの制御用ソフトウ
エアから行うことでユーザフレンドリなユーザインタ

ーフェイスを提供することができる。 
 しかし、高解像度の表示には、高解像度出力が可能な

１台のコンピュータを使うか、複数の PCに跨って画面
分割で大きな画像を生成するソフトウエアが別途必要

となる。 
(2) DMX（Distributed Multi-head X） 
 X Window Systemの機能として Linuxのパッケージの
一部としても提供されている。DMX は分散サーバとし
て仮想的な大きなウインドウ領域を持つ[4]。クライアン
トソフトウエアは、ディスプレイがタイル型に分割され

ていることを意識することなく巨大な仮想ウインドウ

を自由に使うことができる。OpenGL拡張機能もサポー
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トしているので３次元グラフィックスもディスプレイ

を跨って動作する。 
 カーソルやマウスは DMXの管轄下にあるので、その
大きなウインドウを見ながら一人が操作することにな

る(図２)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        図２ DMXの概要 
 
(3) Chromium 
 Chromiumは、OpenGLを使って記述された３次元表示
に特化してタイル型ディスプレイに表示をするミドル

ウエアである[5]。 
 GL DLL Replacementの技術を使い、ソフトウエアが出
力する OpenGLコマンドをキャプチャし、そのコピーを
複数の計算機に流し、それぞれの計算機にて並列処理さ

せる。クラスタ環境が並列グラフィックスボードとして

扱われていると解釈できる。クラスタノード側には SPU 
(Streaming Processing Unit）という仕組みでレンダラが実
装されている。SPUは追加可能なフィルタ処理で、グラ
フィックスボード内で動作するシェーダーに対応する

と考えられる。 
 カーソルやマウスは、アプリケーションが動作するシ

ステムの管轄下にあるので、手元のマシンに表示された

仮のウインドウ上（ウインドウ領域だけ存在して、内容

が表示されていない）で操作しなければならない(図３)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図３ Chromiumでのタイル型ディスプレイ表示 

(4) SAGE(Scalable Adaptive Graphics Environment) 
 SAGE は複数の画像コンテンツをタイル型ディスプ
レイに表示するミドルウエアである。 
 ウインドウの位置やサイズの情報管理は、Free Space 
Manager(FSM)と呼ばれるプログラムが担当する。これ
は X ウインドウシステムにおけるウインドウマネージ
ャのようなもので、Xサーバのようにウインドウへの描
画やイベント管理は行わない。描画はディスプレイに結

びついた計算機上で動作する Display Managerが担当す
る。タイル型ディスプレイへ描画をしたいアプリケーシ

ョンは、SAGE Libraryを経由して Display Managerへ描
画命令を出す。このとき、SAGE Library と Display 
Managerは Free Space Mangerからウインドウ情報を得
ることで効率の良い描画を行うことができる。 
 ウインドウ操作（リサイズやレイアウト）は、アプリ

ケーションの実体から独立した SAGE UIと呼ばれるア
プリケーションを通して行う。SAGE UIは、Free Space 
Managerから、タイル型ディスプレイ上にいくつのアプ
リケーションがどのように配置しているかの情報を得

て、擬似的なタイル型ディスプレイを UI として表示す
る。利用者が、そのパッドの上でウインドウを移動する

と、その命令は FSM を経由してアプリケーションの実
体と Display Manegerに通知され、新しい分割情報に従
ってアプリケーションは画像を送信し、Display Manager
は、新しい場所にそれをテクスチャとして OpenGLで表
示する。 
 SAGEシステムには、アプリケーションとして画像を
表示する ImageViewer、操作画面をキャプチャして表示
する VNCViewerなどがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図４ SAGEによるタイル型ディスプレイ表示 
 

3. ｘKインターフェイスの開発 

我々は情報通信研究所からの委託研究「テレ・イマー

シブ・カンファレンス・システムの研究」[6]で、教育用
の電子黒板としてタイル型ディスプレイの活用を考えて

いる。電子黒板には、学生が成果（画像やパワーポイン

ト）を自由に貼り付け、移動、拡大し、ディスカッショ

ンできる。この目的には先述の中で SAGEが適している。 
しかし、既存の SAGE UIでは、まさに図４のように手

アプリケーション

XLib Xクライアント

分散分散XXサーバ（サーバ（DMX)DMX)

Xサーバ Xサーバ

Xプロトコル

Xプロトコル

アプリケーション

OpenGL

Chromium
Application Faker

SPU SPU

OpenGL

OpenGL

原則、こちらには
表示しない。

GLキャプチャ

アプリケーション

SAGE Lib

Display
manager

Display
manager

Free Space
manager

Application
Launcher

SAGE
UI

Appl1

ApplB

画像(テクスチャ）
OpenGL

56



元のユーザインターフェイスには画像の識別番号しか表

示されないという問題があった。例えば、クラス全員の

演習結果をタイル型ディスプレイに張り出してもらうと、

その数は 30～40になる。そのような数になると、タイル
型ディスプレイを見て面白い結果を見つけ、それを拡大

したいと思って、手元に視線を移したとき、それが何番

の画像だったかを特定することが難しい。そこで、我々

は、手元の操作画面にも画像アイコンを表示する新しい

SAGE UIを開発することとし、それを xKと名づけた。 
xKは、次の４つの機能を実装する。 

(1) 仮想的なタイル型ディスプレイの操作画面への表示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     図５ 操作画面 GUIの生成 
 
 xKは、まず、対象となるタイル型ディスプレイを管理
する FSMにアクセスし、その構成（枚数、解像度など）
の情報を照会し、そのディスプレイのアイコンを操作

GUIとして表示する(図５)。xKが起動したときに、すで
にタイル型ディスプレイに画像が複数存在する場合は、

それらの画像アイコンを操作 GUIに表示する。 
 
(2) 画像表示 
 ｘK は、画像ファイルを操作画面へドラッグ＆ドロッ
プしたときに、操作画面にアイコンを表示するとともに、

タイル型ディスプレイにも、それを表示する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６ ドラッグ＆ドロップされた画像のタイル型ディス

プレイへの表示とアイコン表示（その１） 
 
 ここでアイコンにサムネイル画像を表示することが、

本開発のメインである。画像ファイルがドロップされた

とき、xKは、そのパスを受け取り、その画像を xKロー
カルアイコン DBへ画像 ID（FSMの管理する最大値より
1 大きい値）を付けて登録した後、SAGE の Application 
Launcherに対して、Image Viewerの起動を依頼する。こ
こでは簡単のために Image ViewerとｘKが稼動する２つ
のシステムが SAMBA ファイル共有システムで画像を共
有していることを前提とする。xKには、事前に共有ファ
イルの双方でのパスを定義しておく。そこで、ドロップ

された画像ファイルのパスをｘK は先方でのパスに置き
換えて、画像の表示をApplication Launcherを通じて Image 
Viewer に依頼する。タイル型ディスプレイ上でのデフォ
ルト表示位置とサイズは Application Launcherの定義ファ
イルに規定できる。Image Viewerrは、その規定に従い複
数の Display Managerに担当部分の描画を依頼する(図６)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図７ ドラッグ＆ドロップされた画像のタイル型ディス

プレイへの表示とアイコン表示（その２） 
 
 そのとき、Image Viewerは FSMから、タイル型ディス
プレイの分割情報をネゴシエーションし、画像のどの部

分をどの Display Managerに送信するかを知る。FSMは、
画像情報(位置やサイズ)をデータベースに登録し、接続さ
れている全ての SAGE UIに対して、新しいウインドウが
生成されたことを通知する。FSM は、1 番から番号をイ
ンクリメントしながら ID番号をつけて、画像情報を管理
するので、先にｘK がローカルに付けた ID 番号（FSM
の最大値＋１）と、この画像 IDが一致する。 
 xKは、xKローカルアイコン DBに同じ ID番号のアイ
コン画像があれば、それをサムネイル化し、操作 UIのア
イコンに貼り付け、無い場合にはデフォルトのアイコン

を貼り付ける。 
 
(3) 画像の移動、拡大・縮小操作 
 タイル型ディスプレイ上の画像が、移動、拡大・縮小

された場合、それらの情報は FSMとネゴシエーションし
ながらSAGEアプリケーションがDisplay Managerに描画
を依頼する。xK は、その情報を FSM から受けて操作画
面の更新をする。すでに自分の管理する画像と、それ以

外の画像は区別が付いているので、ここでは自分が操作

した画像と他人が操作した画像を区別する必要はない。 
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 最後に xKが動作している様子を図８に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｘKローカルアイコンDBと FSMの管理するデータベー
スの画像 IDの番号は一致しており、ここでは自分自分が
管理する画像についてはアイコン情報をローカルに持っ 
 
    図８ ｘKが動作している様子 
 
 図８右下はｘK が稼動している画面で、図８左上はタ
イル型ディスプレイに表示されている状態である。図８

の手前の PC モニター内の左上のウインドウが開発した
GUI で、そこには２つのアイコンが表示されている。そ
の中の１つは自分の管理する画像なのでタイル型ディス

プレイ上と操作アイコンの画像が一致している。もう１

つは、他人がタイル型ディスプレイに配置したものなの

で、それを示すアイコンが表示されている。図８のよう

に画面上に画像が２つ程度しか無い場合は、自分の画像

と他人の画像を区別することは容易である。しかし、数

が増えた場合、ｘK インターフェイスでは、自分の画像
を識別するのに有効となる(図９)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図９ 多くの画像が配置されたｘKインターフェイス 
 

4. まとめ 

 教育目的で、タイル型ディスプレイを利用するために

SAGE のユーザインターフェイスを拡張した xK システ
ムを開発した。SAGE UIでは、操作画面ではアイコン画
像が管理されているのに対して、xKでは自分の管理する
画像だけをアイコン画像として表示できるようにした。

これにより、複数の人間でタイル型ディスプレイを共用

で利用し、大量の画像が配置している中でも自分の画像

の位置が容易に識別できるようになったと思われる。今

後は、このシステムを大学の授業で利用して、本当に識

別が容易であるか、また、教育用の電子黒板としてさら

に必要な機能が無いかを調査する予定である。 
 

参考文献 

[1] 寺坂晴夫, 清水泉介, 竹島由里子： 可視化のための大
規模数値データの圧縮と復元, 可視化情報学会論文集, 
Vol.23, No.6, pp.52-57,2003 
[2] L. Renambot et al.: SAGE: the Scalable Adaptive 
Graphics Environment, Workshop on Advanced Collaborative 
Environments (WACE 2004), 2004.  
[3] 例えば、パイオニアのホームページ 
http://wwwbsc.pioneer.co.jp/product/pdp614/utility.html 

