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Ⅰ．計画の概要

■プログラム名：地域再生人材創出拠点の形成（事後評価）
■プロジェクト名：企業を牽引する計算科学高度技術者の養成
■機関名：国立大学法人神戸大学
■総括責任者名（役職）：福田 秀樹（学長）
■連携自治体：兵庫県
■実施期間：５年間
■実施経費：総額 ２１４.４百万円（間接経費・環境改善費込み）

１．プロジェクト概要
地域の現状と地域再生に向けた取組状況
理化学研究所は、世界最先端・最高性能（10 ペタ Flops）の「次世代スーパーコンピュータ」（以下、次世
代スパコン）を神戸ポートアイランドに設置中で、平成２４年度内に完成の見込みである。次世代スパコン
の設置に伴い、地域企業も徐々に研究開発で計算機シミュレーションの導入を始めている。地元大学の
神戸大学も文部科学省大学院教育改革支援プログラム（大学院 GP）で「大学連合による計算科学の最先
端人材育成」が平成１９年度に採択され、２年半の間、計算科学の教育方法やカリキュラムについて種々
の試行を行い、数多くの成果を上げ、現在最終報告をまとめている。この大学院 GP の活動の一環として、
兵庫県の計算科学振興財団と協同で多数回にわたり並列計算等の社会人教育講習会を開催し、企業か
らの多くの受講者が参加し、好評を得ている。今後は、それぞれの受講者に最適なカリキュラムが提供で
きる教育体制を構築し、企業で計算機シミュレーションの活用を先導できる計算科学の人材育成を目指
す。

地域再生人材創出構想
問題解決のための計算機シミュレーションの本質や有用性を理解し、様々な研究分野で計算機シミュレ
ーションを活用できる人材の裾野を拡大し、兵庫県地域はもとより日本全国の企業で計算科学を先導でき
る人材を育成・輩出することが、本申請の社会人教育の主たる目的である。企業からの受講者それぞれ
異なるスキルを持ち、教育開始時の知識レベルも異なれば、それぞれの受講者の達成目標も異なる。そ
こで、受講者個人個人に最適なテーラーメイドの教育カリキュラムを提供する。いつでもインターネット経
由で質問が可能なプログラム相談室の設置など手厚い指導体制で人材育成を目指し、企業の研究開発
に新しい風を吹き込むものである。
自治体との連携・地域再生の観点
兵庫県内企業への計算科学技術の導入と実用化に取り組む計算科学振興財団から全面的な協力を得
て、県の産業政策である「ひょうご経済・雇用活性化プログラム」の一翼を担う形で、県との密接な連携をも
とに事業を展開していく。地域再生計画「計算科学高度技術者の集積によるスーパーコンピューティング
研究教育拠点の形成計画（案）」において、兵庫県は、次世代スパコンの立地に向けた研究開発支援体
制の整備などを通じて“成長産業の育成と基幹産業の競争力強化”を目指している。本人材養成ユニット
では、地域再生の取組の中で整備される高度計算科学研究支援センター（仮称）及び、同センターに整
備される小型スパコン、実習室等を最大限に活用すると共に、兵庫県の財政支援・人的支援のもと地域活
性のため連携を進めて行く。
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ミッションステートメントの概要
計算機シミュレーションは、すべての研究開発分野で利活用されている技術であり、昨今の計算機の驚
異的な発達に伴い、計算機シミュレーションは、理論と実験に並ぶ第３の科学技術手法として位置付けら
れている。これからの企業における研究開発に不可欠な計算機シミュレーションに関して、その理論的な
考え方から、対象とする現象のモデリング、スパコンを用いた解法、シミュレーション結果の解析法まで、
計算機シミュレーションに必要なすべての知識と技術を教育し、どんな分野でも迅速に対応できる能力を
もつ人材を養成するのが到達レベルである。本提案の人材養成構想により再教育する社会人は、企業に
おける研究開発をリードし、企業に貢献すると確信できる。中間時には、６０名以上の計算科学高度技術
者を、終了時には１００名を越えることが目標である。
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「企業を牽引する計算科学高度技術者の養成」の実施体制
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１．Simulation School
世界最先端の講義
SMASHのカリキュラム
２．大学の授業の公開
３．充実した演習とそのサポート体制
４．インターシップと共同研究窓口

特任
教授・助教

質問室

神戸大学・兵庫県
運営会議
カリキュラム委員会
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「企業を牽引する計算科学高度技術者の養成」の実施内容
アドバイザリー
ボード会議
・
カリキュラム
会議

社会人テーラーメイド教育
知識も、スキルも、達成目標 すべて異なる受講者
アドバイザーによる面接・試験

テーラー
相談室

テーラーメイドの個別カリキュラム
講 義（個人に最適な選択）

シミュレー
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 シミュレーション・スクール
 多種多様な講義
 １時限単位のつまみ食い受講

教育
用並
列
コン
ピュ
ータ

演 習
 企業共通な課題（企業特有の課題)
 インターネット経由での質問
 成果発表

質問室 (他の受講者からの質問)

修 了

企業
大学
研究
機関
との
連携

【ミッションステートメント】
（１）地域再生人材創出構想の概要
兵庫県の産業は、鉄鋼業・非鉄金属や化学、金属製品、一般機械などを中心に製造業が地域の基幹産
業として重要な地位を占めている。SPring-8 やＸ線自由電子レーザーなど県内に集積する先端技術研究
施設の研究成果を活用した次世代成長産業の創出に向けた自治体の取り組みも進展しているものの、地
域経済の持続的成長を図るためには、兵庫の強みであるものづくり産業を次世代型製造業へ転換し国際
競争力を強化することが欠かせない。
兵庫・神戸地域には、次世代スーパーコンピュータを駆動力として、トップレベルの計算科学・計算
機工学の研究教育拠点が形成されることから、この知見の集積を活用し、プロダクト・イノベーション、
プロセス・イノベーションをいち早く実現するための基盤技術として、最先端シミュレーション技術の
導入・普及を図り、研究開発や設計プロセスの劇的な高度化・高効率化の実現を目指す。そのために本
人材養成ユニットでは、計算機シミュレーションの本質を理解し、企業内での計算機シミュレーション
の利活用を牽引できる人材の輩出を目指すものである。

（２）３年目における具体的な目標
本人材養成ユニットは５年間で、最終的には社会人と学生に対する計算科学人材育成センターの樹立
を目標としている。最初の半期には骨格になる指導方法、指導体制、支援体制の試行錯誤が行われ、ほ
ぼ中間である３年目までには、夫々の基本方針・基本制度の確立を行う。受講者の到達レベルは、計算
機シミュレーションの基本である解明対象のモデル化を理解し、自作でプログラムの作成ができ、シミ
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ュレーション結果の本質を見抜く能力をもつ人材である。この人材養成には、少人数教育が必須である
こと、過去の社会人向け講習会の実績や「次世代スーパーコンピュータ利用推進協議会」の企業会員数
３４社を鑑みて、年２０名が妥当と考える。３年目で総計６０名となる。

（３）実施期間終了時における具体的な目標
５年間の実施期間終了時には、一人一人の社会人に適したテーラーメイドのカリキュラムの指導、シ
ミュレーション相談室による手厚い演習の指導、他の受講者を指導して初めて修了できる新しい教育方
式、以上の新機軸の教育体制の確立を目標とする。なお、実施期間終了時には、当初の３年間で目標と
された養成人数から最終的には１００名の修了者を輩出することを目標とする。この新教育体制から輩
出される受講者は、シミュレーション相談室で養われた指導力をもって企業で新しい研究開発を牽引し
て行くものと確信する。

（４）実施期間終了後の取組
本人材養成ユニットの終了時に、実施期間中に得たカリキュラム、教育方法を基礎に、神戸大学に計
算科学人材育成センターの設立を計画している。このセンターでは、社会人をはじめ全国の大学の大学
院生の教育に発展させる予定である。そのために全国共同利用型センターとなることを目指すものであ
る。科学技術振興調整費による支援後に自立するために授業料の有料化を行う。有料化しても十分に自
立できる内容のある受講価値の高い人材育成センターにするため、常に改良を繰り返し発展させていく
計画である。

（５）期待される波及効果
企業内のイノベーションをいち早く実現するための基盤技術として、
最先端シミュレーション技術の
導入・普及を図り、研究開発や設計プロセスの劇的な高度化・高効率化の実現を目指す。本人材養成ユ
ニットで養成された人材は、企業内の研究開発部門で計算機シミュレーションの手法を取り入れた研
究開発を牽引するものと期待される。計算機シミュレーションを用いることにより、新しい研究開発分
野の創成も不可能ではなく、企業を活性化することができる。新製品を次々と世に送り出すことにより
地域再生へとつながるものと確信する。また、本人材養成ユニットの取組は、地域産業の強みであるも
のづくり産業を、国際競争力を備えた次世代型製造業へ転換するものであり、その波及効果は地域の
持続的発展となってあらわれるものと期待される。

２．採択時コメント
本提案は、提案機関が計算機シミュレーション分野で培ってきた高い教育・研究実績及び連携自治体が企業
との共同作業で上げてきた実績をもとに、テーラーメイド的な教育を通じて企業内の幅広い技術者を計算機シミ
ュレーションのエキスパートに養成しようとする取組であり、実効性が高く評価できる。
実施に際しては、地域再生計画との連動性をより一層明確にして人材養成を進めていくことを望む。また、テ
ーラメイド的な養成と受講者に共通するニーズに対する充足を両立できような工夫を期待すると同時に、多様な
分野の現場で有効となりえる指導が効率的に行われることも期待する。
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Ⅱ．成果の概要
１． 目標に対する達成度
本事業では、２つの教育コースを設定して企業の受講者を教育した。その一つである基礎コースは、シミュ
レーションに関して初心者から並列プログラミングまでの中級の受講者に対する１週間のシミュレーション・スクー
ルである。一方、応用コースは、個々の受講者に対しての個人指導である。教育カリキュラムや課題など、すべ
て受講者に適したものを提供する。本事業終了時の平成２７年３月末までの養成人数は、基礎コース８９名、
応用コース７２名で、総計１６１名（目標人数:基礎コースと応用コース合算で１００名）に達した。地
域定着率に関しては、兵庫県とその周辺の企業からの受講者が大多数を占めることから、関西地域での地域定
着率は５年間平均で７８％となっている。しかし、前半３年間は兵庫県下の企業に集中し、後半２年間は中
間評価の指示があり、日本全国への展開を図った結果、中間評価の９０％から７８％となった。
最終年度の平成２６年度の後期に遠隔インターラクティブ講義「計算生命科学の基礎」（別添１．遠隔インタ
ーラクティブ講義「計算生命科学の基礎」・フライアー、別添３．カリキュラム（シラバス）：計算科学教育センター
遠隔インターラクティブ講義「計算生命科学の基礎」を参照）を開講した。この講義には岡山大学、金沢大学、
長浜バイオ大学などの大学をはじめ、北海道から沖縄までの創薬関連企業からの受講申込が２３９名あった。
１５回の講義において常時１００名近い受講者が聴講した。今後は、「計算生命科学の基礎」を毎年開講と同時
に、新たに「流体シミュレーション」や「物性シミュレーション」の遠隔インターラクティブ講義を企画している。なお、
インターラクティブとは、TV 会議システムを活用し受講者からの質問を受け、コミュニケーションしながら講義す
る形態を意味している。個別の指導が必要とされる演習にも、この取組みを活用し、演習を全国で同時に受講
可能なシステムの構築を開発し、国内のいかなる場所からでも演習に参加できれば、所在地に依らず、講義や
演習、テーラー相談を受講することが可能となる。
もう一つの新しい試みとして、シミュレーションに関するセミナーを希望する企業で開講する出前講義を試行
し、大きな成果を上げることができた。神戸大学で開催するセミナーは、複数の企業からの参加を得て、シミュレ
ーションを多くの企業に受講してもらう長所はあるが、反面、企業秘密に絡み、他社がいるセミナーで具体的な
質問がまったく出せない短所がある。一方、受講生が単一企業の場合、具体的な開発上での問題点を質問す
ることが可能となり、今までにない議論を展開することができた。三菱電機株式会社先端技術総合研究所で出
前講義を実施した時には、同研究所内の４１名の参加者から技術的に細かい質疑応答があり、多人数相手の
テーラー相談が実現できた。
以上に示したように、本事業の基礎コースと応用コースの修了者として１７０名、半年に及ぶ１５回の遠隔イン
ターラクティブ講義の参加者が２３９名、出前講義で４１名の参加を得たことは、本事業の大きな成果と考える。

