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お願い等
• PCはWindows/Microsoft Update，Apple Security Updateな
どで最新のセキュリティアップデートを行ってください。

– 必ず現在サポート対象になっているOSを使用してください
• 例えばWindows 7以前, Windows 8はNG
• Windows8.1, Windows10であればOK
• MacOS: High Sierra, Mojave, CatalinaはOK

• 必ずウィルス対策ソフトウェアをインストールし，ウィルス検索を
実行して問題がないことを事前に確認してください。

• OSは、Windows、Mac、Linuxいずれでも構いませんが、SSH
を用いてセンターのスーパーコンピューターへ接続ができること
が必要です（後述）。

– Windowsでは cygwinを使ってインストールすることをお勧めします
– Mac, Linuxではインストール済みのOpenSSHで大丈夫です



• PC上のソフトウェア類の準備
• スパコンへのログイン準備
• GUIクライアント



Cygwin: Windows上のUNIXライクな環境
https://www.cygwin.com/

• 利用者ガイド
– https://cygwin.com/cygwin-ug-net.html

• まずやるべきこと
– インストーラ（setup-x86_64/32.exe）を予め入手
– インターネットに接続し，インストーラをダブルクリック
– 以下指示に従ってインストールを進めてください

以下しばらくはCygwinの話
Mac/Linuxの方はスキップしてください

https://www.cygwin.com/
https://cygwin.com/cygwin-ug-net.html


指示に従ってください
https://www.cygwin.com/

1 2

3 4

ダウンロード元のサイ
トを選択してください。
「jp」ドメインの方がよ
さそうです

https://www.cygwin.com/


まずはデフォルト機能のインストールから
https://www.cygwin.com/

• 基本的な機能はデフォルトのインストールでOKですが，本講習
会で必要なものが抜けている可能性があります。
– 従ってマニュアルでインストールする必要があります
– インストーラをダブルクリックすれば後で追加も可能です

• 本講習会では下記が必須です（デフォルトのインストールでは
抜けている可能性あり：特にopenssh）
– openssh (for all users)
– openssl (for all users)

• インストールされているかどうかは確認が可能です

https://www.cygwin.com/


“openssh”の確認（1/3）
Type “openssh”



“openssh”の確認（2/3）

“Keep”と出てきたら
“openssh”はインストール済み



“openssh”の確認（3/3）

“Skip” が現れたら「未インストール」を意味する

以下「openssh」を例にマニュアルインストールの
実施方法を紹介する



“openssh”のインストール（1/3）

プルダウンメニューをクリック



“openssh”のインストール（2/3）

適切なバージョンを選択
（通常は最新版）



“openssh”のインストール（3/3）

「Skip」のかわりにバージョン番号が出てきたら“openssh” のインストール準備完了
（インストールは完了していない）

「次へ」をクリックしてインストールを実行



“ssh-keygen (OpenSSH)” ：インストール
の確認
$ ssh-keygen --h

ssh-keygen: unknown option -- -
usage: ssh-keygen [-q] [-b bits] [-C comment] [-f output_keyfile] [-m format]

[-t dsa | ecdsa | ecdsa-sk | ed25519 | ed25519-sk | rsa]
[-N new_passphrase] [-O option] [-w provider]

ssh-keygen -p [-f keyfile] [-m format] [-N new_passphrase]
[-P old_passphrase]

ssh-keygen -i [-f input_keyfile] [-m key_format]
ssh-keygen -e [-f input_keyfile] [-m key_format]
ssh-keygen -y [-f input_keyfile]

(…)
ssh-keygen -L [-f input_keyfile]
ssh-keygen -A [-f prefix_path]
ssh-keygen -k -f krl_file [-u] [-s ca_public] [-z version_number]

file ...
ssh-keygen -Q -f krl_file file ...
ssh-keygen -Y find-principals -s signature_file -f allowed_signers_file
ssh-keygen -Y check-novalidate -n namespace -s signature_file
ssh-keygen -Y sign -f key_file -n namespace file ...
ssh-keygen -Y verify -f allowed_signers_file -I signer_identity

-n namespace -s signature_file [-r revocation_file]



“ssh (OpenSSH)” ：インストールの確認
$ ssh

usage: ssh [-46AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface]
[-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port]
[-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11]
[-i identity_file] [-J [user@]host[:port]] [-L address]
[-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
[-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port]
[-w local_tun[:remote_tun]] destination [command]



