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1 ファイル名の変更の実際
ファイル名の変更はファイルシステムをもつOSで
はよく行われる作業の1つです。ここでは、フォルダに
あるファイル全てについて作成された日付および時間
をファイル名に追加するシェルスクリプトを例としま
す。すでにシェルスクリプトの基本は前回まででほと
んど説明してあります。さて、このシェルスクリプト
のポイントはなんでしょうか。

プログラム1　shell11.sh

答えは、プログラムを複数組み合わせて目的を達成し
ている点です。プログラム1を解説します。
3～5行目  拡張子を抜き出すためにawkを利用してい
ます。フィールド識別のための文字列を「．」とするこ
とで拡張子を抜き出します。もし拡張子が存在しない
場合、split関数（awkの組み込み関数）は1を返し、拡
張子がある場合は2以上の値を返します。

6行目  basenameコマンドはファイル名やディレクト
リの場所を示すパスからファイル名だけを取り除いた
り、拡張子だけを取り除いたりするコマンドです。詳
しくはman basenameと端末で入力しオンラインマ
ニュアルを御覧ください。結果は、拡張子が取り除か
れたファイル名が変数${bnm}に代入されます。
7～10行目  ファイルのもつ作成時刻をナノ秒単位まで
表示します。本当に正確な値かどうかはOSにも依存し
ますが表示可能です。それらを加工し日付と時分秒の
部分とナノ秒までの部分にわけてlsコマンドで指定し
たファイルについて出力させます。awkでさらに加工
します。awkではナノ秒を先頭の3桁まで利用してミリ
秒として新しいファイル名を作るために利用します。
以上のようにファイル名を変更するルールが決まれば
自在に応用が可能になります。なお、11行目ではecho

により画面に結果を出力させているだけなのでechoを
削除すればcp（コピー）コマンドが働き実際に複製を作
成できます。

図1　shell11.shの実行結果

2 複数のグラフを生成し1つの画像にまとめる
次のプログラム例では、gnuplotというグラフ作成

のアプリケーションとImageMagickという画像操作の
アプリケーションの2つを利用します。
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プログラムが利用可能か調べるため、端末で、 

$ gnuplot 

と入力しプログラムが起動すれば利用可能です。終了

は exitと gnuplotのプロンプトで入力して Enterキ

ーを押してください。同様に、以下のコマンドを実行

してください。 

$ montage 

利用方法が画面に出力されれば利用可能です。なお次

のように画面に出力された場合（図２）は、利用でき

ない状態です。Cygwinや Linuxではパッケージとして

利用可能なので、このパッケージを探してインストー

ルを行なってください。 

$ montage
bash: montage: コマンドが見つかりません

 

図２ コマンドが存在しない場合例 

#!/bin/sh
¥rm -f gA*.png graph.png gA*.gp
cat > gp.gp << EOS
set terminal png size MS,MS enhanced font 'Verdana,20'
set output MN
set size square
set grid
set xrange [-2*pi:2*pi]
set yrange[-1.2:1.2]
set xtics ('-2{/Symbol p}' -2*pi,'-{/Symbol p}' -pi,0, ¥

'{/Symbol p}' pi,'2{/Symbol p}' 2*pi)
set title "sin(MAx) and cos(MBx) curves"
plot sin(MA*x) w l lw ML, cos(MB*x) w l lw ML
EOS
SIZE=650
LWIDTH=3
A=("0.10" "0.40" "0.80" "1.60")
B=("0.50" "1.00" "1.25" "1.50")
for i in 0 1 2 3; do
N=gA${A[${i}]}-B${B[${i}]}
echo ${A[${i}]} ${B[${i}]} ${N}
sed -e "s/MA/${A[${i}]}/g" ¥

-e "s/MB/${B[${i}]}/g" ¥
-e "s/MS/${SIZE}/g" ¥
-e "s/ML/${LWIDTH}/g" ¥
-e "s/MN/¥"${N}.png¥"/g" < gp.gp >  ${N}.gp

gnuplot ${N}.gp
done
montage gA*.png -tile 2x2 ¥
-geometry ${SIZE}x${SIZE} graph.png
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プログラム２ shell12.sh 

shell12.sh を実行すると図３に示すような４つの

グラフを１枚の画像に出力します。さて、shell12.sh

を理解するためには次の３つがポイントになります。 

� ヒアドキュメント(bash の機能) 