２．人材養成手法の妥当性
基礎コースでは、初心者から中級者を対象に１週間のシミュレーション・スクールで、計算機に接続する方
法から始まり、スーパーコンピュータの並列計算を実行するためのプログラムの作成法までを講義する。この基
礎コースは、採択時コメントの「受講者に共通するニーズ」に、特に対応したものである。他方は応用コースで、
中級者から上級者を対象に、受講者の異なるスキルや個別の達成目標に対応した個人指導による教育である。
両コースともテーラーメイド教育のコンセプトを取り入れ、個人個人に適したカリキュラムにより、シミュレーション
手法を教授するものである。ただし、シミュレーションにおいて、研究分野の違いにより、そのモデル化の方法、
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数式化に用いる基本方程式、基本方程式の解法、シミュレーション結果の表示法が個々の研究分野で異なる
が、基本的なシミュレーション手法であるモデリング、計算機による解法、シミュレーション結果の表示と解析・評
価はすべての課題に共通するものである。個々異なるカリキュラムであっても、この基本的なシミュレーション手
法の理解を第一の目標とするものであり、シミュレーション科学の人材養成手法としてもっとも基本的であり、もっ
とも妥当な手法である。

３．実施体制・自治体等との連携
神戸大学の教員、本事業で雇用した神戸大学特命教員、そして兵庫県、神戸市、神戸商工会議所の出捐
により設立された計算科学振興財団のコーディネータで実施メンバーを構成し、本事業プログラムを運営した。
特命教員を含む神戸大学の教員は、主にシミュレーションの教育に重きをおいて活動し、計算科学振興財団の
コーディネータは、企業への本事業の広報と斡旋を主に担当した。計算科学振興財団のみならず兵庫県と神戸
市が、種々の催しやネットワークを活用して、本事業の広報を自ら担当した。このように、企業への広報は自治
体が担当し、教育に関しては神戸大学の教員で担当する完全な分業でシミュレーション教育を実施し、効率の
高い運用を実現した。

４．人材養成ユニットの有効性
兵庫県には、重工業関係をはじめ多くの製造業が集積し、日本の産業界を担っている。これらの企業からの
受講者が、シミュレーション手法を学び、企業での製品開発や設計、製作に貢献している。約半分の受講者が
修了後も継続して受講を希望していることから、本人材養成ユニットが有効に成果を出していることが明らかであ
る。また、指導教員と共同研究に発展している例があり、その例を「４．人材養成ユニットの有効性（１）養成修了
人材が地域で活躍する仕組み」に示した。今後は、テーラーメイドとして指導教員と連携し、より高度なシミュレ
ーション教育を実現し、企業がシミュレーションを広く活用することを継続的に支援する。

５．継続性・発展性の見通し
神戸大学の学内にシミュレーションを普及させることを目的に、神戸大学内に計算科学教育センター
（http://www.eccse.kobe-u.ac.jp、別添２．計算科学教育センター・パンフレット）を平成２６年４月に設置した。こ
の計算科学教育センターの教育対象者を他大学の学生や企業人に広げることにより、本事業の継続を目指し
ている。文部科学省、兵庫県や神戸市との協議で、シミュレーション教育の重要性は共有認識になっており、本
事業の継続の要望が非常に高い。また、統合研究拠点の新設など神戸大学における支援も広がり、現在、全国
の大学の共同利用計算科学教育センターの実現に向けて努力している。この計算科学教育センターを京速コ
ンピュータ「京」の隣接地に設置し、連携することにより、世界有数のシミュレーションの研究教育拠点を実現して
いる。
計算科学教育センターは、平成２６年度の大学機関別認証評価（教育評価）の基準２「教育研究組織」にお
ける評価結果において、以下の観点から神戸大学の優れた点として評価された。
「平成２６年度に計算科学教育センターを設置して、学内における計算科学の共同教育研究拠点を形成し、シ
ミュレーション教育研究を自然科学分野だけにとどまらず、人文・人間科学分野、社会科学研究分野、生命・医
学分野にも発展させている」
6

６．採択時コメントへの対応
採択時コメントとして、３項目があげられている。
①

実施に際しては地域再生計画との連動性をより一層明確にして人材養成を進めていくことを望む。
兵庫県が掲げる地域再生計画は、京速コンピュータ「京」で象徴されるシミュレーション手法を企業に普及
させることを目的としている。本事業は、「３．実施体制・自治体等との連携」で述べたとおり、この地域再生
計画の中心的な役割を自治体と協力しながら実施している。

②

テーラメイド的な養成と受講者に共通するニーズに対する充足を両立できような工夫を期待する。
本事業では、２つの教育コースを設定し、テーラーメイド的な養成を担う応用コースと、受講者に共通する
ニーズに対する教育コースとして基礎コースを設定している。この２つのコースにより柔軟にいかなる受講
者にも対応が可能で、それぞれの受講者に適したシミュレーション教育を実現している。

③

多様な分野の現場で有効となりえる指導が効率的に行われることも期待する。
シミュレーションは、あらゆる研究分野で活用できる研究手法である。このシミュレーションを多様な分野で
有効に活用するためにはそれぞれの分野に対応した教育が必要ではあるが、シミュレーションの基本的な
手法は、第一に解くべき問題をモデル化し数式化する。その数式を計算機により解を求める。その計算結
果を念入りに解析し、評価して、課題を解決しているかどうか判断する。このシミュレーションのプロセスを
十分に理解すれば、様々な現場での課題を解くことができるものである。そのために、本事業ではシミュレ
ーションの基本プロセスの理解を第一の目的に教育を行った。

７．中間評価への対応
中間評価のコメントとして、主に６項目があげられている。
1.

総合評価：人材養成にとどまらず、養成修了者と指導教員との共同研究により、地域産業の高
度化に資する事例が数多く創出されることを期待する。
テーラーメイド応用コースで、受講者に最適な指導教員を組み合わせることにより、指導教員がもつ知識
と経験を受講者に効率良く伝授することが可能となり、技術の継承として価値の高い取組と考える。特に、
大学や研究機関を退職した研究者を活用することを目指して、計算科学教育センターのテーラーメイド相
談で共同研究を推進することも重要な任務である。共同研究を広め、企業がシミュレーションを活用するこ
とができれば、企業内でプロダクト・イノベーションやプロセス・イノベーションを起こすことができ、企業を活
性化することができる。新製品を次々と世に送り出すことにより地域再生へとつなげることが期待される。

2.

個別評価①進捗状況：自治体や大企業だけではなく、中小企業従事者及び小規模教育機関からの受
講生の受け入れに対しての対応を期待する。
兵庫県の中小企業のための公益社団法人である兵庫工業会や、姫路商工会議所内に設置された「はりま
産学交流会」と協議し、中小企業に対する広報活動を実施している。遠隔インターラクティブ講義・演習に
より、気楽に自社で受講できるような体制を作るとともに、講義内容も中小企業従事者などの初心者にも
理解できる初歩的な講義も準備している。
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3.

個別評価②人材養成手法の妥当性：中小企業従事者など向け教育やサイバーセキュリティ関連科目
の充実を期待する。
中小企業従事者向けの計算科学の初級カリキュラムの検討として、基礎コース・シミュレーション・スクール
の初日に開催する「UNIX と Fortran」の講義を全くの初心者でも理解できるような内容として、中小企業従
事者の受講生にも理解可能な講義内容に改めた。サイバーセキュリティ関連科目として、基礎コース・シミ
ュレーション・スクールで「なら情報セキュリティ総合研究所」の所長・日置慎治教授（帝塚山大学経営学
部・経営情報学部・学部長）による講義を実施し、情報セキュリティに関して注意を喚起した。

4.

個別評価③実施体制・自治体等との連携：自治体や大企業だけではなく、地元中小企業への積極的
な展開を期待する。
兵庫県の中小企業のための公益社団法人である兵庫工業会や、姫路商工会議所内に設置された「はりま
産学交流会」と協議し、中小企業に対する広報活動を実施している。中小企業向けの講義としては、次の
「個別評価④人材養成ユニットの有効性」に記載したように、遠隔インターラクティブ講義の科目を増やし、
初歩のシミュレーションの講義を充実させることにより、初心者の中小企業からの参加者にも受講しやすい
ように改善を図っている。

5.

個別評価④人材養成ユニットの有効性：神戸にとどまらず全国展開を視野に入れると同時に、中小
企業からの参加者の拡大も図りながら、プロジェクトを実施していくことを期待する。
全国の企業にシミュレーションを普及させるために、ＴＶ会議システムを活用した遠隔インターラクティブ講
義・演習を実施し、日本のどこからでも受講を可能とすることにより全国展開を図っている。遠隔インターラ
クティブ講義「計算生命科学の基礎」では、北海道から沖縄まで２３９名の受講申込みがあり、常時１００名
ぐらいの受講者を得た。遠隔インターラクティブ講義の科目を増やし、初歩のシミュレーションの講義を充
実させることにより、初心者の中小企業からの参加者にも受講しやすいように改善する。

6.

