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本誌「特集記事」では、500μmから1mm程度の直径を有する光ファイバの全モード解析について、
研究の目的や研究成果の社会へのインパクトが論じられています。モードとは、光ファイバ中を光が
伝搬していくときに形成する強度や位相の分布に関する情報を与え、表紙及び上図はそれら代表的な
モードを可視化したものです。両方の図は、光ファイバの直径が500μmであると仮定しています。表
紙の図は、屈折率分布が放物線分布のときに観測されるLP132,68モードの光強度分布です。一方、上図
は屈折率を5層階段分布と仮定したときのLP169,32モードの光強度分布です。放物線分布（表紙図）
では中心から外側に向かって連続的に光強度が変化しています。一方、階段分布（上図）では、層ご
とに強度分布が変化し、不連続になっていることが分かります。言い換えると、光ファイバ中を伝搬で
きるのは、これらの特定なモードのみであり、全モード解析を行うことで、光ファイバの特性を高精度
に把握することができます。

極大口径ファイバのモード図 LP169,32
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千歳科学技術大学 総合光科学部光システム学科　准教授

江口真史 先生 インタビュー

極大口径ファイバの全モ ード解析と
有限要素法に基づく大規 模並列計算

Interview with M. EGUCHI

─千歳科学技術大学 江口先生を訪問しています。最新
の研究成果などをお聞きかせいただきたいと思いますの
で、よろしくお願いします。

江口　こちらこそ、よろしくお願いいたします。

─千歳科学技術大学は、北海道の空の玄関口である新
千歳空港に近く、地名の「美々」のとおり非常に恵まれた
自然環境が魅力です。貴学は「光サイエンス」の専門家
を養成することを目指されていますね...

江口　光技術を中心に研究・開発するとともに人材を育て
ることを目的として、千歳市が中心になって官が作り、完成
してからは完全な私立大学として経営しています。

─先生は開学当初から勤務されていらっしゃるのです
か。

江口　ええ。開学したのは1998年ですから、かれこれ16
年経ちます。

─どのような研究をされていますか。

江口　光を中心として、それを目的地まで送るための伝送
路、車で言うと道の研究をしています。計算機を利用した
シミュレーションを行い、製造前の段階でより高性能な構
造の探索や分析、そのための解析手法を研究しています。

─工学シミュレーションがご専門で、情報基盤センター
のスーパーコンピュータやアプリケーションサーバを活用
されているということですね。

江口　はい。計算の種類によって、北大スパコン向きのシ
ミュレーションとアプリケーションサーバ向きの計算があ
りますので、それら計算機システムを使い分けています。

─どのような研究課題ですか。

江口　最近行っていることは2つあります。一つは、大口径
光ファイバのシミュレーション研究です。もう一つは、フォ
トニック結晶で、光ファイバの断面に周期的な構造を設け
ます。これにより、「ブラッグ反射」を発生させて、屈折率
の低い領域に光を閉じ込めます。従来の光ファイバは2種
類の材料の屈折率の違いで屈折率の高い領域に光を閉じ
込めていました。

情報通信ネットワークの高速化は基幹系の光化に続
き、加入者系あるいは宅内ネットワークなどのラストワン
マイルの高速化に注目が集まっています。そのための伝
送媒体として、500μm以上の直径を有するプラスティッ
ク光ファイバ（POF）が有望視されています。しかし、径
の大きさに起因して100万を超える伝搬モードが発生す
るものと考えられ、全モードの精密な解析は広帯域かつ
低コストなPOF設計の鍵になります。本特集記事でご紹
介します江口先生は、有限要素法を利用した大規模並列
計算により任意屈折率分布を有する極大口径ファイバの
全モード解析を目指されています。
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PROFILE
よってスピードが違うわけです。ここで、一固まりの砂利を
一つの光パルスと考えると、トラックが1台しかなければ、
そのトラックが運んで作業が終わります。一方、太い道路
のほうは複数台のトラックが一斉にスタートしますが、そ
れぞれのスピードが違いますから、速いトラックは早く到
着しますけれども、遅いトラックは順番がばらばらに時間
差を伴って到着します。その砂利を積んでいくと、時間軸
上で広がった形の山になります。すなわち、光のパルスが
広がってしまうということです。光通信においては、パルス
はできるだけ広がらず、形状を保ってほしいわけです。

時間的に広がると、次に運んだ砂利の山が前の時刻の
山と重なります。すると、正しくパルスが読めなくなります。
つまり、信号判定ができなくなってしまいます。太い径の
光ファイバは、たくさんのトラックが走るので、パルスが時
間的に広がってしまいます。広がったパルスが次のパルス
と重なってしまうので、それが伝送容量の低下を引き起こ
します。それを防ぐために、光ファイバの屈折率とか屈折
率分布をうまく調整します。すなわち、遅いトラックと速
いトラックとの到着時間の差を0にするような構造を設計
し、すべてのトラックがほぼ同時に到着するようにします。
それが難しいところです。

─さまざまな速度のトラックがあるということは、いろ
いろな波長の光が同時に光ファイバの中を通っていくと理
解していいですか。

江口　いろいろな波長によるずれもありますが、径の太い
光ファイバでの速度差の主たる原因は光の経路になりま
す。一番単純な光ファイバは、コアという中心に位置する
屈折率の高い材料をクラッドという屈折率の低い材料で
包んでいる構造になっています。その境界面で全反射と
いう鏡の現象を利用して光を伝えています。反射しながら
伝わるので、極端な話、真っ直ぐ軸上を通るのが一番距離