� パラメータとなる文字列置換(sed) 

� 複 数 の 外 部 プ ロ グ ラ ム 起 動 (gnuplot と

montage) 

これらのポイントに注意しながら解説いたします。 

  

図３ shell12.sh の実行結果 graph.png 

3～14 行目 この部分がヒアドキュメントと呼ばれる

部分です。この例では cat コマンドに<<EOS から 14

行目の EOS までを流し込み（ストリーム）、ファイル

gp.gp へ書き出しています。これだけ分かればいろい

ろと応用ができます。4～13 行目は gnuplot で解釈

されるグラフ作成のための命令です。 

15 行目 650×650 ピクセルの画像を作成するために

変数値として SIZE に代入します。 

16 行目 グラフに描かれる線の太さを 3 とするため、

変数値として LWIDTH に代入します。 

17,18 行目 bash の配列宣言です。A および B は sin

関数と cos 関数に関わるパラメータとして利用され

ます。 

19行目  配列をアクセスするためにここでは、0から 3

まで iの値を変化させます。値の数が多くなる場合は、 

for i in $(seq 0 4) 

のように seq コマンドを利用すると便利です。 

22～26 行目  ここで、ヒアドキュメントで書きだされ

た gp.gp とう名前のファイルの中身を sed コマンド

により文字列置換を行います。MS, MN, MA, MB が

それぞれグラフのサイズ、出力される画像ファイル名、

sin 関数の周期、cos 関数の周期が具体的な名前や数

値に置き換えられます。 

27行目  sedの出力先は${N}.gpで指定されたファイ

ルです。gnuplot が起動され、このファイルを読み込

みます。 

29,30行目  作成された４つのファイルは図３のように

配置された１つの画像として graph.png という名前

で保存されます。 

 最後にグラフのアニメーションを生成する例をプロ

グラム３に示します。shell12.sh から変更された箇

所にグレーのハッチをかけてあります。２つのプログ
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ラムの違いをよく読みといてください。最大の違いは、

bash では実数演算ができないために外部プログラム

(bc コマンド )で実数計算を行わせている点とファイ

ル名に空白を使いたくないために printfコマンドで

ファイル名に使う文字列を整形している点です。

convert コマンドも ImageMagick のプログラムの

一部です。出力結果は graph.gif に保存されます。

gif 画像フォーマットでは簡易的なアニメーションが

実現できます。今回はこの機能を用いてアニメーショ

ン作成しました。連続した画像ファイルがあればそこ

から AVIや MPEGなどへの変換も可能になります。 

先ほどのグラフをタイル状に合体させる方法とア

ニメーションを作る方法を組み合わせれば効果的なプ

レゼンテーション資料の作成はぐっと身近なものにな

ります。膨大な画像を直接操作せず、スクリプトの中

で連続生成、変換が行われます。こういったケースは

シェルスクリプトが最も得意とする応用例です。是非

活用してください。 

#!/bin/sh
¥rm -f gA*.png graph.gif gA*.gp
cat > gp.gp << EOS
set terminal png size MWS,MHS enhanced font 'Verdana,20'
set output MN
set size ratio 0.67
set samples 2000
set grid
set xrange [-2*pi:2*pi]
set yrange[-1.2:1.2]
set xtics ('-2{/Symbol p}' -2*pi,'-{/Symbol p}' -pi,0, ¥

'{/Symbol p}' pi,'2{/Symbol p}' 2*pi)
set title "sin(MAx) curve"
plot sin(MA*x) w l lw ML
EOS
WSIZE=900
HSIZE=600
LWIDTH=2
OA=0.1
for i in $(seq 1 100) ; do
T=`echo ${i}*${OA} | bc -l`
A=`printf "%05.2f" ${T}`
N=gA${A}
echo ${N}
sed -e "s/MA/${A}/g" ¥

-e "s/MWS/${WSIZE}/g" ¥
-e "s/MHS/${HSIZE}/g" ¥
-e "s/ML/${LWIDTH}/g" ¥
-e "s/MN/¥"${N}.png¥"/g" < gp.gp >  ${N}.gp

gnuplot ${N}.gp
done
convert -geometry 50% -loop 0 -delay 5 gA*.png graph.gif

shell13.sh
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プログラム３ shell13.sh 

３３３３    スクリプトスクリプトスクリプトスクリプトのののの適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲とはとはとはとは  

通常のプログラムの場合は入出力関数、文字列操作

関数、数学関数などが用意されています。また入力さ

れた数値や文字列などのデータは配列変数に保存され

言語はその配列変数に対してさまざまな操作を行い所

望の結果を得ることができます。この考え方は「言語」

であればどれも同じだと思います。さて、一方でシェ

ルスクリプトや Cygwin や Linux で使えるコマンドは

どうでしょうか。コマンドも C言語などの言語により

実装されているので基本は同じはずです。しかし、シ

ェルスクリプトの実際を見てみると少し違うように感

じます。理由は、明確な「入力」「出力」が無い上に、

変数や配列変数の存在は必要最小限だからです。では、

肝心な配列変数に相当する部分やデータそのものはど

れでしょうか。それはファイルそのものです。ファイ

ルに対して操作をしているのです。今回の例ではファ

イルの名前を変更や加工するために変数を利用して操

作しました。また、ファイルを生成して中身を書き換

えて、グラフを作り、そのグラフを１つにするといっ

たことも行いました。捉え方はいろいろあるかと思い

ますが、シェルはユーザーが操作するファイルに対し

てその実行をプログラム化しサポートしてくれる便利

なスクリプト言語です。デメリットとして実行速度が

遅い、大規模なメモリを扱えない、などがあります。

ファイルに対して操作するのでシェルがメモリを大量

に使うことは想定していないのでしょう。メリットは、

ファイル操作するためのコマンドとの親和性は抜群に

よく複数のコマンドを組み合わせて使うことに長けて

います。以上の特徴を覚えていただければ、ヒアドキ

ュメントや外部のファイルを積極的に置換で書き換え、

実行の自動化が容易にできます。gnuplot を利用する

例で示した方法そのものです。 

シェルスクリプトを作業に活用するもう１つの基

準はその言語がファイル操作に長けているかどうかが

基準となります。ファイル操作には文字列の操作も大

きく関係します。たとえば、octave は数値計算が非

常に得意です。また、文字列操作も C言語と同等以上

に行い易い言語です。理由は変数の型を意識しないプ

ログラミングが可能だからです。しかし、少々面倒く

さいのは特定のファイルのみ操作するだとか、ファイ

ルの一覧を加工するだとか、そういったシェルが得意

なことは苦手です。一方で perl 言語はシェルの良い

所が利用できます。数値計算はできますが得意ではあ

りません。別の例として、汎用有限用法プログラムで

あ る ANSYS の ADPL(ANSYS Parametric Design 

Language)という言語があります。この言語では変数や

配列変数は自由に使えますが文字列操作が FORTRAN

言語に近い考えで作られているので最新の言語に比べ

ると扱いにくいです。 

以上まとめると、次のようにシェルの利用を判断す

ればよいでしょう。 

� 言語が苦手な部分をサポートさせる，例えば複数

のコマンドの実行やファイル処理全般 

� 文字列の置換や整形など（sed,awk,perl が得

意とする作業） 

� シェルが苦手な作業は数値計算、高速な処理が要

求される作業 

４４４４    FEM プログラムプログラムプログラムプログラムととととシェルスクリプトシェルスクリプトシェルスクリプトシェルスクリプトのののの利用例利用例利用例利用例  

最後に商用の汎用有限要素法プログラムである

ANSYSを動かすスクリプトを紹介します。この２つの

スクリプトの基本を抑えておけば、有限要素法計算の

自動実行からグラフ化までが可能になります。全体の

処理は次のようになっています。 
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� 解析対象は片持ちはりです。２次元で解析をしま