個別評価⑤継続性・発展性の見通し：神戸だけではなく日本の製造業の国際競争力強化に貢献する
ことを期待する。
事業を継続するために、神戸大学は、学内センターの位置付けで計算科学教育センターを平成２６年４月
に、神戸ポートアイランドの計算科学研究機構に隣接する統合研究拠点に設置した。平成２６年度は事業
内容を計算科学教育センターへ継承するための作業を実施した。事業終了後となる平成２７年度以降は、
計算科学教育センターが本事業を継続する。更に、本センターを学内センターから全国共同利用センタ
ーに発展させ、全国の大学や企業にシミュレーションに関する情報の発信に努め、日本の製造業の国際
競争力強化への貢献を目指す。また、計算機シミュレーションは、製造業にあって新たなプロダクト・イノベ
ーションやプロセス・イノベーションをもたらすものであり、日本の製造業を再生・発展させるためにその重
要性は非常に高い。その有用性を全国に発信するために、日本全国に広がる企業への広報を強化する。
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Ⅲ．所要経費
補助対象経費

（単位：百万円）
２２年度

２３年度

２４年度

２５年度

２６年度

３.２

１４.８

１４.９

１５.０

１４.４

１２.０

１２.０

１２.０

１２.０

（１名）

（１名）

（1 名）

（1 名）

１.４

２.８

３.１

３.０

２.４

２．設備備品費

１４.２

４.１

０.０

０.０

０.０

（１）教育環境の整備

１４.２

４.１

０.０

０.０

０.０

１．人件費
（１）特命教授
（２）特命准教授

備考

１.８
（１名）

（３）特命助教
（４）補助員

ワークス
テーショ
ン（シミュ

３．消耗品等

１３.９

１１.１

８.６

９.９

６.９

レーション
計算と可

４．旅費

１.６

２.０

２.０

１.７

１.９

視化のサ
ーバー）

５．その他

６．間接経費
７．環境改善費
計

４.６

９.２

１０.４

９.３

１０.７

１１.２

－

－

－

－

－

２．７

８.１

８.１

０.０

４８.６

４３.９

４４.０

４４.０

３３.９

総計
２１４.４

（内、自己資金）

補助対象外経費

（０.０）

０.０

（０.０）

０.０
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（０.０）

（０.０）

（０.０）

０.０

０.０

０.０

（０.０）

総計
０.０

Ⅳ．成果の詳細
１．目標に対する達成度
（１）養成人数の目標と実績
人材養成のカテゴリー

養成修了者数

（コース等）

実績

・基礎コース

８９ 人

目標

合算で１００人
・応用コース

７２ 人

合 計

１６１ 人

１００ 人

※「実績」は、実施期間終了時点で既に修了している養成修了者数（予定は含まない）

本事業の提案段階では、すべての教育カリキュラムをテーラーメイドの一つのコースだけで実施する計画で
あったが、採択時コメントで指摘された「テーラーメイド的な養成と受講者に共通するニーズに対する充足を両立
できるような工夫」に対処するために、もう一つコースを増やし、２種類のコース設定を行った。一つは提案通りの
応用コース、もう一つを共通するニーズに対するコースとして、１週間のシミュレーション・スクールによる基礎コ
ースとした。このシミュレーション・スクールでは、提案時の内容を変え、共通ニーズとしての基礎を重視した内
容とした。基本的な計算機の扱い方からプログラム言語、もっとも基本となるシミュレーションのモデリングからシ
ミュレーション結果の可視化と解析を学ばせるコースである。シミュレーション・スクールの後半では、スーパーコ
ンピュータの並列プロセスを習得するためのOpenMPやMPIなどの並列化プログラミングを、実際のコンピュータ
を用いて入門的な演習を実施するものである。このコースにより、シミュレーションの基本的な講義により、初心
者から中級クラスの受講者の共通ニーズを満たすカリキュラムを目指している。
一方、応用コースは、実際に企業でシミュレーションを用いた製品開発に従事している中級や上級クラスの
受講者に対するものである。すでに研究開発のテーマを持ち、シミュレーションを実際に進めている受講者は、
有している知識も経験も異なり、達成目標もまったく個別であることから、テーラーメイド的に個人指導で教育す
るため、指導する内容も期間もすべて異なるものである。また、提案時のシミュレーション・スクールの内容は個
別のセミナーとして必要に応じて開催している。

（２）養成人数以外（拠点形成）の目標と実績
本事業の教育拠点を京速コンピュータ「京」に隣接する場所に確保すること、京速コンピュータ「京」の一筐体
を教育目的で導入すること、シミュレーションの計算結果を詳細に解析するための三次元可視化システムを導
入することで、企業の受講者への教育環境を整えた。
1.

神戸大学統合研究拠点の竣工
神戸大学は、神戸ポートアイランドの計算科学研究機構の京速コンピュータ「京」に隣接する場所に
新たに統合研究拠点を建設した。平成２３年３月に竣工し、本事業は２階に拠点を持つことが承認され
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た。２階には、教員室をはじめテーラー相談室用の部屋や、神戸大学教育用計算機に接続できる端
末と研究室を用意し、シミュレーション相談室とした。また、セミナーや講義が可能な２４名収容のセ
ミナー室を設置し、現在は５０名収容のセミナー室に拡大した。この階を拠点に本事業を実施した。さ
らに、平成24年３月には、研究拠点の隣に３５０名収容できるカンファレンス・ホールを竣工し、使用を開
始した。
2.

京速コンピュータ「京」の一筐体の導入
本事業では、パソコンを使った小規模のシミュレーションから、世界最速クラスの京速コンピュータ
「京」の全ノードを使用するような大規模シミュレーションまで、あらゆるシミュレーションの手法を教育す
ることが目的である。特に、京速コンピュータ「京」を使うためには「京」と同じアーキテクチャを持つ計算
機が必要である。キャッシュの使い方、メモリへのアクセス法や、ノード間または筐体間でのデータ転送
など、プログラムのチューニングは計算機システムのハードウェアに依存するからである。そのために京
速コンピュータ「京」の商用機である富士通FX-10の一筐体の導入を申請し、承認された。富士通FX-10
は平成２４年７月３０日から稼働開始し、本事業の受講者への使用講習会を開催した。この富士通
FX-10には、受講者のみならず他大学の学生や、シミュレーションソフトウェアを開発する企業にも使用
を開放し、京速コンピュータ「京」への前段階のプログラム開発に供与し、京速コンピュータ「京」の利活
用が促進した。なお、富士通FX-10は平成23年度文部科学省施設整備費補助金（大学教育研究特別
整備費）で導入した。

3.

三次元可視化システムの導入
シミュレーションでは、シミュレーション結果の表示法がたいへん重要となる。特に、京速コンピュータ
「京」を使用する超大規模シミュレーションでは、その計算結果のデータ量は膨大で、その膨大なデー
タから目的とする結果を見出すことがたいへん困難である。また、データを解析することは至難となる。
そこで、三次元の可視化システムを利用して、シミュレーション結果を三次元に表示し、自由に画像を
動かしてデータを分析したり、三次元表示の中でデータを編集することができれば、データ解析にたい
へん有効である。この可視化技術は、本事業での重要な教育項目である。そこで、平成２３年５月に寸
法で８m×３m×３mの没入型三次元可視化装置を統合研究拠点の１階に設置した。可視化技術の習
得を希望する受講者に講習会と演習を行っている。なお、三次元可視化装置は平成22年度文部科学
省国立大学設備整備費補助金で導入した。

4.

計算科学研究機構との連携契約の締結
神戸大学と理化学研究所計算科学研究機構は、平成２４年5月15日に計算科学・計算機科学分野
における連携協定を調印した。神戸大学は、平成22年度に京速コンピュータ「京」との連携も視野に入
れたシステム情報学研究科を設置した。同研究科の計算科学専攻は全国初となる「博士 (計算科
学)」の学位を授与することができる。
一方、計算科学研究機構は、「利用者視点に立った共用施設としてのスーパーコンピュータ「京」の
運用」及び「計算科学分野と計算機科学分野の連携、融合により先進の科学的成果と技術的ブレーク
スルーを生み出す国際的な研究拠点の形成」を基本コンセプトとし、平成22年7月、ポートアイラン
ド地区に「計算科学研究機構」を設立し、平成24年9月末に共用を開始した。計算科学研究機
構では、我が国の計算科学の発展のための中核的拠点を形成し、京速コンピュータ「京」を核に分野
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融合型研究や人材育成等を先導するために、国内外の計算科学分野や計算機科学分野に関連する
研究機関や大学等とも積極的に連携し、研究開発や人材育成を進めている。これらの連携・協力活
動により、本事業における教育レベルの向上に繋がっている。
5.

プリ・ポスト処理用計算機の導入
シミュレーションのためには、課題現象の解析モデルの作成、計算のためのメッシュの生成や初期条
件境界条件の設定から、計算後に結果の分布状態や最大値などを検索するための補間や平滑化な
どの基本的な統計処理、また大規模データから関心領域（Region of Interest）のデータ抽出や計算結
果の可視化などのプリ・ポスト処理が必要不可欠で重要である。今回導入するプリ・ポスト処理用計
算機は京速コンピュータ「京」に直結し、膨大なデータを高速に転送し、既に導入した三次元立体表示
システムを活用して、大規模シミュレーション用のプリ・ポスト処理を実現する。このプリ・ポスト処理用
計算機を共用化して、今後のシミュレーション教育に供与する計画である。
なお、プリポスト処理用計算機は、平成26年度文部科学省国立大学設備整備費補助金で導入した。