[4] DMX Home page, http://dmx.sourceforge.net/ 
[5] Greg Humphreys, Mike Houston, Ren Ng, Randall Frank, 
Sean Ahern, Peter D. Kirchner, James T. Klosowski: 
Chromium： a stream-processing framework for interactive 
rendering on clusters, SIGGRAPH 2002, pp.693-702,2002 
[6] 情報通信研究機構 研究成果公開システム「テレ・イ
マーシブ・カンファレンス・システムに関する研究」成

果報告書、平成 16 年度、 17 年度、 18 年度：
http://koukai.nict.go.jp/jp/whatnew/WhatNewDetail.do?input
Data.data_sei_id=2007000009 

58



The 11th PSE Workshop’08 
 

機械学習による命令スケジューリング規則の改良 
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     In the genetic instruction scheduler that applied the genetic algorithm to the instruction scheduling for  

pipeline processor, there was a problem that it requires high calculation cost though it achieves an  
excellent schedule. By applying  the scheduling rules obtained by the genetic scheduler to the instruction  
scheduling, calculation cost was decreased. However, the effect of optimization was not better than that  
of the genetic instruction scheduler.We improved the scheduling rules for better optimization by defining  
new attributes which constitute scheduling rules. 
Key Words; scheduling, genetic optimization, rule optimization  
 
 

１． はじめに 
 近年，プロセッサのパイプライン制御方式が複雑化し

ておりプロセッサの性能を十分に引き出せていない可能

性がある．複雑化するプロセッサに対応するため，遺伝

的アルゴリズムを命令スケジュールに応用した遺伝的命

令スケジューラ 1)が提案された．静的な評価関数を用い

る従来のコンパイル手法とは異なり，対象としたプログ

ラムの実行時間のみに依存したスケジューリングをする

ため，そのプロセッサの 適化方法が分からなくても

適化できるという特長を持つ．この遺伝的命令スケジュ

ーラを Pentium プロセッサに適用した結果，実行時間の

観点からは十分な効果が得られた 2)．しかし，計算コス

トがかかりすぎるという問題があった． 

 遺伝的命令スケジューラによって 適化された命令列

には何らかの規則性があると考えられる．計算コストの

問題を解決するためにそういった規則を使用してスケジ

ューリングを行うスケジューラが実装され，ルール学習

型命令スケジューラ 3)と名付けられた．ルール学習型命

令スケジューラの小規模なプログラムに対しての効果の

検証が行った結果，計算コストは大幅に削減できたが

適化の効果は遺伝的命令スケジューラには及ばなかった． 

本研究では，ルール学習型命令スケジューラの 適化

の効果を高めるため，スケジューリング規則の改良を行

った． 

 
２．遺伝的命令スケジューラ 
 遺伝的アルゴリズムとは動物の進化を模倣した学習的

アルゴリズムであり，それを命令スケジュールに応用し

たものが遺伝的命令スケジューラである．与えられた命

令列の並び順を入れ替えて，実行時間の性能を評価し，

性能のよい命令列を残す．これを繰り返すことによって

適な命令列を生成する．遺伝的命令スケジューラのフ

ローチャートを図 1に示す． 

 
開始

遺伝的表現の枠組みであるDAG,SMDの生成

初期命令列群の生成

実行時間の評価

選択

交叉

突然変異

実行時間の評価と世代交代

終了

終了条件
Yes No

 
図１ 遺伝的命令スケジューラ 

 
３．ルール学習型命令スケジューラ 
 ルール学習型命令スケジューラとは，遺伝的命令スケ

ジューラの結果から得られた規則を使用してスケジュー

リングを行うスケジューラである．ルール学習型命令ス

ケジューラのフローチャートを図 2に示す． 

 
開始

遺伝的表現の枠組みであるDAG,SMDの生成

初期命令列群の生成

終了

スケジュール規則を使って命令列を選別

 
図２ ルール学習型命令スケジューラ 
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４．スケジュール規則 

 ルール学習型命令スケジューラにおいて， 適命令列

を選別するのに使用するのがスケジュール規則である． 
４．１ 属性値 

 アセンブラコード中の以下の項目がプログラムの実行

時間に影響を与えることが先行研究 4)で分かっている． 
・平均依存距離 
・オペランドの依存 
・ストア命令の連続性 
・浮動小数点命令のあとに整数命令 
・浮動小数点命令のあとの整数命令の連続性 
・ロード命令の連続性 
・浮動小数点命令の連続性 
・浮動小数点命令の平均連続性 
・連続ストア命令間のアドレスの距離 
これらの項目を属性と呼び，属性を数値化したものを属

性値と呼ぶ． 
４．２ スケジュール規則の抽出 

 遺伝的命令スケジューラでは命令列の並び替え，性能

の評価が繰り返し行われるため，大量の並びの異なる命

令列が生成される．それぞれの命令列の属性値を計算し，

実行時間とともにデータセットと呼ばれる形式にまとめ

る．このデータセットをデータマイニングツール WEKA5)

に入力し，スケジュール規則の抽出を行う． 

４．３ スケジュール規則の例 

 表 3にスケジュール規則の一例を示す． 規則抽出の

対象にしたプログラムは，LFK ベンチマーク 6)と呼ばれ

る FORTRAN で書かれた 24個のプログラムを Cに書き直

したものである． 

 
表１ カーネルプログラムのスケジュール規則例 

平均依存 オペランド ロード float
rule 距離 の依存 の連続 の平均

1 <=1.65 > 1.42 <=0.40 >1.14
2 >0.49 <=1.63 >1.5
3 >0.46 <=0.5 <=0.88
4 >0.46
5 <=2.40 >0.46 <=0.85 >0.5
6 >0.46 >0.43 <=0.33
7 <=1.85 >0.45 >0.1 <=0.18 <=1.66
8 >3.11
9 >2.21 <=0.5 >0.45 >1.33 <=1.85

10 <=2.03 <=0.37 >0.1 <=0.36 <=1.25
11 <=0.22 >0.18 <=0.20
12 <=0.46 >0.3  

 
例えばある命令列において，平均依存距離が 1.42 より

大きく 1.65 以下かつオペランドの依存が 0.40 以下かつ

float の平均が 1.14より大きければ，その命令列はルー

ル１を満たすということになる． 

 
５． 新しい属性の追加 
 ルール学習型命令スケジューラの改良のため，新しい

属性について検討した．性能の良い命令列と悪い命令列

を比較し，性能の良いものの命令の並びにはどういった

傾向があるかを調べ，それを新しい属性として追加した．

命令列の比較に使用したプログラムは LFK ベンチマーク

である． 

５．１ fld命令の連続性 
LFK ベンチマークの一つ，kernel19 に関して性能の異

なる命令列の比較を行ったところ，fld 命令の連続性が

性能に大きく影響を与えている可能性が高いことがわか

った．図 3に命令列比較の一例を示す． 
 

fld qword ptr [esp+4]

fld qword ptr [ebx+8*eax]

fstp qword ptr [esp+4]

fstp qword ptr [ebx+8*esi]

fld qword ptr [esp+4]

fstp qword ptr [ebx+8*esi]

fld qword ptr [ebx+8*eax]

fstp qword ptr [esp+4]

早い命令列（実行時間:725ms） 遅い命令列（実行時間:1022ms）

 
図３ 命令列の比較（kernel19） 

 
fld の連続性についての属性を作成し，fld の連続性

と命令列の実行時間との関係を調べた．図 4 のグラフか

ら，fld の連続性が kernel19 の命令列の性能に大きな

影響を与えていることがわかる． 

 

図４ fld の連続性と実行時間 
 
５．２ fmul 命令の連続性 

 表２，３から分かるように kernel20 では性能の良い

命令列には fxch 命令の挿入数が多い． 

 
表２ fxch挿入数（良）  表３ fxch挿入数（悪） 

命令列番号 fxch挿入数
79 4
49 2
80 4
50 3
55 2  

命令列番号 fxch挿入数
68 0
23 0
65 2
92 0
74 1  

 
このことから kernel20ではフロート命令の並びが性能

に影響を与えていると考えられる．フロート命令の並び

について焦点を絞って命令列の比較を行ったところ，性

能の良い命令列では fmul 命令が連続する傾向が見られ

た．そこで fmul の連続性に関する属性を作成し，実行

時間との関係を調べた．結果を図５に示す． 
 

fld の連続性と実行時間 

0 
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間 
各命令列 
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図５ fmulの連続性と実行時間 

 

５．３ inc 命令の位置 

 命令列を比較した結果，kernel1 において inc 命令の

位置が性能に大きく影響を与えていると考えられる．

inc 命令の位置に関する属性を作成し，実行時間との関

係を調べた．結果を図６に示す． 

 

 
図６ inc の位置と実行時間 

 

５．４ add 命令の位置 

 kernel24に関して命令列の比較を行った結果，add命

令の位置が性能に影響を与えている可能性が考えられる．

add 命令の位置に関する属性を作成し，実行時間との関

係を調べた．結果を図７に示す． 

 

 
図７ add の位置と実行時間 

 

６．結果 

 新しい属性を使用して，スケジュール規則の抽出を行

った．新しく得られたスケジュール規則をルール学習型

命令スケジューラに組み込み， 適化の効果を調べた． 

６．１ 新規則の抽出 

 既存の１０個の属性に新たな属性４個を加えて規則の

抽出を行った．これを規則Ｂとする．規則Ｂの一部を表

４に示す． 

表４ 規則Ｂ 

1 1.44 < <= 1.84
2 1.44 < <= 1.84 <= 0.205 <= 0.16
3 1.44 < <= 1.84 0.13 < <= 0.205
4 <= 1.84 0.087 < <= 0.343 0.196 < <= 0.353
5 <= 1.84 <= 0.344 0.196 < <= 0.4

1 <=1 <=26
2 > 1 <= 25
3 > 1 > 25
4 <= 3 > 26 <= 54
5 > 26 54 < <= 82

floatの
連続

incの
位置

addの
位置

rule

平均依存
距離

オペランドの
依存

ロードの
連続

rule

 

