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� はじめに

「研究用計算機の構成と特徴」で述べたように，研究システムでは，プログラムの作成やコンパイ

ル，小さなプログラムの実行はフロントエンドプロセッサ ����� で行ない，大きなプログラムの実行

は，バッチを使ってバックエンドで実行するように構成されています．

本稿では，研究システムの具体的な使い方について述べます．

� はじめて利用される方へ

研究システムは，九州工業大学の学生，教職員であれば利用できますが，課金を行なうため，指導教

官などの支払責任者登録と利用者の利用登録が必要です．教官が利用者である場合は，本人が支払責任

者になることができます．また，前もって教育システムの �� を持っておく必要があります．研究シス

テムのユーザ �� は，教育サブシステムと同じです．

研究システムの利用申請と課金については，「研究用計算機の構成と特徴」の「�� 利用申請と課金に

ついて」をご覧ください．

研究システムを利用するためには，学内 	
� に接続したパソコンや ��� ワークステーションか

ら，研究システムにログインする必要があります．情報科学センター教育用サブシステムから研究シス

テムを利用することも可能です．研究システムにログインするためには，������コマンドなどでフロン

トエンドプロセッサ「 ����������������������� 」に接続した後，ユーザ ��とパスワードを入力します．

��は �������ですので，通常の ��� のコマンドが使えます．終了時には，����コマンドなどでログ

アウトします．図 �に ������ による研究システムのログイン例を示します．

������でログインすると，画面の最下行に「プロンプト �この例では ��������������	�」と共に「コ

マンドライン」が表示されます．プロンプトの右に，コマンドを入力し「 �����」または「!����」キー

を押すとそのコマンドが実行されます．���の基本的な使い方については，「インターネット時代のフ

リー ��� 入門」や教育システムのオンラインガイドなどをご覧ください．
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図 �# ������ による研究システムのログイン

"$ 九州工業大学情報科学センター
広報 第 ��号 ������



特集 センター計算機システム

フロントエンドプロセッサでは，���のコマンドの他，「研究用計算機の構成と特徴」の「%� 開発環

境」で述べている &� ' 
� や ( などのコンパイラ，������)�� や �*+ などのプログラム開発ツー

ルなどが使えます．

������を終了 �接続の終了�するためには，「����」コマンドを実行します．

また，「研究用計算機の構成と特徴」の「%�� パラレルワークスについて」で述べているように，,�+

ページの上で研究システムにログインし，コマンドを実行したり，バッチ投入を行なったりすることも

できます �,�+ブラウザによっては利用できない場合があります�．

研究システムの利用の手引は，,�+ ページ

����#--***����������������������-

に載せています．

� コマンドラインにおける利用方法

��� コンパイルと実行の例

図 �のような台形法によって，円周率の近似値を求める &� ' 
�プログラムの例を使ってコンパ

イルから実行までを説明します．ソースプログラムは，研究システム上の ����� などのエディタを使っ

て作成することもできますが，手元のパソコンにソースプログラムがある場合，そのパソコンを学内

	
�に接続して .�� などでプログラムを研究システムに転送することもできます．

ソースプログラムが，ファイル /�����.に格納されていた場合，コンパイルは以下のように .�� コマ

ンドを実行して行ないます．

�
����������	 ��� ������

このとき，実行プログラムは，ファイル ����� に格納されます．実行プログラムファイル名 �実行プ

ログラム名�を指定してコンパイルするには，

�
����������	 ��� �� ���� ������

のように，「0� 実行プログラム名」を付けて .�� コマンドを実行します．

コンパイルされた実行プログラムを実行するには，その実行プログラム名をコマンドとして入力しま

す．/�����が実行プログラム名の場合は，

�
����������	 ����

��

�������

���������

��������������������

�
����������	
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のようになります．ここで，このプログラムは実行時に，変数 � に入力する値を求めますので，��

の表示の下で，コンソールから，�111111 を手で入力しています．

入力する値を，あらかじめ作っておいたデータファイルから入力させたり，出力をファイルに格納し

たい場合は，「リダイレクト」を使うことができます．リダイレクトとは，「入出力先を変更する」，とい

う意味で，入力については，「 」，出力については，「!」を使います．

このプログラムで，入力はファイル �����に格納されているデータを使い，出力結果をファイル ������

に格納する場合は，

�
����������	 ����  ���� ! ������

のように実行します．

��� バッチ投入

「バッチ」とはコンピュータを操作するための一連のコマンドを記述して，まとめて実行できるよう

にしたものです．直接人間とやりとりを行なう必要がない，定型的な処理を行なうプログラムの場合は，

バッチを利用した方が便利で，実行効率があがります．

ユーザは，バッチを「バッチキュー」に投入することによって，バッチの実行を待ちます．「バッチ

キュー」とは，バッチの実行待ち行列のことです．バッチキューに投入されたバッチはキューの最後に

並びます．基本的には，キューの先頭にあるバッチから実行が開始されます．

研究システムのバッチキューには，バッチの実行環境 �利用できる (2� の数やメモリの大きさ，実

行時間の制限など�が異なる $種類 �「クラス」�のキューがあります．クラス 
 は比較的小さな処理，

クラス 3は中規模の処理に適しています．クラス ( はバックエンドプロセッサを用いた，大量のメモ

リを使う計算や，並列計算を行なうための処理に適しています．研究システムのバッチキューの詳細に

ついては「研究用計算機の構成と特徴」の「%�$ キューの構成」をご覧ください．

研究システムは，バッチシステムとして，�4�を使っています．�4�の代表的なコマンドとそのオ

プションを表 �に示します．なお，�4�の詳細な利用方法は，以下に示す� 	のオンライマニュアル

の第 5章�4�の使用方法を参照してください�

�4�のオンラインマニュアル �日本語�� �
����#--***����������������������-������$-��������-�6�-��/������
� �

�4�のオンラインマニュアル �英語�� �
����#--***����������������������-������$-��7����-�6�-��/������
� �
ここで，簡単な例を用いて，ジョブ投入の方法を説明します．

��� バッチジョブの実行依頼 6��+コマンドを用いてジョブの実行依頼をします．ここでは，キュー(

を利用し，���� を実行します．実行すると，次のようなメッセージが表示されます．
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�プログラム �/������.�の例
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表 �# 主要なコマンド

コマンド名とその形式 機能 主要なオプション
���� ������	
 ��������������
 ジョブの投入 �� 指定時間後に実行
　　 �� 　標準出力の出力先

�� キューの指定
����� ������	
 ジョブの状態 �� すべてのジョブを表示
　　 を調査 � 　長い形式での表示 　　

�� ユーザ名の指定
��� ������	
 ������������ ジョブの 　　 �� 実行中のジョブを中止
　　 取り消し

� �
�
����������	 B
�, �B = ��
@

'�B��
� ���������� 
�,����� �� B����C =�

�
����������	
� �
ここで，�8$�������が ��6������ になります．なお，����の内容は次のとおりです．実行結果を出力

するためのディレクトリに移動し，絶対パスで実行するプログラムを指定します．� �
DE>�
�>,�>
@

.� >@���>'$6>��������>������

>@���>'$6>��������>�����
� �
��� バッジジョブの状態を調査 6����コマンドを用いてジョブの状態を調査します．ここでは，すべて

のジョブを表示してみます．すぐに実行が完了するジョブの場合には，ジョブが表示されないまま，実

行が完了してしまうことがあります．そのときは，次の �%�のようにして確認してください．� �
�
����������	 B
��� ��

)������F �����0)&=AF G$()0*$;/ 8()=&8H$IF �����

� �#�F � ���F � B�����F � 1��F � @�-�F � ���J�F

0������F �����0)&=AF G$()0*$;/ 8()=&8H$IF �����

� �#�F � ���F � B�����F � 1��F � @�-�F � ���J�F

=������F �����0)&=AF G$()0*$;/ '<((8(KIF �����

� �#�F � ���F � B�����F � 1��F � @�-�F � ���J�F

'$L<$6& ()M$ '$L<$6& 8; <6$' :'8 6&)&$ :K':

�C ��
@ ���������� ��.@ �� '<((8(K ������ �
��� バッチジョブの出力を確認 プログラム名と ��6������の番号がついたファイルが作成され，結果

が出力されます．次のようにして，ファイルを確認します．
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� �
�
����������	 -
 ��
@3����

��
@������ ��
@������� �
ここで，�������8$�は標準エラー出力，�������8$�は標準出力がファイルに書き出されています．それ

ぞれテキストファイルですので，エディタ等で内容を確認してください．

��� バッチジョブの削除 6/��コマンドを用いて実行中のバッジジョブを削除します．ここでは，���に

おいて実行したジョブを次のようにして削除します．しばらくして，削除が行なわれます．� �
�
����������	 B��- �� ����������

'�B��
� ���������� 
 �����"/ ��� @�
 ,��� 
"��--���
� �
このあと念のため，本当に削除できたかどうかを，6����コマンドを用いて確認してください．

