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1. 研究支援システム概要 

研究支援システムは、データセンターに配置された研究計算用システムで、各キャンパスから共通の環境と

してご利用頂けます。一部のアプリケーション(Abaqus と Mathematica)については、ライセンスの都合上、日

野キャンパスの研究システムに配置されております。また、研究支援システムは、小規模から中規模程度の

プログラム実行環境として使用頂くよう構成しておりますので、大規模のプログラム実行については、外部計

算サーバ（名古屋大学、北海道大学）をご利用ください。 

 

 

図：研究支援システム全体利用イメージ 

 

研究支援システムはアーキテクチャ毎に A と B の 2 つのシステムで構成されます。 

 

システム名 機種 CPU OS 

研究支援システム A IBM Power S824 

IBM Power E850 

POWER8 Red Hat Enterprise Linux 7.3 

for IBM Power 

研究支援システム B Cisco UCS B200 M4 Intel Xeon Red Hat Enterprise Linux 7.3 

 

研究支援システム A・Bは、それぞれログインしてプログラムの開発やGUI処理など、対話型の処理を行うイ

ンタラクティブノードと、ジョブスケジューラによりバッチ処理専用で利用するバッチノードに分かれております。 

研究支援システムは上記の他、共有ディスク領域を提供するファイルサーバと有償ソフトウェアのライセンスを

管理するライセンス管理サーバにて構成されます。 

 

1.1. 既存システムからの変更点 

既存システムから新システムへの更改に際しての変更点を、以下に記載します。 

・導入ソフトウェアのサポート OS の仕様上、研究支援システム A に導入する OS を AIX から Red Hat 

Enterprise Linux for IBM Power に変更となりました。 

・バッチジョブシステムは、LoadLeveler が販売終了のため、IBM Spectrum LSF に変更となりました。 

・研究支援 A 用 MPI ライブラリは、PE が販売終了のため、IBM Spectrum MPI に変更となりました。 
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2. システム構成 

2.1. ハードウェア構成 

研究支援システムのハードウェア構成は、下記のようになります。 

 

システム 種別 機種 CPU メ モ

リ 

ディスク容量 

研究支援 

システム A 

ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ

ﾉｰﾄﾞ 

IBM Power E824 POWER8 64

GB 

100GB(OS) 

300GB（スクラッチ） 

ﾊﾞｯﾁﾉｰﾄﾞ IBM Power E850 POWER8 196

GB 

100GB(OS) 

300GB（スクラッチ） 

研究支援 

システム B 

ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ

ﾉｰﾄﾞ 

Cisco UCS B200 

M4 

Intel(R) Xeon(R) CPU 

E5-2643 v4 @ 3.40GHz 

64

GB 

100GB(OS) 

300GB（スクラッチ） 

ﾊﾞｯﾁﾉｰﾄﾞ Cisco UCS B200 

M4 

Intel(R) Xeon(R) CPU 

E5-2643 v4 @ 3.40GHz 

64

GB 

100GB(OS) 

300GB（スクラッチ） 

 

 

 

 

 

IBM Power S824 IBM Power E850 Cisco UCS B200 M4 
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2.2. ソフトウェア構成 

 

研究支援システムのソフトウェア構成は、TMUNER に掲載しています。 

TMUNER トップ画面 ＞ システム利用方法 ＞ 研究用システム ＞ 研究支援システム の「利用できるソフ

トウエア」の項目を参照下さい。 



教育研究用情報システム 

研究支援システム利用ガイド 

  8/36 

3. 研究支援システムへのログイン方法 

研究支援システム A、B それぞれに、ログイン可能なインタラクティブノードを用意しております。下記のホスト

名でアクセスして下さい。 

 

システム ホスト名 実際のホスト名 

研究支援システム A (Linux on Power) 

ログイン・インタラクティブノード(1 台) 

phoenix1.tmu.ac.jp dcrsas12 

研究支援システム B(Linux) 

ログイン・インタラクティブノード(3 台) 

orion1.tmu.ac.jp 

orion2.tmu.ac.jp 

orion3.tmu.ac.jp 

dcrsbs11 

dcrsbs12 

dcrsbs13 
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3.1. 研究支援システム A・B へのリモートログイン方法 

 

各インタラクティブノードへは、ssh でアクセスします。 

Linux 端末など ssh コマンドが利用可能な環境ではコマンドラインから下記のようにコマンドを実行してログイ

ン致します。 

 

% ssh ユーザ名@ホスト名 

※X11-Forwarding を利用する場合、"-X"オプションを追加します。 

 

（例）研究支援システム A のインタラクティブノードへログインする場合 

% ssh testuser@phoenix1.tmu.ac.jp 

 

（例）研究支援システム B のインタラクティブノード#1 へログインする場合 

% ssh testuser@orion1.tmu.ac.jp 

 

【 参考 】Windows から接続する場合 

Windows端末から ssh接続を行う場合、ssh対応 TeraTerm、Putty等のターミナルエミュレータをご利用く

ださい。 

以下は、TeraTerm を使用した場合の例です。 

・"Host:"部分 → ログインするホスト名を入力 

・"Service:"部分 → "SSH"のチェックボックスを選択 

 

 

 

ホスト名を入力 

SSHを選択 
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ssh の初期設定 

 

新システムではMPIジョブなどのノード間の通信を行う際に、セキュリティ強化のため、プロトコルをsshとしてい

ます。初回ログイン時に下記の順にコマンドを実行し、ssh認証鍵をホームディレクトリに配置する必要があり

ます。下記操作を実施することにより、研究支援システム内でsshコマンドがパスワード不要となり、MPIジョ

ブの実行が可能となります。 

この操作は初回ログイン時1度だけ必要な処理で、次回ログイン時以降は この操作は不要です。 

 

dcrsas12(testuser)% ssh-keygen 

Generating public/private rsa key pair. 

