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ローレンツ（Lorenz）方程式は右のような常微分方程式で与えられ、時間発展
問題をモデル化しています。
係数σ、rおよびbを適当に与えることで、さまざまな振る舞いをします。カオス
理論研究の発端となったもので、係数の値により奇妙な変化をしたり、初期値が
わずかに違うだけでも、その結果は全く異なるものになります。可視化結果は、

（x,y）の時間発展を示しています。

表紙図面解説
ラグランジュ点（Lagrangian point）とは、質量の小さい物体が質量の大きな2つの天体、例えば地球と
月から引力を受けるときに、これら2つの天体と同じ周期で円運動できる位置です。その数は5であること
がわかっています。このラグランジュ点付近を回転しながら通過すると慣性力として遠心力とコリオリの
力を受けます。可視化結果は、そのような運動の時間変化を示しています。奇妙な動きをすることが分か
ります。赤色部分は高速に移動し、青色部分は低速で移動します。

情報基盤センター大型計算機システムニュース
High Performance Computing System
Information Initiative Center

われわれは、スパコンの現在を考えます。
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構造物の主要材料であるコンクリート。その物理
的な性質や特徴を見出し、機能性を持たせる研究に
スーパーコンピュータが有効活用されています。

眼前に広がる美しい田園風景を一望できる丘の上
に立つ校舎、虫の音も涼やかな中で教育・研究に没頭
できるすばらしい環境、私たちの社会生活に不可欠な
コンクリートの研究が日夜続けられています。

─本日は美唄市にあります専修大学北海道短期大学を
訪問し、みどりの総合科学科教授の三上先生にスパコン
を利用したコンクリートの研究についてお話を伺います。

コンクリートは水と混ぜて、それを固めて、例えば護岸
とか架橋などの構造物に使われますね。それで、コンク
リート中の水は徐々に空気中に放射されると理解してい
ますけれども…

三上　そういう水もありますが、実際はコンクリートを
固めるために使われるのです。本当はそれだけで消費
すればいいコンクリートができるのですけれども、そ
れ以外で水が出てくる場合があるのです。それはよく
ない水です。

まず、フレッシュなコンクリートを作った段階で、ブ
リージングというのですけれども、時間が経ってくる
と重いものは下がってくるのです。水は一番比重が小
さいので、化学的反応でコンクリートが固まって、そっ
ちのほうに水が使われるけれども、余ったらブリージ
ングというのが起きて、水が浮いてくるのです。それを
取らないと、弱い層ができるのです。次にコンクリー
トを継ぎ足したときに層ができて、それをコールド
ジョイントと呼びます。そこが非常に弱くなってしま
うので、それを取らないといけない。だから、ブリージ
ングを抑制する混和剤としてAE剤とかAE減水剤とか
高性能AE減水剤があり、その中でAE減水剤、高性能
AE減水剤は水を少なくしても、流動性を保てる薬品で
す。それで、空気量もいいし、それから流動性も……よ
りよいコンクリートになります。水密性や気密性が上
がり耐久性がある…

Interview
 w

ith Takashi MIKAMI

コンクリート供試体と気泡間隔係数測定用のスライス・ブロック。
スライス表面をスキャナで画像として読込み、その気泡間隔からコンク
リートの特性を評価する。

専修大学北海道短期大学 みどりの総合科学科

三上敬司教授 インタビュー

スパコンを利用した
コンクリート矩形床板の
弾塑性衝撃応答解析

─そのために、このセルロースを入れて…

三上　北見工業大学の桜井宏先生と共同研究で行っ
ています。コンクリートに砕いた木材セルロース繊維
を加えることで、凍結融解に対して抵抗性を持ってい
るかどうかという実験を行っています。これを入れ過
ぎると、コンクリートが非常に硬くなって流動性が損
なわれます。私たちは流動性を保持したまま、凍結融
解に効果のある配合を検討しています。その配合は
ごくごく微量です。さらに、AE剤を加えることで流動
性のいいコンクリートを作ることができます。

凍結融解の検討はこれからです。今はまだ、配合の
実験を行っていて、最適な空気量を実験的に導いてい
ます。それは凍結融解に対してはベストではないので
すが…

セルロースを多く入れすぎると、かなりごわごわな
コンクリートになってしまいます。実際に、締め固め
が弱くなります。ただし、高性能AE減水剤を入れると、
別物になりそうな感じを受けています。かなり流動性
がよくなり、かつ水を減らすことができるので、強度も
高くなります。コンクリートは、水を少なくすると強度
が高くなるのです。そうするとかなり締まったコンク
リートができて、効果が上がるのではないかと期待し
ています。

—大きく見えているところは何ですか？

三上　砂利です。学名的には粗骨材といいます。これ
は凍結融解した後なのですけれども、AE剤を入れる
ことによって人工的な空気であるエントレインドエア
が発生するので、それがちゃんと入っているかどうか。
気泡間隔係数というのがあるのですけれども、それを
調べるために切ったものです。これから、解析する予
定です。どれだけ空気が入っているか…

エントレインドエアは非常に小さな10〜100μmの
ほぼ均等な、「人工的な空気」で、コンクリート中に
どれだけ入っているか…気泡間隔係数が小さければ
小さいほどたくさん空気がいますので、凍結融解に効
果があるということです。

─それは、流動性に関係しているのですか。

三上　ボールベアリング作用というのがあって、骨材の
周りに空気の入った泡がついています。それが転がり



6 7情報基盤センター大型計算機システムニュース　Vol.19 September 2010　　iiC-HPC6 7

Interview
High Performance Computing System

PROFILE

動弾性係数測定のようす

やすくなるのです。そういう意味では流動性がよくな
ります。

ただ、セメントは人間が作っていますけれども、骨
材は自然なもので、コントロールはできません。だか
ら、コンクリートの実験を何度も行いますが、同じ値
はなかなか出てこない。ある程度コントロールできる
のですが、鉄と違って完璧にはコントロールできない。
これも、強度がいろいろあるので…