（３）客観的な情勢の変化等（社会ニーズの変化等）への対応
京コンピュータの次世代スーパーコンピュータ：エキサフロップス（１００倍）スーパーコンピュータの開発
理化学研究所は、2014 年 4 月 1 日（火）より 2020 年の完成を目指しエクサスケール・スーパーコンピュータ
（ポスト「京」）及びその性能を最大限に引き出すアプリケーションソフトウエアの開発に着手した。本開発は文部
科学省が推進する「エクサスケール・スーパーコンピュータ開発プロジェクト」に基づいて実施されるものである。
理研は「エクサスケール・スーパーコンピュータ」の開発開始に伴い、計算科学研究機構に「エクサスケールコン
ピューティング開発プロジェクト（Exascale Computing Project）」を設置し開発にあたる。なお、今回開発する「エ
クサスケール・スーパーコンピュータ」は、神戸市の計算科学研究機構内に設置することに決定されている。この
エクサスケール・スーパーコンピュータの実現に向け、この超高速スーパーコンピュータを駆使し、今までシミュ
レーションが不可能だった現象をも解明する可能性がある。このエクサスケール・スーパーコンピュータを利活用
できる人材育成が求められることは当然であり、本事業の必要性はますます増大するばかりである。
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２． 人材養成手法の妥当性
（１）地域のニーズ
兵庫県ならびに関西地域は、鉄鋼業・非鉄金属や化学、金属製品、一般機械などを中心に製造業の比率
が全国平均よりも高く、業種別の一人当たり総生産額も他業種を上回るなど製造業が地域の基幹産業と
して重要な地位を占めている。そのため、生産プロセスでシミュレーションを用いた設計や各種のパラ
メータの設定などの活用による生産プロセスにおける格段の高効率化が期待される。未だ、シミュレー
ションの必要性は感じるが、実際に活用している企業は、かなり少ない。また、企業にあってはなかな
かシミュレーションに関する知識の習得がむずかしいのが現状である。この様に、企業にあってはシミ
ュレーションの必要性は認めるものの、シミュレーションをふんだんに活用している企業は大企業であ
っても数少ない。また、シミュレーションの必要性を認め、既製のシミュレーションソフトを導入した
企業でも、シミュレーション結果を解析し、評価できる企業も少ない。これらの企業にシミュレーショ
ンの手法を教授することはもとより、関西地区のみならず日本全体にシミュレーション手法を普及させ
ることは、まさに日本企業にとってプロダクト・イノベーションである。
製造業における構造解析や流体解析などのシミュレーション手法の活用は３０年の歴史があるが、バ
ブル崩壊と「失われた１０年」の経済不況が進む中、シミュレーション手法の活用の重要性は認識され
ながらも２０００年前後からシミュレーションに関わる人員の縮小や人材養成への投資縮小も更に進
んでいる。一方、近年の計算機の大規模並列化による性能向上と低廉化は大量のパラメータ・スタディ
を可能とし、国際的に競争力のある製品を開発するためには過去とは比較にならないほどのシミュレー
ションの活用が求められている。即ち、ここ数年来、人材の払底とこれを解決するための人材育成が求
められている。このような事情は、あらゆる研究開発の分野においても同様である。
企業からの具体的なニーズとしては、
・社内に残る数少ないシミュレーション技術者のスキルを高度化させること。
・今後の当該技術を担う若手の初期教育を充実させること。
・企業であるが故に具体的に課題解決を求められているテーマを中心にしたいこと。
・単に計算するだけの人材ではなく、物理・工学現象を理解できる人材を養成したいこと。
・大規模並列化、大量パラメータ・スタディのスキルを身につけること。
などが挙げられ、これらのニーズに応えなくてはならない。

（２）人材養成の手法・方法と実施結果
実施状況（取組毎）
実施期間（実施日）

取組名

平成２２年 7 月 30 日

カリキュラム委員会開催

平成 22 年 9 月 17 日

アドバイザリーボード会議開催

平成 22 年 10 月 25 日～
10 月 29 日
平成 22 年 12 月 6 日～

第１回基礎コース・シミュレーション・スクール開催
第２回基礎コース・シミュレーション・スクール開催
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12 月 10 日
平成 22 年 12 月 22 日
平成 23 年 2 月 28 日～
3月3日
平成 23 年 5 月 9 日～
5 月 13 日
平成 23 年 5 月 27 日
平成 23 年 7 月 7 日
平成 23 年 7 月 8 日
平成 23 年 7 月 12 日

「個別要素法（ＤＥＭ）シミュレーション」の特別講義開催
第３回基礎コース・シミュレーション・スクール開催

第４回基礎コース・シミュレーション・スクール開催
「非線形有限要素法」の特別講義開催
「直接モンテカルロ法（DSMC 法）アルゴリズムの解説とその応用例」の特
別講義開催
「非線形有限要素法-応用編—」の特別講義開催
「反復解法ライブラリを使って連立 1 次方程式を解いてみよう」の特別講
義開催

平成 23 年 7 月 14 日

「初学者のための分子動力学シミュレーション（ＭＤ）」の特別講義開催

平成 23 年 8 月 19 日

「逆モンテカルロ法」の特別講義開催

平成 23 年 9 月 13 日

「冷凍サイクル・シミュレーションの高度化テーマ」の特別講義開催

平成 23 年 9 月 26 日～
9 月 30 日
平成 23 年 11 月 24 日
平成 23 年 12 月 6 日
平成 23 年 12 月 19 日
平成 24 年 2 月 14、15 日、
23、24 日

第５回基礎コース・シミュレーション・スクール開催
「格子形成法の基礎と応用」の特別講義開催
「ゼロ対角成分を有する大規模行列線形問題の反復解法について」の
特別講義開催
「逆モンテカルロ法（中級編）」の特別講義開催
第６回基礎コース・シミュレーション・スクール開催

平成 24 年 3 月 19 日

「プログラムチューニング」の特別講義開催

平成 24 年 3 月 21 日

「逆モンテカルロ法（上級編）」の特別講義開催

平成 24 年 3 月 22 日

「SCIGRESS ME による分子動力学法演習」の特別講義開催

平成 24 年 4 月 3 日

アドバイザリーボード会議開催

平成 24 年 5 月 21 日～
5 月 25 日

第７回基礎コース・シミュレーション・スクール開催

平成 24 年 7 月 26 日

「熱交換シミュレーション」の特別講義開催

平成 24 年 7 月 26 日

「熱交換をともなう機器の数値解析例」の特別講義開催

平成 24 年 9 月 13 日、14 日
平成 24 年 12 月 10 日～
12 月 14 日
平成 25 年 1 月 23 日

「富士通 FX-10（「京」の一筐体と同一のアーキテクチャ）の使用方法とチ
ューニング方法」の講習会開催
第８回基礎コース・シミュレーション・スクール開催
「分子動力学シミュレーション・ソフトの LAMMPS」の特別講義開催
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平成 25 年 1 月 31 日
平成 25 年 2 月 4 日、
3 月 18 日

「逆モンテカルロ法初級編」の特別講義開催
創薬シミュレーション・スクール開催

平成 25 年 3 月 22 日

「構造シミュレーション・ソフト LS-Dyna」の講習会開催

平成 25 年 3 月 25 日

アドバイザリーボード会議開催

平成 25 年 3 月 28 日

「DEM（離散要素法）」の特別講義開催

平成 25 年 3 月 28 日

「FX-10 プログラムのデバッグのためのプロファイル」の講習会開催

平成 25 年 6 月 19 日

創薬シミュレーション・スクール開催

平成 25 年 8 月 5 日〜
8月9日
平成 25 年 8 月 26 日〜
8 月 30 日
平成 25 年 8 月 30 日
平成 25 年 9 月 2 日～
9月6日
平成 26 年 2 月 18 日
平成 26 年 3 月 5 日〜
3月7日
平成 26 年 3 月 10 日
平成 26 年 8 月 4 日〜
8月8日
平成 26 年 8 月 20 日〜
9月5日
平成 26 年 9 月 8 日～
9 月 12 日

RIKEN AICS HPC Summer School 2013 開催

北米 Brown 大学と海外連携シミュレーション・スクール開催
「創薬 Gromacs」のシミュレーション・スクール開催
第９回基礎コース・シミュレーション・スクール開催
「創薬 Gaussian と Gromacs」のシミュレーション講習会開催
RIKEN AICS HPC SPring School 2014 開催
「創薬 Gaussian と Gromacs」のシミュレーション講習会開催
RIKEN AICS HPC Summer School 2014 開催

北米 Brown 大学と海外連携シミュレーション・スクール開催

第１０回基礎コース・シミュレーション・スクール開催

平成 26 年 11 月 5 日

「創薬 Gromacs」のシミュレーション・スクール開催

平成 27 年 2 月 10 日

「ＦＭＯ計算法の創薬への応用」の特別講義開催

平成 27 年 2 月 25 日
平成 27 年 3 月 4 日〜
3月6日
平成 27 年 3 月 17 日

「スーパーコンピュータを活用した大規模数値解析の具体的事例と最新
動向」の特別講義を三菱電機で開催
RIKEN AICS HPC SPring School 2015 開催
アドバイザリーボード会議開催

○基礎コース
・

取組内容
基礎コースは、初心者から熟練者まで幅広く受講生のために、コンピュータを用いたシミュレーショ

ンの基礎的知識を習得するための短期集中コースである。このコースでは、神戸大学の演習室の端末か
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ら計算科学教育センターのスーパーコンピュータπ-computer（富士通 FX-10：京コンピュータの一筐体）
を使用した演習を主体にカリキュラムを構成した。初日の講義は、全くの初心者の中小企業の方でも受
講可能なように、コンピュータへの接続方法の解説から始まり、スーパーコンピュータの基本言語であ
る Fortran の使い方を、
演習を行いながら指導する。
２日目はシミュレーション手法の流れを解説する。
モデリングによる計算式の算出、計算式からプログラムの作成法、シミュレーション結果の解析と評価
を演習しながら指導する。３日目は、シミュレーション結果を可視化する方法について解説する。４日
目と最終日には、中級レベルの並列コンピュータのプログラミングについて講義する。
具体的な取組内容と、受講者が習得すべき知識・スキルとその到達レベルについてまとめる。なお、
詳細は別添３のシラバスを参照のこと。
1.

UNIXとFortran
(1) 講義内容：計算科学教育センターのスーパーコンピュータ（π-computer）の概要、シス
テムログインなどの説明、UNIXの基礎（コマンド）、エディタの使い方（gedit）、
Fortran90/95入門と演習
(2) 習得すべき知識：π-computerの基本的な使用方法、特に、パソコンによる計算と異なる
バッチシステムによる計算プロセス、エディタを使ってのプログラムの入力法とプログラ
ムの走らせ方、最後にプログラム言語のFortranである。
(3)

到達目標：
1. UNIX システム上でプログラム開発を行うのに最低限必要なコマンドやディレクトリ
の概念を理解する。
2. Fortran90/95 を使って、入出力、条件文、反復文、変数および配列の使用を含む簡単
なプログラムを作成・コンパイル・実行することができる。
3. プログラムの構造化記述を行うために必要な Fortran90/95 構文を理解する。

2.

熱伝導（流体）のシミュレーション
(1) 講義内容：熱伝導（流体）の課題を通してシミュレーション手法を講義する。課題対象問
題の説明、基本方程式とその離散化、数値計算法、熱伝導（流体）シミュレーション・プ
ログラムの演習と計算結果の解析と評価。
(2) 習得すべき知識：熱伝導（流体）力学に用いられる偏微分方程式の分類とその特性、およ
びそれらに適した離散化手法、計算機を用いた演算法、計算結果の可視化手法。
(3)

到達目標：熱伝導（流体）力学、熱伝導（流体）工学の基礎を理解し、流れのシミュレー
ション技術を習得する。この講義により、シミュレーションの手法のプロセスを理解する。

3.

シミュレーション結果の可視化
(1) 講義内容：可視化ソフトウェアAVSを用いた可視化入門を講義する。AVSへのデータ変換例
と流体計算結果の可視化演習（渦データの可視化）。
(2) 習得すべき知識：可視化の基礎概念、可視化後のデータ解析とその評価。
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(3) 到達目標：与えられた簡単なデータを二次元の画像データに変換し表示する。その結果か
ら物理的な評価法を理解する。

4.

