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地震動（速度）のシミュレーション結果（直下型地震発生後3秒）

本誌特集記事で紹介しました直下型地震の時間領域
シミュレーション結果の一例です。

2010年12月2日に札幌市清田区里塚で地表から深さ
5kmを震源とする直下型地震が発生しました。これら観測
結果に基づいて計算機シミュレーションを行い、地震動の
伝播経路や速度（変位）を詳細に検討することで、観測だ
けでは捕らえられないさまざまな特徴を高精度に推定し、
将来の都市防災に役立てることを目的にしています。

表紙およびこのページに示す図は、地表における速度
（変位）の瞬時分布を示しています。表紙図面は地震発生
2秒後から8秒後の時間を2秒間隔で示しています。時間
の経過とともに、地震波が地盤の影響を受けながら徐々に
伝播していくようすが分かります。また、このページに示す
図は3次元表示したもので、距離、強度および地形情報（石
狩湾）を追加しています。

数値シミュレーションにおいては、札幌市や近郊の市町
村を含み、東西南北約40km×40kmにわたる石狩・勇払
平野の盆地構造を数値モデル化します。この地域は日本
有数の大陥没地帯と言われ、強固な地盤の上に数kmの深
さで柔らかい土が堆積しています。そのようなことから、
有効周波数等を考慮し、表面付近を一辺が25mの直交格
子で離散化し、時間離散間隔を2ミリ秒で水平面、垂直面お
よび進行方向における速度（変位）の時間変化を求めます。
このとき、水平断面を構成する格子数は1,700×1,700で、
シミュレーションには数十ギガバイトの大容量主記憶装置
と時間に関して数万回の繰り返し計算が必要になります。
北大スパコンは潤沢な計算リソース、高度な自動並列化コ
ンパイラとマルチコアシステムの組み合わせによる高効率
な計算処理で、このような計算要求に軽快に対応してくれ
ます。
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大学院工学研究院 大学院工学院博士後期課程

准教授 高井伸雄 先生／ 重藤迪子 氏 インタビュー

道都「札幌」を襲う直下型地震の
シミュレーションと地域防災

Interview

with  N. TAKAI & M. SHIGEFUJI

─本学工学部 高井先生の研究室にお伺いしていま
す。本日は高井先生と重藤さんにお話を伺います。初
めに、研究の背景、目的、具体的な取り組についてお話
しください。

重藤　研究対象は石狩平野で、直下型地震が発生した
ときに札幌都市圏でどういう揺れが起こるかを明ら
かにするため、北大スパコンを使用した3次元シミュ
レーションを行っています。

高井　地震動は、震源と伝わってくる経路、そして石狩・
勇払平野のような陥没したところに軟らかい土が積
もっていることによる揺れの増幅という、その3セット
で性格付けられます。直下型地震による被害にとって
一番影響が大きいのが、『震源位置』と『盆地の構造』
です。

現在、取り組んでいる研究は、石狩・勇払平野の盆
地構造における直下型地震による地震動を高精度に
推定しようということです。今、幾つかの研究機関か
ら深部地盤構造が提案されています。それらに基づ
く3次元シミュレーション結果と実際の観測記録を比
較検討します。合致する、しないというのが盆地構造
に依存するのですが、その盆地構造をより高精度にモ
デル化することで、来るべき大地震時のより正確な地
震動の分布を予測できると考えています。このこと
は、地震工学的あるいは防災的な観点において重要
な課題です。

─直下型地震という言葉を最近よく耳にしますが、ほか
の地域に比べて石狩平野にはどんな特徴があるのでしょ
うか？

高井　札幌周辺は日本有数の大規模陥没地帯と言わ
れています。かなり深くまでやわらかい土が積もって、
平らになったところに街が形成されています。図1⒜
は石狩平野周辺の地形図です。札幌市の西側および
南側に山があり、街が形成されている場所の周辺で図
1⒝に示すように、急激に地震基盤が深くなっていま
す。阪神淡路大震災での神戸の震災の帯を発生させ
た地形と同様に、手稲山付近などで跳ね返った波が
干渉することも考えられる地下構造です。

─深度はどのくらいですか？

2010年12月2日に札幌市里塚付近で発生した直
下型地震は、札幌市の想定断層面内で発生している
ことから、この地震の詳細な検討は地震防災上重要
である。

3次元深部地盤構造モデルに基づく数値シミュ
レーションを行い、高精度な推定が可能であること
を確認することができた。より広範囲な領域を対象
とした3次元シミュレーションでは、北大スパコンの
圧倒的な性能が発揮されるであろう。
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重藤　最初は、1次元構造について理論計算をしたの
ですが、盆地の中で地震波が行ったり来たりするよう
な影響が明らかになりません。そこで、3次元シミュ
レーションを行っています。図5はシミュレーション
結果です。シミュレーション結果はまだまだ十分に
観測結果を再現できていませんが、上下動（Vertical）
は北に進むほど大きくなっていることから、盆地構造
内での地震動の特徴を捕えることに成功したと考え
ています。これは、1次元構造を利用した理論計算で
は明らかにできませんので、3次元シミュレーションの
成果です。ただし、観測結果と比較して、3次元シミュ
レーションでも足りない部分があります。今、その原
因を調査しています。もしかしたら、モデルの問題点
かもしれません。

重藤　図1⒝に示される青色の部分は地震基盤が非常
に浅く、堆積層厚が薄い地域で、赤くなるにつれて基
盤が深くなります。札幌市中心部と江別の間の大陥
没地帯は深さが約7kmです。かなりの厚さの堆積層
が存在します。

─これに対して、いろいろな構造モデルが提案されてい
るのではないかと思いますが…

重藤　地下構造モデルはさまざまな機関から提案され
ています。札幌市域について、札幌市が探査して作っ
たモデル、産業技術総合研究所や防災科学技術研究
所が出しているものなど3タイプがあります。それぞ
れに目的や使途があって作られているので、深さや速
度構造が微妙に違っています。

