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コンピュータネットワークのせいで
不便になること
‑裸のアーキテクチャに興味はありますか? ‑
佐藤周行*

1

序にかえて‑コンピュータネットワークが整備されて変わること
コンピュータネットワークの整備が全国的に急速に進んでいる。その整備に対応して計算

機環境もどんどん便利になっている(と思われている)。しかし、便利になるばかりではない。
従来たいしたことではなかった問題が急に露見することがある。本文ではその手の問題のう
ち、データの流通性の点から光を当てて解説めいたものを試みることにする。

1.1 超高速モデムとして‑通信手段としてのネットワーク
コンピュータネットワークが整備されると何ができるようになるか?それに対する答えは
文字通り「必要に応じて」である。
コンピュータネットワークに対する需要のうち、大きいものは現在以下のようなものであ
ると言われていて、飛び交うバケットもこれらに関するものが実際多い。
1.リモートの計算横に対する端末
2.電子メール
3.ファイル転送
1・と2・については何も問題ない。皆、仲良くやれば良いのである。計算/計算機に対する
意識は従来のままで十分間に合う。だって通信手段なんだもの。モデムがずーっと速くなった
と思えば良いのだ。
3.も原則として問題がない。モデムが速くなればファイルの転送に要する時間は短縮され
るというわけだ。いままで手元のパーソナルコンピュータにファイルを持ってくるための線が
モデム経由9.6kbpsといった環境が、 IOMbpsの線になれば(単純に計算すれば)1000倍のス
ピードになるわけである。 (わざと乱暴な計算をすれば)従来の環境ではファイル転送に(例え
ば)10時間かかっていたところがいきなり数秒でファイル転送が終ることが可能になるわけで
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ただし、これには落し穴がある。普通のテキストファイルのやりとりなら基本的に問題な
いが、 (計算機のアーキテクチャを色渡く尿映した)バイナリファイルのやりとりまで便利に
なってしまう。アーキテクチャの違いをどこでどう吸収するか?この間題はいったんはまると
結構面倒臭い。

1.2 分散・協調計算へー計算モデルの変化
実はコンピュータネットワ‑クのポテンシャルは非常に高く、上のような「基本的」な利
用にとどまらない利用ができる可能性を持っている。キーワードは「サーバ」と「分散」であ
る。
1.ファイルサーバ、 CPUサーバ、 DBサーバなどの各種サーバ

2.分散・協調計算
計算機の得意分野ごとに癖旨を分散ざせ、自分はPCやwsからそれらにテクセスして全
体として計算を進めていくという計算モデルは今でもかなり一般的になってきている。例え
ば、メインフレーム(センター設置の′M1800等)は7pアイルサーバとしての機能は他の追随を
許さず、さ‑らにベクトル計算機(同じくVP2600等)は特に数値計算サーバとしての機能に優
れている.従来はこれらで全部まかなう̲という感じであったのだが(なぜならばそれしかなかっ
たから)、今やグラフィックスに関しては専用プロセッサで桟能強化しているGWSの方がよ
いし、電子メールなどはある葛味でメインフレーL・を傍うのはもった.いない。̲‑
また、計算桟群をネットワークでつなぎ、計算結果を交換しあって全体として‑?の「計
算」れていくという分散協調型のげルは(比較的低速なイーサB.?下卑どで箪合し毎Vさ
て実効が上がるかどうかはともカナく)今後スーパーヲンビューテ.イングの有力な手法のひとつ
になることがかなりの確率で予想される1。
1.3

ネットワークのせいで不便になること

計算機ユーザにとってはそんな哲学の問題など興味はないだろうけど、それでも考えてお
かなければならない厄介な問題がいくつかある。今までは「計算機が一つ」という意薗だった
から日本語コード体系にしても、浮動小数点数のフォーマットにしても計算機側が勝手に決め
ることができた。だって「他の計算機」という概念がないんだもの20
これからはフてイル転送にしても、分散計算にしても、ユニザに対して種類の異なる計算
機が生で見えてくるようになるわけである。例えば、パーソナルコンピュータで簡単な前処理
だけやって、後はベクトル計算機をぶんまわすという計算はネットワークの高速化とパーソナ
ルな計算環境の整備でこれから(今よりも)ずっと一般的になるだろう。この時にパーソナル
コンピュータとベクトル計算機という最低′2種類の計算機がデータのやりとりを行うわけであ
る。
これから、このような時に大問題になるデータ7.オーマッ‑トのうち数種類について解説し
ていこうと思う.最大の問題は計算機どうLがデータのや.りとりをするときにはデータフォー
1計算機センター等に生息し、マクロ的な計算横システムの構築を考える人で今後、例えば10季前の大型計算
機センターのようなシステム構築方法から頭が放れられない人はそれだけで失格である。 ‑と言い切ると天に唾
しているような気がしてしょうがない。
2某国の通産省がその昔、独自仕様計算機を作り続ける国内メーカに対してその路線を転換して当時世界業界標
準であったIBMクローンを製造するように強力に指導したのは有名な話。
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マットの違いに注意しなければならない、という面倒な状況がユーザに投げ出されたままで
あることである。コンピュータネットワークはこの流れを加速する。無防備なユーザは奔流に
飲みこまれてしまうかもしれない。タイトルの「コンピュータネットワークのせいで不便にな
ること」とは実はこのことを指すのである。この奔流から身を守る方法として、一番原始的だ
が、実は一番効果的な方法としてはたとえば
・単一種類の計算機(とそのネットワーク)しか使わない
と言うものがある。パーソナルコンピュータでも規模の大きいネットワークが構築できる
ようになっているので、 PCならPC、 MacならMacだけでネットワークを構築し、、その中
に閉じて仕事をすることは(仕事にもよるが)実はそれほど奇異なことではない。
しかし良く考えて欲しいのだが、パーソナルコンピュータなど100台つなげたって、浮動
小数点数演算に関してはできることなどたかが知れている。スーパーコンピュータを中核と
して複数種類のアーキテクチャと上手につきあって、研究効率をあげた方が絶対お得である。
‑と、さりげなく大型計算機センターの宣伝をして本文に移ろう。
2