並列プログラムの作成
(1) 講義内容：本講義では、並列計算の基礎について学ぶとともに、OpenMP を用いた共有メモ
リ型計算機の並列プログラミング、MPI を用いた分散メモリ型並列計算機の並列プログラ
ミングに関する演習を行う。
(2) 習得すべき知識：並列プログラミングを行う上での基本的な技術を習得すること。
(3) 到達目標：
1.

並列計算機と並列処理の基礎を理解する。

2.

OpenMP を使って共有メモリ型並列計算機上での並列プログラミングの作成ができ
る。

・

3.

MPI を使って分散メモリ型並列計算機上での並列プログラミングの作成ができる。

4.

簡単なシミュレーション・プログラムについて，並列化ができる。

募集・選考方法
基礎コースのシミュレーション・スクールは、ホームページ（平成２６年４月から計算科学教育セ
ンターの HP）、各種のメーリングリストを用いて受講者の募集を行っている。また、計算科学振興
財団、兵庫県や神戸市のネットワークを活用した公募を行っている。

・

選考結果
受講者には、テーラー相談を受けてもらい、アドバイスをする。しかし、この基礎コースの受講対
象者を、初心者から簡単なシミュレーションを活用しているレベルに設定していることから、計算
機端末の制限を越えない限り、希望者全員を受け入れている。また、１週間のコースは、企業の受
講者にとって５日間連続して時間を割くことが困難なことから、受講できる範囲での受講を認めて
いる。

○
・

応用コース
取組内容
初心者から上級者まで、受講希望者にテーラー相談を行う。このテーラー相談では、受講者の希
望、スキルおよび達成目標について検討し、受講者に最適なカリキュラムを提案する。企業からの
受講者には、シミュレーションの経験のない初心者から、すでにスーパーコンピュータを用いたシ
ミュレーションを行っている上級者まで千差万別である。初心者にはまず基礎コースの受講を勧め
る。受講者の都合により１週間の基礎コース参加が困難な場合は、個別に基礎コースにおいて必要
な講義を特別開講として対応するなど、受講者に合わせた対応を行う。受講者の希望する研究内容
により、最適な指導者を選択して、指導者と共に教育内容と達成目標を定め、受講を開始する。受
講が終了した段階で、成果発表会を開催し、達成目標への達成度から、修了判定を行う。具体的な
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内容を以下に示す。
(1) テーラー相談で、受講希望者のもつ知識やスキルと、受講者が習得を希望する内容をテー
ラー相談の担当者とで協議する。ここでは、１人または複数の指導者を決める。指導者に
関して受講者から希望がある場合は、希望を優先して依頼する。
(2) 受講者、指導者とテーラー相談員で、研究テーマ／課題、到達目標、受講すべき講義や演
習などのカリキュラム、受講期間を決める。
(3) 研究テーマ／課題には、企業内で実際に担当している課題か、具体的な課題を少し一般化
したものに変えた課題か、もっと一般的なテーマかを決める。この課題には種々雑多で、
非常にむずかしい課題から、簡単な課題まで含まれる。２例を示す。
1.

課題のモデリングに重点をおいたカリキュラム。例えば、ガス・バルブの設計におい
て、バルブ中のガスの流れをシミュレーションするためのモデルの検討と、シミュレ
ーション結果に対する解析法を指導する。

2.

シミュレーション・プログラムの高速化。企業内で作成したシミュレーション・プロ
グラムが遅いため、高速化を課題とした。プログラムのステップごとの計算時間を求
め、各ステップにおけるチューニングを指導する。

(4) 受講方法も多種なカリキュラムを用意している。
1. 指導者によるセミナー：指導を開始する時に、教育内容について担当する指導者によ
るセミナーを受講する。ただし、このセミナーは他の企業の受講者にも公開する。
2. 神戸大学の講義：神戸大学システム情報学研究科計算科学専攻の講義を受講者に公開
する。半期１５回の講義に学生とともに受講して、基礎的な講義から各種のシミュレ
ーションの応用までの知識を得ることができる。添付のカリキュラム表を参照。受講
例として、計算材料学を２名が受講した。
3. 輪講形式の講義：通常の講義と異なり、教員と少人数の受講者で１冊の教科書を詳細
に吟味する輪講形式の講義を開講する。開講例として、「流体シミュレーション」に
関して、週１回の講義を１１月７日〜３月２９日までに１７回開催した。３月２９日
の課題発表による受講終了後も「流体シミュレーションの上級編」として講義を開講
し、継続して修了者全員が受講を続けている。
(5) 習得すべき知識：シミュレーション手法に関する知識の習得がこれらのコースの目的であ
る。解くべき課題をモデル化するモデリング、モデリングされた計算式をプログラム、計
算したシミュレーション結果を解析するための知識を習得する。
(6) 達成目標：達成目標は受講者により個々異なる。シミュレーションのモデリング、プログ
ラムの作成法・高速化、データ解析法など多種多様で、受講者、指導者とテーラー相談員
との協議で決める。その達成目標への達成度は、個別の発表やレポートなどで成果を評価
して、修了判定を行う。
・

募集・選考方法
応用コースの募集は、基礎コースと同様に、ホームページ、各種のメーリングリストを用いて受講
者の募集を行っている。また、計算科学振興財団、兵庫県や神戸市のネットワークを活用した公募
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を行っている。また、計算科学振興財団による企業の個別訪問により応用コースの説明と勧誘が効
果的である。
・

選考結果
受講希望者は、全員テーラー相談を受ける。このテーラー相談では、受講者が希望する内容や教育
内容を議論して、その結果、受講を決定する。

○講義・実習機材・教材、e-ラーニング 等の整備状況と活用状況
1.

Ⅳ．成果の詳細（２）養成人数以外（拠点形成）の中間目標と実績で記述したように、京速コンピ
ュータ「京」の一筐体（富士通FX-10）と三次元可視化システム(π-CAVE)の導入が実現され、最高級
の実習機材が整備された。更に、平成２６年度大学教育研究基盤強化促進費によるシミュレーションの
プリ・ポスト処理のための専用計算機の導入が認められた。富士通FX-10と同様な性能を持ちなが
ら、特別な並列化を必要としない共有メモリー型の計算機を平成２７年８月稼働で準備を進めている。こ
の計算機により高度な３次元可視化が実現され、受講者にも開放して活用するための講習会の準備も
進めている。

2.

e-ラーニング：講義はe-ラーニング用にe-コンテンツ化して、一般公開できるように準備を進
めている。

3.

ＴＶ会議システム：講義は教室以外からも受講が可能なようにＴＶ会議システム（WebExとポリ
コム）を常時使用可能とし、受講者の便宜を図っている。このＴＶ会議システムを用いて遠隔
インターラクティブ講義「計算生命科学の基礎」を開講し、２３９名以上が受講申込した。

4.

神戸大学のみならず全国の大学をはじめ国立の研究機関等の研究者に講義や実習の担当を依頼
しながら、非常に幅広い指導者のネットワークを構築している。特に、シミュレーションに大
変実績のある教育研究機関を退職した研究者のネットワークに重点を置いている。数十年間に
わたり積み上げた実績を最大限に教育に活用することが目的である。

（３）被養成者の到達度認定の仕組みと実施結果
○基礎コース
基礎コースでは、課せられた課題の正解度により、到達度を評価する。その評価も８０点以上を修了とし、難
易度の高い評価を行っている。ただし、基礎コースでは、全日程に参加した受講者のみを評価対象とし、基礎コ
ースの一部の受講を希望した受講者や、都合により全部の講義に出席できなかった受講者は評価対象外とし
た。また、遠隔インターラクティブ講義や出前講義では、到達度認定を行っていないので、修了評価を実施しな
い。

○応用コース
応用コースでは、受講者のスキルや達成目標が大きく異なる。それぞれの受講者は、テーラー相談で個別
の達成目標を設定している。期間終了時に発表を行い、担当指導者やテーラー相談員による質疑応答や口頭
試問の結果を踏まえて、達成目標への達成度を評価する。
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（４）人材養成システムの改善状況（被養成者の評価等の反映）
1.

基礎コースの講義内容のうち、２日目の講義「流体シミュレーション」は、当初「熱伝導シミュレーション」
でシミュレーションの手法解説をおこなっていたが、受講者のアンケートから「流体シミュレーション」の
希望があったため変更した。しかしながら、２日目の講義は基礎的なシミュレーションの手法の解説を
目指すもので、基礎方程式を用いる「熱伝導シミュレーション」に講義内容を戻し、「流体シミュレーショ
ン」他、種々の研究分野のシミュレーションに関しては、それぞれで単独のセミナーとして開講すること
とした。

2.

上記、Ⅳ．成果の詳細（２）養成人数以外（拠点形成）の中間目標と実績で記述したように、平成
２４年 5 月 15 日に理化学研究所計算科学研究機構と神戸大学は、計算科学・計算機科学分野におけ
る連携協定を締結した。この協定により、計算科学研究機構の研究者による講義や指導が可能となり、
指導者のグループが拡大され、様々な研究分野の人材育成が可能になる。

3.

本事業では、アドバイザリーボードとして、外部の有識者からなる委員会を開催し、事業内容や人材育
成法について、常に評価を実施している。この評価や指導のもとに講義内容や受講者の評価方法の
改善を行っている。特に、企業からの２名のアドバイザリーボード委員が、企業サイドからの要望と評価
を行っている。アドバイザリーボード会議は年２回の開催を目標にし、運営方針を議論し、客観的な立
場からの評価を実施する場としている。評価内容としては、シミュレーション・スクールなどの教育手法
の有効性についての議論、カリキュラムの内容の評価、特に、計算科学研究機構や戦略分野との協力
体制に関する評価・指導を受けた。

4.