Enter file in which to save the key (/home/test/testuser/.ssh/id_rsa): Enterキー入力 

Created directory '/home/test/testuser/.ssh'. 

Enter passphrase (empty for no passphrase): Enterキー入力 

Enter same passphrase again: Enter キー入力 

Your identification has been saved in /home/test/testuser/.ssh/id_rsa. 

Your public key has been saved in /home/test/testuser/.ssh/id_rsa.pub. 

The key fingerprint is: 

xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx testuser@dcrsas12 

The key's randomart image is: 

+--[ RSA 2048]----+ 

|     .* .  .E    | 

|     ..*. .      | 

|      .. .       | 

|       o + +     | 

|      . S O o    | 

|       + * *     | 

|        o o .    | 

|           .     | 

|                 | 

+-----------------+ 

dcrsas12(testuser)% cd $HOME/.ssh 

dcrsas12(testuser)% cp id_rsa.pub authorized_keys 

dcrsas12(testuser)% echo "StrictHostKeyChecking no" >> config  

 

 

それぞれ何も入力せず、

Enter キーのみ入力下さい 
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4. 利用できるディスク領域 

4.1. ホームディレクトリ 

ホームディレクトリは研究支援システム A と B で共有されており、研究支援システム A、B のどちらにログイン

しても同じデータが参照可能です。 

 

4.2. 一時ファイルシステム(作業用領域) 

ホームディレクトリ以外に、各ノード上にそれぞれ計算処理の一時的な作業用領域として、/scratch ファイ

ルシステムを使用できます。一時ファイルシステムのディレクトリ(/scratch)の下に、自分のログイン名でディレ

クトリを作成し、その下に各ファイルを配置ください。作業用領域の為、利用完了後、速やかに各自でデー

タを削除してください。 

作業用領域の空き容量が少なくなった場合に、古いファイルを削除することがあります。 

 

【 計算用一時領域 】 

システム ディレクトリ 実効容量 

研究支援システム A /scratch 約 300GB 

※インタラクティブ・バッチ各ノードに配備、共有なし 

研究支援システム B /scratch 約 300GB 

※インタラクティブ・バッチ各ノードに配備、共有なし 
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5. バッチシステム(IBM Spectrum LSF)の利用方法 

バッチシステムとして、IBM Spectrum LSFの最新版 v10.1 が、研究支援システムA、Bのそれぞれに導入

されております。 

 

5.1. コマンド変更点 

バッチシステムが LoadLevelerから IBM Spectrum LSFに変更されたことにより、ジョブサブミット用ファイル

の構文が下記の通り変更されております。 

 

■主なコマンド置き換え表 

 LoadLeveler IBM Spectrum LSF 

ジョブのサブミット llsubmit [JCF file name] bsub [JOB file name] 

ジョブの状況確認 llq bjobs 

ジョブ（バッチ）の確認 llclass bqueues 

ジョブのキャンセル llcancel bkill 

 

 

5.2. ジョブサブミット用ファイルの構文の変更点 

バッチシステムが LoadLevelerから IBM Spectrum LSFに変更されたことにより、ジョブサブミット用ファイル

の構文が下記の通り変更されております。 

 

  ■主な構文置き換え表 

 LoadLeveler IBM Spectrum LSF 

標準入力 # @ input = [name of input file] #BSUB -i [stdin file] 

標準出力 # @ output = [stdout file] #BSUB -o [stdout file] 

エラー出力 # @ error = [stderr file] #BSUB -e [stderr file] 

通知先メールアドレス @ notify_user = [user-ID or 

email address where email is 

sent] 

#BSUB -u [user-ID or email 

address where email is sent] 

クラス名（バッチ名） #@ class = [batch] #BSUB -q [queue] 

プロセスあたりのスレッド数 # @ resources = [N] #BSUB -R "span[ptile=N]" 

実行させるプロセス数 # @ total_tasks = [N] 該当オプションなし 

メール通知タイミング #@ notification = always #BSUB -B (ジョブ開始時通知) 

#BSUB -N（ジョブ終了時通知） 

ジョブ実行の指示 #@ queue 不要 
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5.3. バッチキュー 
研究支援システムで定義されているバッチキュー（LoadLevelerでのジョブクラスに相当）は下表の通りです。 

 

サーバ名 研究支援システム A 研究支援システム B 

バッチキュー p4l p8l s 4smp 4mpi 

実行可能ノード数 1 1 3 3 3 

並列実行可能ノード数 1 1 1 1 1 

メモリ(GB) 20 41 制限なし 

使用スロット数（CPU コア数） 4 8 1 4 4 

最大ジョブ実行時間の上限値 5 日間 5 日間 

最大同時実行スロット数 

(1 キュー当り) 

12 8 36 36 36 

最大同時実行スロット数 

(1 ホスト当り) 

12 8 36 36 36 

最大同時実行スロット数 

(1 ユーザ当り) 

8 8 2 8 8 

最大同時実行数に達していない場合でも、そのクラスが割り当てられているノードが他のクラスのジョブを実

行中の場合は、待ち状態となります。 

 

5.4. 環境変数の設定 

【研究支援システム A・B共通手順】 

下記のコマンドを実行し、LSF の環境変数をセットします。 

dcrsas12(testuser)% use lsf 

※上記コマンドを実行したにも関わらず、 IBM Spectrum LSF コマンドが使用できない場合、 IBM 

Spectrum LSF が起動していない可能性がありますので、運用担当までお問い合わせください。 
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5.5. 起動方法 

ジョブサブミット用ファイルは、ジョブを実行するスクリプトファイルに、"#"で始まるジョブを制御するパラメータ行

を加えたものとなります。 

 

5.5.1. ジョブを制御する部分の作成 

以下のサンプルを用いて説明します。 

① #!/bin/tcsh 

② #BSUB -i /dev/null 

③ #BSUB -o test.out 

④ #BSUB -e test.err 

⑤ #BSUB -u testuser@tmu.ac.jp 

⑥ #BSUB -q p4l 

⑦ #BSUB -J p4l_test  

⑧ #BSUB -R "span[hosts=1]" 

⑨ #BSUB -N 

⑩ #BSUB -B 

⑪ echo "Platform LSF TEST JOB Starting..." 

echo "wait 60 sec" 

sleep 60 

echo "Platform LSF TEST JOB END." 