─光ファイバは私たちの生活でどのように利用されてい
ますか。

江口　光ファイバにはいろんな種類があります。フォトニッ
ク結晶構造も最近流行りの構造です。大きく分けて径の
細い光ファイバと太い光ファイバがあります。径が細いほ
ど一度に多くの情報を送ることができます。道路は太い
ほうが多くの車が通行できますが、光ファイバの場合は逆
で、径が細いほどたくさんの情報を送れるという性質があ
ります。そのような理由で、幹線系では径が10μm弱の細
い光ファイバが利用されます。

一方、直径が10μm弱だと光ファイバ同士を接続するの
が容易ではありません。また、接続箇所が少しでもずれる
と光が通らなくなります。ですから、身近なところで簡単
に抜き差しして使うためには、径の太い光ファイバが有利
で、その用途は家庭内や建物内のLANケーブルです。しか
も、宅内や構内LANケーブルの長さでは伝送損失をあまり
気にしなくて済むので、ガラスよりも安価なプラスチック
を使います。それらメリットを考慮して、比較的短距離の
通信では太い径のプラスチック光ファイバ（POF）が使用
されます。POFは大規模マンションのLANケーブルとして
利用され、曲率を小さく取れるので、目立たないように配線
できるのも特徴です。さらに、次世代ディジタルインター
フェースの伝送媒体としても有望視されています。

─細い径は10μmぐらいということですが、大口径はど
れぐらいの大きさですか。

江口　実用化あるいは商用化されているPOFは500μm
から1mmを超える太さのものです。細口径光ファイバに
比べると、直径が50倍から100倍あります。

─大口径の光ファイバでは、細口径の光ファイバに比べ
て、どういう課題がありますか。

江口　イメージ的な話をすると、長距離で使われる細口径
光ファイバは、道が細いためにトラックが1台しか走れませ
ん。つまり、砂利を送ろうとしても1台のトラックでしか運
べないということです。ところが、太い径だと複数のトラッ
クが走れます。すなわち何千台とか何万台、はたまた何
十万台―私自身は100万台ぐらいを目指してやっているの
ですけれども―何百万台というトラックが、一斉に砂利を
積んで運べるわけです。しかし、トラックのスピードが全部
同じであれば全く問題はないのですけれども、トラックに

江口真史
Masashi EGUCHI
千歳科学技術大学 総合光科学部光システム学科 准教授

平成3年北海道大学大学院工学研究科修了。工学博士。
ソニー㈱、札幌市立高等専門学校講師、室蘭工業大学助教授な
どを経て現在に至る。専門は電磁波伝搬に関する大規模数値
解析。その傍ら、BSD系Unix、特にFreeBSDとOS X（Mac）
に情熱を傾ける。

が短くて、外側で反射しながら伝わる光は経路が長くなり
ます。

さっきのトラックのスピードというよりは、「 いろんな道
があって」という説明にしたほうが適切かもしれません。
目的地は同じなのですけれども通る道が違うので、遠く
回ったほうは時間がかかります。もちろん、波長による速
度の差も一つの要因ではありますけれども...

─なるほど。経路が違って到着時間に差がでるというこ
とで、技術的な用語で言うと「モード」と理解していいの
ですね。

江口　はい。

─太い径の光ファイバについて、すべてのモードを解析
することの意義はなんですか。

江口　どの経路を通った光も同じタイミングで到着してほ
しいわけですけれども、何も考えずに均一な材料で二層構
造の光ファイバを作ってしまうと、中心を通るモードが一
番早く到達してしまいます。それではうまくいきません。
これを改善するための一般的な方法は、屈折率を分布型
にする方法です。商用化されている光ファイバでは、屈折
率を中心から外へ小さくなるように放物線分布にすること
で、中心を通るときのスピードが遅くなり、外側で反射しな
がら進むときは加速するようにします。この結果、どの経
路を通ってもほぼ同時刻に到着します。専門用語では、広
帯域または大容量伝送と言われます。

さらに、ビットレートを向上するための設計をしようとす
ると、放物線分布をどれだけ精度よく作れるかという課題
に行きつきます。当然、製作上の非常に繊細な屈折率の
制御技術が必要になります。また、中心から外側に向かっ
て均一に屈折率を変えなければならないので、製造プロセ
スも複雑になり、結局のところ光ファイバの価格が上がり

ます。そのように、非常にデリケートな
あるいは高コストな製造ではPOFのメ
リットが失われるので、必要な伝送容量
を何とか実現できるように、さまざまな
屈折率分布を研究しています。

滑らかな屈折率分布に対する簡易的
な解析手法としてWKB法があります
が、屈折率分布が階段型とかくぼんだ形
になると、モードが連続的に変化するの
ではなく、急に特性が飛んだりするもの
ですから、数値解析を用いて個々のモー

図1.光ファイバ中の光の伝搬
「臨界角と全反射」及び「モードに依存した光路の違い」
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を使おうとしていました。ところが、径が大きくなると解
析に含まれるベッセル関数の引数がオーバーフローやアン
ダーフローになり、計算できなくなります。

FEMを適用すると、1種類のベッセル関数しか出てこな
く、そのオーバーフロー対策を行えばよいことが分かりまし
た。ということで、FEMを選びました。それで、課題を克
服する方法を見つけて、500から600μmまで解析できる
ようになりました。