地域ニーズに関しては、計算科学振興財団のみならず、兵庫県、神戸市、神戸商工会議や次世代ス
ーパーコンピュータ利用推進協議会などを通して、地域の要望を取り入れたセミナーを開催している。
また、中小企業を主に対象としている兵庫県立工業技術センターが主宰しているエレクトロニクス研究
会で、シミュレーション手法に関するニーズを調査している。
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３．実施体制・自治体等との連携
（１）実施体制
神戸大学の教員、本事業で雇用した特命教員と、計算科学振興財団のコーディネータで実施メンバーを構
成し、本事業プログラムを運営している。なお、計算科学振興財団とは、兵庫県、神戸市、神戸商工会議所の
３者で設立した財団で、理化学研究所の京コンピュータの立地地域として、計算科学研究機構の支援を
目的としている。運営会議で、主たる教育プログラムを決定し、テーラー相談室による個人指導を実施している。
また、半期ごとの基礎コースのためのシミュレーション・スクールと、様々なテーマでのセミナーを開催している。
本事業に関する評価委員会として、外部有識者によるアドバイザリーボード会議を開催している。

（２）自治体等との連携状況
自治体等との主たる連携先は、計算科学振興財団である。計算科学振興財団は、京コンピュータの利
用者支援とその産業利用の支援を行っているが、これとは別に計算科学振興財団独自にＰＣクラスタを
整備し、これを「産業界専用スパコン」として一般企業の利用に供し、一般企業における計算機シミュ
レーションの利活用推進事業を進めている。計算科学振興財団では、これらの事業を効果的に周知し利
用を促進するためにコーディネータを配置して個別に企業訪問する活動に取り組んでいる。
本事業においては、上記、計算科学振興財団が以下のような活動を担っている。
・

メーリングリストや個別企業訪問による本事業の周知と企業ニーズ・受講者の発掘

・

計算科学振興財団が出展する展示会等における本事業の紹介

・

計算科学振興財団関係者が講演する際の本事業の紹介

・

受講者のテーマに即した指導者の斡旋

・

受講者とのテーマ設定に関するテーラー相談に参加

・

受講者の育成のための検討、議論に参加

・

テーラー相談やシミュレーション相談室のための部屋の供与（統合研究拠点の竣工まで）

・

計算科学振興財団の「産業界専用スパコン」の供与（富士通 FX-10 の導入まで）

計算科学振興財団は、以上の業務を担当し、特に、本事業の企業への広報と受講者の獲得に重要で不可
欠な連携を行い、成果をあげている。
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４．人材養成ユニットの有効性
（１）養成修了人材が地域で活躍する仕組み
兵庫県には、重工業関係をはじめ多くの製造業が集積し、日本の産業界を担っている。これらの企業からの
受講者が、シミュレーション手法を学び、企業での製品開発や設計、製作に貢献している。受講者の中には、修
了後もセミナーを受講したり、シミュレーション相談室で問合せの継続を希望していることから、地域での活躍状
況が分かり、定着してシミュレーションを企業内で牽引している。具体例を以下に示す。
また、修了後、指導教員と共同研究に発展している例がある。
1.

Ａ社
現在社内で進められている実験データの解析のためのシミュレーションに関する共同研究である。この
共同研究は、シミュレーション教育の枠を越えた研究レベルである。Ａ社からの新たな受講者も予定し
ており、このシミュレーション分野の技術者を増強する計画である。

2.

B社
流体の基礎教育を修了した後、バルブの設計、特にバルブ管内の流体の流れを解析し、バルブ
の設計を行うために、共同研究を開始した。

3.

Ｃ社
個人経営の中小企業で、従来製品としてきた流体シミュレーションにバイオ・シミュレーションを新たに
追加するためにテーラーメイド指導を受講した。更に指導を継続するために神戸大学の博士課程に入
学して指導教員との共同研究を進めている。

4.

D社
下記の成果の発表状況の項の【受講者・修了生を筆頭著者とする学会・展示会発表】の２で示したよう
に、「結晶性ポリマーの劣化挙動のマルチスケールモデリング」に関して共同研究を開始した。

5.

Ｅ社
屋内での火災のシミュレーションに関する３次元可視化のテーラーメイド指導を受講したのち、シミュレ
ーション結果の３次元可視化で共同研究を実施し、統合研究拠点の一般公開で成果を発表した。

6.

Ｆ社
京コンピュータを用いたタイヤのシミュレーションに関してテーラーメイド指導を受講したのち、シミュレ
ーション結果の３次元可視化で共同研究を実施し、平成２７年７月初めに３次元可視化システムを用い
て、成果の記者発表を予定している。

神戸市と兵庫県は、神戸ポートアイランドに京速コンピュータの設置を誘致した。誘致したことから京速コンピ
ュータ「京」に象徴される大規模シミュレーションを企業に普及させ、企業内でプロダクト・イノベーションを誘起さ
せ、産業活性化を目指している。そのために、企業人にシミュレーション手法を習得させることの重要性を認識し、
本事業への積極的な協力をしている。特に、企業への本事業の説明や受講の勧誘を担っている。この一環とし
て、本支援の終了後の事業継続の検討にも参加している。支援終了後に事業を継続するために、文部科学省、
神戸市、兵庫県と協議を進めている。詳細は、Ⅴ．今後の計画２．本プログラム終了後の取組み方針・見通
しで後述する。
養成修了人材が地域で活躍する仕組みに関しては、以下を実施している。
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1.

企業経営者のシミュレーションへの理解
シミュレーションの必要性・有用性を企業経営者に理解させることが、企業でのシミュレーション活用の
最短の方策と考え、関西経済連合会、神戸商工会議所などで経営者向けのセミナーを開催している。
また、神戸ポートアイランドの神戸大学統合研究拠点に多くの企業経営者の見学がある。その際、本事
業の説明を行い、受講者の派遣を依頼している。また、神戸大学に就職のために訪れる企業人事関係
者に本事業を説明し、参加を呼びかけている。

2.

養成修了人材に成功体験
企業のシミュレーション担当部署で、シミュレーションによる実績を上げることが大変重要である。シミュ
レーション手法の理解不足からシミュレーション利用を中断するケースが多く見られる。開発研究にお
いてシミュレーションを用いた成功体験が重要で、本事業の修了後の指導継続が必要である。

3.

計算機使用の貸与
シミュレーションにはプログラムによっては、高速のスーパーコンピュータが必要である。計算科学振興
財団では、所有する２０TFlops のスーパーコンピュータ富士通ブレードサーバ BX900 を企業に安価な
経費で利用を提供している。この利用により、シミュレーション手法を企業の製品開発への導入を促進
している。なお、神戸大学の FX-10 は教育用が主目的であり、企業の製品開発には貸与していない。

養成人材の活躍状況
本事業の波及効果として、修了生の活躍状況が重要な指針となる。代表的な事例として以下５例を示す。
1.

社内で開発していたプログラムが、計算時間を 24 日から 8 日に短縮され、社内での開発に活用でき
る計算時間までに短縮できた。

2.

船舶からの排水システムに関して、実験データとシミュレーション結果との相違を比較検討して、シミュ
レーションの有用性を理解した。今後の船舶の取水排水システムの設計にシミュレーションが活用され
る。

3.

SPring 8 で観測されたデータ例を用いて、逆モンテカルロ法を用いた解析手法を学んだ。その結果、
社内で取得した SPring 8 での実験結果の解析に用いるために共同研究に進んだ。

4.

ガス分子の衝突過程にシミュレーションを適応した。計算アルゴリズムの再検討とプログラムの高速化を
実現し、商品開発に繋げた。

5.

可視化のプログラムの利用法を習得し、これからのシミュレーション結果の説明・解析に企業で活用す
る。

他に、これから流体のシミュレーションを企業内で開始するための事前勉強等があり、本事業が企業内の開
発研究に大きな効果をもたらしている。

（２）波及効果
シミュレーション手法は、あらゆる開発研究から株価予測などの社会現象まで幅広く活用されている研究手
法である。このシミュレーション手法は、当然兵庫県の企業だけではなく、あらゆる企業で利活用されるものであ
る。この人材養成は、兵庫県、関西圏のみならず、北海道から九州までの日本全国にそれぞれの人材育成拠
点を設置すべきである。日本の要所に計算科学の人材育成拠点を設け、シミュレーションを全国の企業に普及
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させれば、日本でのプロダクト・イノベーションを誘起するものである。本事業に関して、関西圏外からも多くの問
合せがあることからも明らかである。特に、本事業の特徴であるテーラー相談室とシミュレーション相談室の運営
方法、本事業で開発したＴＶ会議システムによる遠隔講義、企業に出向く出前講義、e-ラーニングのコンテンツ
の共同利用、シミュレーションに熟達した教師のリストの共有などを提供することにより、日本の各所に計算科学
の人材育成拠点を設けることができる。各地に設置する人材育成拠点では、退職した研究者グループによるシ
ミュレーションの相談窓口となる指導グループのリストを共有することにより、近くの指導教員の確保が可能となり、
直接の面談による身近な指導体制の構築に寄与することができる。

（３）情報発信の状況
本事業のホームページ、計算科学振興財団、兵庫県、神戸市のもつメーリングリストや、計算科学関連のメ
ーリングリストを通した広報により情報発信を行っている。また、学会や講演会で本事業の取組を報告している。
特に、京速コンピュータ「京」での研究開発のために戦略５分野が設定されている。その戦略５分野ではそれぞ
れの人材育成が義務化されている。この戦略５分野の取組との情報提供・情報交換を行っており、相互に提供
できる教育の連携を進めている。例えば計算科学研究機構や戦略５分野の研究者の最先端研究を TV 会議シ
ステムで大学をはじめ企業に配信することにより、大学ではより最先端の研究に触れることが可能となり、企業に
おいても入手しにくい情報を、簡単な方法で取得できる大きな長所をもつ連携である。本事業で開催するセミナ
ーや授業を、TV 会議システム（WebEx およびポリコム）を用いて情報発信している。その代表的な事業が遠隔
インターラクティブ講義である。

５．成果の発表状況
（１）養成された人材による成果
本事業は、企業における最新の研究開発を対象とした教育が目的の場合は、企業と守秘義務契約を結んだ
上での教育指導となるため、学会発表はたいへんむずかしい。
【受講者・修了生を筆頭著者とする学会・展示会発表】（2 件）
1.

個別要素法による超硬粉末シミュレーションへの OpenMP 並列の適用、大塚順、2012 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、2012 年 1 月 25 日

2.

結晶性ポリマーの劣化挙動のマルチスケールモデリング、工藤正和, 高橋順一, 山本敏治, 内田真,
冨田佳宏、材料, Vol. 64, pp.311-316, 2015 年 4 月

（２）人材養成ユニットに関する成果
【成果発表等】（7 件）
1.

賀谷、次世代スパコンと連携する人材育成拠点①、【公開シンポ】日本のライフ研究開発を元気にする
「夢」と「攻め」、2011 年 1 月 22 日

2.

賀谷、神戸大学における計算科学教育の取組、第１回ビヨンド・シミュレーション・フォーラム、豊橋科
学技術大学、2011 年 2 月 28 日

3.

賀谷、平成 22 年度科学技術振興調整費地域再生人材創出拠点の形成“企業を牽引する計算科学
高度技術者の養成”の概要、関西工学教育協会電気分科会、2011 年 5 月 30 日
24

4.

賀谷、本事業の成果展示、SC１２ Exhibition（International Conference for High Performance
Computing, Networking, Storage and Analysis）、2012 年１１月１１日-15 日、アメリカ・ソルトレイクシチィ

5.

賀谷、本事業の成果展示、SC１３ Exhibition（International Conference for High Performance
Computing, Networking, Storage and Analysis）、2013 年１１月 18 日〜22 日、アメリカ・デンバー

6.

賀谷、本事業の成果報告、システム情報学研究科３周年記念シンポジウム、2014 年 2 月 5 日

7.

賀谷、本事業の成果展示、SC１４ Exhibition（International Conference for High Performance
Computing, Networking, Storage and Analysis）、2014 年１１月 16 日〜21 日、アメリカ・ニューオリンズ

【新聞報道】（2 件）
1.