─でしょうね。そこで、砂利を入れるということは……

三上　コンクリートの骨格なのですよ。骨材として使
用する砂利と砂が骨格なのです。それをコンクリート
で一体化させます。

性質的には、砂利と砂というのは親戚です。砂利を
細かくしたものが砂ですから。セメントと全く性質が
違います。水も全く違って、そういうものが一体化し
たものがコンクリートです。そういう意味では面白い
ですね。

古いけど、なかなか完璧にいかない。まだまだ解明
すべきことがたくさんあるような気がします。

─凍結融解の実験装置はこちらですか。

三上　これが…ちょうど凍結し始めたところです。これ
は温度計で、コンクリート内部とブライン液の温度を
測っています。ここは海水部分、ほかは淡水を5mmぐ
らい多めに入れています。

供試体自体が40cmだから、水面は45cm程度に
なっています。すき間がありますから、コンクリート
表面に水がつくようにできています。凍結と融解の
周期はそれぞれ2時間程度です。凍結時間が2時間
以内で、−18℃になると自動的に融解に切り替わりま
す。ただし、2時間以内に設定温度に到達していなけ
れば、到達するまで切り替わりません。融解は＋5℃
に設定しています。研究目的に応じて設定温度を変
えています。

─塩水と真水では結果が随分違うものなのですか？

三上　塩水はボロボロです。モルタルというか、セメン
トと砂の混ざったところが海水によって早く溶けてし
まうのです。コンクリート表面は全然違います。表面
がボロボロになりますから…供試体を1本ずつ取り出
して洗浄すると、砂利もボロボロになっています。質
量を測って、長さを測って、そしてここで動弾性係数を
測定します。振動を与えると、コンクリート中を振動
が伝わります。健全だと共振周波数がかなり高くなり
ますが、劣化がすすむと共振周波数は低くなります。

三上 敬司　教授
Prof. Takashi MIKAMI
専修大学北海道短期大学
みどりの総合科学科

1980年に北海道大学大学院工学研究科土木工学専攻修士
課程修了後、専修大学北海道短期大学　土木科に入職し、構造
工学に関する研究教育を担当している。

凍結融解実験装置。温度の上限・下限値を設定し、繰り返し試験を自動
的に行う。この中に3本の供試体が塩水や淡水に浸されている。

（左）ブリティッシュ・コロンビア大学の衝撃実験装置
（右）重錘落下衝撃を受けた周辺単純支持されたプレーンコンクリート

─周波数は数ヘルツですか？

三上　ヘルツですね。コンクリートによって違うので
すけれども、2,000Hz前後です。硬いのだと2,300Hz
とかです。劣化したコンクリートでは、2,000Hzを切っ
てしまう。だから、海水に浸したコンクリートの共振
周波数はかなり低くなっています。今、1,900Hzの後
半ぐらいまで落ちています。

共振するときはピーっという音がします。共振しな
いと音が出ません。一応、ここに周波数、オシロスコー
プ上に波形が表示されます。オシロスコープよりは、電
圧計の針の動きが一番の目安になります。だから、電
圧計が一番動いたところを測定することにしています。
コンクリート表面の測定位置をいろいろずらしていく
と、変わるのです。ここが一番感度がいいようです。

─この楕円になっている曲線はどのような状態を示し
ているのですか？

三上　正弦波だと円に近くなりますが…劣化してくる
と、楕円になって、減衰して…表示されている周波数を
式に代入することで、相対動弾性係数を求めます。万
能試験機で力をかけてひずみを測れば、静的な弾性
係数を測れますが…これは、振動を与えることによっ
て動的な弾性係数を測る古い機械です。でも、今はま
だ基本的にこれです。

─なかなか地道な作業ですが、こういうことで私たちの
生活が安全に守られていると思えば、皆さまがたの努力
のおかげと…

三上　今はもう理論がかなり発達してきたので、メカニ
ズム自体はかなり明らかにされています。いろいろな
説がありますが、大体は現象を説明できるというとこ
ろまできています。

─すごいですね。こういうものはなかなか見る機会がな
いものですから。それでは、計算科学とのかかわりについ
てお話いただけますでしょうか。

三上　私の研究は、10年ぐらい前にブリティッシュ・コ
ロンビア大学で衝撃実験を行ったデータを基にして、
有限要素法で解析することが目的です。どういう実
験かといいますと、4辺単純支持されたコンクリート

床板に578kgの重錘を落下させます。このときのコン
クリート耐衝撃性についての実験を有限要素法でシ
ミュレーションしています。有限要素法は非線形解析
です。スパコンを利用しても、当初は4日間ぐらい計
算時間がかかりましたが、情報基盤センターでプログ
ラム・チューニングしてもらい、計算時間が3分の1に
なりました。

最近、計算機が高速になって、容量が増えたおかげ
でシミュレーションが大いに効果を上げています。
まず、計算スピードが速くなったことで、有限要素法の
場合は要素をある程度細かくしても、かなりのスピー
ドで結果が得られます。

さらに、理論がかなり発達していますので、コンク
リートの特性を有限要素法で厳密に計算できるよう
になりました。そういう意味では、実際の実験結果と
同様なひび割れの伸びをシミュレーションにより高い
精度で評価できるようになりました。

─周辺支持の破壊試験は具体的なイメージとしてどう
いうものを想定されているのですか？

三上　ひとつは、壁に対する衝撃を想定しています。も
う一つの目的は、ASTMにこの実験結果を規範問題と
して載せたいと考えています。ASTMは米国の材料
実験書のようなもので、その中に衝撃実験が扱われて
います。いわゆる実験のときの資料で、指定された実
験方法により、ここに示された特性が得られるという
ものです。それで、実験方法の妥当性が確認できます。

実験データがありますので、コンクリート材料非線
形モデルを開発して、シミュレーションを行いました。
その結果を実験結果と照合しています。
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─有限要素法に基づくプログラムですが、これは先生が
開発されたのでしょうか？
三上　イギリス人のアーネスト・ヒントンが作成した数
値計算法です。留学していたカナダの図書館で、たまた
ま見つけました。コンクリート床板とシェルの動的解
析に関する数値解析法という本に掲載されています。