 

①行目: このスクリプトが tcsh で書かれていることを示しています。 

②行目: スクリプト実行時に標準入力するファイルを指定します。この場合は無し(/dev/null)です。 

③行目: スクリプト実行時の標準出力を書き出すファイルを指定します。ファイルに出力できない場合はメー

ルに標準出力を出力します。 

※出力先はジョブが実行されるバッチノード上のパスになる為、パス指定する際は、ログインノードからアクセ

ス可能な共有ディレクトリ（/home 等）配下を指定すること。 

④行目: スクリプト実行時の標準エラー出力を書き出すファイルを指定します。指定が無い場合、標準出

力先に出力します。 

⑤行目: IBM Spectrum LSF からジョブの開始・完了メール通知する際の宛先を指定します。 

⑥行目: バッチキューを指定します。 

⑦行目: JOB_NAME の表示名を指定します。 

⑧行目: いくつのホスト上で実行するか指定します。この場合は全てのプロセッサが同じホスト上でなければ

ならないことを指定します。 

⑨行目: ジョブ完了時にメール通知します。指定が無い場合、ジョブレポートは標準出力先にヘッダとして

出力されます。 

⑩行目: ジョブ開始時にメール通知します。 

⑪行目以降: ジョブを実行する部分を記述します。 
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5.5.2. ジョブファイル作成例 

以下にジョブサブミット用ファイルの作成例を示します。 

 

【研究支援システム A の p4l で４ SMP 並列の例】 

#!/bin/tcsh 

#BSUB -q p4l 

#BSUB -J testjob 

#BSUB -o testjob.out 

echo "Platform LSF TEST JOB Starting..." 

echo "wait 60 sec" 

sleep 60 

echo "Platform LSF TEST JOB END." 

 

【研究支援システム A の p8l で MPI 実行の例】 

#!/bin/tcsh 

#BSUB -q p8l 

#BSUB -J mpijob 

#BSUB -o mpijob.out 

echo "Spectrum MPI TEST JOB Starting..." 

/opt/ibm/spectrum_mpi/bin/mpirun -IB -np 8 ./a.out 

echo " Spectrum MPI TEST JOB END." 

 

【研究支援システム B の 4smp で 4SMP 並列の例】 

#!/bin/tcsh 

#BSUB -q 4smp 

#BSUB -J testjob_4smp 

#BSUB -o testjob_4smp.out 

echo "Platform LSF TEST JOB Starting..." 

echo "wait 60 sec" 

sleep 60 

echo "Platform LSF TEST JOB END." 

 

【研究支援システム B の 4mpi で 4MPI 並列の例】 

#!/bin/tcsh 

#BSUB -q 4mpi 

#BSUB -J testjob_4mpi 

#BSUB -o testjob_4mpi.out 

echo "MPICH TEST JOB Starting..." 

/usr/lib64/mpich/bin/mpirun -np 4 ./a.out 

echo "MPICH TEST JOB END." 
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5.5.3. ジョブのサブミット 

ジョブのサブミットは、下記コマンドにより行います。 

dcrsas12 (testuser)$ bsub < [ジョブファイル] 

Job <115> is submitted to default queue <p4l>. 

 

5.5.4. ジョブの確認 
下記コマンドにより、サブミットしたジョブの状況が表示されます。 

また、実際にジョブを実行しているホストは「EXEC_HOST」の項目で確認できます。 

dcrsas12 (testuser)$ bjobs 

JOBID   USER    STAT  QUEUE      FROM_HOST   EXEC_HOST   JOB_NAME   SUBMIT_TIME 

115     ait3    PEND  p4l        dcrsas12     dcrsas11   */test.jcf Jul  9 22:36 

 

5.5.5. ホストの確認 
ブミット可能なホストの状況は、下記コマンドで確認できます。 

dcrsas12(rstest97)% bhosts 

HOST_NAME          STATUS       JL/U    MAX  NJOBS    RUN  SSUSP  USUSP    RSV  

dcrsas11           ok              8     12      0      4      0      0      0 

dcrsas12           closed          0      0      0      0      0      0      0 

※RUN が各ホストごとに実行しているスロット数を表しています。各ホストの MAX の値まで実行可能です。 

 

5.5.6. バッチキューの確認 
サブミット可能なバッチの状況は、下記コマンドで確認できます。 

dcrsas12 (testuser)$ bqueues 

QUEUE_NAME      PRIO STATUS          MAX JL/U JL/P JL/H NJOBS  PEND   RUN  SUSP  

p4l             100  Open:Active      12    8    -   12     0     0     4     0 

p8l             100  Open:Active       8    8    -    8     0     0     0     0 

※RUNが各バッチごとに実行しているスロット数を表しています。各バッチのMAXの値まで実行可能です。 

 

5.5.7. ジョブのキャンセル 
ジョブのキャンセルはbkillコマンドを用います。最初にbjobsコマンドでキャンセルしたいジョブのIDを確認しま

す。 

dcrsas12(testuser)% bjobs 

JOBID   USER    STAT  QUEUE      FROM_HOST   EXEC_HOST   JOB_NAME   SUBMIT_TIME 

118     ait3    RUN   p4l        dcchra11    dcchra11    */test.jcf Jul  9 22:43 

 