アーキテクチャによって違うもの

まず、世の中に存在する計算横がどれほどバラエティに富んでいるかを表によって示すこ
とにしよう。
/

iワード長とは「1ワード」が何ビットからなるかを示す。 「32bitマシン」などと言えば、
普通1ワードが32ビットからなっているマシンのことをいう。現在の主流は1ワード
‑32ビットである3。
ii BはBig Endian、いまLittle Endianを表す.
iii EはEBCDIC、 AはASCIIを表す。ただし、これは主としてOSに依存する話であっ
て、チップに依存する話ではない。
ivJはJEF、 EはEUC、 SはシフトJISc これもチップに依存する話ではないが、データ
交換をしようとする(最近の)ユーザが最初に引っかかる所でもある。
v M昼由M社私vi事VAX仕様、 CはCRAY壮様、 IはIEEE親格。
以下、少し詳説を試みることにし・よう。
3余議やあるが、昔、パーソナルコンピュータといえば16ビット横が全盛のころに某ソフトハウスでパーソナ
ルコンピュータ関係のアルバイトをしていた某君は「1ワード」といえば16ビットのことだと思う習性がついて
しまい、大型計算概センターに就職する前にリハビリが必要だったとか。今となっては懐かしい話である。
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ワード長

1ワードが何ビットからなるかを表す。整数(通常1ワード)が何ビットからなるかを誤解
していると、思わぬ失敗をすることがある。 64ビットを整数と思っているマシンと32ビッ
トを整数上思っているマシンでのデータ交換はどちらかが注意しないと一般にうまくいかな
い。
64ビットマシンでsrcを用意し、
r40007, cat src.c
#include

くstdio.h>

main()
t
int i

‑ 1;

fwrite(&i, sizeof(int), 1, stdout);
I
r40007.

さらに32ビットマシンでdstを用意する。
spare/ cat dst.c
#include

くstdio.h>

main()
(

mt 1;
fread(&i, sizeof(int), 1, stdin);
printfC'/d＼n", i) ;
I
spare/,

次のようなことをやると、
r4000/, src I rsh spare dst
0
r40007.

となる。要注意。
ワード長についてちょっと現状を解説しておこう。環状の主流は32ビットを1ワードと
するものである。メインフレームは言うに及ばず、 PCやWSの分野でもi286がようやく駆
逐され、 32ビットマシンが主流になってきた4。
ところが、最近では新たに64ビットマシンが出始めて来ている。当初はCRAYだけの酔
狂で済むかと思われていたが、さにあらず MIPS R4000はすでに市場に出ており、さらに
SPARCにも64ビット化の計画がある。メインフレームにはその計画は少なくとも表には出
ていないが、このままでいくと完全に取り残されるのではないかと他人事ながら気になる。
4制御用マシンではこんなことはない。念のため。
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4

バイトオーダ

ここでは簡単のた捌こ32ビットのチップで話をする。レジスタは4バイトからなる。
i486やDECから出ているマシン群ではレジスタとメモリの間でデータを転送する時に以
下のようになっている。
ー1バイト
→

レジスタ

(MSB)

(LSB)

(アドレス大)

(アドレス小)

これがいわゆるLittle Endianと呼ばれているものである。
ところが、 M1800やVP2600をはじめ、 SPARCなどでは以下のようにしている。
レジスタ

(MSB)

(LSB)

(アドレス小)

(アドレス大)

これは一般にBig Endianと呼ばれている。世の中のバイトオーダは大まかにいってこの
2つ5に分類される。ファイルやLANを通じてデータのやりとりをする場合、これがまず問題
になる。ただし、インターネットの世界では「ネットワークバイトオーダ」というものが定め
られている。これに従えば、 BigEndianでデータ交換をすべLということになる。

5

日本語コード

異なった計算機システム間でファイルを移動させる時にまず最初につまずく(であろう)の
が日本語コード体系である。環在、日本では日本語コードに対してはJISが定められており、
5ところで、筆者の回りには以下のような方式をとっている32ビットチップが存在する。これも一応はLittle
Endianと呼ぶべきなのであろう。
レジスタ

(MSB)

(LSB)

(アドレス小)

(アドレス大)