す。はりの長さ、はりの断面高さ、与える荷重を

変化させています。 

� 縦主軸上にある節点を選び y方向の変位をグラフ

に描きます。 

� ANSYS を制御する言語である APDL が記述して

あるファイルをプログラム５に示すように外部

ファイルとして保存します。長いのでヒアドキュ

メントにしていません。 

� ANSYS の解析を行うバッチファイルはヒアドキ

ュメントと内部で生成する文字列で作り出しま

す。 

全体の作業は次のとおりです。 

� ADPLによるはりの解析をするプログラムを形状

と境界条件を変更 

� ANSYSを実行するバッチファイル生成 

� gnuplot でグラフを描く命令を記述するファイ

ル生成 

� バッチファイルで ANSYSによる FEM解析 

� gnuplot で二次元グラフ生成 

shell14.sh で２点注意があります。１つは改行コー

ドに関連する話です。Cygwinや Linuxではテキストフ

ァイルの改行コードに 1byte の文字コード「LF」のみ

で表現します。一方、Windowsは、テキストファイル

の改行コードに 1byte の文字コード「CR」「LF」の２

つで表現します。この「CR」に相当するのが「^M」

という表記で表されています。Cygwinはどちらでも動

作しますが、Windows は「CR」が無いとエラーになり

ます。入力方法は、お使いのエディタにもよりますの

でコントロールコードの入力方法は調べてください。

Emacs では、「ctrl-q」を押してから「Enter」で入

力できます。また vi エディタは「ctrl-v」を押して

から「Enter」で入力できます。画面に現れる「^M」

は２文字相当ですが、実際の「^M」は１文字です。ご

注意ください。このスクリプトは十数秒から数十秒程

度 で 終 わ り ま す 。 得 ら れ る 画 像 名 は

「CANT2D_graph.png」です。この結果を図４に示

します。ANSYSでもグラフはかけますがクオリティの

高い可視化を行おうとするとやはり専用のプログラム

のほうが、融通がきくと思います。 

５５５５    よりよりよりより進進進進んだんだんだんだ学学学学習習習習のためにのためにのためにのために  

より進んだ使い方をマスターするために書籍やネ

ットのサイトを紹介いたします。 

ⅰ．正規表現 

 次の書籍がおすすめです。また、正規表現の取り扱

いはメタキャラクタの取り扱いの違いにより若干の差

異が生じます。合わせて、bash, sed, awk の書籍も参

考にしたほうがよいでしょう。 

� 詳説 正規表現 第 3版、Jeffrey E.F. Friedl著、オ

ライリージャパン、ISBN-10: 4873113598 

 

図４ shell14.shの実行結果:CANT2D_graph.png 

ⅱ．bash およびシェルスクリプト 

 本稿の中心になる話題です。現状では、多少の文法

の違いはあれシェルでできることが拡張され現在に至

っています。bash を標準として学ぶのがよいでしょ

う。 

� 入門 bash 第 3版、Cameron Newham, Bill 

Rosenblatt 著、オライリージャパン、ISBN-10: 

4873112540 

� bashクックブック、Carl Albing, JP Vossen, 

Cameron Newham 著、オライリージャパン 、

ISBN-10: 4873113768 

� 詳解 シェルスクリプト、Arnold Robbins, Nelson H. 

F. Beebe 著、オライリージャパン、ISBN-10: 

4873112672 

ⅲ．sed と awk 

 シェルスクリプトの能力を最大に活用することはこ

の２つのストリームエディタを使いこなすことと同義

です。この本一冊あれば大抵のことはこなせると思い

ます。 

� sed & awkプログラミング 改訂版 (A nutshell 

handbook)、Dale Dougherty, Arnold Robbins 著、オ

ライリージャパン、ISBN-10: 4900900583 

ⅳ．その他 UNIX(Linux, Cygwin)のコマンド等 

UNIX プログラミング環境は参考書です。かなり古

い書籍ですが、今回の執筆でもだいぶ参考にしました。

UNIX のコマンドを組み合わせて出力を整形し所望の

結果が得られることがこの本を通じてよくわかります。

シェルスクリプトの可能性を余すことなく解説してい

ます。また２冊目の本は、UNIX のコマンドがどのよ

うな考えで設計され実装されているのかを知ることが

できます。中身をしれば自ずと利用方法が理解されま

す。Brian W. Kernighan氏は C言語の開発および UNIX

システムへの多くの貢献で知られています。また awk

の開発者の一人でもあります。 
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#!/bin/sh
¥rm -f CANT2D_*
cat > JSCES_CANT2D.bat << EOL1
set ANSYS110_PRODUCT=ANE3FL^M
set ANS_CONSEC=YES^M
EOL1

cat > JSCES_CANT2D.gp << EOL2
set terminal png size 1200,804 enhanced font 
"Verdana,14"
set output "/dev/null"
set size ratio 0.67
set grid
set key left top
set format y '%4.2tx10^{%T}'
set xrange [0:20]
set xlabel "X along longitudinal of cantilever [m]" font 
"Verdana,16"
set ylabel "Deflection [m]" font "Verdana,16"
set title "Deflection curves of cantilevers" font 
"Verdana,24"
EOL2
nl=`wc -l JSCES_CANT2D.gp | awk '{ print $1+1 }'`