次にbkillコマンドでジョブをキャンセルします。 

dcrsas12(testuser)% bkill 118 

Job <118> is being terminated 

 

bjobsコマンドでジョブが削除されたことを確認します。 

dcrsas12(testuser)% bjobs 

No unfinished job found 
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5.5.8. 一時ファイルシステムの利用 
 

計算中にディスクに大量の一時ファイルを作成する場合や、大きなプログラムを実行させる場合には、一時

ファイルシステム/scratchを利用してください。下記に/scratch領域でジョブを実行する時のジョブファイルの

例を示します。 

 

【研究支援システムAのp4lで/scratchを用いて計算するジョブの例】 

#!/bin/tcsh 

#BSUB -q p4l 

#BSUB -J testjob 

#BSUB -o test.out 

 

setenv WORKDIR /scratch/testuser/$$ 

setenv COMMAND $HOME/test01/test.sh 

setenv RESULTDIR $HOME/test01 

mkdir -p $WORKDIR 

cd $WORKDIR 

$COMMAND 

cd .. 

cp -r $WORKDIR $RESULTDIR/ 

rm -r $WORKDIR 
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6. コンパイラ・ライブラリの利用方法 

6.1. コンパイラの利用  

研究支援システムでは、コンパイラ製品の最新版が下記のように導入されております。 

 

言語 ソフトウェア名称 バージョン 

研究支援 A 

RHEL 7.3 

for Power 

研究支援 B 

RHEL 7.3 

コンパイル時の 

代表的なコマンド 

C、C++ 

IBM XL C/C++ 16.1 ○   

cc 

xlc 

xlC (C++用) 

Intel C/C++ 18.0   ○ icc 

PGI Server 18.5   ○ 
pgcc 

pgc++ 

Fortran 

XL Fortran 16.1 ○   

xlf 

xlf90 

xlf95 

Intel Fortran 18.0   ○ ifort 

PGI Server 18.5   ○ 

pgf77 

pgf90 

pgf95 

※ コンパイラとしては上記の他、フリーソフトウェアの gcc が導入されておりご利用頂けます。 

※ XL Fortran の f77 コマンドは xlf コマンドにて代替されました。 

 

6.2. ライブラリの利用 

研究支援システムでは、下記の数値計算用ライブラリが導入されております。 

 

ソフトウェア名称 用途 バージョン 

研究支援 A 

RHEL 7.3 

for Power 

研究支援 B 

RHEL 7.3 

MPICH MPI ライブラリ 3.0.4-10   ○ 

IBM Spectrum MPI MPI ライブラリ 10.1 ○   

ESSL 数値演算ライブラリ 5.5 ○   

PESSL 数値演算ライブラリ 5.3 ○   
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7. アプリケーションの利用方法 

本章では、研究支援システムに導入されたアプリケーションの利用方法について記載します。 

 

7.1. Gaussian 

導入されているバージョン、ならびに導入先は下記の通りです。 

 

システム バージョン 導入先 

研究支援システム A 
G16 B01 

/usr/local/pRHEL_APP/gaussian 

研究支援システム B /usr/local/RHEL_APP/gaussian 

 

7.1.1. 事前準備：一時領域へのディレクトリ作成・環境変数の設定 

 

下記のコマンドを実行し、一時作業領域として/scratch/<user名>ディレクトリを作成、及び gaussianの環

境変数をセットします。 

 

dcrsas12(testuser)% use gaussian 

 

7.1.2. 起動方法 

シリアル実行の場合は、下記コマンドにて起動を実施ください。どちらのシステムでも起動コマンドは同じで

す。 

 

dcrsas12(testuser)% g16  < 入力ファイル名 

 

SMP並列をご利用になる場合は、入力ファイルの先頭に以下を追加してください。起動コマンドは、シリアル

実行の場合と同じです。 

 

【4SMP並列の例】 

%NProcShared=4 

 

MPI 並列をご利用になる場合は、入力ファイルの先頭に以下を追加してください。起動コマンドは、シリアル

実行の場合と同じです。 

※事前に実行ユーザの ssh 公開鍵を自身の/home/.ssh/authorized_keys に登録することを推奨。 

 

【orion で 4MPI 並列の例】 

%NprocShared=1 

%LindaWorker=orion1:4 
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7.1.3. 使用メモリの変更 

Gaussian でメモリ不足等により計算が異常終了する場合は、入力ファイルの先頭に以下を追記してくださ

い。ただし、システムの許容量以上の値を入れると、システムが停止する場合もありますので、十分注意して

ください。OS やその他アプリケーションでもメモリを使用するため、その分も考慮してください。なお、このメモリ

の値は 1プロセスあたりのメモリ量です。並列ジョブの場合はプロセス数を掛けた値が、実際に使用するメモリ

量となります。 

 

【1GB を確保する場合】 

%mem=1gb 

 

7.1.4. 使用ディスクサイズを指定する方法 

"*.rwf"ファイルのサイズを制限するキーワード"MaxDisk"の指定によって、ディスクの使用サイズを設定する

ことができます。適切なサイズを指定してください。 

 

【ディスクサイズを 50GB とする場合】 

# MP2=(Full,Direct)/Aug-cc-pVQZ Scf=Direct MaxDisk=50GB 

 

7.1.5. SMP 並列でご利用になる場合の注意事項 

正常終了しなかった場合(エラーや異常終了など)に使用したメモリの解放が行われない場合があります。こ

れはシステムや他のジョブに多大な影響を与えますので、その時は次の作業を必ず行ってください。 

 

① ジョブを投入した該当サーバ(phoenix1、orion1～3)にログインします。 

 

② 次のコマンドでメモリ利用状況を確認します。 

 

【研究支援システム B(Linux)の場合】 

dcrsas12(testuser)% ipcs – m 

 