 

新たな属性４個のみを使用して規則の抽出を行った．こ

れを規則Ｃとする．規則Ｃの一部を表５に示す． 

 

表５ 規則Ｃ 

1 22 < <= 26 22 < <= 23
2 30 < <= 36 23 < <= 27 <= 1
3 <= 36 27 < <= 54 <= 1
4 <= 31 51 < <= 54 > 1
5 36 < <= 38 50 < <= 54

fldの
連続性

rule
fmulの
連続性

incの位置 addの位置

 

 

また，既存の１０個の属性を使用して得られた規則を規

則Ａとする．規則Ａは表１に示したものである． 

６．２ 実行結果 

 規則Ａ，Ｂ，Ｃをそれぞれルール学習型命令スケジュ

ーラに組み込み， 適化の効果を調べた．ルール学習型

命令スケジューラは初期命令列群の生成の段階で１０個

の命令列を生成する．これを１０回繰り返し，１００個

の命令列を生成した．それらを規則にマッチしたものし

なかったものに分け，それぞれの命令列の実行時間の平

均値をとった．スケジューリングの対象とするプログラ

ムは LFK ベンチマークから９つと，SPEC ベンチマーク

から３つである．LFK ベンチマークへの結果は表６から

１４に，SPEC ベンチマークへの結果は表１５から１７

に示す． 色が塗られている規則は，「規則にマッチ」

の値が も良かったものである． 

 

表６ kernel1 の結果 

規則 規則にマッチ マッチせず マッチ数
A 638.1 617.3 2/100
B 615.2 618.6 26/100
C 624.7 615.9 20/100  
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表７ kernel2 の結果 

規則 規則にマッチ マッチせず マッチ数
A 306.2 305.5 13/100
B 307.7 304.7 30/100
C 317.9 300.3 30/100  

 

表８ kernel3 の結果 

規則 規則にマッチ マッチせず マッチ数
A 4877.8 4870.1 31/100
B 4865 4875.9 31/100
C 4873.9 4870.1 62/100  

 
表９ kernel4 の結果 

規則 規則にマッチ マッチせず マッチ数
A 674.8 ─ 100/100
B 673.8 675.2 33/100
C 674.4 674.8 21/100  

 
表１０ kernel12 の結果 

規則 規則にマッチ マッチせず マッチ数
A 130.9 133.6 91/100
B 129.7 132.7 52/100
C 132.9 130 40/100  

 
表１１ kernel15 の結果 

規則 規則にマッチ マッチせず マッチ数
A 807 ─ 100/100
B 807.1 807 23/100
C 808.3 806.7 21/100  

 
表１２ kernel19 の結果 

規則 規則にマッチ マッチせず マッチ数
A 776 787.7 6/100
B 790.3 785.4 33/100
C 729.5 816.6 34/100  

 
表１３ kernel20 の結果 

規則 規則にマッチ マッチせず マッチ数
A 835.3 837.7 72/100
B 830.1 840.1 41/100
C ─ 836 0/100  

 
表１４ kernel24 の結果 

規則 規則にマッチ マッチせず マッチ数
A 258.3 ─ 100/100
B 255 259.8 31/100
C ─ 258.3 0/100  

 
表１５ bzip の結果 

規則 規則にマッチ マッチせず マッチ数
A 8100.7 8098.2 90/100
B 8040.6 8099 1/100
C ─ 8098.5 0/100  

 

 

 

 

表１６ twolf(1)の結果 
規則 規則にマッチ マッチせず マッチ数

A 425.4 423.1 73/100
B ─ 424.8 0/100
C 424.8 ─ 100/100  

 
表１７ twolf(2)の結果 

規則 規則にマッチ マッチせず マッチ数
A 432.1 ─ 100/100
B 432.1 ─ 100/100
C 422.4 434.6 21/100  

 

７．まとめ 

９つの LFK ベンチマークのうち，６つで規則Ｂが 良

の結果を示した．既存の属性に新たな属性を加えること

でスケジュール規則の改良が成功した． 
また kernel19 に関しては，規則Ｃが一番良い結果を出

している．これは属性の一つである fld の連続性が大き

く影響しているためと考えられる．kernel19に対しては

fld の連続性は非常に有効だが，他のカーネルプログラム

には効果がない．これは他のプログラムでは fld の連続

性が一定の値をとり，変化することがないためである． 
LFK ベンチマークには効果のあった新属性だが，

SPEC ベンチマークに対しては，規則のマッチ数が極端

に多かったり，マッチしなかったりと規則による選別が

うまく行われないものが多かった．これは今回使用した

規則が LFK ベンチマークに特化したものだったためと考

えられる． 
今後の課題として，SPECベンチマークの命令比較に

よる新しい属性の検討が挙げられる．SPECベンチマー

クに関しては，LFK ベンチマークを対象にしたときより

も遺伝的命令スケジューラの 適化の効果が薄いことが

分かっている．ルール学習型スケジューラを改良する前

に，遺伝的命令スケジューラの改良を検討する必要があ

るかもしれない． 
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Researchers may have their own calculation programs for their new theory. Probably, they need 
pre-and-post processing system for the programs. The PSE supporter offers the pre-and-post system for 
researchers by using his PSE library. CivilPSE is a PSE for civil engineers. We make a CivilPSE system 
for seepage-flow analysis named CivilePSE-flow. It offers civil engineer the system for inverse analysis 
of FEM using EnGrid. It produces good result for retaining-wall displacement using sub-division model. 
It has proved that our idea of the use of redividing the area for analysis is efficient. 
Key Words : PSE, inverse analysis, EnGrid 

 
 
１．はじめに 

 
本論文で提案する CivilPSE とは土木工学の分野の技術

者・研究者に対する問題解決環境（Problem Solving 
Environment：PSE）のことである．具体的事例としては，

以前，図 1 のような土留丸の計算エンジン ImpCAM のプ

リポスト処理を行う CivilPSE－Dodome[1]を報告した． 
技術者・研究者に対して PSE 提供者が共通の PSE ライ

ブラリを使用して必要な機能を開発・提供し，技術者・

研究者の目的達成を IT技術により支援するのがPSEの運

用形態だと筆者は考える．技術者・研究者が必要な機能

というものは固定したものではなく，時と場合によって

動的に変化するため，必要な機能をあらかじめすべて用

意しておくことはできず，常に PSE 提供者の介在が必要

となると思われる．  

CivilPSE-Dodome ImpCAM

プリポスト処理 FEM計算エンジン

 
 
 
 
 

図 1 CivilPSE-Dodome と ImpCAM の関係 
 
近年，土木工学の分野の解析手法は格段に進歩してい

るが，しかしそれらを実務に適用する際，大きく 2 つの

問題点がある．本論文ではその 2 つの問題の解決を目指

す試みを行った． 
まず１つ目の問題点としては，土木工学の分野で旧来

から問題になっている事象（例えば地盤の破壊現象や構

造物と地盤の相互作用など）や，時代の流れの中で必要

となってきた事象（例えば土構造物の耐震設計，維持管

理など）に対応するため，主に研究者が新理論を考え，

計算エンジンを自作することがあるが，その計算エンジ

ンのプリポスト処理は直接研究とは関連しない計算幾何

学などの知識を必要とし，研究の遅延・困難が生じてい

る．この問題を解決するために PSE 開発者の支援を必要

としているのであるが，特にプリ処理はそれぞれの計算

エンジンに特化したものが必要であり，汎用的なツール

が開発し難いという問題がある．これは CAE（Computer 
Aided Engineering）として認知され，自動車，飛行機など

の機械工学の分野ではかなり進化しているが，土木工学

の分野では解析対象・解析手法が多岐に渡り，その対応

が遅れている． 
もう１つの大きな問題として，それぞれの解析手法に

入力する地盤物性が不確定であるという問題がある．地

上にある計測し易い対象，物性の均一性が高い対象，破

壊して内部を確認できる対象と異なり，地下構造という

のは局地性，非均一性が強く，直接すべてを測ることは

不可能であるので，目的に応じて何らかの代替手段で間

接的に把握しているのが現状である．その地下構造を測

る手段として，光以外の様々な物理現象を仲介として間

接的に地盤の中の物理的性質と状態を地表から調査する

技術を総称する物理探査（弾性波探査，電気探査（比抵

抗探査），電磁波探査，重力探査など）や，ボーリング孔

を利用した物理探査である孔内検層（PS 検層，密度検層，

電気検層，温度検層，地下水検層など），抵抗体をロッド

などで地中に挿入し，貫入，回転，引抜きなどの抵抗か

ら土壌の性状を調査するサウンディング試験（標準貫入

試験，各種コーン貫入試験，スウェーデンサウンディン

グ試験など），ボーリングなどで地盤の一部をコアとして

採取し直接観察や室内試験を行うサンプリングなどがあ

る． 
地盤内を直接・間接的に測る手段であるボーリングは

工期、コストの面から一般に数多く実施することは難し

い．地すべり対策などでは地すべりが大規模であるか，

もしくは対象地域，保全対象の重要度が高くない限り，

縦断・横断それぞれ１～2 本ということも珍しくない． 

FEM 地盤解析システム「土留丸」 
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物理探査などボーリングを伴わない手法は，地下構造