6日本語コードの扱いというのは本来文化的な側面があるものであるが、その標準を通産省が定めあまつさえ
罪‑水準、第二水準などという形で変に差別化しているのは問題であるという意見もあることにはある。読者は
「電算処理による事務の効率化」の美名の下、 JISコードにないからと勝手に名前の表記が変更されたら心穏や
かでいられるだろうか?
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情報処理では一応標準7ということになっている。ところが、計算機システムによっては扱い
やすいように適宜JISをモディファイしているところがある。環在主流なのがJIS、シフト
JIS、そしてEUCと呼ばれるコード体系である。もうひとつ、 JEFというMSP標準の日本
語コード体系があるが、すべてJISから簡単な変換規則で得られる0
OSによっては標準の日本語コード体系を定めているところがある。例えば、 MS‑DOSと
SONYのNEWS‑OSではシフトJISが、 UXPではEUCが標準のコード体系である。さら
に、メールを交換する時のコード体系はJISであることと定められている。念のためにいって
おけば、これはハードウエアには直接関係なく、せいぜいOSレベルの話である。

5.1 日本語コード自動判別
いつのころからか以下の主張が有効になってきている。すなわち:
「日本語コード体系は任意でよい。ソフトの側で対応しましょう。 」
上の3つ(JEFまで含めれば4つ)のコード体系が淘汰されない理由のひとつに、統一する
ことにあまり意味がなくなっていることがある。
上の3つのコード体系についてはある簡単な方法を用いれば、ほとんど確実に3つのうち
どれを用いているかが判別できる。この方法は筆者の回りでは1980年代の半ばにはすでにコー
ド化されていた8。
上の主張が有効であるのは、じつは使用コード体系がほとんど自動判別できるということ
にも依存している。
現在、ファイルの日本語コードを自動判別してくれるソフトウエアのうち、センターでサー
ビスしているものには以下のものがある。
・emacsの日本語版。
これは電総研の/)、方、半田両氏によってなされた。
・

nkf

これは富士通研の市川氏によってなされた。

5・2 日本語コードの相互変換(I)‑ツールの利用
さて、次のようなことがしたいとする:
「センターのUXPの上で日本語を含むデータを作成し、それ亨パーソナルコンピュータ(OS
はMS‑DOS)に転送し、こまごまとした編集を雇う。 」
UXPは特に何も指定しないとEUCを用い、片やMS‑DOSではシフトJISが標準になっ
ている。この時にEUCからシフトJISへのコード変換が必要になる。環在センターでは次の
ようにすれば変換ができる。
5.2.1

emacsを用いる方法

eraacsを用いてコード変換ができる emacsを起動すると、下の方に図のようなタイトル
バーが出てくる(ディスプレイiこよっては色がついていたり、白黒反転になっていたりする)0
7筆者は国粋主義者ではないつもりだが、最近の某コードのように日本語を使用しない人間が日本に自分たちが
勝手に作った日本語コードを強制するのはどう考えてもおかしい。
8筆者が理解していたかどうかは別問題
9nkfの処理速度は遅いと言うのが定評である。しかし「プログラム資産を共有し、骨で貢献していく」という
ネットワーク文化(というものがあるとしたらそ)の最も良質な部分を体現しているものとしての評価が高い。
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ト一一]一一一‑NEmacs: file.euc

(EEE‑

:

Fundamental)

‑All‑一一

一一

千 (ファイルコード)

その真申辺りにある四組のアルファベットのうち、一番左側がファイルに使う日本語コード体
系を示している EUCはE(デフォルト)、 JISはJ、 (シフトJIS)はSで表す。
‑x・KAFを何回かやると、これが次のようになるはずである。
(SEE‑ : Fundamental) ‑All‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[‑‑‑]‑‑NEmacs : file.euc

こうしてからファイルをセーブすると、シフトJISにコード変換がなされることになる。
5.2.2

nkfを用いる方法

nkfを用いる方法では、出力先のコード体系を指定するだけで良い。
kyu‑cc/, nkf ‑s < file.euc > file.sjis

主なオプションは以下の通りである。

出力先コードはシフトJIS
出力先コードはEUC
出力先コードはJIS
5.2.3

fconv

UXPの上のfconv(/usr/思p/fconv)はもともとMSPとUXPの間の様々なファイルフォー
マット間の変換用に作午年た強力なフィルタである甲、コード変換(JEF+EBCDIC‑◆EUC)
にも使える。
JEF ‑EUCこの場合、 output‑fileはMSPの固定長フォーマットになる。
kyu‑cc/, fconv ‑c < input‑file > output‑file

EUC ‑ JEFただし、 input‑fileがMSPの可変長フォーマットの場合。
kyu一cc7,

fconv

‑C

‑i

Vくinput‑file

‑99‑

>

output‑file
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5.3

日本語コードの相互変換(II)一日分でプログラミングする

コードの変換アルゴリズムは単純であるから、効率さえ無視すれば、自分でプログラミン
グしてもたいした手間ではない10。ここでは基本的なアルゴリズムを述べるにとどめることに
する。ついでにJEFコードについても述べることにしよう。ただし、半角カタカナ11や、特
殊コード12については考慮しないことにする。
以下、説明のために以下を仮定する。
●

日本語は1994年環在、 16ビットコードで表環するのが主流である。ここでも16ビッ
トコードで表環することにするO変換前のコードのうち、上位8ビットをC2、下位8ビッ
トをclとする。