その他

• Cygwinのインストールに60-90分程度かかる場合もあります
• 週末中にインストールしておくことを勧めます

• Windows 10以降であればCygwinの替わりにWSL（Windows 
Subsystem for Linux）を使うことも考えられます。
– Windows，Linuxに詳しい方はお試し頂いても結構ですが

OpenSSH等の機能のインストールを確認してください



• PC上のソフトウェア類の準備
• スパコンへのログイン準備
• GUIクライアント
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スパコンへのログイン準備
• ログインには

SSH公開鍵認証（SSH Public Key Authentication, 
SSH=Secure Shell）
だけを許可

– パスワード認証よりも安全，と言われている
• 手順

– Windows：Cygwinを立ち上げる，Mac・Unix：Terminal起動
– PC上で鍵（秘密鍵，公開鍵）を生成する

• 秘密鍵，公開鍵
• パスフレーズ（Passphrase）：鍵認証のためのパスワード



PC上で鍵（秘密鍵，公開鍵）を生成（1/2）
$ ssh-keygen -t rsa

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa): 

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.pub.

The key fingerprint is:
SHA256:vt88O+PTcscHkOyabvxGjeRsMWLAWds+ENsDcReNwKo nakajima@KNs-NEW-VAIO
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|       . o=oo.o+ |
|        +  O... .|
|         .+o+.   |
|          +oB. |
|        So *o*   |
|       .E   B.o |
|        .. = . o |
|         .=oB o +|
|        .+o+*O ..|
+----[SHA256]-----+

Your Favorite Passphrase

Enter

Enter

Same Passphrase Enter

操作手順
• ssh-keygen –t rsa <Enter>
• <Enter>
• お好きなPassphrase <Enter>
• 同じPassphrase <Enter>



PC上で鍵（秘密鍵，公開鍵）を確認（2/2）
$ cd .ssh

$ ls

id_rsa ⇒秘密鍵（Private Key）
id_rsa.pub ⇒公開鍵（Public Key）

$ cat id_rsa.pub

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDa6InmOYYaCrWjQDukjiNEfdW8veUwJyZtEI3oDu0A28
eey6p0wbtI7JB09xnI17O7HG4yYvOM81+/nlAHy5tAfJly0dsPzjTgdTBLdgi3cSf5pWEY6U96
yaEr0Ei8Wge1HkXrhcwUjGDVTzvT0Refe6zLdRziL/KNmmesSQfR5lsZ/ihsjMgFxGaKsHHq/I
ErCtHIIIf9V/Ds2yj6vkAaWH6asBn+ZsRiRFvwHPhkYAnp/j3LY6b8Qfqg0p4WZRenh/HgySWT
YIGi8x67VzMaUlm9qlK0QFMCaK2rivX1fmbwyWJ/vrWDqiek6YXoxLDu+GPeQ4CPvxJcZnqF9g
f3 nakajima@KNs-NEW-VAIO



• PC上のソフトウェア類の準備
• スパコンへのログイン準備
• GUIクライアント
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参考資料: sshコマンド以外のアプリ
PuTTY：Windows⽤遠隔ターミナル

•セキュリティ上問題が出ることも多いので、なる
べく最新版をお使いください。

•以下をアクセスする
http://hp.vector.co.jp/authors/VA024651/PuTTY
kj.html

•putty-0.71-jp20190410.zip をダウンロードして、
zipファイルを展開する。

2020/4/28 スパコンプログラミング（１）、（Ⅰ） 21



鍵の設定

• PuTTYの配布ファイルを展開すると、puttygen.exe
という実⾏ファイルがあるので、それをクリックする
• 右側にある、“Generate”ボタンをクリックする
• バーが出る。バーが右端に⾏くまで待つ。