図はドラッカー・プラガー型の降伏条件で、コンク
リートの場合によく使われます。「降伏」というのは、
破壊までには至っていません。この内側の点線が降
伏点の表面になっています。実際は破壊していません
が、「 もう少しで壊れる」という状態です。最終的に
外面が破壊面です。強度を超えてしまうと、そこで壊
れてしまうということです。

衝撃を加え、コンクリート内部の応力を評価します。
それがどの部分の応力になっているのか、全体の応力
はどうなっているかということです。

こちらは、内部のエネルギーを評価した場合です。
応力が降伏表面に近づくと、徐々に劣化していき、最
終的にはここで破壊します。後は、軟化します。一瞬
にして破壊されるのではなく、徐々に徐々に壊れてい
くという感じです。

—基本的なモデルとして、どのようなことを解析で考慮
されているのですか？

三上　引張と圧縮を考慮しています。引張の場合、最
初は弾性的で、破壊後は徐々に軟化していきます。い
きなりゼロにはならないで、軟化していくというコンク
リートのモデルです。コンクリートは、圧縮に比較し

て引張というのは10分の1ぐらいしかありません。
コンクリートが引張られることによって、引張に弱い

コンクリートが変形可能な限界を超えた時点でひび
割れが発生すると理解しています。コンクリートのひ
び割れはよく見られます。圧縮に対しては頑丈ですが、
多くは引張でひびが入るのです。そこで、どのようにひ
びが入り、進展してゆくかを検討しています。

—解析結果はどのようになりましたか？

三上　荷重が作用したときの変位とx方向応力度をグ
ラフにしています。変位は解の収束がよいのですが、
応力はなかなか収束しません。特に、荷重直下では波
形も乱れています。底部では良い結果が得られてい
ます。時間間隔を4μsecと2μsecとしていますが、
2μsecの方がきれいに収束しています。

要は、細かく分割して、時間をかけて計算する必要
があるということです。これは、コンクリート材料モ
デルに起因するのではなく、精度や手法の問題と考
えています。それでも、情報基盤センターでプログラ
ム・チューニングを行っていただいたことで、2μsec
の場合でも2日間程度で解析結果が得られるように
なり、非常に早くなりました。特に、有限要素法のマト
リックスを解く方法や繰り返し計算する部分をかなり
チューンナップしていただいたので、こんなに高速な
処理が行われるようになったのだと思います。

タイムドメイン（時間領域）解析ですので、時間ごと
に荷重と応力を計算しています。

─実際に得られた解析結果はいかが
でしょうか？

三上　解析結果と実験結果を比較し
て図示しています。コンクリートの2
面のひび割れの分布状態です。離散
時間間隔を4μsecと2μsecのいず
れの場合とも結果は同様でした。1
次ひび割れと2次ひび割れがあって、
1回ひびが入って、さらに1回閉じて、ま
た2回目にひびが入ったというのが2
次ひび割れです。周囲4辺の鉛直方
向を拘束していますので、同様にひび
が入っています。

中央から放射状に伸びている6本
のひびが実験結果です。ひびの延び
る方向が一致しています。さらに空間解像度を高くす
れば、例えばメッシュの切り方を細かくしていくと、さ
らに実験結果とよく合う結果になると考えます。その
代わり、解析には相当時間がかかることになります。

この解析では、主記憶容量としては2ギガバイトで、
要素数は9,251です。記憶容量はまだまだ余裕があ
るので、あとは計算時間だけの問題です。

─あとはどれだけ時間をかけるかですね。

三上　これと同じことを情報基盤センターで利用サー
ビスを行っている商用アプリケーションソフトウエア
MSC Marcで行っています。なかなか納得いく結果
が得られません。モデリングに関して、ソフトウエア
に詳しい人でないと分からないと思うのです。これま
でに、情報基盤センターで用意されているマニュアル
を参照したり、例題を試していますが、まだまだです。

ドラッガ・プラガー型の降伏曲面 エネルギー散逸密度の降伏と破壊の変化

引張軟化曲線 衝撃力の時間履歴応答

─私どもセンターでソフトウエア利用のノウハウをも
ち、ユーザの方々のご要望に応えられるようにしないとい
けないと思ってはいるのですが…実験と解析の両方をこ
なすのはけっこう大変でしょうが、シミュレーションが実
際のモデルに対応しているかの判断や、物理的な考察が
伴うという意味では、重要な研究手法と思います。これ
からも、スパコンを利用した研究成果を期待しています。
本日はありがとうございました。

専修大学北海道短期大学
田園地帯が広がる北海道美唄市に、昭和43年4月に、専修大学美唄農工短期大学とし
て開学。開拓百年を迎えようとしていた北海道で農業近代化の担い手を養成する農業
工学関係教育機関として創立した。昭和48年に現在の校名に改称し、みどりの総合
科学科および商経社会総合学科の2学科からなる。これまでに、1万1千人以上の卒業
生を輩出している。

美唄市
美唄とはアイヌ語「ピパオイ（沼の貝
の産するところ）」からきている。道
内有数の炭鉱の町として発展した。昭
和25年に道内15番目の市として美
唄市が誕生した。昭和31年には人口
92,150人となったが、昭和38年以降
は炭鉱の閉山が相次ぎ、平成22年7月
末での人口は26,452人である。水稲、
小麦および大豆の作付面積は道内上
位にある。

コンクリート床板裏面のひび割れ分布。
紫色が1次ひび割れ、赤色が2次ひび割れ、線状のひび割れは実験結果。
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知 っ て 得 す る !!