------ 共有メモリセグメント -------- 

キー       shmid      所有者     権限       バイト     nattch     状態 

0x00000000 1409024    gdm        600        393216     2          対象 

0x01006b4c 851971     root       744        13199      2 

0xffffffff 29311557   testuser   600        334521     2          対象 

 

③ 自分のユーザ名があり、ジョブを動かしていない場合は、次のコマンドでメモリを解放します。 

 

【ID が 29311557 の場合】 

dcrsas12(testuser)% ipcrm – m 29311557 
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7.2. Molpro 

導入されているバージョン、ならびに導入先は下記の通りです。 

 

システム バージョン 導入先 

研究支援システム A 導入されていません 導入されていません 

研究支援システム B 2015.1 /usr/local/RHEL_APP/molpro 

 

7.2.1. 事前準備：一時領域へのディレクトリ作成と環境変数設定 

インタラクティブノードとバッチノードに一時領域用のディレクトリを作成する場合は、以下の方法で実施しま

す。 

※ 作業用ディレクトリ 「/scratch/$USER/molpro」が作成されます。 

※ molpro 実行に必要な環境変数設定が実行されます。 

 

【研究支援システム B に一時領域用のディレクトリを作成する方法】 

インタラクティブノード orion1 (dcrsbs11) にログインして下記のコマンドを実行します。 

 

dcrsbs11(testuser)% use molpro 

 

7.2.2. 起動方法 

シリアル実行の場合は、下記コマンドにて起動を実施ください。 

 

dcrsbs11(testuser)% molpro 入力ファイル名 

 

並列実行する場合は、プロセス数を指定します。 

 

【4MPI 並列で実行する場合】 

dcrsbs11(testuser)% molpro – n4 入力ファイル名 
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7.3. GAMESS 

導入されているバージョン、ならびに導入先は下記の通りです。 

 

システム バージョン 導入先 

研究支援システム A 
14-Feb-2018 

/usr/local/pRHEL_APP/gamess 

研究支援システム B /usr/local/RHEL_APP/gamess 

 

7.3.1. 事前準備：一時領域へのディレクトリ作成と環境変数設定 

一時領域用のディレクトリを作成する場合は、以下の方法で実施します。 

※ 作業用ディレクトリ 「$HOME/gms」「/scratch/$USER/gms」が作成されます。 

※ gamess 実行に必要な環境変数設定が実行されます。 

 

【研究支援システム A・B 共通手順】 

下記のコマンドを実行します。 

dcrsas12(testuser)% use gamess 

 

7.3.2. 起動方法 

シリアル実行の場合は、下記コマンドにて起動を実施ください。どちらのシステムでも起動コマンドは同じで

す。 

 

dcrsas12(testuser)% rungms 入力ファイル名 01 1 

 

SMP 並列をご利用になる場合は、3 番目の引数に並列度を指定してください。起動コマンドは、シリアルジ

ョブの場合と同じです。 

 

【4SMP並列の例】 

dcrsas12(testuser)% rungms 入力ファイル名 01 4 

 

7.3.3. 注意事項 

GAMESS 実行後、同じファイル名で再計算する際は、$HOME/gms ディレクトリに作られた同名ファイル(拡

張子は".dat"または".irc")を削除するか、名前を変更する必要があります。 
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7.4. Maple 

導入されているバージョン、ならびに導入先は下記の通りです。 

 

システム バージョン 導入先 

研究支援システム A 導入されていません 導入されていません 

研究支援システム B 2018 /usr/local/RHEL_APP/maple 

※利用できない拡張機能がある場合、そのライセンスはありません。追加予定もありません。 

 

7.4.1. 事前準備：環境変数設定 

下記のコマンドで maple を実行する為に必要な環境変数をセットします。 

 

dcrsbs11(testuser)% use maple 

 

【設定される環境変数】 

PATH=/usr/local/RHEL_APP/maple/maple2018/bin:$PATH 

 

7.4.2. 起動方法 

下記方法にて起動を実施ください。 

 

【コマンドラインで利用する場合】 

dcrsbs11(testuser)% maple 

 

【GUI で利用する場合】 

dcrsbs11(testuser)% xmaple 

※GUIが起動するため、X11Forwarding をログイン時に設定し、X-windowが表示可能な状態で実行頂く

必要があります。 
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7.5. MATLAB 

導入されているバージョン、ならびに導入先は下記の通りです。 

 

システム バージョン 導入先 

研究支援システム A 導入されていません 導入されていません 

研究支援システム B R2018a /usr/local/RHEL_APP/MATLAB 

※利用できない拡張機能がある場合、そのライセンスはありません。追加予定もありません。 

 

7.5.1. 事前準備：環境変数設定 

下記のコマンドで matlab を実行する為に必要な環境変数をセットします。 

 

dcrsbs11(testuser)% use matlab 

 

【設定される環境変数】 

LM_LICENSE_FILE=27500@dcrsal11:27500@dcrsbs14:27500@dcrsbs15 

PATH=/usr/local/RHEL_APP/MATLAB/bin:$PATH 

 

7.5.2. 起動方法 

下記コマンドにて起動を実施ください。どちらのシステムでも起動コマンドは同じです。 

 

dcrsbs11(testuser)% matlab 

※GUIが起動するため、X11Forwarding をログイン時に設定し、X-windowが表示可能な状態で実行頂く

必要があります。 

 

コマンドラインで起動する場合は、以下のコマンドを実行します。 

 

dcrsbs11(testuser)% matlab -nodisplay 
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7.6. PHOENICS 

導入されているバージョン、ならびに導入先は下記の通りです。 

 

システム バージョン 導入先 

研究支援システム A 導入されていません 導入されていません 

研究支援システム B 2018 /usr/local/RHEL_APP/phoenics 

※利用できない拡張機能がある場合、そのライセンスはありません。追加予定もありません。 

 