高井　地下構造を推定する際には重力探査、掘削や振
動観測等を用いて地下の構造を推定します。点でし
か地下の構造を推定できないのですけれども、できれ
ばそういうものをたくさんいろんな地点に広げていく
ことで、精度のよい詳細な地下構造を決めることが可
能です。図1⒝はその一例で、2007年に産業技術総
合研究所が作成したものです。これを初期モデルと
して利用し、直下型地震の地震動シミュレーションを
行っています。

─現在取り組んでいらっしゃる課題についてご説明願
います。

高井　2010年12月2日に札幌市清田区里塚を震源と
する直下型地震についてシミュレーションを行ってい

ます。札幌市の直下を震源とする地震の記録
は非常に少なく貴重です。札幌市の直下型地
震として、3つ断層が想定されています。里塚
を震源とする直下型地震は、そのうちの一つの
断層の一部分で起こったものであると考えられ
ています。そのことを綿密に検討することで、
将来起こるかもしれない都市直下型地震によ
る地震動を検討できます。

重藤　図2の★が地震発生地点です。札幌市
域には、たくさんの地震計が配置されています
が、図中の線上に並んでいる石狩湾に向かって

▲地点の地震計を選択しました。図3は直線に沿った
深部地盤構造の断面図を示しています。深度方向の
カーブは地層で、土壌の硬さが変化すると考えてくだ
さい。震源深さは5kmで、里塚（STZ）の直下です。

図4は▲地点に配置されている地震計での観測結
果です。Transverseは測線に垂直な水平面、Radial
は進行方向、Verticalは鉛直方向で、それぞれの方向
での地動速度（cm/s）、等価的に地表変位をプロット
しています。時間の経過とともに測線上を北に向かっ
て進み、それと共に上下動が大きくなっていることが
分かります。

─この観測結果に関してシミュレーションを試みてい
るのですね…

図1⒝. 地震基盤上面の深度分布
3次元堆積盆地構造モデル
産業技術総合研究所 吉田ほか（2007）による

図1⒜. 石狩平野と周辺の地形図

図2. 石狩地方中部の直下型地震源と観測点（2010年12月2日）
★：震源、▲：観測点

図3. N30W測線における鉛直断面図　★：震源、▲：観測点

─観測結果の上下動は距離と時間と共に大きくなるの
で、シミュレーションで再現できるといいですね。

高井　水平（TransverseとRadial）に関してはまだな
かなか難しい部分があると思うのですけれども、上下
動（Vertical）に関してはある程度は傾向がつかめて
いると思います。これから、さらに精度を向上できる
と期待しています。

重藤　後続の出方が小さいというのは、まだまだ正
確に深部地盤構造を捕えられていないのかもしれま
せん。

図4. N30W測線における地震動の観測記録（周波数0.1～2.0Hz）

図5. 3次元シミュレーション結果
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側に関しては差分法で計算し、短周期側は別な方法で
計算して、それを後でフィルタをかけて足し合わせるこ
とが、一般に行われています。そういう意味で、このシ
ミュレーションは長周期側をねらった解析例というこ
とです。

─現在はどれぐらいの範囲を扱っているのですか？

重藤　約40km×40kmです。図2の枠で囲った領域
です。この領域の中に震源と札幌市域が含まれてい
るので、この領域で十分であると考えています。さら
に、震源が札幌市から離れてしまうと、より広い範囲
について計算をしなければならないので、研究室の
ワークステーションでシミュレーションを行うことは
無理です。

─北大スパコンを使用する前はどのように計算されて
いましたか？

重藤　研究室で所有しているワークステーションで、8
スレッドで並列計算していました。しかし、差分法で
は主記憶容量により計算規模が制限されるので、ワー
クステーションでは先ほどのモデルを計算するのがギ
リギリでした。さらに、計算結果を得るには3〜4日か
かってしまいます。これ以上解析領域を広げて計算
するのは無理ですし、そもそも処理時間がかかり過ぎ
てしまいます。

─そうですね、3日、4日だとかかり過ぎですね。

重藤　さらに、解析時間長を長くしようとすると、別の
課題を解決しなければなりません。40秒間分の地震
動の時間波形を格子点ごとにファイル出力させてい
るのですけれども、その出力に結構時間がかかってい
ました。北大スパコンでは、大規模な主記憶容量が
利用でき、計算処理時間が数時間で、同時にたくさん
のジョブを実行することができるので、ワークステー
ションを利用していたときの課題が一気に解決されま
した。

─北大スパコンをご利用いただいてどのような感想を
お持ちですか？

重藤　普段、Linuxを使用していますが、北大スパコン
でも大きな操作の違いはありませんでした。プログラ
ムはFortran90で記述し、OpenMPで並列化させて
いましたが、北大スパコンではOpenMPを使用せず、
コンパイラの自動並列化機能を使用して並列化してい
ます。
─そうですか。利用講習会に参加されて役に立ちまし
たか？

重藤　はい。自分ではどうしようもできなくて、どう書
き換えれば北大スパコンに合ったプログラムになるか
ということを、利用講習会を通じて理解することがで
きました。今回、主にメモリを連続アクセスするよう
なプログラムチューニングを行いました。北大スパコ
ンでは効果が十分確認できましたし、同じプログラム
をワークステーションで実行してみても計算性能が若
干上がりました。まだ改善の余地があったのかと…

─北大には世界有数のスーパーコンピュータがありま
す。私どもも利用者の皆さんにはできるだけの支援を行
い、研究の加速的な発展と質的向上を達成していただこう
と考えています。問題点あるいはプログラムの相談に随
時対応していますので、それを活用していただければ、い
い研究成果が得られるのではないかと思います。