第15回

サービス・サブルーチンを使用した
 ユーザ・インタフェース付プログラム

情報基盤センター大規模計算システム研究部門　大宮 学

Supercom
puter Academ

y
パラメータ・スタディでは、外部ファイルに記述された

データに基づいて、さまざまなシミュレーションを実施し
ます。その間、プログラムの変更なしに、連続して解析を
実行することができます。多くの商用アプリケーションプ
ログラムがそうであるように、ユーザ開発プログラムにお
いても外部ファイルを利用して、シミュレーションをコント
ロールしたいものです。このような場合、環境変数やコマ
ンド・オプション指定で読込みファイル名などをプログラ
ムに引き渡します。

C/C++プログラミング言語では、上記のことは容易に
実現できますが、標準のFortranプログラミング言語で
は困難でした。したがって、C/C++により環境変数やコ
マンド・オプションを読み込むルーチンを作成し、それを
Fortranプログラムとリンクする方法が一般に行われてい
ます。

日立最適化FORTRAN90コンパイラにはサービス・サ
ブルーチンなどが提供され、上記のようなユーザ・インタ
フェース付プログラムを作成できるようになっています。

本稿では、サービス・サブルーチンを利用したユーザ・イ
ンタフェース付プログラム作成例を示します。

サービス・サブルーチンとは

日立最適化FORTRAN90コンパイラ限定で用意さ
れているサブルーチンおよび関数を指します。これ
らサブルーチンを引用するためには、CALL文でサブ
ルーチンを呼び出します。サブルーチンの種類や利
用方法の詳細については、本センターで提供している
マニュアル「最適化FORTRAN90言語」付録Dサー
ビス・サブルーチンを参照してください。

サービス・サブルーチンには、タイマ、擬似乱数、環
境変数の読み込み、シェルコマンドの実行など70以
上のサブルーチンが提供されています。その中で、
今回紹介するのはサブルーチンGETENV（ ）、および
GETARG（ ）、関数IARGC（ ）です。これらサブルーチ
ンの引数と機能について表1に示します。

表1．サービス・サブルーチンの利用法と機能
英字名 引用の形式 機　　能

GETENV CALL GETENV（ p, q ）
p:値を求めたい環境変数の名
称を格納した文字型の変数又
は配列要素名を指定する。
q:求めた環境変数の値を格
納する文字型の変数名、配列
名又は配列要素名を指定す
る。

指定された環境変数の値を求
める。ただし、pで指定された
環境変数が定義されていない
場合、qに指定された文字型
の変数名、配列名又は配列要
素名は空白で埋められる。

GETARG CALL GETARG（ p, q ）
p:整数型4バイトの算術式を
指定する。
q:文字型の変数名又は配列
要素名を指定する。

pで指定された位置のコマンド
引数を取り出し、qに左詰めで
格納する。指定された位置pが
コマンド引数の個数よりも大き
い場合、qには空白が格納され
る。また、指定された位置pが
0又は負の場合、qには空白が
格納される。

IARGC ICNT = IARGC（）
ICNT: コマンド引数の個数
を返す変数を、整数型4バイト
の形式で指定する。

プログラムに指定されたコマン
ド引数の個数を返却する。こ
の関数が返却する個数は、プ
ログラム名自身をコマンド引
数の0番目の引数としてカウン
トする。

サービス・サブルーチンを利用した
� ユーザ・インタフェース付プログラム

ユーザ・インタフェースとして、解析モデルと解析パラメータをファイルから
読込み、連続して解析を実行することを実現します。そのために、コマンド・
オプションあるいは環境変数で指定する方法を想定します。プログラム開発
で考慮したプログラム実行方法を以下に示します。ただし、プログラム名は
jetfdtd2.exeです。

⑴初期設定
解析プログラムの実行にオプションなどの設定を行わず、実行モジュール

のみを指定します。この場合、解析モデル・ファイルおよび解析パラメータ・
ファイルは初期設定で、プログラム中で設定します。

解析モデル・ファイル  ./Media_Data_in_Node/xyz.dat
解析パラメータ・ファイル ./INI.PARAMETERS

⑵コマンド・オプション1
解析プログラムの実行時に読込みファイル名を指定します。

実行モジュールのあとに、解析モデル・ファイル、解析パラメータ・ファイ
ルの順に読込みファイル名を指定します。ただし、この順番は変更できませ
ん。上記コマンド実行例の場合、以下のとおりになります。

解析モデル・ファイル ./DATA/model01_str
解析パラメータ・ファイル ./DATA/model01_par

なお、実行モジュール名のあとにファイル名を1つのみ指定することも可能で
す。この場合、同一ファイル中に解析モデルの定義と解析パラメータを記述
しなければなりません。

解析モデル・ファイル ./DATA/model_01
解析パラメータ・ファイル ./DATA/model_01

⑶コマンド・オプション2
上記⑵の指定方法では、解析モデル・ファイルのあとに解析パラメータ・

ファイルを指定しなければならなく、その順序は変更できません。そこで、一
般的なオプション指定を利用して、ファイル名を指定する方法を提供します。

オプション-mまたは-modelは、その後に解析モデル・ファイル名が指定さ
れることを示します。同様に、-pまたは-parameterは、その後に解析パ

$ ./jetfdtd2.exe ./DATA/model01_str ./DATA/model01_par

$ ./jetfdtd2.exe  ./DATA/model_01

$ ./jetfdtd2.exe -m model01_str -p model01_par　　または

$ ./jetfdtd2.exe –model model01_str –parameter model01_par

$ ./jetfdtd2.exe
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ラメータ・ファイル名が指定されることを示しています。この場合、それぞれ
下記のとおり指定されます。

解析モデル・ファイル ./model01_str
解析パラメータ・ファイル ./model01_par

なお、解析モデルと解析パラメータを同一のファイル内に記述することも可
能です。その場合、下記のとおり実行します。

解析モデル・ファイル ./DATA/model_01
解析パラメータ・ファイル ./DATA/model_01

⑷環境変数を利用したプログラム実行方法
環境変数を利用することで、コマンド･オプションと同様にファイル名を指

定できます。ただし、実行においては環境変数よりもコマンド･オプションが
優先されることに注意してください。この場合、下記のようなシェルファイル
go.shを作成し、それを実行します。
$ cat go.sh

$ ./jetfdtd2.exe -a ./DATA/model_01　または

$ ./jetfdtd2.exe –all ./DATA/model_01

#!/bin/csh –f

unlimit
setenv LANG C
setenv LC_MESSAGES C
setenv MP_INFOLEVEL 0
setenv HF_PRUNST_THREADNUM 8
setenv HF_PRUNST_BIND 1
setenv LDR_CNTRL LARGE_PAGE_DATA=M

setenv JETFDTD_MODEL  ./DATA/model_01
setenv JETFDTD_PARAM  ./DATA/model_01
./jetfdtd2.exe
または
setenv JETFDTD_ALL  ./DATA/model_01
./jetfdtd2.exe