for l in 5 10 20 ; do
for h in 2 3 4 ; do
for f in 100 ; do

FNAME=`printf "CANT2D_L%02d_H%02d_F%03d" ${l} ${h} ${f}`
echo $FNAME
let ndl=l*1
let ndh=h*4
fce=`echo 10*${f}/${l}¥^2 | bc -l`
tce=`printf "%.2f" ${fce}`

cat > _file << EOL3
s/MCANT/${FNAME}/g
s/=MLENGTH/=${l}/
s/=MHEIGHT/=${h}/
s/=MFORCE/=${fce}/
s/=MNDL/=${ndl}/
s/=MNDH/=${ndh}/
EOL3

sed -f _file JSCES_CANT2D.txt > $FNAME.txt
echo ¥"C:¥¥Program Files ¥(x86¥)¥¥ANSYS ¥
Inc¥¥v110¥¥ANSYS¥¥bin¥¥intel¥¥ansys110¥" ¥
-b -i ${FNAME}.txt -o ${FNAME}.out^M ¥
>> JSCES_CANT2D.bat
echo replot ¥"${FNAME}-RESULT.txt¥" ¥
u 2:4 w lp lw 2 ¥
ti ¥"Length=${l}[m],Height=${h}[m],Load F=${tce}[N]¥" ¥
>> JSCES_CANT2D.gp

done
done
done

cmd < JSCES_CANT2D.bat

cat > _file << EOL4
${nl}s/replot/  plot/
EOL4

sed -f _file JSCES_CANT2D.gp > _file2
¥mv _file2 JSCES_CANT2D.gp
for RNAME in CANT2D_*-RESULT.txt ; do

echo $RNAME
sort -g -k 2 ${RNAME} > _file
¥mv -f _file ${RNAME}

done

echo set output ¥"JSCES_CANT2D_graph.png¥" >> 
JSCES_CANT2D.gp
echo replot >> JSCES_CANT2D.gp
gnuplot JSCES_CANT2D.gp
¥rm -f _file
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プログラム４ 片持はりのたわみを解析、たわみ分布

グラフを生成するシェルスクリプト 

� UNIX プログラミング環境、Brian W. Kernighan, 

Rob Pike 著、アスキー、ISBN-10: 4871483517 

� プログラム書法 第 2版、Brian W. Kernighan, P. J. 

Plauger 著、共立出版 , ISBN-10: 4320020855 

/CLEAR,NOSTART
FNAME='MCANT'
RNAME='MCANT-RESULT'
/TITLE,FNAME
/FILENAME,FNAME,1
!-- 形状や要素分割に関するパラメータ ---------------
LENGTH=MLENGTH
HEIGHT=MHEIGHT
FORCE=MFORCE
NDIV_LEN=MNDL
NDIV_HIG=MNDH
!-- 要素と材料定数の設定 -----------------------
/PREP7
ET,1,PLANE183
KEYOPT,1,1,0
KEYOPT,1,3,2
KEYOPT,1,6,0
KEYOPT,1,10,0 
MP,NUXY,1,0.3
MP,EX,1,70.6E9
!-- 矩形頂点４つと矩形線分４つを生成---------------
K,1,0,0
K,2,LENGTH,0
K,3,LENGTH,HEIGHT
K,4,0,HEIGHT
L,1,2
L,2,3
L,3,4
L,4,1
AL,1,2,3,4
!-- 線分の要素分割数 ----------------------------
LSEL,ALL
LSEL,S,LOC,X,0
LESIZE,ALL,,,NDIV_HIG,,,,,1
LSEL,ALL
LSEL,S,LOC,X,LENGTH
LESIZE,ALL,,,NDIV_HIG,,,,,1
LSEL,ALL
LSEL,S,LOC,Y,0
LESIZE,ALL,,,NDIV_LEN,,,,,1
LSEL,ALL
LSEL,S,LOC,Y,HEIGHT
LESIZE,ALL,,,NDIV_LEN,,,,,1
ASEL,ALL
AMESH,ALL
!-- 境界条件 ----------------------------------
ESEL,ALL
NSEL,ALL
NSEL,S,LOC,X,0
D,ALL,ALL,0
ESEL,ALL
NSEL,ALL
NSEL,S,LOC,X,LENGTH
NSEL,R,LOC,Y,HEIGHT
F,ALL,FY,FORCE
NSEL,ALL
ESEL,ALL
!-- 解析実行 ---------------------------------
/SOLU
SOLVE
LSWRITE
!-- 主軸にある節点座標とY方向変位の出力 -----------
*GET,NNODES,NODE,0,NUM,MAXD
NSEL,ALL
NSEL,S,LOC,Y,HEIGHT/2
/OUTPUT,RNAME,txt
/OUTPUT
*DO,I,1,NNODES
*IF,NSEL(I),EQ,1,THEN
/OUTPUT,RNAME,txt,,APPEND
*VWRITE,I,NX(I),NY(I),UY(I)