高井　今までは、研究室のワークステーションで計算
していて、下手すると一つの計算に1週間かかるかもし
れない、10個の計算に10週間かかるという話になっ
て、これはとんでもないことになってきたということで
す。私も大型計算機システムのユーザ登録はしていま
すが、北大スパコンを使ったことはありませんでした。
それで、学生のレベルで北大スパコンが利用できるよ
うになるのか心配でしたが、情報基盤センターの方々
が熱心にケアしてくださって、すぐに計算ができるよう
になったと聞きました。そういうケアがあればこそ、
研究室のワークステーションから北大スパコンへとス
ムーズに移行できたのではないかと思います。さらに、
短期間に成果がでたことを非常にありがたく思ってい
ます。

─スパコンを引き続きご活用ください。本日はありが
とうございました。

─どのようなシミュレーション手法を利用されていますか？

重藤　差分法を利用して、時間領域で地震動の分布を
再現します。図1⒝に示す深度分布に基づく深部地
盤構造を図6に示すようにモデル化します。構造を直
交格子で離散化して、差分法により時間領域でシミュ
レーションを行います。地表面の影響を精度よく再現
するために、その範囲では25mの格子で離散化しま
す。地中深くなるに従って格子寸法を75m、150mと
粗くし、主記憶容量や計算量を削減しています。この
場合、計算可能な周波数は2Hz以下です。

高井　ただ、こうして見ていただくと分かるのですが、
差分法の場合、基本的に「地表は平坦」と考えていて、
地形を削ったり押し込んだりという工夫を行っていま
す。したがって、地形効果は計算において考慮されま
せん。

─あれ、そうしたら、表面は平らなのですか！

重藤　標高500m以上はカットして、500m以下の部
分は押し込んでいます。深部地盤構造を取り扱って
いるのであって、表層とか山岳地帯の盆地とかを取り
扱っているわけではありません。ただし、採用してい
る計算法に対しては有用なモデル化です。もちろん、
カットしたり、押し込んだりというのも、どこから切れ
ば実際のモデルと変わらないかということを検討した
うえで行っています。

─格子寸法はどのように決定していますか？

重藤　格子寸法を小さ
くすれば、短周期の領
域まで解 析すること
ができるようになりま
す。今回、観測波形と
同様に0.1から2Hzまで
を解析したかったので、
25mの格子寸法を選ん
でいます。

高井　ワイドバンドの計
算を行う場合、長周期

図6. 3次元格子の概念図

高井伸雄
Nobuo TAKAI
北海道大学 大学院工学研究院
建築都市空間デザイン部門　准教授

北海道大学大学院工学研究科博士課程中退。工学研究科助
手を経て2005年より現職。専門は地震工学で、主に強震動評
価に関する研究に従事しており、特にプレートの中で発生する地
震を対象としている。趣味は食べること。

重藤迪子
Michiko SHIGEFUJI
北海道大学 大学工学院
建築都市空間デザイン専攻　博士後期課程在学中

北海道大学院工学研究科博士前期課程修了。専門は地震工
学で、主に強震動評価に関する研究に従事している。趣味は、研
究の合間に自転車に乗ること。
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第23回

Fortran90プログラミングのすすめ
 情報基盤センター大規模計算システム研究部門　大宮　学

知 っ て 得 す る !!

北大スパコンでは世界最高性能の日立最適化
FORTRAN90コンパイラが利用できます。このコン
パイラはFortranソースコードの分析能力に優れ、ス
パコンアーキテクチャに適合させた自動並列化や自
動最適化を可能な限り行います。Fortranは科学技
術計算に特化したプログラミング言語であり、C言語
やC++に比較して優れた点が多く存在します。コンパ
イラの性能を考慮するならば、北大スパコンを利用し
た大規模数値解析では、Fortran言語に基づくプログ
ラミングを行うことが有効です。すでにC言語あるい
はC++などでプログラムを開発している場合、全体を
Fortranで書き直す必要はなく、計算負荷の高いルー
チンをFortranで書き換えるだけでも効果が得られる
ことが期待されます。

このようなことから、Fortranプログラミングを始
めてみようかなと思っている皆様方の参考になるよ
うに、プログラミングに際して知っておいていただ
きたい事項を中心に解説を行います。これにより、
Fortranに興味を持っていただき、楽しみながらプロ
グラミングを行ってもらえたらと考えています。

なお、Fortran言語の文法については、解説記事な
どを参照してください。本学のユーザでしたら、附属
図書館で提供しているオンラインリソース（http://
www.lib.hokudai.ac.jp/）でキーワードFortranで
検索していただけると、3種類の電子ブック（検索結
果末尾に[online]と記入されたもの）が見つかりま
す。また、インターネットで提供されているFortran言
語解説として日本NAG社が提供する「Fortran入門」

（http://www.nag-j.co.jp/fortran/index.html）が

あります。入門者向けの内容ですが、多くのサンプル
プログラムが紹介されていて、プログラミング・テク
ニックを目で見て頭で考えて学習することに適してい
ますので、是非ご利用ください。

Fortranプログラミングの基礎
Fortranというと、FORTRAN77のインパクトが強

く、古典的なプログラミング言語だとか、多くの制約
があると思われているようです。しかし、Fortran90
で大きな変革があり、自由形式、配列演算、データ型
の追加、モジュール機能など多くの魅力的な機能が
追加されました。その後も、Fortran95、2003及び
2008と矢継ぎ早に規格が発表され、これら規格に
準拠したコンパイラが順次利用できるようになってい
ます。このように、最先端のプログラミング言語が
Fortranで、上位互換を維持していることから、世代を
問わず利用できるプログラミング言語です。ただし、
Fortran95以降はFortran90の強化や見直しが主た
る変更ですので、スーパーコンピュータの利用を目的
としたプログラミングには積極的にFortran90ある
いは95の言語仕様を利用しましょう。

