2.7 次世代シュミレーション技術者教育プログラムの事例 （指定科目）
（ 1 ） 情報・知能工学系 指定科目
分子シミュレーション技術者（技術開発）
学部1年生

基礎科学科目
（全系共通）

専門科学 ※2
（情報・知能工学系）

学部2年生

 物理学基礎 ※1
 化学基礎※1
 ICT基礎
 プログラミング
演 習Ⅰ
 物理学Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
 化学Ⅱ,Ⅲ
 生物学
 微分積分学
 線形代数






 離散数学基礎
 プログラミング
演習Ⅱ

 数理生命情報
学序論
 計算機アーキ
テクチャ概論
 プログラミング
演習Ⅲ

学部3年生

学部4年生

博士前期学生

博士後期学生

微分方程式
物理学
化学
確率統計

 数理モデル論
 計算機アーキ
テクチャ
 数値解析
 多変量解析論

 シミュレーション  シミュレーション  分子シミュレー
工学
特論
ション特論
 データベース論  量子生命情報
学特論
 分子情報工学
特論

集中講義

 化学グラフ論

講習会，他

 計算化学（Gaussian，AMBER，他）講習会
 計算物性科学（Phase，OpenMX，他）講習会
 HPC（並列プログラミング，計算科学）講習会

※1 高校で物理や化学を履修していない学生
※2 情報・知能工学系の必修科目は除いてある
※3 現在，開講されていない科目もある

分子シミュレーション技術者（応用解析）
学部1年生

基礎科学科目
（全系共通）

 物理学基礎 ※1
 化学基礎※1
 ICT基礎
 プログラミング
演習Ⅰ
 物理学Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
 化学Ⅱ,Ⅲ
 生物学
 微分積分学
 線形代数

学部2年生





学部4年生

博士前期学生

博士後期学生

微分方程式
物理学
化学
確率統計

 数理生命情報
学序論

 数理モデル論
 数値解析
 多変量解析論

 シミュレーション  シミュレーション  分子シミュレー
工学
特論
ション特論
 データベース論  量子生命情報
学特論
 分子情報工学
特論

 基礎物理化学
Ⅰ,Ⅱ

 分子物理化学
 反応速度論
 熱・エネルギー
工学

 物理化学特論

専門科学 ※2 ※3
（情報・知能工学系）

専門科学 ※3
（環境・生命工学系）

学部3年生

集中講義

 化学グラフ論 ※4

講習会，他

 計算化学（Gaussian，AMBER，他）講習会
 計算物性科学（Phase，OpenMX，他）講習会
 HPC（並列プログラミング，計算科学）講習会

※1 高校で物理や化学を履修していない学生
※2 情報・知能工学系の必修科目は除いてある
※3 所属系以外の科目も履修することは可能です．各系で規定された単位数まで卒業・終了単位として認められます（学生便覧を参照）
※4 現在，開講されてない科目

HPC（高速計算機）ソフトウェア技術者
学部1年生

学部2年生

学部3年生

学部4年生

博士前期学生

博士後期学生

 計算機システ
ム特論
 ネットワーク工
学特論

 計算機システ
ム工学特論
 ネットワークシ
ステム工学特
論



基礎科学科目
（全系共通）

物理学基礎※1  微分方程式
 ICT基礎
 物理学
 プログラミング  確率統計
演習Ⅰ
 物理学Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
 微分積分学
 線形代数

 論理回路基礎

 計算機アーキ
テクチャ概論

専門科学※1
（情報・知能工学系）

 論理回路応用
 計算機アーキ
テクチャ
 オペレーティン
グシステム
 コンパイラ

 シミュレーショ
ン工学

 HPC技術者講習会

講習会，他
※1 高校で物理や化学を履修していない学生

（ 2 ） 環境・生命工学系 指定科目
分子シミュレーション技術者（実験解析）
学部1年生

学部2年生

学部3年生

学部4年生

博士前期学生

博士後期学生

 物理化学特論

 先端環境技術
特論
 生態工学特論



基礎科学科目
（全系共通）

物理学基礎 ※1  微分方程式
 化学基礎※1
 物理学
 ICT基礎
 化学
 プログラミング  確率統計
演習Ⅰ
 物理学Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
 化学Ⅱ,Ⅲ
 生物学
 微分積分学
 線形代数

 環境生態科学

 基礎物理化学
Ⅰ,Ⅱ

専門科学※2
（情報・知能工学系）








数値解析Ⅰ,Ⅱ  プロセス装置
数理情報工学
工学
物理化学
分子物理化学
反応速度論
熱・エネルギー
工学

集中講義
講習会，他
※1 高校で物理や化学を履修していない学生
※2 コースによって必修科目が異なるので注意してください

 分子理論（Gaussian，他）講習会
 実験解析（CHEMKIN, 他)講習会

環境動態シミュレーション技術者
学部1年生

基礎科学科目
（全系共通）

専門科学 ※2
（環境・生命工学系）

学部2年生

 物理学基礎 ※1
 化学基礎※1
 ICT基礎
 プログラミング
演習Ⅰ
 物理学Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
 化学Ⅱ,Ⅲ
 生物学
 微分積分学
 線形代数






 環境生態科学

 基礎物理化学
Ⅰ,Ⅱ

学部3年生

学部4年生

博士前期学生

博士後期学生

微分方程式
物理学
化学
確率統計






数値解析Ⅰ,Ⅱ
数理情報工学
物理化学
大気環境シス
テム工学

 環境システム
工学特論

集中講義
講習会，他

※1 高校で物理や化学を履修していない学生
※2 コースによって必修科目が異なるので注意してください

 動態モデリング（CFX，他）講習会
 実験解析（CHEMKIN, 他)講習会

 先端環境技術
特論
 生態工学特論
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年度次世代シミュレーション技術者教育推進室
シミュレーション技術者教育推進室
平成 24 年度次世代シミュレーション
高専連携部会 事業報告
次世代シミュレーション
次世代シミュレーション技術者教育推進室
技術者教育推進室 高専連携部会
高専連携部会主査
主査 後藤仁志

3.1 事業概要
専門分野における
本学の「らせん型教育」システムの入り 口に立つ高専生に対して，将来，様々 な専門分野における
なシミュレーション技術者
技術者・研究者へ 成長するために必要な基礎知識の
の習得
高度なシミュレーション
習得を目指し，高専連携
における広範囲な分野のシミュレーション 技術に
部会（K 部会）を設置した。K 部会では，高専教育における広範囲
共通・関連する基礎科目を強化するため，教材開発プロジェクトを企画・実施 し，シミュレーション
ディジタル教材の開発を推進 した。また，教材開発プロジェクト
教材開発プロジェクト参加者を支援するた
技術を活用したディジタル教材
全体ミーティングと
ミーティングと個別打
個別打ち合わせを 複数回行った。
め，全体

3.2 事業内容
高専連携次世代シミュレーション
シミュレーション技術者教育
術者教育教材
教材開発プロジェクト
（１）高専連携次世代
の高専連携室
高専連携室の協力を得て，高専連携教材開発
高専連携教材開発プロジェクト
プロジェクトの応募要綱 を作成し，全国高等専
本学の
教材開発プロジェクトへの 参加を募集した。応募 6 件について ，その内容を精査し，
門学校に対して教材開発プロジェクトへの
以下の課題を採択した。
担当高専

担当教員

課題名

旭川高専

笹岡久行

知識工学 （機械学習）の e-Learning 教材 の開発

宇部高専

成島和男

光応答性高分子
光応答性高分子の
の挙動解析に用いる MD 法・MC 法の理解のた
めの教材開発

高知高専

武内秀樹

流体解析
流体解析のための
のための教育用 e ラーニング教材
ラーニング教材の開発

大阪府立高専

前田篤志

教育用電磁気 ３次元可視化シミュレーション
次元可視化シミュレーション 教材の開発

函館高専

森田孝

高専専攻科
高専専攻科における
における 差分法を 基礎 としたシミュレーション 科
目の授業改善 に関する研究

福井高専

吉村忠与志

シミュレーョン
シミュレーョン技術者育成
技術者育成を
を 目指した 教材 による教育方法 と
実践

流体解析教材（武内，高知高専）

電磁気学教材（前田 ，大阪府立）
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（２）第 1 回高専連携次世代シミュレーション技術者教育プロジェクトミーティング
教材開発プロジェクトに採択された課題を担当する教員が集まり，キックオフミーティングを開
催した。次世代シミュレーション技術者教育の概要が説明され，今後の協力体制について議論した。
また，次年度以降は，同教材開発プロジェクトは，高専連携室が主催する教育研究教材開発プロジ
ェクトで一括して募集することとした。
日 程 ：
場 所 ：
出席者：

2012 年 9 月 24 日
豊橋技術科学大学
（豊橋技大）後藤仁志，小口達夫，佐々和洋，（茨城高専）鯉渕弘資，
（函館高専）森田孝，（宇部高専）成島和男，（高知高専）武内秀樹，
（大阪府立高専）前田篤志

（３）第 2 回高専連携次世代シミュレーション技術者教育プロジェクトミーティング
CMSI と共催した「見える化シンポジウム」の開催に合わせて，今年度の教育プロジェクトの進
捗状況を報告した。また，その成果の一部を「見える化シンポジウム」に展示し，デモンストレー
ションを行った。
日 程 ：
場 所 ：
出席者：

2013 年 3 月 5 日
秋葉原 UDX シアターミーティングルーム
（豊橋技大）後藤仁志，佐々和洋，（福井高専）吉村忠与志，
（大阪府立高専）前田 篤志，（旭川工専）笹岡久行

（４）高専連携次世代シミュレーション技術者教育プロジェクト個別ミーティング
今年度の進捗状況と成果を報告し，来年度に向けた取り組みについて議論した。
日 程 ： 2013 年 3 月 28 日～30 日
場 所 ： 豊橋技術科学大学
出 席 者 ： （豊橋技大）後藤仁志，（函館高専）森田孝，（福井高専）吉村忠与志，
（高知高専）武内秀樹

開発した教材のデモンストレーション 1
（「見える化シンポジウム」にて）

開発した教材のデモンストレーション 2
（「見える化シンポジウム」にて）
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4

平成 24 年度次世代シミュレーション
年度次世代シミュレーション技術者教育推進室
シミュレーション技術者教育推進室
専門分野別部会
専門分野別部会 事業報告
事業報告
次世代シミュレーション技術者教育推進室 専門分野別部会主査

青野雅樹

4.1 事業概要
シミュレーション技術をブラックボックスとして利用するのではなく，理論とモデル化，実験とシ
ミュレーションを通して，モデルの妥当性の検証（Validation） と，シミュレーション結果の正当性
の検証（Verification）のできる技術者の育成を強化するため，専門分野別部会（S 部会）を設置した。
S 部会では，本学学部３・４年から博士前期（修士）課程の各専門分野で利活用されているシミュレ
ーション技術について，これらに精通する技術者を育成するための教育プログラム開発を開始し，そ
れに必要な教材開発を推進した。
より実践的なシミュレーション技術の修得を目標として，シミュレーション・アプリケーションを
利活用した解析実習，および次世代シミュレーション技術開発に必要な高速計算機プログラミング実
習などの講習会を開催した。また，シミュレーション技術の応用事例を学ぶため，大学や国立および
民間研究機関において，シミュレーション技術を活用する研究者による講演会を実施した。

4.2 事業内容
（１）次世代シミュレーション技術者教育

教材開発プロジェクトの実施

学内におけるシミュレーション技術者教育を強化するため，各専攻におけるシミュレーション関連
の講義，実習科目の開発および改善するための教材開発プロジェクトを企画し，学内に公募した。応
募 15 件について，その内容を精査し，以下の課題を採択した。
課程・
課程・専攻

担当教員

課題名または
課題名または科目名
または科目名

機械工学

関下信正

流体力学１，流体力学２

電気・
電気・電子情報工学

市川周一

オペレーティングシステム

情報・
情報・知能工学

後藤仁志

シミュレーション特論（分子シミュレーション編），シミュ
レーション特論（並列プロムラミング編），シミュレーショ
ン工学

情報・
情報・知能工学

加藤博明

データベース論，分子情報工学特論（化学グラフ論）

環境・
環境・生命工学

小口達夫

Chemkin プログラム使用法習得のため E-Learning 教材開
発，物理化学（分子構造分野）教材作成，物理化学（分子
熱力学分野）教材作成

環境・
環境・生命工学

高島和則

数理解析Ⅱ（微分方程式）教材作成

建築・
建築・都市システム
都市システム学
システム学

加藤

基礎水理学 教材作成

建築・
建築・都市システム
都市システム学
システム学

中澤祥二

建築振動学および耐震設計に関する教材開発

建築・
建築・都市システム
都市システム学
システム学

渋谷達郎

３次元 VR シミュレーションツールを用いた建築空間の構
築および教材開発

茂
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（２）実践的アプリケーション
実践的アプリケーション講習会
アプリケーション講習会の
講習会の実施
・CHEMKIN 利用講習会
流れを伴う気相中並びに固体表面での化学反応をモデリングするシミュレーションソフトウェ
ア CHEMKIN を利活用し，内燃機関の燃焼反応や排ガス処理などの触媒反応や化学気相蒸着法
（CVD）といった流れを伴う複雑な化学反応を素反応式をベースとして詳細に解析することを目
標に，実験条件の探索や未知の反応生成物の推定や反応機構の検討などの実習を行った。

日 程 ：
場 所 ：
講 師 ：

2013 年 1 月 25 日
豊橋技術科学大学 B-206 教室
株式会社菱化システム より派遣

・HPC 技術者講習会
大規模並列分散プログラムの開発技術を学
ぶため，二日間に渡って並列計算処理のため
の基礎知識の講習からより実践的な並列プロ
グラミング技法の実習を行った。初日の演習
として，準備された N-Queens プログラムの
並列化を行い，翌日にその並列化したプログ
ラムの最適化を体験し，単なる並列プログラ
ムの開発だけでなく，並列計算処理のチュー
ニング技法をより実践的な形で学ぶ機会とな
った。

日 程 ：
場 所 ：
講 師 ：

2013 年 3 月７日
豊橋技術科学大学 B-206 教室
エクセルソフト株式会社 より派遣
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・第一原理物性シミュレーション
第一原理物性シミュレーション講習会
シミュレーション講習会
東京大学生産技術研究所を中心に開発が進
められている第一原理シミュレータ
PHASE/UVSOR は，第一原理計算に基づい
て様々な固体物性を算出することができる。
本講習会では，基本物理量である誘電率に関
する基礎理論を学び，PHASE/UVSOR を用
いて誘電率を求め，実験値と比較した。本学
に導入されたばかりの「次世代シミュレーシ
ョン技術者教育システム」を用いた。

日程： 2013 年 3 月 26 日
場所： 豊橋技術科学大学 B-206 教室
講師： 日立製作所・中央研究所 濱田智之
（客員教授）

（３）次世代シミュレーション
次世代シミュレーション講演会
シミュレーション講演会の
講演会の開催
・第 1 回次世代シミュレーション
回次世代シミュレーション講演会
シミュレーション講演会
日立中央研ライフサイエンス研究センターから濱田博士と北川博士のご訪問の機会に，最先端の
第一原理に基づくシミュレーション技術を用いた超伝導体や磁性体等の開発に関する最新研究事
例を紹介していただいた。
日 程 ：
場 所 ：
講 師 ：

講 師 ：

2012 年 4 月 12 日
豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター マルチメディア教室
北川 功 博士（日立製作所中央研究所ライフサイエンス研究センター主任研究員）
演題：
「原子スケールからミリメートルに渡る広範域シミュレーションによる磁性体特
性解析」
濱田智之 博士（日立製作所中央研究所ライフサイエンス研究センター主管研究員）
演題：「第一原理 DFT+U 法によるルチル TiO2 の研究」

・第 2 回次世代シミュレーション
回次世代シミュレーション講演会
シミュレーション講演会
産総研から都築博士のご訪問の機会に，ab
initio 分子軌道計算によるエネルギー評価や
物性予測の精度やシミュレーション結果の妥
当性の検証方法，および結晶格子エネルギー
を含む最新物性研究事例についてご紹介いた
だいた。

日 程 ：
場 所 ：
講 師 ：

2013 年 2 月 14 日
豊橋技術科学大学 F 棟 F-207
都築誠二 博士（独立行政法人 産業技術総合研究所 ナノシステム研究部門）
演題：「ab initio 分子軌道法による分子間相互作用の解析と格子エネルギーの計算」
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5

平成 24 年度次世代
年度次世代シミュレーション
次世代シミュレーション技術者教育推進室
シミュレーション技術者教育推進室
アドバンスト部会
アドバンスト部会 事業報告
次世代シミュレーション技術者教育推進室 アドバンスト部会主査

関野秀男

5.1 事業概要
本学の大学院博士後期課程の学生や博士研究員，さらに民間企業で新製品や新材料を研究開発して
いる研究者などを主な対象者とし，京速コンピュータ「京」や全国大型計算機センターのスパコンな
どを積極的に用い，大規模で高精度なシミュレーション技術を駆使することによって実践的な課題を
解決していける人材の育成を目指し，アドバンスト部会（A 部会）を設置した。
A 部会では，上級シミュレーション技術者教育として重要なシミュレーション・アプリケーション
の利活用や並列計算プログラミング等の講習会を企画し，S 部会と連携して実施した。また，最先端
シミュレーション技術の高度な利活用による最新研究や，次世代シミュレーション技術や高性能計算
機技術に関する開発などに携わる研究者を交えて密に議論を交わす機会としてビヨンド・シミュレー
ション・フォーラムを実施した。さらに，外部研究機関との連携の一環として，文部科学省「HPCI
戦略プログラム」分野 2＜新物質･エネルギー創成＞の助成を受けて活動する計算物質科学イニシア
ティブ（CMSI: Computational Materials Science Initiative）との共催で，TUT―CMSI「計算科学“見え
る化”シンポジウム」を企画し実施した。
その他，大学院博士後期課程の学生を中心に，シミュレーション技術を駆使した博士研究に対して
研究活動支援を行った。

5.2 事業内容
（１）ビヨンド・シミュレーション・フォーラムの
ビヨンド・シミュレーション・フォーラムの開催
本学におけるより実践的かつ効率的な研究活動と，より興味深く効果的な教育教材開発を推進する
ために，最新スパコンやシミュレーション技術の開発，それらを利活用した教育・研究活動に最先端
で取り組まれている方々から情報を提供していただき，広範囲な本学の研究教育にシミュレーション
技術を積極的に導入・普及することを目的として，平成 22 年度からビヨンド・シミュレーション・
フォーラムを開催している．
・第 1 回＜キックオフ＞（
キックオフ＞（平成
＞（平成 22 年度実施）
年度実施）
キックオフとなる第一回フォーラムでは，理研計算科学研究機構長である平尾先生に本格運用を控
える京コンピュータをご紹介いただくとともに，賀谷先生に神戸大で始まったシミュレーション技術
者育成のための実践教育をご紹介いただいた。
日 程 ：
場 所 ：
講 師 ：
講 師 ：

2011 年 2 月 28 日（月），14:50－17:40
豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター マルチメディア教室
平尾公彦 博士（理化学研究所 計算科学研究機構長）
演題：「京コンピュータと計算科学研究機構」
賀谷信幸 教授（神戸大学大学院システム情報学研究科）
演題：「計算科学の教育と将来の宇宙太陽発電衛星」

18

・第 2 回 自然災害と
自然災害と環境・
環境・防災に
防災に関するシミュレーション（
するシミュレーション（平成 23 年度実施）
年度実施）
東日本大震災からの復興が遅々として進まない中で，津波だけでなく広範囲な自然災害と防災に関
心が集まっている。津波などによる構造物への影響を調べる数値波動水槽の高度化技術に取り組まれ
ている後藤先生と，海洋環境シミュレーション技術を開発する柳川博士に実践的な研究開発事例をご
紹介いただいた。
日 程 ：
場 所 ：
講 師 ：
講 師 ：

2012 年 2 月 21 日（火），14:40－17:40
豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター マルチメディア教室
後藤仁志 教授（京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻）
演題：「粒子法の圧力擾乱の低減と数値波動水槽の高度化」
柳川竜一 博士（株式会社中電シーティーアイ ビジネスソリューション事業部）
演題：「海洋数値シミュレーション技術の概要と実務事例」

・第 3 回 High Performance Computing & Theoretical/Computational Chemistry（
（平成 23 年度実施）
年度実施）
より高度なプログラミング技術とより高速な演算性能を要求する研究分野の一つが量子化学計算
であると言える。現代の量子化学プログラムの最長点に立つと言われる NWChem の開発に長く携わ
り，煩雑な量子化学アルゴリズムは超並列処理に不向きと言われている中でペタフロップの並列効率
を達成し「ゴードンベル賞」を獲得した ORNL の Apra 博士，人間の手ではあまりに煩雑すぎる縮約
表現を computer で自動生成し、超並列環境で莫大な計算処理をしようという最前線の量子化学プロ
グラミング研究に取り組む Valeev 博士のお二人をお招きし，最前線の超並列計算技術の know how な
どについて紹介していただいた。
日 程 ：
場 所 ：
講 師 ：
講 師 ：

2012 年 2 月 29 日（水），14:40－17:30
豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター マルチメディア教室
Dr. Edoardo Apra（Oak Ridge National Laboratory, Sr. R&D Staff）
演題：「量子化学計算最前線」
Dr. Edward F. Valeev（Virginia Tech: Virginia Polytechnic Institute and State
University）
演題：「最前線の情報技術を使った量子化学プログラミング」
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・第 4 回 The Next-generation Materials Simulation: Expectation and Problems
分子科学計算における超並列計算プログラム開発の世界的現状を知るため，当時のスパコンランキ
ング Top 3 の Mira を駆使して次世代量子化学プログラミング研究をリードする ANL の Hammond 博
士と，その Mira を超える Top 2 の「京コンピュータ」で実践的なソフトウェア開発に取り組んでい
る若手研究者をお招きし，量子化学プログラム開発の現状と問題について議論した。

第 4 回ビヨンド・シミュレーション・フォーラム （Dr. Jeff Hammond）

日程：
場所：
講師：
講師：

講師：
講師：

2013 年 1 月 29 日（火），14:30 – 17:00
情報メディア基盤センター F 棟 F-207
Dr. Jeff Hammond (Argonne National Laboratory)
演題：「Talk on next generation quantum chemistry programing」
Dr. Maho Nakata (RIKEN Advanced Center of Computing and Communication)
演題：「Direct variation of the second-order reduced density matrices and many-particle
problems in quantum mechanic」
Dr. Shinji Hamada (RIKEN Advanced Institute of Computational Science)
演題：「Problems to run an quantum chemical program on K computer」
Dr. Kazuya Ishimura (Institute of Molecular Science)
演題：「Talk on a new quantum chemistry program development on K computer」
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・第 5 回 次世代スパコンの
次世代スパコンの運用
スパコンの運用と
運用と最先端 GPU スパコン
低電力スパコンの開発に注目が集まる中，GPGPU による高性能計算システム DEGIMA を開発し，
2009 年と 2010 年の 2 回にわたり Gordon Bell 賞（価格性能比部門）を受賞された長崎大の濱田先
生をお招きし，DEGIMA の開発エピソードから今後の課題，新システム DEGIMA-2 についてご紹介
いただいた。
濱田先生のご講演に先立ち，本学に新たに導入された「次世代シミュレーション技術者教育システ
ム」が紹介された。また，本プロジェクトの特任助教として赴任されたばかりの小畑先生に，この新
システムで実行されるであろう大規模並列結晶計算法の開発についてご紹介いただいた。

第 5 回ビヨンド・シミュレーション・フォーラム（濱田博士）

日 程 ：
場 所 ：
講 師 ：
講 師 ：
講 師 ：

2013 年 3 月 13 日(水) 10:00－12:15
情報メディア基盤センター マルチメディア教室
後藤仁志 准教授（豊橋技術科学大学大学院情報・知能工学専攻）
演題：「次世代シミュレーション技術者教育計算機システムの概要と運用」
小畑繁昭 特任助教（豊橋技術科学大学次世代シミュレーション技術者教育推進室）
演題：「網羅的結晶多形探索と大規模並列結晶計算法の開発」
濱田 剛 准教授（長崎大学 先端計算研究センター 超並列部門長）
演題：「DEGIMA: Destination for GPU Intensive Machine」
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（２）TUT-CMSI

第一回計算物質科学
第一回
計算物質科学“見
見える 化”シンポジウムの
シンポジウムの共同主催

計
質科学
般社会にアピールするためにはどうしたら
に
にアピールするためには
にアピールす
ピールするためにはどうしたらよいか
ためにはどうしたらよいか
うしたらよいか
いかとの共催でシンポジウムを企画実施
CM
でシンポジ
シンポジウ
計算物質科学を一般社会にアピールするためにはどうしたらよいか，CMSI
実行
シンポ
ウムでは
シミュレ
ョン
技
プログラムのキ
プロ
ラムのキックオフも
クオフも
した。本シンポジウムでは本シュミレーション技術者教育プログラムのキックオフも兼ね，本学から榊学長，稲垣副
榊学
稲学副
長
文部
の
り
シン
ジウム
開
学長，文部科学省側からの参加もあり，シンポジウム開始の前には水やカーボンハイドレードの分子シミュレーショ
やカ
やカーボンハイ
ンハイドレートの
ートの分 シミュレーションの
シミュレ ションの３ プレゼ
プレゼンテーショ
テーションを
生
ンの３Ｄプレゼンテーションを琴の生演奏とともに上映するなどのプレゼンもあり，大いに盛り上がった。招待講演
するなどのプレゼンもあ
するなどの
などのプレゼンもあり
ゼンもあり
がっ
招待公
堂眞治
者による講演。また 藤堂眞治（東京大学 CMSI），辛木哲夫（理研 AICS），本学次世代シュミレーション技術者教
京大
辛 哲夫 理
学次世代シミュレー
ミュレーション
ョン技術者教育推進
技術
育推進室
育推進室（理研 ADSIM）のメンバーを加えたパネルディスカッションが行われた。
のメ
ーを えたパネルデ
えたパネルディスカッシ
パネルディスカッションが
スカッションが
ンが わ た
2013 年 3 月 5 日
秋葉原 UDX シアター
フロア展示会場／NEXT-3
・フロア展示会場
シンポジウム会場／THEATER
・シンポジウム会場
テーマ ： “見えない”科学から“見える” 科学へ
講演者 ： 植松秀樹 氏（日本放送協会 ディレクター）
伊藤智義 氏（千葉大学大学院 工学研究科人工システム
工学研究科人工システム科学専攻
科学専攻 教授）
横山広美 氏（東京大学大学院理学系研究科 准教授／広報室副室長 ）
登壇者 ： 挨拶／榊 佳之（豊橋技術科学大学学長
（豊橋技術科学大学学長）
（文科省情報課長）
下間康行（文科省情報課長
活動紹介／常行真司（東京大学 ／CMSI 統括責任者）
稲垣康善（豊橋技術科学大学副学長 ）
藤堂眞治 （東京大学 ／CMSI 広報代表）
パネルディスカッション／後藤仁志 （豊橋技術科学大学 ADSIM 幹事）
植松秀樹
伊藤智義
横山広美
関野秀男 （豊橋技術科学大学／CMSI 人材育成委員）
辛木哲夫 （理研 AICS 広報国際室長 ）
まとめ／関野秀男
日 程 ：
場 所 ：