─どのようして課題を解決したのですか。

江口　FEMの場合は運がよくて、ベッセル関数が単独では
なくベッセル関数同士の除算という形で出てきます。具体
的に言うと、第2種ベッセル関数で、中心に行くと無限大に
発散し、外に行くとゼロに収束する関数です。次数違いの
ベッセル関数の除算なので、それを漸化式で記述して、求
めたい値が得られるようにしました。

─計算時間はどれぐらいですか。

江口　ファイバ径、屈折率分布及び利用する計算機にも依
りますが、1波長に対する500μm径程度の光ファイバの全
モード計算では、北大センターのプロジェクトサーバを利
用して5～6時間でした。研究室の計算機でも一晩程度で
計算できます。初めて計算に成功して論文を投稿した当
時、Pentium MプロセッサPCを使用していましたが、結果

ドを算出する必要に迫られます。

─現在、中心から階段状に屈折率が変化するような光
ファイバを検討されているということですね。

江口　中心を通る光は到着が早くなるので、中心の屈折率
を高くすることになります。階段型にするメリットは、例え
ば3段、4段、5段、6段とその段のところだけの屈折率制御
で済むことです。屈折率を連続的に徐々に径に沿って変え
るよりはるかに製造が容易で、特性も安定することが期待
されます。もちろん、低コストというのが最大の売りです。

解析できた暁には、さらに特性のよいものをと思ってい
ます。現在のところ厳密にモード解析が適用できない直径
1mmのPOFに関して、数値解析法により一つ一つのモー
ドを調査しています。それが達成されたら、より広帯域な
伝送帯域を有する構造の探索に取り組む予定です。

─シミュレーション方法として有限要素法（FEM）を利
用されています。ステップ型の屈折率を有する光ファイバ
に適用する際、どのような課題があるのでしょうか。

江口　径が太いからといって、解析手法が限定されること
はありません。径が細くても太くても基本的には同じ手法
で解析できます。私は500～600μmまでの径について
解析を可能にしました。最初は、FEM以外の数値解析法

を得るのに1週間かかりました。

─今後どのように研究を発展させていこうとお考えで
すか。

江口　宅内配線では1mmを超える太さがないと、取り扱い
が容易であるというレベルには到達しません。径が太くて
も、できるだけ広帯域であるべきと考えます。したがって、
1mmを超える径の解析が必要です。今は500～600μm
までしかできていないのですが、何とか1mmを超えるサイ
ズまでということです。それで初めて、POFが利用される
ほぼ全域をカバーできるようになります。

─1mmの径の光ファイバのモード解析をしようとすると
きに、解決しなければならない課題はありますか。

江口　光に限らず電磁波一般において数値解析しようとす
ると、波長に対して構造物がどれほど大きいかが計算規模
に効いてきます。光の波長に対して、構造寸法が非常に大
きくなるということと、それだけ大きな解析をすると誤差
の評価が必要になるということです。問題は精度に絡ん
だ計算規模です。倍精度実数で精度の限界に到達してい
るので、今後は4倍精度実数を使うことになります。それ

だけ計算規模が大きくなると、計算時間が大幅に増加しま
す。大規模化する計算を4倍精度実数で行わなければなら
ず、1mmぐらいの径のPOFの全モードを計算するために
は、3カ月以上かかると予想しています。計算をいかに速く
できるかが今後の大きな課題です。

─短時間で結果が得られるようにするには、どうすれば
よいのでしょうか。

江口　太い径の光ファイバの場合、モードをたくさん計算し
なければならないのですが、それらは独立に計算できるこ
とから、並列計算に向いていると言えます。単純に考える
と、モードごとに並列処理すれば圧倒的に速くなるという
予測が立つ計算の類です。したがって、効率のよい並列化
により処理時間を速くできると考えます。

─ますます困難な問題に取り組まれることになりますの
で、北大スパコンやクラウドシステムをご活用していただけ
るのではないかと期待しております。

江口　こちらこそ、よろしくお願いいたします。

─今日はどうもありがとうございました。

図2. 250μm径の階段型分布光ファイバの全モードの伝搬定数と伝搬速度
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大規模並列処理を利用した
自動最適設計のためのシミュレーション技術 ⑷
� 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 !!

本誌30号から32号に連載記事として、遺伝的ア
ルゴリズム（GA）など進化型計算を利用した自動
最適設計シミュレーションに関する解説を行ってきま
した。そこでは、ダイクロイックフィルタの自動最適
設計を例として、パラメータフリー遺伝的アルゴリズ
ム（PfGA）およびマイクロGA（μGA）を適用した設
計法について紹介しました。いずれの手法において
も、最適値に到達することを確認しました。さらに、処
理の高速化を目的として、複数の個体評価を並行実行
し、かつ電磁界解析を並列処理する手法について提案
し、速度向上度について明らかにしまた。

今回は、初めにPfGAの並列化手法について追加の
説明を行い、さらなる高速化手法を明らかにします。
その後、PfGAとμGAの並列処理に基づく経過時間の
変化について比較検討します。

PfGAの並列化手法
PfGAの並列処理については、本誌31号スパコン・

アカデミーで解説しました。それは図1⒜に示すとお
り、子個体の評価を並行して実行する手法です。もと
もとPfGAでは局所集団に含まれる個体数が4である
ことから、毎回必ず評価を行わなければならない子個
体（C1およびC2）を並行実行する手法を提案しました。

しかし、選択・淘汰の結果、局所集団に残る親個体が
1個のみ（P1）となる場合が3分の1程度（3種類の乱
数列に基づいた評価では32.3%）であることを示しま
した。PfGAにおいて親個体がP1のみとなった場合、
全探索空間から1個体を無作為に取り出して、それを
新たな親個体P2とします。図1⒜に示す並列処理方法
は、このP2の評価を単独で行う手法です。

