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連載

本センターで開発を行っている応用ソフトウエアJet FDTDを利用した屋内電波伝搬特性の解析結果です。スパ
コン可視化道場〈 番外編11〉で説明を行っている時系列変化のグラフ表示を適用しました。波源位置①にダイポー
ルアンテナ素子を設置し、パルス励振したときの観測点②から⑥における電界強度の時間変化を示しています。超
高速広帯域通信を実現する最新のモバイルネットワーク構築には、時空間伝搬モデルを推定することが重要です。
解析結果では、グラフ表示による伝搬遅延プロファイルとコンタ図による到来角度プロファイルを同時に提供しま
す。廊下に沿った見通し内環境では指数関数モデル、リサーチラウンジ等ではべき乗関数モデルに準じた伝搬特性
が明らかになりました。
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関して因果関係等の結論を導き出さないといけない

点（JHPCN）の公募型共同研究 」として、平成22年度の

わけです。それが研究者の醍醐味と言えば醍醐味な

採択課題、
「 マルチパラメータサーベイ型シミュレーショ

のですが、ポストプロセスのために大きなファイルを

ンを支えるシステム化技術に関する研究 」を推進されて

転送すると、その間の仕事が止まってしまい、それを

いる上島先生にお越しいただきました。よろしくお願い

効果的に分析するための可視化技術も習得していな

いたします。

ければならないのです。また、フォルダを一つ、二つと
……十個ぐらいまでならいいのですが､広いパラメー

Interview with

初めに、この拠点の共同研究を始めるに当たり、その背

ター空間で、どういう相関になっているのか調べてい

景と課題等についてお話しいただけますでしょうか。

こうとした場合、
データ処理だけに数ヶ月かかってしま
私は今、立場的には東京大学の客員研究員とい

うのです。そういう問題を何とかしないと「 本来の研

うことで、この研究代表者の奥田先生のところで研究

究にほとんど時間を使えない、データ整理中に間違い

をしているのですが、5年ぐらい前までは日本原子力

を起こして、間違った結論を導き出してしまってはい

研究開発機構で「 地球シミュレーター 」等のスーパー

けない」というのが、一番の根本的な動機です。

上島

コンピューターを使ったコンピューターシミュレー
ション、いわゆるHPC研究を行っておりました。その

─そのような課題を解決するために今回の研究を開始

ときに物理の問題ではなくて、コンピューターに関わ

されたということだと思うのですけれども、研究の目的と

る難しい問題がたくさん出てきて、物理の論文を書く

いいますか、
達成目標をどのあたりに置いていますか。

ハードルが非常に高くなっていました。そのような課
上島

話をしていて、それがJHPCN共同研究という形で実っ

ピューターシステムが昨今、大規模かつ多様になって

たということです。

きており、北海道大学には日立のSRが入っていたり、

─われわれとしても、物理系、化学系それぞれの研究者

学、筑波大学、京都大学は、T2Kと呼ばれていますが、

のユーザーがいます。今、いろいろ課題があると言われた

PCクラスタ系が入っていたり、名古屋大学では富士

のですけれども､どのあたりがシステム上、問題があると

通のFX1が入っています。それぞれのハードウェアに

認識されていますか。

各大学の先生方がチューンアップしたコードがありま
す。そうするとここで計算して、その結果を、他のとこ

株式会社キャトルアイ・サイエンス代表取締役／東京大学人工物工学研究センター客員研究員

豊 氏 インタビュー

上島

物理と言いましたが、私は前職からバイオイン

ろでポストプロセスを行わなければならない場合は、

フォマティクスとか医療系、化学系、エンジニアリング

現在、非常に面倒な状況になるのです。

分野を含めて様々な共同研究を行っていました。そ

例えば、東京大学の奥田先生が行っている構造系

の経験を踏まえて判断すると、問題は、特定の分野で

シミュレーションの結果を京都大学の小山田先生が

生じる小さな問題ではなく、コンピューターを使った

開発している最先端のボリュームレンダリング技術で

シミュレーション一般にかかわる大きな問題であると

あるパーティクルベースドボリュームレンダリングで

感じております。

可視化しようとした場合、双方の研究者に大きな負担

非常に大きな計算をすると、ポストプロセス、つま

がかかりました。もし、東京大学で計算したものも京

り、計算結果データを後から処理して、何かの現象に

都大学で処理し、その結果を北海道大学で見て、意見
交換をするとなると想像を絶する面倒なことが発生し
ます。

マルチパラメータサーベイ型シ ミュレーション
を支えるシステム化技術に関 する研究
情報基盤センター大型計算機システムニュース Vol.22

今回は、学際的な情報基盤という形です。コン

題を解決したいという構想は、ずっと奥田先生ともお

大阪大学であれば、NECのSXが入っています。東京大

Yutaka UESHIMA

上島

─本日は「 学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠

4

せっかく日本の知恵の結晶というか、各大学に様々
な先生がいて、様々な技術、ソフトウェアもある中で、
研究を進めているのに、それらを有効に連携した研究
はなかなか結実しないもどかしさがあるのです。また、
実際に、連携研究や学際研究を行った経験のある先
生方は、ご理解いただけると思いますが、他の人の要
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PROFILE