北大スパコンでは、世界最高性能の日立最適化
FORTRAN90コンパイラが利用できます。このコン
パイラは、自動並列化機能とオートチューニングが特
徴です。それを可能にしているのが、ソースコードの
分析能力に優れていることです。Fortran90/95言語
仕様に準拠したソースコードであれば、この性能を発
揮したコンパイルが可能です。

初めに、自由形式のプログラミングを前提として、
コンパイラに依存する事項について述べます。自由形
式のファイル名には拡張子として.f90または.f95を
指定します。これにより、自由形式ファイルであること
を表すオプション-freeが自動的に設定されます。さ
らに、ファイル拡張子.f90または.f95に応じて、オプ
ション-hf90または-hf95が自動設定され、言語仕様
の違いを吸収してくれます。したがって、ファイル拡張
子は慎重に選択してください。1行に記述できる文字
数は255で、複数の文を1行に記述するには;（セミコ
ロン）を利用します。一方、文字文脈を複数行に分け
て記述するために行末に&（アンパサンド）を付けま
す。このとき、継続行は39行まで記述できます。

スクリーンエディタvimを利用する
Fortranプログラミングをはじめとして、編集作業

を行うためにエディタ・ソフトウエアを利用します。
このような目的のために、北大スパコンではエディタ
vim （/usr/bin/vim）を利用できます。スクリーン
エディタvimはUNIX標準のスクリーンエディタviの機
能拡張版で、基本的な操作方法はエディタviと同一で
す。プログラム開発の支援のためにプログラム言語
別のカラースキームを設定できます。

図1にエディタvimを利用してFortranソースコード
を編集しているときのスクリーンショットを示します。

Fortranの組込手続き、組込関数、定数及びコメントな
どが色分けされて表示されています。カラー表示を
活用することで、スペルミスを防止し、1行に複数の命
令文を記述したプログラムであっても、その構造を容
易に理解することができます。その結果、作業効率が
向上します。実は、カラー表示に加えて以下に紹介す
る命令文の配置やブロック化などいくつかの工夫を
組合せることで、その効果を向上しています。その結
果、見た目だけでプログラムの内容を理解できるよう
になります。

ソースコードを見やすくするために
前述のとおり、適切なプログラム開発環境を利用す

ることで、プログラム開発の困難さを大幅に低減する
ことができます。その最も重要なことは、自分にとっ
て見やすいソースコードにすることであり、それはプロ
グラミングのスタイルを確立することです。それによ
り、下記の効果が期待されます。
⑴バグの原因や混入を未然に防ぐ。
⑵バグや障害箇所を見つけやすくする。
⑶ソースコードの解読及び改良を容易にする。

そこで、Fortranソースコードを見やすくするための
具体例を示しますので、これらを参考にして自分なり
のプログラミング・スタイルをイメージしてください。

1.  ソースコードを小文 字で
作成しよう
FORTRAN77の時代は、プ

ログラムを1行づつパンチカー
ド入力していました。大文字
コードは77仕様であり、当時
は入力装置が大文字しか打て
なかったために、プログラムは
大文字で記述することが当然
でした。現在、入力装置として
キーボード、出力装置としてディ
スプレイを使用することから、
それら装置に合わせた入力ス
タイルを使用することが良いと
考えます。現在のFortranコン
パイラはソースコードが大文字
でも小文字でも、それら混合で
も記述することが可能で、特別

図1．スクリーンエディタvimを利用したFortranプログラムの編集
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まとめ
今回は、Fortran90プログラミングのすすめと

題して、卒業研究などの一部として北大スパコンで
Fortranプログラミングを始めようとしているユーザ、
Fortran77コードをFortran90/95などの新しい規
格で書いてみようと考えているユーザ、あるいはすで
にFortran90/95規格に準じてソースコード開発を
行っているユーザなど広範囲の利用者に対して参考
になるFortranプログラミングを行う際に有効な事項
について解説を行いました。Fortranは数年おきに規
格の見直しが行われており、常に新しい技術が取り入
れられている最先端のプログラム言語です。これら最
新技術を少しでも取り入れることで、ソースコードが見
違えるほど見やすくなり、維持管理にも役に立ちます。
それにも増して、プログラミングが楽しいと感じられ
ます。なお、解説した内容は、北大スパコンで日立最
適化FORTRAN90コンパイラを利用することを前提
としていることに注意してください。

なコンパイル・オプションを指定しない限り大文字／
小文字の区別は行いません。

原則的に小文字でソースコードを作成することで、
英語論文の感覚でコードを読むことができます。さ
らに、エディタviあるいはvimではコマンド・モードで
小文字を多く使用することから、入力は小文字を使用
することがよいと考えます。結果として、シフトキーを
押す回数を減らすことができます。

図2は同一のソースコードを大文字と小文字を使
用して編集を行っている例を示しています。大文
字ばかりですとスクリーンに表示したときに威圧感
があり、文要素が理解しにくいと言えます。例えば、
PROGRAMよりはprogramの方が判別しやすいと感
じます。カラー表示に対応していないエディタviを利
用しているときは、ユーザ変数と区別するために組込
手続きなどは敢えて大文字で記述していましたが、エ
ディタvimでは組込手続き、組込関数及び定数などを
色分けして表示してくれるので、あえて大文字で入力
する必要はないと感じています。ただし、変数名が数
文字程度であるならば、図2⒝または図1のように大文
字を適宜利用して全体に対してメリハリを付けること
で、プログラムコードのトレースの際の注意喚起箇所
設定に役立ちます。