一方、P2、C1およびC2の3個体の評価を並行して行う
手法が図1⒝です。図1⒝の処理方法では3演算ノー
ドが必要になり、図1⒜に比較して演算ノードを1台多
く必要とします。さらに、親個体P2の評価が必要にな
るのはおよそ3回に1回であることから、効率的な計

算資源の使用に関しては図1⒜が優れています。しか
し、自動最適設計に要する時間を短縮するためには、
図1⒝が優れていると考えられます。

以下においては、これまでと同様にダイクロイック
フィルタの自動最適設計を例として数値実験を行い
ます。ダイクロイックフィルタの設計においては、本
誌31号スパコン・アカデミーに掲載の図1に示す基
本構造が無限に繰り返していると仮定してシミュレー
ションを行います。ダイクロイックフィルタの設計パ
ラメータは厚さℓ、高さsおよび円柱穴の半径dです。
解析にはJet FDTDを使用しますので、これら設計パラ
メータは空間離散間隔Δで除した結果得られる近似的
な整数値Nℓ、NsおよびNdで表現されます。ダイクロイッ
クフィルタの伝送特性は帯域通過型フィルタと同じな
ので、最適設計の目標値として通過帯域の両端の周
波数fLおよびfHを設定します。実際の設計では、それ
ぞれ0.6THzおよび0.8THzに設定しました。
図2に数値実験の結果を示します。PfGAの並行実

行手法を図1⒜および⒝とし、それぞれが図2に示す

2MPIおよび3MPIに対応します。同図の横軸が演算
ノード数であり、PfGAの並列数に対してFDTD解析
の並列数は演算ノード数の2分の1または3分の1とな
ります。同図から、PfGAの並行実行手法に依らずほ
ぼ同様の速度向上度になっています。同図に示す破
線は、数値実験から導出される速度向上度の推定結
果です。その結果は、3MPIが2MPIに比較して多少
良い特性となることが示されています。P2の評価回
数が子個体の評価回数の3分の1程度であることを考
慮するならば、明らかに3MPIでの速度向上度が2MPI
に比較して劣るのではないかと考えられますが、その
ような結果にはなっていません。

次に、PfGAの並行実行による速度向上度を理論的
に導出することを試みます。議論を単純化するため
に、個体の評価値（適応度）を求めるための処理時
間を一定値Tとします。さらに、準最適値に到達するま
での世代数をNとし、親個体P2の評価回数を3分の1、
すなわちN/3と仮定します。また、並列処理に使用し
た演算ノードの総数をMとして、PfGAの並行処理およ
びFDTD解析の並列処理に使用します。このとき、自
動最適設計に要する経過時間は次式になります。
逐次処理

 ⑴

2並列PfGA＋並列FDTD解析

 ⑵

3並列PfGA＋並列FDTD解析

 ⑶

式⑴から式⑶を利用して、並列実行時間と逐次実行時
間の比から速度向上度は次式で与えられます。

 ⑷

 ⑸

ただし、世代数Nが1に比較して十分大きければ、式
⑷および式⑸に示すとおり近似的にS2MPI≅7M/8およ
びS3MPI≅7M/9となります。式⑷および式⑸から、速度

⒜ 並列処理手法（1）

⒝並列処理手法（2）
図1. PfGAの並列処理手法

図2. PfGAの並列実行と速度向上度

図3. 速度向上度の理論解析結果
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適パラメータ（Nℓ,Ns,Nd）は（107,154,118）であり、
さらにガードセル数を1.5倍に増加しています。この
結果、fLおよびfHをそれぞれ0.6THzおよび0.8THzと
設定したときと比較して、解析空間全体を構成するセ
ル総数は5.43倍に増加しました。FDTD解析におい
ては、演算処理時間がセル数にほぼ比例して増加する
ことから、経過時間も5.43倍程度に増加します。設計
例を図4に示します。

この場合について、図5にPfGAの並列実行と速度
向上度の関係を示します。同図から、3MPIに比較し
て2MPIの方がより良い速度向上度を与えることが分
かります。この結果は、理論的に導出された推定結果
である図3とも一致します。

PfGAおよびμGAの並列処理特性の　　
比較検討

前2回のスパコン・アカデミーでは、PfGAおよびμ
GAに基づくダイクロイックフィルタの自動最適設計
を例として、それぞれの並列化手法と速度向上度に
ついて個別に議論しました。これら2種類の遺伝的ア
ルゴリズムは、同一の設計対象に対して適応可能であ
り、いずれも同程度の世代数で準最適値を得ることが
できました。そこで、これら2種類の遺伝的アルゴリ
ズムについて、並列手法と速度向上度の観点で比較
検討します。
図6にPfGAおよびμGAの並列処理特性を比較して

示します。いずれも、ダイクロイックフィルタの自動最
適設計に対して、FDTD法に基づく電磁界解析のプロ
セス数を横軸にして、速度向上度を示しています。た
だし、GAの並列数は固定であるため、速度向上度の
変化を電磁界解析に要する経過時間と関係付けてい
ます。同図において、PfGAの並列数は本記事で議論
した2MPIおよび3MPIとしています。一方、μGAにお
いては前号のスパコン・アカデミーにおいて説明した
Pmax=5を仮定し、4MPIとしています。したがって、例え
ば同図横軸に示すFDTD解析のためのプロセス数を
13とするならば、プログラム実行で使用した演算ノー
ド 数 はPfGA（2MPI）で は26、PfGA（3MPI）で は
39、μGAでは52になります。また、同図の右端に記
入した数値はFDTD解析を単一演算ノードで行ったと
きと比較した場合の速度向上度です。この値をPfGA

