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ひ ろ ば

計 算 機 設 置 に つ い て Oj管 見

(管 見とは視野 のせまい 見方 とい うことであるD )

高 木 修 二 (京 大基研)

ま え お き

｢物性研究｣ の編集者 であ る碓井 さんか ら,計算機 につい て何か書 け とい
■･

う御庄女 を受 けました｡ 察す るに ,大型 計算機 を大学 に設置す るとい う話 に

関連 して私 に文句が あ りそ うだか ら書かせ てやろ うとい うことの よ うです｡

私 はい ささか蒔緒 しま した｡ とい うの も,この問題 について私 はロではずい

分い ろい ろ云 ったつ もりで ,今 では少々 くたびれてい るOIlが一つの理 由 です

が ,もう一つの大 きな理 由は ,いろい ろの経過 な どについていいかげん な こ

とを書 けば ,博 引傍証 いた らざ る無 さ物 性の諸 先生方か ら直 ちに反撃 を鳴っ

て ,お前は事情 を知 らない と云 われ る こと必定だ と思っ たか らですO しか し ,

考 えてみる と ,私だけが物 を知 らない ようで もない ので ,ここは一つ大い 草こ

八 つ当 りを して ,正確な事情や正論卓説 を明 らかにす るよ うに挑軽 をか けて

もよい と恩 い ま した｡ 以下 の駄文 はそ うい う役 目を果 せば成功 とい うわ けで

す｡

1. 日太の大学 での計算機 の情況

文部 省の資料 に よります と,国立大学 だけで 49以 上の大学 にデ ジタル計

算機が置かれ てい る筈 ですO これは大体 NEAC2230程 度以上の ものについ

てです｡ 1つの大学 に 1台以 上 とい うところ もあ りますか ら,全国の国立大

学 で 5U台以 上 ,公私立大学 ,諸研究機絹 を入 れ る とまず 100台程度以 上は

中小型電 子計算機が あることにな りますO これ らの計算機 は大てい時間が非
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常 に 混み合っていて ,仲々計算時間 を黄 丸ませんO そればか りでな く,これ

らの計算機 は計算 のサー ビス用 として作 られたのは殆 ん どない ので .サー ビ

スをす るな ら当然持っていなければな らな,い人員や 設備が計算機 についてい

ませんO また ,中型小型稜の悲 しさで ,記憶 を沢山使 うよ うな大 きな計算 は

できない ものが多いのですoそ もそ も~日産の大学の･計琴機は ,計算機 を使 う

とい う立場か ら出発 していなかったの ですか ら,む しろ当然 0')ことと云 えま

しよ うo そ うい うわけで ,もつ と大型 で もつ と速い計算機がなければ ,日太

の学問が 立遅れて しま うとい う声が でて来 たのは当然 です｡ この ことについ

ては学術会議の長期研究計画説査委員会 とい ういかめしい名前の委 員会が報

告 を出 していますo それによれば ,大型計算機が使 えないために研究がかべ

ほぶつかってい る例が数多 くあげ られていま すO

2. 学術会議の勧告 と文部省の態度

こ うい う事態 に対 して ,学術会議は今年の 5月 15日付 で総理大臣あてに

｢学術研究用大型 高速計算機 の設 置 と共 同利用体 制の確立について｣ とい う

勧告を出 しま したD 文部 省の方 に は ,国立大学 研究所協 議会 とい う大学学術

局長の諮 問委員会があ りますが ,そ この計算機小委 員会 とい うところ~で も計

算 機のこ とを議論 してお られますO

このよ うに申 します と ,着々 と手が打たれて今に も大型計 算機が 自由に使
′

えるよ うな気か します｡偉い先生方が一所懸命に考 えて居 られ るのだか ら大

丈夫 とい う気 もしますO しか し ,少 しばか り気にな ることがあ りますO そOl

む配 を以 下に書いてみますO 杷憂 であれば幸です｡

3. 学術 会議は何 を勧告 したか｡

5月 15日付の勧告は 4つの項 目か ら成っています｡ - ロに云 えば ,大型

高速計算 機 を速やかに設置 し,計算穐利用のサー ビス扱 媚 としての全国共同
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利 用施設 を設立す る ことと ,全国の大学研究機韻 に .中小型計算機 を観織的

