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鉛直混合過程シミュレーション

図a

図b

ポテンシャル密度の鉛直断面図。暖色が高密度、白抜きは海底地形。
初期に水平一様な密度分布を与え、時間的に正弦関数で振動する潮流で駆動。
潮流の初期条件は流速0で右向き加速度が最大とした。
（図a）0.174周期後（右向き流が加速中）、（図b）0.302周期後（右向き流が減速中）。
実線は内部重力波の峰、矢印は渦の位置を示す。
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特集記事で紹介する学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点平成23年度共同研究において中村先生が取り組んでい
る、環オホーツク圏を中心とした大気・海洋のシミュレーションでの鉛直混合過程シミュレーションについて紹介します。

環オホーツク圏では潮汐による鉛直混合が非常に強く、熱・塩・栄養物質の鉛直輸送を介して熱塩循環および物質循環
に重要な役割を果たしています。今回用いた海洋大循環モデルでは潮汐による鉛直混合を理想化して与えることで考慮し
ていますが、その改良に向けての第1歩として、超高分解能鉛直2次元海洋モデルを用いて鉛直混合過程のシミュレーション
を行い、観測結果と似た場を得ました。

潮汐による鉛直混合は主に内部重力波の生成とその砕波によると考えられています。千島列島の海峡部は山脈の鞍部
となっており、潮流が通る際、流れは山脈を登り駆け下ります。海の内部では通常、低密度の軽い水が高密度の重い水の上
に位置しているため、潮流により持ち上げられた海水は周囲より重く、押し下げられた海水は周囲より軽くなっています。こ
のため浮力が働いて海水を元の深さに戻そうとし、その結果、海洋内部に浮力（重力）を復元力とした波（内部重力波）が
生成されます（図a）。潮流による持ち上げ押し下げが十分大きくなると、波は大振幅となり、海岸に打ち寄せる波のように
砕波します（図b）。砕波は密度不安定やケルビン－ヘルムホルツ不安定を伴い激しい混合を引き起こします。加えて、境界
層の剥離とそれに伴う渦生成も混合に寄与する可能性が新たに示唆されました。

［表紙図面］特集記事を参照
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北海道大学低温科学研究所環オホーツク観測研究センター

講師 中村知裕 氏 インタビュー

環オホーツク圏を中心とした 大気・海洋シミュレーション

Interview with Tomohiro NAKA MURA

─7月14日（木）及び15日（金）に開催された学際大
規模情報基盤共同利用・共同研究拠点JHPCN第3回シ
ンポジウム会場において、中村先生に取材をお願いしまし
た。丁度、中村先生がステージに上がって講演を始められ
るところです。研究背景、研究目的、研究成果についてお
話いただきます。

中村　今回、環オホーツク圏を中心とした大気・海洋
のシミュレーションを実施しました。オホーツク海で
は、夏季にしばしばオホーツク海高気圧が形成され、
下層雲と呼ばれる非常に低い雲がオホーツク海付近
を中心にべったりと発達します。これによって冷夏や
日照不足がもたらされます。

逆に、冬季はシベリア高気圧が形成されて、非常に
冷たい風が吹きます。結果として、オホーツク海域で
大量の海氷が形成され、それが北海道へ流れてきま
す。海氷が生成される際には、塩が不純物として排出
され、高密度の海水が生成されます。オホーツク海に
おいて海氷は、主に北の方で形成されるので、高密度
水も北の方で形成されます。これが徐々に樺太沿い
に南下し、北太平洋に流れ出て、全体に広がっていきま
す。図1は模式図で、オホーツク海から出てきたものが
北太平洋全体にぐるぐると回って、最終的には赤道ま
で流れていきます。

このように、オホーツク海でできた海水は北太平洋
中層の水の源となっています。加えて、オホーツク海
から海水が出入りするとき通過する千島列島域では、
潮汐により強い混合が生じています。これら二つが合
わさって、北太平洋中層の熱塩循環を駆動します。同
時に、熱、塩、気体（二酸化炭素やフロンなど）、さまざ
まな物質の貯留や循環が生じています。

高密度水の形成や潮汐混合によって、例えば、ア
ムール川からやってきた物質－鉄などが北太平洋に流
れていきます。鉄の供給量はこの付近の植物プラン
クトン増殖をコントロールしており、その鉄が海洋循
環により大量に運ばれて来るために基礎生産が高く

流氷で有名なオホーツク海は、豊富な水産資源の供給源です。

これには、シベリアを源流とするアムール川からの栄養に富んだ河川水と

オホーツク海周辺のユニークな地形が関係しています。

観測と数値シミュレーションに基づいてオホーツク海の謎を解き明かします。
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赤い。つまり、大気が加熱されて、海洋がどんどん冷
却されています。これを陸面で見ると、陸が冷えると
いうことです。したがって、下層雲があれば海面や陸
は冷たくなる、ということがよく分かります。

なります。その結果、オホーツク海、親潮域は、
世界でもまれに見るほどの豊富な水産資源を
持ち、炭素循環にも影響を与える重要な海域と
なっています。

ただ最近は、オホーツク海でも温暖化が非
常に進んでいます。気温と水温どちらも高温
化していて、物質循環や基礎生産が弱化する
のではないかという懸念も生じています。そ
こで、環オホーツク圏（オホーツク海とその周
辺地域）の気候や環境の形成とその変動の理
解向上に向けて、数値シミュレーションを行っ
ています。今回、そのための数値モデル開発と
プログラム高速化、それらを利用した大気循環
シミュレーションと海洋シミュレーションを行
いました。まず、高速化について簡単に説明し
ます。