変換後のコードについても、上位8ビットをC2、下位8ビットをclとする。
・charは8ビット、 intは16ビット以上であることを仮定する。
・JISとJEFでは、日本語コードはある特定のシークエンスで囲む(その前後に何がある
かはとりあえず考えないことにする)方式を取っている。例えば、文字列「,例1」の表
現方法を考えると、 JIS(+ASCII)と、 JEF(+EBCDIC)ではそれぞれ以下のように表
課される。

例

ここでは日本語文字列を囲むシークエンスは以下のようになっている0

これらのシークエンスの挿入/変換/除去については省略する。
5.3.1

JEF tーEUC

両者のコード自体は同一である.
c2jEF

‑

&EUC',

cIJEF

‑

clEUC]

10し、適当な頭の体操にもなるのでこの手のフィルタを作った経験のある人はどこにでもいるはずである。一部
ではスピード放争が漁りひろけられ、新しいフィルタが開発され続けられているらしい。
11あの貧相な字体はなんとかならないものか。
12ここでNEC‑PCユーザに一書申し上げておきか,のであるが、例えば①のような○囲み数字はNEC‑PCの
特殊コードであり、 JISコード外である。無反省に①などと使うのは自別してほしい。
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5.3.2

JIS十一EUC

EUCからJISへは各バイトの敢上位ビットを落すだけ。
c2jrs

‑

c2Euc& Ox7f;

clj/s

‑

zleuc& Ox7f;

逆にJISからEUCへの変換は各バイトの最上位ビットを立てるだけ。

5.3.3

cleuc

‑

c2j/5 I Ox80;

cleuc

‑

clJISI Ox80;

JISー◆シフトJIS

使い道としてはこの相互変換が一番役に立つであろう。高速計算機に載っているOSの牡
界ではシフトJISがほとんど使われていないのにパーソナルコンピュータの標準漢字コードが
シフトJISであることがこれらの変換を「役に立た」せている最大の原因である。今となって
はどちらかが譲歩できるというような状況ではなくなってしまった。
まず、 JISからシフトJISへの変換。

c2sjjs

Ox71 c2>Ox5e;

‑ ((c2j/5‑1)サl) +

( Oxbl otherwise.
Oxlf ifc2j/5 is odd, and cl < Ox60;

elsjis

‑

cljis

+

Ox20 ifc2j/5 is odd, and cl ≧ Ox60;

( Ox7e

if c2jJ∫ is even

逆変換についてはわざと下のように書くが、これをコーディングする場合は工夫の余地が
だいぶある。
Oxel ifelsjis < Ox9f and c2sjis ≦ Ox9f;
OxeO ifdsjis ≧ Ox9fand c2sjis ≦ Ox9f;
c2j/s

‑

2・c2sjis

‑

Ox161 ifclsjis < Ox9f and c2sjis > Ox9f;
Ox160 ifclsjis ≧ Ox9f and c2sjis > Ox9f;
Oxlf ifcl5J/s ≦ Ox7f;

cljjs

‑

CI5J/5

‑

Ox20 ifOx7f < clsjis < Ox9f;

( Ox7e
6

ifclsjis > Ox9f;

英数字

太古の昔、世の中にはEBCDICというコードが定められており、計算機(当時はIBMと
その互換機が全盛であった)の英数字のコード体系といえば、 EBCDICと決まっていた。と
ころが、今はASCIIと呼ばれるコード体系13が主流である。
面倒なことに、 1993年度現在14でセンターの主OSであるMSPのコード体系だけがEBCDIC
なのである。ここではEBCDICとASCIIの間のコード変換プログラムを設計しよう。それだ
けではつまらないので、速いフィルタを書くための一般的なテクニックのひとつであるテーブ
ル方式を解説することにしよう。
13より正確にいえばASCIIを英数字のコード体系に採用しているシステム
14あくまでも「現在」である。この点については一寸先は間であることを明言しておこう。
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6.1

速いフィルタはどう書くか?

簡単な例として、 32ビット整数を16進表示するプログラムを考えよう。速いフィルタを
書こうとする時には、以下のように変換テーブルを内部に持っておくとよい。

void d2h(int i, char *ans)
t

static char hex[16] = {JOJ,'1','2','3','4','5','6',>7>,>8>,
>q>

}‑.>

>y.i

ir>

一d'.'e'.'f>;

ans[4] = 0;
ans[3] = hex[i & OxOf];

ans[2] = hex【(i & OxOfO)サ4j;
ans[l] = hex[(i & OxOfOO)サ 8];
ans[O] = hex[(i & OxfOOO)サ12];
)

これをいちいち例えば、
tint

ii

=

i&OxOf;

ans[3]

=

ii

+

((iiく10)?一0':

Oa'‑10))}

などとやると、途端に計算が遅くなる.ただしこれも程度問題で、例えばシフトJISから
JISへの変換テーブルを全部持とうなどということは現実的でない15。 EBCDICヶ→ASCIIの
フィルタは変換テーブル方式でプログラムをかける問題のサイズを持っている自明でない例に
なっている。プログラムは以下の通り。
char ascii2ebcdic[256コ