を把握する目的（例えば地質分布，水文地質的な分布（透

水係数分布），岩級区分，N 値分布など）により使い分け

られており，目的にもよるであろうが一般に精度は良く

ない． 
このように現状，土木技術者・研究者はそれら直接・

間接な計測を駆使し，妥当な地下構造を構築しており，

これらの幾つかの方法を 3 次元的に重ねて検討するのは

地下構造全体を測る決定的な方法がないからである．そ

れを支援する環境として 3 次元地盤モデル作成システム

「Make Jiban」[2]を報告しているが，これにより各種調査

データである地表踏査（露頭、走向傾斜情報など），ボー

リング柱状図（地質，岩相などによる地層区分，標準貫

入試験，サウンディングなどの深度分布），物理探査（弾

性波探査，電気探査，重力探査など）を対比し，総合的

に地下構造を検討することができる．さらにそれぞれの

解析手法への入力パラメータを提供すること，また，解

析結果からその物性値分布を逆解析的に求め，それをさ

らに地下構造の把握に利用することができる．そしてそ

れは CivilPSE 構想（プロジェクト名：GDASS）の一部を

構成している． 
本論文では準汎用の土木工学分野向けプリポスト処理

アプリケーションである CivilPSE シリーズの 2 つ目とな

る CivilPSE－Flow（2 次元浸透流解析用プリポスト処理ア

プリケーション）の開発およびそれから得られた知見，

またFEMを用いた逆解析による地盤物性値推定の試みに

ついて報告する． 
 
２．土木工学の分野での PSE の役割 

 
土木工学分野の問題を解決するための新理論が多く開

発され，この新理論を実現するための計算エンジンも多

く実装されている．しかし，それぞれの計算エンジンに

対する独自なプリポスト処理が必要なため，研究の進捗

自体に遅延や困難が生じていることが多く，実務レベル

での活用・普及も滞ることが多い．独自の計算エンジン

を開発した研究者は，プリポスト処理を開発するために，

研究とは無関係な情報幾何学などに基づく技術が必要で

あり，プリ処理や可視化を自ら開発することは煩雑な作

業である．大概は手作業や自作の簡易なプログラムで行

っている場合が多いが大変な時間と手間がかかる．また，

その手作業や簡易なプログラムにもその煩雑さから間違

いやバグが潜む可能性があり，重大な障害となりうる危

険性もはらんでいる．一方，汎用の可視化ツールなどが

あるが，研究で作成した新しい理論の可視化となると，

汎用なツールでは何らかの手を加えないと対応できない

場合もある．プリ処理となると，解析したい要求に合わ

せて開発する必要があり，汎用のプリ処理開発は困難で

ある．例えば土木工学の分野では新工法が次々と開発さ

れており，それに対応したプリ処理が必要である． 
これらの問題を解決するために，PSE 提供者が必要と

考える．PSE 提供者はこのような状況に対して支援を行

い，プリ処理，ポスト処理プログラムを提供する．PSE
提供者は，すでに様々な入出力形式に対応するプログラ

ムを持っているので，容易に研究者が必要なプリポスト

プログラムを作成することができる．研究の進捗速度は

ますます加速しており，研究の速度・確実性を高めるた

めにも，このような計算エンジン毎に PSE ライブラリを

カスタマイズしてプリポスト処理を作成する PSE 提供者

のようなサービスが求められている． 
 

３．CivilPSE－Flow の開発 
 
土留丸のプリポスト処理を担う CivilePSE－Dodome[1]

を 2 次元浸透流解析プログラムに対応し CivilPSE－Flow
として開発した．CivilPSE－Dodome を CivilPSE－Flow に

対応するために行ったことは，主に次の 5 点である． 
（１）浸透流用境界条件作成 GUI の作成 
（２）Civil－Flow のデータ用構造の実装 
（３）計算用の入力データ作成に対応 
（４）計算プログラムの出力データ読込みに対応 
（５）可視化修正 
 
（１）浸透流用境界条件作成 GUI の作成 
 まず，計算プログラムの入力パラメータが異なるので，

それに対応する GUI を修正した．浸透流用の新たな入力

パラメータが従来のオブジェクトに付加することが必要

なので，新たにダイアログを用意し，そこに一括して入

力するように変更した． 
 そして，図 2 のように，新たに浸透流解析用のオブジ

ェクトを入力できるようにした．具体的には，降雨，浸

出面，水頭経時変化，水流経時変化，流入出点である． 

 
図 2 浸透流解析用のデータ入力画面 

（２）Civile－Flow のデータ用構造の実装 
Civil-Flow の内部データ構造については，元々容易に新

規オブジェクトを追加できるような仕様としており，オ

ブジェクトを追加することができた． 
 

 
図 3 CivilPSE-Flow での複数の工程 

（３）計算用の入力データ作成に対応 
 計算用の入力データは，計算プログラム毎に異なるの

で CivilPSE の内部形式から計算プログラムの入力形式に

変換するようにプログラムを作成する必要がある．この

部分で，変換を行う専門言語を開発することも考えられ

るが，結局は機能不足に陥ることが考えられ，それより

もむしろ汎用の言語が何でも使えるようにしておいた方

がよいと考える．CivilPSE－Flow では，Fortran プログラ

ムを経由して C++を用いている． 
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（４）計算プログラムの出力データ読込みに対応 
 また，計算プログラムの出力もプログラム毎に異なり，

その結果を利用してさらに計算条件を変えて計算を続行

するためにデータを読む必要がある．基本的に CivilPSE
シリーズでは，図 3 のような画面で，施工工程を扱うこ

とができ，掘削によりメッシュが消失したり，盛土によ

りメッシュが出現しても，メッシュ番号が自動的に調整

され扱うことができる仕組みがある．CivilPSE－Flow の

場合であれば，降雨後，掘削し，その後，揚水するなど

の複数の工程の解析を経時的に行うことができる．メッ

シュ毎の水頭の設定などは CivilPSE 側が自動的に行うの

で，計算エンジン側では，メッシュが変化したことを意

識することなく，計算を行うことができる． 

（５）可視化修正 
 後に，計算プログラムに対応した可視化をする必要

がある．CivilPSE－Dodome には三角形要素と四角形要素

用のグラデーションやコンターの可視化関数がそろって

おり，ある程度それで対応することができる．また，ポ

イントモニタ機能や，アニメーション作成機能なども持

つ．CivilPSE－Flow では，三角形要素の可視化機能を流

用した． 
メッシュに依存しないき裂進展解析が可能な近年盛ん

に研究されている X－FEM（eXtended Finite Element 
Method）や，メッシュ破綻することなし大変形や固体が

破壊し飛散するまで解析できる SPH（Smoothed Particle 
Hydrodynamics）等で，き裂や粒子の集合等の特殊な可視

化をもし行わなければならない場合は，既存の可視化に

加えて新たな可視化関数を作成する必要がある．その他

にも DDA（Discontinuous Deformation Analysis）や FDM
（Finite Difference Method）などの有限要素法以外の解析

手法に対応するためには，新たに独自のライブラリを構

築する必要があるだろうが，その際には CivilPSE－
Dodome のメッシュライブラリ等が再利用可能であると

考えられる． 
 以上の個別な事象である CivilPSE－Dodome から

CivilPSE－Flow に対応した事例を通して，汎用なプリ処

理，ポスト処理を開発する上での知見を以下の 3 項目述

べる． 
 
（A）GUI にラジオボタンよりコンボボックスを用いる． 
（B）エディットボックスより表コンポーネントを用いる． 
（C）CivilPSE と計算エンジン間のインタフェースは，任

意の言語で作れるようにする． 
 
（A）GUI にラジオボタンよりコンボボックスを用いる． 
 GUI にラジオボタンを用いると，ラジオボタンの種類

や個数の変更が困難である．コンボボックスであれば，

コンボボックスの一覧を変えるだけなのでコードで簡単

に内容を変えることができる． 

（B）エディットボックスより表コンポーネントを用いる． 
表コンポーネントも列や見出しを変えたり，列幅を 0

にして隠したりなどできるので便利である．また，表コ

ンポーネントを使うと，簡単に Excel 等から値をコピーで

きるという大きなメリットがある． 

（C）CivilPSE と計算エンジン間のインタフェースは，任

意の言語で作れるようにする． 
計算エンジン用の入力ファイルを作る部分や，出力フ

ァイルを解析する部分のために専用言語を開発すること

も考えられるが，汎用性に欠け，必ず機能が足りないと

いう事態が考えられる．また，専用言語学習のための手

間は必ずしも軽減されるとは限らない．それよりも，従

来からある言語がなるべく多く使えるような仕組みにし

ておく方がよいと考える．そのためには C 言語や TCP/IP
を基礎としたインタフェースをベースとすべきであると

考える．大概の言語は C 言語に対応しており，TCP/IP で

通信可能であるからである． 
 
４．分散計算ミドルウェア EnGrid 

 
CivilPSE－Dodome と CivilPSE－Flow を使って逆解析

を行うが，その際に EnGrid[3]を用いる．EnGrid とは分散

計算のためのミドルウェアである．下図のように，アプ

リケーションから複数のメインジョブを受け取り，その

メインジョブが複数のサブジョブを遠隔のコンピュータ

で実行するという仕組みである． 
 

サーバ

メインジョブ

メインジョブ

サブジョブ

サブジョブ

 

サブジョブ

 

サブジョブ

 

 
図 4 EnGrid におけるジョブの流れ 

 
 EnGrid が使用されると想定される環境は社内 LAN で

あり，高速なネットワークが使え，セキュリティについ

ては意識しなくてもよいと仮定している． 
 メインジョブはサーバ側で実行される単なるプログラ

ムであり，ジョブ実行形態に自由度がある．現状は，マ

スターワーカー型だけであるが，将来は並列計算などに

も対応できるようなものも開発したいと考えている． 
サブジョブの実行が電源断などで中断された場合，メ

インジョブがそれを検知して，別のコンピュータでサブ

ジョブの実行が再開される．このようにユーザはコンピ

ュータが計算中かどうかを意識する必要はなく，EnGrid
を使うことができる．メインジョブの実行はユーザ以外

に中断されることはないと想定している．どの程度の細

かさでサブジョブが再開されるかはメインジョブにより，

計算再開のための細かさを小さくするほど，全体の実行

時間が延びてしまう現象が観察された．CivilePSE－
Dodome では，複数の施工ステップを含む FEM 計算全体

を一つの計算単位として計算を行っている．頻繁にコン

ピュータの入れ替わる環境ではまったく計算が進捗しな

い現象も考えられるが，対象環境が社内 LAN のため，そ

のような短時間で電源断が起こることはないと考えられ

る．CivilePSE－Flow でも複数の施工ステップを含む FEM
計算全体を 1 つの計算単位としている． 

EnGrid は Job Submitter と Job Environment の 2つのプロ

グラムから構成される．Job Submitter がメインジョブを扱

い，ユーザからジョブを受け付けて，サブジョブを Job 
Environment に投入する．Job Environment は，投入された

サブジョブを実行する．1 台のコンピュータに Job 
Submitterと Job Environment の両方をインストールするこ

とができ，その際，そのコンピュータはジョブの実行と

投入の 2 つの役割を兼ねることができるようになる．そ
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ういった意味で，EnGrid がインストールされたコンピュ