大気モデルを、北大情報基盤センターのスパコン
SR11000用にSMP並列化によるチューニングを行い
ました。表1に結果を示します。physicsがチューニ
ングにより改善されています。例えば、上位ルーチン
でのSMP並列、ループ交換やループ分割、呼び出し回
数の多いサブルーチンの自動インライン展開を行う
ことで高速化しています。SMP並列化はかなりよくな
りましたので、引き続きMPI並列処理について高速化
チューニングを行う予定です。

シミュレーション結果について説明します。図2に
示す白い部分が下層雲の多いところです。オホーツク
海から北海道にかけて、べったりと下層雲が発達して
います。これは2003年7月、オホーツク海高気圧が非
常に発達した年です。下層雲の有無によりオホーツク
海高気圧に伴う海面気圧が変わってしまうという、面
白いことが分かりました。

下層雲の有無により、海面における熱フラックスも
大きく変わります。図3の左側に下層雲がある場合、
右側に下層雲がない場合の海面乱流熱フラックスを
示します。赤色の部分は大気が加熱されて、海洋が冷
却されます。つまり、海が冷えて空気が温まる場合で
す。青色の部分はその逆です。下層雲がある場合は、

表1．高速化のための共有メモリ型並列処理チューニング結果

時　間 オリジナル（秒） チューニング（秒） 向上率

input 1.38 0.52 2.65

dynamics 7.42 5.75 1.29

physics 23.08 3.16 7.30

output 0.24 0.23 1.04

Total time 31.19 9.60 3.25

図2．2003年7月（月平均）の下層雲雲量の高度約100mにおける分布
出展： Koseki et al., submitted to Journal of Geophysical 

Research

図3．夏季下層雲による海面熱フラックスの変化　出展：Koseki et al., submitted to Journal of Geophysical Research

図1.オホーツク海起源の熱塩循環と物質（鉄）循環
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PROFILE

次に、海洋シミュレーション結果について紹介しま
す。図4は熱塩循環がどのように変動しているかを調
べたものです。縦軸が密度で、横軸が温暖化傾向です。
観測結果を太い線で示しています。観測と似たよう
な温暖化傾向が再現されています。

今回紹介しました成果のほかに、鉄化学モデルの開
発や潮汐混合に関する予備的な検討を行っています。
今後は、MPI並列化による大規模・高精度解析を実現
し、下層雲の形成過程について数値シミュレーション
を行う計画です。

さらに、栄養物質循環については、構築した鉄化学
モデルを海洋大循環モデルへ取り込んでシミュレー
ションを行います。最終的には、温暖化したときにど
うなるかというところまで検討したいと考えています。

潮汐による鉛直混合過程のシミュレーションについ
ては、観測と対応するような設定でしたので、今年度
はより理想化した設定でさまざまな実験を行い、理論
化やパラメータ化に向けて理解を深めていきたいと考
えています。

─ご発表を終えて、いかがでしたか。

中村　専門研究領域以外の方々を前に話をするのは、
なかなか難しいですね。

─時間制限があるので、すべての成果を説明できな
かったのでは。

中村　学会と違って、背景知識を含めて説明しなけれ
ばなりません。そういう意味でも、すべてをきちんと
説明するのは難しいです。

─質問が2件ほどありましたが、下層雲の解析について、
境界条件として観測結果を組み込むというお話でしたね。

中村　正確に言いますと、観測結果を使ってモデルを
コントロールする手法...データ同化と呼ぶ手法があ
り、そのデータを境界条件として利用しています。そ
ういう意味では、観測でもないですし、モデルそのも
のでもないという、微妙な感じのデータを組み込んで
います。

─特に今回の発表では、低層の雲が多い年の例を示さ
れました。その中で、「空気が冷えると海が暖かくなる」、

「大気が暖かくなると海が冷える」というお話がありま
した。

中村　まず、雲ができるところから話をすると、オホー
ツク海はもともと海面水温が低いです。夏でもせい
ぜい10℃くらい、場合によっては数℃になります。そ
こに空気が流れ込むと、徐々に冷やされて水蒸気が凝
結して雲になります。それによって下層雲ができます。
下層雲ができてしまうと、今度は下層雲から長波放
射、要するに赤外線が放射されます。そして、赤外線
が放射される分だけ、雲よりも下は冷えてきます。雲
の下というのは、対流によって冷えた空気とそれ以下
の空気とをどんどん混ぜます。それに伴って、冷えた
空気が海面や陸面部に下りてくることによって、海や陸
が冷やされる。海や陸が冷やされるということは、海
から大気へ熱フラックスが向かうので、大気が温めら
れて、また雲の方へ戻っていく。それで、雲のところで
また赤外放射で冷やされて、また下りてくるという循
環になります。

─そういう意味では、大気と海洋の循環を両方考慮しな
いと正確なシミュレーションは難しいということですか。

中村　そうですね。海洋のほうも、上の方が冷やされ
ると、今度は海洋の上の方で対流が起きたりして変化
しますので、本当は結合させてシミュレーションする
のが望ましいと思います。ただし、海洋の熱容量は大
気に比べて数桁大きいことを考慮すると、海洋の水面

2mが大気全部の高さの熱容量に相当するので、大気
に冷やされた分による海洋の温度変化はかなりゆっく
りしています。今回のシミュレーションでは、海面水
温に1日平均の観測値を使用しています。

─平成23年度の研究計画として、別の年のシミュレー
ションを行ってみたいということでした。それは、より高
い高度の雲に対しても、今回高速化したプログラムの検証
を行いたいということでしょうか？

