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Contents

高い超伝導臨界温度をもつ銅酸化物超伝導体は、
2次元的な伝導面を持っているということと、電子が
飛び移るために必要なエネルギーに比べて同一サイト
クーロン斥力エネルギーの大きい強相関系であるこ
とが特徴です。

強相関電子系では、相互作用ゼロと異なった電子状
態が現れます。例えば、1サイトあたり1個の電子しか
埋まっていない半充填の2次元ハバード模型で考えた
場合、相互作用がなければ、電子が自由に動き回れる
金属状態です。しかし、強相関系ではアップスピンと
ダウンスピンをもつ電子が同一サイトを占有すると、

クーロンエネルギー損が大きいため絶縁化し、反強磁
性的にスピンの向きがそろいます。このような反強磁
性的相関は、半充填から電子の数を減らしてホールを
ドープした場合でも依然、残っていると考えられます。
反強磁性相関を乱すホールが、どのように振る舞うか
は興味深い問題です。

これらの図は強相関効果によって、（0,±π）近傍の
フェルミ面が平坦になるように歪んで、スピンや電荷
が一次元的に分布したストライプ状態をより安定化す
ることを示しています。

表紙）U/t=0のフェルミ面（実線）、上図）U/t=8のフェルミ面
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函館工業高等専門学校
機械工学科　教授

本村真治 先生 ／
一般科目理数系　准教授

宮崎真長 先生 インタビュー

大規模計算技術に基づく研 究推進、地元企業への展開
および若手人材育成

Interview with

S.HONMURA & M.MIYAZAKI
─本日は函館工業高等専門学校にお伺いしています。
本学包括連携およびセンター共同研究に関して、函館高
専の取りまとめ役をご担当されている本村先生ならびに
スパコンでのシミュレーションを行っていらっしゃる宮崎
先生にお話をお伺いします。

─最初に、本村先生にお話を伺います。本日は、大型計
算機システム利用支援活動を目的に貴校を訪問し、利用
講習会を実施しましたが、いかがでしたでしょうか。

本村　受講生は学生中心でしたが、北大スパコンの基
本的な使い方を丁寧に教えていただき、本当にありが
とうございました。学生も、ふだん使っているPCに比
べて、北大スパコンの威力を確認できたのではないか
と思います。

道内4高専は、本学包括連携事業や情報基盤センター共同研究のもとで、大型計算機システムを
活用した、地元民間企業との産学連携、研究成果の創出、若手教員や専攻科学生など人材育成に取
り組んでいます。小誌においては、これまでに苫小牧高専（21号、2011年3月発行）および釧路高専
（25号、2012年3月発行）での北大スパコンの活用事例と産学連携について紹介しました。今回は、
函館高専での活動について紹介します。

─大変光栄です。センター共同研究に皆さんが参加さ
れてから3年目になりますが、函館高専では何名の研究者
が参加され、どのような研究をされていますか。

本村　3名で、電気電子工学科の森田先生、それから一
般理数系の宮崎先生、そして私です。電気電子工学科 
森田先生は、電磁界解析における大規模計算技術の
教育に取り組んでいます。今日も午前中、関連の授業
をされていました。それから、一般科目理数系の宮崎
先生は、この後にご本人から説明があるかと思います
が、超伝導物質・材料の基礎データを得るシミュレー
ションを行っています。私は流れの数値解析を行って
います。

─先生方には北大スパコンをご活用いただいているの
ですが、どのぐらい利用されていますか。

本村　1回の計算時間は30分にもならないと思いま
す。私の場合、本当に基礎的な流れの研究で、時間を
かければPCでもできるというレベルです。北大スパ
コンのパワーをフルに活用するといったところまでは
まだいっていないと思っています。

─今日ご紹介したアプリケーションサーバなどを利用
していただければより短時間に結果が得られるのではな
いでしょうか。同時に多くのジョブを実行することも可能
です。

本村　今、2次元で検討しているところです。3次元解
析ではいろんなパラメータを振って計算する必要があ
りますので、そのときにはお世話になると思います。

─プログラムはご自分で開発されたのですか？

本村　はい。もう随分前に作って、基本的な動作は確
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りつつ、産学連携で成果を出していただきたいと思いま
す。貴校では今後、どのようにセンター共同研究を活用し
ていこうとお考えですか？

本村　まずは、教員の中に仲間を増やしていきたいと
思っています。そういった先生方が地元企業と共同
研究する中で、テーマが出てくると思います。まずは、
学内の先生方に広げていくことが大事かと...

もう一つは、地元に残る学生がたくさんいるので、
企業に入ってからも計算機シミュレーションを行える
学生を育てていきたいと思います。そのような学生た
ちに北大にスーパーコンピュータがあるということを
理解させたうえで、社会に送り出してやりたいと思っ
ています。そのために、北大スパコン利用講習会に参
加してもらい、本当に使えるようになってもらいたいと
思っています。

─そういうのは重要です。そういう中で地元企業に移っ
てからも...ただ、民間企業から直接北大センターというの
は敷居が高いと思いますので、いったん先生を通してと
か、相談に乗っていただきながら対応していくのが...

本村　それでいいと思います。企業に入った学生が利
用したいと思ったら、まずは高専に来て「北大スパコ
ンを利用したいのだけれども」と言えば、そこで共同
研究が成立するわけですから。それでいいと思ってい
ます。芽をどんどん増やしていくといいますか、種を
植えていくといいますか...