産經新聞 2012/3/25朝刊 「神戸大（２）統合研究拠点 最先端プロジェクト始動」

2.

日経新聞 2012/6/14朝刊 「神戸大学は8月に稼働する予定の次世代スーパーコンピューターを
企業や学生に無料で開放する」
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６．中間評価への対応
(１) 総合評価
評点

A

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
基礎コースとテーラーメイド応用コースの両コースにおいて修了者を所期の計画を超
えて輩出し、国際競争力を高めるために必要な技術者を養成していると評価できる。ま
た、修了者の地域定着率が高いことから地域の再生につながる貢献も期待できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
人材養成にとどまらず、養成修了者と指導教員との共同研究により、地域産業の高度
化に資する事例が数多く創出されることを期待する。

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
計算機シミュレーションは、製造業にあって新たなプロダクト・イノベーションやプロセス・イノベーションを
もたらすものであり、日本の製造業を再生・発展させ、国際競争力を高めるためにその重要性は非常に
高い。計算機シミュレーションを実践的に指導する教育法として、本事業ではテーラーメイド応用コー
スを開発した。本コースは、単なる教育を受けるコースと異なり、実際に企業で問題となってい
る課題を解く鍵を指導するコースであり、実践的な教育コースであり、企業の活性化につながる
ものであり、地域の企業の発展に大いに寄与するものである。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
テーラーメイド応用コースで、受講者に最適な指導教員を組み合わせることにより、指導教員がもつ知識
と経験を受講者に効率良く伝授することが可能となり、技術の継承として価値の高い取組と考える。特
に、大学や研究機関を退職した研究者を活用することを目指して、計算科学教育センターのテーラーメ
イド相談で共同研究を推進することも重要な任務である。本事業実施期間中に指導教員からの指導の継
続はもとより、企業からの共同研究費を支出した例は、「（１）養成修了人材が地域で活躍する仕組み」に
示した通りがある。旭化成の例では、共著論文の発表をはじめ、同じ部署の課員を神戸大学の博士課程
への入学まで発展した。このように共同研究を広め、企業がシミュレーションを活用することができれば、
企業内でプロダクト・イノベーションとプロセス・イノベーションを起こすことができ、企業を活性化すること
ができる。新製品を次々と世に送り出すことにより地域再生へとつなげることが可能となる。
(２) 個別評価①進捗状況
評点

a

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
応用コースがテーラーメイドの教育にもかかわらず、基礎コースとともに修了者数が所
期の目標人数を超えていることは評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
自治体や大企業だけではなく、中小企業従事者及び小規模教育機関からの受講生の受け
入れに対しての対応を期待する。
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中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
京コンピュータの知名度が高いことと、自治体とともに企業に対する広報活動が功を奏したと考えられる。
さらに、事業を継承する計算科学教育センターの広報に努め、事業が継続していることの周知に努め、
事業終了後も多くの修了者の輩出に努める。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
兵庫県の中小企業のための公益社団法人である兵庫工業会や、姫路商工会議所内に設置された「はり
ま産学交流会」と協議し、中小企業に対する広報活動を実施している。遠隔インターラクティブ講義・演
習により、気楽に自社で受講できるような体制を作るとともに、講義内容も中小企業従事者などの初心者
にも理解できる初歩的な講義も準備している。
(２) 個別評価②人材養成手法の妥当性
評点

a

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
テーラーメイドの教育だけではなく、受講者の共通したニーズに対する教育である基礎
コースが採択時コメントに基づいて導入し､着実に実行していることは評価できる。ま
た、当該分野では実務経験が重要な要素であることから、退職した研究者を指導教員と
して効果的に活用する仕組みを確立したことも評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
中小企業従事者など向け教育やサイバーセキュリティ関連科目の充実を期待する。

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
基礎コースであるシミュレーション・スクールの定常的な開催を計算科学教育センターの重要な任務と考
える。特に、スーパーコンピュータの講習会や実際に課題を解く演習を充実させることが重要と考える。
大学や研究機関を退職した研究者のネットワーク作りは幅広い分野での指導体制の構築に不可欠であ
り、アカデミアのネットワークを使って広く呼びかけることが効果的であり、実際に、退職した研究者グルー
プによるシミュレーションの相談窓口となる指導グループ（NPO）の立ち上げを検討している。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
中小企業従事者向けの計算科学の初級カリキュラムの検討として、基礎コース・シミュレーション・スクー
ルの初日に開催する「UNIX と Fortran」の講義を全くの初心者でも理解できるような内容として、中小企業
従事者の受講生にも理解可能な講義内容に改めた。サイバーセキュリティ関連科目として、基礎コース・
シミュレーション・スクールで「なら情報セキュリティ総合研究所」の所長・日置慎治教授（帝塚山大学経営
学部・経営情報学部・学部長）による講義を実施し、情報セキュリティに関して注意を喚起した。
(２) 個別評価③実施体制・自治体等との連携
評点

a

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
自治体との連携は、兵庫県、神戸市、神戸商工会議所の出資により設立された（財）計
算科学振興財団を通じた広報活動など、密接に実施されていることは評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
今後、自治体や大企業だけではなく、地元中小企業への積極的な展開を期待する。
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中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
計算科学振興財団をはじめ、兵庫県、神戸市、計算科学研究機構、高度情報科学技術研究機構と連携
した計算科学人材育成ワーキング・グループにおいて、計算機シミュレーションの広報と同時に受講の勧
誘を推進した。計算科学人材育成ワーキング・グループの実質的機能を強化するために、計算科学研究
機構（AICS）を中心に月１回の協議会の開催を開始した。また、兵庫県を中心にした協議会も同時に開
催された。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
兵庫県の中小企業のための公益社団法人である兵庫工業会や、姫路商工会議所内に設置された「はり
ま産学交流会」と協議し、中小企業に対する広報活動を実施している。

(２) 個別評価④人材養成ユニットの有効性
評点

a

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
テーラーメイド教育が修了後に指導教員との共同研究に発展していることは評価でき
る。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
神戸にとどまらず全国展開を視野に入れると同時に、中小企業からの参加者の拡大も図
りながら、プロジェクトを実施していくことを期待する。

中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
テーラーメイド教育では、到達目標に達した後も受講者が指導教員と指導を希望するケースがあるため、
受講者と指導教員の間で正式の共同研究契約を結ぶように奨励している。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
全国の企業にシミュレーションを普及させるために、ＴＶ会議システムを活用した遠隔インターラクティブ
講義・演習を実施し、日本のどこからでも受講を可能とすることにより全国展開を図っている。遠隔インタ
ーラクティブ講義「計算生命科学の基礎」では、北海道から沖縄まで２３９名の受講申込みがあり、常時１
００名ぐらいの受講者を得た。遠隔インターラクティブ講義の科目を増やし、初歩のシミュレーションの講
義を充実させることにより、初心者の中小企業からの参加者にも受講しやすいように改善する。
(２) 個別評価⑤継続性・発展性の見通し
評点

a

中間評価コメント
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
神戸大学内に設置された計算科学センターを拠点に本プロジェクトの継続を計画してい
ることは評価できる。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
スパコン「京」を含めた優れた施設・設備が整い、対象となる企業が集積しているとい
う地の利を活かして、神戸だけではなく日本の製造業の国際競争力強化に貢献すること
を期待する。
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中間評価コメントに対応するために実施した施策
１) 機関が実施した取組において評価できる事項
計算科学教育センターでは、教育対象を学内から学外に拡大するために、全国共同利用教育センター
への発展を文部科学省と協議している。そのために遠隔インターラクティブ講義・演習の実績や京コンピ
ュータの１筐体である FX-10 の有料貸与を検討している。
２) 機関が実施した取組で今後改善を期待する事項
事業を継続するために、神戸大学は、学内センターの位置付けで計算科学教育センターを平成２６年４
月に、神戸ポートアイランドの計算科学研究機構に隣接する統合研究拠点に設置した。平成２６年度は
事業内容を計算科学教育センターへ継承するための作業を実施した。事業終了後となる平成２７年度以
降は、計算科学教育センターが本事業を継続する。更に、本センターを学内センターから全国共同利用
センターに発展させ、全国の大学や企業にシミュレーションに関する情報の発信に努め、日本の製造業
の国際競争力強化への貢献を目指す。また、計算機シミュレーションは、製造業にあって新たなプロダク
ト・イノベーションやプロセス・イノベーションをもたらすものであり、日本の製造業を再生・発展させるため
にその重要性は非常に高い。その有用性を全国に発信するために、日本全国に広がる企業への広報を
強化する。
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Ⅴ．継続性・発展性の見通し
１．実施機関の取組としての継続性
神戸大学における学内支援が広がり、まずは、シミュレーション研究を学内に普及するために、神戸大学内
に計算科学教育センターを平成２６年４月に設立した。この新設された計算科学教育センターが、本事業の継
続として事業内容を引き継いでいる。計算科学教育センターは、スーパーコンピュータ教育部門、プリ・ポ
スト教育部門、連携教育部門、シミュレーション教育研究部門の４部門で構成され、専任教授１名、兼担
教授４名、特命教授１名、特命助教２名で運営される。センターの教育経費に関しては、学内経費で賄うとと
もに、全国共同利用計算科学教育センターの実現により更に充実した事業の展開を目指している。
計算科学教育センターは、平成２６年度の大学機関別認証評価（教育評価）の基準２「教育研究組織」
における評価結果において、以下の観点から神戸大学のもっとも優れた点として評価された。
「平成２６年度に計算科学教育センターを設置して、学内における計算科学の共同教育研究拠点を形成
し、シミュレーション教育研究を自然科学分野だけにとどまらず、人文・人間科学分野、社会科学研究
分野、生命・医学分野にも発展させている」