SUBROUTINE readoption（ fmodel, fparam ）
   IMPLICIT NONE
   CHARACTER（ LEN = 256 ）,INTENT（OUT）::  fmodel, fparam
   CHARACTER（ LEN = 256 ）::  cline
   CHARACTER（ LEN =  16 ）::  c_model, c_param, c_all
   INTEGER::  I, Nopt, IARGC

 ! ------------------------------------------------------- Default value sets

   WRITE（ fmodel, '（A）' ） './Media_Data_in_Node/xyz.dat'
   WRITE（ fparam, '（A）' ） './INI.PARAMETERS'

 ! ------------------------------------------------------- Environment variables

   WRITE（ c_model, '（A）' ） 'JETFDTD_MODEL'
   WRITE（ c_param, '（A）' ） 'JETFDTD_PARAM'
   WRITE（ c_all,   '（A）' ） 'JETFDTD_ALL'

   CALL GETENV（c_model,cline）;  IF（cline（1:1） /= ' '） WRITE（fmodel,'（A）'） cline
   CALL GETENV（c_param,cline）;  IF（cline（1:1） /= ' '） WRITE（fparam,'（A）'） cline
   CALL GETENV（c_all,  cline）;  IF（cline（1:1） /= ' '） THEN
        WRITE（ fmodel, '（A）' ） cline;  WRITE（ fparam, '（A）' ） cline;  END IF

 ! ----------------------------------------------------------------- Options

   Nopt = IARGC（）
   IF（ Nopt > 0 ） THEN
      I = 1
      DO
         CALL GETARG（ I, cline ）

         IF（ cline（1:1） == '-' ） THEN
            I = I + 1
            IF（ cline（1:3） == '-m ' .OR. cline（1:7） == '-model ' ） THEN
               CALL GETARG（ I, fmodel ）
            ELSE IF（ cline（1:3） == '-p ' .OR. cline（1:11） == '-parameter ' ） THEN
               CALL GETARG（ I, fparam ）
            ELSE IF（ cline（1:3） == '-a ' .OR. cline（1:5） == '-all ' ） THEN
               CALL GETARG（ I, fmodel ）
               WRITE（ fparam, '（A）' ） fmodel
            END IF
            I = I + 1
            IF（ I > Nopt ） EXIT
         ELSE IF（ cline（1:1） == '<' .OR. cline（1:1） == '>' ） THEN
            I = I + 2
            IF（ I > Nopt ） EXIT
         ELSE IF（ cline（1:1） /= ' ' ） THEN
            WRITE（ fmodel, '（A）' ） cline
            I = I + 1
            IF（ I > Nopt ） THEN
               WRITE（ fparam, '（A）' ） cline
            ELSE
               CALL GETARG（ I, fparam ）
            END IF
            EXIT
         END IF
      END DO
   END IF
END SUBROUTINE readoption

リスト1．サービス・サブルーチンを利用して作成したオプション読込用サブルーチン

用意した環境変数は下記のとおりです。
JETFDTD_MODEL 解析モデル・ファイル名
JETFDTD_PARAM 解析パラメータ・ファイル名
JETFDTD_ALL 1つのファイルで解析モデルと解析パラメータを定義

ただし、すべての環境変数設定に対してJETFDTD_ALLが優先します。ま
た、環境変数が設定されていない場合、および環境変数名が誤って入力され
ている場合、上記⑴に示す初期設定が有効になります。
HF_PRUNST_*は日立最適化FORTRAN90コンパイラで作成した実行オ

ブジェクトの実行に有効なオプションで、下記の設定を行います。

HF_PRUNST_THREADNUM SMP並列処理でのスレッド数（初期値4）
HF_PRUNST_BIND スレッドをコアに固定

以上の利用方法を考慮して作成した読込みファイルを指定するためのサブ
ルーチンをリスト1に示します。プログラムはFortran90/95のルールに従っ

て記述しています。処理の順番は、初期設定、環境変数の
読込み、オプション解釈となっています。なお、プログラム
の中ほどにおいて、< や > を利用したリダイレクション処

理によるデータの入出力に影響を与えないための工夫を
行っています。

まとめ

本稿では、日立最適化FORTRAN90コンパイラで利用可
能なサービス・サブルーチンを活用したユーザ・インタフェー
ス付プログラムの開発手法について紹介しました。プログ
ラムの実行のたびにコンパイルすることなく、パラメータ設

定ファイルの内容を変更するだけで連続してシミュレーショ
ンを実行することができるようになります。さらに、すべて
のプログラムをFORTRAN言語で記述できるので、プログ
ラムの保守性や継続性にも役立つのではないでしょうか。
さまざまなファイル指定方法を60行程度のプログラムで実
現できます。是非ご利用ください。
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AVS／Expressを利用した
3次元グラフ表示

Visualization School

成と接続方法を図1に示します。モジュールscaleは
グラフの縦横比を指定します。モジュールbounds
で曲線を描画し、モジュールAxis2Dでグラフ罫線な
どを追加します。グラフ表示の結果を図2に示します。

スパコン可視化道場

番外編 8

平成22年8月5日（木）に本センター北館1階利用者端末室において3次元可視化システムAVS/Express利用講
習会を実施しました。本講習会では、これまで行ってきた可視化入門に加え、AVS/Expressを利用したソリューショ
ンの紹介を行いました。

AVS/Expressには、一般的に知られていないモジュールが多数あります。さらに、AVS/Expressと外部プログラ
ムを組合せることで課題を解決できることもあります。例えば、ポリゴンリダクションや面のセグメンテーション、世
界地図生成機能などです。可視化道場では、利用講習会で紹介されたさまざまな可視化手法を順次紹介します。

AVSを利用したグラフの作成

解析結果や分析結果をグラフ表示することで、それ
ら結果の概要と特徴を理解することに役立ちます。
ここでは、次式で表現できる複素座標平面上の時間
応答関数のグラフ作成について検討します。