─非常に期待しています。地元企業、学生ということで
ご対応いただければと思っています。最後になりますが、
これまでの利用経験を踏まえて、北大センターに要望や期
待するところがありましたら教えてください。

本村　今日の講習会でもお分かりいただけたと思い
ますが、やっぱり敷居が高いというところがあります。
さらに、北大スパコンを本当に使いこなそうと思った
ら、プログラムのチューニングが必要になります。そ
ういうサポートを、今でも十分していただいています
が、あまり北大スパコンに詳しくない研究者がプログ
ラムを作ったときに、ほとんど素人相手に教えるよう
な形になると思うのですけれども、ユーザサポートを
していただければと思っています。

認しています。境界条件を変えながら、いろんな問題
に適用しています。

─センター共同研究の目的の一つが、地元企業との
共同研究で、これまでに産学連携の実績はありますでしょ
うか。

本村　私が関わっているテーマとして、函館地域で水
素吸蔵合金アクチュエータ活用研究会（MHA研究会）
があります。これは、北大 吉田先生が中心になって立
ち上げました。そこでは、温泉と海水の温度差を利用
して、動力源として有効活用する研究を行っています。
動力を取り出す装置に、水素吸蔵合金を利用しようと
しています。私の専門分野は流体ですから、アクチュ
エータを使って、温泉水や海水を汲み上げるのに使う
ポンプの開発を行っています。今回の共同研究で、ポ
ンプのピストン回りの流れの解析を行いました。まだ
商品化には至っていませんが、地元企業で構成される
グループで商品開発に向けた取り組みを行っていま
す。そこに、北大スパコンの計算結果を利用させてい
ただいています。

─なるほど、そういうふうに芽は育ってきているという
ことですね。

本村　そうですね。そういったところで企業のほうに
も、北大にスーパーコンピュータがあって、直接利用す
ることは難しいかもしれないけれども、高専などと連
携しながら利用していけるのだと理解してもらえてい
ると思います。

─是非そういうことで、最先端研究設備を研究開発
やさまざまな用途で利用できることをアピールしてくだ
さい。

本村　そうですね。道内4高専それぞれ地元企業の方
と共同研究を積極的に行っていますので、北大スパコ
ンなど最先端研究施設を利用することが先生方に浸
透していけば、テーマによっては大変魅力的であると
思います。

─北大スパコンを活用しつつ、成果を出してもらうこと
が重要だと思います。まずは、皆様方のスキルアップを図

─是非ともそのような機会があることを期待していま
す。今日はどうもありがとうございました。

本村　こちらこそ、ありがとうございました。

─続きまして、宮崎先生にお話を伺います。最初に、研
究内容についてご説明いただけますか。

宮崎　私は物性の理論的な研究をしています。物性と
いっても幅広いのですけれども、銅酸化物超伝導体と
いう最高の超伝導臨界温度を持つ超伝導物質に興味
をもって研究を行っています。超伝導物質を冷やして
いくと低温で転移して電気抵抗がゼロになり、完全反
磁性を示すといいます。そのような物質が常温で実
現できれば、さまざまな電子機器で電力消費量や発
熱量を抑えることができます。現在、最高の超伝導転
移温度（Tc）を持っているのは銅酸化物です。ただ、
最高の転移温度といっても、絶対温度で164K、摂氏で
−110℃ぐらいです。このTcを達成したのが1994年で
すから、もう20年近く経っています。それ以来この記
録は更新されていません。今も、より高いTcを持つ物
質を探索して、いろんな人が研究しています。そのた
めには銅酸化物を詳しく調べるのが一つの道と考え
て、理論的な研究を続けています。

─銅酸化物超伝導体が高いTcを有しているのは何故で
すか？

宮崎　なぜ高い超伝導転移温度を持っているのかは、
まだ完全に解明されていません。ただ、銅酸化物超伝
導体が2次元的な伝導面を持っているということと、
電子が飛び移るエネルギーに比べてクーロン斥力エ
ネルギーが大きい「強相関電子系」であるということ
が大きな要因となっています。銅酸化物超伝導体で
は、反強磁性と超伝導が共存または競合の関係にあ
るのが特徴で、強相関の効果を考慮して共存・競合の
関係を理論的に詳しく調べることで、銅酸化物系にお
ける超伝導の解明につながるのではないかと考えて
います。

─それでは、解析手法について説明してください。

本村真治
Shinji HONMURA
函館工業高等専門学校
機械工学科　教授

函館工業高等専門学校機械工学科卒。松下電器産業株式会
社を経て、平成元年4月から函館高専に勤務。技術士（機械部門、
平成21年3月）。CFDによる流れの構造解析および物体に作
用する流体力の制御に関する研究を行う。現在、MHA（水素吸
蔵合金アクチュエータ）応用機器の開発に取り組んでいる。

宮崎真長
Mitake MIYAZAKI
函館工業高等専門学校
一般科目理数系　准教授

姫路工業大学大学院理学研究科にて博士（理学）を取
得。産業技術総合研究所研究員、青山学院大学研究員を経て、
2005年から現職。専門は物性理論。特に超伝導に興味をもっ
て研究に取り組んでいる。
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チェッカーボード的な反強磁性状態も安定になりうる
ことを我々の計算結果は示していて（図4）、今後、高
温超伝導との関連性を含めてより詳しい計算を行い
たいと考えています。

─プログラムはご自分で開発されているのですか。

宮崎　変分モンテカルロのプログラムは産業技術総合
研究所で開発されたものを使用しています。私が以
前、産業技術総合研究所でポスドクとして働いていた
ときに共同研究をして以来、少しずつプログラムを拡
張してきました。

─プログラムではさまざまな関数を繰り返し試行して
いるのですか？

宮崎　そういうことです。 二次元ハバード模型の変
分モンテカルロ法の計算結果の精度は、数百万回から
数千万回のサンプリングを行うことで、統計誤差が実
質的に解消できます。長周期の電荷変調状態を扱う

宮崎　変分モンテカルロ法です。この方法は、変分パ
ラメータを含んだ波動関数を使って、エネルギー期待
値を計算します。変分パラメータを最適化することで、
厳密解に近い基底状態を実現することができます。
このようなアプローチから2次元ハバード模型の基底
状態を探す研究をしています。この計算方法だと我々
のシミュレーションでは24×24サイトまで計算がで
きていて、外挿することでバルク極限のエネルギーを
見積ることができます。

─二次元ハバード模型とは...