（2MPI）とμGAで比較するならば、使用した演算ノー
ド数は2倍であるのに対して、速度向上度は2.25倍に

なっています。さらに、PfGA（3MPI）とμGAを比較
すると、演算ノード数は1.33倍であるのに対して、速
度向上度は1.69倍になっています。PfGAではP2の
評価が演算ノードの効率的な利用を妨げるため、高速
化が低下します。一方、μGAでは常に（Pmax−1）の並
列実行が可能なので、演算ノードを有効に利用できる
と言えます。

向上度は図3となり、演算ノード数Mに依らず、速度向
上度に関しては2MPIが3MPIより良いことが分かりま
す。ただし、式の導出および図3に示す結果において
は通信処理時間などのオーバヘッドや個体評価時間
の差を考慮していないことに注意してください。

以上の検討から、図2の数値実験結果は図3に示す
理論解析結果とは異なる結果になっています。直線
の傾きが異なるのは、FDTD解析時間がパラメータの
組み合わせによって異なるためと考えます。また、傾
向が逆転している主な理由として、並列処理に起因す
る通信時間などのオーバヘッドが解析処理時間に対し
て無視できないことが考えられます。逆に、電磁界解
析が短時間で完了するためとも理解されます。その
ことを確認するため、電磁界解析により多くの処理時
間を必要とするモデルを取り扱うことにします。

最適設計の目標値として通過帯域の両端の周波数
fLおよびfHをそれぞれ0.155THzおよび0.225THzと
設定します。このとき、セル寸法∆を10μmとして、最
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解析のためのプロセス数を同一とした場合、μGAが
最も短時間に準最適解に到達することが分かります。

まとめ
今回はダイクロイックフィルタの自動最適設計を例

に、前回まで3回にわたって解説を行ったPfGAおよび
μGAの並列化手法と速度向上度に関する比較検討
を行いました。初めに、PfGAについて3並列実行とす
る手法を示しました。プログラム実行に使用する演
算ノード数と速度向上度に関して比較検討し、2並列
実行に比較して3並列実行の速度向上度は同程度か、
またはそれ以下になることを示しました。このことに
関して理論的な検討を行い、電磁界解析の負荷が増
大した場合、数値実験結果が理論解析結果と同じにな
ることを明らかにしました。μGAは並列化において、
PfGAを上回る速度向上度を実現し、並列処理に適し
たアルゴリズムであることを示しました。

図4. ダイクロイックフィルタの伝送特性
fL=0.155THz、fH=0.225THz

図5. PfGAの並列実行と速度向上度の関係

図6. PfGAおよびμGAの並列処理特性

図7に、FDTD解析の並列数を13としたときの経
過時間を比較して示します。逐次処理においては、
PfGAおよびμGAともに同程度の処理時間を必要と
します。並列処理することで、77分から35分程度で
同様の結果を得ることが可能になります。ちなみに、
PfGAの26ノードが2MPIで、39ノードが3MPIに対応
します。PfGAに関して、2MPIに対して3MPIは同程
度の速度向上度しか得られませんが、経過時間はPfGA

（3MPI）の方が3割程度短縮されています。FDTD

図7. 経過時間の比較
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前号に引き続き、モジュールfly_throughの利用法について解説します。モジュールfly_throughはAVS/
Express8.1から利用可能になりました。その機能は、可視化結果に対してカメラの軌跡を作成し、その軌跡に沿っ
て移動するアニメーションを実現します。可視化結果をさまざまな視点から観察でき、そのときの連番静止画ファ
イルからアニメーションファイルを作成することで、動的なプレゼンテーション用コンテンツとして利用できます。

4月から利用を開始された新規ユーザの方もいらっしゃると思いますので、AVS/Expressの基本的な利用方法に
も配慮して、モジュールfly_throughの活用方法を紹介します。

番外編 22
AVS/Express8.1の
新機能：フライスルー⑵

モジュールfly_throughの中央の入力ポート（ピ
ンク色）にはビューワモジュールUviewer3Dの中央
の出力ポートを接続します。また、左端の入力ポー
ト（赤色）には、可視化結果に含まれるオブジェクト
を接続します。軌跡作成のためには、廊下の配置な
ど基本構造のみでよいので、コンクリート壁を表示
するモジュールRead_STLの出力をモジュールfly_
throughに接続しています。AVS/Expressに用意さ
れているモジュールでは、上側のポートが入力で、下側
のポートが出力です。また、ポートの色でデータタイ
プを区別していますので、同じ色のポート同士が接続
可能です。

また、モジュールOutputSequentialImageをモ
ジュールUviewer3Dに接続しています。このモジュー
ルを利用して、アニメーション作製用の連番静止画
ファイルを作成します。

ネットワーク設定
可視化モジュールのネットワーク構成を図1に示しま

す。前号と同様に情報基盤センター北館3階の3次元
構造を利用します。モジュールRead_STLはSTLフォー
マットのCADファイルを読み込むために使用します。
このモジュールはRead_triangleでも代用できます。
フライスルー機能を実現するため、モジュールfly_
throughを使用します。図2に示すとおり、モジュール
fly_throughはライブラリ・ページMainのライブラ
リData IOの下3分の1程度のところにあります。