中村　それもあります。ほかの年だと高い雲ができや
すかったりして、そういう雲がどういうスケールになる
かといったところです。ただ、下層雲があまりできな
い年もあります。そうすると、できる年とできない年
を比べて、どういう原因で下層雲ができやすく、どうい
う過程でできていったか、しっかり調べていくという
ことです。

もう一つは、それと関係していますが、2006年とも
う一回ぐらい、オホーツク海で大気の観測を行ったこ
とがあります。その年についてシミュレーションを行
えば、観測結果と比較することができます。というの
は、オホーツク海はほとんどがロシアの経済水域に
入っていて、そう簡単に観測ができません。ですから、
公開された観測データはほとんどないのです。そう
いう意味では、観測を行った年のシミュレーションを
行うことで、観測結果と比較することができます。

─11月から新スパコンの利用サービスが開始されます。
主記憶容量は現行システムと同じですが、理論性能では
現行システムの8倍程度になります。このようなスパコン
でどういうシミュレーションを行おうとお考えでしょうか。

中村　モデル屋としてまずは、計算機が速くなればそ
の分だけ分解能を上げたい、ということです。大気の
シミュレーションと海洋のシミュレーションに関して
は分解能を上げる、もしくは領域を広げる...どちらか
というと分解能を上げる方だと思いますけれども、そ
ういう方向で使いたいと思っています。混合過程に関
しては、3次元シミュレーションも行いたいと考えてい
ます。

─研究発表直後にお話をお聞かせいただき、ありがと
うございます。新スパコンをご活用していただけるもの
と期待しています。本日はありがとうございました。

中村知裕
Tomohiro NAKAMURA
国立大学法人 北海道大学
低温科学研究所 （共同利用・共同研究拠点）
環オホーツク観測研究センター 講師

京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了博士号取得。
数年間のポスドクを経て（日本学術振興会、海洋研究開発機
構）、2005年より現職。北海道大学大学院環境科学院で教
育も担当。専門は海洋物理学（海洋の流れの力学とシミュレー
ション）。最近は、海洋物質循環（海洋化学）、海上大気境界層
（気象学）にも携わっている。

図4．オホーツク海千島海盆でのポテンシャル密度
太線： 観測結果
● ： 熱フラックスの寄与
○ ： 風応力の寄与
＋ ： 熱フラックスと風応力の和
出展／ Nakanowawari et al., submitted to Journal of Geophysical 

Research
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第19回

計算機歴史博物館訪問記
� 情報基盤センター大規模計算システム研究部門　大宮　学

現在、学際大規模計算機システムへの更新のため大型計算機システムの利用サービスを休止させていただいてい
ます。そこで、スパコン・アカデミーについてもいつもとは趣向を変えて、計算機の歴史に関する話題を提供します。
本年8月18日（木）から1週間にわたって米国サンフランシスコに渡航したときに、計算機歴史博物館（Computer 
History Museum、以降CHMと略称）を訪問しました。計算機等の歴史的資料に関する世界最大の博物館という
こともあり、この機会に是非紹介したいと考えました。

なお、展示資料等については、下記ホームページで公開されています。そのURLを適宜指定しますので、ホームペー
ジを参照しながら記事を読み進めてください。

計算機歴史博物館ホームページ　http://www.computerhistory.org/

た（URL2）。プログラムはもちろん紙テープに記録さ
れています。この計算機は実際に動作し、Spacewarが
プレイできるようになっています。柵の手前に2つの
ボックスが設置されており、そのボックスには5つのボ
タンがレイアウトされています。これをゲームコント
ローラとして2人で対戦します。動作は期待どおりゆっ
たりとしていますが、50年の歳月を経た計算機が今な
お利用できることは驚きです。

実は、このコンピュータの復元プロジェクトが2004
年5月にスタートし、7ヶ月の歳月をかけて動作可能
な状態に修復されました。その後、2005年3月1日に
Spacewarプログラムを実行させ、今日に至っているとい
う努力の賜物です。
URL1：PDP-1 restoration project
http://pdp-1.computerhistory.org/pdp-1/

index.php

URL2：Story of SpaceWar!
http://www.computerhistory.org/revolution/

computer-games/16/189/2213

展示室を拝見する
先に述べたように、限られた空間に計算機関係の資

料がぎっしり展示されています。さらに、コンピュータ
にさほど詳しくない来場者に対しても、興味を持って
展示資料を見てもらおうとさまざまな工夫がなされ
ています。その例として、オリエンテーション劇場が
設置されています。そこでは、ビデオにより博物館の
概要やここならではの必見の資料を教えてくれます。
オリエンテーションが終わりましたら、館内を見学し
ます。驚いたことに、展示会場は迷路のようになって
いて、導線（見学ルート）どおり最後まで見て回らな
いと出口にたどり着くのが困難になっています。あま
りに盛りだくさんな内容なので、一回ですべてを鑑賞
するには多くの時間が必要です。毎回見学テーマを
決めて、何度も訪問するのが最適と思いました。その
ようなことで、この記事では電子式計算機が発明され
るまでの歴史を重点に紹介します。

計算のための道具
計算のための道具から始まって、機械式および電

子式計算機と時代を経過して行きます。計算のため
の道具としては、セクタ（URL3）と呼ばれるコンパス
に似た道具から、計算尺およびそろばん（Japanese 
Abacus, URL4）までが紹介されています。その中で、

縦棒が入っており、もしかするとRevolution（変革）と
Evolution（進化）の2つの言葉を掛け合わせている
のかと思われます（写真4と5）。

PDP-1がお出迎え
建物内部は2階建になっています。1階が展示室、

ショップおよびホール、2階が研究員の居室とイベント
用ホールから構成されています。1階展示室は全床面
積2300㎡の3分の2程度を占めており、北大博物館と
変わらないようなエリアに、レプリカ、実際に利用され
ていたもの、さらに写真パネルやビデオモニタなどが
びっしり盛りだくさん詰め込まれています。