宮崎　二次元ハバード模型は、原子間の電子の飛び移
りと同一原子上の電子間クーロン斥力を取り入れたシ
ンプルな模型ですが、この模型の基底状態を調べるこ
とが銅酸化物超伝導体の基底状態の解明につながる
と考えられています。例えば、1サイトあたり1個の電
子しか埋まっていない半充填の2次元ハバード模型の
場合、相互作用がなければ、電子が自由に動き回れる
金属状態です。しかし、強相関系ではアップスピンと
ダウンスピンをもつ電子が同一サイトを占有すると、
クーロンエネルギー損が大きいため絶縁化し、反強磁
性的にスピンの向きがそろいます（図1）。このよう
な反強磁性的相関は、半充填から電子の数を減らして
ホールをドープした場合でも依然、残っていると考え
られます。反強磁性相関を乱すホールがどのように振
る舞って超伝導につながるのかは興味深い問題です。

─なるほど

宮崎　低ドープ域の基底状態として、図2⒜および⒝に
示すような、反強磁性ドメインとホールドメインがスト
ライプ状に配列するストライプ状態が提案されていま
した。また、ストライプ状態は実験的にも一部の銅酸
化物超伝導体において観測されています。今回、北大
スパコンを利用した変分モンテカルロ計算によって、
図2⒞のようにストライプ状態がエネルギー的に安定
化することを確認しました。その際、図3（表紙および
見返し図面）のように、強相関効果によって （0,±π）
近傍のフェルミ面が平坦になるように歪んで、ストラ
イプ状態をより安定化していることが分かりました。

このような不均一な電子状態はストライプ状態に
限らず、二次元ハバード模型のパラメータによっては

図1.2次元ハバード模型 ⒜ストライプとスピンチェッカーボードの相図

⒝スピンチェッカーボード状態

図4.計算結果

⒜スピン密度波

⒝電荷密度波

⒞ストライプ凝縮エネルギー

図2.強相関効果

ためには大きいサイズの格子を使用しなければなら
ず、必然的に計算量も増大します。また、複数の最適
化した波動関数の中から、どの波動関数がエネルギー
を下げるかを見比べていかなければいけないので、莫
大な計算時間を使います。ただ、並列計算機を用いる
と計算時間を縮めることができ、大きな格子に対する
計算が実行可能となります。

─そうすると、スーパーコンピュータを使って計算され
ていますが、一つ一つのジョブがそれぞれの関数に対応す
るのですか？

宮崎　多数の変分パラメータを持った波動関数のエ
ネルギー期待値を計算しているという状態です。変
分モンテカルロ法ではエネルギー的に安定な解を
ニュートン法で探すために多数の変分パラメータのう
ちの幾つかを組として少しずつ値を変えたものを同
時に計算する必要があって、それを1回のジョブとして
実行しています。格子サイズ、収束状況にもよります
が、計算に数日かかることもあります。

─それは大変な計算ですね。

宮崎　そうです。それで最終的に最適化した波動関数
のエネルギー期待値を比べて、凝縮エネルギーを計算
します。

─北大スパコンを使ってみて、どのような感想をお持ち
ですか。

宮崎　私自身は今までHITACHI SR8000からスパコ
ンを使っていますので、使い方ということでは特に問
題はありません。さらに、10年ぐらい前に比べれば、
計算速度も圧倒的に向上しています。ジョブ実行に
時間がかかっても、バックグラウンドで計算ができて、
教育をしながらでも、研究は進んでいるという状態で
す。そういう意味では、今の私のポジションには合っ
た研究方法かと思っています。

─今後も引き続き北大スパコンをご活用いただいて、
研究成果を出していただきたいと思います。

宮崎　こちらこそ、よろしくお願いします。
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第25回

アプリケーションサーバを利用した
ユーザ開発MPIプログラムの実行
 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 !!

set path=( /opt/intel/bin /usr/bin/X11 /usr/bin /usr/local/bin /bin )
set path=( ${HOME}/freeware/bin $path . )
setenv LD_LIBRARY_PATH   /opt/intel/lib/intel64:${HOME}/freeware/lib
setenv DYLD_LIBRARY_PATH ${HOME}/freeware/lib
setenv LIBPATH           ${HOME}/freeware/lib:/usr/lib:/lib
setenv SHLIB_PATH        ${HOME}/freeware/lib

リスト1.環境設定ファイル

前号では、簡単なプログラムを利用した自動並列化
やOpenMP指示文を利用した並列処理方法を示しま
した。アプリケーションサーバでは、共有メモリ型並
列処理での高速化は北大スパコンに比べて期待でき
ないことから、逐次処理あるいはMPI通信ライブラリ
を利用した分散メモリ型並列処理を行うのが適して
います。今回は、アプリケーションサーバ上でMPI通
信ライブラリの利用環境構築、コンパイル方法および
実行方法について示します。併せて、並列実行を行い、
その結果を報告します。

OpenMPIによる分散メモリ型並列処理
環境の構築

MPI通信ライブラリを利用した並列プログラムのコ
ンパイルおよび実行のためには、MPI利用環境を構築
することが必要です。アプリケーションサーバには、
MPI通信ライブラリや実行環境が導入されていない
ので、ユーザ自身が環境構築を行わなければなりませ
ん。MPI通信ライブラリおよび利用環境としてフリー
のパッケージがいくつか公開されています。その中で、
比較的多くのLinuxディストリビューションに含まれて
いるのがOpenMPIです。ここでは、OpenMPIを利

用した分散メモリ型並列処理環境の構築方法につい
て示します。

現在、OpenMPIの最新バージョンは1.6.3です。
パッケージを下記のホームページからダウンロードす
ることができます。
http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.6/

