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９つのトラック 
 Computer Science 
 (1) Computer Fundamentals 
 (2) Computational Modeling 
 
Computer Systems 
 (3) Computer System Design 
 (4) VLSI Design 

  
Computer Network Systems 
 (5) Computer Network Systems  
 

 Applied IT 
 (6) Biomedical Information         
     Technologies 
 (7) Robotics & Control 
 (8) Virtual Reality & Human 
Interface 
 

 Software Engineering 
 (9) Software Engineering  
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モデリングとは？ 
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脳の構造（物理的）モデル 
実際の脳を開けなくても、脳の仕組みがわかる 

医学（脳を守る） 



モデリングとは？ 
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脳の構造（計算）モデル 
実際の脳を使わなくても、判断、学習、思考などの
機能を計算機械で実現できる AI（脳を作る） 



モデリングとは？ 
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グラフィックモデルだけではなく、数式、論理式などで
与えることもできる（ニュートンの運動法則と同じ） 

  y=f(x) 
 
任意の入力に対して出力を求める関数 
 情報伝達モデル 
 
  s(k+1)=P[ s(k), x(k) ]; y(k)=Q[ s(k), x(k) ] 
 
任意の時刻における「状態」とそのときの
入力をもとに、次の状態と出力を求める  
 状態遷移モデル 
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クイズ 

モデルは、 
どのように作られたのでしょうか？ 



モデリングのサイクル 
1. 実験でデータを取得する。 

2. データ解析をし、関連性、類似性、トレンド、などを見つける。 

3. 仮説、定理、などを立てる。 

4. 計算モデルを作る。 

5. 数値シミュレーションを行う。 

6. シミュレーション結果を解析し、実データとの整合性を評価する。 
◦ 整合性がある： 
◦ プロトタイプを作り、実用化を試みる。 

◦ 整合性が不足する： 
◦ １．に戻り、さらに実験データを取得し、理論、モデルなどを改善する。 
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数値シミュレーション 

MEXT SC WG Doc. No.4, 2004 

 ３つの科学的アプローチ 
• 実験的アプローチ 
• 理論的アプローチ  
• 数値シミュレーション 
 
特徴 
• 時空間的制約がない 
• 定量的な情報が得られる 
• 速い・安い・安全 
• 計算負荷が大きい 
   →大規模計算になりがち 
     スパコンが必要 



2017/6/27 

Super Computer Network 

大
阪
大 

BoxCluster + SuperMicro + Primergy  

SX/9 

地球シミュレータ 

SX/9 

東
北
大 会津

大 
海洋
機構 

ES 
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Computational Modeling 
 → Numerical Simulation 

 数値シミュレーションとは？ 

  計算機の中で、ものや現象を 

    ・再現し、観察し、理解する （数値実験） 

    ・得られた知見を利用して、 
 新しい理論を構築する 
 新しい技術を開発し、応用する 
 最適化を図る 
 未来や未知の状況を予測する 
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自然現象：核融
合、天気、潮、津
波、投資、人口変

動、などなど 

観察・観測 

観測データ 
新知見 

考察・モデリング 

分析 可視化 
        データマイニング 

基礎（支配）方程式 
物理モデル 

その他（仮説etc.) 

定理、法則 

実
験 

計算モデル 

計算結果（データ） 
新知見 

法則 

予測：工学的応用、その他 

可視化 
データ 
 マイニング 
最適化 

理
論 

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン 

計算 
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なにができるか？ 
 何でもできる（原理的に出来ない物はない） 
  ・自然、日常的現象の再現、解明 

  ・非自然、非日常的現象の再現、解明 

    

 特に有効な応用分野 
  ・頭の中では処理しきれないほど複雑な現象の解明 

  ・実験できないものの（数値）実験 

   極大・極小スケールの現象、危険な現象、高コストの現象など 

  ・仮説の検定 
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具体的には？ 
 自然現象の解明・予測 

• 銀河の形成・衝突・気候変動予測（地球温暖化など） 
• 災害予測（地震・津波・台風など） 
• 火災・大規模事故（大気拡散、海洋汚染など） 

  
 ものつくり 

• 創薬・新材料開発 
• CAE（宇宙船、超音速ジェット、自動車、船舶、その他） 
• 疲労・破壊・寿命予測 
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具体的には？ 
 医療 

• 生命科学（タンパク質、細胞、血管、臓器、人体） 
• オーダメイド医療、予防医療 

  

 エンターテイメント 
• ゲームの物理的アニメーションなど 
• 参加型映画 
• 祖先との会話 

2017/4/25 14 



Mach contour 
HIVウイルスと抗HIV製剤分子との 
相互作用解析 

HIVプロテアーゼ 
（増殖に必須の酵素） M6 wing 

数値シミュレーションの例 
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F16 High-K 材料 

Al 

O 
Hf 

数値シミュレーションの例 
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気象のシミュレーション 
Simulation of Jan 13 2003 
Lake Effect Snowstorm 
五大湖域における筋状雲 
（防災研・トロント大学） 
CReSSによる計算 

衛星画像 

CReSS 
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気象のシミュレーション 
8月29日午前3時 

8月29日午前6時 

左：降水量の観測値（mm/hr） 中：解像度1kmのシミュレーション 右：気象庁5kmのシミュレーション 

集中豪雨のHindcast実験（CReSS) 
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放射性物質の拡散 

3/15 3-11pm 

3/16 3-11am 

風向きが変わっている 

  Cs137の拡散 高度2km以下 

3/15 4-11am 

風向きが変わっている 
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クイズ 
他に、数値計算、数値シミュレーションでできる 

ことを考えてみてください。 
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現象の観察と考察 
   規則・法則の発見 
      モデリング（数学、物理、化学など） 
   数学モデルの離散化と解法 
    数学（微積、線形代数など）      
    計算力学、計算物理    
    アルゴリズム、数値解析、信号処理 
  実装、 計算 
    コンピュータリテラシー 
    プログラミング 
    プログラム最適化 
    ベクトル処理、並列処理 
   計算結果の分析・評価 
    データハンドリング 
    可視化処理（アニメーションを含む） 
    機械学習、データマイニング 

何を学べばよいか？ 

オールマイティである 
必要がありません！ 
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ご清聴ありがとうございます 
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