に設置 して ,全 国各分野 の研究者が最 も有効 に計算機装 置を利用で きるよ う,

共同利用機構 を確立す ることO とい う緊急措 置の他 に将来 に対 して も適 切な

措 置を講ず るよ う｡ とい うこ.とです｡ これだけ では よ くわか りませんが ,棉

足説明 を見 ると ,大型計算枝 を全国共 同利用施設 としサ- ビス蔵綿 として設

汁 ,全国_ol申小型機 と併せて利一用のネッ トワークを作る とい う構想の よ うで

すO 計算機は日進月歩 ですか ら,昨 日Ol大型 は今 日の中型 とい うわけ 七大型

の定義ははっ きりしませんが ,今年の 7月 8日付の学術会議事務局 長か ら文

部 省大学学 術局研究助成課長宛の文書 では ,大型 とは加減算 4ils程度以 下 ,

主 記憶装 置容量 32()OO 語程 度以上 となってい ますか ら,IBM7(j44程度

の もの もこれに入 りましょ う｡

この勧告GL7'.対 して私はいろいろ疑問が あるのですが ,その中の 2つ だけを

取 上げてみま しょ うo lつ は ,このネッ トワー ク とい う構想 ですO規模壮大

で見事な構想 だ と申上げたい ところですが ,一体 どうい う道膳 でこれ を作っ

て行 くのでしょう｡ 将来の指針だ とい うのな ら,これ も一つの考え方 です｡

だが ,これ は緊急措置 として勧告 されてい るの ですO もうーつの問題 は ,同

じ く補足説明に , ｢当面大型 機 をまず一台設置すべ きであ る｣ と書いてある

点 です｡ この 2つの ことが重な ります とどうい うことにな るの でしょ うか｡

私が仮 りに この勧告を受けて何か捨置 をとるお役人 であっ たとすれば ,どう

い うことを考え るか云って 見ま しょうO 私は善意 は持ってい ますが ,あま り

計算後の使い方な どは知 らない とします｡ まず ,どこか の大学 に大型計算級

を入れますo (新 しく大学 と異 る施設を作る01は大変 ですか ら.大学 に ,そ

れ もな るべ く大 きな大学 に置 きますO ) これ.に全国共同利用 とい う看板 をか

けますO 国立の大学 には適 当にい くつかの大学 を選ん で利用の恵 ロを作 りま

すO 幸い,旧帝国大学 は大てい計算機が あ り ,実質は どうあれ名 目的には計

算セ ンター叉はそれに類似の組織があ りますか ら,これ に頼み ま しょ うO こ
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れ で ,全 国の研究者は ,どこかの窓 口を通って計算 を頼 める ｢組織｣が で き