入口左横にDEC社PDP-1が展示および実演に利用
されていました（URL1）。展示ボードには、「計算を
効率的に行うよりもユーザとの対話に焦点をあてた最
初の商用計算機であり、その設計哲学は計算機の進
歩に大きく貢献した。」と記されています。DEC社は
この計算機システムを50台生産し、1960年に販売し
ています。URL1掲載の写真にある丸いモニタは初め
てでした。実は、このモニタは高解像度グラフィック
ディスプレイで、1962年に米国マサチューセッツ工科
大学（MIT）の学生が世界最初のインタラクティブコ
ンピュータゲームSpacewarをプログラミングして、そ
れを実行するために利用したことが紹介されていまし

計算機歴史博物館
（Computer History Museum）

計算機歴史博物館は、サンフランシスコのダウンタ
ウンからフリーウエイを突っ走ること40分、シリコン
バレー・マウンテンビューにあります。
フリーウエイを降りると、看板がすぐ目
に飛び込んできます。サマータイム実施
時期の午後5時には太陽はまだまだ高
い位置にあり、CHMの白い近代的な建
物が青い空と周囲の緑に映えていました

（写真1）。入場口は駐車場横にあり、アー
チ型の屋根がかかったレンガ道を入口
に向かって進みます（写真2および3）。
歓迎の看板には「計算機とそれが人類
にもたらしたインパクトを保存・展示し

ている世界最大規模の博物館」と記されています。
入口正面は一面ガラス張りになっていて、REVOLUTION, 
The First 2000 Years of Computing.のキャッチコ
ピーがプリントされています。よく見るとRとEの間に

写真1：計算機歴史博物館の正面概観。入場口は左側奥にある。 写真5：キャッチコピー

写真2： 博物館入場口。左端のアーチ
型屋根の下を進んでいく。

写真4：入口前の中庭
写真3： 世界最大規模の計算機博

物館であると記されている。

http://www.computerhistory.org/revolution/computer-games/16/189/2213
http://pdp-1.computerhistory.org/pdp-1/index.php
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Supercomputer
Academy

1964年に東京においてそろばん名人（松崎清氏）と
電卓名人（トーマス・ウッド氏）が対戦し、4戦全勝で
そろばんが勝利を収めたことが述べられ、そろばんと
は強力かつ単純な傑作であると結論されています。
URL3：Sectors
http://www.computerhistory.org/revolution/

calculators/1/43

URL4：The Versatile, Venerable Abacus
http://www.computerhistory.org/revolution/

calculators/1/1

機械式計算機
機械式計算機は、本誌6号「梨沙のスパコン探検

記」でも取り上げたとおりで、CHMにおいては精巧に
作られた復元モデルを観て楽しむことができます。

機械式自動計算機の先駆けはシッカート（Wilhelm 
Schickard, 1592-1635）によって設計された世界最
初の計算機です。展示品はURL5上段に公開されて
いるように、木目がとても綺麗な復元モデルで、2000
年に復元されています。シッカートは1623年に2台
の計算機を作成し、そのうちの1台をケプラーに提供
しました。しかし、この装置は火災により消失してい
ます。もう1台は行方不明になっています。幸いにも、
スケッチや手書きの設計図が残されていたので、それ
らを参考にして復元が行われたそうです。

次に来るのが、パスカリーヌです。URL5下段に示さ
れているものが展示されていました。パスカリーヌは、
パスカル（Blaise Pascal, 1623-1662）が税務官吏
だった父親のために1640年代に製作した加算機で
す。パスカルは同じものを50台製作し、およそ15台
を販売した記録が残っています。残念ながら、期待し
ていたほどの人気にはならなかったようです。ホーム
ページに掲載されている写真は1981年に復元された
モデルです。
URL5：Schickard’s Calculator and The Pascaline
http://www.computerhistory.org/revolution/

calculators/1/47

バベッジのディファレンスエンジン
展 示 さ れていた バベッジ（Charles Babbage, 

1791-1871）の第一ディファレンスエンジン（URL6）
は、1972年に製作された4分の3スケールモデル（ミ
ニチュア）で す。IBM社CEOであったT. Vincent 
Leason氏の定年退職のお祝い品として贈呈され、後

した。本体の下部台座にはAC/DC電源、上部円筒内
に演算ボードと結線ケーブルがびっしり詰まっていま
す。説明文によると、「ワイヤリング（結線）はすべ
て手作業で行われ、その完成には1年の歳月が必要で
あった」そうです。さらに、「当時、スパコンは何をとっ
てもずば抜けていた計算機という認識であったが、現
在では明日のパーソナルコンピュータである」という
説明文が的を射て、この分野における進歩の速さに感
心させられます。
URL11：Supercomputers
http://www.computerhistory.org/revolution/

supercomputers/10

URL12：The Cray-1 Supercomputer
http://www.computerhistory.org/revolution/

supercomputers/10/7

まだまだ続くこれからに期待
この後も、並列処理計算機やクラスタシステムなど

の大規模計算機、パーソナルコンピュータ、ビデオゲー
ムやロボットなどの展示が続きます。この分野は現在
進行中であり、さまざまな技術を取り込みながら日々
発展を繰り返しています。今回は初めての訪問であり、
事前の調査・予習が不十分であったため要領を得ま
せんでしたが、次回はさらに知識を深め、新たな発見
ができればと考えています。