ダウンロードを行うファイルとしてopenmpi-

1.6.3.tar.bz2を選択します。ダウンロードが完了し
たら、そのファイルをバイナリモードでmalt3にファイ
ル転送してください。次に、ターミナルソフトウエアを
利用してmalt3にログインします。ログイン後、下記の
ようにファイル解凍コマンドを実行し、ファイルを解凍
してください。
$ tar xjvf ./openmpi-1.6.3.tar.bz2

ファイル を 解 凍 し た 結 果、ディレ クトリ ./
openmpi-1.6.3が作成されます。このディレクトリ
に移動すると、ファイルINSTALLおよびREADMEがあ
り、これらファイルにソフトウエアのインストール方法
が記述されています。これらファイルに記述されてい
る内容に基づいて、実際にOpenMPIのインストール
および利用環境の構築を行います。

インテル社製コンパイラを利用する場合、実行環境
の設定を行うために、下記の2つのシェルスクリプトを

引数intel64として実行してください。
$ ifortvars.csh intel64

$ iccvars.csh intel64

コンフィグレーションの実行は下記のとおりです。
インストール先をホームディレクトリ直下に作成した
ディレクトリfreewareとしています。この設定は自
由に変更できます。
$ ./configure -prefix=/home/［user_id］/freeware ¥
　F77=ifort FC=ifort CC=icc CXX=icpc

一方、GNUコンパイラを使用する場合、下記のと
おりコマンドを実行します。これはFortranコンパ
イラを指定する変数F77およびFCともに初期設定が
gfortranになっているため、F77をg77にする指定を
行っています。ただし、コマンドラインにおいて［user_

id］と表示しているのは、ユーザアカウントを表しま
す。
$ ./configure -prefix=/home/［user_id］/
freeware F77=g77

次に、ビルドするために下記のコマンドを実行します。
$ make all

インストール先ディレクトリ/home/［user_id］/
freewareを作成し、ビルドされたコマンドのインス
トールをディレクトリfreeware以下に行います。
$ mkdir /home/［user_id］/freeware
$ make install

これらコマンドを実行することで、ディレクトリ
/home/［user_id］/freeware以下にサブディレクト
リbin、etc、include、lib、manおよびshareが作成さ
れます。ビルドされたコマンド、ライブラリおよびオ
ンラインマニュアルが該当するディレクトリにコピー
されます。以上で、MPI利用環境の構築は終了です。

環境設定ファイルの修正
上記の作業により作成されたコマンドやライブラリ

を参照できるように、環境設定ファイルの追加設定を
行います。以下の例では、ログインシェルが/bin/csh

または/bin/tcshの場合について説明します。環境

設定ファイル.cshrcの変更箇所のみをリスト1に示し
ます。

環境設定ファイルを修正したときは、修正内容を有
効にするために、下記のコマンドを実行してください。
$ source .cshrc

MPIコンパイラへのパスが通っていることを確認す
るために、下記のコマンドを実行してください。下記
のような実行結果が表示されましたらコマンドサーチ
パスの設定が正しく行われています。
$ which mpif90

/home/［user_id］/freeware/bin/mpif90

分散メモリ型並列処理プログラムの　　
コンパイルと実行

これまでに構築したOpenMPI利用環境を使って、
MPI並列プログラムの実行ならびにベンチマーク性能
評価を行います。まず、ベンチマーク性能評価で利用
するMPIプログラムについて説明します。前回、自動
並列化およびOpenMP指示文によるSMP並列化ベ
ンチマーク性能評価で使用した1次元熱伝導方程式
の時間領域解析プログラムです。リスト2にプログラム
例を示します。青色文字で示した箇所がMPI通信ラ
イブラリを利用した、あるいは関連する部分です。領
域分割およびデータの送受信手順を図1に示します。
偏微分方程式を差分法により解くことから、各プロセ
スにおいて配列変数の端の値をプロセス間で共有さ
せるデータの保存場所としています。タイムステップ
ごとに2回のデータ送受信を行うことが必要なので、
MPI通信関数MPI_SENDRECV（）を利用します。その
部分はリスト2のインデックスjのDOループに対応し
ます。

このプログラムのコンパイル方法をリスト3に示し
ます。インテル社製コンパイラを利用するので、一番
最初に環境設定シェルファイルifortvars.cshを実
行します。次に、ソースコードがFortran90に基づい
て記述されていることから、それに対応するコマンド
mpif90を利用してコンパイルを行います。コンパイ
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program heat
   use mpi
   implicit none
   integer::  m = 9000000, iter = 250, nprocs, len, i, j, ierr
   integer:: ist, ied, is, ir, istat( mpi_status_size ), myrank
   double precision,dimension(:),allocatable:: uc, un
   double precision:: r, r1, dx = 1.0d-3, dt = 1.0d-7, t1, t2
   call mpi_init(ierr)
   call mpi_comm_rank( mpi_comm_world, myrank, ierr )
   call mpi_comm_size( mpi_comm_world, nprocs, ierr )
   len = m / nprocs
   allocate( uc( 0:len+1 ), un( len ) )
   ist = 1; ied = len
   if( myrank == 0        ) ist = 2
   if( myrank == nprocs-1 ) ied = len - 1
   is = myrank + 1; ir = myrank - 1
   if( myrank == 0        ) ir = mpi_proc_null
   if( myrank == nprocs-1 ) is = mpi_proc_null
   r  = dt / ( dx * dx ); r1 = 1 - 2 * r
   do i = 0, len+1, 1
      uc( i ) = 1.0d0
   enddo
   if( myrank == 0          ) uc( 1   ) = 0.0d0
   if( myrank == nprocs - 1 ) uc( len ) = 0.0d0
   if( myrank == 0 ) then
      write( 6, * ) 'Start the heat equation'
      t1 = mpi_wtime()
   endif
   do j = 1, iter, 1
      if( myrank == 0        ) uc( 1   ) = 0.0d0
      if( myrank == nprocs-1 ) uc( len ) = 0.0d0
      do i = ist, ied, 1
         un( i ) = r * ( uc( i-1 ) + uc( i+1 ) ) + r1 * uc( i )
      enddo
      do i = 1, len, 1
         uc( i ) = un( i )
      enddo
      call mpi_sendrecv( uc( len ), 1, mpi_double_precision, is, 10, &
                         uc(  0  ), 1, mpi_double_precision, ir, 10, &
                         mpi_comm_world, istat, ierr )
      call mpi_sendrecv( uc(  1  ), 1, mpi_double_precision, ir, 20, &
                         uc( len+1 ), 1, mpi_double_precision, is, 20, &
                         mpi_comm_world, istat, ierr )
   enddo
   if( myrank == 0 ) then
      t2 = mpi_wtime()
      write( 6, * ) 'Wallclock time of the heat equation =', t2-t1, 'sec'
   endif
   deallocate( uc, un )
   call mpi_finalize(ierr)
endprogram heat