7.6.1. 事前準備：環境の整備 

ホームディレクトリ配下で下記コマンドを実行して環境を整備してください。 

この操作は初回利用時1度だけ必要な処理で、次回ログイン時以降はこの操作は不要です。 

 

dcrsbs11(testuser)% mkdir -p phoenics 

dcrsbs11(testuser)% cd phoenics/ 

dcrsbs11(testuser)% cp -a /usr/local/RHEL_APP/phoenics/d_modpri/* ./ 

dcrsbs11(testuser)% ls -1 | wc -l   ← 正しくコピーされていることを確認してください。 

38  ← 38 と表示されれば、問題有りません。 

dcrsbs11(testuser)% ln -s /usr/local/RHEL_APP/phoenics lp36 

dcrsbs11(testuser)% ls -l lp36    ← 正しくリンクされていることを確認してください。 

lrwxrwxrwx 1 testuser user 28 Jul 22 20:42 lp36 -> /usr/local/RHEL_APP/phoenics 

       ↑   上記のようにリンクされていれば、問題有りません。 

 

7.6.2. 起動方法 

下記コマンドにて起動を実施ください。 

 

dcrsbs11(testuser)% ./pc 

※GUIが起動するため、X11Forwarding をログイン時に設定し、X-windowが表示可能な状態で実行頂く

必要があります。  
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7.7. Ansys Polyflow 

導入されているバージョン、ならびに導入先は下記の通りです。 

 

システム バージョン 導入先 

研究支援システム A 導入されていません 導入されていません 

研究支援システム B R19.0 /usr/local/RHEL_APP/ansys_inc 

※利用できない拡張機能がある場合、そのライセンスはありません。追加予定もありません。 

 

ANSYS Polyflow のプリ/ポストプロセッサとして、下記のツールが導入されておりますので、それぞれご利用く

ださい。 

 

用途 ツール名 

形状/有限要素格子作成(プリプロセッサ) ICEM CFD 

計算結果可視化(ポストプロセッサ) CFD-Post 

 

7.7.1. 事前準備：環境の整備 

下記のコマンドで polyflow およびプリ/ポストプロセッサを実行する為に必要な環境変数をセットします。 

 

dcrsbs11(testuser)% use polyflow 

 

【設定される環境変数】 

CHECK_LMGRD=0 

PATH=/usr/local/RHEL_APP/ansys_inc/v190/polyflow/bin:/usr/local/RHEL_APP/ansy

s_inc/v190/CFD-Post/bin:/usr/local/RHEL_APP/ansys_inc/v190/icemcfd/linux64_am

d/bin:$PATH 

 

7.7.2. 起動方法 

下記コマンドにて起動を実施ください。 

 

【形状/有限要素格子作成(ICEM CFD)】 

dcrsbs11(testuser)% icemcfd -x 

※GUIが起動するため、X11Forwarding をログイン時に設定し、X-windowが表示可能な状態で実行頂く

必要があります。 

 

【data 設定(Polyflow)】 

dcrsbs11(testuser)% polydata 

※GUIが起動するため、X11Forwarding をログイン時に設定し、X-windowが表示可能な状態で実行頂く

必要があります。 

 

【計算実行(Polyflow)】 
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dcrsbs11(testuser)% polyflow < 入力ファイル名 

 

【計算結果表示(CFD-Post)】 

dcrsbs11(testuser)% cfdpost -gr mesa 

※GUIが起動するため、X11Forwarding をログイン時に設定し、X-windowが表示可能な状態で実行頂く

必要があります。 
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7.8. Marc,MarcMentat 

導入されているバージョン、ならびに導入先は下記の通りです。 

 

システム バージョン 導入先 

研究支援システム A 導入されていません 導入されていません 

研究支援システム B 2018 /usr/local/RHEL_APP/msc 

※利用できない拡張機能がある場合、そのライセンスはありません。追加予定もありません。 

 

7.8.1. 事前準備：環境の整備 

下記のコマンドで Marc および Mentat を実行する為に必要な環境変数をセットします。 

 

dcrsbs11(testuser)% use marc 

 

【設定される環境変数(研究支援システム B の場合)】 

MSC_LICENSE_FILE=/usr/local/RHEL_APP/msc/MSC.Software/MSC.Licensing/11.13/lic

ense.dat 

PATH=/usr/local/RHEL_APP/msc/mentat2018/bin:/usr/local/RHEL_APP/msc/marc2018/

tools:$PATH 

 

7.8.2. 起動方法 

下記コマンドにて起動を実施ください。どちらのシステムでも起動コマンドは同じです。 

 

【Marc ソルバーの実行】  

dcrsbs11(testuser)% run_marc -jid 入力ファイル名 -ver no 

 

【Mentat の起動】 

dcrsbs11(testuser)% mentat 

※GUIが起動するため、X11Forwarding をログイン時に設定し、X-windowが表示可能な状態で実行頂く

必要があります。 
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7.9. EGSnrc / BEAMnrc / EGS(STANDFORD&KEK) 

研究支援システム B に、EGSnrc、BEAMnrc、EGS(STANDFORD&KEK)の最新版をそれぞれ下記の通り

配置しております。各自利用したいプログラムを自身のホームディレクトリにインストールしてご利用下さい。 

 

アプリケーション名 配置場所 

EGSnrc(NRCC 版) 
/usr/local/RHEL_APP/src/Download/EGSnrc-master/ 

BEAM(NRCC 版) 

EGS(STANFORD&KEK 版) /usr/local/RHEL_APP/src/Download/egs5.160113.tar.gz 
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7.10.  Nastran 

導入されているバージョン、ならびに導入先は下記の通りです。 

 