開会の辞（榊 学長）

計算物質科学“見える化”シンポジウムのポスター
化”シンポジウムのポスター

シミュレーション技術者教育の概要説明（稲垣 副学長）
次世代シミュレーション技術者教育
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水の動力学シミュレーション動画と琴演奏の競演

展示会の風景（ポスター）

展示会の風景（デモ）

パネルディスカッションの風景
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6

平成 24 年度次世代シミュレーション
年度次世代シミュレーション技術者教育推進室
シミュレーション技術者教育推進室
その 他の事業報告
次世代
次世代シミュレーション
シミュレーション技術者教育推進室
シミュレーション技術者教育推進室 幹事 後藤仁志

6.1 事業概要
次世代シミュレーション技術者教育準備室
技術者教育準備室を立ち上
本プロジェクトの初年度（平成 24 年度 ）に，次世代シミュレーション
実施本部規程を
を立案した。9 月 12 日，
，本学執行部
本学執行部の承認を得て，準備室 を解散し，次世代シミ
げ，実施本部規程
ュレーション
ュレーション技術者教育
技術者教育に係る実施体制や 運営について推進を図ることを目的 とした「次世代シミュ
レーション
レーション技術者教育実施本部
技術者教育実施本部」と技術者教育 に関する企画・立案を策定し実施 するための「次世代
シミュレーション
シミュレーション技術者教育推進室
技術者教育推進室（以下 ，「ADSIM 推進室」）」を発足させた 。さらに，ADSIM
推進室の下に 3 部会が設置され，円滑に事業活動 を進めるための支援事務に専任 する事務室を設置し
中心となって事業を推進した。
た。以後， ADSIM 推進室が中心となって
事業報告以外の ADSIM 推進室の事業活動について
事業活動について概説する。
以下，上述した 3 部会の事業報告以外の
次世代
次世代シミュレーション
シミュレーション技術者
技術者育成のための
のための教育環境
教育環境の整備として，「次世代
次世代シミュレーション
シミュレーション技
技
術者教育システム」との調達，高度シミュレーション・アプリケーションの導入
シミュレーション・アプリケーションの 導入，遠隔授業のための
遠隔授業のための
映像通信設備の導入を行った。また，高度
高度なシミュレーション
なシミュレーション技術
技術の技術者教育 を任せられる人材を
するため専任教員
専任教員の公募を行い，客員教授 と特任助教（12 月），特任講師（H25.4 月）を採用し
確保するため
た。さらに，シミュレーション技術に関する 広範囲な啓蒙活動の一環として ，HP による情報発信を
地域連携室と共同して一般公開講座 ，CMSI と共同してシンポジウム を開催した。
始めるとともに，地域連携室と
電気関係学会東海支部連合大会 において，合同シンポジウム
合同シンポジウム「次世代シミュレーション 技術の
また，電気関係学会東海支部連合大会において
将来展望と技術者教育」を企画し実施した 。

シミュレーション技術者教育推進室
技術者教育推進室ホームページ
ホームページの開設
開設
次世代シミュレーション

6.2 事業内容
次世代シミュレーション
シミュレーション技術者育成のための
シミュレーション技術者育成
のための教育環境
教育環境の整備
（１）次世代
技術者育成のための
なシミュレーション技術
技術の人材育成 には最先端計算機設備が必要になるため ，汎用スーパーコ
汎用スーパーコ
高度なシミュレーション
ンピュータと同じアーキテクチャと管理ソフトウェア を装備する最小の教育用
教育用スパコンとして
スパコンとして「次世
シミュレーション技術者教育
技術者教育システム（ 以下，「ADSIM システム」）」を 調達した。また，教育
代シミュレーション
レベルから最先端スパコンを用
スパコンを用いた研究開発 や利活用環境への移行を考慮し ，京都大学 T2K スパコ
機関共同利用に
に加え，九州大学 FX10 スパコンの共同利用を確保した。また ，遠隔授業（学内講
ンの機関共同利用
義等の高専への配信，外部組織主催の講習会 の中継）のための映像通信環境，および講義や演習のた
講習会等のビデオ教材の開発環境 を整備した。尚，
めの e-Laerning（Moodle システム）教材や講演会・講習会等のビデオ
計算機環境や
や教材開発環境
教材開発環境の整備と 運用は，本学情報メディア
本学情報メディア基盤センターと
センターと連携
連携して行うこ
これら計算機環境
ととした。
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システムの外観
次世シミュレーション技術者教育システムの外観

次世シミュレーション
次世シミュレーション技術者教育
技術者教育システムの
システムの構成

（２）専任教員の公募と採用

最先端の大規模シミュレーション技術の 開発や利活用研究に精通し，次世代
次世代シミュレーション
シミュレーション技術
技術
者教育に専任できる人材を確保するため特任教員 の公募を行い，特任講師 1 名 と特任助教 1 名の採用
として最先端の企業研究に携わる研究者を採用 した。
を決定した。また，客員教授として最先端
客員教授
特任講師
特任助教

濱田 智之（日立製作所中央研究所
日立製作所中央研究所ライフサイエンス
ライフサイエンス研究センター
センター主管研究員
主管研究員兼任）
濱田 信次（前職：理化学研究所計算科学研究機構 博士研究員 ）
小畑 繁昭（前職：産業技術総合研究所 博士研究員）

シミュレーション技術者教育
技術者教育 RA の募集 と採用
（３）シミュレーション
次世代
次世代シミュレーション
シミュレーション教育用
教育用コンテンツの
コンテンツの作成支援
作成支援，またはシミュレーション
またはシミュレーション研究支援
研究支援として博
士前期課程または博士後期課程在学者を対象 に研究助手（RA）として参画させ ，本学の次世代シミ
ュレーション教育・研究の円滑な進行を図 った。
専攻

学年

採用者

担当教員

機能材料工学
情報・知能工学
環境・生命工学
建築・都市システム学

D3
D1
D2
D2

松原正陽
宮崎晃豪
Raupova Ozoda
小川克己

後藤仁志
関野秀男
後藤尚弘
渋谷達郎

一般公開講座「
「シミュレーションで新 しい世界
（４）一般公開講座
そして,予測する」
しい世界を見,そして
する」の 開催
地域連携室と連携して市民向け一般公開講座 を開催した。産業技術や環境問題 に対してシミュレー
技術がどのように
がどのように利活用
利活用され，市民生活
市民生活にどのように
にどのように役立っているのかをわかりやすく 伝えた。
ション技術
各講座の報告は別紙に示す。
第1回

自動車周りの流れのシミュレーション

日程：2012 年 11 月 9 日
講師：豊橋技術科学大学 飯田明由 教授
第 2 回 環境問題のシミュレーション
日程：2012 年 11 月 16 日
講師：豊橋技術科学大学 後藤尚弘 准教授
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第3回

構造物
構造物の静的･動的非線形シミュレーション

日程：2012 年 11 月 22 日
講師：安全安心地域共創リサーチセンター
安全安心地域共創リサーチセンター 長／豊橋技術科学大学 山田聖志 教授
分子シミュレーション
シミュレーション
第 4 回 生命情報
生命情報を活用した創薬のための分子
日程：2012 年 12 月 7 日
講師：豊橋技術科学大学 後藤 仁志 准教授
減災シミュレーション－避難シミュレーションを
避難シミュレーションを 例に－
第 5 回 人工知能技術による減災シミュレーション
日程：2012 年 12 月 14 日
講師：豊橋技術科学大学 石田好輝 教授
第 6 回 都市交通のシミュレーション
日程：2012 年 12 月 21 日
講師：豊橋技術科学大学 廣畠康裕 教授

第 4 回 生命情報を活用 した創薬のための
分子シミュレーション
分子シミュレーション

人工知能技術による減災シミュレーション
第 5 回 人工知能技術による
－避難シミュレーションを 例に－

一般公開講座のポスター
一般公開講座のポスター
都市交通のシミュレーション
第 6 回 都市交通のシミュレーション

（５）電気関係学会東海支部連合大会合同シンポジウム
電気関係学会東海支部連合大会合同シンポジウムの企画

世界最速
世界最速スパコン
スパコン「京」の本格運用が始 まる中，広範囲な研究分野においてシミュレーション
研究分野においてシミュレーション技術
においてシミュレーション技術
をどれだけ進歩させ，利活用して行くのかが ，日本産業界のさらなる
日本産業界のさらなる発展の鍵 として注目されている
注目されている．
このため，次世代シミュレーション技術を 開発する人材や使いこなせる人材の 育成が最重要な取り組
みとして期待されている．本シンポジウムでは ，広範囲なシミュレーション
広範囲なシミュレーション技術
技術を俯瞰しつつ，その
プログラムの開発に関して，高専から大学院における
大学院における最新の取り組みについ
発展を担う技術者の教育プログラムの開発
て紹介していただき，次世代シミュレーション 技術の将来を展望した．
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日 程 ：
場 所 ：
テーマ：
講演者：

2012 年 9 月 24 日（月）
豊橋技術科学大学 A1-101
次世代シミュレーション技術の将来展望と技術者教育
後藤仁志 （豊橋技術科学大学 情報・知能工学専攻 准教授）
演題：「豊橋技科大次世代シミュレーション技術者教育プログラムの開発」
森田 孝（函館工業高等専門学校電気電子工学科 教授）
演題：「函館高専専攻科におけるシミュレーション教育」
兵頭志明 （兵庫県立大学シミュレーション学研究科 教授）
演題：「兵庫県立大学シミュレーション学研究科の取り組み」
西川武志 （計算科学振興財団 共用専門員）
演題：「計算科学振興財団によるスーパーコンピュータの産業利用推進活動」

（６）『京』見学会とシミュレーション
見学会とシミュレーション技術者教育懇談会
とシミュレーション技術者教育懇談会
理化学研究所計算科学研究機構（神戸市）に設置された世界第 3 位（当時）の『京』コンピュータ
の視察を兼ねて，計算科学研究機構ならびに同じ地区にある計算科学振興財団（FOCUS）と兵庫県
立大学シミュレーション学研究科を訪問し，関係者らとシミュレーション技術者教育に関する意見交
換を行った。
日
場

程
所

：
：

平成 25 年 1 月 17 日 13:00～18 日 12:00
兵庫県神戸市中央区港島南町 7-1-26～28
 財団法人計算科学振興財団（FOCUS）
 独立行政法人理化学研究所 計算科学研究機構
 兵庫県立大学大学院 シミュレーション学研究科
参 加 者 ： （17 日）稲垣，関野，井佐原，市川，後藤，小口，加藤， 土屋，佐々，
小畑，嶋田（敬称略）：合計 11 名
（18 日）稲垣，関野，後藤，土屋，佐々，小畑（敬称略）：合計 6 名
スケジュール： 17 日 13:30 計算科学振興財団 FOCUS の施設見学と懇談
15:00 理化学研究所「京」の見学と懇談
18 日 10:30 兵庫県立大学シミュレーション学研究科の施設見学と懇談

「京」コンピュータの外観（理研）

伊藤聡コーディネーターから「京」の説明を受ける

FOCUS スパコンの運用状況説明（FOCUS）

没入型 3D ディスプレイ（CAVE）の体感（兵庫県大）
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平成 24 年度 次世代
次世代シミュレーション
シミュレーション技術者教育推進室
シミュレーション技術者教育推進室
教育・
教育・研究成果

7

平成 24 年度「次世代シミュレーション技術者教育プログラムの開発」プロジェクトの成果として，
三部会を含む推進室が実施した事業，および同事業による学生等の研究教育成果を以下に記載する。

7.1 フォーラム，講演会，シンポジウム（主催，企画）
・ビヨンド・シミュレーション・フォーラム
1.

第 1 回ビヨンド・シミュレーション・フォーラム（主催），2011 年 2 月 28 日，豊橋技術科学
大学（豊橋）．

2.

第 2 回ビヨンド・シミュレーション・フォーラ ム「自然災害と環境・防災に関するシミュレ
ーション」（主催），2012 年 2 月 21 日，豊橋技術科学大学（豊橋）．

3.

第 3 回 ビ ヨ ン ド ・ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ・ フ ォ ー ラ ム 「 High Performance Computing &
Theoretical/Computational Chemistry」（主催），2012 年 2 月 29 日，豊橋技術科学大学（豊橋）．

4.

第 4 回ビヨンド・シミュレーション・フォーラム「The Next-generation Materials Simulation:
Expectation and Problems」（主催），2013 年 1 月 29 日，豊橋技術科学大学（豊橋）．

5.

第 5 回ビヨンド・シミュレーション・フォーラム「次世代スパコンの運用と最先端 GPU スパ
コン」（主催），2013 年 3 月 13 日，豊橋技術科学大学（豊橋）．

・次世代シミュレーション
次世代シミュレーション講演会
シミュレーション講演会
6.

第 1 回次世代シミュレーション講演会（主催），2012 年 4 月 12 日，豊橋技術科学大学（豊橋）．

7.

第 2 回次世代シミュレーション講演会（主催），2013 年 2 月 14 日，豊橋技術科学大学（豊橋）．

・一般公開講座「
そして,予測
一般公開講座「シミュレーションで
シミュレーションで新
レーションで新しい世界
しい世界を
世界を見,そして
そして 予測する
予測する」
する」
8.

一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を見,そして,予測する」―第 1 回「自動車周り
の流れのシミュレーション」（共同主催），2012 年 11 月 9 日，豊橋技術科学大学（豊橋）．

9.

一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を見,そして,予測する」―第 2 回「環境問題の
シミュレーション」（共同主催），2012 年 11 月 16 日，豊橋技術科学大学（豊橋）．

10. 一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を見,そして,予測する」―第 3 回「構造物の静
的･動的非線形シミュレーション」（共同主催），2012 年 11 月 22 日，豊橋技術科学大学（豊
橋）．
11. 一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を見,そして,予測する」―第 4 回「生命情報を
活用した創薬のための分子シミュレーション」（共同主催），2012 年 12 月 7 日，豊橋技術科
学大学（豊橋）．
12. 一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を見,そして,予測する」―第 5 回「人工知能技
術による減災シミュレーション－避難シミュレーションを例に－」（共同主催），2012 年 12
月 14 日，豊橋技術科学大学（豊橋）．
13. 一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を見,そして,予測する」―第 6 回「都市交通の
シミュレーション」（共同主催），2012 年 12 月 21 日，豊橋技術科学大学（豊橋）．
・その他
・その他
14. 電気関係学会東海支部連合大会合同シンポジウム「次世代シミュレーション技術の将来展望と
技術者教育」（企画），2012 年 9 月 24 日，豊橋技術科学大学（豊橋）．
15. TUT-CMSI 第一回計算物質科学“見える化”シンポジウム「“見えない”科学から“見える”
科学へ」（共同主催），2013 年 3 月 5 日，秋葉原 UDX シアター（千代田区）．
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7.2 講習会（主催，共催，その他）
1.

CHEMKIN 利用講習会（主催），2013 年 1 月 25 日，豊橋技術科学大学（豊橋市）．

2.

HPC 技術者講習会（主催），2013 年 3 月 7 日，豊橋技術科学大学（豊橋市）．

3.

第一原理物性シミュレーション講習会（主催），2013 年 3 月 26 日，豊橋技術科学大学（豊橋
市）．
計算機とネットワーク利用講習会（IMC 共催），2012 年 4 月 5 日，豊橋技術科学大学（豊橋
市）．
MATLAB 講習会：MATLAB/Simulink セミナー（IMC 共催），2013 年 5 月 25 日，豊橋技術科
学大学（豊橋市）
京都大学配信「スーパーコンピュータ利用講習会」（その他），2012 年 5 月 31 日，豊橋技術
科学大学（豊橋市）．
MATLAB 講習会：MATLAB トレーニングコース（IMC 共催），2012 年 5 月 30 日，豊橋技術
科学大学（豊橋市）．
ANSYS 講習会：ANSYS Workbench 入門セミナー（IMC 共催），2012 年 6 月 15 日，6 月 22
日, 豊橋技術科学大学（豊橋市）．
ANSYS 講習会：ANSYS CFX ベーシックセミナー（IMC 共催），2012 年 7 月 6 日，7 月 13 日，
豊橋技術科学大学（豊橋市）．

4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.3 教材開発（本学，高専）
・分野別教材開発プロジェクト
分野別教材開発プロジェクト
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

関下信正，「流体力学 1」，機会工学系.
関下信正，「流体力学 2」，機械工学系．
市川周一，「オペレーティングシステム」，電気・電子情報工学系．
後藤仁志，「シミュレーション特論（分子シミュレーション編）」，情報・知能工学系．
後藤仁志，「シミュレーション特論（並列プロムラミング編）」，情報・知能工学系.
後藤仁志，「シミュレーション工学」，情報・知能工学系.
加藤博明，「データベース論」，情報知能工学系.
加藤博明，「分子情報工学特論（化学グラフ論）」，情報・知能工学系.
小口達夫，「Chemkin プログラム使用法習得のため E-Learning 教材開発」，環境・生命工学系
小口達夫，「物理化学（分子構造分野）教材作成」，環境・生命工学系．
小口達夫，「物理化学（分子熱力学分野）教材作成」，環境・生命工学系．
高島和則，「数理分析Ⅱ（微分方程式）教材作成」，環境・生命工学系．
加藤 茂，「基礎水理学 教材開発」，建築・都市システム学系．
中澤祥二，「建築振動学および耐震設計に関する教材開発」，建築・都市システム学系
渋谷達郎，「3 次元 VR シミュレーションツールを用いた建築空間の構築および教材開発」，
建築・都市システム学系．

・分野別教材開発プロジェクト
分野別教材開発プロジェクト
16. 笹岡久行，「知識工学（機械学習）の e-Learning 教材の開発」，旭川高専．
17. 成島和男，「光応答性高分子の挙動解析に用いる MD 法・MC 法の理解のための教材開発」，
宇部高専．
18. 武内秀樹，「流体解析のための教育用 e ラーニング教材の開発」，高知高専．
19. 前田篤志，「教育用電磁気 3 次元可視化シミュレーション教材の開発」，
大阪府立高専．
20. 森田 孝，「高専専攻科における差分法を基礎としたシミュレーション科目の授業改善に関す
る研究」函館高専．
21. 吉村忠与志，「シミュレーション技術者育成を目指した教材による教育方法と実践」
福井高専
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7.4 広報，報道
1.

「ビヨンド・シミュレーション－高専から大学院まで実践的シミュレーション技術者教育の実
現に向けて－」， No. 134 豊橋技術科学大学広報誌「天伯」：オンラインマガジン第 16 号，
ぴっくあっぷ Chapter 02，2012 年 6 月 29 日発行．

2.

「平成２４年度豊橋技術科学大学一般公開講座『シミュレーションで新しい世界を見、そして、
予測する。』を開催します。」，豊橋技術科学大学プレスリリース，2012 年 10 月 24 日．

3.

「豊橋技術科学大学が次世代シミュレーション技術者養成にスーパーコンピュータシステム
を導入」，豊橋技術科学大学と株式会社日立製作所の共同リリース，2013 年 2 月 25 日．

4.

「次世代シミュレーション技術者教育プログラム及び平成 24 年度豊橋技術科学大学一般公開
講座の開講に係る記者懇談会並びに説明会のご案内」，豊橋技術科学大学プレスリリース，2012
年 10 月 25 日．

5.

「豊橋技科大にスパコン
日 12 面．

日立が納入

教育プログラム用」，日刊工業新聞，2012 年 10 月 26

7.5 研究発表（国内，国際）
1.

○関野秀男，濱田信次，川畑雅之，「量子ウォーク法による時間依存シュレディンガー方程式
の解法」，第 3 回 CMSI 研究会，2012 年 12 月 3, 4 日，自然科学研究機構岡崎コンファレンス
センター（岡崎市）．

2.

○増田拓弥，関野秀男，「時間依存シュレディンガー方程式に基づく量子シミュレーションの
GPU による高速化」，HPCS2013「2013 年ハイパフォーマンスコンピューティングと計算科学
シンポジウム」，P3-3，2013 年 1 月 15, 16 日，東京工業大学蔵前会館（目黒区）．

3.

○森本沙也香，浜田智之，関野秀男，「半導体誘電率における格子定数の影響」，第 60 回応
用物理学会春季大会，29a-G6-3，2013 年 3 月 27－30 日，神奈川工科大学（厚木市）．

4.

○松原正陽，及川雅人，後藤仁志，「水溶液中の糖のコンホメーション解析 ～NMR 結合定数
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ビヨンド・シミュレーション・フォーラム

7.1

フォーラム，講演会，シンポジウム（主催，企画）
・ビヨンド・シミュレーション・フォーラム

4.第 4 回ビヨンド・シミュレーション・フォーラ

5.第 5 回ビヨンド・シミュレーション・フォーラ

ム

ム

次世代シミュレーション技術者教育推進室の主催で、
「第 4 回ビヨンド・シミュレーション・フォーラム―
The Next-generation Materials Simulation:
Expectation and Problems」と題した国際ミニシンポジ
ウムを 1 月 29 日に開催しました。かなりアドバンス
トな話題でしたが、30 名ほどの教員と学生の皆さんが
参加してくれました。

次世代シミュレーション技術者教育推進室の主催で、
2013 年 3 月 13 日に「第 5 回ビヨンド・シミュレーショ
ン・フォーラム」を開催しました。

主たる講演者にアメリカアルゴンヌ国立研究所の
Jeff Hammond 博士（写真）、さらに理研計算科学機構
の浜田信二博士、理研計算通信センター中田真央博士、
分子科学研究所の石村和也博士を招いて、次世代物質科
学シミュレーションプログラム開発の日米最先端の現
場報告をしていただきました。
超並列環境において従来型の物質シミュレーション
プログラムを大幅に書き直さなければならないこと、ま
た、次世代スパコンにおける省エネ戦略の意味について
など、単にアカデミックサイトだけでは議論しきれない
次世代計算科学の問題が熱く議論されました。
こうした議論を通じ、どのように最先端の計算科学分
野で活躍できる人材を育成すべきかという次世代シミ
ュレーション技術者教育の新たな方針がおぼろげなが
ら見えてきたと感じています。
文責：関野秀男（3 系）
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招待講演者に長崎大学先端計算研究センター超並列
部門長の濱田剛先生を迎え、3 月上旬に設置された"次
世代シミュレーション技術教育計算機システム"の紹介
と見学会を兼ねたタイムリーな企画となりました．参加
者は教職員学生を含めて 25 名でした。
最初の講演「次世代シミュレーション技術者教育計算
機システムの概要と運用」(講演：後藤仁志(本学))では，
新たに導入した教育用スーパーコンピュータのシステ
ム概要と来年度の運用に関する基本的な考え方につい
て紹介されました。
第二の講演「網羅的結晶多形探索と大規模並列結晶計
算法の開発」(講演：小畑繁昭(本学))では、分子シミュ
レーションによる結晶多形探索法やその応用例、並列分
散処理技術による結晶多形探索の高速化について解説
がありました。
最後の講演「DEGIMA: Destination for GPU
Intensive Machine」(講演：濱田 剛(長崎大学))では、
近年注目を集めている GPU(Graphics Processing Unit)
による高性能計算システムについて、G80 登場時から
DEGIMA システムの開発に至るまでの研究史と課題，そ
して現在開発中の DEGIMA-2 に至るまでを紹介して頂き
ました。招待講演者の濱田剛先生は、GPU を用いた高性
能計算で世界的な実績を残されており、2009 年・2010
年の 2 回にわたり Gordon Bell 賞(価格性能比部門)を
受賞されています．スーパーコンピューティングに興味
のある方、研究でシミュレーションを活用されている方
には、大変に興味い内容の御講演だったと思います。さ
らに開発の苦労や研究方針の転機など、華々しい研究成
果の蔭にある生々しい経験談の数々は、学生諸君の心に
も深く残ったのではないかと思います．御多忙中にもか
かわらず御来学いただいた濱田先生に深く感謝いたし
ます。
文責：市川周一(２系)

講演会

・次世代シミュレーション講演会

7.第 2 回次世代シミュレーション講演会

次世代シミュレーション技術者教育推進室の主催で、
「第 2 回次世代シミュレーション講演会」を 2 月 14 日
に開催しました。講演者に、都築誠二博士（産総研ナノ
システム研究部門分子シミュレーショングループ）をお
迎えし、「ab initio 分子軌道法による分子間相互作用
の解析と格子エネルギーの計算」と題してご講演いただ
きました。参加者は、教員と学生を合わせて 15 名でし
たが、ご講演中や講演後の質疑応答も活発に行われ、有
意義な講演会となりました。
講演では、分子間相互作用に関する基礎知識から高精
度分子シミュレーションによる最先端の相互作用解析
技術まで幅広くご紹介いただき、学生の学習機会として
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も、今後の応用研究の知識としても、とても役立つ事例
が多かったと思います。
主な講演内容は以下の通りです。
1. ab initio 分子軌道法による分子間相互作用の解析
 分子間力の重要性、分子間力の種類
 基底関数系、電子相関の補正の影響
 計算精度（気相での実験値との比較）
2. 格子エネルギーの計算方法と計算精度
 尿素、ヘキサミン
3. 分子間相互作用の方向性
 分子間相互作用の方向性の重要性
 Distributed multipole を用いた静電相互作
用の解析
4. ハロゲン結合の相互作用の解析
 通常の力場で正確に計算することが難しい
相互作用
特に、ご講演後半で解説されていた分子性結晶の格子
エネルギー精密計算に関する新技術はとても興味く、今
後、本学の結晶計算技術と組み合わせた大規模高速結晶
計算のための新しい応用研究テーマとして共同で発展
させていくことで意見が一致しました。
尚、本講演会の内容は，次世代シミュレーション技術
者教育のための e-Learning 教材の一部として公開さ
れる予定です。
文責：後藤仁志（3 系）

一般公開講座

・一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を見，そして，予測する」
8.平成 24 年度

一般公開講座（第１回）

9.平成 24 年度

一般公開講座（第２回）

豊橋技術科学大学では、11 月 16 日（金）、平成 24
年度一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を見、
そして、予測する」の第２回目を開催しました。今回は、
環境・生命工学系後藤尚弘准教授から「環境問題の シ
ミュレーション」についての講義が行われました。