malt3:~ 1> ifortvars.csh intel64
malt3:~ 2> mpif90 -O3 heat.f90 -o heat.exe
/opt/intel/lib/intel64/libimf.so: 
       warning: feupdateenv is not implemented and will always fail
malt3:~ 3> mpif90 -O3 -shared-intel heat.f90 -o heat.exe
malt3:~ 4>

ラオプションはインテル社製コンパイラのそ
れと同じです。このとき、インテル社製算術
ライブラリlibimf.soに関する警告文が出
力されます。これは、静的にライブラリをリ
ンクしようとしたために発生するものであ
り、これを回避するためにリスト3の下段のよ
うにコンパイル・オプションとして-shared-
intelを追加して、インテル社製の動的ライ
ブラリをリンクします。コンパイルおよびリ
ンクの結果、実行モジュールheat.exeが作
成されます。

プログラムの実行方法は下記のとおりで
す。MPIプログラムの実行には、コマンド

mpirunを使用します。オプション-n 8は8プロセス
で並列実行することを指示します。アプリケーション
サーバmalt3のCPU（コア）数は40ですので、並列プ
ロセス数を1から40の範囲で指定可能です。ただし、
プログラムが任意のプロセスで実行可能でなければ
なりません。さらに、TSSで最も処理性能が得られる
プロセス数を指定するのが良いと考えます。
$ mpirun -n 8 heat.exe

コマンドtopを使用して、ジョブ実行状況の表示例
が図2です。全体で41個のジョブが実行中であり、一
部のジョブのみ表示しています。多くのジョブに交じっ
て、プログラムheat.exeが複数プロセスで並列実行
されていることが確認できます。

プログラムheat.f90を利用したベンチマーク性能
評価結果を図3に示します。同図において、横軸は並
列プロセス数、縦軸が速度向上度です。1プロセスで
実行した場合、経過時間は15.1秒でした。同図では、
その経過時間を基準にして、並列処理によりどれくら
い処理時間が短縮されるかを示しています。4プロセ
スまではほぼ線形に速度向上していることが分かり
ます。すなわち、処理時間がプロセス数に比例して短
縮されます。それ以上のプロセス数では必ずしも線
形には変化していませんが、それなりに処理時間が短
縮されることが分かります。前回紹介した自動並列化
やOpenMP指示文による共有メモリ型並列処理では

実現できなかった処理速度の向上が実現されると結
論できます。

ただし、アプリケーションサーバはTSS実行環境で
あり、多くのユーザのジョブが同時に実行されている
ので、プロセス数が多くなると他のジョブとCPUをタ
イムシェアリングすることになり、並列処理性能の向
上が低下します。したがって、4あるいは8プロセス以
下で実行させるのが効率的であると考えます。

まとめ
今回は、アプリケーションサーバmalt3において、分

散メモリ型並列処理環境の構築、MPI通信ライブラリ
を利用したプログラムのコンパイル方法および実行方
法について示しました。併せて、MPI並列実行を行い、
ベンチマーク性能評価結果を報告しました。特に、イ
ンテル社製コンパイラを利用したことがポイントです。
同様の検討をGNUコンパイラを利用して行いました。
その結果、インテル社製コンパイラを利用して作成さ
れた実行モジュールでは、GNUコンパイラを利用した
場合に比較して2倍程度の性能（2分の1の処理時間）
となりました。これは、アプリケーションサーバを利
用する大きな利点であると考えます。学内のユーザは
malt1およびmalt2も利用できますので、是非試して
いただきたいと思います。

リスト2.MPIプログラム例

図1.領域分割とデータ送受信

リスト3.コンパイル方法

図2.コマンドtopを利用したジョブ実行状況の表示例 図3.ベンチマーク性能評価結果
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Visualization School

AVS/Expressバージョン8.0がリリースされてほぼ1年が経過しました。また、本年2月末にはバージョン8.1がリ
リース予定で、いくつかの機能拡張がなされていると聞いています。それらの新機能は次回以降で紹介することと
して、今回は画像連番ファイルの自動生成とアニメーションと題して、バージョン8.0で追加されたモジュールを利用
する方法を紹介します。

実は、スパコン可視化道場─番外編1─（iiC-HPCニュース12号、2008年3月発行）で同様の手法を紹介してい
ます。基本的な可視化手法は同じですが、バージョン8.0で追加されたモジュールを利用することで作業が大幅に
簡略化されます。さらに、MS PowerPoint等でのプレゼンテーション機能を利用して、手軽にアニメーション表示
することができます。

番外編番外編番外編181818
AVS/Expressを利用した画像連番
ファイルの自動生成とアニメーション

AVS/Expressネットワーク構成
ネットワーク構成を図2に示します。ライブラリを

KGTとします。このライブラリは、AVS/Expressの
PC版において、起動時オプション-mavsが指定され
ているときのみ表示されます。アプリケーションサー
バmalt{1,2,3}では利用できませんので、ご了承くだ
さい。モジュールグループ Data IOの中にモジュー
ルOutputSequentialImageがあります。これらモ
ジュールを利用して、図2のようなネットワークを構成
します。