まとめ
今回は、米国シリコンバレー・マウンテンビューに

ある計算機歴史博物館と展示内容についてご紹介し
ました。過去から現在まで充実した復元・実物資料
とマルチメディアを活用した展示は来場者の理解を深
めるのに有効であると思われます。バベッジのディファ
レンスエンジンなど機械式計算機はレプリカでした
が、形状寸法および内部構造が観察でき、大変興味を
持って見られます。計算機の歴史についてある程度
の知識を持って見学することが、CHMを楽しむ方法
と感じました。そのためには、ホームページなどを参
考に、予習をすることをお勧めします。

CHMのホームページは大変よく整理されており、綺
麗な写真資料が豊富に掲載されています。CHMに足
を運ばなくとも、ホームページから多くの知見を得る
ことができますので、是非参考にしていただきたいと
考えます。

大戦中の軍事作戦立案のためのバックデータ計算の
ため巨費が投じられたこともあって電子式計算機が
一気に台頭してきます。初期の電子式計算機は弾道
計算や暗号解読など特定用途向けの計算を専門とし
ていましたが、複雑で手間がかかりすぎ、さらに計算時
間もある程度かかっていたようです。そのような課題
が、さらなる創意工夫を促しました。ENIAC（URL9）
が開発されたのは1946年ですが、展示は真空管や
ボードなどのパーツ、写真パネルおよびビデオ資料が
主で、いかに巨大なシステムであったかを空想するし
かないのは多少残念な気がしました。
URL8：Analog Computers
http://www.computerhistory.org/revolution/

analog-computers/3

URL9：ENIAC
http://www.computerhistory.org/

revolution/birth-of-the-computer/4/78

おなじみの計算機が目白押し
さらに歩を進めると、時代は私の大学生時代に突入

します。URL10の下段に1978年に製造されたDEC社
製VAX11/780が掲載されています。本体は展示室
内にあり、大変懐かしく眺めさせてもらいました。私
が大学生のころ、工学部汎用シミュレータ施設があ
り、VAX11/780が導入されていました。オープンリー
ルを利用するため、計算機の電源を入れてもらうと轟
音とともに動き始めたのを今でも鮮明に覚えていま
す。解説文には、「32ビット・スーパーミニコンピュー
タで、他の高価なメインフレームのライバルであった。
VAXの成功により、DEC社は世界2位の計算機メーカ
になった。」と記されています。
URL10：What Became of Mainframes?
http://www.computerhistory.org/revolu-

tion/mainframe-computers/7/182

行き着くところはスパコン
計算機全般には興味あるものの、やはり心惹かれる

のはスーパーコンピュータ（URL11）です。その代表格
としてクレイ社CRAY-1が複数台展示されていました

（URL12）。展示用に装置の一部を透明なアクリルケー
スに付け替え、中身を確認できるようになっていまし
た。一目見て驚いたのは、非常にコンパクトな形状を
していることでした。写真でよく見る円筒状の形状は
お馴染みですが、意外と小型であったことには驚きま

に家族からCHMに寄贈されています。当時利用され
ていた計算用の数表に多くの誤りが含まれており、正
確な数表を自動的に作成するために考え出されたの
がこの機械式自動計算機です。画期的であったのは、
メモリ、処理機構、パンチカード入力および印字出力
を可能にしたことで、その発想は後々の計算機の発展
に大きな貢献を行うことになります。
URL6：The Revolutionary Babbage Engine
http://www.computerhistory.org/revolution/

calculators/1/51

さらに、別のエリアには第二ディファレンスエンジン
が大切に展示されていました。第一エンジンに比較し
てかなり大きいもので、印刷出力装置を含めた全体の
寸法は横幅3.4m、高さが2.1m、奥行きが0.5mで、総
重量が5トンです。31桁までの計算が可能で、計算結
果は紙にインクで印字されます。出力様式をプログ
ラミング可能な優れものです。解説文によると、英国
ロンドン科学博物館において復元された2台のうちの
ひとつであり、2008年3月にでき上がったものと記さ
れています。CHMのホームページには写真やコメント
が見当たらなかったので、本家のロンドン科学博物館
のホームページ（URL7）を拝見すると、次のような解
説文がありました。このエンジンは科学博物館によっ
て復元され、主要な部分はバベッジの生誕200年目に
あたる1991年に完成した。印字出力部分が2000年
に完成した。このことから、CHMに展示されている
ものは、この後に製作された2台目と推測できます。
CHMの展示ボードには「 なお、バベッジは生涯第二
エンジンを完成させることができなかったが、われわ
れがエンジンを完成させたことで計算の歴史におけ
る苦難のときに終止符を打つことができた」と記され
ています。バベッジの設計図を基にして復元されたエ
ンジンが完璧に動作したことで、先人の偉業を賞賛し
たいとの気持ちの表れかと思います。
URL7：（ロンドン科学博物館）
Babbage’s Difference Engine No.2, 2000
http://www.sciencemuseum.org.uk/objects/com-

puting_and_data_processing/1992-556.aspx

電子式計算機の出現
初期の電子式計算機の代表としてENIACが有名で

す。それが考え出されるまでには長い道のりがあった
ことを丁寧に展示と解説パネルで行っています。アナ
ログコンピュータ（URL8）の時代を過ぎ、第二次世界

http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/43
http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/1
http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/47
http://www.computerhistory.org/revolution/calculators/1/51
http://www.sciencemuseum.org.uk/objects/computing_and_data_processing/1992-556.aspx
http://www.computerhistory.org/revolution/analog-computers/3
http://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/78
http://www.computerhistory.org/revolution/mainframe-computers/7/182
http://www.computerhistory.org/revolution/supercomputers/10
http://www.computerhistory.org/revolution/supercomputers/10/7
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使用します。このモ
ジュールを指定する
と図2に示す直線と
その上に等間隔で描
かれた2次元ダイヤ
モンド形状を表示し
ます。この表示箇所
の値が時系列データ
から抽出され、新し
いフィールドファイル
として出力されます。それを実行するのがモジュールWrite_
Fieldです。出力されたフィールドファイルは、モジュール
Read_Fieldで読み込めるデータフォーマットになっていま
す。ただし、出力されたフィールドファイルはヘッダ部分がアス
キーおよびデータ部分がバイナリで保存されていることから、
バイナリ部分の値を読み込むための変換プログラムを作成す
る必要があります。