豊橋技術科学大学では、11 月 9 日（金）、平成 24
年度一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を見、
そして、予測する」の第１回目を開催しました。全６回
の講座の初回となる今回は、機械工学系 飯田明由教授
から「自動車周りの流れのシミュレーション」について
の講義が行われました。
自動車の燃費性能を向上させたり、風切り音などの空
力騒音を抑制するためには、走行時の空気抵抗を少なく
することが必要不可欠になります。
しかし自動車周りの空気の流れを、実際に風洞実験等
によって確かめるには、大規模な実験設備を用意するな
ど、莫大なコストがかかります。そのためコンピュー
タ・シミュレーションにより空気の流れを解析すること
が求められており、本学の飯田教授のグループは他の大
学や企業と共同で研究開発に取り組んでいるとのこと
でした。
今回の講座では、なぜ空気抵抗が生じるのかといった
空気力学の基礎から、コンピュータ解析の手法まで、わ
かりやすく解説が行われました。
シミュレーションの際には、自動車周りを細かなメッ
シュに区切り、メッシュのセルごとに計算を行うそうで
すが、自動車１台あたりのメッシュの交差点は約 800
億点もの数になり、それに対して膨大な計算量が発生し
ます。日本が誇る最先端のスーパーコンピュータ「京」
を使うことにより自動車１台を丸ごとシミュレーショ
ンすることが可能となりつつありま すが、実際の開発
現場では、自動車全体を解析することはまだ難しく、現
在は部分的な解析を行うのが一般的ということでした。
次世代のスーパーコンピュータ（エクサ・コンピュータ）
が実現されれば、熱や音などの自動車に関する複合的な
物理現象を自動車一台丸ごとシミュレーションができ
ると期待されています。
今回の講座には 40 名の方に参加いただき、講義後に
は聴講者から技術的に踏み込んだ質問が幾つか寄せら
れ、終了後も講師に個別に質問される方もいらっしゃる
など盛況でした。
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今回の講座では、導入部分で環境問題におけるシミュ
レーションの手順（複雑な現象の観察→重要要素の抽出
→数理モデルの構築→シミュレーション）について紹介
がありました。その後、環境問題の中でも主に医療系廃
棄物排出量の将来予測について、前述の手順に沿って話
がありました。
医療系廃棄物は、一般家庭から生じる一般廃棄物、事
業活動から生じる一般廃棄物及び産業廃棄物に大きく
分類されますが、高齢者福祉施設などから発生する医
療・福祉系の廃棄物は多様化・増加しているそうです。
又、労働者不足による外国人労働力の流入という人口変
化の状況にも着目し、先生の研究では日本全体及び地域
別のシステムダイナミックスモデルを作成し、廃棄物発
生のシミュレーションを行ったそうです。その結果、
2035 年には高齢者福祉施設感染性廃棄物は 2010 年の
約 2.5 倍に増加し、又、南関東地域の感染性廃棄物発生
用が最も多い、などの結果が得られたとのことです。
そのほか、先生の研究内容として、動物由来の医療廃
棄物量の推移についての紹介や、マルチエージェントシ
ミュレーションを用いた消費者の環境配慮製品購買行
動に関する研究の紹介がありました。
当日は 43 名の方に参加いただき、アンケート結果で
は、「大変、おもしろい講義でした。」、
「シミュレーションの役割がはっきりわかった。」等
のご意見をいただきました。

一般公開講座

10.平成 24 年度

一般公開講座（第３回）

11.平成 24 年度

豊橋技術科学大学では、11 月 22 日（木）、平成 24
年度一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を見、
そして、予測する」の第３回目を開催しました。今回は、
安全安心地域共創リサーチセンター長／建築・都市シス
テム学系教授の山田聖志先生から「構造物の静的・動的
非線形シミュレーション」についての講義が行われまし
た。
構造物の「崩壊」現象には、幾何学的不安定を因子と
する「座屈現象」、材料学的不安定に 起因する「塑性
降伏現象（塑性加工プロセス）」 、応力集中 を因子と
する「 亀裂・破壊現象」などがありますが、今回の講
座では、構造・構造要素の崩壊の代表的な形態である「座
屈現象」に焦点をあて、中でも最も座屈現象が複雑で、
解くのが長い間困難とされてきた曲面構造を対象とし
た非線形シミュレーションについて、講師らの一連の成
果を紹介しながら講義が行われました。
（※非線形シミュレーション：今見えている現状の状態
だけからの情報では絶対に模擬できない現象を、実験な
どの分析を通して、普段は隠れて認識できない潜在的要
因を特定ないし予測して、精密な数理モデルとして組み
込こむことで計算模擬すること。）
当日は 42 名の方に参加いただき、アンケート結果で
は、「難しい問題をできるだけ工夫してやさしく説明し
ていただけて非常に良かった。」、「模型を見せながら
の説明が良かった。」等のご意見をいただきました。
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一般公開講座（第４回）

豊橋技術科学大学では、12 月 7 日（金）、平成 24 年
度一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を見、
そして、予測する」の第４回目を開催しました。今回は、
情報・知能工学系准教授の後藤仁志先生から「生命情報
を活用した創薬のための分子シミュレーション」につい
ての講義が行われました。
今回の講座の導入部分では，インフルエンザウィルス
の名前として「N1H1」や「N5H1」などの亜型が新聞など
で紹介されますが、「N」や「H」の正体や，インフルエ
ンザウィルスの感染 メカニズムをご紹介いただきまし
た。そして、インフルエンザウィルスへの対抗策として
のワクチンや治療薬がどのように開発されたかについ
て，医薬品開発の現場で活用されるシミュレーション技
術を含めて解説いただきました。
当日は 36 名の方に参加いただき、会場からはシミュ
レーションを行う際のパラメーターについてなど、かな
り踏み込んだ内容の質問もいただきました。

一般公開講座

12.平成 24 年度

一般公開講座（第５回）

13.平成 24 年度

一般公開講座（第６回）

豊橋技術科学大学では、12 月 14 日（金）、平成 24 年度
一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を見、そ
して、予測する」の第５回目を開催しました。
今回は、情報・知能工学系 教授の石田好輝先生から
「人工知能技術による減災シミュレーション－避難シ
ミュレーションを例に－」についての講義が行われまし
た。

自然災害に対しては、それを防ぐ防災だけでなく、そ
れが起こったときに的確な情報収集に基づく迅速な対
処により被害を最小にとどめる減災も重要で、ICT（情
報通信技術）による減災の研究が盛んに行われています。
今回の講座では、特にコンピュータを使った人工知能技
術による減災シミュレーションについて解説していた
だきました。
仮想避難訓練を可能とする避難行動シミュレーショ
ンの例では、避難する人の流れが時間の経過とともにコ
ンピュータ上の詳細な地図上に表示され、避難経路上で
混雑する箇所を見つけて対策方法を検討する等に活用
できるものと感じられました。
また、講座では日本に伝わる諺（ことわざ）を引用し
ながら話が進められました。
当日は 42 名の方に参加いただき、会場からは「シミ
ュレーション結果を、実際に地域に提供して役立ててい
る具体的事例はあるか？」等の質問もいただきました。
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豊橋技術科学大学では、12 月 21 日（金）、平成 24
年度一般公開講座「シミュレーションで新しい世界を
見、そして、予測する」の第６回目（最終回）を開催
しました。今回は、建築・都市システム学系 教授の廣
畠康裕先生から「都市交通のシミュレーション」につい
ての講義が行われました。
道路網計画や道路施設計画の評価、交通制御・交通規
制等の交通管理策の評価、大規模都市開発が道路交通に
及ぼす影響の評価、交通安全対策の評価等においては、
計画や対策等の実施に伴う交通需要量や交通流状態の
変化の的確な予測が必要であり、そのために多様なシミ
ュレーションモデルが用いられています。本講座では、
このような交通計画・交通工学分野のシミュレーション
モデルについて、モデルの分類、適用事例、モデルの作
成方法・適用方法、シミュレーション実行結果の解釈・
提示方法等について解説いただくとともに、今後の研究
課題等を説明いただきました。
当日は 38 名の方に参加いただき、会場からは「東名
高速道路の岡崎付近が臨時的に三車線化されているこ
とについて、渋滞緩和等への効果はどの程度か？」等の
具体的な質問もいただきました。
講義終了後には、社会連携推進本部 本部長補佐の岩
佐精二教授から閉講挨拶が行われ、全６回に渡り多くの
皆様にご参加いただいたことに対し、感謝の辞が述べら
れました。
なお、今年度一般公開講座へ４回以上ご参加いただい
た受講者の方へは、修了証書が授与されました。
今年度の一般公開講座全体については、アンケート結
果では「“シミュレーション”というテーマが良かった。」
等、おおむね好意的なご意見をいただいている一方で、
「一般向けであっても、もっと高度な講義内容を希望す
る。」といったご意見もいただいています。本学では よ
り多くの方にご参加いただき、受講者の方にご満足いた
だけるよう、来年度に向けて企画を検討していきます。

講習会

7.2 講習会（主催，共催，その他）
1.CHEMKIN利用者講習会

次世代シミュレーション教育推進室では、情報メディア
基盤センターとの共催で、CHEMKIN 利用者講習会を平成 25
年 1 月 25 日に開催しました。
CHEMKIN とは、流れを伴う気相中並びに固体表面での化
学反応をモデリングするシミュレーションソフトウェア
です。内燃機関の燃焼反応や排ガス処理などの触媒反応、
また化学気相蒸着法（CVD）といった、流れを伴う複雑な
化学反応を，素反応式をベースとして詳細に解析すること
ができます。このソフトウェアを利用して、実験条件の探
索や未知の反応生成物の推定、反応機構の検討などを行う
ことにより、より効率的な研究開発が期待できます。
当日の講習内容は、講師として（株）菱化システムの担
当者をお招きし、次のような流れで行われました。

第一部・CHEMKIN-PRO 概要説明（講義）
CHEMKIN ソフトウェアの機能紹介、使い方、理論的背
景の説明などが行われました。

第二部・導入トレーニング （実習）
実際にソフトウェアを端末で動かし、次のような内容
を実習しました。
CHEMKIN インターフェースの使用
CHEMKIN の基本的な操作手順
例題：メタンの燃焼反応、ハロゲン化物の複合反応、
反応解析の仕方

第三部・様々な適用例の紹介（講義）
実習用の例題を参考にしながら、CHEMKIN で行うこと
ができる様々な研究開発事例を紹介して頂きました。
具体的には、
1. 気相プロセス中での燃焼
2. 触媒反応プロセス
3. CVD における材料プロセッシング
4. プラズマ状態における反応器内の生成物分布
といった内容を一通り説明して頂きました。
なお本講習会の内容は、学内向けトレーニングコース
として e-ラーニング教材の形で再構成し、提供される
予定です。
文責：小口達夫（4 系）

2.HPC 技術者講習会
日時 2013 年 03 月 07 日～08 日
両日とも 13:00～17:50
場所：豊橋技術科学大学 B-206 教室
主催：次世代シミュレーション技術者教育推進室
講師：エクセルソフト株式会社より派遣
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次世代シミュレーション技術者教育推進室の主催で、
「HPC 技術者講習会」を 3 月 7 日、8 日に開催しました。 本
講習会の参加者には、並列プログラミングや並列プログラ
ムの最適化に関する講習と実習を通して、実践的な並列計
算処理技術を習得してもらいました。参加者からは、「た
めになった」、
「すぐに使えそう」、
「わかりやすかった」な
ど高評価をいただきました。講習会内容は以下の通りです。
１日目：
日目：並列プログラミング
並列プログラミング編
プログラミング編
1. 並列プログラミング背景、概念

ハードウェアの進化とソフトウェアの開発

プロセスとスレッド

分割と依存関係
2. ネイティブ/ OpenMP による並列プログラミング

Win32API を使用した並列プログラミングの紹介

OpenMP を使用した並列プログラミングの基礎
3. 問題の検出方法と回避方法

データ競合とデッドロック

インテル Inspector XE による診断

同期/非同期/リダクション
4. 演習

N-Queens プログラムの並列化（OpenMP）
２日目：
日目：並列プログラム
並列プログラム解析編
プログラム解析編
1. 並列プログラムの開発手順

開発手順サイクル

並列化チューニングの要素
2. 並列プログラムのチューニング

VTune Amplifier XE によるプロファイリング

素数演算並列プログラムのチューニング
3. プログラムの高速化

ベクトル化によるデータ並列

インテル®MKL の利用
4. 演習

N-Queens プログラムの最適化
参加者は教員と学生を合わせて 13 名でしたが、多くの
質問や意見が飛び交う活気ある講習会となりました。ご参
加いただいた方々には、講習会を通して得た知識や技術を、
今後の研究等に利活用していただきたいと思います。尚、
本講習会の内容は、次世代シミュレーション技術者教育の
ため、限定的ですが、閲覧できるようにする予定です。
担当：小畑繁昭（ADSIM 推進室 特任助教）

講習会

3.第一原理物性シミュレーション講習会

日時：2013 年 03 月 26 日 13:00～16:10
場所：豊橋技術科学大学 B-206 教室
主催：次世代シミュレーション技術者教育推進室
講師：日立製作所・中央研究所 濱田智之
今回の第一原理物性シミュレーション講習会では、
（株）
日立製作所・中央研究所の濱田智之氏を講師に招いて、固
体誘電率の第一原理計算の理論及び計算の実際について
講習しました。東京大学生産技術研究所を中心に開発が進
められている第一原理シミュレータ PHASE/UVSOR を用い、
本学に導入されたスーパーコンピュータを用いて、立方晶
ＳｉＣの誘電率の計算を行いました。講習の内容は以下の
通りです。
1. 講義編

誘電率の起源と電子系及び格子系誘電率
• 誘電率の波長分散成分とその起源。固体の誘電率を
決める電子系及び格子系誘電率とその特徴

電子系及び格子系誘電率の計算方法
• 電子バンド構造から電子系誘電率を計算する方法。
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誘電率を決めるバンド間遷移モーメントの計算方
法
• ベリー位相分極理論を用いて、電子バンド構造から
格子系誘電率を計算する方法

第一原理シミュレーター PHASE/UVSOR による電子
系及び格子系誘電率の計算およびその実装形態。

金属酸化物の誘電率の計算例
• トランジスタゲート絶縁膜用 high-k 材料の誘電
率計算例の紹介。High-k 材料では、全誘電率に占
める格子系誘電率の割合が大きい。
• アモルファス性 high-k 材料は、結晶性 high-k 材料
と化学組成が同じであっても異なる誘電体である。
特に、数百ギガヘルツからテラヘルツの周波数でそ
の差が顕著となる。
2. 演習編

PHASE/UVSOR を用いた立方晶 SiC の電子系及び格
子系誘電率の計算。
• 計算には本学に導入されたスーパーコンピュータ
を使用。

計算により得られた誘電率の実測値との比較。
• 計算により、誘電率の実測値が再現されることを確
認。
本講習会は、固体物理の計算に関するものであり、固体
物理特有の概念、理論が登場したため、十分な理解が得ら
れなかった参加者もいたと思われますが、第一原理シミュ
レーションにより、誘電率という身近な物理量が原子構造
から数値計算により算出できることが理解していただい
たと考えています。この講習会を機会に、参加者の皆さん
が固体物理の勉強を始めることになれば幸いです。
担当：関野秀男（sekino@tut.jp）
小畑繁昭（obata@adsim.tut.ac.jp）
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7.3 教材開発
3．「オペレーティングシステム」
市川周一（電気・電子情報工学系）

1.

各テーマのスライドは簡単なアニメーションを含めて作

はじめに

成されており，通常の講義におけるスライド提示と変わら

近年のスーパーコンピュータはマルチコア・マルチプロ

ない表現力を実現している．

セッサによる並列計算機であり，並列処理技術の理解なし

各テーマについて理解度を測定する小テストと，講義範

に高性能を引き出すことはできない．並列処理はスレッド

囲全体にわたる技術用語を問う「用語確認小テスト」７セ

あるいはプロセスという形で実現されるが，スレッド・プ

ットを用意した．各小テストはプルダウンメニュー式の用

ロセス管理はオペレーティングシステム(OS)の本質的機能

語選択となっており，提出すると自動採点される．講義の

のひとつである．

進捗に合わせて自分の理解度や記憶を自発的に確認するこ

大規模シミュレーションにおいては，大量のデータの入

とができる．

出力が必要となる．ファイルやネットワークのような入出

さらに理解を深めるために，自発的調査と作文を要求す

力を管理することも，OS の仕事である．

る「発展問題」を 20 問あまり用意した．これはレポート提

以上の例でも明らかなように，高性能計算技術に習熟す

出を前提とした問題セットで，指導者によるチェックが必

るには，その前提として OS に関する理解が重要である．そ

要な問題セットである．全部を解かせるのではなく，受講

こで，「次世代シミュレーション技術者教育プログラム」の

者の興味と必要に応じて２～３問を選択解答させることを

教材開発プロジェクトの一環として，「オペレーティング

前提としている．

システム」に関する電子教材一式を作成した．

2.

3.

教材の内容

おわりに

本稿では，教材開発プロジェクトの一部として「オペレ

本教材は，旧・知識情報工学課程の専門科目「オペレー

ーティングシステム」の電子教材開発を行った．実績のあ

ティングシステム」(2 単位)を基にしており，10 年余り使

る講義資料であり，また OS の基礎は確立しているため，今

用された実績を持っている．教科書としては情報処理学会

後も当分のあいだ有効な教材として活用できるものと考え

の認定テキスト[1]を利用した．情報科学専攻の学部生に必

ている．

要な内容が網羅されている．

参考文献

内容は以下に示す 12 部構成である．


OS の役割



ユーザインタフェース



プログラミングインタフェース



OS の構成



入出力の制御



ファイルの管理



プロセスとその管理



多重プロセス



メモリ管理



仮想メモリ



ネットワーク



セキュリティと信頼性

[1]

野口健一郎，オペレーティングシステム(IT text)，
オーム社．

一般の 2 単位科目は 16 コマで構成されるが，今回の教材は
「講義」単位でなく「内容」単位で 12 部構成とした．旧課
程での講義経験からすると，12 部すべてを通常の講義形態
で行うと，20 コマ程度の分量がある．（旧課程では内容を取
図：講義スライドの提示例

捨選択して 15 コマで実施していた．）
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4/5.「シミュレーション特論（分子シミュレーション編・並列プロムラミング編）」
後藤仁志（情報・知能工学系）
に補助資料と問題集を作成し，これらを組み合わせて全体

１．はじめに

を構成した。これらを Moodle システム上にアップして，毎

『京』コンピュータを中心とした計算インフラが整備され，

週の講義ごとに適切に公開するように設定した。図 1 に

日本各地でスパコンを容易に使える環境が整いつつある。

Moodle システムで公開されたシミュレーション特論のコー

それを活用して大規模で高性能なシミュレーションを実行

スアウトライン画面を示した。

し，科学の進展のみならず，防災やものづくり，創薬とい
った社会の安全や産業，医療に貢献していくことが願われ
ている。そしてその実現には，それらで使われるシミュレ
ーション技術を開発できる人材を育成する必要がある。
この教材開発プロジェクトでは，次世代シミュレーショ
ン技術者教育プログラムの指定科目の一つである大学院前
期課程情報・知能専攻の専門科目「シミュレーション特論」
と，計算物質科学イニシアティブ（CMSI）が配信する平成
24 年度「CMSI 計算科学技術特論 A」の講義資料[1]を，学
習 管 理 シ ス テ ム Moodle を プ ラ ッ ト フ ォ ー ム に 用 い た
e-Learning 教材として再構成し，自主学習効果が期待でき
る教材として開発することを目的とする。特に，新物質開
発やエネルギー創生に関する科学技術計算ソフトウエアの
開発に必要な要素技術として，高度な数値解析手法と並列
分散処理プログラミング技術などの要素技術を中心に取り
上げる。

２．主な講義内容
講義内容は以下のとおりである。
1.

プログラム高速化の基礎

2.

MPI の基礎

3.

OpenMP の基礎

4.

OpenMP/MPI 演習

5.

Hybrid 並列化技法（MPI と OpenMP の応用）

6.

プログラム高速化の応用

図1

Moolde システムに構築したシミュレーション特論コース

４．まとめ（今後の課題）
次世代シミュレーション技術者教育プログラムの指定科

7.

線形代数演算ライブラリの基礎と実践（2 回）

目の一つである「シミュレーション特論」を，Moodle シス

8.

高速化チューニングとその関連技術（2 回）

テムを用いた e-Learning 教材として構築した。
「CMSI 計算

9.

行列計算における高速アルゴリズム（2 回）

科学技術特論 A」の配布資料と組み合わせた教材は上級者向

10. 古典分子動力学法の高速化（2 回）

けの内容になった。修士学生向けには，もう少し補助資料

11. 量子科学計算の大規模化（2 回）

を加えるなど工夫が必要であり，さらに高いレベルで技術

12. 期末課題

修得を期待するためには，演習と連動させるなど継続的な
改良が必要である。今回開発した Moodle システムを用いた

３．平成 24 年度の成果

問題集をさらに充実させ，自主学習においても技術修得で
き，それを確認できるような教材構成が期待される。

教材開発には，講義進行に合わせて配布される「CMSI
計算科学技術特論 A」の資料と，講義後に公開されるビデオ

参考資料

資料を中心に用い，さらに昨年度同講義資料を利活用した。
[1] CMSI 計算科学技術特論 A：

「CMSI 計算科学技術特論 A」の内容は『京』コンピュータ

http://www.cms-initiative.jp/ja/events/2013_haishin

を利用する研究者向けであることから，本学修士学生向け
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6．「シミュレーション工学」
後藤仁志（情報・知能工学系）
を Moodle システム上にアップして，毎週の講義ごとに公開

１．はじめに

するように設定した。図 1 に Moodle システムで公開された

コンピュータ・シミュレーション（計算機実験）は自然

シミュレーション工学のコースアウトライン画面を示し

科学の諸分野（特に、物理、化学、生物など）における原

た。

理・法則を計算機を用いて解明する手法であり，理論と実
験に並ぶ現代の科学技術の研究開発方法として，基礎科学
のみならず産業利用や安全・安心な社会の構築において重
要な役割を果たしています。「シミュレーション工学」は，
様々な研究分野で利活用されるシミュレーション技術を俯
瞰的に学び，特に，それらの数値解析手法のプログラムを
数値計算ソフト MATLABO を使って実際に作成し，計算結
果を可視化し，解析することを通して，広範囲なシミュレ
ーション技術への理解を深めていきます。
この教材開発プロジェクトでは，次世代シミュレーショ
ン技術者教育プログラムの指定科目の一つである情報・知
能工学課程 4 年生の専門科目「シミュレーション工学」の
講義資料を，学習管理システム Moodle をプラットフォーム
に用いた e-Learning 教材として再構成し，より高い学習効
果が期待できる講義とすることを目的とする。

２．主な講義内容
図1

講義内容は以下のとおりである。

Moolde システムに構築したシミュレーション工学コース

13. ガイダンス・MATLAB の基礎

４．まとめ（今後の課題）

14. 微分方程式-基礎-（2 回）

次世代シミュレーション技術者教育プログラムの指定科

15. 微分方程式-ばね～連成振動-（2 回）
16. 微分方程式の数値解法

目の一つである「シミュレーション工学」を，Moodle シス

17. RLC 直列回路

テムを用いた e-Learning 教材として構築した。微分方程式

18. 中間試験

の数値解法を中心とした基礎的内容である[1,2]ため，今後大

19. 非線形常微分方程式：van del Pol 方程式

きな改定の必要は少ないが，より高い学習効果を期待する

20. Lorenz 方程式

には，継続的に改良していく必要がある。特に，今回はで

21. 波動方程式

きなかったが，Moodle システムを用いた問題集を開発し，

22. 拡散方程式

自主学習においても技術修得が可能であり，そのことを確

23. Volterra 方程式

認できるようにする必要がある。
また，関連する学部 3 年生の専門科目「数値解析論」と

24. 期末試験

連動した教育コースとしての改良も必要だろう。

３．平成 24 年度の成果
参考資料
昨年使用した講義資料に最新の情報を加えた PDF 形式の
スライド資料を作成し，プログラミング課題とその参考ス

[2]

戸川隼人，「数値解析とシミュレーション」，共立全書，

[3]

阿部寛，「物理工学系のシミュレーション入門」，講談

2005 年．

クリプトの改定を加えた。また，自主学習のための教材と
して利用できるように，講義シナリオを作成し，StormMaker

社サイエンティフィック,1999 年.