この後に、前号で示し
たとおり、軌跡作成パネ
ルに軌跡ピック用基準
面を表示し、軌跡を作
成してください。チェッ
ク・ポイントを設定しま
したら、メニューRoute

のボタンCreateを押し
て、軌跡を作成してくだ
さい。ここまでの作業
により、図3に示す軌跡
作成パネルの表示にな
ります。

こ の 状 態 で、AVS/
Expressの表示ビュー
は白色背景で何も表示
されていません。表示

ビューに現在のチェックポイントから見た領域を表示
させるために、次に説明する手順を実行します。図4⒜
に示すメニューSetからViewer...を選択します。図4
⒝に示すビューアパネルが表示されるので、モジュール
Uviewer3Dが選択されていることを確認して、ボタン
Applyを押します。

カメラ（視点）方向の変更
カメラ（視点）方向は、初期設定で進行方向、すなわ

ち次のチェックポイントに向いています。廊下や流れ
に沿った移動ではこの初期設定のままで十分ですが、
可視化結果の周囲を旋回するような場合、視点を常に
可視化結果方向に向けながら移動することも考えら
れます。このような場合、注目点（AttentionPoint）
を変更します。図5に示すようにメニューEditのボタ
ン表示をCheckPointからAttentionPointに変更
します。その後、図3に示す軌跡ピック用基準面におい
てキーボードのCtrlキーを押しながらマウスの左ボタ
ンを押します。そうすると、赤色の十文字が表示され
ます。その点で良ければ、メニューCheckPointのボ
タンConfirmを押します。その結果、軌跡作成パネル
に表示されている矢印が注目点まで伸張されます。

スパコン可視化道場

図1. フライスルー機能を利用するためのネットワーク構成

図2. AVS/Expressネットワークエディタのメニュー 図3. 軌跡作成パネルの表示例

したらボタンApplyを押し
て、ボタンCloseでダイアロ
グを終了します。

この機能で注目なのがカ
メラ角度（Angle）の設定
です。カメラ角度とは、軌跡
作成用基準面がxy平面と一
致する場合、進行方向を向
いてz方向から時計回りに
回転した角度です。最初の
チェックポイントの角度を
0°として、2つめのチェック
ポイントの角度を360°にす
ることで、カメラを回転させ
ながら移動することができ
ます。そのときの連番静止
画ファイルのいくつかを図7
に示します。あたかも飛行
機がローリングしながら移
動しているような感覚を体
験することができます。

⒜ スクロールダウンメニューSetの構成

（b） ビューアパネル
図4. 表示ビューアへの可視化結果の表示方法

⒜ CheckPointエディタの表示

⒝ ビューアパネル
図6. チェックポイントおよび注目点の変更

図5. 注目点（AttentionPoint）の変更

以上のことは、図6に示すチェックポイント・エ
ディタを利用しても可能です。プルダウンメニュー
CheckPointからModify...を選択します。その結果、
図6⒝に示すエディタが表示されます。チェックポイ
ントおよび注目点の座標、移動時間、カメラの角度を
数値として設置することができます。設定が完了しま

まとめ
汎用可視化システムAVS/Expressの新バージョン

8.1で機能強化されたフライスルーについて、注目点
の変更方法を紹介しました。チェックポイント・エディ
タを利用することで、数値を直接入力し、チェックポイ
ント位置、カメラの向き（注目点）、移動時間やカメラ
角度等のさまざまな編集や細やかな調整が可能です。
さらに、モジュールOutputSequentialImageを利
用した連番静止画ファイルの保存方法を示しました。
連番静止画ファイルはGiamなどのソフトウエアを利
用して、アニメーションを作成することで、研究発表や
ホームページなどのコンテンツとして利用してくださ
い。次回も引き続きフライスルーの機能について紹
介します。

図7. 廊下をローリングしながら移動
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2013年9月2日から開始したスーパーコンピュータ「京」を中核とするHPCIシステム共用計算資源の平成26年
度利用研究課題の募集が2013年11月11日に締め切られました。申請課題件数合計は202件、そのうち「京」を
除くHPCIシステム利用課題が58件でした。本センター利用分は一般利用枠のみで6件、スーパーコンピュータ
HITACHI SR16000について20億ノード秒の利用が予定されています。課題選定結果については、HPCIホームペー
ジhttps://www.hpci-office.jp/ の「新着情報：【京・HPCI】平成26年度HPCIシステム利用研究課題の選定
結果を掲載しました。」にリンクおよび掲載されています。

HPCI等の計算資源増強を目的として、平成24年度補正予算でデータサイエンスクラウドシステムを導入し、2014
年4月1日から利用サービスを開始します。利用サービスの対象は、HPCIシステム共用計算資源の利用研究課題お
よびJHPCNが公募する共同研究課題に限定されます。ただし、計算資源に余裕があるときに限り、ストレージシス
テムを一般利用することができます。ファイルシステムとして、バーチャルマシン用、Gfarm用、AmazonS3用およ
びWebDAV用の4種類を用意し、1TB単位で提供します。このうち一般利用では、Amazon S3とWeb DAV用ス
トレージを利用できます。ビッグデータ解析や大規模データストレージとしての活用をご検討ください。

平成26年度の「京」および「京」を除くHPCIシステム共用計算資源の利用課題が決定しました データサイエンスクラウドシステムの利用サービスを開始します

Supercomputer Information

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（JHPCN）
では、 第一回ネットワーク型学際研究シンポジウムを開催
しました。本シンポジウムは、ネットワーク型拠点の特徴
を生かした複数拠点型の共同研究を推奨し、拡大するこ
とを目的として平成25年度に採択された課題の中から4
名の共同研究課題代表者による講演、異分野のネットワー
ク型研究プロジェクトからの招待講演およびパネルディス
カッションを行いました。当日は、多くの方々にご参加い
ただき、活発な議論が行われました。