ータをピアと呼ぶ． 
 

  
図 5 Job Submitter と Job Environment 

 
 今回，EnGrid に対しては 3 つの工夫をした．1 つ目は，

ジョブのスケジューリングを実現したことである．必ず

実行して欲しいジョブと予備で実行するジョブを優先順

位の番号をつけて区別する． 
Job Environment は同一の優先順で依頼された場合は先

着の方を優先する．優先順位が劣るジョブを実行してい

る 中に，優先されるジョブが送付された場合，優先順

位が劣るジョブを破棄して新規に優先順位の高いジョブ

の実行を始める． 
あるジョブを実行する場合は，まず， 優先の優先順

位をつけ，ジョブを実行する．それと同時に，より劣る

優先順位で同じ計算を別のコンピュータに依頼する．何

台のコンピュータに依頼するかはユーザの設定次第であ

る．もっとも早く計算の結果を返してきたコンピュータ

を優先する．より劣る優先順位をつけたジョブは，他の

計算からのジョブを優先するので，同時に複数のコンピ

ュータからジョブを実行しても競合しすぎることがない． 
このような実行方式によりすべてのコンピュータを有

効利用でき，また，複数の性能が均質でないコンピュー

タを用いた場合，計算性能の改善が期待できる 
2 つ目の工夫点は，従来，逆解析のために，計算の評価

ベクトルを求める作業をサーバで行っていた作業をクラ

イアント側に移行したことである．この作業は，複数の

各計算ファイルの適切な場所の値を抽出するファイル操

作が必要な重い処理であった．そして，抽出した値を元

に，レベンバーグマルコート法[4]のために，評価ベクト

ルを作成していた．この作業に予想外に時間がかかり，

サーバに負荷がかかっていることがわかった．この作業

もクライアント側に移動し，クライアント側に評価基準

の情報を渡し，評価ベクトルを計算し，その結果の評価

ベクトルだけをサーバに返す仕様とした．サーバ側では，

その値を使って直接レベンバーグマルコート法の値を計

算する． 
後の工夫は出力メッセージに関するものである．従

来は，Job Environment や Job Submitter から実際に行って

いる作業の内容をユーザに見せていた．たとえば，ある

ファイルを Job Environment に転送したとか，サブジョブ

の実行を開始したとか，などのことである．デバッグ用

途ではこれでよいが，ユーザから見ると Job Submitter や
Job Environment が全体の作業の内で現在，何を計算して

いるのかわからなかった．そこで，メインジョブやサブ

ジョブから，ユーザにメッセージを出力するようにした．

メインジョブやサブジョブは，現在，自分が何を行って

いるのか，把握しているので，より適切なメッセージを

出力することが可能となった．例えば，“計算を開始した”，

“計算の結果，収束しなかった”，“計算結果を送り返し

た”，などである． 
 
５．FEM を用いた逆解析（入力パラメータ最適化法）

による地盤物性値推定の試み 
 
一般に精密なモデルほど計算用のパラメータが多くな

り，個々のパラメータの精度も問題となる．しかし，土

木技術者や研究者が対象とする現場では，コスト，工期，

計測技術の多面的な制約により，地下の一部のデータし

か得られないことが多く，他のデータは示方書に従って

設定したり，試行錯誤的に推定や換算することになる．

このように試行錯誤して確定した計算用の入力パラメー

タを適用して 新の計算理論を用いて解析を実行しても，

必ずしも現場の計測値に整合する計算結果が得られると

は限らず，これが有限要素法などの比較的高度な数値計

算手法を現場の事例に適用し事後解析を行って分析した

り，その知見を蓄積して精度の良い予測解析を行う妨げ

になっていると考えられる．この計算工学的に見た主な

原因は，入力パラメータと解析モデルが適合していなか

かったためと考えられ，その現場に即した解析モデルに

対して適切な入力パラメータを用いれば，現場の変状で

ある計測値などを再現可能であると考えられる．本研究

では図 6 のような手順で逆解析を行い，通常，順解析で

は計算結果として得られる変形値などの解析値を計測値

などの目標値と整合するよう各パラメータ（ここでは N
値などの入力パラメータ）を自動的に変更し，繰り返し

計算するシステムを用いた．その各パラメータを自動的

に変更する際には， 急降下法とニュートン法の長所を

併せ持つレベンマークマルコート法を用い，効率的にパ

ラメータ探索を行っている．また，このパラメータ探索

の際，パラメータ数と同数の PC を利用して 4 章で示した

EnGrid を用いた分散計算を行うと高速化が図れる． 
既往の報告[5][6]などでも 3 次元浸透流解析による地す

べり地の透水係数分布や，2 次元土水連成弾塑性解析によ

る土留め掘削事例における地盤物性分布を求める 適化

事例を報告しているが，本論文では地層構成と N 値など

の地盤物性の分布は異なることに着目し，図 7のように，

地盤内を細分化して作成した解析モデルを用いて，地盤

物性分布の逆解析を試みた． 
図 8 は 適化システムのメイン画面であり，図 9 の入

力ウィンドウで 適化するパラメータを指定する． 
CivilPSE－Dodome なら N 値（ヤング率により換算）な

どであり，CivilPSE-Flow なら透水係数や水の湧出し量な 
 

 
図 6 逆解析の手順 

START 

FEM条件入力 
（初期値） 

残差計算 
（解析値と目標値 

残差が許容値 
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FEM解析 

各パラメータに対する 
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FEM解析 ×パラメータ数 

FEM入力値 
の修正 

YES 

NO 

目標値および 
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LM法を用いたパラメータ最適化法のフロー 
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EnGrid はここで

活躍！ 
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図 7 地層構成をさらに細分化した解析モデル 

 
図 8 最適化システムのメイン画面 

 
図 9 最適化するパラメータの入力ウィンドウ 

 
図 10 EnGrid を用いた最適化計算の画面 

 
図 11 パラメータ最適化結果の一覧ダイアログ 

 
どである．また， 適化の評価基準は，CivilPSE－Dodome
なら土留め壁の変位量，CivilePSE－Flow なら圧力水頭や 
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図 12 パラメータ最適化前（順解析）での土留め壁水平変位 
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図 13 パラメータ最適化後（逆解析）での土留め壁水平変位 
 
全水頭の値（任意箇所の地下水位など）である． 
図 10 の画面は EnGrid を用いて 適化計算を行ってい

る様子で， 適化計算の結果は図 11 のダイアログで見る

ことができる． 
適化ループは図 6 に示したように，基本的に 適化

フェーズと，方向微分フェーズを繰り返す．方向微分フ

ェーズの際に多数のコンピュータを用いて微分値を計算

し，その値を用いて 適化フェーズで 適化パラメータ

を求める計算を行う． 
図 12 は現場近隣の地盤調査から得られた物性値を図 7

の解析モデルに入力して順解析を行った結果である．現

場は水路拡幅に伴う土留掘削工事（掘削深さ 3m 程度）で

あり，掘削直後および掘削 5 日後の土留め壁の変位を計

測してある．（図中，●が掘削直後，■が 5 日後の土留め

壁変位である）掘削直後は概ね 3cm 程度，5 日後は概ね

5cm 程度の変位が計測されているが，FEM 順解析の結果

はどちらの日時でも 1cm 程度と，計測変位より小さく，

再現性が良い結果とは言えない． 
図 13はパラメータ逆解析後の結果であるが，掘削直後，

5 日後とも非常によく再現できており，その残差ノルムは

0.3cm 程度（ 適化前 5.5cm）であった． 
図 14，図 15 はパラメータ 適化前後での地盤物性（N

値）分布の比較である．パラメータ 適前（順解析）は

地盤調査としてはボーリングが近隣に一箇所しかなかっ

たこと，また沖積平野であり田圃，水路，道路がある住

宅地であることから，ほぼ水平堆積地盤であると推定さ

れることより，図14のように凡そ深度に比例した N値分

布となっているが，土留め壁の変形を逆解析的に整合さ

せた結果，図 15のように，水路下など周辺は N値が 0～1

前後（地盤調査からは 2～5）の超軟弱となっており，土

留め壁の根入れ部分は N値 50前後の通常，基盤層となる

ような堅固さを示している（地盤調査からは 20前後）． 

また，逆解析結果からはその基盤層下に N値の小さい領

域があることが示唆されており，興味深い結果となって

いる．当初，水路周辺は漏水，浸透などにより地下水位 

67



 

 
図 14 パラメータ最適化前（順解析）の N 値分布 

 
図 15 パラメータ最適化後（逆解析）の N 値分布 
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図 16 パラメータ最適化前（順解析）での沈下量予測 
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図 17 パラメータ最適化後（逆解析）での沈下量予測 

 