を用いて音声付のスライドショー資料を作成した。これら

A-10

教材開発プロジェクト（本学）

7．「データベース論」
加藤博明（情報・知能工学系）

１．はじめに

２．平成 24 年度の成果

計算機シミュレーションを行なう上で必要不可欠なもの

e-Learning システムでの閲覧を可能とするために、講義

が、実世界の事象や現象、例えば、各種実測データを機械

資料を PowerPoint のスライド形式で作成した。各回の内容

可読な形でコンピュータに格納し、ユーザの問い合わせや

理解を確認するための「小テスト」問題も併せて作成した。

データ処理に供することができるようにするデータベース

図 1 に、開発した教材の一例を示す。

技術である。また、シミュレーション結果を取りまとめ、
整理・分析し、そこから新たな知識を獲得するための基盤

ところで、本講義の大きなトピックスの一つであるリレ

としてもデータベースは極めて重要である。

ーショナル代数表現とその実装系であるデータベース操作

本プロジェクトでは、情報・知能工学課程の専門科目で

言語 SQL について理解を深めるためには、机上の演習だけ

ある「データベース論」について、その e-Learning 教材を

でなく、実際にプログラム（問い合わせ命令）を実行し、

作成する。講義内容は以下のとおりである。

動作確認してみることが重要である。しかし、データベー
ス管理システムの環境を個別に構築するのは困難でありハ

１．データベースとは何か

ードルが高い。本プロジェクトでは、学習を支援するため

２．リレーショナルデータモデル

に、Web ベースで SQL のデモ・演習を行なうための学習環境

３．リレーションスキーマ

をあわせて開発した。図 2 にその実行画面例を示す。

４．リレーショナル代数演算
５．リレーショナル代数表現
６．データベース言語 SQL
７．データベース設計
８．正規化理論
９．高次の正規化
１０．データベース管理システム
１１．トランザクション
１２．障害時回復
１３．同時実行制御
１４．データベース技術の応用
１５．まとめ
図 2 Web ベースの SQL 学習環境の実行画面例
E-R図のRDBスキーマへの変換

学籍番号
学生名
学科

学生
M

所属
N

役職

サークル

サークル名
種別
活動場所

学生

３．おわりに

学籍番号
101
102
…

学生名 学科
桑田
４
７
関口
…
…
所属 外部キー
学籍番号 サークル名 役職
101
野球部 部長
102
テニス部 －
102
吹奏楽団 広報
…
…
…

サークル

サークル名
野球部
吹奏楽団
…

本プロジェクトでは、データベースの基本概念を学習す
るための教材を開発した。SQL 学習環境についても、同時ア
クセスに対する対応など、受講者の意見も参考に引き続き
改善していく予定である。

参考文献

種別 活動場所
運動系 グランド
文化系 第１教室
…
…

[1] 増永良文、データベース入門、サイエンス社(2005)
[2] 朝井淳、改訂第 3 版 SQL ポケットリファレンス、技
術評論社(2009)

図 1 教材の例（データベース設計）

A-11

教材開発プロジェクト（本学）

8．「分子情報工学特論（化学グラフ論）」
加藤博明（情報・知能工学系）

２．平成 24 年度の成果

１．はじめに
分子シミュレーションを行なう上で必要不可欠な化学構

藤田先生から提供いただいた講義資料をもとに、教材を

造（分子構造）情報のコンピュータでの取り扱いの基盤と

PowerPoint のスライド形式として再構成し、e-Learning シ

なるのが化学グラフの概念である。グラフ理論の応用は、

ステムでの閲覧を可能とした。化学構造式（化学グラフ）

シミュレーションのスケジューリング管理をはじめ、生産

の描画に関しては、CS ChemDraw を利用した。各回の内容理

システム・通信システム・計算機システムなどのさまざま

解を確認するための「小テスト」問題も併せて作成した。

な分野のシステムの効率的な運用を考える基盤としても極

図 2・図 3 に開発した教材の一例を示す。

めて重要である。
本プロジェクトでは、知識情報工学専攻の専門科目であ
った化学グラフ論（湘南情報数理化学研究所 藤田眞作先

グラフの同型

生）の講義資料（図 1）を e-Learning 教材として復刻し、

3

4

c
a

講義内容は以下のとおりである。
化学とグラフ理論

２．

構造と異性体

３．

グラフの基礎

４．

化学グラフ

５．

命名法

６．

正準名（２回）

７．

セットリダクション（２回）

８．

環の検出（２回）

９．

置換群入門（２回）

点の対応
1↔1
2↔2
3↔3
4↔4
5↔5

3
e

b

d

る。

１．

4

c

これらの基本概念を学習する機会を与えることを目的とす

1

f

d

e
2

5

b
f

a
5

2

1

 同型(isomorphic)

辺の対応
a↔a
b↔b
c↔c
d↔d
e↔e
f↔f

あるグラフG1 = (V1,E1) と別のグラフG2 = (V2,E2) を比較したとき、点の数が同
じかつ辺の数が同じで、V1 とV2 の間、E1 とE2 の間に1:1 対応が存在するとし、
さらに、そのように対応させたときに接続関係が等しい
グラフ理論では、図形としては異なっているかどうかではなく、つながり
具合が同じかどうかを問題にする

図 2 教材の例（グラフの同型問題）
小テスト 3.5
次のグラフ G2 の部分グラフのうち、連結グラフであるも
のは何通りあるか。適切なものを選択肢から選べ。
ただし、辺のない部分グラフは数え上げないこととする。

１０． 異性体の数え上げ（２回）

4

3
c
e
d

b
a

1

2
グラフ G2

図3

小テストの例（部分グラフ列挙）

参考文献
[1] 藤田眞作、豊橋技術科学大学知識情報工学専攻「化
学グラフ論」講義資料(1993)
[2] Shinsaku Fujita, Symmetry and Combinatorial
Enumeration in Chemistry, Springer-Verlag (1991)
図1

「化学グラフ論」講義資料（はしがき）
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9．Chemkin プログラム使用法習得のため E-Learning 教材開発
小口達夫（環境・生命工学系）

内容：化学工学・化学反応解析プログラムパッケージChemkin-Pro に関する使用法について，ベンダ
ーが提供する講習会を核に，E-Learning演習問題集等を構築し，初心者向けの教材とした．

「ベンダーが提供する講習会」は，過去（５年前）に本学に

う環境を整備した．また，教材テキストに掲載されている実

おいて１度だけ行われた実績があるが，近年は行われていな

施例を参考にサンプル入力ファイルおよび出力ファイルを

い．そこで本プロジェクトを通じて再び実施を依頼し，その

用意し，初心者が参照し易いよう配慮した．

様子をビデオに収録し，またプレゼンテーションスライドの

本教材は，逐次メインテナンスを行う必要は無いが，自分

提供を受けた．本スライドはCHEMKINプログラムの概要を掴

が必要としている情報をいかにして計算させるか，そのバッ

むために最適な設計となっているが，集中講義向けの構成で

クグラウンド的知識がある程度要求されるソフトウエアで

あるため，これらをまず編集し，本学が提供するE-Learning

ある．本教材を土台として，CHEMKIN を活用できる人材が育

教材サーバMoodle上にstep-by-stepで自己学習ができるよ

ってくれることを期待したい

.
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10．物理化学（分子構造分野）教材作成
小口達夫（環境・生命工学系）

内容：分子物理化学分野（分子構造論）を中心にe-learning 教材の作成を行った．新規に作成する教
材スライドショーを核として，原子・分子の構造，前期量子論，分子運動論，電子状態等を主に解説し，
対応する演習問題と併せて教材とする．

分子構造論は，次世代シミュレーション技術において重要

年生向けに今後開講予定の「分子物理化学」がある．本教材

な課題とされている，大規模分子シミュレーションの学問的

は，当該科目において復習教材としても活用し，実際に運用

基礎となる分野であり，シミュレーションプログラムを開発

しながらメインテナンスを行って，数年後に完成をみる予定

する立場においても，またそれを活用する立場においても，

である．プロジェクト当年度においては，スライドショーの

いずれかの段階で必ず修得すべき内容である．本プロジェク

基本部分は完成し，同内容を一部既習している学生をテスト

トでは，次世代シミュレーション技術者となるべき学生が，

モデルとして試行を行った．今後は順次演習問題等を作成

その基礎的な土台を形成または復習し，自身の研究や知識の

し，また，スライドショーにナレーションを加えて，教材と

向上に役立つ教材の作成を行うことを目的とした．実際に行

して完成させる予定

われている講義の対応科目としては，環境・生命工学課程４

である．

原子の構造

分子の振動

単純な例：２原子分子のポテンシャル → 解離極限をゼロとする“開いた”形
平衡位置はポテンシャルの「底」に該当：底の部分は二次関数に近似可能
二次関数 V = ሺோିோሻ
とすると、k はバネの“力の定数”に相当
ଶ
古典力学では、バネ振動は任意のエネルギー状態を取れる

原子とは我々が「物質」として認識するものの性質を決めている最小単位
原子の構造
・原子核 ・・・
・電子

・・・

原子核

陽子・中性子で構成
プラスの電荷をもつ
原子核の周囲を運動している
マイナスの電荷を持つ

全体として電気的に中性の状態が基本
電子が１つ取り去られる
電子が１つ付加される

※

→
→

మ

中性子
陽子
電子

M

m

←→

の原子構造

He

ௌమ௫భ
ௗ௧మ
ௗమ௫ ௗమሺశೣభሻ
-kl = ௗ௧ మ మ = ௗ௧ మ

正イオン (positive ion)
陽イオン (cation)
負イオン (negative ion)
陰イオン (anion)

kl =

l

Ｌ : バネの全長
ｌ : 伸縮性

で整理すると運動を置き換えることができる

“マイナスイオン” は和製英語
2

3

作成した教材ページの例（第１回「分子構造」より）

作成した教材ページの例（第５回「分子の構造」より）
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11．物理化学（分子熱力学分野）教材作成
小口達夫（環境・生命工学系）

内容：分子物理化学分野（分子熱力学）を中心にe-learning 教材の作成を行った．新規に作成する教材
スライドショーを核として，分子運動論，分子構造論に基礎を置いた分子統計熱力学を主に解説し，対応
する演習問題と併せて教材とする．

分子統計熱力学は，次世代シミュレーション技術において

対応科目としては，環境・生命工学専攻博士前期課程１，２

重要な課題とされている，大規模分子シミュレーションや化

年生向けに開講しているの「物理化学特論」の後半部分とな

学平衡，化学反応解析等における学問的基礎となる分野であ

る．本教材は，当該科目において復習教材としても活用し，

り，シミュレーションプログラムを開発する立場において

実際に運用しながらメインテナンスを行って，数年後に完成

も，またそれを活用する立場においても，いずれかの段階で

をみる予定である．プロジェクト当年度においては，スライ

必ず修得すべき内容である．本プロジェクトでは，次世代シ

ドショーの基本部分は完成し，同内容を一部既習している学

ミュレーション技術者となるべき学生が，その基礎的な土台

生をテストモデルとして試行を行った．今後は順次演習問題

を形成または復習し，自身の研究や知識の向上に役立つ教材

等を作成し，また，スライドショーにナレーションを加えて，

の作成を行うことを目的とした．実際に行われている講義の

教材として完成させる予定である.

第一回 分子熱力学

講義の目標
時間依存性の
時間依存性の
取り扱い

ミクロ系

易
粒子の力学
相対論
非相対論

相対論的
量子力学

拡張

量子力学

分光学
分子構造論

マクロ系

粒子数→大(~10

量子化学
化学結合論
反応動力学

極限
相対性理論 極限 一般(古典)力学

電磁気学 波動の力学

分子動力学

23)

分子分配関数の計算(2):回転分配関数

難

可能
集団の力学
平衡系
非平衡系
未完
統計力学

拡張

並進と同様、量子状態の計算から出発し古典極限をとれば
ほとんどの場合は十分
計算には回転運動の換算慣性モーメント I が必要
回転分配関数は1~3次元のそれぞれで異なる

非平衡統計力学
(

第五回 分子熱力学

)

統計熱力学
化学反応論

Side view

反応速度論

対応
対応?
拡張
非平衡熱力学
熱力学
化学平衡論
粒子
→ 連続体

固体物理学

回転軸

慣性モーメント
I = Σ miri2

Top view

流体力学

2

3

作成した教材ページの例（第１回「分子熱力学の基礎」より）

作成した教材ページの例（第５回「分子分配関数の計算」より）
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12．「数理解析Ⅱ（微分方程式）」教材作成
高島和則（環境・生命工学系）

概要：
概要：本取組では，大学 3 年生の学生を対象とし，シミュレーション技術に活用可能な微分方程式の
解法に関する基礎事項の習得を目的とした e-Learning 用の教材開発を行う．平成 24 年度は，本取組の
ための講義および演習資料の作成を行った。

1.

ことを求められる複数の問題演習から構成されており、(1)

はじめに

から(3)を最初に行い、残り時間に応じて(4)の一部または

計算機を用いたシミュレーションは工学・物理学・化学・

全部を講義時間内に行うこととした。講義時間内に終了す

生物学等の自然科学分野や社会学・経済学等の人文科学分

ることができなかった問題演習は自宅で行うものとし、次

野において用いられる手法である。現実世界を単純化して

回の講義の冒頭で一部または全部の演習の解説を行う構成

モデルを構築ことによって、さまざまなパラメータや初期

となっている。図 1 および 2 に教材の一部を示す。

条件に対してそのモデルの挙動を予測することができる。
近年の計算機の性能向上に伴い扱うことが可能なモデルは
高度化し、その応用範囲も広がっている。特に、実際に実
験を行うことが不可能あるいは困難な研究や、莫大なコス
トのかかる実験を行う前に予め対象を絞り込む目的等でま
すます重要性が高まっている。計算機シミュレーションで
は対象をモデル化するための解析学や計算を実行するため
の代数学等の数学的な知識が必要となる。本プロジェクト
では計算機シミュレーション技術者に求められる数学の基
礎的知識（の一部）を教育するための教材の開発を行うこ
とを目的とした。

2.

平成 24 年度の成果

図 1 教材の例（解説部分）

本年度は環境・生命工学系の 3 年次向け講義である数理
解析 II（微分方程式の解析的解法）の e-learning 教材を作
成した。本教材は 7 講より構成され、本学における 1 単位
の講義（90min×7 回）に相当する内容となっている。各回
の主題は下記の通りである。
1.

イントロダクション、変数分離形

2.

斉次形と非斉次形、定数変化法

3.

定数係数斉次形 2 階微分方程式

4.

定数変化法による定数係数非斉次形 2 階微分方程

5.

未定係数法による定数係数非斉次形 2 階微分方程

式の解法
式の解法
6.

その他の微分方程式(1)

7.

その他の微分方程式(2)

図 2 教材の例（問題演習部分）

4.

おわりに

本稿では，次世代シミュレーション技術者教育のための
1 回の講義は(1)解法の解説、(2)当該解法の運用例（解法

環境・生命工学分野における教材の開発の成果を報告した。

の例示）、(3)当該講のまとめならびに(4)受講者が自ら解く
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13．「基礎水理学」教材開発
加藤

1.

茂（建築・都市システム学系）
4 回目：「静水力学(3)」

開発教材の概要

浮力：浮力の大きさと作用方向，作用点位置，つり合い

期に開講している，「基礎水理学」（必修科目）の一部につ

（水平方向，鉛直方向），浮体の安定性
5 回目：確認テスト

いて，その e-Learning 教材を開発する．この科目は，水理

上記 1～4 回目の内容に関する小テスト

本プロジェクトでは，現カリキュラムにおいて 1 年次後

学（流体力学）に関する基礎知識を理解し，水理学分野に
おける基礎式や基本法則・定理等について学習することを

本教材では，各回の最後に演習問題（1～2 問）を付けて

目的としている．この科目は，3 年次および 4 年次での履修

おり，学生自身が各回の学習内容の理解度を確認できる構

科目に繋がる重要な科目である．実際の授業では，2 回の簡

成となっている．図 1 は，開発した教材の画面の一例を示

単な実験と 13 回の講義から成り立っている．その講義内容

している．

は以下のとおりである．
（授業内容）
1 回目
2～4 回目
5 回目
6～7 回目
8～9 回目
10～11 回目
12 回目
13～14 回目
15 回目

水の性質
静水力学
実験
完全流体とその基礎方程式
静止流体の力学，回転・非回転運動
流れの解析
実験
次元解析
相似則

このうち，前半の「水の性質」および「静水力学」につ
いて教材作成を行った．教材は，本学の e-Learning システ
ムである Moodle での閲覧を可能とするために，PowerPoint
で作成した．また，学習内容の理解度確認のための「確認
テスト」も併せて作成した．

2.

図1

平成 24 年度の成果

開発した教材の主な内容は下記のとおりである．教材は，
講義 4 回分と確認テスト 1 回分の計 5 回分を作成した．

3.

教材の例（静水力学(2)：平板に作用する静水圧）

おわりに

今回教材開発を行った「基礎水理学」は，身近な水に関

1 回目：「水の性質」

する力学を理解するために，学習した内容に関する簡単な

水の代表的な物性値：密度，単位体積重量，圧縮性，粘

実験も授業時間中に実施している．実際に身近な実験を行

性，表面張力

うことで，学生が実現象に興味を持ったり，学習した内容

2 回目：「静水力学(1)」

の理解度が向上したとの意見もあった．しかし，e-Learning

静水圧に基礎：静水圧の性質，つり合い（水平方向，鉛

では実験によって実現象に触れることのできないため，実

直方向），絶対圧力とゲージ圧力，水圧の測定

験に代わる手法を考案・工夫することが必要であると感じ

3 回目：「静水力学(2)」

られた．

物体に作用する静水圧：平板に作用する静水圧（垂直の

また，E-Learning 教材による学習と実際の実験を組み合

場合，斜めの場合），図心と断面モーメント，水圧と全水圧

わせた授業構成など，授業形態自体の工夫も今後必要にな
ってくると感じられた．
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14．建築振動学および耐震設計に関する教材開発
中澤祥二（建築・都市システム学系）

概要：
概要：本取組では，大学 4 年生あるいは大学院の 1 年生を対象とし，大規模構造物の地震応答シミュ
レーション技術に活用可能なに振動学や応答解析に関する基礎事項の習得を目的とした e-Learning 用
の学習教材の開発を行う．構造解析法 B の講義内容（90 分×8 回，試験を含む）を基本とし，(1) 講義
資料の電子化(マイクロソフト社のパワーポイント形式)を行うとともに，(2) 小テスト，期末試験の電
子化を準備し，e-Learning 教材化を目指す．

1.

ーダルアナリシス）では，多自由度系の振動方程式の誘導，

はじめに

固有振動解析，多自由度系のモード分解について解説して

土木・建築分野の耐震設計を理解する上で，耐震設計の

いる．第 4 章（1 自由度系の弾塑性地震応答解析）では，各

基礎となる振動学や振動方程式の解法（定数係数の高次微

種構造の履歴特性や部材の降伏を考慮した解析方法を解説

分方程式の解法）を学習することは重要である．また，こ

する．第 5 章（Pushover 解析による応答推定法），第 6 章（エ

れらの学習は大規模な構造物の地震応答シミュレーション

ネルギー法の基礎）では，比較的高度は理論を用いた応答

分野の基礎学問でもある．

推定法の解説をしている．第 7 章（多自由度系の弾塑性地

本系の学部カリキュラムでは，微分方程式の解法を学習

震応答解析）では，大規模な構造物の弾塑性地震応答解析

する講義は学部 3 年生で「応用数学」として開講されてい

シミュレーションの基礎理論を紹介する．

る．一方，振動学に関する講義は，旧カリキュラムでは構

3.

造解析法 B（学部 4 年前期）として開講されていたが，現在

平成 24 年度の成果と今後の予定

では，大学院の講義科目として開講されている．構造分野

平成 24 年度は講義において利用する資料をマイクロソフ

の卒業研究では耐震問題を扱うテーマも多くみられるた

ト社のパワーポイント形式に電子化した．講義資料の一部

め，学部学生（主に学部 4 年生）が振動学，応答解析の自

を図 1 に示す．また，講義で用いたレポート課題，小テス

主学習を行うための教材を作成することは意義があると考

ト，期末テストを整理し，電子化を行った．

えられる．

開発した教材は，研究室内のゼミ，修士の講義で利用し改

そこで，本プロジェクトでは，大学 4 年生あるいは大学

善点を把握するとともに，教材の内容の改善を行う．また，

院の 1 年生を対象とし，振動学や大規模構造物の地震応答

e-Learning 教材化（moodle 形式化）を行い，本格的な

解析に関する学習教材を作成することを目的とする．

e-Learning 教材化を目指す．

2.

教材の内容

本プロジェクトでは，構造解析法 B（学部 4 年前期；旧カ
リキュラム）の内容や現在の大学院の講義の内容を参照し，
次の 7 章から構成される教材を作成する．
第 1 章（1 自由度系の応答解析：弾性振動論）では，1 自
由度系の振動方程式の導き方を学ぶとともに，ステップ荷
重に対する解の誘導を学ぶ．また，構造設計で重要な応答
スペクトルの概念を説明する．第 2 章（Newmark-β 法によ
る弾性地震応答解析）では，地震動が作用した時の 1 自由
度系の振動方程式や地震応答を数値的に求める方法（数値
積分法；Newmark-β 法）の解説を行い，解析プログラムの

図1

説明を行う．第 3 章（多自由度系の弾性地震応答解析とモ
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15．3 次元 VR シミュレーションツールを用いた建築空間の
構築および教材開発
渋谷達郎（建築・都市システム学系）

概要：
概要：本プロジェクトでは、汎用 3 次元 CAD「Sketch Up」によるバーチャルリアリティ（VR）空間で
の建築空間の構築および、3 次元リアルタイムシミュレーションソフトである「Urban Viewer」を用い
た VR 空間のウォークスルー体験について、一連の操作方法を解説している。対象とする建築空間は、
世界遺産として登録されている「シュレーダー邸」（オランダ）とした。単なるソフトウエアのマニュ
アルにとどまらず、著名な建築物が生まれた歴史や時代背景などにもふれながら、建築の初学者でも、
興味を持って３次元シミュレーションツールについて学べるように配慮している。

１.

象として 3 次元モデルの構築を行っている。ただし、本教

はじめに

材では 3 次元モデル構築のための CAD ソフトの操作方法

近年、建築設計分野においては、設計与件や周辺環境への

ではなく、構築した 3 次元モデルの利用方法に注力してい

即時応答性が求められている。また、「SketchUp」などに代

る。具体的には、3 次元リアルタイムシミュレーションソフ

表される汎用 3 次元 CAD などの普及により建築空間の 3 次

ト「Urban Viewer」へのデータのインポート方法や、コン

元シミュレーション技術も飛躍的に向上している。こうし

トローラーの操作方法、これら一連の作業の際に生じやす

た技術により、建築空間をバーチャルリアリティ（VR）空

いトラブルの回避方法などについて、想定される操作の順

間内に構築することで、実際の建物の様子をさまざまな角

を追って解説している。

度からシミュレーションにより検討することが可能になっ
ている。
本プロジェクトでは、ヘッドマウントディスプレイ（HMD）
とそれに連動する 3 次元 VR シミュレーションソフト「Urban
Viewer」を用いることで、あたかも実空間に没入している
ような VR 体験を可能とするシステムを構築し、その操作方
実際の利用に即したトラブル回避方法を解説している

法解説する。

３.

HMD 内の映像

VR 空間内のウォークスルー体験

トラッキングセンサーを内蔵した HMD を利用することで、
被験者の首の傾きや回転などの動きに追随してリアルタイ
ムに演算を行い、VR 上の建築空間に反映することができる。
ウォークスルーの動作は汎用コントローラーを用いて直感
的に操作することが可能なシステムとなっている。一方で、
HMD と Urban Viewer を用いて
VR 空間内の建築空間を疑似体
験することができる

HMD を用いた VR 体験には、その没入感ゆえに VR 酔いといわ
れる独特の症状が起きやすいため、体調に配慮した適切な
ツールの利用が求められる。

3 次元 VR シミュレーション体験の様子

２.

3 次元 CAD によるモデルの構築

3 次元 VR シミュレーションは、文字通り仮想現実空間内に
構築した建築空間を体験することだが、対象となる建築空
間の 3 次元モデルが必要なる。本教材では、建築に関する
初学者や建築以外の学生にも容易に取組めるように、世界
遺産にも登録されているシュレーダー邸（オランダ）を対
VR 上の建築空間のウォークスルーの様子（アイレベル）
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知識工学（機械学習
機械学習）の e-Learning 教材 の開発
16．知識工学（
笹岡 久行（
（旭川工業高等専門学校
旭川工業高等専門学校）

高等専門学校の高学年あるいは 大学 1 年生あるいは 2 年生の学生を対象 とし，シミュレーション
概要：
：本取組では，高等専門学校の
概要
技術に活用可能な人工知能に関する基礎事項の習得 を目的とした e-Learning 用の教材開発 を行う．さらに，この基礎

マルチエージェントシステム」
」を利用したシミュレーションを 行う演習用の環境整備
事項習得の確認を行う目的で，「マルチエージェントシステム
のための基盤整備および講義資料の作成を開始した．平成 25 年度は取組を推進し，
を行う．平成 24 年度は，本取組のための基盤整備
うための実習用
実習用の環境を構築し，その評価 を行う予定である．
e-Learning により講義を受講する学生が演習を行うための
1.

1．強化学習

はじめに

2．ニューラルネットワーク

近年，ロボット及びロボット技術への社会的需要は 大

3．進化型計算

きく増しつつある ．例えば，安定した労働力確保や 安

産業用ロボットの
全・安心な社会の実現を目的とした，産業用ロボットの
活用は日本に限らず全世界中で散見される．そして ，今
後，頑健性のあるロボットを扱うための制御技術の高度
化が求められ，知能ロボット制御に関する研究・開発 は

課題となっている
となっている．このような社会的要請から ，
喫緊の課題
ロボットを自律的に行動するエージェントと
行動するエージェントと見なし ，シ
ミュレーション 技術を利用した機械学習を用いた行動
獲得手法に関する研究が数多く行われている．これは ，

エージェントの 動作環境では規則の例外となる事象 が
多いこと等 の事由により，予め全ての行動規則を生成

図 2 Moodle の動作画面

し，組込むことが非常に困難なためである．さらに ，シ

ミュレーション技術を活用することは
活用することは，実際に数多くの
ロボットを試作し，試行錯誤を繰り返すコストを低減
すコストを低減で
きる等の利点がある．

そのような社会的な需要を鑑み，図 1 に示すように 講
義から学ぶ「基礎知識」の習得，演習を通して培われる

」およびそれらを
およびそれらを総合し「卒業研究」へと導 く
「実践力」
自学自習用教材の開発を目指す．

図 2 に教材を閲覧可能とする Learning Management

System の 1 つである Moodle の動作画面[1]，図 3 に教
材の一部を示す．
3. 平成 25 年度の計画
3.1 講義用教材の充実

電子化することに
平成 25 年度は，従前の講義資料 を電子化することに
加え，自己確認用テストの追加等 ，自学自習用に教材作
成を充実させ，平成 25 年度後期 からの利用開始を目指
す．

図 1 本取組の目指すシステム
図 1 本取組の目指すシステム

2.