• この間、空⽩エリアにマウスを移動させる。そうしないと、
いつまでたっても、鍵が⽣成されない。

• “Key passphrase”に、ログインするとき（この鍵を使うとき）
に使うパスワードを⼊れる。

• 注意：センターから配られたパスワードではない。
センターから配られたパスワードを⼊れないこと。

• “Save private key”をクリックし、適切な場所に鍵を
保存する。

2020/4/28 スパコンプログラミング（１）、（Ⅰ） 22



現在の状況（以下の画⾯は消さないこと）

2020/4/28 スパコンプログラミング（１）、（Ⅰ） 23

これが「公開鍵」。
OFPに登録する

これが、ログインする
ときに使うパスワード。
センターから配られた
パスワードを入れない
こと！

これでセーブされるの
が「秘密鍵」。
他人に見せては
いけない。



Oakforest-PACSへのログイン

• “セッション⼀覧”に、適当な名前（ofp）を⼊れ、
“保存”をクリック
• 下の、“開く”をクリック
• “login as:”が出るので、センターの利⽤者番号

を⼊⼒
• Authenticating with public key ”rsa-key-20080820“

Passphrase for key ”rsa-key-20080820“ のような
メッセージが出るので、⾃分で設定した鍵を利⽤するためのパ
スワードを⼊⼒
（注：センターが配布したパスワードではない）
• 以上が正しければ、ログインができる

2020/4/28 スパコンプログラミング（１）、（Ⅰ） 24



現在の⼿順

2020/4/28 スパコンプログラミング（１）、（Ⅰ） 25

手順１

手順２

手順５

手順６：
ログインへ

ofp.jcahpc.jp

ofp



現在の⼿順

2020/4/28 スパコンプログラミング（１）、（Ⅰ） 26

手順３

手順４



Oakforest-PACSへのログイン（以降）

•以降、“セッション読込”にある、設定ファイル
（先ほどの例では、“ofp”）を指定して、
“読込”ボタンをクリックすると、
先ほどの設定が復元できる

•同様に、“開く”をクリックすると、ログインできる
•画⾯が⼩さいという⼈は、、、

• “ウインドウ”ー“外観”をクリックし、
フォントの設定にある“変更”をクリックする

•サイズから、適切なフォントサイズを指定する
•設定ファイルに、この設定を保存する。
（保存を忘れると、次回にこの環境が復元できない。）

2020/4/28 スパコンプログラミング（１）、（Ⅰ） 27



WinSCP：Windows⽤scpクライアント

• 以下のサイトへ⾏く

http://winscp.net/eng/docs/lang:jp
• 適当なバージョンをダウンロード
• インストーラで⽇本語を設定すると、⽇本語版が

ダウンロードできる
• アイコンをクリックする

• ホスト名に、ofp.jcahpc.jp
• ユーザ名に、センター発⾏の利⽤者番号
• 秘密鍵に、⽣成した秘密鍵ファイルを指定する
• プロトコルを、“SCP”にする

• “ログイン”を押すと、ファイル転送モードになる

2020/4/28 スパコンプログラミング（１）、（Ⅰ） 28



TeraTerm Pro: Windows⽤遠隔ターミナル

• 以下のアドレスから、UTF-8 TeraTerm Pro with TTSSH2 をインス
トールしてください：
http://ttssh2.osdn.jp

1. 「ダウンロード」をクリック
2. 「4.104」の「teraterm-4.104.exe」をクリック
3. ブラウザに「セキュリティ保護のため…」が出る場合、

クリックしてブロックを解除
4. 「このファイルを実⾏または保存しますか？」

が出るので、「実⾏」をクリック
5. ⾔語（Ｊａｐａｎｓｅ）や「同意」を確認して、インストール
6. TeraTerm Proを実⾏したら、「秘密鍵」を登録してログインする

2020/4/28 スパコンプログラミング（１）、（Ⅰ） 29



Cyberduck: Mac⽤sftpクライアント

•https://cyberduck.io/download/
•無償だがdonationのリクエストあり
•Windows版もある
•Mac App Storeからダウンロードすると有
料なので注意

2020/4/28 スパコンプログラミング（１）、（Ⅰ） 30

https://cyberduck.io/download/


Terminus: iOS⽤sshクライアント

• https://termius.com
• iOS (iPadOS), Android, Mac, Windows, Linuxのマルチ環境対

応sshクライアント
• さすがにiPhoneでやるにはつらいが、通勤・通学中にジョブの実⾏ス
テータスやログを確認する程度には使える

• 有償サービス(Premium)もあるが、無料の範囲で⼗分使える

2020/4/28 スパコンプログラミング（１）、（Ⅰ） 31

https://termius.com/