が高く，軟弱になっているのではないかということは想

定できたが，土留め壁変位の計測値から根入れ部分がは

らみ出すような変形モードであったことから根入れ付近

も軟弱化していることを想定し，そのような予察的な解

析も行っていたが，なかなか再現できなかった．この逆

解析結果から推察できるに，根入れ付近の堅固な層の下

にさらに軟弱な層が根入れ先端より 3～4m 深部に存在し

ているのであれば，そのような土留め壁の変形モードを

再現できるのではないかという結果となった． 

図 16 は順解析，図 17 は逆解析での周辺地盤（土留め

壁背後地盤）の沈下量予測と計測値を示したものである．

これは仮に土留め壁の変位量が計測できたとして，それ

より周辺地盤への影響を予測できないかという別の目的

で検討した結果であるが，ピーク位置こそ違えど， 大

沈下量は定量的に予測できており，地盤物性値を逆解析

的に求めるメリットの１つになると考えている． 
この結果は，左側の土留め壁の変位のみを目標値およ

び 適化計算に用いていること， 適化範囲（空間的拡

がりと物性範囲の両方）， 適化手法（パラメータの選択，

重み付け，別の 適化理論など）などの検討は今後行う

予定であり，ある条件下での結果ではあるので信頼性は

まだ乏しいが，今後，このモデルでのより詳細な検討，

また，開発中の浸透流解析も含めて，より多くの事例で

の検討を進める予定である． 
 
６．結論 

 
CivilPSE とは土木工学分野に対する PSE であり，土木

工学用の個々の計算エンジンに対して，汎用的で使い易

いプリ処理，ポスト処理を付加して，その計算エンジン

を実務に活かせるようにすることができることを確認し

た．既往の論文では 2 次元弾塑性陰解法 FEM エンジン

ImpCAM との連結をした CivilePSE－Dodome を報告した

が，本論文では 2次元浸透流解析プログラムに適用して，

CivilPSE－Flow を開発した．その際，汎用的なプリポス

ト処理アプリケーションでの問題解決ではなく，準汎用

的なライブラリなどを整備することが望ましく，今回の

事例で得られた知見をまとめた． 
また，土木工学分野では計算モデル構築のため地下構

造の把握が必須となるが，開発したアプリケーションを

用いた試みおよび今後の検討を示した．その試みとして，

実際の工事事例に対して独自計算プログラム手法を適用

するために，レベンバーグマルコート法を用いて多数の

パラメータを逆解析により求める手法を示した．また，

その計算の際，EnGrid を用いて分散計算を行い，計算効

率の向上を図った．具体的には土留め壁の変位を用いて

逆解析を行い，現場で計測された土留め壁変位の計測値

と良く整合する結果を得た．その際，一般に地層構成と N
値分布は異なることに着眼し，領域を地層構成以上に細

分割すると 適化の精度向上につながることを示した．

また，その際，逆算した N 値も技術者が想定できる範囲

で妥当なものであると認められ，今後，技術者・研究者

と CivilPSE 提供者が共同作業をしていくことはますます

重要となっていくと考える． 
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We introduce our Link Level Simulator and System Level Simulator, used to develop the base station 
for the Mobile WiMAX system. In this paper, we show the problems of the simulation for the whole 
service area of the cellular systems. And we propose the Total Level Simulator as a new idea to solve 
the problems.  
Key Words : mobile communication simulator ,WiMAX ,LLS,SLS 

 
 

1． はじめに 
移動無線通信の高速化が進み，ますます便利な世の中

へと発展してきた．高速化を実現するために，基地局や

端末の信号処理も時代とともに複雑化し，扱うデータ量

もハード規模も増加してきている． 
移動無線通信機器の開発では，開発の短期間化・高性

能化を目的としてシミュレーションによる検証が必須で

ある．セルラーシステムにおいて，シミュレーションに

より性能を確認するためには，複数の基地局と多くの端

末を含むサービスエリア全体のシミュレーションが必要

になる．これまでの取組みでは，基地局と端末間をシミ

ュレーションするLLSとエリア全体をシミュレーション

するSLSに分けてシミュレーションを行っている． 
本稿では，これまでのシミュレーション手法の課題を

明確にし，課題を解決する新たなシミュレータシステム

についての提案を行う．また，提案した新たなシステム

の有効性を考察する． 
 

２．移動無線通信 とシミュレーション 

２．１ 移動無線通信技術の発展 

移動無線通信は，セルラー形式(非IEEE系)の基地局～

端末間通信として，1970年代終りに開始されたアナログ

通信である第1世代にはじまり，1990年代に始まったデジ

タル方式の第2世代を経て，現在広く利用されている

W-CDMA，およびcdma2000の第3世代 (IMT-2000)へと

年々進化を続けてきた．近年では，高速なWebアクセス

や動画配信サービスなどをはじめとするマルチメディア

通信をいつでもどこでも利用したいというニーズから，

HSDPA等の3.5世代の機器が実用化された．この技術を

使って，新規キャリアの参入が行われ，伝送容量7Mbps
程度の高速通信を謳う機材が登場するなど競争の激化が

進んでいる．また，次世代の機器として，LTE(S3G)と呼

ばれる技術の開発も進み，数百Mbpsの通信が可能になる

見込みである．1) 
一方，有線LANをワイヤレス化した無線LANの高速化

も進み，近距離であれば100Mbps程度の通信をワイヤレ

スで行うことが可能になってきた．無線LANは経済性を

重視したシステムであり，民生機器として広まっている．

この無線LANのカバーエリアをセルラーシステム並に

広げることを狙ったシステムがWiMAX(IEEE802.16)と
呼ばれる無線通信技術であり，現在世界隔地で注目を浴

びている．WiMAXは有線LANと同じ系列の規格である

ため，インターネット側のインターフェースの親和性が

良く経済的なシステムを構築できる．日本でもWiMAX
に使用予定の無線周波数の免許がキャリアに認定され，

2009年に商用を開始する予定である．無線 LANと

WiMAXの違いは，カバーエリアの広さの違いだけでは

ない．無線LANは，通信に必要な場所だけを対象とした

通信をホットスポット的に行えば良いのに対して，

WiMAXは，それぞれの基地局がカバーするセルを密接

して配置し，全体として大きなエリアの通信を実現する．

このための仕組みとして，セル間を端末が移動しても途

切れないようにするハンドオーバーなどの機能を有する．

このような点は，非IEEE系の無線通信と似ている． 
このように，非IEEE系の無線通信と有線LANを祖とす

るIEEE系の無線通信がそれぞれ異なった形で発展して

きた．図1に示すように，最終的に両者の行き着く先は同

じ技術になるとも言われ，第4世代の無線通信になるので
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は無いかと考えられる2)．第4世代では，1Gbps近くの伝

送容量をワイヤレスで通信することができ，有線LANに

よるインターネットと変わりなく使用することが可能に

なる． 
 

 
図１ 移動無線通信の変遷 

 
２．２ 機器の開発とシミュレーションの役割 

短期間で急激に発展してきた移動無線通信の機器開

発の特徴を挙げる．主に 5 つの特徴がある． 
a) 世代の移り変わりが早く短期開発が必要 

前節で述べたように,短期間の間に世代が移り変わ

っている.また,3G(第三世代)のように，世代の中に

も複数の世代に相当する技術改革のバージョンがあ

り，その度に機器開発が必要となる.このため，短期

間で開発を終えなければ開発競争に勝てない. 

b) 新しい無線技術が次々に取り入れられる 

世代もしくは世代内のバージョン毎にキーとなる無

線通信技術が新しくなっていく.例えば,第二世代か

ら第三世代の間には，シングルキャリア変復調→拡

散方式→OFDM と劇的に移り変わっている．このため,

新しい開発毎に,新技術の開拓と製品への適用のサ

イクルを高速に回す必要がある. 

c) 実現のための回路規模が非常に大きい 

最新の移動無線通信技術は，FFT や FIR フィルタな

どの重い演算処理を駆使している．近年の最新 LSI

技術を使っても回路規模が非常に大きくなる．この

ため，開発期間が多く必要であり機材も高価になる． 

d) 機器単体の評価を多くの側面から行う必要がある 

電波を使用した無線通信であるために，機器単体の

評価を行う際のパラメータが多い．例えば，基地局

と端末間の空間(伝搬路)は，一定ではなく気象変動

や障害物・端末の動きなどで様々に変化する．全て

の場合を評価することは困難なため，代表的なパラ

メータで行うが，それでも相当な数を評価する必要

がある． 

e) 無線通信機器単体の評価だけでなく，複数セルまで

含めた評価が最終的な品質になる 

d)で述べた基地局と端末間の評価は基本特性として

必要であるが，セルの中には多くの端末が存在する．

また，セルとセルの間も電波は飛び交うため，多く

のセルの状態を考慮して評価を行う．最終的には，

全てのセルとその中の全ての端末の挙動を把握して，

決められた品質を満たすことを確認しなければなら

ない． 

ここで挙げた主に a)～e)の特徴があるために，開発に

おいてシミュレーションを用いることが必須である．シ

ミュレーションを行うことで，機器を製造する以前に特

性の把握を可能にし，新技術の創造と検証を短期間で行

うことができる．また，様々な伝搬路特性を擬似的に作

り出し，基地局と多くの端末間の通信およびセル間の挙

動を模擬することが可能である．シミュレーションを確

実に行うことで開発期間の短期化を行っている． 
しかしながら，シミュレーションにも限界があり，回

路規模が大きいこと，伝送速度が高速になってきている

こと，多くのセル・端末を模擬しなければならないこと

から，シミュレーション時間が膨大になる傾向にある．

この課題の解決のために，Grid の導入や並列演算手法の

導入を行ってきた．これらの活動によって，十分ではな

いが，実用可能なレベルまで課題解決してきている．3) 4) 
 

３．シミュレータ詳細 

本章では，移動無線通信のシミュレータがどのように

構成されているかを説明し，現状のシミュレーションの

課題をまとめる． 
３．１ 移動無線通信におけるシミュレーション 

移動無線通信のシミュレーションを行うためには，複

数のセルに含まれる基地局と多くの端末全てをシミュレ

ーションしなければならない．しかしながら，演算量の

限界やシミュレータ規模が大きくなってしまうことから，

複数のシミュレータに分割してシミュレーションを行う

ことが多い．一般的には，一つの基地局と一つの端末の

通信状態を評価する Link Level Simulator (LLS)，および

複数のセルの通信状態を評価する System Level Simulator 
(SLS)に分けてシミュレーションを行う．以下に両者の特

徴を説明する． 
３．２ Link Level Simulator (LLS) 

一組の基地局，端末，および伝搬路をモデル化し，実

際の環境に近い条件でシミュレーションを行うシミュレ

ータである．基地局と端末はハードウェアを意識したモ

デリングを行うことで実機に近い特性を得ることができ

る．伝搬路は基地局と端末間で起きる自然現象をできる

だけ忠実に再現する．例えば，端末が移動することによ

り起きるドップラー周波数シフトやビル・山による電波

の反射によるフェージング現象や熱雑音によるノイズな

どをシミュレーションする．図2にLLSの構成図を示す．
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ここで基地局から端末への通信をダウンリンク(DL)，端

末から基地局への通信をアップリンク(UL)と呼ぶ． 
LLSは，基地局と端末一組だけのシミュレータである

が，ハードウェアに可能な限り近い構成になっているた

め，演算処理時間を多く必要とする．特に，近年の移動

無線通信技術は，周波数帯域幅が拡大傾向にあり，FFT
やFIRフィルタなどの膨大な演算を必要とすることがそ

の原因である．また，伝搬路モデルについては，フェー

ジングやノイズなどの現象がアナログ的な要素を持つた

め，それぞれのパラメータの数が多く，その組み合わせ

数は非常に多くなる．LLSで特性評価を行う場合は，多

くの組み合わせの中から代表的な特性だけを計算して機

器の良否を判断せざるを得ないことが多い． 

 
図２ LLS構成図 

 
 