平成 24 年度の成果

図 3 教材(「強化学習とは 」)の例

平成 24 年度は講義において利用する資料をマイクロ
ソフト社のパワーポイント形式に電子化した．主に人工

における機械学習
機械学習に関連する下記 3 項目の 教
知能分野における
材作成の作成を開始した．

3.2 演習用の教材開発と環境構築

講義用教材をベースと
平成 25 年度は昨年度開発 した講義用教材をベースと
し，そこから獲得された知識
知識をプログラムの
をプログラムの形で実現す
るための演習用教材
るための演習用教材の開発
開発およびそのための
およびそのための環境構築
環境構築
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を進める．これにより，機械学習に関する基礎事項を 講

ドやシミュレーションシステムについての 知識の習得

義や資料から学ぶだけに留まらず，シミュレーションに

が必要である．これは初学者 には大きな障害となってい
障害となってい

よる演習を通して知識の定着を目指す．本取組は，演習

る．そこで，本取組では受講生
受講生とシミュレーションシス
とシミュレーションシス

用の環境として，RoboCup レスキューシミュレーション

テムの間に Moodle を設置し ，インターフェイスとする．

のシステム(図 4)の一部を利用する．

具体的には，Moodle が有するファイルアップロードモ
ジュールを用い，受講者は各自 が作成したプログラムを
提出する．これらをシミュレーションシステムが
これらをシミュレーションシステムが一括処
一括処
理し，そのシミュレーション 結果を Moodle を介して受
講者へ提示する．これにより ，受講者は Web 画面上の操
作だけで済むことになり，負担 が軽減され，学習へのモ
チベーションを維持する(図 5)．
4. おわりに

図4

シミュレーション技術者教育
技術者教育のた
のた
本稿では，「次世代シミュレーション
めの知能情報学分野
めの知能情報学分野における
における実習用教材
実習用教材の開発」のプロ
ジェクトにおける平成 24 年度 の取組成果および平成 25
年度の計画について述べた
べた．今年度，旭川工業高等専門
学校の本科 5 年生 1 名が卒業研究 の一部として環境構築
として環境構築
の作業の補助ならびに評価 データ収集作業の補助を行
う予定である．これにより，本取組が飛躍的に推進され
ることが期待される．

演習用環境
演習用環境(RoboCup
(RoboCup レスキュー

シミュレーション)における動作例
RoboCup プロジェクト[2]は，「西暦 2050 年までにサ
世界チャンピオンチームに
チャンピオンチームに勝
勝てる，自律型ロボ
ッカーの世界
ットのチームを作る」という目標に向かい人工知能分野
かい人工知能分野

参考文献

やロボット 工学分野等の研究者が参加している世界的

[1]受講者用ホームページ(Moodle
Moodle) :
http://sasa.my-server.bz/2013/moodle19 /
[2]RoboCup 公式ホームページ
公式ホームページ:
http://www.robocup.org
http://www.robocup.org/
[3]RoboCup Rescue Simulation 公式ホーム ページ :
http://roborescue.sourceforge.net/

なランドマーク・プロジェクトのことであり，RoboCup
レスキュー
レスキューシミュレーションリーグ
シミュレーションリーグはその
はその中の 1 分野
である[3]．受講生はこのシステムにおいて動作する「 エ

ージェント」と呼ばれるプログラムの動作
ばれるプログラムの動作アルゴリズム
アルゴリズム
各自のプログラムとして
のプログラムとして実現
実現し，シミュレーシ
を考え，各自
ョンの結果からその動作を検証する．しかし，RoboCup
レスキューシミュレーションシステムの環境構築やそ

のシミュレーションの
のシミュレーションの実行
実行のためには
のためには Linux のコマン

実習用シミュレーション
シミュレーション環境の概略
図 5 実習用
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17.光応答性高分子の挙動解析に用いる MD 法・MC 法の
理解のための教材開発
成島 和男（宇部工業高等専門学校 電気工学科）
【緒言】
緒言】
報告者は、青年期より電気工学を学び、その後、大学
院などの研究活動を経て、現在、高専の電気工学科に所属
し、電気工学の講義や研究を業務としている。電気工学を
学び始めた時期から感じていたことは、電気電子工学の進
歩は、そのほとんど大半を材料の発展に負っているのでは
ないかということである。小はコンピュータ等に使用され
る LSI や IC から、大は電力系統に使用される電力ケーブ
ルまで、また最近では、有機ＥＬをはじめとするエレクト
ロルミネッセンスなど、いずれも夢物語にすぎなかった技
術、製品が、材料の発展によってみごとに実現されたと感
じている。従って、これからの社会を担う若い電気・電子
工学の技術者、開発者には、いわゆる電気電子工学の知識、
技術だけではなく、材料の知識や技術、さらに新たな技術
を開発する力が必要であると考えている。
従来の材料開発は、実験研究による試行錯誤が主たる
手段であり、多大なるコスト、時間が必要であった。しか
し、最近の材料開発は、コンピュータ科学の発達により、
物理シミュレーションによる手法が普及しており、コスト
や開発時間の縮減が達成されている。従って、これから世
にはばたく電気・電子技術者、開発者や、その卵である学
生には、物理シミュレーションを知っておくことが、社会
にとっても、技術者、開発者や学生本人にとっても極めて
有意義であると考えている。しかし、本学を例にとると、
電気工学科におけるコンピュータ科学関連の講義体系に
は、Basic, C をはじめとするプログラミングや、微分方
程式や定積分を解くための数値計算法の講義が主に行わ
れており、物理シミュレーションは教育課程に含まれてい
ないのが現状である。
【研究目的】
研究目的】
2012 年度は、私のところに配属された本科 5 年生、
専攻科生だけでも物理シミュレーションの概念やアルゴ
リズムを教え、将来、私の研究室に配属される学生に理解
をさせるための教材を作成することを教育研究目的とし
た。物理シミュレーションには、様々な種類があるが、本
研究では、分子動力学法(MD)を選んだ。さらに発展として、
オリゴマーに光を照射したときの挙動を調べることを試
みた。
【2 個の原子からなる
原子からなる系
からなる系におけるＭＤ
におけるＭＤ計算
ＭＤ計算と
計算と教材の
教材の作成】
作成】

系として、2 個の原子団を間隔 1.54Åで、ｘ軸上に並
べた。原子間に働くポテンシャルはレナード-ジョーンズ
ポテンシャル(LJ ポテンシャル）のみとし、刻み時間は、
1ns とした。学生になじみの深い Excel を用い、オリゴマ
ー中の各原子の力、加速度、速度、位置を順次セル計算す
ることによりオリゴマーの挙動を調べると同時に、本研究
を担当させた当該学生にはＭＤ法の理解を深めさせた。そ
の後、来年度以降、当研究室に配属される次世代の学生の
ために、ＭＤ法計算のためのマニュアルを作成させた。こ
のマニュアルは、本学電気工学科平成 24 年度卒業論文【1】
の 4.4 節に記している。
【5 個の原子からなるオリゴマー
原子からなるオリゴマー系
からなるオリゴマー系に光子を
光子を照射した
照射した際
した際
のＭＤ計算
ＭＤ計算を
計算を用いた挙動解析
いた挙動解析】
挙動解析】 渡辺等は、アゾベンゼン
を含むポリマーに光を照射すると、ポリマーが曲がること
を観察している[2] 。報告者らは、5 個の原子団からなる
オリゴマーに光子を 1 個照射したときの挙動を MD 法で詳
細に調べることとした。光子 1 個を照射した直後に生じる
オリゴマーの動きの計算は、コンプトン効果をのみを用い
ている。その後、オリゴマーは、各原子団に働くポテンシ
ャルにより移動する。各原子間に働くポテンシャルはレナ
ード-ジョーンズポテンシャル(LJ ポテンシャル）に加え
て、原子団間のばねエネルギーを加え、まずは xy 平面上
の 2 次元にオリゴマーを固定して調べた。刻み時間は、1fs
とした。なお、本研究を担当した学生は、【2 個の原子か
らなる系におけるＭＤ計算と教材の作成】の研究、学習に
より、十分に MD 法を理解できたので、今度は Visual
Studio の VC を用いてプログラムを組み、オリゴマーの挙
動を調べた。本報告では、左端の原子団に波長 10nm の紫
外線に相当する光子を 1 個、ｙ軸方向に照射する系につい
てのオリゴマーの挙動について述べる。左端の原子団に光
子を 1 個ぶつけた後、光子を照射せず、オリゴマーの原子
団に働くポテンシャルにより、各原子団がどのように動く
のか、300ns まで追跡した。5ns では、オリゴマーの左端
の原子団が y 軸方向にはじかれているが、その後、10ps
では、ばねや LJ ポテンシャルにより、原点付近に戻り、
その後 20ps まで振動する様子がうかがえる。さらに、左
端の原子団の影響を受け、他の原子団が動き始め、最終的
には、オリゴマーが、90°、時計方向に回転している様子
がうかがえる。以上を図 1 に示す。

図 1 光子 1 個（波長 10nm）をｙ方向に左端の原子団に照射した後のオリゴマーの挙動
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【まとめと
まとめと今後
今後の
今後の予定】
予定】
2012 年度は、MD 法の考え方やアルゴリズムを、学生に
なじみの深い Excel を用いて修得させることに成功した。
MD 法の修得後、2013 年度以降、当研究室に配属される次
世代の学生のために、ＭＤ法計算のためのマニュアルを作
成させた。さらに発展として、オリゴマーに光を照射した
ときの挙動を調べることを試みた。
来年度は、いよいよ、専攻科の講義「光物性基礎論」に、
【5 個の原子からなるオリゴマー系に光子を照射した際
のＭＤ計算を用いた挙動解析】を Excel を用いて実施した

い。このため、今年度中に、2012 年度作製したマニュア
ルをもとに、教材を作成することが必要となる。
【参考文献】
参考文献】
[1] 岩武澄、布野博之、平成 24 年宇部工業高等専門学校
電気工学科卒業論文「Excel を用いた分子動力学法理解の
ための教材開発とその応用」
[2]渡辺敏行 他、繊維学会予稿集（秋季研究発表会）、61
61
（2）（2006）314
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流体解析のための教育用
教育用 e ラーニング教材
ラーニング教材の開発
18.流体解析のための
武内秀樹 （高知高専機械工学科）
１．はじめに
本研究では，流体力学の講義の際に支援的な 役
割を担う小型携帯情報端末用のeラーニング教材
として，学生が iPod touchを用いてWEB サーバに
アクセスし，WEBブラウザ上でアプリケーションを
のパラメータを調節
実行し，アプリケーション中のパラメータを調節
することにより流れの変化の様子を自由に観察 す
ることができる eラーニング教材
ラーニング教材の開発を行った ．
本教材では講義支援を目的に開発を行うため ，
教材の内容には，流れ場と数式の関係が比較的分
かりにくい単元を抽出し，主として二次元渦なし
流れを対象にiPod touchで観察することにした ．
例として，二次元渦なし流れの体表的な流れ（ 一
様流れ、吹き出し、渦点のまわりの流れ、吹出 し
と吸込みの組合せ、円柱まわりの流れ、円柱に 時
計回りの循環、角をまわる流れ）を取り上げた ．
把握する
流れ 場の状態を知るためには，速度を把握
必要があるが，二次元渦なし流れでの速度の x 成
分，y 成分である u，v は，速度ポテンシャル( x,y)
あるいは流れ関数(x,y)により求められる．この
流れ関数(x,y)は流れ場の流線に対応し，流 れの
である．
様子を 視覚的に表すことにおいて有用である
．こ
の流れ 関数(x,y)と速度ポテンシャル(x,,yy)を
表示することのできる e ラーニング教材の開発 を
行った．
２．教材の使用方法
流れ場の例として“吹出しと吸込みの組み合 せ”
と“円柱まわりの流れ”の流れ図を観察したい 時
アプリケーションの使用手順
使用手順を示す．
の本アプリケーションの
① １の左画面で「吹出しと吸込みの組み合 せ」
をタッチして選択する．
② 図２の右画面で吹出しと吸込みの間の距離
を表すパラメータa に値を入力し，
“描画 ”

図１ 流れ場の選択

図 ２ 吹 出しと 吸 込 み
の組み合せ

押すとそのパラメータのときの流
ボタンを押すとそのパラメータのときの
れの様子を表示する．
③ “流体力学”ボタンを押 すと項目選択に戻
る．
④ 速度ポテンシャルと流 れ関数の各表示
をチェックマークにより 選択できる．
マークを外す →表示しない
マークをつける→表示する
⑤ 図３，図４は，円柱の半径 a をパラメータ
にして，円柱の大きさを 変化させた場合の
円柱まわりの流れの様子 を表示している．
これらの流れの様子は，iPod touch の画像表
「ピンチイン」
（ 画面の拡大），
示の機能である，
「ピ
ンチアウト」
（画面の縮小）に対応 しており，画面
上の流れの様子の拡大縮小の操作 を比較的容易に
行うことが可能である．
３．まとめ
本研究では，流体力学の科目 の講義支援や自
となる 電子教材 の開発を目的 に,本
習 の 際に参考となる電子教材
アプリケーション教材を用いて ，学生自らが流れ
場の様子をiPod touch上で自由 に観察することが
でき，流れ場の条件をパラメータで
条件 をパラメータで指定すること
により 簡単に表示 できるe ラーニング 教材の 作成
を行った．
本アプリケーションの
本アプリケーションの使用により ，本科目で学
している“二次元渦なし流れ”に 関する領域の
習している“二次元渦
数式と流れ場との様子を視覚的 に分かりやすく関
連付けることができるものとなっているが
連付けることができるものとなっているが
けることができるものとなっているが，
，今後
の改善点として，類似の流れに 対する可視化実験
挿入 やアンケート調査結果に基づ
の流れの様子の挿入やアンケート
についても 継続的に検討していき
く本教材の拡張についても継続的
たいと考えている．

図３
れ
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図 ４ 円 柱 の半 径 を 変
えた場合 の流線
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19.教育用電磁気 3 次元可視化シミュレーション教材の開発
前田

篤志（大阪府立大学工業高等専門学校

１．はじめに
現在，情報化社会の基盤として携帯電話や無線LANな
どの通信技術が広く利用されている．これらは電磁波を
扱う電磁気学を基礎としていることから，大学や高等専
門学校の電気系学科ではコア科目に位置付けられてい
る．ところが，複雑な数式が多いこと，微視的現象や不
可視現象を扱うことなどから，電磁気学は概念理解が困
難な学問とされている．さらに，学習用テキストではそ
うした現象を2次元で表現しており，一部の学生には理
解しづらく，学習意欲を損なう原因の一つとされている．
その結果，物理概念を理解した上で学習した方が長期的
満足度は高いにもかかわらず，学生は単位を取得するた
めに数式のみを暗記してしまう．
近年，アニメーションを用いた電磁気学教育用コンテ
ンツが数多く制作ならびに公開されている．しかし，そ
れらのほとんどが静的なものであり，インタラクティブ
性も低い．一方，シミュレーションソフトウェアも開発
されているが，その多くは研究開発を目的としたもので
あり，教育用のものは少ない．研究開発用ソフトウェア
では解析結果が示されるだけであり，学生は十分な考察
を行えない．そこで本研究では，電磁気学において初期
に学習する「クーロンの法則」を改めてテーマに選択し，
先行研究に対するユーザーアンケートの結果を踏まえ，
ユーザビリティを向上させたソフトウェアを開発した．
２．手法
2.1 開発環境
容易に高品質な 3D オブジェクトを扱え，また，即座
に物理エンジンを導入できることから，開発には Unity
Technologies 社のゲームエンジン：Unity を採用した．
ひとつのプロジェクトを Windows，Mac OS だけなく HTML
へ埋め込んだ形でも出力できるため，Unity ベースのア
プリケーションは様々な環境で再生することが可能で
ある．なお，オブジェクトを操作するためのスクリプト
は C#で記述した．
２．２ 開発方針
学生が「クーロンの法則」をより深く理解できるよう，
先行研究の改善点を踏まえ，以下の 3 つのアプローチで
開発を進めた．
①分かりやすいインターフェース
先行研究に対するアンケートの結果によると，操作方
法に関して混乱したユーザーが多く見受けられた．その
ため，本研究では明瞭なインターフェースを構築するこ
とで，ソフトウェアのユーザビリティを向上させた．ま
た，シンプルな画面を実現するために，電荷の入力，比
誘電率の設定などを行うインターフェースは，表示・非
表示の切り替えができるよう実装した．
②指定電荷に作用するクーロン力の数式表示
クーロン力が作用する他の電荷のパラメータを取得
し，それらを公式に代入した場合の計算式を画面上に表
示した．これにより，ユーザーは指定した電荷に作用す
るクーロン力をより具体的に知ることができ，学習時に
本ソフトウェアを併用できる．
③3 次元でのシミュレーション
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電子情報コース）

より多くの情報をユーザーに提供するため，テキスト
などでは図(2 次元)で表わされている現象を 3 次元でシ
ミュレーションした．これにより，ユーザーは複数個の
電荷に作用するクーロン力をより直感的に知ることが
できる．また，3 次元空間での電荷配置や画面の視点変
更などの操作をスムーズに行えるよう工夫した．
３．動作・操作
3.1 動作・操作の流れ
開発したソフトウェアの実行結果を図 1 に示す．ユー
ザーは任意の座標と電荷の値を指定し，[Input Charge]
ボタンをクリックすることにより球体で表現される電
荷を画面上に配置する．複数個の電荷を配置した後，
[Start]ボタンを押すと，ボタン押下中は配置した電荷
に作用するクーロン力を連続して計算し，その結果に基
づいて電荷の動きをシミュレーションする．[Remove
Charge]ボタンをクリックすると，画面上の電荷を削除
することができる．また，マウスの右クリックとマウス
ホイールを用いたドラッグ操作により，視点は 360 度移
動可能である([Camera Reset]ボタンを押すことで初期
位置に戻すことができる)．

図1

スクリーンショット

3.2 電荷配置方法
本ソフトウェアでは，電荷の座標と値を指定する方法
を 2 通り実装した．すなわち，これらのパラメータを大
まかに設定するにはシークバーを操作し(図 2)，詳細に
設定したい場合はキーボードからの数値入力も可能と
した．ユーザーは[Scroll Input]ボタンを押すことによ
り，これらの入力方法を切り替えることができる．

図2

電荷入力フォーム
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定できる．マウス感度の調節範囲は 0 から 4 とし，0
に設定することにより視点を固定できる．一方，比誘電
率の初期値は真空中の 1 とし，最大値は 10 とした．

図3

計算式の表示

また，座標を指定する際，0 を入力することによりそ
の座標軸方向に電荷の配置を制限できる．すなわち，1
次元，2 次元における電荷の動きをシミュレーションす
ることが可能となる．さらに，[Camera Reset]ボタンを
押すことにより，各座標軸上からの視点で画面を見るこ
とができる．これらの機能を併用することにより，ユー
ザーはテキスト中の図を，簡易的にリアルタイムでシミ
ュレーションすることが可能になる．
3.3 電荷の情報表示
本ソフトウェアにおいて，電荷は同一サイズの球体で
表現しており，また，電荷の正負は直感的に理解できる
よう赤色(正)と青色(負)で表示している．ここで，画面
上の電荷をクリックすることにより，ユーザーはその電
荷における様々な情報を知ることができる．まず，画面
右上には電荷の座標と値が表示される．また，他の電荷
のパラメータを取得し，その値を公式に代入した場合の
クーロン力の計算式が画面左下に表示される．4 つ電荷
を配置し，クリックにより 1 つの電荷を指定した場合の
計算式の表示例を図 3 に示す．この機能により，ユーザ
ーは表示された式からどのような計算を行えばクーロ
ン力が求められるのかを，より直感的に知ることができ
る．さらに，指定された電荷に引力が作用する場合は他
の電荷側に，斥力が作用する場合は逆方向にスティック
が表示される．ここで，図 3 に示した計算式をクリック
すると，そのクーロン力を表すスティックが黄色に変化
する(図 4)．これらの機能により，ユーザーは電荷間の
クーロン力がどの方向に，どのような大きさで作用して
いるかを知ることができる．
3.4 各種設定
[Setting]ボタンをクリックすることにより，画面左
下に設定画面が表示される(図 5)．[Mouse Sensitivity]，
[Permittivity]と表示されたシークバーを操作するこ
とにより，それぞれマウス感度と媒質の比誘電率を設
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図4

クーロン力の可視化

図5

設定画面

４．むすび
本研究では，先行研究のアンケート結果を踏まえ，ユ
ーザビリティを向上させた「クーロンの法則」に関する
シミュレーションソフトウェアを開発した．具体的には，
Unity を用いることにより 3 次元描画をし，電荷の動き
を可視化することにより学生の学習を支援した．また，
ユーザーが操作方法を容易に理解できるよう，分かりや
すいインターフェースを構築し，電荷の発生方法や視点
操作などを直感的に行えるよう工夫した．
本ソフトウェアの使用により，学生の多くが「クーロ
ン力に対する理解が深まる」と回答した．加えて，電磁
気学に対する学習意欲の高まりを実感できた．以上の事
実は，単にソフトウェアをユーザーに利用させるだけで
はなく，双方向的な授業を展開することで，本ソフトウ
ェアを最大限に活かせることを示唆している．
今後は，本ソフトウェアの改善点を修正し，追加機能
を実装するほか，更なる展開として，他の電磁気現象の
シミュレーションも検討している．
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20.高専専攻科における差分法を基礎としたシミュレーション科目
の授業改善に関する研究
森田 孝（函館工業高等専門学校生産システム工学科）
１.まえがき
現在，私は函館高専専攻科において，生産システム工
学および環境システム工学の両専攻学生を対象とした
「シミュレーション工学（1 年後期選択科目 2 単位，
2h×15 回）」と，生産システム工学専攻の学生を対象と
した「生産システム工学総合演習（2 年通年必修科目 2
単位，2h×19 回）」の中で「電磁界シミュレーション手
法を用いたアンテナの最適配置設計」のテーマ（2 週，
2h×2 回）を担当している．
まず「シミュレーション工学」では，簡単な C プログ
ラミングを習得しているが，数値計算の学習経験がない
学生でも受けられるような授業内容に設定している。本
科目では，まず簡単な差分法による数値微分，微分方程
式の解法の学習を通して，数値計算の基本的な知識を理
解させた上で，実際に差分法による熱伝導方程式の定式
化を行い，具体的な 2 次元熱伝導解析プログラムを作成，
実行させることで実際のシミュレーション技術を一通
り経験させることを目的としている。
一方，「生産システム工学総合演習」では，代表的な
電磁界シミュレーション手法のひとつである FDTD 法（差
分時間領域法）を活用して，演習問題として点波源アン
テナから放射される電磁波の 2 次元解析を行い，波動の
振る舞いを理解させるとともに，シミュレーション技術
のエンジニアリングにおける有効性を理解させること
を目的としている．
本報告では，函館高専専攻科で実施されている上記 2
科目において，シミュレーション教育として設定した授
業内容，水準，および演習教材について紹介するととも
に，課題内容および課題に要した自学自習時間，教育効
果について報告する．
２．各科目の概要
2.1「シミュレーション工学」の概要
この科目は上記のように専攻科 1 年後期に配置され
ており，両専攻学生を履修対象とした選択科目ではある
が，物質，環境都市工学科出身の環境システム工学専攻
学生に対しては JABBE 対応カリキュラムにおける実質上
の必修科目となる．履修する際にスキルとしてプログラ
ミングが必要であるため，本科でプログラミングを学ぶ
科目が少ない物質，環境都市工学科出身の学生に対して
は，1 年前期「プログラミング基礎」
（2 単位）を必修科
目とし，基本的な C によるプログラミングの基礎スキル
を身につけさせている．
本授業では，数値計算手法として差分法，シミュレー
ション対象として熱伝導現象を取り上げ，差分法に関す
る基本的な知識を理解した上で，基本的な熱伝導に関す
るプログラムの作成，実行を通して実際のシミュレーシ
ョン技術を一通り経験し，理解することを目的としてい
る．手法を差分法に絞ったのは，15 回の授業で基礎を理
解させ，具体的な課題解決に取り組ませて，シミュレー
ション技術のメリットである解析結果を見ながら試行
錯誤を経験させるためには，差分法が最も基本的な手法

であり，プログラム作成も容易と判断したからである．
また熱伝導を対象としたのは，どの学科出身学生であっ
てもわかりやすい物理現象であると考えたからである．
本授業は以下のような流れで構成されている．
(1) シミュレーション技術の意義
(2) 差分の基礎（差分の種類，2 階差分など）
(3) 差分を用いた微分係数の数値計算
(4) 差分法による 2 階微分方程式の数値的解法
（課題 1：Excel を用いた Clamer の公式による解法
とプログラムを用いた Gauss の消去法による解法）
(5) 簡単な逐次計算プログラムの作成
（課題 2：水時計における水位変化のシミュレート）
(6) 水槽間の水の移動からの熱伝導方程式の導出
（課題 3：1 次元熱分布の時間変化のシミュレート）
(7) 熱伝導方程式による熱伝導の過渡解析および ラプ
ラス方程式による定常状態の計算法
（課題 4：2 次元熱分布の時間変化のシミュレート）
(8) 具体的な問題への応用
（課題 5：凹型部屋における暖房配置の最適化）
授業の流れとしては，まず(1)～(4)で差分法の基本的
な考え方を理解させるとともに，(5)で逐次計算による
時間変化の計算法を習得させる．次にそれを(6)で 1 次
元熱伝導問題へ応用し，(7)で 2 次元熱伝導現象の計算
法を習得させる．(8)では総合課題として試行錯誤によ
る最適解を提案する課題を与えている．
評価については，5 回の課題（50％）と期末試験（50％）
によって行っている．計算結果の鳥瞰図等の視覚化につ
いては，Excel を標準的なツールとしているが，より容
易に効果的な可視化画像を作成できるフリーソフト
(Ncp)も紹介している．図 1 に Ncp による計算結果の視
覚化の例を示す．
授業にも演習や課題等に取り組む演習時間を取り入
れ，質問等に対応するとともに各学生の理解度や進度を
確認する時間を確保している．課題 5 では PBL（Problem
Based Learning）の要素を取り入れ，学生自身が設定し
た判断基準に照らして最適と判断した解を試行錯誤で
求めさせることで，シミュレーション技術を実際の問題
を解くツールとして活用する経験をさせている．
2.2「生産システム工学総合演習」の概要
本科目では，2 週で 1 演習テーマをこなすように設定
されている．そのため，用いる手法である FDTD 法につ
いて理論的な詳しい説明にほとんど時間を取れない．そ
こで，1 週目では FDTD 法の基本的な 2 次元問題における
Maxwell 方程式の定式化のみを説明し，2 週目で C 言語
によるサンプルプログラムを配付してそのプログラム
構成と波源や反射板（導体板）の配置の設定方法につい
て説明するとともに，課題を配付してプログラム修正～
計算～結果の視覚化の過程を経験させている．FDTD 法は
差分法を基本とするため，1 年次にシミュレーション工
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学を履修した学生は，定式化について比較的容易に理解
できるようである．
課題は 2 次元空間に配置された点波源（アンテナ）か
ら放射される電磁波が，できるだけ 1 方向に強く伝搬す
るような反射板の最適配置を試行錯誤しながら検討す
ることであり，この課題も PBL の効果を狙っている．す
なわち，シミュレーションに関する理論的な学習は最低
限に抑えて，むしろシミュレーションを道具として活用
して，解析結果を視覚的に確認しながら次のアイデアを
考え，それを繰り返しながらよりよい解を探求すること
に重点を置いている．図 2 に本科目での学生による試行
錯誤の例を示す．
図１

Ncp(Free soft)による鳥瞰図の表示例

３．自学自習時間
ここでは「シミュレーション工学」における自学自習
時間について述べる．本科目はシラバス上において課題
レポートへの取り組み時間として 42.5 実時間が設定さ
れている．そこで提出課題レポートに実際に要した自学
自習時間を明記させて，平成 23～24 年度に自学自習時
間の調査を行った．表 1 にその調査結果を示す．自己申
告による調査結果ではあるが，両年度で同様の傾向がみ
られる．すなわち，①総自学自習平均時間は 28～29 時
間程度で生産システム工学専攻より環境システム工学
専攻の学生の方が 7 時間程度多いこと，③課題 5 の取組
時間が最も多いことがわかる．また，シラバス上の設定
時間である 42.5 実時間には総時間平均で 13 時間程度足
りないものの，最も時間の多かった者は 23 年度で 42 時
間，24 年度で 46 時間であった．課題 5 の自学時間が多
いことから，最適解を求めるために自主的に取り組む姿勢が
うかがわれる．
４．教育効果
両科目では，高度なシミュレーション技術や解析手法
を知識として理解させることではなく，比較的短時間で
理解しやすい解析手法（差分法）と解析対象を教材とし，
具体的な目標を想定した課題に取り組ませることで，シ
ミュレーション技術を体験させ，その有効性を理解させ
ることを目的としている．学生による授業評価アンケー
トの結果において達成度，総合満足度の項目が 3.9～4.5
（5 点満点）とおおむね良い評価であった．
３．あとがき
基本的な手法とプログラミングを理解させた上でシ
ミュレーションを道具として活用させ，解析結果を視覚
的に確認しながら試行錯誤を繰り返して，より優れた解
を探求するような課題を通してシミュレーションを体
験させることも，自学自習時間の増加につながり，シミ
ュレーション教育の一手段として有効と考える．