ウインド ウア プ リで 設 定 可 能 なモ ジュール
OutputSequentialImageのパラメータを図2に示
します。上から順に、画像の保存場所とファイルのベー
ス名（拡張子不要）、開始番号、画像フォーマット等が
設置できます。連番ファイルの番号を1から始めたい
ときは、Current Image no.の値を0にしてくださ
い。GIFアニメーションを作成することから、画像ファ

イルの拡張子はGIF
またはJPGにしてくだ
さい。このモジュー
ルは画像表示ウイン
ドウが書き換えられ
ると、自動的に番号を
追加してファイルを出
力します。以前利用
していたモジュール
OutputImageで は、

データファイルの準備
ここでは、本センターで開発を行っているアプリ

ケーションソフトウエアJet FDTDを利用した誘電体
円柱からの電磁波散乱2次元解析に関して、ガウシャ
ンパルス波を入射したときの時系列データを利用し
ます。図1に解析対象を示します。解析空間中心に誘
電体円柱が設置され、その周りを自由空間としていま
す。破線で囲った4角形部分が全電磁界で、それより
外側が散乱電界となります。解析空間周囲には、PML

吸収境界層を設定してい
ます。リスト1にフィールド
ファイルの例を示します。
2次元座標軸方向に60×
60の等間隔データとし、
値は浮動小数点としてい
ます。出力ファイルを2タ
イムステップおきに作成
しているので0002から
0100としました。

画像を表示させた後に、
ファイル名の設定と、書
き込みボタンを押すこと
が必要でしたので、それ
だけでも随分と作業が
簡素化されました。た
だし、アニメーションを
作成するために大量の
連番ファイルを作成しな
ければならないときは、
ジャーナル機能のプレイ
バックを利用するのが適
しています。プレイバッ
クでは、作業を記述した
vファイルを読 み込 み、

それら作業を連続して行います。ただし、モジュール
OutputSequentialImageが自動的にファイルを作
成してくれるので、vファイルの内容はモジュールRead 

Fieldについてのみ記述します。
リスト2にジャーナルファイルの最初の数行を示し

ます。PC内蔵ディスクドライブE:のフォルダavsに保
存しているフィールドファイルを順番に読み込むこと
のみを記述しています。番外編1で紹介したジャーナ
ルファイルでは、保存先ファイル名やリフレッシュコマ
ンドを実行することも記述しており、それからに比較
すると単純化されています。

AVS/Expressネットワークエディタのメニューバー
からJournalおよびPlaybackを選択して、リスト2に
示すジャーナルファイルを読み込むことで、自動的に
画像の連番ファイルが作成されます。図4はフリーソフ
トウエアXnViewでフォルダ内の画像サムネイルを表
示しています。

アニメーションの作成と利用
アニメーションの作成には、フリーソフトウエア

Giamなどを使用します。ホームページhomepage3.
nifty.com/furumizo/giamd.htmからダウンロード
します。ソフトウエアを起動して、図4において破線で
囲った部分をドラック・アンド・ドロップしたときの状
態が図5です。再生ボタンを押すことで、プレビューを
見ることができます。アニメーションの作成と保存は
フロッピのアイコンボタンを押すことで実行されます。
ファイル名が問われるので、拡張子をGIFとしてくださ
い。作成されたアニメーションファイルは、XnView
等で確認することができます。

研究発表などでは、MS PowerPointを利用するこ
とが多いので、作成したアニメーションGIFファイルを
PowerPointに直接貼り付けます。編集モードではア
ニメーションは実行されませんが、プレゼンテーショ
ンモードではアニメーションが実行されます。アニ
メーションの基本設定が、繰り返し再生になっている
ので、スライドが表示されている限り無限に繰り返さ
れます。同様に、ホームページなどに張り付けた場合
も、繰り返しアニメーションが表示されます。簡単な
手順で、効果的なプレゼンテーション素材を作成する
ことができますので、ご活用いただきたいと考えてい
ます。

まとめ
汎用可視化システムAVS/Expressバージョン8.0

の新機能として追加された画像連番ファイル作成の
ためのモジュールOutputSequentialImageの紹介
と利用法を解説しました。ジャーナル機能を利用し
て、フィールドファイルを読み込むだけで、画像の保存
とファイル名の連番付加が同時に行えます。このモ
ジュールを利用することで、アニメーション作製がこれ
まで以上に簡単化されます。

なお、このモジュールはPC版でしか利用できないこ
とに注意してください。アプリケーションサーバを利
用してアニメーションを作成する場合、これまでと同
じ手順となります。

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

# AVS field file
ndim   = 2
dim1   = 60
dim2   = 60
nspace = 2
veclen = 1
data   = float
field  = uniform
label  = magnitude
variable 1 file=./output0060.dat filetype=ascii skip=0 offset=0 stride=1

リスト1.フィールドファイルavs0060.fl d

$push
SingleWindowApp.Read_Field.read_field_ui.file_browser.filename = "E:\\avs\\avs002.fld";
$pop
$push
SingleWindowApp.Read_Field.read_field_ui.file_browser.filename = "E:\\avs\\avs004.fld";
$pop
...