JHPCNネットワーク型学際研究シンポジウムが開催されました
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26年度共同研究』の募集および課題審査を行いました。
応募課題数ならびに採択課題数について下表に示します。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26年度情報基盤センター公募型共同研究課題が決定されました

平成26年度センター公募型共同研究

領域番号・領域名 応募件数 採択件数 採択率

A1 大規模計算機シミュレーション 4 3 0.75
A2 大規模問題解決の基盤技術 4 4 1.00
A3 大規模データ科学 4 4 1.00
A4 ネットワークとクラウド技術 3 3 1.00
A5 デジタルコンテンツ 1 1 1.00
A6 教育情報メディア 4 4 1.00

本学と独立行政法人産業技術総合研究所は、「研究開
発を通じた社会への貢献」のため相互に有する資源を有
機的に活かしながら、より効率的で効果的な協力関係を
構築する包括連携協定を締結し、これまで活動していま
す。このたび、本学から平成25年度包括連携等事業の支
援を受け、ワークショップ“大規模シミュレーションを繋
ぐ！連携シミュレーションについて考える”をテーマとし
て、専門の方々を講師としてお招きし、OCTA/COGNAC、
OCTA/SUSHI、LAMMPSなどの複数のアプリケーション
を連携して利用する方法、さらに本センターで開発を行っ
ているJet FDTDを利用したポリマ材料の光学特性評価
など最先端のシミュレーション手法に関する議論を行い
ました。当日は、30名以上の参加があり、活発な議論が行
われました。

北大 ─ 産総研包括連携等事業ワークショップ2014を開催しました

【日　時】2014年1月23日㈭　10：30～16：25
【会　場】（独）産業技術総合研究所

臨海副都心センター 本館4階 第一会議室
東京都江東区青海2-3-26

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26年度共同研究課題の募集ならびに課題審査を実施し、下記の表に示すとおりの結果となりました。ただし、

（ 　）内は本センター利用分で、内数です。

平成26年度共同研究拠点HPCI-JHPCN利用課題が決定されました

応募件数 採択件数 採択率

53 （12） 33 （7） 0.62 （0.58）

クラスAに選定された課題は、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）を研究資源
として利用することになります。採択課題による共同研究は本年4月1日㈫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

【日　時】2014年3月11日㈫　13：00～17：00
【会　場】東京大学 弥生キャンパスフードサイエンス棟2F

中島董一郎記念ホール
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Q オンラインストレージサーバで100GBを超えるファイル利用（Proself）を行う場合に必要なファイル付加
サービスの負担金はどのようになりますか？

A アプリケーションサーバやオンラインストレージサーバを利用する場合、基本サービス経費では100GBを
上限に使用できます。100GBを超え

る場合はファイル付加サービスが必要です。
この利用負担金も右記のとおり改定します。

Q その他の利用負担金の改定はありますか？

A 大判プリンタの出力に係る利用負担金が改定になりました。
今回の利用負担金の算出においては、これまで考慮していな

かったインク経費を反映させました。特に、利用される用紙ごとにイ
ンクの平均使用量が異なりますので、それら用紙の性質を考慮した利
用負担金の改定になっています。

Q 4月から新しいサービスが始まると聞いたのですが、その内容を教えてください。

A 新年度から「ペタバイト級データサイエンス統合クラウドストレージ」の利用サービスを開始します。この
システムは総物理容量約2PBのクラウド統合ストレージシステムと500コアのサーバによるデータサイエン

スクラウドシステムで構成され、HPCI（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）とJHPCN（学
際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点）に対して提供します。

なお、クラウド統合ストレージシステムの一部は、本センター利用者が利用することも可能です。詳細について、
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/cst.html を参照してください。

Q ペタバイト級データサイエンス統合クラウドストレージシステムについて、一般利用者が利用可能なスト
レージとはどのようなものでしょうか？

A 一般利用者に対して利用サービスを行うのは、ペタバイト級データサイエンス統合クラウドストレージシス
テムのうち下記の2種類です。

⑴Amazon S3互換のオブジェクトストレージ
⑵WebDAVによる高速オンラインストレージ
いずれも情報基盤センターポータルページからオンライン申請することで利用可能になります。これらストレージ
システムの利用負担金は下記のとおりです。

Q & A
Q 4月から消費税が5%から8%になります。これに伴い、北海道大学情報基盤センターで利用サービスを行っ

ている大型計算機システム等の利用負担金はどのように改定されましたか？

A 消費税率3%の値上げ及び北海道電力による電気料金の値上げの両方を考慮して、スーパーコンピュータシ
ステム及びクラウドシステムなどの大型計算機システム利用負担金を改定します。

まず、基本サービス経費について現行の12,600円から12,960円にします。すなわち、12,000円はそのままに、消
費税5%から8%への増税額を考慮しました。
これから順に示す利用負担金項目について
も、同様に増税分を考慮しています。

Q クラウドシステム関連の利用負担金は、どのように改定されましたか？

A クラウドシステムはサーバ利用が主であることから、資源量を減量することは難しく、利用負担金の値上げ
を行いました。また、2年半にわたるこれまでの運用経費が正確に把握できましたので、利用に係る経費負