図２ 「総合演習」における試行錯誤の例
（学生提出レポートから抜粋，Ncp で作画）
表１ 最近 2 年間の「シミュレーション工学」に
おける自学自習時間調査結果

課題

平成 23 年度

平成 24 年度

S 専攻

K 専攻

S 専攻

K 専攻

(12 名)

(10 名)

(9 名)

(6 名)

課題 1

3.6

5.1

4.2

6.2

課題 2

3.5

5.0

4.1

6.0

課題 3

5.4

6.2

3.6

5.5

課題 4

6.8

7.5

5.9

8.7

No

課題 5
平均

6.8

9.3

6.6

11.3

26.2

33.0

27.9

36.7

29.3

27.9

S:生産システム工学，K:環境システム工学，単位は時間
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21.シミュレーション技術者育成
シミュレーション技術者育成を目指した教材
教材による
による
教育方法 と実践
吉村 忠与志 （福井工業高等専門学校）

ただし、モジュラスm  ∆  ∙ ∆である
ଶ

図2

産学授業風景

シミュレーション 技術の育成を目的に教育実践を
を行
行っ
た。図 1 に授業風景を示す。今回、高専物質工学科 4 年「
「情
報化学」において
、演習
教育実践はシミュレーションの理論を座学で行い、
はコンピュータ室で Excel/VBA により行った。
連続変化問題として、
問題解決の演習は例題中心で行い、連続変化問題として
一次元非定常伝熱と煤煙の拡散を挙げ、離散変化問題 とし
法則とブラウン
とブラウン運動を挙げて、シミュレーショ
て、大数の法則
ン技術の育成を図った。演習後の学生アンケートでは
Excel でもシミュレーション演習ができるとエンカレッ
ジし教育効果が出ていた。
【演習】
いろいろな自然現象は、時間や長さなどにおける連続変
さなどにおける連続変
化であることが多く、その数式モデルは微分方程式で 表現
できる。そのモデル式において解析解が求められれば 問題
なく解くことができるが、解析解がなく数値解析を必要 と
する場合がある。独立する変数が 1 つの場合常微分方程式

近似解を示す差分式による数値解析
数値解析をマクロでプログ
をマクロでプログ
ラミングする。紙面の都合で例題
例題のマクロコードを
のマクロコードを省略す
のシートに平板材質
る。興味のある方には公開する 。図 2 のシートに平板材質
熱伝導率κ
の比熱 Cp、密度ρ、熱伝導率
κを提示して実行した。提
示の実験条件の場合、200℃に熱 せられた平板を 10℃の水
槽に投入したので、平板の表面温度 は 10℃と一定で、図 3
のような等高線図
のような等高線図で温度分布を 立体視することができる。
することができる。
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等高線図 による温度分
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図1

47kcal/m.h℃の場合の温度分布結果
熱伝導率 47kcal/m.h℃の

温度分布
温度分布(℃
℃)

【緒言】
コンピュータ支援工学(CAE)において設計、製造や工程
管理の事前検討を行う場合、問題解決のために工学シミュ
レーションを実施する。そのとき、解決したい問題点 を整
理し、関連するパラメータを準備し、数学的モデルを 構築
して、模擬実験を行う。現実の現象をモデル化する場合 、
モデルか離散変化
離散変化モデルかの 2 通りの数学的 モ
連続変化モデルか
デルを構築する。そして、そのモデルによるシミュレーシ
ョンを実施してその結果と現実の結果を対照することに
よってその現象の詳細を推定し分析することができる 。
【教育実践】
シミュレーションを 行う上で最も有効なプラットフォ
効 なプラットフォ
作業とし
ームが Excel である。Excel を用いて行う CAE の作業
下記のようになる
のようになる。
ての流れは下記
を決定
① 目標とする 現実の現象を予測して解析内容を
する
解析条件をまとめて
をまとめて情報・データを収集する
② 解析条件
における解析
③ 目標とするプロトタイプ (モデル式)における
用データをシートに設定する
④ Excel/VBA でプログラミングしてシミュレーショ
ンする
⑤ 解析結果を分析・推定する

解くことになる。その変数が 2 つ以上になると、偏微分
を解くことになる
方程式を解くことになる。
以下に演習事例を 1 つ挙げるが 、他に離散変化モデルも
離散変化モデルも
いくつか演習を行った。
演習の事例 ある温度に熱した 平板を水槽に投入して
冷却した場合の平板内の温度分布
温度分布をシミュレーションし
をシミュレーションし
なさい。ただし、平板の表面温度 は水槽温度で一定とし、
平板材質の比熱 Cp、密度ρ、
、熱伝導率
熱伝導率κは提示するもの
とする。
この例題の数学的モデルは、次の偏微分方程式で与えら
れる。

ଶ
 ଶ


ただし、α   ∙ であり、x 点における瞬時の温度を
T とし、時間をθとする。この基本式 は、Dusinberre の数
値解析法により差分化して次の 近似式で示される。
  2 ାଵ
ିଵ
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3. 豊橋技術科学大学が次世代シミ ュレーション技術者養成に
スーパーコンピュータシステムを導入
大規模並列コンピューティングとデータ集約コンピューティングを両立
国立大学法人 豊橋技術科学大学(学長：榊 佳之／以下、本学)は、このたび、次世代シミ
ュレーション技術者を養成するための教育プログラム用に、スーパーコンピュータシステム ｢次
世代シミュレーション技術教育計算機システム｣(以下、本システム)を導入します。なお、本
システムの中核をなすスーパーコンピュータの理論演算性能(*1) は約 10.4 TFLOPS (*2)となり
ます。
本学では、文部科学省特別経費による支援を受け、平成24 年度から5ヵ年計画で、｢次世代
シミュレーション技術者教育プログラムの開発 ‐高専から大学院まで実践的上級技術者教
育の実現に向けて‐｣をスタートさせました。我が国の先端産業においてスーパーコンピュー
タを利活用したシミュレーション技術は、研究開発のイノベーションや国際競争力の強化に
必須の技術です。そこでこの新しい教育プログラムでは、体系化されたシミュレーション科
学の実践的教育カリキュラムを開発・実施し、｢V‐V｣( Validation and Verification )すなわち
シミュレーションの妥当性と結果の正当性を検証できるような次世代シミュレーション技術
を｢開発できる｣、｢使いこなせる｣人材を育成することを目的としています。この中で、限ら
れた時間でのシミュレーション技術の効率的な修得や、近い将来に最先端の研究開発の現場
で不足する ｢ V‐V ｣ を身に着けた次世代シミュレーション技術者育成のための教育環境整備
などを現在行っており、これらの取り組みの中で本システムを活用していきます。
本システムは、低価格で汎用的な PC サーバを高速ネットワークで大量に並列接続して 1つのシス
テムとして動作させる｢ PC クラスタ｣と呼ばれる方式のスーパーコンピュータを採用しており、高い処理
性能とコストパフォーマンスを両立させています。また、本システムでは、教育用のスーパーコンピュ
ータとしての運用性を高め、大規模シミュレーションの結果や膨大な教育情報などのビッグデータを
速やかに分散処理する高度なリソース活用のため、Hadoop (*3) 環境を動作させる教育クラウドをオン
デマンドで構築・提供することが可能となっています。
なお、本システムは、株式会社日立製作所(執行役社長：中西 宏明／以下、日立)が提供する、
345.6GFLOPS (*4 ) の理論演算性能と64GB のメモリ容量を 1 ユニットに高密度実装した新型のテクニ
カルサーバ｢ HA8000-tc/HT210｣ 30 ノード (*5 ) から構成されています。｢HA8000 -tc/HT210 ｣は、
個々のノードの高い処理性能に加え、ノード間の高速ネットワーク接続により並列動作時の高速処
理を実現します。また、利用者にオンデマンドでHadoop環境を提供するシステム基盤は、｢日立クラ
ウド基盤導入ソリューション Powered by Apache CloudStack ｣によって構築しています。

本学は、今後も、｢次世代シミュレーション技術者教育プログラムの開発｣プロジェクトの目標として
｢ビヨンド・シミュレーション｣を掲げ、高度なシミュレーション技術を駆使して課題を解決し，産業のイノ
ベーションを牽引していける実践的上級技術者の育成をめざします。
また、日立は、長年にわたって培ってきたスーパーコンピューティング技術を結集して、豊橋技術
科学大学に納入したスーパーコンピュータシステムの運用と教育利用を支援していきます。そして、
今後も最先端技術を取り入れた、高性能、省電力なスーパーコンピュータシステムの提供を通して科
学技術の発展に寄与します。
*1 理論演算性能：同時に動作可能な全ての演算器が動作したときの理論上の性能
*2 TFLOPS(テラフロップス)：浮動小数点演算を 1 秒間に 1 兆回実行する能力
*3 Hadoop：オープンソースソフトウェアコミュニティ Apache Software Foundation にて開発・公開されているソフトウェアで、大規模データ
を効率的に分散処理・管理することに優れている
*4 GFLOPS(ギガフロップス)：浮動小数点演算を 1 秒間に 10 億回実行する能力
*5 ノード：スーパーコンピュータシステムを構成する独立した演算処理単位で、サーバを意味する

■テクニカルサーバ「HA8000-tc/HT210」について
高性能 Intel® Xeon® プロセッサーを搭載、InfiniBand(インフィニバンド)など高速ネットワーク
に対応し、高密度実装かつ省電力な PC クラスタシステム向けのハイパフォーマンスなテクニカルサ
ーバです。

今回導入されたテクニカルサーバ「HA8000-tc/HT210」の外観

■「日立クラウド基盤導入ソリューション Powered by Apache CloudStack」について
IaaS ク ラ ウ ド 基 盤 を 構 築 す る た め の ソ フ ト ウ ェ ア ｢ ApacheCloudStack ™ ｣ 「 Citrix®
CloudPlatform,powered by Apache CloudStack」を活用し、大学や研究所が学生や研究者な
どの利用者に対し、仮想サーバや仮想ストレージ環境をオンデマンドで提供するための｢クラウド基
盤｣を導入するソリューションです。
■他社所有商標に関する表示
記載の法人名、製品名は、それぞれの法人の商標または登録商標です。
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■国立大学法人 豊橋技術科学大学に関するホームページ
＜大学トップページ＞
http://www.tut.ac.jp/

＜次世代シミュレーション技術者教育プログラム＞
http://www.adsim.tut.ac.jp/
■今回採用されている日立製品に関するホームページ
＜テクニカルサーバ「HA8000-tc/HT210」＞
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/hpc/HA8000tc/ht210/index.html
＜日立クラウド基盤導入ソリューション Powered by Apache CloudStack＞
http://www.hitachi.co.jp/cloud-stk/
■本件に関するお問い合わせ先
国立大学法人 豊橋技術科学大学
次世代シミュレーション技術者教育推進事務室 田村 三恵
〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1
電話： 0532-44-6548(内線：2143)
E-Mail： office@adsim.tut.ac.jp
株式会社日立製作所 情報・通信システム社 公共システム営業統括本部
カスタマ・リレーションズセンタ

西本 正太

〒136‐8632 東京都江東区新砂一丁目 6-27 新砂プラザ
URL： http://www.hitachi.co.jp/Div/jkk/inquiry/inquiry.html
■報道機関お問い合わせ先
国立大学法人 豊橋技術科学大学 総務課広報係 宮城 智明
〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1
電話：0532-44-6506
E-Mail：kouho@office.tut.ac.jp
株式会社日立製作所 情報・通信システム社 広報部

佐々木 大輔

〒140-8572 東京都品川区南大井六丁目 27-18 日立大森第二別館
電話： 03-5471-8900(直通)
E-Mail： koho@itg.hitachi.co.jp
以上

A-32

A-33

日立製作所
HA8000-tc/HT210

＜開発処理サーバ＞

＜メインスイッチ＞
Cisco
Catalyst3750-x

日立製作所 HA8000-tc/HT210

＜演算ノード＞

DataDirect NETWORKS
SFA10K-M：240ＴＢ

HP
ProLiant DL380p Gen8

＜ファイルサーバ＞

Infinibandネットワーク

*演算ノードの一部と開発処理サーバにGPU「Tesla K20X」を搭載
(10.368TFLOPSはCPUのみの性能)

-総理論演算性能：10.368 TFLOPS-

豊橋技術科学大学
次世代シミュレーション技術教育計算機システム

国立大学法人豊橋技術科学大学 Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ
平成２４年１０月２５日

４．次世代シミュレーション技術者教育プログラム及び
平成 24 年度 豊橋技術科学大学一般公開講座の開講に係る
記者懇談会並びに説明会のご案内

豊橋技術科学大学は、スーパーコンピュータなどの高速計算機を利活用して、様々な研
究分野において大規模かつ高精度な予測を可能にするシミュレーション技術を開発できる
ような人材、そして、そのシミュレーション・ソフトを用いた予測結果を解析し、安心安
全な新しい技術や材料を開発できるような人材を育成することを目的として、本年度から
「次世代シミュレーション技術者教育プログラムの開発」を実施しています。
また、11 月 9 日（金）から「シミュレーションで新しい世界を見、そして、予測する」
と題し、シミュレーションをテーマとした平成 24 年度豊橋技術科学大学一般公開講座を実
施することから、本講座の紹介とともに、本学理事・副学長稲垣康善より、シミュレーシ
ョン技術者教育の概要説明の場を、懇談形式にて設けさせていただくこととなりました。
併せて、人間・ロボット共生リサーチセンターが福祉村病院との共同研究で進めてきた
医療福祉介護支援ロボット（全方向移動ベッド、全方向車椅子）、また本学エレクトロニ
クス先端融合研究所ティエティエルコブテニュアトラック助教が研究を進めている感情伝
達インターフェイスを 11 月 3 日に開催される「福祉村病院文化祭」及び「愛知次世代ロボ
フェスタ」でそれぞれ公開予定をしております。公開に先立ち、報道機関の皆様にご説明
をさせていただきます。

日
場

時：平成２４年１０月２９日（月）１５:００～１６:３０頃
所：豊橋技術科学大学 事務局２階 稲垣理事・副学長室（15:00～15:30）
エレクトロニクス先端融合研究所 （15:30～16:00）
人間・ロボット共生リサーチセンター （16:00～16:30）
説明者：次世代シミュレーション技術者教育プログラム及び公開講座
理事・副学長 稲垣康善
医療福祉介護ロボット（全方向移動ベッド、全方向車椅子）
人間・ロボット共生リサーチセンター センター長 寺嶋一彦
感情伝達インターフェイス
エレクトロニクス先端融合研究所
ﾃﾆｭｱﾄﾗｯｸ助教 Tsetserukou Dzmitry （ﾃｨｴﾃｨｴﾙｺﾌﾞ ｽﾐﾄﾘｰ）

取材を希望される場合は、総務課広報係までご連絡下さいますようお願い致します。

取材申込先：総務課広報係 宮城・岡崎 TEL 0532-44-6506
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※FAXの方は，
このまま送信してください。

豊橋技術科学大学 総務課地域連携係
Fax.0532ｰ44ｰ6509

平成２4年度 豊橋技術科学大学一般公開講座

「シミュレーションで新しい世界を見、そして、予測する」
受講申込書
※受講者番号

※受付日

月

日

・ 全6回
受講希望コース
ご希望の講座を○で
囲んでください。

・ 第１回（11／9）

・ 第２回（11／16）

・ 第3回（11／22）

・ 第4回（12／7）

・ 第5回（12／14）

・ 第6回（12／21）

ふりが な

氏

性別

名

年齢
歳

（〒

住

男・女

−

）

所
電話番号 （

）

FAX（

）

E メール

1. 会社員
会社員（技術系・事務系・営業・その他（
2. 教

職

業

））

員

3. 公務員
4. 学

生 ― 高校生・大学生・大学院生・その他（

5. その他 ― 主婦・無職・その他（

）
）

該当箇所を○で囲んでください。
「その他」については、適宜ご記入願います。

※ご記入いただきました住所等の個人情報は、豊橋技術科学大学が実施する催事情報をお知らせする目的以外には、使用いたしません。
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7.5 研究発表（国内，国際）

研究発表

2. 時間依存シュレディンガー方程式に基づく
量子シミュレーションの GPU による高速化
(豊橋技術科学大学院）
増田拓弥, 関野秀男
High Performance Simulation of TDSE using GPU
(TOYOHASHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)
Takuya Masuda， Sekino Hideo
【研究背景・目的】
原子や分子の動的物性の予測を行う場合，量子力学における基本方程式で
あるシュレディンガー方程式を解くことは必須である．しかしながら，分子
の電子状態に対する予測の精密な結果を得るためには膨大な計算領域と解
析時間を有するため，高速演算のアルゴリズム開発と並列環境の実装は重要
である．
並列演算に特化した演算装置として GPU(GraphicsProcessingUnit)がある．
GPU は，主に画像処理用の演算装置であるが，近年，その高い演算処理能力
から，画像以外の一般的な用途に利用する GPGPU(GeneralPurposeGPU)とい
う概念が注目されている．
そこで，本研究は NVIDIA 社製 GPU と C 言語の統合開発環境
CUDA(Compute Unified device Architecture)を用いることによる時間依存シュ
レディンガー方程式に基づく量子シミュレーションの高速化を行った．

本研究では，GPU を使用したプログラムとして，グローバルメモリのみを
使用したプログラム，グローバルメモリとシェアードメモリを併用したプロ
グラムの 2 つを作成した．1 格子点当たり 1 スレッドで計算するようにし，
その中で時間間隔 t 毎にデバイスコードに記述した式(3)の処理を時間発展
させることで，時間依存シュレディンガー方程式を解いた．

【検証方法】
CPU，GPU(グローバルメモリ使用)，GPU(シェアードメモリ使用)によっ
て時間依存シュレディンガー方程式を計算するプログラムを用いて，スレッ
ド数 128×128，256×256，512×512，1024×1024，2048×2048，4096×4096
における各プログラムの計算時間を計測する．なお計測は，それぞれ 3 回ず
つ行い，その平均値をとった．

【シュレディンガー方程式の差分化】

【結果】

量子力学の基本方程式として，2 次元シュレディンガー方程式があり，次
のように記述される．

スレッド数毎の各プログラムにおける計算時間の計測結果を表1，CPU を
1 とおいた場合の計算時間比を図 1 に示す． なお，図1 の縦軸は計算時間比
であり，[CPU 計測時間/GPU 計測時間]とした．

i



2  2
2
 x, y, t   
 2  x, y, t   2  x, y, t  …式(1)
t
2m  x
y


表 1 各プログラムにおける計算時間(単位：ms)

そして，(1)を3 次元に拡張すると，次のように記述することができる．



2  2
2
2
i  x, y, z, t     2  x, y, z, t   2  x, y, z, t   2  x, y, z, t 
t
2m  x
y
z

…式(2)
式(1)(2)のシュレディンガー方程式にテイラー展開による差分近似を適
用して解くことで，量子の動的物性の計算における GPU による高速化の影
響を比較できる．
2 次元シュレディンガー方程式による量子の動的物性のモデル化に際し，2
次元断面はn×n のグリッド上に格子点を間隔 d で配置されたメッシュで表

128*128
CPU
GPU
(global memory)
GPU
(shared memory)

256*256

512*512

1024*1024

2048*2048

4096*4096

533.166

2172.627

8830.128

36338.460

145875.968

630161.670

7.564

25.372

89.906

379.253

1409.449

5646.680

6.583

22.049

76.186

299.150

1136.246

4828.202

現し，各格子点における波動関数の値は式(1)を用いて推定する．ψ(x,y,t)は量
子の波動関数であり，x,y は x，y 方向の離散化された空間座標，t は時間間隔
t の離散化された時間座標である．導関数の近似にテイラー展開による2 階
差分近似を用いると，x,y に関する 2 階導関数を得ることができ，中心差分
近似を用いるとt に関する1 階導関数を得ることができる．これらの導関数
を式(1)の微分項に代入し，整理すると次のように書くことができる．

 x, y, t  t   x, y, t  t 
i  x  x, y, t    x  x, y, t   2 x, y, t 



m
d 2

 x, y  y, t    x, y  y, t   2 x, y, t 

t …式(3)
d 2


【考察】

この方程式は，前回・現在のその格子点における波動関数値と，現在の隣
接格子点における波動関数値をもとに，時間t だけ経過した未来の波動関数
値を推定するものである．

【CUDA を用いたプログラミング】
GPU は，数万スレッドにも及ぶ CPU より圧倒的に多い数のマルチ・スレ
ッド方式で処理することによって，高い並列演算処理を実現することができ
る．
このGPUを動作させるために必要なものが，
C言語の統合開発環境CUDA
である．プログラム構成は，CPU 側で動き，配列の確保などを行うホストコ
ードと，GPU に処理させたい内容を記述するデバイスコードで成り立ってい
る．メモリ構造には，高速アクセスが可能なメモリであるシェアードメモリ
と，大容量であるがアクセスが低速なグローバルメモリがある．また，グリ
ッド，ブロックという階層を用いることで，膨大なスレッド数を管理してい
る．つまり，GPU の性能を発揮させるためには，使用するメモリの特性とス
レッド階層構造を考慮したプログラミングが求められる．
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図 1 CPU に対する GPU の計算時間比

表 1 より，計算速度は GPU(シェアードメモリ)>>GPU(グローバルメモ
リ)>>CPU となった．つまり，シュレディンガー方程式の計算の高速化にお
いて，GPU はともに CPU より有効で，メモリとしてシェアードメモリを使
用することで最も高速化されることがわかった．
図1 からは，スレッド数の拡大に伴って，計算の高速化がなされているこ
とがわかる．つまり，GPU の性能は，より膨大なスレッド数での計算におい
て最大限に活かされる．実際に，2 次元シュレディンガー方程式と 3 次元シ
ュレディンガー方程式 CPU に対する GPU の計算時間比を比較した結果，3
次元シュレディンガー方程式が，より高速化率が高いことが確認できた．
ポスターでは 3 次元シュレディンガー方程式の計算結果および，2 次元シ
ュレディンガー方程式の計算結果との比較も行い，次元の差異による高速化
に対する影響を考察する．

【参考文献】
[1] 青木尊之, 額田彰. はじめての CUDA プログラミング. 工学社, 2009
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3.

半導体誘電率における格子定数の影響

Effect of lattice constant on permittivity of semi-conductors
森本 沙也香 1	
  濱田	
  智之 2	
  関野 秀男 1
１

豊橋技術科学大学	
  2 日立製作所中央研究所

Sanyaka Morimoto1, Tomoyuki Hamada2 and Hideo Sekino1
1Toyohashi University of Technology, 2Central Research Lab. Hitachi, Ltd.

1. はじめに

化範囲では、結晶の構造は安定していると考えられる。

	
  近年、携帯電話やコンピュータなどのデジタル機器の小型化が
進んでおり、集積回路の更なる小型化が求められている。集積回
路を小型化するには、
集積回路を構成する素子を設計し直す必要
がある。エレクトロニクス素子の特性は、素子を構成する誘電体
の誘電率により決まる。従って、素子の設計には、誘電率の理論
的予測が重要である。
誘電率は電子誘電率と格子誘電率の和で与
えられ（式 1）
、それらは電子状態により決まる。
（1）

4. まとめ

2. 方法
今回計算対象とした結晶は炭化ケイ素（SiC）とヒ化ガリウム
（GaAs）である。どちらも閃亜鉛鉱構造を持つ結晶である。結
晶の格子定数を実測値±0.12 の範囲で変化させ、両方向に 4 点
ずつ値を取り、静電場での電子誘電率、格子誘電率を求めた。電
子状態、格子振動状態の計算は、第一原理擬ポテンシャル法によ
り行なった。計算には PHASE[1]、ベリー位相、ボルン有効電
荷の計算には UVSOR[2]を用いた。計算は以下の手順で行った。
2.1. 電子誘電率
物質中の電子状態及び格子振動状態を、局所密度近似（LDA）
による密度汎関数理論に基づき計算する。その結果に基づき、電
子バンド構造を計算し、電子誘電率を求める[3]。
2.2. 格子誘電率
ベリー位相分極論[4]に基づき結晶の分極の変化を計算し、ボ
ルン有効電荷を求める。結晶中の電子状態及び格子振動状態を、
局所密度近似（LDA）による密度汎関数理論に基づき計算する。
振動解析の結果とボルン有効電荷から格子誘電率を求める。

参考文献
[1] PHASE Ver. 11.00, 東京大学生産技術研究所(2012).
[2] UVSOR Ver. 3.42, 東京大学生産技術研究所(2012).
[3] Gunther Harbeke, ”Optical Properties of Semiconductors” in Optical
Properties of Solids; F. Abeles(Ed.), North-Holland, Amsterdam
(1972):Chapter 2.
[4] R.D. King-Smith and David Vanderbilt, Phys. Rev. B 47, 1651 (1993).
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電子状態は格子定数により決まるため、
誘電率は格子定数依存性
を示すことが予想される。そこで、本研究では半導体における、
格子定数を変化させた場合の誘電率の変化を調べた。

total energy の計算結果から、SiC、GaAs ともに、total energy
が最小値の付近での誘電率を解析していることが分かった。
この
ことから、今回の格子定数の変化範囲では、結晶の構造は安定し
ていると考えられる。また、図 1、図 2 より、SiC は、格子定数
を大きくすると、電子誘電率、格子誘電率ともに高くなることが
分かる。この傾向は、GaAs の計算結果からも得られた。
以上より、結晶の構造が安定している範囲では、格子定数を大
きくすると、誘電率は高くなることが判明した。

実測値	
 

4

3. 結果と考察

図 1．SiC の電子誘電率
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図 1 に SiC の電子誘電率(εele)の変化をプロットしたものを、
図 2 に SiC の格子誘電率(εlat)の変化をプロットしたものを示す。
図中の赤丸の部分は、
格子定数を実測値に設定した場合の値であ
る。電子誘電率の結果（図 1）から、格子定数を大きくすると電
子誘電率は高くなるということが分かる。これは、原子間距離が
長くなり、
バンドギャップが小さくなったことが一因として考え
られる。また、格子誘電率の結果（図 2）から、格子定数を大き
くすると格子誘電率は高くなるということが分かる。これは、原
子間のボルン有効電荷の差が大きくなったことが一因として考
えられる。GaAs の計算結果からも、SiC と同様の傾向が得られ
た。総誘電率は式 1 で求められるので、総誘電率も格子定数を
大きくすると高くなるとがいえる。
各格子定数での total energy の計算を行った。SiC の場合、格
子定数実測値の時の total energy は、ほぼ最小の値を取り、下
向きの放物線を描いた。GaAs の場合、格子定数実測値の時の
total energy は、最小値より少し上の値を取ったが、値は最小値
付近で遷移していることが分かった。
結晶が安定な構造を取ると
き、total energy は最小の値を取ることから、今回の格子定数変
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格子定数[bohr]
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図 2．SiC の格子誘電率
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1D03 4. 水溶液中の糖のコンホメーション解析