システム バージョン 導入先 

研究支援システム A 導入されていません 導入されていません 

研究支援システム B 2018.2 /usr/local/RHEL_APP/msc 

 

7.10.1. 事前準備：環境の整備 

下記のコマンドで Nastran を実行する為に必要な環境変数をセットします。 

dcrsbs11(testuser)% use nastran 

 

【設定される環境変数】 

MSC_LICENSE_FILE=/usr/local/RHEL_APP/msc/MSC.Software/MSC.Licensing/11.13/lic

ense.dat 

PATH=/usr/local/RHEL_APP/msc/MSC_Nastran/20182/bin:$PATH 

 

7.10.2. 起動方法 

下記コマンドにて起動を実施ください。 

dcrsbs11(testuser)% nast20182 入力ファイル 

 

【例：Nastran のデモ計算実施方法】 

% nast20182 /usr/local/RHEL_APP/msc/MSC_Nastran/20182/msc20182/nast/demo/d0307.dat 

※計算結果はコマンド実行ディレクトリに作成されます。 
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7.11.  Patran 

導入されているバージョン、ならびに導入先は下記の通りです。 

 

システム バージョン 導入先 

研究支援システム A 導入されていません 導入されていません 

研究支援システム B 2018 /usr/local/RHEL_APP/msc 

 

7.11.1. 事前準備：環境の整備 

下記のコマンドで Patran を実行する為に必要な環境変数をセットします。 

dcrsbs11(testuser)% use patran 

 

【設定される環境変数】 

MSC_LICENSE_FILE=/usr/local/RHEL_APP/msc/MSC.Software/MSC.Licensing/11.13/lic

ense.dat 

PATH=/usr/local/RHEL_APP/msc/Patran_x64/20180/bin:$PATH 

 

7.11.2. 起動方法 

下記コマンドにて起動を実施ください。 

dcrsbs11(testuser)% patran 

※GUIが起動するため、X11Forwarding をログイン時に設定し、X-windowが表示可能な状態で実行頂く

必要があります。 
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8. マニュアル 

各種マニュアルは、下記の通り配置しております。必要に応じてご利用ください。 

 

ソフトウェア名称 配置場所 形式 

IBM XL C/C++ /usr/local/pRHEL_APP/docs/XL_C_C++ PDF 

XL Fortran /usr/local/pRHEL_APP/docs/XL_Fortran PDF 

Intel C/C++ 
/usr/local/RHEL_APP/docs/Intel HTML 

Intel Fortran 

PGI Server /usr/local/RHEL_APP/docs/PGI PDF 

IBM Spectrum MPI 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZT

ET_10.1.0 
オンライン 

ESSL /usr/local/pRHEL_APP/docs/ESSL PDF 

PESSL /usr/local/pRHEL_APP/docs/PESSL PDF 

Gaussian http://gaussian.com/man/ オンライン 

TCP Linda 
/usr/local/pRHEL_APP/docs/TCPLinda (研究支援 A) 

/usr/local/RHEL_APP/docs/ TCPLinda (研究支援 B) 
PDF 

Molpro /usr/local/RHEL_APP/docs/Molpro PDF 

GAMESS 
/usr/local/pRHEL_APP/docs/GAMESS (研究支援 A) 

/usr/local/RHEL_APP/docs/GAMESS (研究支援 B) 
PDF 

Maple https://www.maplesoft.com/documentation_center/ オンライン 

MATLAB GUI 画面右上の「Help」メニューより参照 GUI 

PHOENICS GUI 画面右上の「Help」メニューより参照 GUI 

Ansys Polyflow 
/usr/local/RHEL_APP/docs/Ansys/help/ 

poly_pf/poly_pf.html 
HTML 

Marc,MarcMentat 

/usr/local/RHEL_APP/docs/MSC PDF Nastran 

Patran 

EGSnrc 
https://github.com/nrc-cnrc/EGSnrc/wiki オンライン 

BEAMnrc 

EGS(STANFORD&KEK) /usr/local/RHEL_APP/docs/EGS PDF 

IBM Spectrum LSF 
/usr/local/pRHEL_APP/docs/Spectrum_LSF (研究支援A) 

/usr/local/RHEL_APP/docs/Spectrum_LSF (研究支援 B) 
PDF 

https://github.com/nrc-cnrc/EGSnrc/wiki
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9. 補足：Linux の利用方法 

本章では、研究支援システムの OS である Linux on Power ならびに Linux の基本的な利用方法について

記載します。 

 

9.1. コマンドリファレンス 

下記のコマンドについて使用方法を解説します。 

 

操作内容 コマンド 

ディレクトリ操作 pwd  cd  mkdir  rmdir 

ファイル操作 ls  cat  cp  mv  rm  chmod 

プロセス管理 ps  kill 

 

9.1.1. ディレクトリ操作 

■カレントディレクトリの位置：pwd 

現在のディレクトリを表示するには、pwd コマンドを使用します。 

実行例) 

dcrsbs11(testuser)% pwd 

/home/testuser 

 

■ディレクトリの移動：cd 

ワーキング・ディレクトリを変更するためには、cd コマンドを使用します。 

実行例 1) /home/testuser/homework にワーキング・ディレクトリを変更する場合  

dcrsbs11(testuser)% cd /home/testuser/homework 

実行例 2) 現在のディレクトリの 1 段上のディレクトリ(親ディレクトリ)に移動する場合  

dcrsbs11(testuser)% cd .. 