Real Imag t　
 1.00  0.00 0.00
 0.89  0.45 0.01
 0.59  0.81 0.02
 0.16  0.98 0.03
-0.31  0.94 0.04
-0.70  0.70 0.05
-0.93  0.30 0.06
-0.96 -0.15 0.07

# AVS field file
#
ndim = 1
dim1 = 101
nspace = 2
veclen = 1
data = float
field = irregular

coord 1 file=data.txt filetype=ascii skip=1 offset=2 stride=3
coord 2 file=data.txt filetype=ascii skip=1 offset=0 stride=3
variable 1 file=data.txt filetype=ascii skip=1 offset=1 stride=3

# AVS field file
#
ndim = 1
dim1 = 101
nspace = 3
veclen = 1
data = float
field = irregular

coord 1 file=data.txt filetype=ascii skip=1 offset=2 stride=3
coord 2 file=data.txt filetype=ascii skip=1 offset=0 stride=3
coord 3 file=data.txt filetype=ascii skip=1 offset=1 stride=3
variable 1 file=data.txt filetype=ascii skip=1 offset=1 stride=3

coord 1 file=data.txt filetype=ascii skip=1 offset=1 stride=3
coord 2 file=data.txt filetype=ascii skip=1 offset=0 stride=3 ndim = 2

dim2 = 1

リスト1．2次元グラフ表示用フィールドファイル

リスト2．複素平面上の変化
リスト4．アニメーションのためのフィールドファイルの変更

また、リスト2に示すとおり座標指定行（キーワード
coordのパラメータ）を変更することで、図3に示すと
おり複素座標平面でのグラフを描画できます。ただ
し、時間ステップ間隔に対する座標点の移動距離が大
きく、滑らかな曲線にはなっていません。

3次元空間へのマッピング

複素座標平面内の挙動を時間とともに示すことは、
図2および3を同時に表示することに対応し、それは3
次元空間にデータをマッピングすることです。その方
法を以下に示します。フィールドファイルをリスト3の
ように変更します。nspace=3とし、3つ目の座標情
報coord 3を記述します。リスト3では、時間軸を第
一座標軸（x軸）としています。

また、図4にモジュールの構成と接続方法を示しま
す。3次元表示であることから、モジュールAxis3D
を利用します。また、モジュールtubeを利用して、3
次元表示されたラインの太さを自由に変更できるよ
うにします。図5は3次元グラフ表示例です。

リスト3．3次元グラフ表示のためのフィールドファイル

図1．
2次元グラフ表示のためのモジュール
接続方法

図4. 3次元グラフ表示のためのモジュー
ル接続方法

図6．モジュール接続方法

図5．
リスト3による
3次元グラフ表示

アニメーションの作成

3次元表示されたグラフは、グリフを利用して時間
変化を追跡することができます。スナップショットを
画像として保存し、GIFアニメーションによるプレゼン
テーション用コンテンツを容易に作成できます。その
簡単な例を示します。

モジュールorthosliceで断面を設定し、その断
面にグリフを設定するために、リスト3の該当部分を
リスト4のとおり変更します。また、モジュール接続方
法は図6に示すとおりで、モジュールorthoslice、
Diamond3Dおよびglyphを追加します。図7に示
すモジュールorthosliceのコントロールパネルで、
planeを変更してグリフを移動させることができます。

図2．リスト1によるグラフ表示 図3．リスト2によるグラフ表示

図7．モジュールorthosliceによるグリフの移動

まとめ

グラフ描画について、2次元および
3次元表示を説明しました。関数の3
次元表示はMathematicaなどでも
簡単に実行できますが、さまざまな可
視化と組み合わせて効果的な表現を
行いたい場合、AVS/Expressは柔軟
に対応可能といえます。

式⑴は2つの異なる周波数f1およびf2の正弦波の重ね
合わせであることから、これら周波数の和と差の成分
の乗算となります。数値データの最初の数行を以下に
示します。

グラフ表示では、AVSフィールドとして表示します。
フィールドファイルの例をリスト1に示します。101個
のデータを2次元空間に表示します。モジュールの構

表1.グラフ表示用データ（一部）
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平成22年7月1日（木） 午後、東京
駅前にある丸ビル7階ホールにおいて
先端的大規模計算利用サービス第
4回シンポジウムが開催されました。
本サービスをご利用いただいたある
いは現在利用されている企業による
講演6件ならびにポスター発表8件が
行われました。なお、本センターを利
用していただいている企業から講演
1件およびポスター発表2件のご協力
をいただきました。

本センター独自のスパコン利用講習会と
してFortran90/95プログラミングを実施し
ています。7月および8月に講習会を実施し、
4名の方々の参加をいただきました。講習会
では、本センター職員が編集したテキストを
利用しました。講習会テキストの製作におい
ては、多くのプログラム演習を解きながら基
本的な事項から高度なプログラミング技術
まで修得できるよう工夫しました。講習会の
実施を随時受け付けています。また、講習会
テキスト①および②を本センターホームペー
ジで公開していますので、ご活用ください。

平成22年8月26日（木）、本センター北館4階会議
室で下記のとおり技術講演会を実施しました。
【演題】
複素非対称行列向け反復解法の検討

【講師】
株式会社日立超ＬＳＩシステムズ 猪貝光祥 氏
株式会社日立製作所　中央研究所 櫻井隆雄 氏

有限要素法（FEM）を利用した高周波解析では、
複素要素の非対称行列を扱います。このような行列
を対象とした反復解法は数値計算ライブラリとしての
サービスが待たれるところです。反復解法では、直接
解法に比較して必要とされる主記憶容量が極端に少
ないのが特徴で、同じ主記憶容量であれば、大規模な
解析モデルを取り扱えることになります。本技術講
演会では、前処理を含む解法とベンチマーク性能試
験結果について詳しい説明が行われました。

平成22年8月5日（木）に、本センター北館1階利用
者端末室においてAVS/Express利用講習会が開催
されました。当日は、午前中にAVS可視化入門と題し
て、数値データの読み込み方法や可視化手法の適用方
法など入門実習を行いました。また、午後にはソリュー