担の公平性を実現する利用負担金とします。
ホスティングサーバ及びプロジェクトサーバの利用負担金は下記のとおりです。

今回は、Q & A形式により、平成26年4月に改定を行う利用負担金と新規利用サービスについて紹介します。

基本サービス 旧 新
利用者登録1件につき 年額 12,600円 年額 12,960円

大判カラープリント 旧 新
普通紙1枚につき 210円 432円

光沢紙1枚につき 945円 1,188円

クロス1枚につき 3,150円 3,996円

Q スーパーコンピュータシステムの利用負担金はどのように改定されますか？

A 演算付加サービス及びファイル付加サービスについて、コース名はそのままとします。そのうえで、利用負担
金額を消費税分だけ増加させます。一方、電気料金の値上げ分を、提供する資源量の上限値を減少させるこ

とで考慮しました。
スパコン演算付加サービス及びファイル付加サービスの利用負担金額は下記のとおりです。

演算付加サービス 旧 新
S3コース 300,000秒まで 年額 31,500円 270,000秒まで 年額 32,400円

S10コース 4,000,000秒まで 年額 105,000円 3,500,000秒まで 年額 108,000円
S50コース 40,000,000秒まで 年額 525,000円 35,000,000秒まで 年額 540,000円

S100コース 100,000,000秒まで 年額 1,050,000円 85,000,000秒まで 年額 1,080,000円

ファイル付加サービス 旧 新
F3コース 1テラバイトにつき 年額 31,500円 0.88テラバイトにつき 年額 32,400円

F10コース 4テラバイトにつき 年額 105,000円 3.5テラバイトにつき 年額 108,000円
F50コース 25テラバイトにつき 年額 525,000円 22テラバイトにつき 年額 540,000円

Q スーパーコンピュータシステムのファイル付加サービスを申請していない場合、ファイル容量が5MBを超え
ると毎月ファイル利用負担金が徴収されますが、それはどのようになりますか？

A 利用負担金は、消費税8%に対応して1,080円とし、ファイル容量の上限値は変更しません。つまり、従来通
りその月において5MBを超えた場合、最大10GBまで1,080円の利用負担金になります。

ファイル利用 旧 新
5メガバイトを超えたとき10ギガバイトまで 月額 1,050円 月額 1,080円

Q スーパーコンピュータシステムに比較して、クラウドシステムでは改定後の利用負担金額が大幅に値上げさ
れているように思うのですが...

A 前回の利用負担金の改定は、学際大規模計算機システム導入時に行いました。そのときは、より多くの方に
クラウドシステムを利用していただき、その利用を定着させることを目的としました。したがって、運用経費

に比較して安価な利用負担金を設定しました。導入後2年半が経過し、クラウドシステムの常時利用台数も確実に
確保され、利用が定着したと判断しました。さらに、利用サービスを提供するために必要な電気量に関する正確な
データを収集することもできました。そこで、電気代に見合った合理的な利用負担金で利用サービスを提供するこ
とが可能になりました。

ホスティングサーバ 旧 新
移行用サーバ 1台につき 年額 18,900円 年額 22,140円
新サーバ 1台につき 月額 1,470円／ 年額 17,640円 月額 1,755円／ 年額 21,060円

プロジェクトサーバ 旧 新
移行用サーバ 1台につき 年額 18,900円 年額 22,140円
Sサーバ 1台につき 月額 525円 ／ 年額 6,300円 月額 864円 ／ 年額 10,368円
Mサーバ 1台につき 月額 2,100円 ／ 年額 25,200円 月額 3,456円 ／ 年額 41,472円
Lサーバ 1台につき 月額 5,250円 ／ 年額 63,000円 月額 8,640円 ／ 年額 103,680円
XLサーバ 1台につき 月額 21,000円 ／ 年額 252,000円 月額 34,560円 ／ 年額 414,720円

プロジェクトサーバのファイル利用 旧 新
移行用サーバ 1テラバイトにつき 年額 21,000円 年額 24,840円
Sサーバ、Mサーバ、Lサーバ
1テラバイトにつき 月額 1,050円 ／ 年額 12,600円 月額 1,620円 ／ 年額 19,440円

ファイル利用 新
Amazon S3互換オブジェクトストレージ利用において1テラバイトにつき 月額 1,620円／ 年額 19,440円
WebDAVストレージ利用において1テラバイトにつき 月額 1,620円／ 年額 19,440円

ファイル利用 旧 新
1テラバイトにつき 年額 12,600円 年額 19,440円



●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
URL　http://mmag.hucc.hokudai.ac.jp/mailman/listinfo/mmag

●編集後記
光ファイバを利用した光伝送の基礎から、最新の研究成果について丁寧にご説明いただいた千

歳科学技術大学 江口先生の特集記事はいかがでしたでしょうか。現在の高速インターネット網は
光ファイバの研究成果があってこそ実現されたものであり、社会基盤としてなくてはならないもの
になっています。一方で、ラスト・ワン・マイルにおいては基幹系とは異なる特性や性能が要求さ
れます。これら研究開発に、北大スパコンやクラウドシステムが有効活用されていることに身が引
き締まる思いです。さらなる課題の解決に本センターもできる限りの支援を行う所存です。

●次号の特集予告
次号の特集記事においては、文部科学省からの委託事業で北海道大学も参画している「コミュ

ニティで紡ぐ次世代大学ICT環境としてのアカデミッククラウド」（アカデミッククラウド環境構
築に係るシステム研究）の事業代表者・岡田義広教授（九州大学）に、その成果と今後のアカデミッ
ククラウドの方向性についてお話を伺う予定です。

●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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