リスト2.ジャーナルファイル

図1.円筒損失性誘電体からの散乱に関するFDTD解析

図2.ネットワーク

図3.モジュールパラメータの設定

図4.作成された画像のサムネイル表示

図5.アプリケーションGiamの利用



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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本センターが構成拠点として参加する「学際大規模
情報基盤共同利用・共同研究拠点」（通称：JHPCN）
では、平成25年度共同研究課題の募集ならびに課題審
査を実施し、44件の課題を採択しました。この中には、
本センターを利用する課題が7件含まれています。

本年度の特徴としては、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）の計算機システ
ム（HPCIシステム）の一部として、本構成拠点が提供す
る計算機システム（HPCI-JHPCNシステム）を本拠点
共同研究の研究資源として運用することになりました。
これにより、HPCI-JHPCNシステムを利用する研究課題
については、HPCI利用研究課題の公募窓口を通じて応

募を受け付け、本拠点の趣旨に合致した課題のみが採
択されました。採択課題による共同研究は本年4月1日

（月）から開始されます。採択課題の詳細については、
下記のホームページをご参照ください。
http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/

ja/adoption.php

なお、平成24年度に実施された共同研究課題の研究
成果発表ならびに平成25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を行うシンポジウムが下記
のとおり開催されます。

【日時】平成25年7月11日㈭、12日㈮
【場所】THE GRAND HALL（品川）

平成25年度ライブラリ・プログラムおよびデータベー
ス開発・維持課題を下記の要項で募集します。

対象となる開発課題：学術研究に広く利用可能なライ
ブラリ・プログラムおよびデータベースの作成・移植等
です。開発されたライブラリ・プログラムおよびデータ
ベースは本センターに登録され、公開されます。

【開発期間】
ライブラリ 平成25年4月1日～10月31日
データベース 平成25年4月1日から1年間

【応募資格】 北海道大学情報基盤センター学際大規模
計算機システム利用有資格者。ただし、開
発代表者は教員に限ります。

【応募手続】 応募申請書は、本センター北館（学際大規
模計算機システム）WEBページの規定・概
要欄にある各種申請用紙ページにPDFファ
イルで公開しています。

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/kyodo/

sinseisyo/shinsei_yoshi.html

昨年12月に利用サービスを開始しました流体／連
続体解析アプリケーションOpenFOAMの利用講習
会を下記の日程で開催しました。OpenFOAMはア
プリケーションサーバmalt{1,2,3}.hucc.hokudai.

ac.jpにインストールされており、学内および学外の
ユーザにご利用いただけます。利用上の疑問などに回
答するためのサポート体制を整備していますので、多く
のユーザの皆様方にご活用いただきたいと考えていま
す。

【講習内容】
・OpenFOAM概要と基本操作
・標準ソルバとユーティリティの概要
・blockMeshによるメッシュ生成・基礎編
・初期条件・境界条件の設定・基礎編
・熱物性値・輸送特性の設定
・計算と出力の制御
・計算結果の可視化
・ジョブ制御
・並列計算・基礎編　など

【講師】株式会社CAEソリューションズ 大槻真人 氏
【日時】平成25年3月11日㈪ 10：00～17：00
【会場】情報基盤センター北館1階　利用者端末室

平成25年度共同研究拠点（HPCI-JHPCN）公募型共同研究課題採択結果について

ライブラリ・プログラムおよびデータベース開発・維持課題の公募について

OpenFOAM利用講習会を開催しました

北海道大学情報基盤センターと統計数理研究所の主
催により、「第2回ビッグデータと統計学研究集会」を
北海道大学学術交流会館において2月4日（月）に開催
いたしました。統計学や情報科学のコミュニティー、企
業およびビッグデータのユーザなど、全国から71名のご
参加をいただき、有益な情報交換を行うことができま
した。なお、今後の予定につきましては、研究集会のホー
ムページをご参照ください。
http://dsms.iic.hokudai.ac.jp/BIGDATA/

【プログラム】
13：30～14：30 椿　広計（統計関連学会連合理事
長、統計数理研究所副所長・教授）

「統計家から診た大規模データの問題 ～制度と質の観
点から～ 」
14：30～15：00 町村泰貴（北海道大学大学院法学
研究科 教授）

「ビッグデータの利活用とプライバシー」

15：15～15：45 五十嵐健太（㈱数理システム）
「Hadoopを使わない大規模データ分析!? ～1台のマシ
ンでできること～ 」
15：45～16：15 倉知陽一（富士通株式会社クラウ
ドプラットフォーム開発本部シニアディレクター ）

「富士通のビッグデータ・ソフトウェアの取り組み
～Hadoopを活かしたビッグデータ分析～ 」
16：30～17：00 川村秀憲（北海道大学大学院情報
科学研究科 准教授）

「北大発ベンチャーによるO2Oサービスの開発と運用」
17：00～17：30 石戸谷隆敬（㈱JR東日本ウォータ
ビジネス 社長）

「自販機イノベーションとデータ分析による戦略的マー
ケティング」
17：30～17：40 佐藤洋行（（株）ブレインパッドアナ
リティクスサービス部ゼネラル・マネージャー ）

「データサイエンティスト協会について」

「第2回ビッグデータと統計学研究集会」を開催しました

本センターを含む8大学ネットワーク型「学際大規模
情報基盤共同利用・共同研究拠点」（通称：JHPCN）
の目的を踏まえ、本センターが提供および利用サービス
を行っている情報基盤を用いたグランドチャレンジ的
な研究と、これを推進するための学際的な共同利用・共
同研究を目指す『平成25年度共同研究』の募集およ
び課題審査を行いました。採択件数について右表に示
します。採択課題については、4月1日㈪から共同研究
を実施していただきます。

採択課題および過去の共同研究成果については、下
記のホームページを参照してください。
http://www.iic.hokudai.ac.jp/

kyodo_kenkyu/kyodo_kenkyu1.html

平成25年度センター共同研究課題採択結果について
平成25年度共同研究の採択件数

研究領域 採択
件数

A1 大規模計算機シミュレーション 4

A2 大規模問題解決の基盤技術 6

A3 大規模データ科学 5

A4 ネットワークとクラウド技術 5

A5 デジタルコンテンツ 5

A6 教育メディア 3

Supercomputer Information

http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ja/adoption.php
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/kyodo/sinseisyo/shinsei_yoshi.html
http://www.iic.hokudai.ac.jp/kyodo_kenkyu/kyodo_kenkyu1.html
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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。