=

('＼0㌧J＼0','＼0','＼o¥ ＼0㌧へoJ,へo','＼o',へ0㌧J＼0','＼0','＼0㌧J＼ov＼ov＼0'.'＼0㌧
J＼0','＼0','＼0','＼ov＼0','＼0','＼0','＼0㌧へo'. ＼OJ,へoJ,へ0㌧J＼oJ.へ0㌧へ0','＼0㌧
Ox40,Ox4ま,Ox7f,Ox7b,OxeO,Ox6c,Ox50,Ox7d,Ox4d,Ox5d,Ox5c,Ox4e,Ox6b,Ox60,Ox4b,Ox61 ,
OxfO.Oxfl.Oxf2,0xf3,0xf4,Oxf5tOxf6,0xf7,0xf8,0xf9,Ox7a,Ox5e,Ox4c,Ox7e,Ox6e,Ox6f ,
Ox7c,Oxcl ,Oxc2,0xc3,0xc4,0xc5,0xc6,0xc7.0xc8,0xc9,Oxdl ,Oxd2,0xd3,0xd4,Oxd5,0xd6,
0xd7,0xd8,0xd9,0xe2,0xe3,0xe4,0xe5,Oxe6,0xe7,0xe8,0xe9,0x4a,Ox5b,Ox5a,Ox51 ,Ox6d,
Ox79,Ox81 ,Ox82,Ox83,Ox84.Ox85,Ox86,Ox87,Ox88,Ox89,Ox91 ,Ox92,Ox93,Ox94,Ox95,Ox96,
Ox97,Ox98,Ox99,Oxa2,0xa3 ,0xa4,0xa5,0xa6,0xa7,0xa8,0xa9,OxcO,Ox6a,OxdO,Oxal ,Ox07,
J＼0','＼0','＼0','＼0','＼0','＼0','＼0', ＼0','＼0㌧一＼0','＼0㌧一＼0','＼0','＼0㌧へo'.'＼0㌧
'＼0㌧'＼o¥ ＼ov＼0',へo','＼o','＼o','＼o','＼0㌧'＼o', ＼o','＼o','＼o','＼o','＼0㌧'＼oJ,
'＼0','＼o¥ ＼0','＼0㌧一＼0','＼0','＼0','＼0㌧'＼0㌧'＼0','＼0','＼0㌧へo','＼0㌧へo¥ ＼0㌧
'＼o¥ ＼0一,一＼o¥ ＼0一,J＼0','＼0','＼0','＼0','＼0', ＼0','＼0㌧一＼o¥ ＼0㌧へo','＼o', ＼oJ.
'＼0㌧一＼0㌧一＼0','＼0', ＼0', ＼0','＼0','＼0㌧'＼0','＼0','＼0㌧'＼0','＼0','＼0','＼0¥'＼OJ,
J＼0','＼0㌧一＼0','＼0㌧'＼0㌧J＼0㌧'＼0','＼0','＼0','＼0','＼0','＼0','＼0一,J＼0㌧へo¥ ＼o',
'＼o¥ ＼0㌧'＼o','＼o','＼o','＼0㌧'＼0','＼0','＼0','＼0㌧一＼OJ.へ0'.'＼0㌧へoJ,へ0㌧'＼0㌧
'＼0㌧'＼0㌧J＼0㌧'＼0','＼0㌧へ0㌧'＼0㌧へ0㌧へ0㌧J＼0㌧へ0㌧へo','＼0㌧へo','＼o','＼o一
)

char ebcdic2ascii【256] =
(

15組み合わせてスピードアップということは十分考えられるが。
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へo'. ＼oJ,へ0㌧へo','＼o','＼o一,J＼O',Ox7f,サ＼0㌧'＼0㌧へ0㌧、へ0㌧へoJ,へoJ.へo', ＼0㌧
'＼o', ＼0㌧へ0','＼0㌧一＼0','＼ov＼0','＼0㌧へo','＼o',へ0㌧へoJ,へo'.へo¥ ＼0㌧'＼0㌧
へ0', ＼0',へ0','＼0','＼0','＼0','＼0','＼0㌧へo','＼oJ.へo','＼0㌧へ0㌧へ0', ＼0'.'＼oJ.
'＼o'. ＼o','＼ov＼0㌧'＼0㌧一＼0','＼0','＼0', ＼0','＼o¥ ＼0㌧へo','＼o','＼o','＼ov＼0㌧
Ox20,へ0㌧へo¥ ＼0','＼0㌧J＼0', ＼OJ ,サ＼0','＼0'.'＼0一(Ox5b,Ox2e,Ox3c,Ox28,Ox2b,Ox21,
Ox26, ＼0','＼o¥ ＼0','＼0㌧へ0㌧'＼0㌧'＼0','＼0',へo',OxSd,Ox5c,Ox2a,Ox29,Ox3b,Ox5e,
Ox2d,Ox2:f, ＼o¥ ＼0'.一＼0','＼0','＼0','＼0','＼0','＼0',Ox7c,Ox2c,Ox25,Ox51,Ox3e,Ox3f,
'＼o¥ ＼o', '＼0㌧へo', '＼0㌧'＼0', '＼0','＼0','＼0',Ox60,Ox3a,Ox23,Ox40,Ox27,Ox3d,Ox22,
へ0',Ox61,Ox62,Ox63,Ox64,Ox65,Ox66,Ox67,Ox68,Ox69,へ0㌧へ0㌧ '＼0', '＼0','＼0','＼0㌧
'＼o',Ox6a,Ox6b,Ox6c,Ox6d,Ox6e,Ox6ゴ,Ox70,Ox71,Ox72,へOJ ,へo','＼0㌧へo', '＼o','＼0㌧
'＼o',Ox7e,Ox73,Ox74,Ox75,Ox76,Ox77,Ox78,Ox79,Ox7a, ＼0㌧へ0㌧へo','＼o', ＼o','＼0㌧
へo','＼oJ,へo','＼o','＼o','＼o','＼0','＼0㌧へo¥ ＼OJ,へ0㌧へo','＼oJ,へoJ,へo'.'＼0㌧
Ox7b,Ox41,Ox42,Ox43,Ox44,Ox45,Ox46,Ox47,Ox48,Ox49, '＼0㌧へ0', '＼0㌧へo', '＼o', ＼0㌧
Ox7d,Ox4a,Ox4b,Ox4c,Ox4d,Ox4e,Ox4壬,Ox50,Ox51,Ox52,へoJ ,へov ＼0㌧へ0㌧へO',サ＼0'.
Ox24, '＼0',Ox53,Ox54,Ox55,Ox56,Ox57,Ox58,Ox59,Ox5a, '＼0㌧へ0㌧へ0㌧へo¥ ＼0','＼0㌧
Ox30,Ox31,Ox32,Ox33,Ox34.Ox35,Ox36,Ox37,Ox38,Ox39,へ0㌧へo', '＼0㌧へOJ,へo','＼o'
)