%6d %14.7e %14.7e %14.7e
/OUTPUT

*ENDIF
*ENDDO
FINISH
SAVE
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プログラム５ ADPLによる片持はりの解析プログラ

ムのためのひな形 

ⅳ．gnuplot 

 現在ではかなり強力なグラフ作成ソフトウェアに進

化しました。GUI を用いないスクリプト化が可能で、

自動化するのに最も適しているグラフソフトの１つで

この部分は環境により書き換

え必要です。動作確認は

Windows7, Cygwin,  ANSYS11

教育版です。 
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す。また数多くのパラメータを調整すれば描きたいグ

ラフが作成できます。 

� 日本語マニュアルのサイト：

http://takeno.iee.niit.ac.jp/~foo/gp-jman/ 

� gnuplotサイト：http://www.gnuplot.info/ 

� not so Frequently Asked Questions: 

http://security.riit.tsinghua.edu.cn/~bhyang/ref/gnupl

ot/index.html 

ⅴ．ImageMagick 

 極めて多機能な画像処理プログラムです。静止画が

最も得意ですがやりたいことはこのパッケージでなん

でも可能だと思ってよいでしょう。自動化処理するに

は必須です。C、Perl、などからも利用可能です。 

� ImageMagickサイト：

http://www.imagemagick.org/script/index.php 

ⅵ．pdfjam 

 pdf を加工するフリーのソフトウェアです。外部の

プログラムも必要とします。Linuxや Cygwin環境では

パッケージとしてインストール可能です。例えば、

shell13.sh の出力を PostScript に変更し ps2pdf コ

マンドで PDFフォーマットに変換した後、このコマン

ドで４つのグラフを１ページに再配置できます。 

� pdfjamサイト：

http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/staff/aca

demic-research/firth/software/pdfjam/ 

ⅶ．perl 

 Larry Wall 氏により開発された実用性を重視して開

発されました。C や sed、awk、シェルスクリプトな

ど他のプログラミング言語の優れた機能を取り入れた、

どの OS でも利用可能な言語の１つです。特にシェル

や sed, awk が持つ強力なパターンマッチングや文字

列への操作などが特徴です。シェルスクリプトででき

ることは perl でも可能です。 

� 初めての Perl 第 6版、Randal L. Schwartz , brian d 

foy, Tom Phoenix 著、オライリージャパン、

ISBN-10: 4873115671 

� 続・初めての Perl 改訂版、Randal L. Schwartz, brian 

d foy, Tom Phoenix 著、オライリージャパン、

ISBN-10: 4873113059 

� プログラミング Perl VOLUME1、Larry Wall, Jon 

Orwant, Tom Christiansen 著、オライリージャパン、

ISBN-10: 4873110963 

� プログラミング Perl VOLUME2、Larry Wall, Jon 

Orwant, Tom Christiansen 著、オライリージャパン、

ISBN-10: 4873110971 

６６６６    おわりにおわりにおわりにおわりに  

かなり駆け足に正規表現、シェル、sed や awk の使

い方を中心に解説いたしました。まずは、「できる」こ

とを示し、やってみる動機付けになって欲しいと思い

ます。私の研究室にいる学生数名に shell14.sh と

JSCES_CANT2D.txt が合計 130 行程度のスクリプト

であることを見せ、実行の様子を見せました。全員驚

いていました。学生が手作業で行ったら半日以上かか

るかも知れません。それをわずか２０秒足らずでグラ

フ化まで行なってくれます。作業の効率化はまだまだ

可能です。是非、古い技術を最新の環境で実行してみ

てください。 
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