Ⓠ プロジェクトサーバに独自のシステムを構築しました。このサーバの複製を作成する方法はありますか。

Ⓐ 以下の手順でサーバの内容をテンプレートに登
録しておき、サーバの新規利用申請時に指定する

ことができます。なお、ファイル付加で追加したディスクは
この方法では複製できませんのでご注意ください。
⑴ 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。

⑵「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。
⑶ 「上級者向け」にチェックを入れ、「インスタンス（VM）」

→「 すべてのインスタンス」→テンプレートの登録を行
いたいサーバの順に選択します（図1①～③）。

⑷ サーバが起動している場合は「停止」を選択します（図
2④）。表示が「Running」から「Stopped」に変わる
のを待ちます（図2⑤）。

⑸「ボリューム」タブを選択します（図3⑥）。
⑹ サーバに接続されたディスクの一覧が表示されます。テ

ンプレートに登録できるのは、サイズが100GBのもの
です。「アクション」→「テンプレート作成」の順に選択
してください（図3⑦）。

⑺ テンプレート作成画面が表示されます。まず、「名前」
と「表示テキスト」に任意の文字を入力します（図4⑧）。
通常は、どちらも同じ名前を設定してください。

⑻ 「OSタイプ」を選択します（図4⑨）。センター側で用
意したパッケージをご利用の場合、「CentOS5.3（64-
bit）」です。OSを入れ替えた場合、その時に設定したも
のを選びます。

⑼ 「OK」を選択すると、テンプレートの登録を開始します
（図4⑩）。登録完了までおよそ1時間以上を要します。
サーバの負荷状況により登録に失敗することがあります
ので、その場合はお手数ですが名前を変更して再度実行
してください。

⑽ 登録完了後、「テンプレート」→「マイテンプレート」の
順に選択すると、登録されたテンプレートを確認できま
す（図5⑪～⑫）。

【補足】
「マイテンプレート」や「マイISO」に登録できる数は合計
で2つまでです。削除したい場合、対象を選択の上、「アク
ション」→「テンプレート（ またはISO）削除」の順に選択
します（図6⑬）。

Q & A

Ⓠ プロジェクトサーバにファイル付加を行って申請し、利用を開始しました。標準パッケージのマニュアルに
従ってディスク設定ツールを使用しましたが、「setting now...」の表示のまま応答がなくなってしまい、ディ

スクのマウントができません。

Ⓐ ディスク設定ツールの実行には、時間を要し
ます（状況によりますが1TBあたり1時間以

上が目安）。中断せずにそのままお待ちください。
なお、Linuxの知識のある方は、ディスク設定ツールを
使わずに直接フォーマット及びマウントを行って、利
用していただくことも可能です。

Ⓠ プロジェクトサーバを利用しています。サーバが停止してしまったようなのでクラウド管理画面で確認し
たところ、「VMの合計」が0になっていました。

Ⓐ サーバ利用申請時の課金番号が、利用期限を過ぎています。以下の手順で有効な課金番号に変更した上
で、改めてクラウド管理画面を開きサーバを起動してください。

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」→「プロジェクトサーバ」の「追加・変更」の順に選択します。
₃変更したいサーバを選択して、「実行」を選択します。
₄「課金番号／利用期限／残予算」の選択内容を確認の上（図9）、「同意の上申請する」を選択します。

Ⓠ プロジェクトサーバを利用していますが、サーバを初期状態に戻すことはできますか。

Ⓐ 申し訳ありませんが、プロジェクトサーバ及びホスティングサーバを初期状態に戻すことはできません。
このことに留意の上で、サーバの構築及び運用を行ってください。

図1.テンプレートを登録するサーバを選択

図2.サーバを停止する

図3.ボリュームタブからテンプレート作成

図4.テンプレート作成時の設定

図5.テンプレートの登録を確認

図6.テンプレートの削除

図7.申請時に個人テンプレートを選択

図8.ディスク設定ツール実行例

図9.課金番号の変更

⑾ プロジェクトサーバの利用申請時に、「導入するパッケー
ジの選択」で「個人テンプレート」を選択の上、登録し
たテンプレートの名前を選択してください（図7⑭）。



●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
今回の特集記事では、センター共同研究や包括連携等事業を実施している函館工業高等専門
学校における北大スパコンを活用した地元企業との産学連携活動や研究者独自の研究課題につ
いて紹介しました。地元企業の需要を理解し、適切な技術提供できることは地元に根差した高専
ならではの特徴であり、そこに北大スパコンの高性能と信頼性を活用していただきたいと考えま
す。また、人材育成における連携についても、北大スパコンではユーザ資産の継承性を第一に考え
ており、修得した技術を永く利用していただけるものと考えています。
北大スパコンでは、当初からTSS領域とバッチ領域の2種類の利用サービスを行っています。
研究活動に適した利用法をユーザ自ら開発し、研究成果を上げていらっしゃることも理解するこ
とができました。

●次号の特集予告
これまで、特集記事では、北大スパコンの活用事例を中心に高度な利活用技術をできる限り平
易に紹介してきました。その目的は、本誌創刊号の編集後記で論じられているように、北大スパコ
ンが必要不可欠になるための「攻めの戦略」を作り出すことであり、北大スパコンを中心に据えた
「地域の研究戦略」や「大学の研究戦略」を具体的にイメージしてもらうことです。本誌もすでに
29号になり、この9年間にスパコンの果たす役割や必要性、社会や地域への貢献が多少なりとも
認知されるようになったのではないかと思います。
一方、計算機には情報環境の一翼としての新たな期待があります。そのようなことから、本セン
ターでは、スーパーコンピュータとクラウドシステムを主要システムとして利用サービスを行ってい
ます。本誌発行の理念はそのままに、これら2つのシステムの活用事例や研究成果の紹介を特集
記事として、次号から交互に取り上げたいと考えています。次回は、クラウドシステムの活用事例
を紹介します。

●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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