 

■ディレクトリの作成：mkdir 

新しくディレクトリを作成するためには、mkdir コマンドを使用します。 

実行例) "kadai"という名前のディレクトリを作成する場合 

dcrsbs11(testuser)% mkdir kadai 

 

■ディレクトリの削除：rmdir 

ディレクトリを削除するためには、rmdir コマンドを使用します。 

実行例) "kadai"という名前のディレクトリを削除する場合 

dcrsbs11(testuser)% rmdir kadai 
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9.1.2. ファイル操作 

■ファイルの一覧表示：ls 

ファイル(ディレクトリを含む)の一覧を表示するには、ls コマンドを使用します。 

コマンド使用方法) 

dcrsbs11(testuser)% ls [オプション] ディレクトリ名またはファイル名 

[オプション] 

 -a： 全エントリー("."で始まるファイルも含む)を表示します。 

 -d： ディレクトリの情報のみを表示します。 

 -F： ディレクトリ名の後に"/"を、実行ファイル名の後に"*"を付けて表示します。 

 -l： 保護モード、リンク数、所有者、グループ、バイト数、最終更新時間をファイル名と共に表示 

  します。 

 

■ファイルの内容の表示：cat 

ファイルの内容がテキストファイルであれば、cat コマンドでファイルの中身を表示することができます。 

コマンド使用方法) 

dcrsbs11(testuser)% cat [オプション] ファイル名 

[オプション] 

 -n： 各行の先頭に行番号を付けて表示します。(ブランク行も含みます) 

 

■ファイルをページングして表示：more 

ファイルの内容を 1画面ずつ表示させるにはmoreコマンドを使用します。スペースキーで 1画面ずつスクロー

ルします。 

コマンド使用方法) 

dcrsbs11(testuser)% more [オプション] ファイル名 

[オプション] 

 -c： 各行の先頭に行番号を付けて表示します。(ブランク行も含みます) 

 

■ファイルをコピー：cp 

ファイルをコピーするためには、cp コマンドを使用します。 

コマンド使用方法) 

dcrsbs11(testuser)% more [オプション] コピー元ファイル名 コピー先ファイル名 

[オプション] 

 -i： 指定されたコピー先のファイル名で既に同じ名前のファイルが存在する場合、上書きしてよ 

  いか、確認のメッセージが表示されます。 

 -p： コピー元のファイルの変更時刻と許可モードをそのまま保存します。 

 

■ファイルの移動・ファイル名の変更：mv 

ファイルをディレクトリに移動したり、ファイル名を変更したりするためには、mv コマンドを使用します。 

コマンド使用方法) 

dcrsbs11(testuser)% mv [オプション] 移動元ファイル名 移動先ファイル名 
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[オプション] 

 -i： ファイルが移動先に既に存在する場合、既存のファイルに上書きしてよいか、確認のメッセー 

  ジが表示されます。 

 

■ファイルの削除：rm 

ファイルを削除するためには、rm コマンドを使用します。 

コマンド使用方法) 

dcrsbs11(testuser)% rm [オプション] ファイル名 

[オプション] 

 -i： 削除の際、対話的確認がなされます。 

 

■ファイルの許可モードの変更：chmod 

ファイルの許可モードを変更するためには、chmod コマンドを使用します。 

コマンド使用方法) 

dcrsbs11(testuser)% chmod [mode] ファイル名 

ここで mode は"who" "op" "permission"の形式で指定します。 

who a   全てのユーザに対する許可 

u   所有者に対する許可 

g   グループに対する許可 

o   その他のユーザに対する許可 

op +   指定した permission を追加 

-   指定した permission を削除 

permission r   読み込みを許可 

w   書き込みを許可 

x   実行を許可 

 

9.1.3. プロセス管理 

■プロセスの表示：ps 

実行されているプロセスを表示するには、ps コマンドを使用します。 

コマンド使用方法) 

dcrsbs11(testuser)% ps [オプション] 

[オプション](SVR4) 

 -e： 全てのプロセス情報を表示します 

 -f： 次のようなプロセス情報を表示します。"USER PID PPID C STIME TTY TIME CMD" 

[オプション](BSD) 

 a： 全てのプロセス情報を表示します 

 l： プロセス情報をロング形式で表示します。 

 u： CPU や Memory 使用率などの情報も表示します。 

 x： 制御端末を持たないプロセスも表示します。 
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■シグナル機構：kill 

実行されているプロセスにシグナルを送るには、kill コマンドを使用します。 

コマンド使用方法) 

dcrsbs11(testuser)% kill [オプション] プロセス番号 

[オプション] 

 -l： シグナルの一覧を表示します 

 -signal： signal に指定したシグナルをプロセスに送ります。 

  シグナル名 動作 

シグナル名 動作 

KILL プロセスを強制終了させる。 

TERM プロセスを終了させる。 

STOP プロセスを停止させる。 

 

 

9.2. Emacs エディタの利用方法 

研究支援システムにはエディタとして Emacs が導入されております。ここでは Emacs の簡単な利用方法に 

ついて解説します。 

 

9.2.1. Emacs の起動 

Emacs の起動は emacs コマンドで行います。 

コマンド使用方法) 

dcrsbs11(testuser)% emacs ファイル名 

ここで表示された画面に、キー入力で文字入力が行えます。(指定したファイルに対して編集を行います) 

 

9.2.2. 日本語入力 

日本語を入力する場合は、Emacs の画面上で次のキー操作を行います。 

 C-\ (ctrl キーを押しながら"\"キーを入力) 

すると画面左下に 「あ」 の文字が表示され日本語が入力できます。またスペースキーで漢字やカタカナへ

の変換が行えます。元のアルファベット入力に戻す時は、もう一度"C-\"キーを入力します。 

 

9.2.3. Emacs の終了 

Emacs を終了させるには、Emacs の画面上で次のキー操作を行います。 

 C-x C-c (ctrl キーを押しながら"x"キーを入力、次に ctrl キーを押しながら"c"を入力) 

すると画面左下に 「Save file ・・・? (y, n, !, ., q, C-r, d or C-h)」 と尋ねられますので"y"と入力すること

でファイルに保存して終了します。 

 

 

 