void a2e(char *astr, char *ans)
(
甘hile (*astr)
*ans++ = ascii2e13cdic [*astr++コ;
書ans = '＼0';
)

void e2a(char *estr, char *ans)
t
while(♯estr)
*ans++ = ebcdic2asciiL*estr++] ;
*ans =

＼0';

)

ここではa2eがASCII文字列をEBCDIC文字列に、 e2aがその道変換をするルーチンに
なっている。

7

ftpのテキストモードとは7 ‑普通のテキストだって安心できない

インターネットの世界でファイル転送を行う場合、 ftpが一般に使われる。コード系の変
換がでたついでに、 ftpでフアイ)i,転送をする場合の変換フイ)I,タについてちょっと解説して
おこう。
ftpにはテキストモードとバイナリモードの2つのモードが存在する。それらの違いは基
本的には行末を表すコードの調節をする(テキストモード)か、しないか(バイナリモード)ど
けにある16。
qviss/, ftp kyu‑cc

16ただしMSPとのフ7イル転送でテキストモードの場合はEBCDIC

と

ASCIIの変換くらいはやってくれ

る。
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220 kyu‑cc FTP server (UXP/M) ready.
Name (kyu‑cc:xxxxxx) : a79999a
331 required for a79999a.
Password:
230 User a79999a logged m.
ftp>bin
200 Type set to I.
ftp> ascn
200 Type set to A.

上のセッションでbin(バイナリモードへ)とascii(テキストモードへ)がこれらの調節を
するサブコマンドである。
では、行末コードを調整する必要があるかどうかという話であるが、 Unix、 MS‑DOSと
Macではそれぞれが異なる行末コードを使っている17。
MS̲DOS

行末コード

Mac Sys.7

OxOaOd

したがって、テキストをバイナリモードだけでやりとりすると、しばしば喜劇的なことが
起きる ftpのモードはこれを調節するため4こも重要である。
Mac→Unix viで縮集しようとすると「1行が長過ぎて猫集できない」というメッセージ
がでたら、まずこれだと思ってよい emacsを使って、 AMを一Jに変換すればよい。
MS‑DOSーUnix viでもemacsでも同じだが、行末に一Hが表示されるファイルはこれ
だと思ってよい。見苦しい。

8 浮動小数点数フォーマット
センターのM1800とVP2600システムの浮動小数点数フォーマットはM形式と言われる
IBM互換形式である。ところが、ほとんどのワークステーションやパーソナルコンピュータ
ではIEEE形式と呼ばれるフォーマットで浮動小数点教を表課している。両者は(当然のこと
ながら)異なる。バイナリデータでの交換18をしようと思ったら、形式変換が必要になる。

8.1 浮動小数点数の表現
浮動小数点数フォーマットには一般に単精度のものと、倍精度のものがある。 32ビット
アーキテクチャでは単精度といったら32ビットでの浮動小数点数の表現、倍精度といったら
64ビットでの浮動小数点数の表課を指す場合が多い。

仮数部(m)
17MSPではこれに代わるものとしてレコードの概念があり、面倒なので取り敢えず説明しない。もちろん、 ftp
を使ってMSPと他のシステムとの間でデータセットのやりとりをする時にこれらの変換はやってくれる。
18これをやろうとすると、浮動小数点教フォーマットの変換の他にもバイトオーダや、 (Fortranの場合)レコー
ドのフォーマットの整合性をとる必要があるので、実は結構面倒くさい。
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上でSは符合部を表し、 1ビットをあてる。この他に基数(b)と、指数部にはかせるげた
(q)の情報が必要になる。
これらを使って、浮動小数点数はどう表現されるかということを考えると。 Cとmをそれ
ぞれのビット幅をもった符合なしの整数とみなすと
(‑ir x be‑q x Rep(m)
となる。ここで、 Rep(m)はmの表す小数であるとする。この場合正規化の条件(6‑1 <
Rep(m) < 1)をつけるのが一般的である。
8.1.1