～NMR 結合定数の経験式の開発と
ab initio 計算と分子動力学計算による予測～
○松原 正陽 1，及川 雅人 2，後藤 仁志 1
1
2

豊橋技術科学大学大学院工学研究科（〒441-8580

豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1）

横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科（〒236-0027

【緒言】

横浜市金沢区瀬戸 22-2）

糖タンパク質や糖脂質として存在する糖鎖は，生体内において様々な役割を持つことが明

らかにされてきている．特に糖鎖認識機構においては，単に各糖残基のアルドヘキソピラノース環の
安定なコンホメーションだけで説明できるとは限らず，六員環上の水酸基の配向や分子内，水分子，
グリコシド結合を介した糖鎖残基間の水素結合構造を明らかにし，糖残基を比較的簡単に解析できる
手法の確立が望まれている．一方，NMR 解析から得られる結合定数のうち，2JCH は六員環上の 8 種の
値によって糖残基の種類が同定可能なことが及川等によって示され[1]，隣接する水酸基の回転異性に
強く依存することが理論計算から明らかにされている[2]．これらを用いることで，活性部位周辺で糖
残基が関わる水素結合構造等を解明するための手掛かりとなることが期待できる．
そこで我々は，これらの結合定数を用いた水溶液中の糖のコンホメーション予測を目的として，こ
れまで二つのアプローチで NMR 実験値の再現を試みてきた．すなわち，①糖の単分子モデルについて，
溶媒効果を考慮した高精度 ab initio 法を用いて，立体配座，エネルギー，NMR 結合定数の理論計算に
よる多配座混合を考慮した方法と，②実験測定条件を再現する糖水溶液アンサンブルの MD 計算と，
新たに開発した NMR 結合定数の経験式を用いて，NMR 結合定数を決定する方法である．①では，糖
の複数の配座異性体に対して様々な理論的手法や基底関数を適用することで，NMR 結合定数の構造や
手法及び基底関数に対する依存性をそれぞれ詳しく調査するとともに，配座異性体のエネルギーを元
にボルツマン分布則に基づく配座異性体ごとの存在確率によって重み付け平均した NMR 結合定数を
実験値と比較した．溶媒効果も考慮する．これによって，糖のエネルギーと NMR 結合定数を求める適
切な手法を検討した．②では，2JCH 値を隣接する水酸基の回転角によって記述する経験式を作成した．
また，実験条件を再現した MD 構造に経験式を適用，NMR 結合定数を求め，そ
の値を実験値と比較し経験式及び本手法を評価した．
本報告では，α-D-ガラクトース（α-Gal）の解析結果を中心に紹介する．
【研究の概説】

ab initio 計算による糖のエネルギーおよび NMR 物性値の理論計算

Fig 1. 4C1 conformation
of α-Gal

α-Gal の配座空間探索と構造最適化
CONFLEX/MMFF94s[3]による配座探索から 150 個の α-Gal の配座異性体を創出した．これらを初期
構造として，Gaussian09[4]の MP2 法および DFT 法（B3LYP，B3PW91）の手法と基底関数 6-31+G(d,p)
を用いて最適化を行った．PCM 法（水溶媒モデル）を用いた場合も同様に行った．B3LYP/6-31+G(d,p)
による構造最適化を行ったところ，いくつかは同じ配座に収束し，溶媒効果なしで 130 個，PCM 法を
使った場合で 138 個のユニークな配座異性体が得られた．しかし，どちらも最安定配座からの配座エ
ネルギー差が 1 kcal/mol 以内の配座異性体の 2JCH 計算値と実験値との差（RMSD）は 1.4-1.7 Hz と大き
く，全ての配座異性体の 2JCH 値をそれぞれの存在比で平均しても 1 Hz 以上であった（Table 1.）
．
α-Gal の実測 2JCH 値を再現する配座異性体
全ての配座異性体のうち，RMSD が 1 Hz 以下の配座異性体は 3 個であった．最も RMSD の小さい配
座異性体を Fig 2.に示す．これらの配座異性体は配座エネルギーにおいて優位ではなく，PCM 法を用
いた B3LYP/6-31+G**計算で最安定配座から 2.5-2.9 kcal/mol，B3LYP/6-311+G(2d,p)で 2.3-2.6 kcal/mol
も不安定であると予測された．これらの存在比は合わせても 1 %程度に過ぎなかった．また，いくつか
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の基底関数や溶

Table 1. Comparison between observed and calculated 2JCH values of α-Gal

媒和モデルを組
み合わせて MP2
と B3LYP による
計算を行ったが，

2
J C,H
C1,H2 C2,H1 C2,H3 C3,H2 C3,H4 C4,H3 C4,H5 C5,H4 RMSD
-0.4
-1.0
-5.4
-6.2
-4.6
1.2
5.6
1.5
-

CONF.
Expl.
average in vacuo
average in water
4

C1 rrcc tg g-

-0.5
-0.9

-0.2
-1.0

-3.6
-3.4

-3.6
-4.3

-4.0
-3.9

1.2
1.5

3.3
3.4

3.0
2.5

1.50
1.35

-1.2

-1.1

-4.1

-4.4

-4.5

0.9

5.8

2.5

0.93

Fig 2. α-Gal conformation
(4C1 rrcc tg g-) in the best
agreement with observed

注目する 3 種類の配座異性体の存在比が大きくならないことが分かった．
2

JCH 経験式の開発

2

JCH values

経験式の定式化とパラメータフィッティング

Klepach らの報告[2]の 2JC2,H1，2JC1,H2 式を基準に，我々は六員環上に存在する

α

2

8 種の JCH の経験式を展開し，下式のように定義した．
2

3

3

J CH   An cosn   An    Bn cosn   Bn   C
n 1

β

n 1

ここで，α，β はそれぞれ Cx 上，Ca 上の置換基の回転角で，C は定数，An，Bn はそれぞれ回転角の n（1~3）
倍角，σ は周期に対するパラメータである．パラメータは 8 種の 2JCH で個別の値とした．パラメータフ
ィッティングに用いる参照データは，α-Gal の 4C1 構造について，各置換基（4 つの H-C-O-H 及び
O5-C5-C6-O6）を 30°刻みで回転させた構造に対し，B3LYP/6-311+G(2d,p)//B3LYP/6-31+G(d,p)と PCM
法（水溶媒モデル）による NMR 計算で求めた 2JCH を採用．フィッティングの結果，2JCH の参照データ
との差の RMS は 0.04~0.07 Hz となり，十分に再現できていることが分かった．

実験測定条件を再現する糖水溶液アンサンブルの MD 計算
実験測定条件のモデル化と MD 計算
ガラクトース（Gal）1 分子に対する水分子の数を NMR 実験測定
条件[1]から算出し，糖水溶液 MD モデルを作成する．NMR 実験時

1a2b

1a1b

α-/β-アノマーが混合状態だったため，存在比が 1：1 および 1：2 の

Fig 3. Configurations of α-/βmonosaccharides in a unit cell

二つの α-/β-混合モデル（1a1b，1a2b）を考慮する．Fig 3.にモデル

1a1b および 1a2b の α-/β-混合の配置方法を示す．MD モデルの構築には，分子動力学ソフト AMBER11[5]
の LEaP を用い，分子力場として水分子 TIP3P，糖分子 GLYCAM_06 を採用した．糖分子の初期構造は
CONFLEX6/MMFF94s[3]で得られた最も安定なものを採用した．MD 計算には sandar.MPI を用いた．
MD 計算は，エネルギー最小化，NVT アンサンブルによる系の緩和，NPT アンサンブルによる実験
環境の再現の手順で行う．今回は系全体のエネルギーと密度がある程度一定になった時点から実験環
境が再現されたと見なし，NPT アンサンブルの後半の立体構造解析を行うこととする．
MD 計算と経験式による 2JCH 値の算出
から，作成した 2JCH 経験式を用いて 8 種の 2JCH を算出，
2

5.0
3.0

ab initio
Gal_1a1b72
Gal_1a2b72
expl.

1.0
-1.0

2

平均値をスナップショット構造の JCH 値とする．さらに，

JCH [Hz]

7.0

スナップショット内のすべての糖の置換基の回転角

-3.0

各平均値を一定期間まで積算することで、時間平均値を算出

-5.0

した．その結果，1a1b と 1a2b の両モデルの時間平均値は，

-7.0

積算期間を長くすることによってともに一定の値に収束した．さ
らに，本手法による 2JCH の時間平均値と ab initio 計算による手法
を比較したところ，本手法のほうが僅かではあるが実験値を再現

C1,H2

C2,H1

C2,H3

C3,H2

C3,H4

Coupled C,H

C4,H5

Fig 4. Comparison of 2JC,H values
calculated by ab initio and
emprical equation methods

することが分かった．
（Fig 4.）

【参考文献】
[1] M. Oikawa, S. Adachi, S. Kusumoto, Org Lett., 2005, 7; 661-664.
[2] Thomas E. Klepach, Ian Carmichael, and Anthony S. Serianni, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 9781-9793
[3] CONFLEX6, H. Goto, S. Obata, T. Kamakura, N. Nakayama, K. Ohta; Conflex Corp.,Tokyo, 2006.
[4] Gaussian 09, Revision A.02: M. J. Frisch, et. al., Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009.
[5] AMBER11, P.A. Kollman et. al., University of California, San Francisco, 2010.
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2P05 5. 多分木アルゴリズムを用いた標的タンパク質ペプチド結合部位の探索
○中川卓也 1，増田尚之 1，石飛秀斗 1，後藤仁志 1
1

豊橋技術科学大学大学院工学研究科（〒441‐8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1‐1）

【緒言】
抗体医薬やペプチド医薬の開発において，特定の配列を持つペプチドが標的タンパク質に結合
する位置と形を予測し，その結合親和性を迅速に評価することが重要である．しかし，10 残基程
度のペプチドは一般的な低分子医薬化合物に比べ官能基が多く，また配座も柔軟であることから，
通常のドッキング法の適用が難しい．このため，標的タンパク質表面上のペプチド結合部位を探
索し，評価できる新たなドッキング法の戦略が必要になっている [1]．そこで，本研究では，タン
パク質の立体構造の安定性を評価するために開発された粗視化 4 体ポテンシャル法[2]を，標的タ
ンパク質の表面とペプチド間の結合親和性の評価に応用することで，高活性ペプチド配列探索の
ための新しいドッキング技術を開発している[3,4]．ここでは，標的タンパク質の表面を覆うよう
に配置した探索点の中からペプチド結合部位となる代表点配列（連続する探索点の集合）を効率
的に見出す探索アルゴリズムを開発する．
【方法】
粗視化 4 体ポテンシャル法は，タンパク質をアミノ酸残基の代表点として粗視化し（Fig. 1(a),
(b)）
，近接する 4 つの代表点に相当するアミノ酸残基の組み合わせとその出現確率を統計処理する
ことで定義されるスコア関数値を求め，それらの総和からその立体構造の安定性を評価する．こ
れをペプチド結合部位探索に応用するため，タンパク質表面上に配置した探索点（Fig. 1(c)）をペ
プチド配列に従ってアミノ酸残基代表点に置き換え，それら連続する代表点構造と，粗視化した
タンパク質の代表点構造の間で 4 つ組を定義し，4 体ポテンシャルからスコアを求める．そして，
各代表点が持つスコアの総和が大きくなる探索点の位置と形を見つけ出す．

(a) Ball & Stick 構造
Fig. 1

(b) 粗視化代表点構造
(c) 配置された探索点
標的タンパク質の表現と探索点の表現

実際の探索は囲碁の対戦アルゴリズムと同様の多分木探索アルゴリズムに従い，再帰的処理に
より比較的短いコードでプログラムを設計することができる．アルゴリズムの詳細と探索結果，
および先行研究[4]との比較はポスター発表にて報告する．
参考文献
[1] D. Plewczynski, et. al., J. Comp. Chem., 32, 742(2010)
[2] B. Krishnamoorthy, A. Tropsha, Bioinformatics, 19, 1540-1548 (2003).
[3] T. Aita, K. Nishigaki, Y. Husimi, Comput. Bio. Chem., 34, 53-62 (2010)
[4] 増田尚之，孫林玉，相田拓洋，西垣功一，後藤仁志，SCCJ2011 春季年会，1O06 (2011).
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1D1a

6. 立体配座解析に基づく α-D-ガラクトースの
NMR-2JCH 予測式の開発
(豊橋技科大院工)○松原正陽，後藤仁志＊

1. はじめに
糖タンパク質や糖脂質として存在する糖鎖は，
生体内において様々な役割を持つことが明らか
にされてきている．様々な解析手法の組み合わせ
によって，各糖残基のアルドヘキソピラノース環
の安定なコンホメーションが予測できるように
なってきたが，特に糖鎖認識機構において，それ
だけで説明することは難しく，環上の水酸基の配
向や分子内，水分子，グリコシド結合を介した糖
鎖残基間の水素結合構造を明らかにする必要が
ある．一方，NMR 解析から得られる結合定数の
うち，2JCH は六員環上の 8 種の値によって糖残基
の種類が同定可能なことが示され[1]，隣接する水
酸基の回転異性に強く依存することが理論計算
から明らかにされている[2]．これらを用いること
で，活性部位周辺で糖残基が関わる水素結合構造
等を解明するための手掛かりとなることが期待
できる．
そこで我々は，これらの結合定数を用いた水溶
液中の糖のコンホメーション予測を目的として，
これまで二つのアプローチで NMR 実験値の再現
を試みてきた．すなわち，①糖の単分子モデルに
ついて，溶媒効果を考慮した高精度 ab initio 法を
用いて，立体配座，エネルギー，NMR 結合定数
の理論計算による多配座混合を考慮した方法と，
②実験測定条件を再現する糖水溶液アンサンブ
ルの MD 計算と，新たに開発した NMR 結合定数
の経験式を用いて，NMR 結合定数を決定する方
法である．①では，糖の複数の配座異性体に対し
て様々な理論的手法や基底関数を適用すること
で，NMR 結合定数の構造や手法及び基底関数に
対する依存性をそれぞれ詳しく調査するととも
に，配座異性体のエネルギーを元にボルツマン分
布則に基づく配座異性体ごとの存在確率によっ
て重み付け平均した NMR 結合定数を実験値と比
較した．溶媒効果も考慮する．また，これによっ
て，糖のエネルギーと NMR 結合定数を求める適
OH OH
切な手法を検討した．②
6
2
4
では， JCH 値を隣接する
5 H O
2
H
3
水 酸 基 の 回 転 角 によ っ
1
H
HO
H
OH
て 記 述 す る 経 験 式を 作
H
OH
成した．また，実験条件
4

を再現した MD 構造に経験式を適用，NMR 結合
定数を求め，その値を実験値と比較し経験式及び
本手法を評価した．
本報告では，主に α-D-ガラクトース（α-Gal）の
解析結果を中心に紹介する．

2. 研究の概説
2.1 ab initio 計算による糖のエネルギーおよび
NMR 物性値の理論計算
2.1.1 α-Gal の配座空間探索と構造最適化

CONFLEX/MMFF94s[3] に よ る 配 座 探 索 か ら
150 個の α-Gal の配座異性体を創出した．これら
を初期構造として，Gaussian09[4]の MP2 法および
DFT 法（B3LYP，B3PW91）の手法と基底関数
6-31+G(d,p)を用いて最適化を行った．PCM 法（水
溶 媒モ デル） を用 いた場 合も 同様に 行っ た．
B3LYP/6-31+G(d,p)による構造最適化を行ったと
ころ，いくつかは同じ配座に収束し，溶媒効果な
しで 130 個，PCM 法を使った場合で 138 個のユニ
ークな配座異性体が得られた．しかし，どちらも
最安定配座からの配座エネルギー差が 1 kcal/mol
以内の配座異性体の 2JCH 計算値と実験値との差
（RMSD）は 1.4-1.7 Hz と大きく，全ての配座異
性体の 2JCH 値をそれぞれの存在比で平均しても 1
Hz 以上であった．
2.1.2 α-Gal の実測 2JCH 値を再現する配座異性体

全ての配座異性体のうち，RMSD が 1 Hz 以下
の配座異性体は 3 個であった．これらの配座異性
体は配座エネルギーにおいて優位ではなく，PCM
法を用いた B3LYP/6-31+G**計算で最安定配座か
ら 2.5-2.9 kcal/mol，B3LYP/6-311+G(2d,p)で 2.3-2.6
kcal/mol も不安定であると予測された．これらの
存在比は合わせても 1 %程度に過ぎなかった．ま
た，いくつかの基底関数や溶媒和モデルを組み合
わせて MP2 と B3LYP による計算を行ったところ，
基底関数に 6-31+G(d,p)を用い，溶媒和モデルに
PCM や SMD などを適用した場合，MP2 と B3LYP
の配座エネルギーに大きな違いはなく，注目する
3 種類の配座異性体の存在比が大きくならないこ
とが分かった．

Fig 1. C1 conformation
of α-Gal

*gotoh@tut.jp
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7. 分子表面解析による統計的粗視化
四体ポテンシャルの開発

P19

（豊橋技科大院工）○石飛秀斗＊，中川卓也，孫林玉，
増田尚之，後藤仁志（埼玉大院理工）相田拓洋，西垣功一
1.

序論

抗体医薬の開発において，標的タンパク質に特
異的に結合するペプチドの探索は，低分子医薬開
発におけるリード化合物探索と同じである．埼玉
バイオプロジェクトで開発が進められている高
速分子進化による多様なペプチドアプタマ創出
技術は，そのリード探索と最適化を効率的に行う
新しい手法である[1]．我々はそのバーチャルスク
リーニングに相当する新しいドッキングシミュ
レーション技術も，実験と並行して開発してきた．
特に，Krishnamoorthy 等によって開発された統計
的四体ポテンシャル[2]によって高速化された
我々のドッキング法では，ポテンシャルの良し悪
しがペプチド結合部位を探索する上で重要であ
るが，フォールディング構造評価のために開発さ
れたオリジナルの四体ポテンシャルは，必ずしも
適しているとは限らない．それは，立体構造既知
のタンパク質の全てのアミノ酸残基の存在分布
を全て考慮して四体ポテンシャルが導出される
ためであることが分かってきた．そこで本研究で
は，ペプチドがタンパク質の表層に結合すると仮
定し，タンパク質表面解析技術を用いて，表面付
近に存在するアミノ酸残基のみ考慮して四体ポ
テンシャルを導出することにした．

2.

方法

る 4 つのアミノ酸残基の種類の重複組合せ（8,855
種類）と，残基間同士の連続・非連続による四面
体のクラス（5 種類）
（Fig. 2)によって，合計 44,275
種類に分類される．

{1-1-1-1} {2,1,1}

{3,1}

{2,2}

Fig. 2 Five classes of Delaunay tetrahedra. The solid
line shows a continuous between the residues.
③ スコアの決定 分類した各四面体のスコアは
以下の式を用いて，データセット中の四面体の実
際の出現頻度と，データセット内における 4 つの
アミノ酸残基のそれぞれの出現頻度とその四面
体のクラスの出現頻度から算出される予想され
た四面体の出現頻度の対数尤度によって求める．


Qijkl


 f ijkl

 log   
 pijkl 

(1)

式（1）の ijkl は四面体の頂点となる 4 つのアミノ
酸残基の種類，αは四面体のクラスを表している．

f ijkl
はデータセットのクラスαにおける，アミノ

酸残基の組合せ ijkl クラス α の四面体の実際の出


現割合 を表しており， pijkl はアミノ酸残基，四
面体クラスのそれぞれの出現頻度から予想され
る四面体の出現確率を示し，以下の式によって算
出される．

pijkl
 Cai a j al ak p

2,1 四体ポテンシャルの導出
四体ポテンシャルの作成手順は，①四面体の分
割と②分類，そして③それらのスコアを決定する
という 3 段階に分かれており，以下に各段階の方
法を示す．
① 四面体の作成 タンパク質を構成するアミノ
酸残基を代表点として置き，その点群をドロネー
四面体分割により，最近接する 4 つの代表点を頂
点とする四面体を作成する（Fig. 1)．

{4}

(2)

a i はアミノ酸残基 i の出現頻度を表し，他も同様
に jkl それぞれの出現頻度を表している． p は四
面体の種類αの出現頻度を示す．C は重複組合せ
を考慮する際に重みづけするために用いられ，以
下の式によって表される．

C

4!





t !

(3)

1 i

η は四面体に含まれるアミノ酸残基の種類数を表
し， t i はそのアミノ酸残基種 i の数を示す．
2.2 タンパク質表面の判定
Fig. 1 The process of tetrahedralons division
② 四面体の分類 四面体の分類は，その頂点とな

ここでは，溶媒効果を産出するために用いられ
る分子表面解析法を応用した．タンパク質を中心
として，それを覆うように球上にグリッド点を配

*ishitobi@cch.cs.tut.ac.jp
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置する．配置したグリッド点をタンパク質中心に
向かって，表面の原子に衝突するまで移動させる
（Fig. 3)．最終的にグリッド点と接触しているア
ミノ酸残基をタンパク質表面に存在するものと
した．

40%
30%
all

20%

surface
10%
0%

3.

結果と考察

本研究では，タンパク質表面から四体ポテンシ
ャルを導出し，また比較のため，オリジナルと同
様に，タンパク質全体から導いた四体ポテンシャ
ルを作成した．四体ポテンシャルの作成にあたり，
ユニークなアミノ酸配列のタンパク質データベ
ースである WHAT IF[3]と，配列の同一性によるタ
ンパク質選択サーバである PISCES[4]から構造決
定時の精度と配列の同一性に閾値を定め，複数の
タンパク質構造のデータを得た．
データセットにおけるアミノ酸残基と四面体
のクラスの各要素の出現頻度をそれぞれ Fig. 4 と
Fig. 5 に示す．Fig.4 と Fig. 5 の all と surface はそ
れぞれ，タンパク質全体と表面の残基の出現割合
である．タンパク質表面解析により，表面四体ポ
テンシャルは全体のものと比べ，LEU，ILE や VAL
等の非極性残基の割合は減り，また LYS，GLU や
ASP 等の極性残基が増えている．四面体のクラス
は，{2,2}と{3,1}の割合の傾向が二つのポテンシャ
ルで逆転している．
出現割合の減った非極性残基を含む四面体の
スコアは，表面四体ポテンシャルのほうが大きな
値となった．その一方で，内部の残基を無視した
ために，内部にしかない四面体が現れなくなった．
9%
6%

0%

ALA
VAL
PHE
PRO
MET
ILE
LEU
ASP
GLU
LYS
ARG
SER
THR
TYR
HIS
CYS
ASN
GLN
TRP
GLY

3%

all

surface

Fig. 4 Appearance frequency of amino-residues

{2,2}

{3,1}

{4}

Fig. 5 Appearance frequency of five class of
tetrahedral.
現れない四面体のスコアは必然的に最低のスコ
アとなり，探索の障害となることが予想される．
ペプチドとタンパク質間の四面体を構成する
アミノ酸残基の分布を Fig. 6 に示す．peptide と
protein は，それぞれタンパク-ペプチド間の四面体
を構成するペプチド側とタンパク質側のアミノ
酸残基の出現頻度である．ペプチド側には PHE
や PRO 等の非極性残基が，全体の残基の分布と
比べて多くなり，タンパク質側でも PHE や TRP
等の非極性の残基を多い．これらの非極性残基を
含む四面体のスコアは大きくなる傾向にあった
ので探索には有用であると考えられる．しかし，
SER や TYR の極性の残基が多くなっており，極
性残基を含む四面体のスコアは小さくなる傾向
になることから，これらについては，今後，詳細
な検討が必要になるだろう．
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%

0%

ALA
VAL
PHE
PRO
MET
ILE
LEU
ASP
GLU
LYS
ARG
SER
THR
TYR
HIS
CYS
ASN
GLN
TRP
GLY

(A) A target protein
(B) grid points-covered
Fig. 3 The determination method of a protein surface

{1,1,1,1} {2,1,1}

pot_all

protein

peptide

Fig. 6 Distribution of amino-residues which
constitutes tetrahedrons between a peptide and a
protein
これらの作成した四体ポテンシャルを用いた
活性部位探索の結果と検討をポスターセッショ
ン時に述べる．
[1] 埼玉バイオ III ，文部科学省地域イノベーシ
ョン戦略支援プログラム「高速分子進化技術
を 核 と す る バ イ オ ・ 者 づ く り 」，
http://www.saitama-j.or.jp/reds-2/
[2] B. Krishnamoorthy, A. Tropsha, Bioinformatics,
19, 1540-1543 (2003).
[3] http://swift.cmbi.kun.nl/swift/whatif/select/
[4] http://dunbrack.fccc.edu/Guoli/PISCES_OptionP
age.php
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2
Klepach らの報告[2]の 2JC2,H1，
JC1,H2 式を基準に，
我々は六員環上に存在する 8 種の 2JCH の経験式を
展開し，下式のように定義した．
2

3

3

n 1

n 1

J CH  C   An cosn   An    Bn cosn   Bn 

ここで，α，β はそれぞれ
α
Cx 上，Ca 上の置換基の回転
角で，C は定数，An，Bn は
それぞれ回転角の n（1~3）倍
β
角，σ は周期に対するパラメ
ータである．パラメータは 8 種の 2JCH で個別の値
とした．パラメータフィッティングに用いる参照
データは，α-Gal の 4C1 構造について，各置換基（4
つの H-C-O-H 及び O5-C5-C6-O6）を 30°刻みで
回 転 さ せ た 構 造 に 対 し ，
B3LYP/6-311+G(2d,p)//B3LYP/6-31+G(d,p) と PCM
法（水溶媒モデル）による NMR 計算で求めた 2JCH
を採用．フィッティングの結果，2JCH の参照デー
タとの差の RMS は 0.04~0.07 Hz となり，十分に
再現できていることが分かった．
2.3 実験測定条件を再現する糖水溶液アンサンブル
の MD 計算
2.3.1 実験測定条件のモデル化と MD 計算

ガラクトース（Gal）1 分子に対する水分子の数
を NMR 実験測定条件[1]から算出し，糖水溶液
MD モデルを作成する．NMR 実験時 α-/β-アノマ
ーが混合状態だったため，存在比が 1：1 および 1：
2 の二つの α-/β-混合モデル（1a1b，1a2b）を考慮
する．MD モデルの構築には，分子動力学ソフト
AMBER11[5]の LEaP を用い，分子力場として水分
子 TIP3P，糖分子 GLYCAM_06 を採用した．糖分
子の初期構造は CONFLEX6/MMFF94s[3]で得ら
れた最も安定なものを採用した．MD 計算には
sandar.MPI を用いた．
MD 計算は，エネルギー最小化，NVT アンサン
ブルによる系の緩和，NPT アンサンブルによる実
験環境の再現の手順で行う．今回は系全体のエネ
ルギーと密度がある程度一定になった時点から
実験環境が再現されたと見なし，NPT アンサンブ
ルの後半の立体構造解析を行うこととする．
2.3.1 MD 計算と経験式による 2JCH 値の算出

スナップショット内のすべての糖の置換基の
回転角から，作成した 2JCH 経験式を用いて 8 種の
2
JCH を算出，平均値をスナップショット構造の
2
JCH 値とする．さらに，各平均値を一定期間まで
積算することで、時間平均値を算出した．その結

7.0

JCH [Hz]

2.2.1 経験式の定式化とパラメータフィッティング

果，1a1b と 1a2b の両モデルの時間平均値は，積
算時間が短いうちは異なる値を示すものの，積算
期間を長くすることによってともに一定の値に
収束することが分かった．さらに，本手法による
2
JCH の時間平均値と ab initio 計算による手法を比
較したところ，本手法のほうが僅かではあるが実
験値を再現することが分かった．（Fig 2.）

2

2.2 2JCH 経験式の開発

5.0
3.0

ab initio
Gal_1a1b72
Gal_1a2b72
expl.