さ て、図2にお いてモジュールFLine2Dのパ ラメー タ
x-dimensionを変更することで、直線上の点の数を変更

複数ポイントでの値の
時系列書き出しとグラフ作成

Visualization School

3次元可視化システムAVS/Express利用講習会で紹介された可視化手法を実践する第5回目です。今回は、前回紹介した指定座
標点の値の時系列変化の2次元グラフ表示する可視化手法を、2つの機能に分割し、かつ拡張された複数ポイントでの値の時系列書
き出しとグラフ作成法を個別の作業として行う可視化手法を紹介します。

複数ポイントの値の時系列変化とは
前回の可視化道場では、指定した特定の座標点の値が時間

とともにどのように変化するのかを3次元コンタ図とともに
2次元グラフで表示する可視化手法について説明を行いまし
た。今回は、それを拡張した複数ポイントを設定し、それらポ
イントの値が時間とともにどのように変化するかを可視化し
ながらフィールドファイルに出力し、その出力ファイルを変換す
ることでグラフ表示に適したデータ形式にする方法について
説明します。すなわち、観測点を複数ポイントに拡張し、可視
化とグラフ表示を個別の作業として行う方法です。

このような可視化手法の適用事例として、無線LANシステム
などの屋内電波伝搬特性の解析の場合を考えて見ましょう。
マルチパス伝送路の推定では、遅延プロファイルと角度プロ
ファイルを求めることが有効です。前回の可視化では、特定の
点における遅延プロファイルを求めることができました。一方、
今回説明する複数ポイントの値の時系列書き出し機能を利用
すると、注目領域に含まれるポイントでの振幅の時間変化から
マルチパス波の到来方向、すなわち角度プロファイルを明らか
にできます。説明で利用するデータは2次元流れの解析結果
ですが、近い将来には屋内電波伝搬特性推定に適用したいと
考えています。

ネットワークの構成とモジュールの機能
図1にAVS/Expressネットワークエディタ画面、図2に円

筒周辺の2次元流れの解析結果を示します。複数ポイントは
フィールドデータの格子点と必ずしも一致しないことから、モ
ジュールinterp_dataを利用して指定したポイントでの値を
補間します。座標点を指定するためにモジュールFLine2Dを

することができます。図2では8が設定されています。また、
Transformation Editorのボックスをチェックすること
で、図3に示されるダイアログが表示されます。このエディタで
は、赤色枠で示したパラメータ値を変更することで、図2に示さ
れる直線の長さ、傾きおよび位置を思い通りに変更できます。

図2には直線とそこに等間隔で設定した観測点を示してい
ますが、この他に図4に示すような観測点を設定することがで
きます。モジュールFPlaneを利用したときの表示例です。こ
のモジュールにもTransformation Editorが用意されて
いるので、位置や範囲を自由に設定できます。

前回と同様に、AVS/Expressのジャーナル機能を利用し
て、オリジナルの連番ファイルのフィールドデータを読み込み、
複数ポイントのみの連番ファイルを出力します。そのために、
リスト1に示すようなジャーナルファイルを作成します。ただし、
リスト1中のファイル名を指定する部分の改行コードは含めな
いでください。このジャーナルファイルは、Cドライブのフォル
ダreadにある連番ファイルdata####.fldを読み込み、フォル
ダwriteに同じ名前のファイルを作成します。

前述のとおり、モジュール
Write_Fieldで作成された
ファイルはアスキーとバイ
ナリの部分を有し、そのま
までは直接データを見るこ
とが で きません。 そこで、
AVS/Express利用講習会で
提供された変換プログラム

Print_Fld.exeをバッチファイルexpansion_args.batを
介して利用します。expansion_args.batは＊などの正規表
現を展開して、変換プログラムPrint_Fld.exeの引数として
与えます。実行方法は下記のとおりです。

$ Print_Fld.bat  *.fld  ＞ aaaa.txt

ただし、ファイルaaaa.txtはデータを保存するためのファ
イル名です。リスト2はファイルaaaa.txtに保存された値の一
部を表示しています。複数ポイント（8観測点）の値の時系列
データが得られました。このデータを普段利用しているアプ
リケーションでグラフ表示します。図5はグラフ表示した結果
です。すべての観測点での時間変化を1つのグラフに表示して
いますが、実用的な観点から特徴的なポイントの値のみを表
示するのが適しています。図5のグラフ表示から、マーカ○を
付した3本の曲線の時間変化が流れの伝搬しているようすを
表していることがわかります。

まとめ
今回は、複数ポイントの値の時系列書き出しとグラフ作成

を目的とした可視化手法について説明しました。複数ポイン
トの値の変化を時間とともに追跡することによって、物理量の
伝搬のようすや効果の波及の状況を数量化することが可能に
なるのではないかと考えます。もちろん、今回紹介した可視化
手法は単一ポイントの値の時系列出力にも対応可能です。前
回の可視化手法ではコンタ表示とグラフ化を同時に行いまし