３．３ System Level Simulator (SLS) 
SLS は図 3 のように，複数のセル，複数の基地局，多

くの端末の動作を同時にシミュレーションする．一般的

には，シミュレーションするエリアを定義し，例えば，

数十程度のセルとその中に収容する基地局，および複数

の端末を配置する．SLS でシミュレーションする通信部

分は，基地局，伝搬路，端末の組み合わせによる無線の

通信部分が主である．これに加え，基地局と基地局間，

および基地局とネットワーク間の通信情報と制御情報を

シミュレーションする．このとき，基地局と端末間の通

信情報は実際の無線送受信動作や変復調動作を実機と同

じようには行わず，単なる通信情報としての信号の受渡，

すなわち，無線回線を有線のような通信路として表現し

て，伝搬路情報から通信品質だけを擬似的に与えること

を行う．このため，SLS を動作させるためには，LLS の

演算結果を使用することになる．例えば，SLS 内のある

基地局と端末間の伝搬路状態が，移動速度 50km/h，距離

1km とすると，この条件からフェージング状態と S/N 比

が求まる．このフェージング状態と S/N 比を，予め LLS
で計算済の S/N 対 BER 特性に照らし合わせて BER を求

め，SLS の通信路の状態として適用させる．この操作を

全ての基地局と端末に対して行い，セル全体，およびエ

リア全体のスループットや信号品質を求めることができ

る．SLS では基地局から見てネットワーク側の処理アル

ゴリズム，例えば，エラーが発生したときの再送制御や

無線回線への端末の割当スケジュールなどの評価を行う

ことが可能になる． 

 
 
 図３ SLS 概念図  (7 セルの場合) 
 

３．４ シミュレータの課題  
前節までに述べたように，現在の移動無線通信のシミ

ュレーションは，LLSとSLSを組み合わせてシミュレーシ

ョンを行っている．このため下記のような課題が発生し

ている． 
a) SLSで現実に忠実なシミュレーションが難しい 

SLSは，全ての基地局と端末間の振る舞いについて，

LLSで予め処理した計算結果の中から最も近いもので擬

似している．このため，実際の伝搬路情報とSLSで選択

したLLSの計算結果に差が発生する．端末数が多ければ，

その差の積み重ねで全体として大きな誤差を伴う．仮に，

LLSで取得するパラメータの標本化値を細かくして，SLS
の精度を向上させれば，LLSのシミュレーション実行数

が大きくなり，課題b)が顕著になる． 
b) SLSを実行するまでにLLSで多くの特性取得が必要 

SLSを実行する前に，必ずLLSの実行により基地局と端

末間の特性を取得する必要がある．ここまでに述べたよ

うに，フェージングやノイズのパラメータが多く，取得

する標本化値もある程度細かくなければSLSの精度が悪

くなるというa)の課題に繋がる．また，LLSは実際のハ

ードウェアに直結するため，ハードウェアもしくはそれ

を動かすソフトウェアに変更が生じれば，LLS特性を全

て取り直す必要がある． 

c) 基地局，端末のハードウェアがセルやエリア全体に

及ぼす影響を把握しにくい 

SLS実行前にLLSにより多くの特性取得が必要なため

(課題b)，ハードウェアの検討段階に，変更案がセルやエ

リア全体の特性にどのように影響するかを短時間で把握

することが難しい．セルやエリアへの影響を把握するた

めにはLLSとSLSを実行する必要がある．このため，ハー

ドウェア変更案を数多く試すためには，相当な計算リソ

ースが必要である．実際の開発では，これまでの経験に

より案を絞り込み，多少の最適化のずれは許容すること

が多い． 
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４． 統合シミュレータの提案 
４．１ 統合化シミュレータＴＬＳ 

 前章で述べた課題を解決するため，SLSとLLSを統合化

したシミュレータ，Total Level Simulator (TLS)を提案す

る．TLSは図4のように，T-SLSとT-LLSの二つのブロッ

クから成る．T-SLSの配下にT-LLSを持ち，T-SLSから

T-LLSを駆動することができる．T-SLSは，SLSと同様な

インターフェースを持ち，出力する結果も同様である．

T-SLSを実行させる以前に，予めLLSをすべてのパターン

で実行させておく必要はない．T-SLSは，基地局と端末

間の伝搬路状態を定義すると，従来はLLS計算結果を参

照していた代わりに，T-LLSを実行する．エリア内の全

てのセルについて，基地局と端末の定義とそれに対応す

るT-LLSを実行する．TLSは，この手順でシミュレーショ

ンを行うが，このままではT-LLSの計算数が非常に多く

なる．それを避けるために，T-LLSの計算結果をデータ

ベース化し，同じパラメータでT-LLSの再計算を行うこ

とを避ける仕組みを持つ．また，TLSに求める結果の内

容をシミュレーション開始前に分析し，必要な基地局と

端末のT-LLSについてのみシミュレーションを行う．例

えば，エリア全体のスループットの要求はなく，特定の

セルのスループットだけを要求する場合は，要求のある

セル内のシミュレーションについてのみ計算を行う． 
  このように，TLSは最低限必要なシミュレーションを，

これまでの資源を有効に利用しながら処理を行う．すな

わち，シミュレータおよびシミュレーション環境の両方

を併せ持つシステムである．TLSの特徴について下記に

まとめる． 
a) TLSは，T-SLSとT-LLSの二つのブロックで構成 
b) T-SLSは，従来のSLS相当．T-LLSは従来のLLS相当 
c) T-SLSは，必要によりT-LLSを駆動し，その結果をデ

ータベース化する 
d) T-SLSは，過去に行った計算資源を有効利用し，同じ

計算を再度行わない．また，計算すべきターゲット

を分析して，必要最低限のシミュレーションを行う 
 

 

     図４ ＴＬＳ概念図 
 
 

４．２ ＴＬＳについての考察 
 次に，TLSがシミュレータの課題をどの程度解決できる

かを考察する．3.4章で挙げた課題a)については，TLSの
場合はT-SLSで必要となった基地局と端末の伝搬路状態

をそのままT-LLSでシミュレーションする．このため，

実際のモデルに忠実なシステムシミュレーションができ，

a)の課題を克服すると考える．課題b)については，TLS
を実行させるまでにLLSの実行の必要はない．このため，

直ぐにシミュレーションを開始することができ課題を克

服している．但し，従来手法では，LLSを予め取得する

ことでSLSの実行は短時間で済んだ．TLSでは，T-LLSの
データベースが充実するまではTLSの実行に長時間を必

要とする．データベースが充実してくると従来のSLSと
大きく差の無い時間で実行が可能になる．最後に，課題

c)については，ハードウェア変更を行うと，関係する

T-LLSのデータベースがリセットされ，ハードウェア変

更を即時反映することができる．このため，変更後直ぐ

にシミュレーションを行うことが可能．従来手法では，

LLSを全て実行し直す時間が必要であった． 
 このように，TLSの概念を取り入れることによって，シ

ミュレーション作業時間の無駄を省き，フレキシブル性

の高いシミュレーションシステムを導入することが可能

になる．  
 
５．まとめ 

移動無線通信のシミュレーション手法について解説

を行い，その課題を明確にした．また，課題を克服する

新たなシミュレーションシステムTLSを提案し，考察を

行った．現在，このTLSを実際に開発して運用すること

を検討中である．TLS開発のマネージメント的な課題は，

我々開発者はシミュレーション単体の開発に対しては，

スキルを有して日々取り組んでいるが，シミュレーショ

ン環境まで含んだ開発については，スキル不足のため敷

居が高く感じることである．このため，シミュレーショ

ンシステムを自由に構築することのできるツールや開発

環境を探し出し，TLS開発に有効利用することも問題解

決の一つの手段になると考える． 
 
 
 

参考文献 

1) 小林崇春，古舘英樹 etc.「移動通信シミュレータにお

ける実行時間最適化に関する検討」，PSEWorkshop'07 
2) 東北大学 電気・情報 東京フォーラム2005 
3) 山下智規，中村武雄 etc.「グリッド環境「CAD-Grid」
構築と移動通信システムシミュレーションへの適用」，

PSE Workshop in Sapporo(2003) 
4) 松崎和浩，山下智規 etc.「System CのMPI拡張と移動

通信シミュレーションの適応」，PSE Workshop & Grid 
Seminar in Oita(2004) 
 

72



 

The 11th PSE Workshop’08 
 

不確定な連携挙動を示す分散サーバ環境の 
4彩色問題への応用 

 
APPLICATION FOR FOUR-COLORING MAP PROBLEMS 
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Since the Internet became popular and the Web-services technologies have been progressed, some 
simple liaison processing environment is ready.  Various Web-servers connected to the Internet is also 
possible to share resources.  Although its processing response is surely unstable in the Internet, because 
load of servers, network connections, routes and traffics are influences, it is possible to apply to problem 
solving environment using these behaviors.  In this paper introduce application for four-coloring map 
problems using distributed servers environment which carries out some indefinite liaisons. 
Key Words : distributed servers environment, servers liaison, four-coloring map problems 

 
 

1．はじめに 

インターネットに接続された複数のWebサーバを連携

処理させることで問題を解決する環境を構築することは

比較的安易に行うことができる．ただし，Webサーバの

多くは，単一の処理のみではなく並行して様々な処理を

行っているので，CPUやNICの負荷状況は常に変化して

いる．このため，Webサーバの処理応答時間にばらつき

が生じることになる．また，インターネットの通信品質

は必ずしも安定していないのが現状で，たとえLAN環境

であっても，時間帯によって接続ノード数が変化するな

ど，トラフィックが変動する要因は多い[1][2]． 
今回は，こうした不安定性を利用して4彩色問題を解く

といった，分散Webサーバ連携の応用の試みを紹介する． 

 

図 1 インターネットにおける連携処理環境の例 

2．学内LAN環境における連携処理の試行 

2．1 ネットワーク構成 

簡単な連携処理を試みるために，学内LANに複数の

Webサーバを直接接続した環境を図2のように構築した．

インターネット環境との対応のためには，ゲートウェイ

機器を介することも必要だが，今回は設置していない． 
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1000Base-FX1000Base-FX