ソースコードの内容を正しく理解できなく、図3に示す
ように組込手続きや組込関数を色分けして表示でき
なくなります。したがって、少なくともエディタvimが
色分けできる程度にスぺース（空白文字）を利用すべ
きといえます。ソースコードの編集作業を行いやすく
するためにも空白は適切に利用しましょう。例えば、
endprogramあるいはend programなどスペースを
入れるべきか迷うところがありますが、いずれの場合で
あってもカラー表示されていることから、両方の記述
方法が可能であることが分かります。このような例と
して、end do、else if、 end if...があります。

4. 完成したコード部分はコンパクトに記述しよう
初期化、単純な命令文及び見直しが不要な検証済

みのコード部分は、バグの調査やコードのトレースを
行わなくてもよい部分なので、できるだけ一行に記述
します。例えば、図4⒝に示す3重ループのコード部分
は単純な処理で構成されていることから、バグの調
査のたびに見直すことが必要な箇所ではありません。
また、do - enddoループの記述自体が行数を多くす
る原因になっています。すなわち、Fortranプログラム
はコードの行数が比較的多くなりがちです。

ソースコードの行数が多くなると、編集作業において
画面スクロールを何度も繰り返し行わなければならな
く、効率的な編集作業の妨げになります。以前は、この
ようなことに対処するために、サブルーチン化すること
がよく行われていました。サブルーチン化は自動並列
化の妨げになるので、不要なサブルーチン化は避けた
いものです。使用しているフォントサイズにも依存しま
すが、仮想端末の表示範囲が48行×130文字などのよ
うに大幅に増加しているので、文区切りのセミコロンを
利用して行数を減少させたコンパクトなソースコードに
して、主要部分を表示画面内に納め、画面スクロールを
最小限にすることが望ましいと言えます。

図5は図4に示した3重ループをセミコロン;を利用
してコンパクトに記述したコードです。図4においては
9行に渡る記述が図5においては3行になります。図5
はコンパクトな3重ループの記述になっていますが、エ
ディタvimのカラー表示の効果で記述内容は一目で
理解できます。プログラム開発時はできるだけ余裕
を持った図4⒝のような記述が良いと考えます。一方、
プログラムの開発が進み、プログラム規模が大きく
なった場合、処理内容に誤りがないことが確認できた
コード部分は、できるだけコンパクトな記述を行い、行
数の削減や新規作成箇所との区別を明確化するよう
にしましょう。

5. コードのブロック化とパタンを明確化しよう
前述のコードのコンパクト化を行うことで、処理単

位が明確化されます。図6は3次元差分計算のコア部
⒜字下げなし

⒜大文字 ⒝大文字/小文字 ⒞小文字
図2．大文字及び小文字の使い分け

⒝字下げあり（3文字分）

⒜スペースなし／字下げあり ⒝1文字おきにスペースを使用
図3．スペースの利用と字下げ

図4．字下げ（インデンテーション）の効果的な利用

3.  字下げ（インデンテーション）で命令単位（機能
単位）を明確化しよう
doループやブロックif文の範囲を明確化するために

字下げを行います。図4は、字下げを行わない場合と行っ
た場合を比較して示しています。Fortranプログラムで
はいずれの記述方法も可能ですが、ソースの見やすさ
の点からは、明らかに図4⒝が優れています。字下げの
個数は見やすさの観点から決定するのが良いと考えま
す。経験的にFortranプログラムではスぺース3文字分
の字下げを行っています。字下げをタブスぺースで行う
こともあります。UNIXではスペース8文字分に相当す
るので、かなり間が空いたように見えます。

図5．セミコロン;を利用したコンパクトな記述

図6. コードのブロック化と処理の類似性

分を示しています。3つの座標方向に順に要素を更新
する部分が、処理ブロックとして明確化されています。
それぞれの座標方向の更新処理は変数名と配列イン
デックスが異なるだけで、全く同じ処理が行われてい
ます。このようなことから、ソースコードにおいては処
理の同一性をコード・パタンとして明確化するために、
スペースを多用し、上下に対して同一の命令文が同じ
箇所から始まるように工夫します。パタンの類似性が
失われている場合、バグが含まれているのではないか
と疑われます。

特に、並列化可能なコードは特定の命令文パタンが
繰り返し現れるので、そのパタンを明確化することで、
並列化と高速化の両方のチューニングに役立ちます。
例えば、図6の3つの3重ループを変数kで大域ループ
融合することで、最外ループに対して自動並列化が行
われます。その結果、キャッシュの再利用性が向上し、
高速化が実現されます。

2. スペース（空白文字）を適切に使用しよう
Fortranソースコードでは、スペース（空白文字）は

ソースの見やすさを工夫するためだけに使用します。
日立最適化FORTRAN90コンパイラにとっては改行
のみが意味があり、スペースには意味がありません。
したがって、図3に示すようにスペースを全く使用しな
くとも、あるいは1文字おきにスペースを入れても、日
立最適化FORTRAN90コンパイラはソースコードを
適切に解析し、コンパイルしてくれます。

しかし、スペースを使用しないと、エディタvimでは
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汎用可視化システムAVS/Expressバージョン8.0ではさまざまな新機能が追加されました。その中で、第一原理
分子動力学プログラムVASP、TOMBO及び汎用量子科学計算プログラムGaussianの解析結果を可視化するため
のさまざまなモジュールから構成されるCCMSライブラリが利用できるようになりました。今回の可視化道場では、
VASPで解析した電荷密度分布などの解析結果をCCMSライブラリを利用して可視化する手順について説明しま
す。なお、CCMSライブラリの詳細については、AVS/Express8.0付属のマニュアル「CCMSライブラリについて」
を参照してください。また、ソフトウエアVASPについてはホームページhttp://www.vasp.at/を参照してください。