２．自治体や地元からの支援による発展性
本事業は、平成２６年３月末の終了時点で最終達成目標である１００名を越える１６１名の成果を得た。計算
科学研究機構の京速コンピュータ「京」も平成２４年１０月から本格稼働を始めたことから、これからますます
受講の希望者が増えることが予想される。特に、「京」の利用者が増加することから、「京」の一筐体である富士
通 FX-10 の利用希望者が増加し、富士通 FX-10 による教育が求められる。FX-10 での教育・演習においては、
中級から上級の受講者へは「京」へのエントリーマシーンとして人材育成のために使用し、初・中級の受講者へ
は、「京」のエントリーマシーンというよりは、シミュレーションの有効性を体験するためのスーパーコンピュータとし
て教育に供することができる。富士通 FX-10 は一筐体でも、８年前(平成 16 年)まで世界一であった地球シミュレ
ータの半分の速度を誇っている。
また、シミュレーションの計算結果の解析・考察にたいへん有効な装置である三次元可視化システムも本事
業終了後も重要な教材である。富士通 FX-10 と三次元可視化システムを有効活用して、シミュレーションのプロ
セスであるモデリングから可視化による解析までを一貫して教育するカリキュラムを確立して、計算科学教育セン
ターが事業の継続を図って行く。
文部科学省、兵庫県、神戸市との協議で、シミュレーション科学の人材育成の重要性は共通に認識するとこ
ろであり、本事業の継続が強く求められている。現在の神戸市と兵庫県との協議は、計算科学教育センターを
全国の大学での教育とともに企業人へのシミュレーションの教育拠点化の検討である。世界を代表する京速コン
ピュータ「京」を設置することは、単に最先端の研究拠点を構築するだけでなく、教育拠点を構築することが不可
欠である。研究拠点により最先端研究者を育成する一方で、教育拠点でシミュレーションを理解・活用できる人
材を増やし、裾野を広げ、企業を変革していくことが強く求められている。そのために、本事業終了後は、神戸
大学計算科学教育センターが全国の学生にも、あらゆる企業人にも利活用できる全国共同利用のシミュレー
ションのための教育拠点としての役割を担うことが今後の課題であり、神戸市と兵庫県の地元から積極的な支援
をえるための協議を進めている。
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Ⅵ．付録
別添１．遠隔インターラクティブ講義「計算生命科学の基礎」・フライアー
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別添２．計算科学教育センター・パンフレット
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別添３．カリキュラム（シラバス）

基礎コース・シミュレーション・スクール
１）講義のテーマ

「UNIX と Fortran」

２）到達目標
・ UNIX システム上でプログラム開発を行うのに最低限必要なコマンドやディレクトリの概念を理解す
る。
・ Fortran90/95 を使って、入出力、条件文、反復文、変数および配列の使用を含む簡単なプログラ
ムを作成・コンパイル・実行することができる。
・ プログラムの構造化記述を行うために必要な Fortran90/95 構文を理解する。
３）授業の概要と計画
a) 計算機の使用方法と UNIX のコマンド
・ 神戸大学教育用計算機の概要とシステムログインの方法
・ UNIX の基本コマンド
・ ディレクトリの概念
・ エディタの使用方法
b) Fotran90/95 入門と演習「基礎編」
・ Fortran プログラム開発の流れ：～ソースファイル作成、コンパイル、実行～
・ 標準入出力およびファイル入出力
・ 変数・配列の宣言および使用方法
・ 条件文および反復文の記述方法
・ 便利な配列演算記法
c) Fotran90/95 入門と演習「実践編」
・ サブルーチン・関数の使用方法
・ モジュールの使用方法、および内部副プログラムの記述方法
・ 構造化プログラミングの基礎
・ 簡単な数値計算プログラムの紹介、メモリ階層を意識したプログラミングの基礎
４）成績評価と基準
受講者は講義中に UNIX システム上でいくつかの簡単な Fortran プログラムを作成する。これらのプロ
グラムの動作を正しく理解し、ソースファイル作成・コンパイル・実行・結果確認の一連の作業を完了でき
れば合格とする。
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基礎コース・シミュレーション・スクール
１） 講義のテーマ

「流体のシミュレーション」

２） 到達目標
流体力学、流体工学の基礎を理解し、流れのシミュレーション技術を習得する。
３） 授業の概要と計画
1.

流体力学に用いられる偏微分方程式の分類とその特性、およびそれらに適した離散化手法

2.

システム方程式（流体力学方程式）の特性曲線

3.

保存型および非保存型移流方程式と差分スキーム
① 数値流束、数値拡散、数値分散

4.

TVD スキームと流束制限関数

5.

２次元非圧縮性流体の解法、MAC 法その他

6.

ポアソン方程式の解法、緩和法

7.

Fortran のコンパイルおよびプログラム実行
① １次元波動方程式の解法の説明と計算の実施
１次風上差分法、Lax-Wendrof 法、蛙とび法、Loe の TVD スキーム、MUSCL 法
② ２次元非圧縮キャビティー流れの計算実施
移動境界条件、収束判定

8.

流れの簡単な可視化の実施

４） 成績評価と基準
受講者が実際にワークステーションを使って計算を実行し、簡単な可視化ソフトを用いて流れの可
視化を行う。それらを時間内に終えた場合に「合」とする。
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基礎コース・シミュレーション・スクール
１）講義のテーマ

「熱拡散シミュレーション」

２）到達目標
a) コンピュータシミュレーションの基本概念を理解する
支配する基本法則を同定し、それを表現するモデルを構築する。どのような物理量を出力するかを
決める。これらの考察に基づいてプログラムを構成し、コンピュータで走らせる。出力結果を分析し、
必要な知識を得る。
b) 1 次元および 2 次元熱拡散問題の放物型偏微分方程式によるモデル化を理解する。
c) これに基づいて簡単なプログラムを作成し、出力を Excel または Open Office のグラフ機能で可視
化する。
d) 時間ステップに関するクーラン条件を理解する。
e) なお、2 日間のコースでは並列化は含めない。
３）授業の概要と計画
a) 基本概念についてはスライドを用意した。基本法則については、古典粒子系、古典連続系、量子的
粒子系などがあり、それぞれのモデルを示した。計算結果については、時間発展を見る場合、定常
状態を求める場合、統計的平衡を求める場合があり、それぞれのアルゴリズムを概説した。
b) 拡散方程式を導出し、これを離散化する手法を講義。この授業では差分法を用いる。
c) Fortran95 に基づきプログラミングの作成法を教授し、テンプレートを与える。受講者は拡散方程式
に対応する命令を自分で考える。
d) 1 次元については、温度分布の時間変化を可視化する。
e) 2 次元については、一定時間後の温度分布を立体図で可視化する。
f) 熱源分布や時間ステップをいろいろ変えて、結果を分析する。
４）成績評価と基準
受講者が 1 次元および 2 次元の熱拡散問題のプログラムを正しく作成し、シミュレーション計算を行い、
その結果をディスプレーに表示出来れば合格とする。
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基礎コース・シミュレーション・スクール
１） 講義のテーマ

「シミュレーション結果の可視化」

２） 到達目標

シミュレーション計算結果の可視化技術を習得

３） 授業の概要と計画
可視化の最初の難関は、可視化ソフトウエアにデータを渡すためのデータ変換である。市販
のパッケージソフトでは、構成生成―シミュレーション―可視化の一連の作業が１つのシステム
になっているが、自作のシミュレーションソフトでは、自分で書式を周辺ソフトウエアに併せな
ければならない。ここでは汎用可視化ソフトウエア AVS を用いてデータ変換例の演習を行うが、
AVS へのデータ変換を例にして、基本的な変換の考え方を理解することが目的である。データ変
換ができれば、可視化ソフトウエアは可視化結果を表示できる。しかし、可視化作業でも誤差や
誤解が生じることがある。2 次元熱伝導計算結果と 3 次元流れ場計算結果を例に、何に注目をし
て可視化作業をするべきか、について演習を行う。
１．可視化のためのデータ変換
(ア) 離散点の変換
(イ) 格子データの変換
(ウ) 非構造データの変換
(エ) FORTRAN のバイナリ出力
２．熱伝導計算結果の可視化
３．渦データの可視化
４） 成績評価と基準
講義中に与えられたデータの可視化ができれば合格とする。
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基礎コース・シミュレーション・スクール
１. 講義のテーマ

「並列プログラムの作成」

２. 到達目標
・ 並列計算機と並列処理の基礎を理解する．
・ OpenMP を使って共有メモリ型並列計算機上での並列プログラミングができる．
・ MPI を使って分散メモリ型並列計算機上での並列プログラミングができる．
・ 簡単なシミュレーションプログラムについて，並列化ができる．
３. 授業の概要と計画
本講義では，並列計算の基礎について学ぶとともに，OpenMP を用いた共有メモリ型計算機の並列プ
ログラミング，MPI を用いた分散メモリ型並列計算機の並列プログラミングに関する演習を行う．本演習を
受けることにより，並列シミュレーションを行う上での基本的な技術を習得することが目的である．
(1) 「並列計算の基礎」
・ 並列計算機の登場の背景
・ 並列計算機の種類と特徴（SIMD と MIMD，共有メモリ型と分散メモリ型）
・ 基本的な並列化方法（データ並列化，タスク並列化，パイプライン並列化）
・ 数値計算アルゴリズムとその並列化（行列計算，乱数生成，熱伝導方程式の解法）
・ 並列性能の向上（アムダールの法則，通信最適化，計算機のメモリ階層）
(2) OpenMP の基礎と演習
・ OpenMP とは（OpenMP の歴史，実行モデル，プログラムの構成要素，特徴）
・ OpenMP プログラムのコンパイル及び実行方法
・ 基本的なループ並列化
・ 共有変数とプライベート変数
・ ループへのスレッド割り当ての指定
・ セクション型の並列化
・ 高性能化
(3) MPI の基礎と演習
・ MPI とは（MPI の歴史，実行モデル，プログラムの構成要素，特徴）
・ MPI プログラムのコンパイル及び実行方法
・ 簡単な MPI プログラムの例（初期化，プロセス番号／プロセス数の取得，終了処理）
・ 1 対 1 通信
・ 集団通信（ブロードキャストとリダクション）
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・ プロセス間同期と時間測定
・ 部分配列とローカルインデックス
・ 双方向通信
(4) 熱伝導プログラムの MPI による並列化
・ 熱伝導方程式の差分法による解法
・ プログラムの並列化
・ 並列性能評価
・ 強スケーリングとスーパーリニア加速
４. 成績評価
・ 講義時間中の演習課題およびレポートにより評価する．
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輪講形式「数値流体」
５） 講義のテーマ
数値流体力学の基礎
６） 到達目標
１次元の流体力学方程式（移流拡散方程式）の計算を実行できるだけの知識と技術を習得する。
同時にいくつかの差分スキームの特性を理解する。
７） 授業の概要と計画
1.

流体力学に用いられる偏微分方程式の分類とその特性、およびそれらに適した離散化手法。


初期条件、境界条件

2.

双曲型微分方程式の特性曲線の理論

3.

システム方程式（流体力学方程式）の特性曲線

4.

時間進行法、台形公式および Runge-Kutta 法

5.

保存型および非保存型移流方程式と差分スキーム


6.

数値流束、数値拡散、数値分散

保存条件とエントロピー条件


非線形性と衝撃波

7.

TVD スキームと流束制限関数

8.

移流方程式の安定性解析


9.

Von Neumann の方法、固有値による解析

拡散方程式に対するスキーム

10. 移流拡散方程式（流体力学方程式）に対するスキーム
11. 非圧縮性流体に対する手法


MAC 法その他、スタガード格子、ポアソン方程式の解法、緩和法

12. 乱流のモデルとその解法


ラージエディシミュレーション、時間平均モデル

８） 成績評価と基準
受講者が自身の行った計算の結果をプレゼンテーションにより示し、その内容が妥当なものである
と認められる場合に「合」とする。
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