ション講習会と題して、AVSとユーザ開発プログラム
を組み合わせた可視化事例を紹介し、体験演習を行い
ました。講習会終了後、可視化手法に関する質問対応
を実施しました。9名の参加がありました。講習会内
容について、本誌可視化道場で随時紹介します。

AVS/Express利用講習会実施報告

先端的大規模計算利用サービス第4回シンポジウムについて スパコン利用講習会「Fortran90/95プログラミング」の実施について

平成22年8月23日（月）から27日（金）の5日間に、
客員研究員　合田徳夫さん（株式会社　日立製作所）
が本センターにおいてスパコン利用講習会およびプ
ログラム相談を実施しました。スパコン利用講習会
は、MPIプログラミングマスターコースと題して、MPI
プログラミングの基礎から応用までをコンパクトに

紹介しました。また、プログラム相談では逐次プログ
ラムのMPI化や自動並列化コンパイラによるSMP並
列化に関する質問に対応しました。同様の活動を本
年度内に実施予定ですので、ご活用いただけますよう
よろしくお願いします。

客員研究員によるスパコン利用講習会およびプログラム相談について

スパコン技術講演会「最新のスパコン数値計算ライブラリ」の開催について

平成22年9月1日（水）に、東京大
学山上会館において学際大規模情報
基盤共同利用・共同研究拠点第1回
シンポジウムが開催されました。各
拠点の共同利用･共同研究活動の紹
介や今年度採択となった課題37件の
ポスター発表が行われました。140
名以上の方々に参加いただき、私ど
も学際大規模情報基盤共同利用･共
同研究拠点の活動に対する注目と期
待の高さが伺えました。第2回シン
ポジウムは、研究成果報告をメイン
テーマに来年1月開催予定です。

JHPCN共同利用・共同研究拠点シンポジウム（第1回）について
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Q 研究室のパソコンからスーパーコンピュータの
ファイルを共有するため、Sambaパスワードを登

録しようとしましたが、エラーメッセージが出力され登録で
きません。どうしたらよろしいでしょうか。利用者番号は
b2**** （****は任意の数字4文字）です。

Introduction

A 利用者番号がa2****、b2****、…（平成18
年度以降に新規利用申請をされた利用者）の

方は、利用者番号の初期登録時のパスワード（利用承
認書に記載）と同じ文字列が初期のSambaパスワー
ドとして登録されています。そのためSambaパスワー
ドの登録作業を行う必要はありません。

なお、Sambaパスワードを変更したい場合、下記コ
マンドで変更が可能です（下線部の箇所を入力）。

$ smbpasswd 利用者番号
Old SMB password:初期パスワード
Retype new SMB password:新パスワード
Password changed for user 利用者番号
$ New SMB password:新パスワード

Q 新しいパソコン（MS Windows7 64bit版）で、
InterCompassによりスーパーコンピュータを利

用しようとしています。InterCompassのログイン画面で
UserID （利用者番号）とPasswordを入力し、その後Ｘ
エミュレートツールを立ち上げようとしたところ、全く応答
がありません。この場合、どのように対処すればよいのか
教えてください。なお、MS Windows XP 32bit版では
問題なく利用できます。

A MS Windows7 64bitマシンに 初 期 導入
さ れ て い るInternet Explorer 8 （32bit、

64bit）について本センターで動作確認を行ったとこ
ろ、InterCompass及びＸエミュレートツールが動作
し、本センターで利用サービスを行っているＸアプリ
ケーション・ソフトウエアについても正常に動作する
ことを確認しました。また、現在のところ利用者から
MS Windows7を使用したInterCompassの不具合
等については報告を受けておりません。

本件につきましては、InterCompass本体は起動
していること、同一ネットワークで以前から使用して

Q 学外から、Linux OSのパソコンでスーパーコン
ピュータにssh接続を行い、Ｘアプリケーション・

ソフトウエアを利用しています。アプリケーションの画面
起動に3分、メインメニュー画面の表示までにさらに3分、
サブメニューを選んでから表示されるまで40秒以上とい
う状態です。対策として、何か良い方法がありましたら教え
てください。

A UNIX系OSからssh接続によりＸアプリケー
ション・ソフトウエアを実行したときにレス

ポンスが遅い場合、MS Windows OS （Internet 
Explorer6以上）から本センターで利用サービスを
行っているＸアプリケーション・ソフトウエアを実行
することが可能なWebアプリケーション・ソフトウエ
ア「InterCompass」をご使用ください。特に、学外
においてはInterCompassを利用する方がレスポン
スが速い場合があります。

InterCompassを利用するときはURLとして、スー
パーコンピュータのアプリケーションを利用する場
合、https://corn.hucc.hokudai.ac.jp/を、汎用コン
ピュータのアプリケーションを利用する場合、http://
malt1.hucc.hokudai.ac.jp/intercompass/ を
指定します。利用開始時に初期設定が必要ですの
で、操作手順 （http://www.hucc.hokudai.ac.jp/
application/pdf/InterCompass.pdf）をご参考く
ださい。

A ⑴InterCompassの設定について
本システムを仮想端末として使用し、TSS領域

でコンパイルおよびプログラムの実行等の作業を行
う際に、特別な設定はありません。そのままご利用く
ださい。
⑵Fortranプログラムのコンパイルについて
InterCompass上のコンパイル支援ではさまざまな
オプションが設定されています。エラーが大量に出力
される理由として、これらオプションによることが考え
られます。対策として、例えば、仮想端末上で下記コマ
ンドを実行して、コンパイルを行ってください。

　$ f90 -64 -Oss prog.f -o prog.exe

また、プログラム中に日本語などのマルチバイト文
字が使用されているときもエラーが出力されます。
WinSCPでファイル転送したときにバイナリモードに
なっていると、行末コードの違いによりエラーが出力
されます。テキストモードで転送してください。

Q ⑴ スーパーコンピュー タのTSS領 域 でコン
パイルおよび 計 算を行 いたい ので すが、
InterCompassからログインしたときに特別な
設定が必要でしょうか？