M形式

M1800とVP2600ではこの形式を使っている。

ただし、 Rep(m)が正規化条件を満たしていないとだめ0
8.1.2

IEEE形式

i386以上のチップ、 WSに用いられているチップのほとんどはIEEE形式を用いている0

ただし、単精度ではeが255の場合、 mが0ならば負の∞、それ以外ではNaN(NotaNum‑
ber)、倍精度でもCが16384の場合、 mが0ならば負の∞、それ以外ではNaN(Not a Num‑
ber)を表すことになっている。さらに、 e‑0かつm≠0の場合、単精度なら(‑1)*‑2‑126
m‑2‑23、倍精度なら(‑l)サ.2‑1022.m.2 52、を表すことになっている。
注意すべきはe = 0の場合を除き、 Rep(m)/2が自動的に正規化の条件を満たしているこ
とである。
8.1.3

その他

昔のCDCやVAX、新しいところではCRAYは独自の形式で浮動小数点数を表課してい
る。その他、基数を10に̀とるフォーマットを受けつけるプロセッサもある。
そう、 「異機種間、バイナリで浮動小数点数をやりとりするのはとても面倒」なのである。
でも、そうもいってられないし、適当につき合うことでメリットがあるなら、つきあってやろ
うじゃないかというと、やはり、フォーマット変換が必要になってくる。
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8.2

フォーマット変換

ここではとりあえず問題になりそうなMt→IEEEの間の変換を考えることにしよう19。
例えばMacで作ったTIFF形式のイメージデ「タをUXPで表示させようとするときに役に
立つ20。
簡単のため、 1ワードは32ビット、バイトオーダはBigEndianとする。さらに筒単のた
め、 ‑∞やN年Nも無視する。エラーがおきてもしらんぶりという最低限の条件で作ることに
しよう。

8.2.1

準備

以下の操作ではビットごとのシフト、 AND、 ORが必要になり、さらにビット幅までを
考慮に入れる必要がある。アセンブラでプログラミングすれば好き勝手にできるのは事実であ
るが、生産性を考えればアセンブラというのは最悪の選択である21。ここでは、アセンブラプ
ログラミングは好事家にまかせておいて、 Cでプログラミングすることにしよう。
ここで重宝するのがビットフィールドとunionである。
Cにおけるビットフィールドはデータのビット幅を指定する時に用いる。 M形式、 IEEE
形式の浮動小数点数フォーマットは次のように表課される。
typedef stmet {
unsigned sign : 1 ;
unsigned exp : 7;
unsigned mant : 24;
}mfloat;
/* M Float sign:l, exponent:7, mantissa:24 *!
七ypedef struct (
unsigned sign : l ;
unsigned exp : 8;
unsigned mant : 23 ;
> ie3float;
/*王E3 Float sign:l, exponent:8, mantissa:23 */

typedef struct t
unsigned sign : l ;
unsigned exp :7;‑
unsigned man℃ : 24;
unsigned mant2 ;

19ただし、スーパーコンピュタが学内に3システム(しかもいずれも大規模)もころがっていて、 M形式、 CRAY
形式、 IEEE形式の浮動小数点教のフォーマットにそ̲れぞれ気を配らなければならないという1■大のよう
な、九大などかすんでしまうような環境に「栄転」すると、 「とりあえず」などということは言えなくなってし
まうけど…
20センターではⅩ'(/usr/local/bin/Xll/Ⅹ')を使うとこれができる。
21し、そもそもRISCに代表されるようにプロセッサの複雑皮がましている弟在、人間の書くアセンブラコー
ドがコンパイラの吐き出すコードより上等であるというのは迷信にすぎない。
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} mdouble;
/* M Double signtl, exponent 7, mantissa:(24+32) */
typedef struct t
unsigned sign: l ;
unsigned exp: ll ;
unsigned mant : 20 ;
unsigned mant2 ;
y ie3double;
/*工EEE Double signrl, exponent ll, mantissa:(20+32) */

実はこれでも不十分。昔のCはいざ知らず、環在の規格で は、ビットフィールドは指定さ
れたビット幅を格納するだけに十分な幅を取ら.なければならないとされているだけで、それ以
外の規定はない。これを指定幅にきちんと収めるためには外から規制を加える必要がある。そ
れがunionである。
typedef union {
ie3float
mfloat
float

ie3
m

;

f

;

;

} float̲七;

typedef union t
ie3double ie3 ;
mdouble

m

:

double

d

;

J‑ double̲七;

ここまでやれば、 (まず)大丈夫。
8.2.2 単精度浮動小数点数
エラー処理も何もしていないので、実際に使う場合は適宜改良すること。

float̲t m2ie3float(float̲t fp)
t
int shift;
float̲t rfp;

if (fp.f == 0.0) return fp;
shift = (fp.m.mant & Ox800000? 1:
fp.m.mant & Ox400000? 2:
fp.m.mant & Ox200000? 3: 4);
rfp.ie3.sign = fp.m.sign;
rfp.ie3.exp = 4 * fp.m.exp ‑ shift ‑ 128;
rfp.ie3.mant = ((fp.m.mantくくshift) & Ox7fffff);
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return rfp;
)

float.t ie32mfloat (float̲t fp)
(
int shift;
float.t rfp;

if (fp.f == 0.0) return fp;
shift

=

3

‑

((fp.ie3.exp‑127)・/

4);

rfp.m.sign = fp.ie3.sign;

rfp.m.exp = ((fp.ie3.exp ‑ 127)サ2) + 65;
rfp.m.mant = (fp.ie3.mant I Ox800000)サshift;
return rip;
I