番外編番外編番外編161616
AVS/Expressを利用した
VASP解析結果の可視化手法

いるモジュールを利用するのが得策です。VASPに対
応しているExamplesモジュールは下記のとおりです。
⑴ VASPExample
　 電荷密度分布などの等高線図を作成。
⑵ VASPCopyExample
　オブジェクトの複製を作成して、上記⑴の処理を実行。
⑶ VASP_MDExample
　MDアニメーションを表示。
⑷ VASP_MDCopyExample

オブジェクトの複製を作成し、上記⑶の処理を実行。
図1では、VASPExampleモジュールをネットワークエ

ディタに表示しています。ただし、モジュールsolid_

contourを除いています。電荷密度分布の可視化例
を図2に示します。境界面に対して周期境界条件を適

CCMSライブラリを利用する
CCMSライブラリを利用する場合、Linuxあるい

はMac OS Xで はAVS/Expressを 起 動 する 際 に
オプション-mavsを指定してください。一方、MS 
Windows版ではディフォルトでオプション-mavsが
指定されていますので、通常の方法でAVS/Express
を起動してください。

AVS/Expressを起動した後に、図1①に示すように
LibraryページをCCMSにします。このライブラリペー
ジにCCMSライブラリ専用のモジュール群が組み込
まれています。モジュールはCommon、Gaussian、
TOMBO、VASP及びExamplesに分類されています。
モジュールの利用方法を試してみたり、手っ取り早く可
視化を行う目的に対しては、Examplesで提供されて

用していますので、電荷密度の大きい部分が周期的に
出現しています。ここで、図2の可視化を行うためのパ
ラメータ設定とモジュールの関係を順を追って説明し
ます。

図3はモジュールRead_VASPのパラメータ設 定
画面を示しています。入力項目として、ファイル
CHGCARおよびPOTCARの場所を設定します。こ
れらファイルは、VASPを実行することで作成される
ファイルです。ファイルの場所を設定したら、ボタン
Read_Fileを押します。その処理により、ファイル内
容が解析され、図2の可視化結果がスクリーン上に表
示されます。基本作業は以上で終了です。残された
作業は、結果評価のために有効な可視化の工夫や見
栄えを良くすることです。

図4はモジュールAtom_Effectのパラメータ設定画
面です。図2に示す球とスティックに関するパラメータ
の変更を行います。例えば、SphereSubdivisionの
値を大きくすることで、原子に対応する球を滑らかな曲
面で表現することが可能になります。原子の大きさや
配色はディフォルト値がデータベースに設定されてい
て、その値が利用されます。それら値をユーザが変更
する際にこのモジュールを使用します。

オブジェクトの複製表示
VASPを利用した解析では、結晶構造の周期性を利

用して、できる限り計算負荷を低減します。したがって、
構造周期の基本である最小構造（ユニットセル）に対
してのみシミュレーションを行います。それを基本可
視化オブジェクトとして、複製を作成することで規模
の大きな系の電荷密度分布を可視化します。そのよ
うな目的に、VASPCopyExampleが利用できます。

図5に、モジュールVASPCopyExampleのネット
ワーク構成を示します。モジュールCopy_Objectを
利用して可視化オブジェクトの複製を行います。

⑴（Vec I、 Vec J、 Vec K）
複製を作成する方向を直交座
標を基準に指定

⑵（Delta I、 Delta J、 Delta K）
上記⑴で指定した軸方向への
移動量を指定

⑶（Dim I、 Dim J、 Dim K）
上記⑴で指定した軸方向への
複製数を指定

上記⑴および⑵については読
込みファイルから抽出することが
できます。自動的に設定するため
に画面中央に用意されているボタ
ンのうち「Get Vector／Data 

From UnitCell」を押します。この後に、最下段に表
示されているInput Dimsを設定します。

図7に可視化結果を示します。同図⒜はユニットセ
ルの可視化結果で、酸化ニッケルNiOの構造と電荷密
度分布を等高線図により可視化しています。同図⒝は
モジュールVASPCopyExampleを使用して、同図⒜に
示すユニットセルを複製して3×3×3セルから構成さ
れる構造と電荷密度分布を可視化したものです。さら
に、この機能を応用することで、図7⒞に示す結晶構造

（面心立方格子）を可視化できます。ただし、図4に示
すモジュールAtom_Effectにおいて、DisplayMode
及びAtomRadiusをそれぞれCPK及びiron radius

に設定しています。

図1．CCMSライブラリのモジュール群

図2．可視化結果

▲図3．モジュールRead_VASP

図4．モジュールAtom_Effect
▲

図5．ネットワークの構成

図6はモジュールCopy_Objectのパラメータ設定
画面です。大きく分けて3種類のパラメータを設定し
ます。それらは、下記のとおりです。

図6．モジュールCopy_Objectの
        パラメータ設定

まとめ
汎用可視化システムAVS/Expressバージョン8.0で追

加されたCCMSライブラリを利用したVASP解析結果の
可視化手法について解説を行いました。2つのファイル
を読み込み、最小の作業で可視化が行えることを示しま
した。今回説明できなかったVASP解析結果のアニメー
ション、Gaussian及びTOMBO解析結果の可視化につ
いて、是非試してください。

次回は、引き続きAVS/Express8.0の新機能について
紹介します。

⒜ユニットセルの可視化

⒝3×3×3セルの可視化

⒞結晶構造表示

図7．オブジェクト複製による大規模セルの可視化

スパコン可視化道場スパコン可視化道場スパコン可視化道場



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

本学工学研究院工学系技術センター技術部研修の一環
として、技術職員による本センターシステムおよび施設見
学が9月7日㈮に行われました。昨年11月から利用サービ
スを開始した大型計算機システムおよび施設を見学する
ことで、最新技術に関する情報収集を行い、技術の幅を広
げ今後の業務に役立てることを目的としています。当日参
加者数は18名で「スーパーコンピュータ」、「クラウドシス
テム」および「省エネ冷却システム」に関する概要説明が
行われた後、設備見学を実施しました。このような活動が、
最先端研究を支える施設の有効活用や研究連携に発展す
ることを期待しています。