ま したo 何分予算 は あま りあ りません し , 大学 の自治 とい うこ ともあ ります

か ら,とにか く大型機を置 く大学 に計算機が買 える程度olお金 を出す ことに

します｡ 今 まで各 大学に計算機 を置 く時 は ,人員は 1人か 2人増すだけでよ

かった ,大型機七い うのは能率 の よい もの だそ うだか ら,共 同利用 と云っ て

もまあ lO人 も付 けておけば よかろ うo これ で万事 OK ,勧告は全面 的に実

施 され/た O と考 えることでしょ うO

さて ,計算機 を使ったことOlあ る方 ,及 び これか ら使いたい方に とって ,

計算機が 使 えない とい う悩 みは これ で解消す るでしょうかO 成程 ,大型計算

機が置か れています か ら,事態 は改善 され てい るとい うべ きでしょうO しか

し ,あなたが もしどこかの大学 に居 て ,計算 をしたい という場合 に ,どうい

う手続 きが要 るで しょ うかO これ に顎似の ｢組織｣ は ,実は既 にあ りますO

それは IBMの計算センタT にあ る7O90を年間 lOO時間程度安 い値段 で

使 えるとい うことに関 してですO学術会議の勧告の説明 に , ｢如何 な る共 同

利用の運 営規則があ るか とい う点 について資料 7においてこれ を示す｣とあ

り,資料 7に この 10O時間の使い方の取 決めが参考 として出てい ます. です

か ら,共 同利用の ｢組織｣は これに似 た ものにな る可能性はあ りますO そ し

て この luO時 間は今年の 4月か ら始 まって現在 まだ 20時間足 らず しか使 わ

れノていな いの ですo その理由は後で分析 して みますが ,とにか く,この こと

は何 よ り も雄辞に ,IBMの iU0時間に似 た組織 では計算機 は使 えない こと

を物語っ てい ると私 には思 えます o 何放 こOllOO時間 は使 われないのでしょ

ラ. 一つ は PRが足 らないせいが あ りますO ｢使 えるそ うだが どうす 耶ノば よ

い のか｣とい う質問 をよ く聞 きますO これの使 い方は又別 の機会 に 誰かに 書

い ていた だ くことに して ,一 口に云 えば ,安 く使 うほはそnJだけの面倒が あ

るとい うことですO-体 ,計算機 とい うも07が計算 かための もの であ り ,計

算 はそれ′白身 では物理の研究 でない とすれば ,それにかげる労力 は当然節約
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すべ き ものです｡ その労力 はお金 で買 うことが できます｡例 えば何 かの方程

式 を数値 的に解いてほ しい｡必要な梧度 は これ これ と注文 を出せば ,答 が来

る ,と云 うの■は所謂 クローズ ドショップ制 ですO 計算機 にかけ るのに必 要 な

プログ ラムもパシテ も全部やって くれ ます . これ を商業ベー スで頼む と大へ

んな金額 にな りますが ,お金 さえあれば これが一番使い易い形であるこ とは

云 うまで＼もあ りません｡ 日太 の研究 予算は足 らないのが通 り相場 ですか ら,

あ る程 度 は自分 やや らね ば仕方が ない でしょ うOせ めて プロゲ ラ_Lは自分 で

して下 さい ,とい うのが セ ミ ･オ- プン制ですO パンチ もします ,カ- ドに

して持って行 きますか ら,機械 だけ使わせて下 さい ,と云 うのが オー プン制

ですo iBMの 100時間は オー プン制に なっていますo それ で 1分間 1000

円の使用料 をとられ ますO あなたが これに申込 まれ るな ら ･ど_tでパ ンチ を

な さいますか0 日太 の大ていの大学 には IBMに使えるパ ンチはあ りませんo

IBMのパン車のあ るところまで行って使わせて讃 うか ,お金 を出 してやっ

て貰 うか しなければな りませんO 東大の計算センターにお頼 みになる101も一

つの方策 ですO しか し ,東大計算セ ンタ- とて ,自分の ところの計算機 に手

一杯 でしょうO いやにな る位待た され ,さてカー ドを IBMに送 ってまた結

果が でるまで待 た され ることをか くごしなければ な り-ます まいO もうー っ大

変な ことが あ ります｡ それ.は ,1仕事は 5分以下であ ることとい う制限があ

ることですO全体 の計算量は何時蘭で もよいのですが ,とにか く5分 で区切

らね ばな りません｡ INPUTをいろいろ変 えて計算 をさせ る時 な らとにか く,

iteration をや らせ よ うとい う時な ど ,この時間制限は大へんつ らい こと

ですム勿論 5分以上 で も続 けてできる方法 もあ りますが ,事情 を知 らない人

に はそんな ことはq)か りませ んo 少 し長 い計算 をしたい人は始 めか ら諦 める

ことで しょうo計算機の専門家 は多分 こうおっ しゃ るでしょ うO ｢5分 あ幻.

ば相 当の ことカiで きるO プログ ラムを うま く.やれば ,そん なに不便 ではない

筈だ｣とO しか し ,利用者大衆 はプログ ラム0}専門家 ではあ りません. 少 々
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下手で も答が出 るのが大型機の勧利益 とい うものです｡叉 ,そ うでなければ ,