⑵ Fortranのソースファイル（拡張子がf）をWinSCPを
用いてアップロードし、InterCompass上のコンパイル

 研究支援推進員　高橋 英嗣

北 海 道 大 学 情 報
基盤センターは、他
の国内のスーパー
コンピュータを保
有する大学に附置
する共同利用の施
設とともに、「学際
大規模情報基盤共
同利用・共同研究
拠 点」として認 定

され、平成22年4月より本格的に活動を開始しました。
「学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点」とは、
東京大学情報基盤センターが中核拠点として機能する

「ネットワーク型」共同利用・共同研究拠点であり、スー
パーコンピュータと大容量のストレージおよびネット
ワークなどの情報基盤を用いて、情報処理分野における
これまでに解決や解明が極めて困難とされてきた問題
について、学際的な共同利用・共同研究を実施すること
により、我が国の学術・研究基盤の更なる高度化と恒常
的な発展に資することを目的としています。

私は研究支援推進員として本センターに勤務し、主
に前述の共同利用・共同研究に関する利用支援やプロ
グラム相談などの業務に携わっています。これらの支
援を行うにためには、本センターが有するスーパーコン
ピュータHITACHI　SR11000/K1に関する高度な知識
とそれを利用するための幅広い知識が要求されます。
そのために1ヶ月半にわたる導入研修を受け、主に本セ
ンターのスーパーコンピュータの性能や仕様に基づいた
プログラミングに関しての知識を身につけてきました。
現在は、利用者が本センターの情報資源をより有効に
活用できる環境を整えるため、高速処理を意識したプロ
グラムチューニングやソフトウェアの検討などを行って
います。また、本年8月からは、プログラム相談員として
毎週木曜日の13時〜15時に利用者相談室に常駐して対
応を行っています。利用者相談室は、木曜以外でも平日
の午後には専門の相談員が常駐しており、直接訪問して
の相談以外に、電話での相談も受け付けています。プ
ログラムに関する相談の他、センターへの技術的事柄
の問い合わせに対しての各部署への連絡窓口にもなっ
ていますので、気軽にご利用ください。そのほかに、ス
パコン利用講習会『Fortran90/95プログラミング』を
実施し、スーパーコンピュータの利用や、Fortran90/95
の導入を検討している方への対応や利用支援も行って
います。受講者のレベルに合わせた講習を1名からで
も実施しますので、これからFortranを使ってみたいと
思っている方も、是非利用講習会にご参加ください。

本センターに勤務してから4ヶ月が過ぎました。至ら
ぬ点も多々ありますが、他のスタッフの皆さんと協力し
て、利用者がより研究に専念できるよう支援をさせてい
ただきますので、よろしくお願いいたします。

相談員プロフィール

いるパソコン（MS Windows XP）からはＸエミュ
レートツールが問題なく利用できていることから、新
しいパソコンのファイアウォール等でＸエミュレート
ツールで使用している通信がブロックされている可能
性が考えられます。ファイアウォールの設定でcorn.
hucc.hokudai.ac.jpへの通信を許可するように設定
の変更をお願いします。

支援でコンパイルしました。しかし、以下のエラーメッ
セージが表示されます。ファイル形式またはアップロー
ドの方法を変更することで、エラーを防ぐことができる
のでしょうか？それとも、エラーを一つずつ修正する必
要があるのでしょうか？研究室のパソコンでは正常に
コンパイルすることができます。パソコンのOSはMS 
Windowsです。

f90: compile start : /home/e2xxxx/prog.f
*OFORT90 V01-05-/E entered.
   KCHF049K  12            3
        unrecognizable fortran statement.
   KCHF465K  12            5
      operands appear successively. an 
      operator is missing between them.
   KCHF465K  12            6
      operands appear successively. an 
      operator is missing between them.
   KCHF465K  12            7
      operands appear successively. an
      operator is missing between them.
   KCHF465K  12            8
      operands appear successively. an
      operator is missing between them.

Q＆A



●メールマガジン講読のご案内
本センター大型計算機システムに関するさまざまなお知らせ（運用予定、利用講習会、講演会案内、
トピックス）、また、利用法に関するヒントをメールマガジンでお届けしています。メールマガジン
を講読されるためには登録が必要です。下記ホームページで登録または削除を受け付けています。
本センターの利用登録の有無に関わらず、メールマガジンの講読が可能（無料）ですので、この機
会に是非登録されてはいかがでしょうか。
メールマガジンの登録または削除　http://mag.hucc.hokudai.ac.jp/

●編集後記
北海道におけるコンクリート研究は、廣井勇博士の功績が顕著です。研究に対する情熱は時代を
超えて受け継がれています。歴史ある研究の一端を、いまスーパーコンピュータが担っていること
を、先人たちは考えてもいなかったかもしれません。iiC-HPCニュース10号特集記事を併せてお
読みいただくことで、さらに興味を持っていただけるのではないでしょうか。

●次号の特集予告
本センターで利用サービスを行っている並列版OCTA/COGNACを、共用促進事業トライアルユース
でご利用いただいている民間企業を訪問し、開発現場におけるスーパーコンピュータや大学発アプリ
ケーションソフトウエアの利活用についてご意見を伺います。

●本誌へのご意見をお聞かせください。
連絡先：kyodo@iic.hokudai.ac.jp
北海道大学企画部情報基盤課共同利用・共同研究担当
TEL 011-706-2956 FAX 011-706-3460
iiC-HPCニュースはインターネットからダウンロード可能です。
URL　http://www.hucc.hokudai.ac.jp/koho_syuppan.html

●スパコンのための情報サービス一覧

情報サービス 内　　　　　　　容

利 用 者 受 付
スパコン利用のための登録・総合情報
TEL 011-706-2951

利 用 講 習 会
使い方・プログラム講習
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/̃a10019/kosyu/kosyukai.html

利用者相談室
プログラム相談
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/support.html
TEL 011-706-2952

メルマガ情報
さまざまなスパコン情報の速報
http://mag.hucc.hokudai.ac.jp/

技 術 情 報
スパコンの使い方・技術情報
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/20060105new_hop.html

iiC-HPC

大型計算機システムニュース、その他ダウンロード
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/koho_syuppan.html
大型計算機システムニュース郵送申し込み
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/̃a10019/iic-HPC/
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