ユーザの強い要望に対応し、利用サービスの充実を図るためアプリケーションソフトウエアCOMSOLマルチ
フィジックスについて、平成24年9月3日から下記のとおりオプションモジュールの同時ユーザライセンス数の変更
および追加を行いました。AC/DCモジュール×3、RFモジュール×2、伝熱モジュール×1および化学反応モジュー
ル×1。本ソフトウエアは、すべての大型計算機システム利用者を対象として、アプリケーションサーバmalt3.
hucc.hokudai.ac.jpで利用サービスを行っています。ただし、COMSOLマルチフィジックスのバージョンは4.2
です。また、ユーザーズガイド（PDFファイル仕様）を下記ページにリンクしていますので、ご参考ください。

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/isv_manual/manual/COMSOL/comsol_manual_menu.pdf

COMSOLマルチフィジックス用オプションモジュールの追加について

本学工学系技術センター技術部研修でのスパコン等の施設見学について

本センター主催イベント「Cloud Week 2012@北海道大学〜クラウド技術の最先端を探る〜」を8月28日
㈫から30日㈭の3日間、本学学術交流会館にて開催しました。本イベントは、一般社団法人クラウド利用促進機
構、日本学術振興会産学協力研究委員会インターネット技術第163委員会（ITRC）地域間インタークラウド分
科会（RICC）、プライベートクラウド研究会北海道支部、北海道大学情報基盤センター共同研究「分散クラウド
システムの相互運用技術」および「インタークラウドをより拡張するための地域間相互接続の調査検証」の共
催、情報処理学会北海道支部およびNPO法人北海道地域ネットワーク協議会（NORTH）の後援により、「ア
カデミッククラウドシンポジウム2012」、「オープンクラウドカンファレンス2012」、「地域クラウドシンポジウ
ム2012」を合同で開催しました。学術分野、IT産業、地域ITのすべてにわたる密な情報交換を行い、国内、道内
におけるクラウド技術の発展に資することを目的として、国内外からクラウド技術に関するリーダーをお招きして
最先端の技術に関する御講演をしていただき、全国各地から182名という多数の御参加をいただきました。

8月28日火「アカデミッククラウドシンポジウム2012@北海道大学」
・「全国規模の学術インタークラウドシステムの構築」
　棟朝雅晴（北海道大学）
・「アカデミックコミュニティクラウドの実現に向けて」
　横山重俊（国立情報学研究所）
・「HPCI先端ソフトウェア運用基盤の設計と構築」
　滝澤真一朗（東京工業大学）
・「九大キャンパスクラウドの現状と課題」
　伊東栄典（九州大学）
・「クライアント向け仮想化ソフトウェアBitVisorの
　クラウドへの応用」品川高廣（東京大学）
・「UBIM：シンプル且つコンパクトな広域分散環境の
　管理運用機構」小林泰三（九州大学）
・「認証フェデレーションに基づく分散ファイル管理
　システムの開発」熊谷悠平（広島大学）

8月29日水「オープンクラウドカンファレンス2012」
・「オープンクラウドの動向とCloudnの全貌」
　林雅之（NTTコミュニケーションズ、国際大学GLOCOM客員研究員クラウド利用促進機構総合アドバイザー ）
・「VMwareのクラウドビジョン〜仮想化からクラウドへ〜 」
　小原光弥（ヴイエムウェア株式会社システムズエンジニアリング本部公共SE部 システムズエンジニア）
・「CloudStack詳細解説」北瀬公彦（シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社）
・基調講演：「The CloudStack development story and future vision」（CloudStack開発秘話と今後の展望）
　Sheng Liang （Citrix CloudPlatform CTO、旧cloud.com CEO、CloudStack開発責任者）
・「オープンクラウド実証実験タスクフォースについて」荒井康宏（クラウド利用促進機構 代表理事）
・「マイクロソフトのクラウド戦略」
　平野和順（日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 デベロッパープラットフォーム統括本部クラウド推進部長）
・「クラウド時代のデータストレージ戦略と開発手法を考える」北野弘治（株式会社アットウェア 取締役）
・「グローバル展開を支えるGMOクラウドの戦略」唐沢稔（GMOクラウド株式会社 取締役 技術部門統括）
・「オープンクラウドとIDCフロンティアのクラウド戦略」大屋誠（IDCフロンティア サービス開発部長）

8月30日木「地域クラウドシンポジウム2012@北海道大学」
・「RICC update」柏崎礼生（東京藝術大学）
・「広域分散環境におけるグローバルライブマイグレーションの実証」近堂徹（広島大学）
・「広域分散ストレージへの金沢大学の取り組み」北口善明（金沢大学）
・「SPiCE（電源自給可搬無線通信装置） 製品企画の位置づけと試作機のご紹介」大石憲且（㈱ネクステック）
・基調講演：「地域クラウドビジネスの重要性について〜地域システム会社が取り組むべきクラウドビジネスとは?」
　坂本恒之（CBA地域クラウド担当理事 株式会社スマイルワークス 代表取締役社長）

Cloud Week 2012＠北海道大学の開催について

本センターを含む全国8つの情報基盤センター群が主催するJHPCN第4回シンポジウムが、7月12日㈭およ
び13日㈮の両日にわたって、東京秋葉原UDX GALLERYにおいて開催されました。今回のシンポジウムは、平
成23年度に実施された共同研究課題の研究成果発表および平成24年度採択課題の研究内容を紹介するポス
ターセッションで構成されました。大型計算機システムを利用した超大規模数値計算系応用分野、ネットワー
クなどを利用した超大規模情報システム関連研究分野、データ処理や数値計算系応用分野などJHPCNならで
はの多彩な研究発表や研究成果の報告が熱心に行われました。