8.2.3 倍精度浮動小数点数
エラー処理も何もしていないので、実際に使う場合は適宜改良すること。

double̲t m2ie3double(doublet dp)
(
int shift;
double̲t rdp;

if (dp.d == 0.0) return dp;
shift = (dp.m.mant & Ox800000? 3:
dp.m.mant & Ox400000? 2:
dp.m.mant & Ox200000? 1: 0);
rdp.ie3.sign = dp.m.sign;
rdp.ie3.exp = 4 * dp.m.exp + shift + 767;

rdp.ie3.mant = ((dp.m.mantサshift) & OxOfffff);
rdp.ie3.mant2 = ((dp.m.mant I ((1ォshift)‑!))ォ(32‑shift))
I (dp.m.mant2サshift);
return rdp;
I

double̲t ie32mdouble(double̲t dp)
(
int shift;
double̲t rdp;

if (dp.d == 0.0) return dp;
shift = (dp.ie3.exp‑1023) '/. 4;
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rdp.m.sign = dp.ie3.sign;

rdp.m.exp = ((dp.ie.exp ‑ 1023)サ2) + 65;
rdp.m.mant = ((dp.ie3.man℃ Ox80000)くくshift)

I (dp.ie3.mant2サ(32‑shift));
rdp.m.mant2 = dp.ie3.mant2くくshift;
return rdp;
)

8.3

Fortranで提供されていること

以上はスクラッチから作る人のための情報であるが、センターのUXPとMSPのFortran
には浮動小数点数のフォーマット変換のために以下の機能が提供されている。ただし、 For‑
tranの場合はこれ以前にレコードフォーマットの変換をしなければならないので、気を配ら
なければならないことが存在することには変わりない。
8.3.1

UXPの場合

IEEE形式のバイナリデータのI/0をする時には以下に示すように実行時オプションをつ
ければ良い(変換できなかった時にはメッセージを出してくれることになっている)o
kyu‑cc'/, frt test.f
kyu‑cc/, a.outーWl.‑C.‑Mくieee.in.data > ieee.out.data

8.3.2

MSPの場合

MSPではIEEE形式のバイナリデータのI/0をするためには以下のようにする。
●この対象になるのは書式なし(順次or直接or索引)入出力文だけである。
●やりかたはFLIBのオプションとして指定する。下の例では基番1と2がIEEE形式デー
タのI/0をしている。
FLIB(CONVIE=(l ,2) )

MSPではさらにサブルーチンとしてIETOMとMTOIEが提供されている。本稿で作ったルー
チンにエラー処理を追加したものと考えればよい。
1. IETOM

IEEE形式をM形式に変換する。
2. MTOIE

M形式をIEEE形式に変換する。
形式(IETOM) CALL IETOM(IE3, M, ITYPE, RETCD 【,MSG])
形式(MTOIE) CALL MTOIE(M, IE3, ITYPE, RETCD [,MSG])
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解

説

引数解説
IE3変換前/後のIEEE形式データ額城(変数または配列要素名)
M変換前/後のM形式データ頚城(変数または配列要素名)
ITYPE単精度の場合0、倍精度の場合1を指定する。
RETCD復帰コード。

MSG Oの場合診断メッセージ出力、 1の場合抑制0

9

結びにかえて‑問題は解決されていない

ここまで、アーキテクチャやOS(総称してプラットフォームということにする)によるデー
タ表現の違いとそれを吸収するためのフィルタについて(ごく狭い範囲に限って)解説してき
m
環在、アーキテクチャの種類は多様になって収拾が不可能な状態であるし、また、別に収
束させる必要もない。ただし、ユーザがどう対処するかということは今後の大問題である。序
文でも触れたが、
1.計算機については同一機種しか使わないというのは、小規模の計算しかしない人にとっ
ては最通解である可能性があるo 「自分はいったい何がしたいのだろう」と一皮考えて
みよう。
2.大規模計算をしようと思えば、大型計算機センターのメインフレームの大容量メモリは
まだまだ価値がある。あきらめて、上手に複数のアーキテクチャとつきあおう。
3.超高速計算をしようと思えば、将来にわたって、 GFLOPS、 TFLOPSといった計算能
力を持つマシンとつきあう必要がある。この場合も潔くあきらめて、上手に複数のアー
キテクチャとつきあおう。
しかし、どちらにしてもユーザに責任を押しつけていることに変わりはない。とにかく昔
のような単一の大きな計算サーバで何もかもやるということで仕事の効率が上がらなくなっ
てきているのは事実である。特に大規模高速計算(‑スーパーコンピューティング)を指向し
ているユーザにとっては受姓の時代である。ただでさえ(自動並列化コンパイラがまだこなれ
ていないので)裸の並列アーキテクチャと格闘しなければならない時代に嫌気がさしているこ
ととは思うが、この小文で述べたこともついでに頭の片隅にとどめておいてくれれば幸いであ
る。
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