1.0
-1.0
-3.0

-5.0
-7.0
C1,H2

C2,H1

C2,H3

C3,H2

C3,H4

C4,H3

C4,H5

C5,H4

Coupled C,H
Fig 2. Comparison of 2JC,H values calculated by
ab initio and emprical equation methods

3. まとめ
水溶液中で優位に存在する安定コンホメーシ
ョンを特定するために，α-Gal の配座異性体につ
いて，理論手法，基底関数，溶媒和モデルなどを
組み合わせた立体配座解析を行った．その結果，
2
JCH の実測値を比較的再現するいくつかの配座異
性体が見つかった．ただし，溶媒効果を考慮する
ための溶媒和モデルの違いにより，その配座エネ
ルギーが必ずしも優位に評価されるわけではな
いことがわかった．このことは，高精度 ab initio
計算法を用いても，水溶液中の糖のコンホメーシ
ョンの予測が如何に困難であるかを示している．
また，アルドヘキソピラノース環上に存在する
8 種の 2JCH 値について，ab initio 計算による理論計
算値を経験式によって再現した．経験式と実験環
境を再現した MD シミュレーションによって得ら
れた 2JCH 時間平均値は，積算期間を長くすること
によって一定の値に収束するとともに，僅かにで
はあるが ab initio 計算による手法よりも実験値を
再現することができた．

【参考文献】
[1] M. Oikawa, S. Adachi, S. Kusumoto, Org Lett.,
2005, 7; 661-664.
[2] Thomas E. Klepach, Ian Carmichael, and
Anthony S. Serianni, J. Am. Chem. Soc. 2005,
127, 9781-9793
[3] CONFLEX6, H. Goto, S. Obata, T. Kamakura, N.
Nakayama, K. Ohta; Conflex Corp.,Tokyo, 2006.
[4] Gaussian 09, Revision A.02: M. J. Frisch, et. al.,
Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009.
[5] AMBER11, P.A. Kollman et. al., University of
California, San Francisco, 2010.
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8. DPC ミセルの分子動力学的基礎解析
○佐々和洋 1、長井昭太朗 1、林治尚 2、後藤仁志 1
1 豊橋技術科学大学（〒441-8580
愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1）
2 兵庫県立大学（〒671-2280
兵庫県姫路市書写 2167）
【緒言】
生体内で重要な機能を持つ膜タンパク質の立体構造解析に，溶液 NMR 法が頻繁に適用されて
いる．この解析法において，細胞膜を模倣することが期待される Dodecyl phosphocholine (DPC)
や Sodiumdodecylsulfate (SDS)などの界面活性剤は，タンパク質と会合することによって活性状
態にあるタンパク質の構造を維持したまま，それを水中に遊離させる役割を果たしている．した
がって，これら膜タンパク質の分子シミュレーションの結果を検証するためには，水中で界面活
性剤が会合したタンパク質の状態を表現することができる計算モデル（アンサンブル）を採用す
る必要がある．そこで本研究では，大規模な膜タンパク質-界面活性剤会合体のシミュレーション
を実施する前に，分子動力学（MD）シミュレーションで採用される様々な計算モデルの中で明
示的な水分子を多数含んだ最小モデルを構築できる水滴モデルの妥当性を検証するため，水中で
界面活性剤が形成するミセル状態のシミュレーションにこのモデルを適用し，実験データと比較
する．ここで検証される界面活性剤に DPC を採用し，会合数の異なるミセル構造を解析するとと
もに，それらの安定性を評価する自由エネルギー算出法について考察する．
【方法】
DPC の MD シミュレーションの初期構造を決定するため，まず，CONFLEX/ MMFF94s によ
る配座探索から得られた最安定配座に対して，Gaussian03 による HF/6-31G*レベルの ab initio
計算を適用し，DPC の各原子の原子電荷を Merz-Kollmans(MK)および Mulliken 解析によって
計算した．
Wüthrich らの実験によると水溶液中における DPC の会合数が 56±5 であることから，
フラーレン C52，C56，C60 および C70 の構造異性体の炭素原子座標を基点として，それぞれの
炭素数に対応する会合分子数から成る球状ミセルの立体構造（DPC52，DPC56，DPC60 および
DPC70）を構築した．水滴モデルの構築は，AMBER11 の各種ツールを用いて，各サイズのミセ
ルの周囲に水分子を球状に配置した．また，MD シミュレーション中に水の拡散を防ぐ球状殻と
して，水滴モデルの外側半径 60 Å に half-harmonic ポテンシャルを適用し，分子ポテンシャルと
して，DPC に対して gaff (general amber force field)，溶媒水に TIP3P をそれぞれ適用した．こ
のモデルの初期構造を緩和するため，最急降下法と共役勾配法による構造最適化を行った後に，
定温 MD シミュレーションを温度 298 K，1 fs の時間刻みで 1.5 ns まで実施した．この時，水素
原子を含む結合伸縮を SHAKE アルゴリズムによって拘束し，非結合相互作用のカットオフを 12
Å，非結合リストの更新を 1 ステップ毎に行なった．
【結果】
水滴モデルによるシミュレーションで水溶液中での DPC ミセルの状態を表現することができ
た．また，新たに提案した自由エネルギー計算手法でミセルの安定性を評価し，既存の方法であ
る MM-GBSA 法と比較した．詳細はポスターにて発表する．
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9. ハイブリッド並列分散処理技術による結晶計算法の開発
○佐藤充晃 1，後藤仁志 1，小畑繁昭 2(豊技大院，産総研)
1
豊橋技術科学大学大学院（〒441-85880 愛知県豊橋市天白町雲雀ヶ丘 1-1）
2
産業技術総合研究所（〒305-8568 茨城県つくば市梅園 1-1-1 中央第 2）
【緒言】
近年のマルチコア CPU の急速な普及によりコンピュータの演算能力は大きく上昇し，計算コスト
の高い結晶計算もまた計算時間の短縮と大規模系への対応が期待されている．汎用分子計算プログラ
ム CONFLEX1,2 の結晶計算は，分子間相互作用の計算部分を分散メモリ型並列分散処理技術 MPI によ
って並列化され，単位格子毎の分子間相互作用計算を多数の計算ノードに振り分けることで，90％以
上の並列化効率に達している 3．そこで本研究では，さらなる高速化と大規模化を目指し，共有メモ
リ型並列分散処理技術 OpenMP 4 を導入することで，MPI と組み合わせたハイブリッド並列分散処理
を実現することを目標とする．ここでは，単位格子内の分子間相互作用の計算部分を OpenMP で並列
化し，Multi-threads による計算効率について調べた．
【手法】
CONFLEX の MPI による並列化では展開された単位格子毎の分子間相互作用計算を各計算ノードに
振り分けている．今回は OpenMP で単位格子内の非対称単位の分子間相互作用計算を分割し各 Thread
に振り分ける．
【結果】
本手法を，有効結晶半径 20Å のアスピリン
(C9H8O4)結晶の結晶構造最適化に適用した．アス
ピリン結晶は単位格子内に 4 分子含んでいるが，
CONFLEX の結晶計算は，通常，非対称単位であ
る 1 分子を標的分子とする．ここでは Super Cell
化を行い，1 つの単位格子（4 分子の原子数 84）
を非対称単位として計算を行った．また，2 つの
CPU（Intel Xeon5680，3.33 GHz，6 cores）を搭載
し，主メモリ 96 GB を実装する計算機を用いた．
高速化率を計測した結果を Figure 1 に示した．
12 Threads で最大効率となり，1 Thread 時に対し
て 5 倍程度高速化されたことを確認した．この結
果は，MPI による単位格子単位の並列化効率が
90%以上であることに比べて，十分に効率的であ
るとは言えない．発表では，改善された
OpenMP による並列化効率と，ハイブリッド並列

Figure 1 Speed up on wall times of aspirin crystal
structure optimization.

分散処理の結果を報告する．
【参考文献】
1

大田一男，後藤仁志，
“CONFLEX6 : 結晶多形解析技術の開発”
，Mol. Sci. 1， NP001，2007.

2

後藤仁志，中山尚史，“分子力学法”，” 実験化学講座 12 計算化学”， 日本化学会編，丸善，2004.

3

小畑繁昭，後藤仁志 ，J. Compt. Aid. Chem., 9, 8-16 (2008); 小畑繁昭，後藤仁志，J. Compt. Chem.,

Japan, 7, 151-164 (2008)
4

牛島省， “OpenMP による並列プログラミングと数値計算法”， 丸善，2006．
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10. Finding peptide binding sites on a protein

with a parallel n-ary search tree algorithm
Takuya Nakagawa 1

Shuto Ishitobi 1

nakagawa@cch.cs.tut.ac.jp

ishitobi@cch.cs.tut.ac.jp

Hitoshi Goto 1
gotoh@tut.jp

1

Graduate School of Information and Computer Science, Toyohashi University of
Technology, Toyohashi, 441-8580, Japan

Keywords: docking simulation, protein-peptide interaction, n-ary search tree, the game of Go
In order to accelerate the drug discovery of antibody and peptide drugs, a new technique for
finding what peptide sequence is and where the binding sites on a target protein is expected.
General protein-ligand docking algorithm for low-molecular system cannot apply to such a
protein-peptide system, because even small size of peptide has many functional groups and
conformations[1]. Therefore, we have developed a new search method for ranking various sites
where a given peptide sequence is favorably binding on the target protein surface [2,3]. A
four-body statistical pseudo-potential developed by Krishnamoorthy and Tropsha has been used for
the fast evaluation of protein-peptide binding interactions [4]. Additionally, a parallel n-ary search
tree algorithm is adopted for more efficient and exhaustive search and to avoid missing high scored
binding site. In this poster session, we will discuss the efficiency of this se arch method.
[1] D. Plewczynski, et. al., J. Comp. Chem., 32, 742(2010)
[2] T. Aita, K. Nishigaki, Y. Husimi, Comput. Bio. Chem., 34, 53-62 (2010)
[3] N. Masuda，L. Sun，T. Aita，H.Goto，SCCJ2011 Annual Spring，1O06 (2011).
[4] B. Krishnamoorthy, A. Tropsha, Bioinformatics, 19, 1540-1548 (2003).
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11. POSIX スレッドによる並列化と実行時間モデル化
堂田

貴裕*，市川

周一 （豊橋技術科学大学・知識情報工学系）

Execution time estimation of a parallel program with POSIX threads
Takahiro Douta, Shuichi Ichikawa (Toyohashi University of Technology, Dept. Knowledge-based Information Engineering)
→
は−
x のサイズが 3 次キャッシュ容量 (8 MB) を超えたためであ

1 はじめに
近年のマルチコア化とマルチスレッド化の進展により，プ
ロセッサの並列度は著しく向上した．応用ソフトウェアの並列
化も年々進んでいるが，実行時に並列度を上げすぎると各種の
オーバヘッドにより実行時間が増大することがある．実行時間
を最小化するには応用の性質と問題サイズに応じて最適な並列
度を見積もる必要があるが，今日のシステムは複雑で正確なモ
デル化は難しい．
本研究では，POSIX スレッド (Pthreads) [1] を用いた並列プ
ログラムをマルチコア CPU 上で実行し，測定された実行時間
のモデル化が可能か検討する．

る．OpenMP のオーバヘッドは非常に小さく，逐次版とほぼ同
じ性能を達成している．Pthread 版のオーバヘッドは大きいが，

create と join のオーバヘッドだけであればモデルと一致するは
ずなので，32K ≤ n ≤ 4M ではそれ以外にも性能低下要因が
あると推測される．
（原因は調査中である．
）
次に図 2 にスレッド数 4 の評価結果を示す．スレッド数 4
の場合も OpenMP は高い性能を示している．Pthread 版の性
能は n = 512K までモデルと概ね一致している．OpenMP も
Pthread も n ≥ 1M では性能が低下し，性能差はほとんどない．
これは共有の 3 次キャッシュサイズをデータサイズが超えたた
めである．モデルではスレッド数に反比例して実行時間が減少

2 測定環境

すると仮定しているが，これはスレッド数に比例してメモリ帯

性能測定には Intel Core i7-860 (2.8 GHz)，主記憶 8 GB，

Ubuntu 12.04 の PC を用いた．ターボブースト機能は on とし，
最高 3.3 GHz で動作させた．コンパイラは GCC 4.6.3，Pthread
ライブラリには NPTL 2.15 を用いた．コンパイルオプションに
は-O3 を指定している．
本研究の最終目的は実応用のモデル化であるが，ここでは単

→
→
純のため n 次元ベクトル −
x のノルム |−
x |2 を計算するプログ
ラムを測定した．このプログラムは単純なデータ並列性を持つ
ので，比較のため OpenMP [2] による測定も行った．
まず逐次版プログラム (nothread) の実行時間 T0 (n) を測定し
た．次に Pthread ライブラリのオーバヘッドを測定するためス
レッドを create して join するだけのプログラムを作成し，スレ

域も増加することが前提である．そのためモデルの予測した性
能は現実と大きく乖離した．

4 おわりに
単純な並列処理応用であれば，OpenMP を用いて簡単に高性
能が得られる．今後は OpenMP の実行時間モデルを作成する
予定である．非定型な並列応用では Pthread や MPI の利用が必
須であるが，実行時間の予測は OpenMP より難しいと考えられ
る．キャッシュサイズやメモリ帯域のモデル化はモデル化に必
須である．今回はコア数以下の並列度で測定を行ったが，コア
数を超える場合の実行時間モデルは更に複雑になると予想され
る．いずれも今後の課題である．

ッド数 s を変えながら遅延時間 θ(s) を測定した．マルチスレッ
文

ド版プログラムの実行時間 t(n, s) は t(n, s) = θ(s) + T0 (n)/s

献

[1] “pthreads - POSIX threads,” Linux Programmer’s Manual
(7), 25 June 2012.
[2] OpenMP Architecture Review Board. “OpenMP,” 5 July
2012. http://openmp.org/

でモデル化できると仮定し，実測値との比較を行った．

3 測定結果
図 1 にスレッド数 1 の場合の評価結果を示す．横軸 n はベク
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Pthreads
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performance [G flops]

タ長である．逐次版の性能が n ≥ 1M で低下しているが，これ
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Fig.1 Evaluation results with 1 thread.
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Fig.2 Evaluation results with 4 threads.
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12. SSE とアンローリングによる性能向上手法の予備評価
宇山

和輝*，市川

周一 (豊橋技術科学大学 知識情報工学系)

Preliminary Results on the Performance Improvements by SSE and Unrolling
Kazuki Uyama, Shuichi Ichikawa (Toyohashi University of Technology, Dept. Knowledge-based Information Engineering)
degree 1, 2 ではほとんど効果が見られなかったが, degree 4, 8

1 はじめに
浮動小数点数の演算は科学技術計算において頻繁に用いられ
るため, SSE 命令やアンローリングによる高速化は重要である.

では性能向上に寄与した.

4 命令スケジューリングの効果

SSE [1] は Intel による浮動小数点命令の SIMD 拡張であり, 1

静的命令スケジューリングの効果を調べるため, プログラム

命令で複数の演算を実行することができる．アンローリングは

の最内ループの命令の順序を入れ替えて性能を測定した. 2 節で

基本ブロックのサイズを拡大し, 分岐命令の実行回数を減らす

述べたように SSE 命令 3 つ (load, mul, add) を n 回逐次実行す

ことで実行時間を削減する.

る命令列 (コード 1) と, load を n 回, mul を n 回, add を n 回の
順で並べた命令列 (コード 2) を比較する. コード 2 の方がデー

2 測定環境
本研究の目的は実応用の高速化であるが, 予備評価の題材とし
て n 次元ベクトル ~
x のノルム k~xk2 を用いた. このプログラムの
最内ループでは積和演算を行うが，それを SSE intrinsic のロー
ド ( mm load pd), 乗算 ( mm mul pd), 加算 ( mm add pd) で
実現する. 各 SSE2 命令は倍精度浮動小数点数を 2 つずつ処理
するため，最内周の SSE2 命令数は 3, 浮動小数点演算数は合計

4 (乗算 2, 加算 2) となる.
測定には Intel Core i7-860 2.8 GHz CPU, 主記憶 8 GB (DDR310700) の PC を用いた．OS は Ubuntu 12.04, コンパイラは gcc
4.6.3 を用い, コンパイルオプションとして “-O3” を付与した.

3 性能測定と結果
まず，SSE 命令を用いないプログラムと用いたプログラムの
性能を比較する. 次に SSE を用いたプログラムをアンロールし,
その degree による性能の変化を調べる. またコンパイラによる
アンローリング (-funroll-loops オプション) の効果についても
検討する.
測定結果を Fig.1 に示す. SSE 命令を用いたプログラムは用
いない場合と比較して約 2 倍の性能が得られた. これは SSE 命
令の演算並列性とほぼ等しい. 更にアンローリングを施した場

タハザードは起きにくいと予想される.
コード 1 の性能を基準としたコード 2 の相対性能を Fig.2 に
まとめる. Degree 2, 4 では，一部で性能向上が見られるもの
の，ほとんど差がない. これは命令ウィンドウの範囲内でハー
ドウェアが動的命令スケジューリングを行っているためと考え
られる. Degree 8 では，全体にわたって性能の低下が見られた.
コード 1 と 2 の相違を検討すると, 最内ループの命令数がコー
ド 1 で 28 命令, コード 2 では 35 命令であった. コード 1 では
xmm0 をワーキングレジスタとして繰り返し利用していたが,
コード 2 ではテンポラリレジスタを degree 数分必要とするた
めスピルコードが発生していた. XMM レジスタ数が 8 である
ため, アンローリングの degree に制限が生じることが判った.
コード 1 の場合は，プロセッサ内部のレジスタリネーミングに
より性能低下が回避されていると推測される.

5 おわりに
SSE, アンローリングを併用することによって性能を 4 倍程
度まで向上させることができた. 静的命令スケジューリングに
より更に性能が改善される場合もあるが, IA32 アーキテクチャ
ではレジスタ不足により適用が制約されることがわかった.

合, degree が増えるに従って性能は向上し, 8 のとき最もよい性
文

能が得られた. また “-funroll-loops” オプションを併用した場合,

献

[1] Intel, “プロセッサー - SSE2、SSE3、SSE4 の定義,”
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Implementation and Evaluation of modular
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calculations. Assuming that a is plaintextɼc is ciphertextɼ
{e, n} is public-keyɼ{d, n} is private-key, encryption and decryption processing is shown in Eq. 1.

Abstract—RSA encryption is widely used in public cryptosystems. However, according to recent development of computer processing, decipher can be executed in 512-bit key length. Therefore,
it has been recommended to move to RSA 2048 from RSA 1024.
However, as key length increases, the amount of computation
is increased for encryption. Consequently, we consider hardware
implementation of processing units. In hardware implementation,
the processing speed and circuit size is a trade-oﬀ relationship.
In embedded devices as the IC card reader, severe resource
constraints will be imposed.
In this paper, based on Coarsely Integrated Operand Scanning,
which is one of Montgomery multiplication, we suggest the
modular multiplication circuit architecture for adjusting the
trade-oﬀ processing speed and circuit size. We design modular
multiplication circuit using the proposed architecture at 4-radix.
Utilization for the circuit as follows: 146 slices, 461 registers, 685
look-up tables, which allows a compact implementation on the
FPGA with Spartan-6 XC6SLX45T. As results, maximum operating frequency is 213.022[MHz], processing time is 41.47[μs], it
was achieved 30 times faster compared with software processing.

Encryption : c = ae mod n
Decryption : a = cd mod n

The private-key d and public-key n is multiple-precision
integer has been used for more than 1024bit. Therefore, using
the division modulo calculation takes enormous processing
time. So without a division, Montgomery multiplication can
be calculated modulo eﬃciently using the shift operation is
widely used.
Montgomery multiplication algorithm is shown in Fig. 1.
Inputɿ

X = {xk−1 , ..., x1 , x0 }2
Y = {yk−1 , ..., y1 , y0 }2
N = {nk−1 , ..., n1 , n0 }2
R = 2k
Z = XYR−1 mod N
N  = −N −1 mod R

Outputɿ
Before calculationɿ
Algorithmɿ
1.
m = (XY mod R)N  mod Rʀ
2.
Z = (XY + mN)/Rʀ
3.
if (k ≥ N) then Z = Z − N ʀ
4.
return Z ʀ
*N and R are relatively prime, **X, Y < N

Index Terms—FPGA, Montgomery Multiplication, HighRadix, CIOS, RSA

I. Introduction
In recent years, ciphering of information and guarantee the
reliability of the communication are becoming an important
issue. The solution of this problem, there is RSA encryption is
the de-facto standard for public key encryption. Due to the key
length increase associated with the transition to the RSA2048
from RSA1024, increase in the amount of computation has
been a concern. In addition, severe resource constraints will
be imposed in embedded devices. In this paper, based on the
Coarsely Integrated Operand Scanning, which is one of the
Montgomery multiplication is performed modulo calculation
at high speed, we suggest the modular multiplication circuit
architecture capable of adjusting the trade-oﬀ between processing speed and circuit size.

Fig. 1.

Montgomery Multiplication

III. Coarsely Integrated Operand Scanning
In order to perform the Montgomery multiplication, it is
necessary to process in units of k(= 1024 − 4096) bits.
Therefore, multi-precise arithmetic is required. As a method
to perform the Montgomery multiplication without using the
multi-precise arithmetic, high-radix Montgomery multiplication has been proposed. High-radix Montgomery multiplication is performed in units of processing any word length w.
In this study, high-radix Montgomery multiplication in Cetin
Kaya Koc et al have proposed using the CIOS[3] algorithm
short of most processing time.
CIOS algorithm is shown in Fig. 2.

II. RSA Encryption
RSA encryption[1] is a public-key encryption, the encryption and decryption processing is performed by power-residue
978-0-7695-4893-7/12 $26.00 © 2012 IEEE
DOI 10.1109/ICNC.2012.65

(1)

334
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X = {x s−1 , ..., x1 , x0 }2w
Y = {y s−1 , ..., y1 , y0 }2w
N = {n s−1 , ..., n1 , n0 }2w
R = 2k
W = 2w
k(= sw)ɿInput number of bits
Z = XYR−1 mod N
n0  = −n0 −1 mod R

Inputɿ

of proposed architecture and existing architecture shown in
Table I.
TABLE I
Performance Comparison of Montgomery Multipliers

Outputɿ
Before calculationɿ
Algorithmɿ
1.
for i = 0 to s − 1ʀ
2.
C = 0ʀ
3.
for j = 0 to s − 1ʀ
4.
(C, S ) = z j + x j ∗ yi + C ʀ
5.
zj = S ʀ
6.
(C, S ) = z s + C ʀ
7.
zs = S ʀ
8.
z s+1 = C ʀ
9.
C = 0ʀ
10.
m = z0 ∗ n0  mod W ʀ
11.
(C, S ) = z0 + m ∗ n0 ʀ
12.
for j = 1 to s − 1ʀ
13.
(C, S ) = z j + m ∗ n j + C ʀ
14.
z j−1 = S ʀ
15.
(C, S ) = z s + C ʀ
16.
z s−1 = S ʀ
17.
z s = z s+1 + C ʀ
18.
if (Z ≥ N) then Z = Z − N ʀ
19.
return Z ʀ

Fig. 2.

Architecture
Ours
Area

146 slices

Operating frequency
Radix
FPGA

213.022 MHz
22 (w = 2)
XC6SLX45T
(1 slice =
four 6-input LUT
+ eight FF)

[4]
1522 slices
11 multipliers
70.7 MHz
24 (w = 4)
XCZVP50
(1 slice =
one 4-input LUT
+ one FF)

Compared to paper[4], our method, the circuit scale is
downsized to about 1/10. Assuming a case designed in the
same environment, we considered our circuit scale becomes
3(= 6/4(LUT input) ∗ 4/2(w)) times, as a result, downsizing
to about 1/3.
In addition, the comparison of hardware (HW) processing
time and software (SW) processing time of this circuit shown
in Table II. We are using the javac 1.7.0 05 compiler, and
java language to SW development. SW processing was performed CPU:Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHzɼ
Memory:DDR3 4GB at Windows 7 x64.

CIOS Algorithm

TABLE II
Time Comparison of SW / HW

SW processing
HW processing

Fig. 3.

Processing time[μs]
1275
41.47

Cycle Number
58436
8834

This circuit processing was about 30 times faster compared
to the SW processing.

CIOS Architecture

VI. conclusion
IV. Circuit Architecture

When performing a RSA encryption calculation processing
unit hardware acceleration, severe resource constraints will be
imposed in embedded devices. Therefore, based on Coarsely
Integrated Operand Scanning, which is one of Montgomery
multiplication, we proposed hardware implementation of modular multiplication for adjusting the trade-oﬀ processing speed
and circuit size. It was conﬁrmed that the FPGA design
using the proposed architecture, a small and high-speed circuit
design is possible.

By over a high-radix Montgomery multiplication, the unit
radix 2w (w[bit]: any word length) processing becomes possible. In this paper, based on the Coarsely Integrated Operand
Scanning, which is one of the Montgomery multiplication is
performed modulo calculation at high speed, we suggest the
modular multiplication circuit architecture capable of adjusting
the trade-oﬀ between processing speed and circuit size. The
proposed architecture is shown in Fig. 3. All the bus width is
w[bit]. In this architecture, multiply accumulate unit becomes
the critical path. Therefore, provided a dedicated multiply
accumulate unit using Wallace Tree. Also, if we have a
dedicated output memoryɼ it is necessary to address control,
extra control time delay occurs. Consequently, unnecessary to
address control by using two shift register.
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V. System Evaluation
We design modular multiplication circuit using the proposed
architecture at 4-radix as prototype, before implementation of
ASIC. As result of logic synthesis, maximum operating frequency is 213.022[MHz]. The performance results comparison
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