� ��� ページで研究システムを利用する方法 ��	
	���������

手元のコンピュータの ,�+ブラウザで研究システムの 2�������,� :� のページ

2�������,� :� の *�+ページ� �
����#--***����������������������-�*����-
� �
を表示することによって，このページの上で研究システムを利用することができます．このページの

表示は，図 $のようになっています．

図 $# 2�������,� :� の画面

なお，,�+ブラウザによっては 2�������,� :�が動作しない場合がありますのでご注意ください．

教育システムの �������� では現在動作しません．
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��� ログイン

2�������,� :�で研究システムへのログインは，以下のように行ないます．

�� 図 $ の画面の上で「開発者向け ;�� �一般ユーザ用�」の部分をクリックしてしばらく待つと，図

%のようなウィンドウが表れます．

最初に使用する場合は，<�=� のプラグインのインストール作業が始まる場合があります．このと

きは，表示される指示に従って，<�=�プラグインのインストールを行なってください．

�� 図 %のウィンドウの「;���� ����」の下の，「���」の左側の四角形をクリックしてこの四角形に

チェックを入れます．

$� 「���� ��」の下にある長方形の中にユーザ �� を入力し，「2���*��/」の下にある長方形の中に

パスワードを入力します．

%� パスワードを入力した長方形の右にある「�:」ボタンをクリックします．

5� ログインに成功すると，確認のウィンドウが表示されます．ここで「了解」ボタンをクリックす

ると，図 5のような画面が表れます．

この画面の「>���」の部分をクリックすることによって，2�������,� :� の利用方法を調べる

ことができます．

"� この画面の上部中央付近にある「���」ボタンをクリックし，チェックを入れると，その下にある，

「<�+ !����」と「������ ?������」の文字が濃い色に変わり，これらの機能が使えるようになっ

たことを表します．バッチ投入やコマンドの実行を行なう時は <�+ !���� の部分をクリックしま

す．研究システムの負荷の状態などを調べる時は，������ ?������ の部分をクリックします．

9� <�+ !���� の部分をクリックすると，図 " のように「��+ ��+�������」と書かれた四角形が現わ

れます．この四角形をクリックすると，図 9 のような画面が表示されます．この画面でファイル

を選択し，ボタンを押してバッチを投入したり，ファイルの内容を表示したり，編集したり，コ

マンドを実行したりすることができます．

��� ログアウト

2�������,� :�で研究システムからログアウトを行なうには，図 5 または 図 9 の画面の右上のに

ある，「	�7���」ボタンをクリックします．ここで，図 8 のようなウィンドウが現れますので，「;����

����」の下の，「���」の左側の四角形をクリックしてこの四角形にチェックを入れ，このウィンドウの

右にある「	�7���」ボタンをクリックします．ログアウトに成功すると，確認のウィンドウが表示され

ますので，「了解」ボタンをクリックします．
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図 %# 2�������,� :� のログイン画面

図 5# ログイン後の画面
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図 "# <�+ !���� の選択

図 9# バッチ投入操作画面
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図 8# ログアウト
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��� ディレクトリとファイルの選択

ファイルの内容を表示したり，編集したり，バッチ投入したりする場合，2�������,� :�は，まず，

対象のファイルを選択する必要があります．

これを行なうためには以下を行ないます．

�� 図 9 の画面の左側のディレクトリ �書類入れの形をしたアイコン�の一覧表のなかから，そのファ

イルを格納しているディレクトリをクリックします．ここで，もしあるはずのディレクトリが見

当たらなかったら，「他のディレクトリ」の表示の右側にある三角形が書かれたボタンをクリック

することにより，ここに表示されていなかったディレクトリの一覧表を表示することができます．

�� ディレクトリ一覧表の右側にある，ファイルの一覧表の中から該当するファイル名をクリックし

て選択します．

��� テキストファイルの表示と編集

テキストファイルを表示するには，目的のファイルを選択した後，図 @のファイル表示ボタンをク

図 @# ファイル表示ボタン

リックします．同様に 図 �1のファイル編集ボタンをクリックすることによって，選択したファイルの

図 �1# ファイル編集ボタン

編集を行なうことができます．

��� コマンド実行

コマンドを表示するには，図 ��のボタンをクリックし，図 ��の画面の「コマンド入力」の右の長方

形の中にコマンドを入力します．この図は，/������. を並列化オプションを漬けて .�� コマンドでコン

パイルするときの入力例を表しています．「コマンド投入」ボタンをクリックすることによって，このコ

マンドが実行されます．

9$ 九州工業大学情報科学センター
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図 ��# コマンド実行ボタン