た。これら作業を個別に行う場合、今回紹介し
た可視化手法の適用が可能です。2つの可視化
手法を用途に応じて使い分けしていただければ
と思います。

次回は、POV-Rayによるボリュウムレンダリン
グに挑戦します。

スパコン可視化道場

番外編 12

図1．ネットワークエディタ画面

図2.　 円筒周辺の流れの解析結果と複数の指定座標点の
値の時系列変化の同時表示。中央の黒い部分が円
筒、垂直線上のダイヤモンドの位置が観測点。

図3．Transformation Editorダイアログ

図4.　 複数ポイントを指定するため
のモジュールFPlaneを使用

リスト1．ジャーナルファイルの例
$push -usr
SingleWindowApp.Read_Field.read_field_ui.file_browser.filename =
"c：/read/data0000.fld";
$pop
$push -usr
SingleWindowApp.Write_Field.write_field_ui.fldfileDialog.filename =
"c：/write/data0000.fld";
$pop
・・・・
リスト2．データサンプル
1.097243 1.077315 0.370855 0.570471 0.933324 0.942956 0.960529 0.976555
1.062063 0.980702 0.340842 0.538090 1.080210 1.012369 0.988955 0.988017
1.025420 0.906525 0.375304 0.377728 1.270402 1.084962 1.019542 1.001322
・・・・

図5．ファイルaaaa.txtから作成したグラフ



スパコンinfo. ご存じですか？ スパコンは 北海道の共有インフラです。
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Supercomputer Information

学際大規模計算機システムの利用サー
ビスを11月から開始する予定です。それ
に伴い、本センターでは施設の大幅な改修
工事が行われています。新システムは最
新の水冷方式と北海道の気候を活用した
外気空調を採用します。床および天井の
改修、電源設備の強化、バックアップ電源
の更新、さらに北館北側スペースに水冷プールの設置など急ピッチで工事が行われています。すでに、大判プリ
ンタ装置や利用者端末装置が搬入され、サービス開始を待ち受けているところです。併せて、本センター北館
の耐震補修も実施されています。

8センターが主催する学際大規模情報
基盤共同利用・共同研究拠点シンポジウ
ム（第3回）が下記のとおり実施されまし
た。シンポジウムでは、平成22年度に実
施された共同研究課題37件の研究成果
口頭発表と、平成23年度に採択された課
題39件のポスター発表を行いました。開
催期間中、120名を越える参加者があり、
口頭発表およびポスター発表に対して活
発な議論が行われました。

なお、平成22年度採択課題の最終報告
書をホームページで公開しています。

日時：�平成23年�7月14日（木）10：00～18：00
� � 7月15日（金）10：00～17：40
会場：�THE�GRAND�HALL（東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー3階）

http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/sympo/

新システム導入に向けた施設改修について

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点シンポジウム（第3回）について

HPCIコンソーシアム検討総会とは、次世代スーパーコンピュータ「京」を中核として国内の計算資源を連携・

HPCIコンソーシアム検討総会（第3回）について

平成23年8月23日（火）、24日（水）の両日において、本センターの主催、
情報処理学会北海道支部、北海道地域ネットワーク評議会の後援により、
アカデミッククラウドに関するシンポジウムを開催し、全国各地から98名の
ご参加をいただきました。本シンポジウムでは、本年11月からサービス開
始予定の「北海道大学アカデミッククラウド」の詳細説明に加えて、アカデ
ミッククラウドの連携に向けた研究開発の動向、クラウド事業者による構
築事例の紹介など、活発な情報交換、議論
が行われました。

アカデミッククラウドシンポジウム2011＠北海道大学について

前頁シンポジウムと同時に同一会場で、
全国7つの情報基盤センターが主催する
平成22年度先端的大規模計算利用サー
ビスの利用企業によるポスター発表を開
催しました。平成22年度にサービスを利
用した企業7社によるポスター講演が行
われました。この事業は平成22年度を
もって終了しましたが、すべてのセンター
において民間企業等研究者への利用サー
ビス制度の整備などが実現され、実りの
多い活動でした。7センターでは企業利
用に関する協定書を取り交わし、今後も民
間企業等研究者のスパコン利用を推進し
ます。

詳細に関しては、下記のホームページをご覧ください。
http://kyoyo.itc.u-tokyo.ac.jp/finalsymp/

平成22年度先端的大規模計算利用サービス成果報告会について

利用するための革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）の構築と、この構築を主導
するコンソーシアムの形成に向けて、平成24年を目途に必要な検討と準備を行うことを目的にした活動の場で
す。本センターは計算資源提供機関として参加しています。第3回検討総会が下記のとおり開催されました。
本総会では、HPCIとその構築を主導するコンソーシアムの具体化に向けての中間報告について議論を行いまし
た。その成果は、下記ホームページで公開されています。
日時：平成23年7月5日（火）13：00～15：00
場所：国立情報学研究所12階会議室（東京都千代田区一ツ橋）

http://hpcic.riken.jp/consid.html
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Q スーパーコンピュータでバッチジョブを実行するためにllsubmitコマンドを実行しました。その際に以下のメッセー
ジが出力されジョブが実行されません。エラーメッセージは使用限度を使い切っているというものでした。どの

ように対処したらよろしいでしょうか。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
llsubmit: Processed command file through Submit Filter:
"/var/home/loadl/llfilter.sh".
KBGT60000-E f20123 dose not have budget. f20123 is not assigned account
number.
llsubmit: 2512-081 Account number "" is not valid for user "f20123".
llsubmit: 2512-051 This job has not been submitted to LoadLeveler.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