100Base-TX

100Base-TX

100Base-TX

100Base-TX

100Base-T

100Base-TX

100Base-TX

100Base-TX
100Base-TX

10Base-T

NTP
DNSWS1 WS2

WS3

WS4

WS5

Client

図 2  連携処理の試行のためのサーバ構成概念図 

 
連携処理の実験に用いた各サーバのスペックを表1に

示す．なお，学内LANはギガビットネットワークである． 

 
表 1 連携処理用サーバのスペック

-

-

5.8.1-RC3

5.8.6

5.8.6

5.8.6

5.8.2

Perl

-

-

4.4.7

4.4.8

4.4.8

4.4.8

4.4.4

PHP

100Base-TX1.06GBPower PC G4 400MHz-Mac OS X Server 10.3.9DNS

100Base-TX256MBPentium MMX 233MHzApache 1.3.33Vine Linux 3.2WS1

100Base-TX256MBPentium MMX 200MHzApache 2.2.3Vine Linux 4.1WS3

-

Poper PC 500MHz

Pentium MMX 200MHz

Pentium MMX 200MHz

CPU

-

640MB

256MB

256MB

Memory

10Base-T -Linux Box 2.0.38NTP

100Base-TXApache 1.3.33Mac OS X 10.3.9WS5

100Base-TXApache 2.2.3Vine Linux 4.1WS4

100Base-TXApache 2.2.3Vine Linux 4.1WS2

NICWebOS
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2．2 連携処理パターン 

連携処理に用いるサーバはWS1(Webサーバ1)，WS2，
WS3の3つとし，クライアントPCを含めた計4台のコンピ

ュータを用いて，図3の連携パターンで処理を行った． 

 

WS1 WS2 WS3Client

連携処理：WS1-WS2-WS3

WS2 WS1 WS3Client

連携処理：WS1-WS2-WS3

図 3 連携パターン 
 
2．3 連携処理応答時間 

試行した連携処理は，Webサーバに配置したPHPプロ

グラムが，各サーバ間のデータファイルを受け渡しする

といった単純なものとした．図4は，2つの連携パターン

における連携処理応答時間の測定結果である． 

 

図 4 連携パターンによる処理応答時間の差 

 
2．4 サーバ間応答距離 

ここでは，連携処理に用いるサーバ間応答距離をTCP 
httpポートへpingをかけた際の応答時間で表すことにす

る．連携処理の試行のためのサーバ構成において，WS1
とWS2との間の双方からのサーバ間応答距離を4日間測

定した際の結果を図5に示す．グラフは1周24時間で表し，

各時間におけるpingの応答時間をプロットした． 

 

from WS2 to WS1from WS1 to WS2

図 5 サーバ間応答距離 (WS1 – WS2) 

3．分散Webサーバ連携における不安定性の応用 

3．1 応用としての 4 彩色問題の解法の検討 

4彩色問題は，マップの各領域を隣接する箇所で色が重

ならないように塗り分けるといったもので，これを解く

ための手法としては，例えば分枝限定解法やニューラル

ネットワークを用いたものが提案されている[4] [5]． 
ここでは分散Webサーバを用いたシンプルな連携によ

る方法について提案し，図6のような例題を用いて，解が

得られることの可能性について検討を行うことにする． 

 

図 6 4 彩色問題の例 
 
3．2 分散 Web サーバ連携環境 

連携処理の試行で用いた環境ではサーバの配置による

不安定性を調べるためにネットワーク構成上の差異を設

けていたが，4彩色問題を解くための分散Webサーバ連携

環境では以下のよう平滑なものとなるよう変更した． 

 

1000Base-FX 1000Base-FX

1000Base-FX
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100Base-TX

100Base-TX

10Base-T NTP

DNS
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ClientWS4-1

100Base-TX

図 7 分散 Web サーバ連携環境概念図 

 
各Webサーバ(WS4-1, WS4-2, WS4-3, WS4-4)の公称上

のスペックに差のないものとし，またネットワーク構成

上も同等となるようにしている．しかし，Webサーバと

しての利用を行う場合は，連携処理の試行で行ったとき

と同じようにサーバ間応答距離には，ばらつきが存在す

ることになる． 

 
表 2 分散 Web サーバ連携における各サーバのスペック

-

-

5.8.8

5.8.8

5.8.8

5.8.8

Perl

-

-

5.1.6

5.1.6

5.1.5

5.1.6

PHP

1000Base-TX1.06GBPower PC G4 400MHz-Mac OS X Server 10.3.9DNS

1000Base-TX512MBAMD Athron64 3500+ 2.2GHzApache 2.2.3Cent OS 5.2WS4-1

1000Base-TX512MBAMD Athron64 3500+ 2.2GHzApache 2.2.3Cent OS 5.2WS4-3

-

AMD Athron64 3500+ 2.2GHz

AMD Athron64 3500+ 2.2GHz

CPU

-

512MB

512MB

Memory

10Base-T -Linux Box 2.0.38NTP

1000Base-TXApache 2.2.3Cent OS 5.2WS4-4

1000Base-TXApache 2.2.3Cent OS 5.2WS4-2

NICWebOS
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3．3 マップノードデータ構造 

まず，マップを構成する領域ごとにユニークなノード

名を割り当てる．それぞれのノードには隣接するノード

があるので，これらの情報などを保有することができる

XML構造により，各ノードのデータを扱うことにする．

また，各ノードデータは，適当に割り振られるWebサー

バに配置されて処理されることになるので，配置サーバ

情報も持っているものとする． 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<four-color-map>
<node>

<name>01</name>
<server>ws4-1</server>
<color>1</color>
<link>02</link>
<link>03</link>
<activity>1</activity>

</node>
</four-color-map>

図 8 マップノードデータ構造 

 
3．4 連携処理プログラム 

各Webサーバ(WS4-1, WS4-2, WS4-3, WS4-4)に，Perlス
クリプトで記述したエージェントプログラムを配置する．

それぞれのエージェントは独立しており，図9のように，

他のサーバとの連携をそれぞれが行うことで解を導く． 
エージェントプログラムには，自分のいるサーバ内の

ノードを巡回して処理を行うものと，外部からの指示で

ノードに対して処理を行うものの2種類が存在する． 
巡回処理を行うエージェントは，ノードの<activity>値

を調べ，1(活性化)となっているものについて処理する．

隣接ノードの色情報の収集を行い，これに基づいて色を

決定し，処理の終了時に<activity>値を0に書き換える．

また，合わせて隣接しているノードが配置されているサ

ーバのもう一つのエージェントに対し，ノードを活性化

させるよう指示を出す．この指示を受けて，対象ノード

の<activity>値を1に書き換える． 
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図 9 4 彩色問題の解を求めるための連携処理 

3．5 連携処理の不規則性 

エージェントプログラムは，割り当てられたノードの

情報と隣接ノードから収集する色情報のみを知ることが

できるが，4彩色問題のマップの全体像を知ることは無く，

独立して単純な処理を行うだけのものとしている． 
今回の応用の対象とした4彩色問題では，単調な処理の

繰返しを規則正しいスケジュールで処理すると，千日手

状態に陥って解けなくなることが予想され，このための

回避方法を検討する必要があると考えられる．しかし，

今回の手法では，連携処理システムそのものに存在する

不安定性によって，単調な処理の繰返しであっても，千

日手状態に陥ることを回避できると考えられる． 

 
3．6 シンプルな 4 彩色問題への適用 

各エージェントが管理するノードが1つのみとなるよ

う，図10に示すシンプルな問題で動作を確認する． 

 

Node
01

Node
02

W4-1 W4-2

a1
a2

a1
a2

Node
04

Node
03

W4-1 W4-2

a1
a2

a1
a2

図 10 シンプルな 4 彩色問題への適用 
 

Webサーバ連携におけるサーバ間応答時間には，ばら

つきが存在することから，同じ処理の繰返しであるが，

各ノードに対する処理のタイミングにはずれが生じる．

また，Webサーバへのアクセスのタイミングによっては，

タイムアウトすることや通信に失敗することもあること

から，動作はいっそう不規則に複雑なものとなる．図11
に，4ノードにおけるActivity状態遷移を示す． 

 

図 11 各ノードの Activity 状態遷移 
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3．7 やや複雑な 4 彩色問題への適用 

次に，やや複雑な4彩色問題として，各エージェントが

複数のノードを管理するものを対象として解を求める． 
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図 12 やや複雑な 4 彩色問題 

 
各ノードを表3に従って配置した．最初にクライアント

からノード1の<activity>値を1とするようエージェント

を呼び出し，解が得られるまで処理を行った．各エージ

ェントは割り当てられたノードの状態を巡回して確認し，

<activity>値が1となっているものについて色の設定処理

などを行う． 

 
表 3 ノードの配置

WS4-4
WS4-3
WS4-2
WS4-1

04, 10, 18, 20, 22, 27, 29
03, 09, 11, 15, 16, 23, 24, 28
02, 06, 08, 13, 14, 17, 21, 26
01, 05, 07, 12, 19, 25

 

 
隣接する各ノードで全色を使っている場合，ノードの

色の候補が無いことになるが，今回は，Perlによる乱数

を用いて選択することにした． 

 

図 13 分散 Web サーバ連携により得られた解 

４．おわりに 

分散Webサーバ環境における連携処理では，いろいろ

な要因によって，処理応答時間などに不安定性が生じる

ことになる．今回は，この不安定性を処理環境の特性の

一つとして利用する方法の応用例を示し，4彩色問題にお

いて，いくつかのマップに対してであるが解を得られる

ことを確認した．ただし，ここで提案した方法では，解

を得られるまでに要する時間が長く，決して実用的とは

言えない．しかし，一つ一つは単調な処理を行うもので

あっても，不安定性があるために複雑な挙動を示すシス

テム処理系として構築することができ，これを問題解決

に利用できることの実例を示すことができたのではない

かと考えられる． 
さて，エージェントがノードの色候補が無い場合にお

いて，どの色にするかの意思決定手法として乱数を用い

た対応を行っている．今回はスクリプトの記述に用いた

Perlの乱数を利用しているが，連携処理システムの挙動

そのものが不安定性を示すのであるから，これを乱数と

して利用することができるのではないかと，今後の課題

になるが検討を予定している． 
なお，今回は4彩色問題のマップデータから各ノードの

XMLデータの作成や結果の可視化といった処理につい

ては手作業で行っているため，より複雑なマップの解を

求めるためには，これらの開発に取り組む必要がある． 
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