鬼大な潜在需要 を掘 り起す ことはできません｡ すべ てこれ らの制限は ,計算

機太体が無駄 な く動 くための ものだ と専門家 はおっ しゃいます8 この考え方

紘 ,二計最機 を主体 にした考 え方 です｡ どうすれば鹿い易いかを主体 に した考

え方 とはまるで正反対の立場だと云 えましようC,

大型機の共同利用 として ,この組織が ｢参考｣になるとすれば困ったこと

です. もつ_tも'下手 をすれば こうい うことにな るとい う例か も知れ ません

が｡

4. 使い難い計算機は遊ぶのが当 り前 であるO

前に書 きました勧告で も,大型枚は当面 1台 となってい ます｡ 文部 省の計

算機小委 も仲々腰 をあげません｡ その理由の一つは ,大型梅を入れて も時間

が余 るだろ うとい うむ配 をお役人が しているか らだ といわれていますo学術

会議の数多 くの資料や ,文部 省に もある筈の資料に書いてある大型機の必要

性 とい うのは嘘 なのでしょ うかOお役人 は実 に 1年半以上 も同じ亡､配 をして

い ますO その間需要の調査 をした とも思 えませんo いや ,讃査を しなかった

とい うのは睦 にな りますO最近 ,文部省は IBMの計算機を 1OOO時間借 り

るとしてそれに見合 う計算量の有無 を調べた ようですo ｢よ うです｣とい う

のは ,計算機 を使いたい人にまでその調査は下 りて来ず .どとかで作文 され

て報告 された らしいか らです｡某大学 では ,有能な る大学本部事務官は計算

機に娼係 してい る人に も相談せずに返事を出 した と云われていますO こ うい

う調査が 当てにな らないのは当 り前です｡ しか し ,そんなことより,私が長

山的なお役人 な ら,やは り同じ心配 ,つまり時間が余 るだろ う,.と考 えますo

理由は ,これまで書いた ことか ら明 らかです｡計算機 を うま く使 うには ,使

えるよ うにいろいろの設置や措 置が必要 です｡ それ をす るのは大へんなこと

で ,とうてい予算が通 りそ うに もありません し ,第-そんな予算 は要求に出
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ていないのですo学術会議 も ,原則 だけ を云っ て くれn_ぱよいのに ,なまじ

変な ところだけ詳細に した りす るか ら困った ものだO と考 えることで しょ うO

つい でですが ,時間が 余るのは勿体 ない ことでしょうか｡ 勿論 ,3000時

間使 えるのに 100時間位 しか使pない のは勿経 ない でしょうD しか し ,時間

が余 り気味の方が使 い易いの も当然 です｡ 叉例 えば ,プログ ラムが間 違って

いて無駄 に機硬 を動かすのは勿体 ない とい う考 え もあ ります｡ しか し ,大型

機 の場合 ,む しろ機械に間違いをチェックさせた方が早 くて能率的 だ とい う

の も常識になっ てい ますO 勿後ない とい う二宮尊徳 先生は ,その代 りに多 く

の労力や時間 を自分 の負担です るわけですO それは叉 ,他の研究 に抄び くこ

とにな りますo計算機が時間を金 で買 うものだ とすれば , 一体 どち らが勿体

ないで しょうかO

どうも私にはすべ ての ことが何か ピン トが狂ってい るよ うな気がす るので

すO 最近 , ｢T大学に IBM 7O44が置かれ る らしい｣ , ｢文部 省は学術会

議の手前 ,そーれに共同利 用 とい う看板 妄かけ るよう頬みに行った｣とかの噂

が流れていますO どこであれ ,大型計算機が入 るのは一つの進 歩 ではあ りま

すO しか し,共 同利用 とい う看板だけで店 を出 して も串客 は来 ませんo 同 じ

物 を売 って も ,売れ る店 と売れない店とあるよ うに ,売 る気な ら売れ るよ う

そとしなければな りませんO売 る気が ないのにいや いや看板 を出さーされ るとす

ればお互に迷惑 とい うものです｡ 叉 ,配達員 も出張所 もないのに ,全国サー

ビスな ど広告すれ ば ,誇大広告 と去って批難 され るのが当然ですO

各方面の先生方がいろいろ努力な さってい ること~はよ く柔知 してい ます し ,

その方々の善意 を疑 うつ もりは毛頭あ りません｡ しか し事態はあま り面白 く

ない方 に 動い て行 く気配 を見せていますO 選挙 シー ズンで もあ るの で私 も連

呼致 しますo_｢才)れわれ に使 える計算蔵 を｣ , ｢Userの , Userの ため

の計算機 を｣o そ して高 々とのぼ りを掲 げま しょう｡ ｢全国の user団結せ

よ｣0
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