このコマンドがコンソールから何か入力を求めるものであれば，あらかじめその内容をファイルに作

成しておき，リダイレクト「 」の右にそのファイル名を記述します．コマンドの出力をファイルに格

納するには，リダイレクト「!」の右に格納するファイル名を記述します．

コマンドの実行結果などは，「コマンド投入結果表示欄」に表示されます．

図 ��# コマンド入力画面

��� ファイル転送

手元のコンピュータにあるファイルを研究システムに転送するには，図 �$のアップロードボタンを

図 �$# ファイルアップロードボタン

クリックします．転送するファイルを選択する画面が表示されたら，「転送するファイル#」の右側に直接

9% 九州工業大学情報科学センター
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ファイル名を入力するか，「参照ボタン」をクリックして，ファイル選択ウィンドウを表示し，ここで目

的のファイルを選択して，「開く」ボタンをクリックします �図 �%�．転送するファイルが入力されたら，

図 �%# ファイルアップロード画面

この画面に表示されているアップロードボタンをクリックすることによって，そのファイルが研究シス

テムに転送されます．

��� バッチ投入

2�������,� :�は，バッチを実行するための様々な機能を備えています．また，バッチを使うこと

によって，バックエンドコンピュータを利用することができます．

ここでは，以下のバッチを例に説明します．

2�������,� :�で投入するバッチの例� �
DE>�
�>,�>
@

D �N�B )

.� NL6<0�79'O;8'

����  ���� !������

� �
この例で，� �

DE>�
�>,�>
@
� �
は，30�� のスクリプトでバッチを実行することを表します．
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� �
D �N�B )

� �
は，クラス 
 のバッチキューにこのバッチを投入することを表します．� �

.� NL6<0�79'O;8'
� �
は，バッチを実行するためのディレクトリに移動することを表します．これは，投入したバッチが存

在するディレクトリになります．� �
����  ���� !������

� �
は，実行プログラム /����� を，����� ファイルからデータを入力して実行し，結果を，������ ファ

イルに格納することを表しています．

2�������,� :�は，パラメータを選択することによってバッチファイルを自動的に生成する機能も

持っています．

バッチを投入するには，図 9の画面でバッチファイルを選び 図 �5のサブミットボタンをクリックし

図 �5# サブミットボタン

ます．選択したバッチの名前の拡張子が，「バッチ名���」のように，��である場合，もしこのバッチに

クラスの指定があれば，そのクラスのキューに投入されます．クラスの指定がなければ，クラス 
 の

キューに投入されます．拡張子が �� でない場合は，クラスの指定や，その他のパラメータを指定する

ための画面が表れ，そこで各種の指定を行なってバッチを投入します．

投入したバッチの状態を表示するには，図 �"のバッチ状態表示ボタンをクリックします．

図 �"# バッチ状態表示ボタン

投入したバッチジョブを削除するには，図 �9のバッチ操作ボタンをクリックします．ここで，図 �1

のようなバッチ操作画面が表示され，対象のバッチの左の四角形をクリックしてチェックし，この画面

に表示されている操作を選び，実行します．
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図 �9# バッチ操作ボタン

図 �8# バッチ操作画面

� プログラムの高速化

研究システムでプログラムを高速化するには以下のような方法が有効です．

��� 最適化オプションをつけてコンパイルする

最も簡単で有効な高速化の手法です．コンパイル時に最適化オプションを指定すると，最適化を行な

わない場合の �～$倍のスピードが出る場合があります．長時間動作させるプログラムを最適化するこ

とによって，計算が早く終了し，(2� 課金が安くなり，多くの人が快適にシステムを 利用できるよう

になります．

以下は &� ' 
� のコンパイル時に，最適化を行なう例です．� �
��� �O��
�/<*&')�/H�:*<6/"
/�J�-/������.@ �� ���� ������

� �
ここで 0� /����� は，実行プログラム名を /����� とすることを表します．/������.がソースプログラ

ムです．� の場合は，.�� の代わりに .�� を使います．

0:.���A�	' 
�AB82	��A7�A�=��A���.���� が 最適化を行なうことを表します．最適化オプションの

各部分の意味は以下の通りです．
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研究システム &� ' 
� の最適化オプション� �
.��� 最適化オプションの自動選択を行ないます．
� ' 
�AB82	�� ������2
 (0�� 向け �$�+��� の最適化を行ないます．
7� 広域命令スケジューリングの最適化を行ないます．
�=�� 式の評価順序変更を行ないます．
���.���� プリフェッチ命令 �メモリ先読み�の使用を行ないます．
� �

この他の最適化オプションとして，0:��������A 0:��/������ などの自動並列化のオプションがありま

す．また，自動並列化されたループを表示するオプションとして，0!�があります．自動並列化は，ルー

プ内の計算において，計算データ間に依存関係がないなどの限られた場合に最適化を行ないます．それ

以上の並列化を行なうためには，����?2 や 2B? を使ったりする必要があります．

最適化には副作用が伴う場合があります．計算の種類によっては，これらのオプションの一部を外さ

ないと計算結果がおかしなものになる場合があります．また，実数計算を行なう場合は，計算精度を落

さないために，できる限り倍精度実数 �/��+�� ����������を使うことを勧めます．倍精度実数を使って

も計算速度が遅くなることはあまりありません．

並列化オプションの詳しい説明は� �
@���C>>111���
�
.������.@��.�P�>�����-�>P�����
�>���#�Q�@��-

� �
の富士通オンラインマニュアル「並列言語処理パッケージ」をご覧ください �九工大学内のみ閲覧可能�．

��� 高速なライブラリを利用する

連立一次方程式の計算など一般的に良く使われるプログラムは，既に存在している高速ライブラリを

利用することによって，プログラムを新たに作成することなく，簡単に高速化できる場合があります．

研究システムでは，数値計算ライブラリ ��	 �� を利用することができます．このライブラリは，並

列計算を使った高速計算を行なうサブルーチンなども含んでいます． ��	 �� の利用法についても，富

士通オンラインマニュアル「並列言語処理パッケージ」をご覧ください．

インターネット上で入手可能な高速ライブラリとしてA �����+ �����#--***������+���7-�などもあり

ます．

��� プログラムを見直す

ちょっとした工夫をすることによって，速く計算できる場合があります．プログラムを解析するため

のツールとして，����と ���� コマンドなどを利用することができます．����コマンドは，プログラム

の実行時に，プログラムのどの部分がどのくらい時間がかかっているかの情報を収集します． ����コ

マンドは， ���� コマンドで収集された情報を表示します．以下は，.�� コマンドでプログラムのコンパ

イルを行ない ���� と ���� コマンドでプログラムのどの部分がどれくらい時間がかかっているかを調

べた例です．

98 九州工業大学情報科学センター
広報 第 ��号 ������



特集 センター計算機システム

� コンパイル

以下はコンパイルの例です．特に特別なオプションを付ける必要はありません．
� �
�
����������	 ��� �O��
�/<*&')�/H�:*<6/"
/�J�-/������.@ �� ���� ������
� �

� ���� コマンドで実行時の情報収集を行なう

以下のように ���� コマンドで実行時の情報収集を行ないます．ここで0/ �����/�� は，収集した

情報を， �����/�� ファイルに格納することを表します．
� �
�
����������	 .�-- �� 
������� ����

��

��������

����������

��������������������
� �

� ���� コマンドで結果を表示する

���� コマンドを 0. オプションを付けて実行することによりサブルーチン単位での実行時間分布

を表示することができます．

� �
���������	
��� ��� �� ������ �� �����

�������������������������������������������������

� ��

�
� �	�� �� ��
���	
 �

�������������������������������������������������

�����
� ������ � 
��

�	�
� ���������

�������������������������������������������������

��� ���� ����� �� ���

 ! "� ! �#�#$ ����� ���

� "�"� "�!� �����

� "�"� "�!� 	�%��

" "�"" "�"" ��


" "�"" "�"" &'() ���

" "�"" "�"" ��
��

" "�"" "�"" ���
�

�������������������������������������������������

�#� ��#� �	��

� �
図 �@# ���� コマンドによるプログラムの解析 �サブルーチン単位の集計�

���� コマンドを 0� オプションを付けて実行することにより行単位での実行時間分布を表示する

ことができます．
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図 �1# ���� コマンドによるプログラムの解析 �行単位の集計�
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この例では，関数 &�の計算に全体の計算時間の 9���@その中でも �"行目の &�C%�1�1-���1�1DE�

に最も時間がかかっていることがわかります．

時間がかかっている部分がわかれば，その部分の計算方法を工夫することによって大幅に計算時間を

短縮できることがあります．

��� プログラムを �	
 などを使って並列化する

プログラムの並列化 �同時に複数のコンピュータを使って計算をさせる� によって，速くなる場合が

あります．最近，大型計算機センターに 導入されているコンピュータは，すべて，並列プログラムを主

に走らせるための並列コンピュータです �従来のシーケンシャルなプログラムも利用できます�． 情報

科学センターでは，並列プログラムを作成するためのパッケージとして， 2B? や ����?2 を利用す

ることができます．

� ���を使った並列動作プログラムの作成

2B?は並列コンピュータやコンピュータ同士をネットワークで接続したコンピュータクラスタなどで

並列プログラムを動作させるためのソフトウェアパッケージです．並列計算システムの業界標準になっ

ています．2B?は九州大学大型計算機センターでも利用できます．

��� �	
 のプログラム例

2B?でプログラムは以下のようにして並列計算を行ないます．

�� マスタータスク �プログラム�をユーザが起動する．

�� マスタータスクが，異なる複数の (2� 上でそれぞれワーカータスクを起動する．これらのタス

クはそれぞれの (2� で同時に並行動作する．

$� マスタータスクやワーカータスク間でメッセージパッシングを行なうことによって，同期を取っ

たり，データ交換を行なう．

以下は，数値積分によって，演習率を計算する 2B?プログラムの例です．このプログラムの詳細に

ついては広報第 @号の「2B?を使った並列プログラミング」�����#--***������������������- ������-

�����@- �=�������をご覧ください．また，使用している 2B?のサブルーチンなどについては，2B?の

,�+ページ �����#--***����������7�=- �=�-�からリンクされている，?�� ��7�� �����#--***�����

�����7�=- �=�-���- �����7�������� や，2B?に関する書籍などをご覧ください．

マスタータスクとワーカータスクの記述例を図 ��と図 ��に示します．
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��� �	
プログラムのコンパイル

2B?プログラムをコンパイルするためには，?���F������� という名のファイルにコンパイル方法

などを記述して， ���� コマンドでこれをコンパイルする必要があります．?���F������� の記述は，

��� の ?���F��と同様に行ないます．左にある空白は '
3で空けるなどの注意が必要です．

図 �$は，ファイル �����
�����に格納された図 ��のマスタータスクと，ファイル ���1�������

に格納された図 ��のワーカータスクのプログラムをコンパイルする，?���F�������ファイルです．こ

の例では，

2B?プログラムのコンパイル例� �
�
����������	 ��� ��

� �
を実行することによって，2B?プログラムを最適化してコンパイルし，2B? のライブラリとリン

クして，ディレクトリR>�J��>,�>6<(�69*� の下に，�����
��� と ���1����� という名前でマス

タータスクとワーカータスクの実行プログラムが格納されます．

��� �	
プログラムの実行

コンパイルされた 2B? プログラムは，そのまま実行プログラム名をコマンドとして実行しても動

きますが，フロントエンドプロセッサでは複数の (2� を利用することができません．2B?プログラ

ムを高速に実行するためには，バッチをクラス ( のバッチキューに投入する必要があります．図 �%に

バッチプログラムの例を示します．

この例で，� �
D �N�B =
� �
はクラス ( のバッチキューにこのバッチを投入することを表します．� �
�.@� S�J�
� �
は，2B?デーモンを起動することを表します．バッチの投入は，コマンドラインで 6��+ コマンド

を実行したり，2�������,� :� の上でバッチ投入ボタンをクリックしたりすることで行ないます．

� おわりに

本稿では新研究システムの利用法について述べました．既に多くのユーザが研究システムを利用して

います．研究システムには本稿では述べていない機能がまだありますが，これらについては，オンライ

ンガイドなどで参照していただけると幸いです．

本稿ではプログラムの並列化として 2B?を使った例しか挙げていませんが，研究システムでは，共

有メモリ型並列コンピュータを使う場合の並列プログラミングに有効な����?2 を使うこともできま

す．また，近年，分散メモリ型並列コンピュータで利用するための並列化ライブラリとして，?2�が多
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図 �$# プログラムのをコンパイルする ?���F������� ファイルの例
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図 �%# 2B?プログラムのバッチの例

く使われるようになってきました．?2� については，九州大学情報基盤センターで利用できます．ま

た，2B?から ?2� へのプログラムの書き換えは比較的容易に行なうことができます．
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