A 利用者がactshowコマンドで確認しますと以下のように表示され、残り時間（REMAINING）がマイナス
になっていました。

-------------------- HUCC  Account Information ---------------------
--- hop account information ---
GROUPNAME GROUPID MNG BUDGET(sec) RESULT(sec) REMAINING(sec)
f20123 20123 i 150000 552937 -402937

この場合、演算付加サービスを追加することでジョブを再度実行することが可能になります。
演算付加サービス追加申請方法は、以下の２通りがあります。

１）情報基盤センターポータルページからオンライン申請を行う。
残り予算がある場合、情報基盤センターポータルページから申請が可能です。
情報基盤センターポータルページ　→　「大型計算機システム利用」　→　上部タブ「計算サービス」　→　

「利用負担金と付加サービス」
該当コースを選択し、「実行」ボタンをクリックします。

２）利用申請書で行う。
利用申請書に、区分欄は「変更（付加サービスの追加等）」をチェックし、付加サービスの該当箇所を記入し、
本センター利用者受付へ提出してください。

Q 以前、スーパーコンピュータSR11000のTSS環境で計算させていた並列処理プログラムを、新しい利用者番号の環境下
にアップロードして利用しようとしたら、次のようなエラーメッセージが出力され実行することができませんでした。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ERROR: 0031-212  pmd: node hop00: user f20123 denied from access from
host hop00
ERROR: 0031-024  loopback: no response; rc = -1
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

アップロードした場合に何か設定する必要があるのでしょうか？

A スーパーコンピュータのTSSノードでMPI並列処理を行う場合、「.rhosts」ファイルの設定や並列処理に使
用するホストのリストファイル作成、環境変数の設定等の準備が必要となります。これらの準備は新しい

環境下でも必要です。
また、新しい利用者番号に変わったということですが、もし、以前の環境で使われていた「.rhosts」ファイルや実

行スクリプト等をそのまま使用している場合、新しい利用者番号の環境用に設定変更が必要です。

Q スーパーコンピュータにSSHでログインした場合、ある程度の時間が経過すると自動でログアウトします。
ログアウトしない設定方法があれば教えてください。

A 1）接続端末環境がWindowsの場合
ターミナルエミュレータソフトTera Term Proで接続の場合は以下のように設定します。

（※ただし、バージョンによって設定項目が異なる可能性があります）
a） Tera Term Proのメニューバー　→　設定　→　SSH　を選択
b） ハートビート（keep-alive）設定に　60秒（例）　を設定

この設定は、idle時に自動切断されないようkeep aliveパケットを送信します。
2）接続端末環境がLinuxの場合

SSH接続時に、60秒おきにKeep aliveパケットを送信するオプションを指定します。
ssh　-o　ServerAliveInterval=60 -l　利用者番号　ホスト名

3）接続端末環境がMacの場合
Mac OS XのターミナルからSSH接続した場合にタイムアウトしてしまう場合、クライアントでの回避

方法は以下のとおりです。
~/.ssh/configに以下の設定を追記します。（数字60は秒数）
ServerAliveInterval　60

Q バルクメンバが個々のジョブの計算時間の確認をするにはどうすればよいかを教えてください。
一般の利用者番号ではactlistが使えるのを知っています。

A バルクメンバの利用状況リポートのためのコマンドとしてbactshowをご利用いただけます。コマンドの
パスは以下のとおりです。

/usr/local/bin/bactshow
このコマンドをバルク管理者が利用する場合、バルクグループ番号を指定します。例えば、バルクグループbu10

の管理者は以下のとおり実行します。
%　bactshow　bu10　＜Enter＞
このコマンドをバルクメンバが利用するときは、自分のバルクＩＤを指定します。例えば、bu1001の場合、以下の

とおりです。
%　bactshow　bu1001　＜Enter＞
出力結果の説明を以下のホームページで紹介しておりますので、ご参照ください。
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/bulk.html

Q スーパーコンピュータにバルクＩＤ（bu＊＊＊＊）でSSH接続（ログイン）ができません。
利用者番号ではhop00、hop01、wineのいずれもログインできます。

A このバルクIDの利用期限が通常の利用期限である３月３１日より前に設定されていたためにログインでき
ませんでした。

Q 次期システムの更新に伴い、現システムのアプリケーション利用サービスも停止する期間があるということですが、
この期間に情報基盤センターでMathematicaやANSYSを使う方法はないのでしょうか。

A 同様の問合せ・要望が多数ありました。そのためセンター内で検討した結果、ダウンロード版サービスと
して提供している「Mathematica」及び「AVS/Express」については、サービスを継続することになりま

した。ただし、ライセンスの関係上、北大の利用者に限らせていただくことをご了承ください。
サーバ版としてサービスを提供していますアプリケーションについては、更新作業の工程上、サービスを継続する

ことがどうしても困難なため、予定通りサービスを停止させていただきます。
利用者の研究活動に多大なご不便をおかけすることになりますがご理解とご協力をお願いいたします。

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
豊富な水産資源の供給源であるオホーツク海にも温暖化の影響が現れています。この地域にお
ける気候の変化のメカニズムを観測と数値シミュレーションで解き明かすことが可能になってき
ています。これら研究が、将来にわたって自然環境を守ることに貢献できるものと期待しています。

●次号の特集予告
学際大規模計算機システムの利用サービス開始を記念した特集号を企画します。情報基盤セン
ター長から、新システムに懸ける意気込みとセンターの将来像について大いに語ってもらいます。
加えて、新システムの注目点や性能評価結果などをいち早く紹介します。

●本誌へのご意見をお聞かせください。
連絡先：kyodo@oicte.hokudai.ac.jp
北海道大学情報環境推進本部情報推進課共同利用・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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