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)第4回シンポジウムを開催しました

・「一般社団法人LOCALの取り組み〜地方とコミュニティとクラウド」　小岩秀和（一般社団法人LOCAL）
・「クラウド温泉とは」中村良幸（クラウド研究会@札幌／Python札幌／数学勉強会@札幌）
・「ソーシャルゲームを支える技術 ─ クラウドを活用した高負荷対策」　松井健太郎（インフィニットループ）
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今回はすべてアカデミッククラウドシステムに関するQ＆Aです。

Ⓠ ホスティングサーバやプロジェクトサーバの起動や停止は
どのように行うのですか。

Ⓐ 起動や停止の手順は以下の通りです。なお、ホスティングサーバの初心者向けパッケージ及びXLサーバに
ついては、以下の手順で行うことができません。その場合、システム運用チーム（unyo@iic.hokudai.

ac.jp）にご相談ください。
₁情報基盤センターポータル（https://igate.hucc.hokudai.ac.jp/index.html）にログインします。
₂「大型計算機システム利用」→「クラウドサービス」→「クラウド管理画面」の順に選択します。
₃掲載した画面を参考に、以下の手順で起動や停止を行います。
①「インスタンス（VM）」を選択します。
②「 すべてのインスタンス」を選択します（「実行中インスタンス」または「停止インスタンス」でも可）。
③起動や停止を行いたいサーバを選択します。
④ 行いたい処理を選択します。起動したい場合は「開始」、停止したい場合は「停止」、再起動したい場合は「再起動」

を選択します。処理選択時と処理完了時に確認のダイアログが表示されるので、「Confirm」を選択します。
⑤サーバが起動中は「Running」、停止中は「Stopped」と表示されます。

Q & A
③ログインしたいサーバを選択します。
④ 縮小画面を選択するとウインドウが出現し、コンソール画面が表示されます。表示が開始されるまで若干の時間

を要する場合があります（数十秒〜数分）ので、そのままお待ちください。表示されたコンソール画面が真っ暗
な状態の場合、スクリーンセーバーが動作しているので、何かキーを押してください。

Ⓠ ホスティングサーバやプロジェクトサーバに、
別のOSをインストールすることは可能ですか。

Ⓐ ホスティングサーバの初心者パッケージを除く全てのパッケージで、別のOSのインストールが可能です。
ただし、標準でインストールされているOS以外については動作を保証していませんので、了承の上で行っ

てください。なお、XLサーバの場合はセンターへお越しいただき、専用の端末から作業を行うことが必要です。前もっ
てシステム運用チーム（unyo@iic.hokudai.ac.jp）にお問い合わせください。

Ⓠ ホスティングサーバでネットワークの設定を誤り、SSHでログインできなくなってしまいました。
他の方法でサーバにログインすることは可能ですか。

Ⓐ クラウド管理画面から以下の手順でコンソール画面を表示し、
サーバにログインすることが可能です。

①「インスタンス（VM）」を選択します。
②「 すべてのインスタンス」または「実行中インスタンス」を選択します。

Ⓠ プロジェクトサーバに有償のソフトウェアをインストールしようと思っていますが、
ライセンスや動作の問題はありますか。

Ⓐ ライセンスや動作については当該ソフトウェアのサポート（メーカ等）へご確認ください。プロジェクトサー
バは仮想的なサーバのため、物理サーバとは異なるライセンス体系の場合があります。

Ⓠ プロジェクトサーバにWebサーバプログラムをインストールして起動しました。クラウド管理画面から、該当
するIPアドレスへHTTPでアクセスできるようにポート転送の設定を追加したのですが、アクセスできません。

Ⓐ IPアドレスの設定項目にはファイアウォールとポート転送があります。ポート転送の設定を行っても、ファ
イアウォールの設定を行っていないとアクセスはブロックされます。下記画面を参考に、以下の手順で設

定を行ってください。
①「ファイアウォール」を選択します。
② 「ソースCIDR」に、アクセスを許可したいIPアドレス及びネットマスクを入力します。制限を行わない場合、空白ま

たは「0.0.0.0/0」と入力してください。
③開始ポート及び終了ポートを入力します。HTTPを許可したい場合、両方とも「80」にします。
④「追加」を選択すると、設定が追加されます。



●メールマガジン講読のご案内
本センター学際大規模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://mmag.hucc.hokudai.ac.jp/mailman/listinfo/mmag

●編集後記
昨今、異常気象や自然災害を経験する機会が増えているように感じます。そのような中で、防災
に関する私たちの意識も高まっています。防災は、精度の高い予測とその対策など事前の危機管
理が重要です。今回の特集記事では、札幌市郊外で発生した直下型地震の伝播経路や速度分布
に関する研究を紹介しました。札幌市は特徴ある盆地地形に街が形成されていること。そこに、
直下型地震が発生した場合、地盤の効果で地震動が繰り返し増幅し、それとともに上下動が大きく
なることは驚きでした。この研究に北大スパコンが活用され、その成果が安心・安全な市民生活
に貢献できることはうれしい限りです。

●次号の特集予告
スーパーコンピュータを利用されているユーザの最新研究成果を、利用に際して工夫された点や
センターに期待することなどを織り交ぜながら引き続きご紹介します。編集者はどこへでも伺い
ますので、スパコン活用事例や最新トピックスがありましたらご一報ください。

●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ニュースは本センターホームページ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
学際大規模計算機システム利用のための登録・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
さまざまな学際大規模計算機システム情報の速報
http://mmag.hucc.hokudai.ac.jp/mailman/listinfo/mmag

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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