求を理解して、その人の要求ごとに多大な時間を使っ

で存在していて、
「 ここではメッシュを作り、ここでは

─ユーザーから見ると、
トップユーザーはどんなにシステ

て、単純な図一つを作るという行為は、学術的に高い

ソルバーで計算をし、ここで可視化をします」といった

ムが使いにくくても使うという側面がありますけれども、

評価をされるわけではなく、本人のモチベーションも

ように機能、ソフトウェアごとに区切り、ファイルベー

広く研究者となりますと、したいのは研究であって計算機

維持しづらいのです。

スでそれを連携できないかと考えています。実質的に

を使うことではないわけです。したがって使いやすさとい

今の研究に大きく役に立つものを構築しようと考えて

うのはユーザーにとって実は一番重要なファクターではな

いる訳です。

いかとわれわれも思っているのですけれども､スーパーコ

そういう意味では、北海道大学の棟朝先生が開発
されている最適化アルゴリズムなんかもそうだと思っ

上島

豊

Yutaka UESHIMA
株式会社キャトルアイ・サイエンス代表取締役
東京大学人工物工学研究センター客員研究員
1997年に大阪 大学工学 研究科電磁エネルギー工学専 攻博
士後期課 程を修了。同年 4月から2006 年 3月まで日本原子力

ています。マルチパラメータランをするときに、
「あ

そのようなシステムで、一番難しいのは、データベー

ンピューターシステムというと、一般ユーザーからすると

る最適化エンジンでやってみたらどうか?これでやっ

ス化です。様々な場所の計算機で処理を行うため、自

敷居が高いという問題点があります。そこで、
先生が提案

てみたらどうか?」そういうことを色々試したいと思っ

ずとファイルの格納場所は、分散され、データ処理の

されているアプローチは非常に興味深く､具体的にもう少

ても、全然気軽に試せる状況ではないわけです。そう

プロセスが複雑かつ階層的になり、データ処理の履歴

しシステムの詳細について伺いたいのですが､どのような

いう事を気軽に試して、日本中の先生方の英知を利用

把握も困難になってきます。そのような状況の中で、

アプローチでユーザーから見た使いやすさ……ポータル等

できるようにしようというのが、本研究の狙いです。

ファイルの中の値で条件（ 例えば、ピーク圧力が100

を使って、ユーザーがアクセスして使いやすくするとか、い

気圧以上の）付された結果の関連ファイルを集めよう

ろいろなアプローチがあると思うのですが、システムの使

─例えば連成計算とか、
データの連携についてはグリッ

とすると、なかなか大変なのです。その関連ファイル

いやすさという点の具体的なアピールというか、どのあた

ドコンピューティング系でも研究開発されているのですけ

を探すためには、どういう前後処理をしたかしっかり

りをねらっていらっしゃいますか。

れども､今回の研究において先生がシステム化しようとし

覚えていないなら、日本中の計算機を調べ尽くさない

ている部分の特徴といいますか、どういう切り口でそれに

といけなくなるのです。

プログラムを利用するだけ、結果を参照したい

こういう場合、データベース化をしていれば、検索で

だけのような人の場合は、必要な情報だけ入力できれ

簡単に絞り込みができるのですが、研究の場合、毎回

ば、その人にとって十分で、逆に不必要な情報や間違っ

注目する値やフォーマットが変わるのでデータベース

た入力を許してしまうインターフェースは、かえって、

ずっとグリッドコンピューティングには関わっており、

化自体が困難なのです。文字列検索だけであれば、

混乱の元になります。そういう人には、必要かつ十分

文部科学省系で、ITBL、BioGRID、NAREGI、総務省

googleのような全文検索があれば、実現できるので

な情報だけをGUI化してしまえばいいのです。ただ、

系でJGN、厚生省系のBio-Simulation等に参加して

すが、圧力が…温度が…といった瞬間に、全文検索技

GUI化するときにGUIプログラムをガリガリ書かなけ

おり、グリッドコンピューティングの創生期からずっと

術は無力になってしまいます。そういうものを自動的

ればならないとすると、結局、研究の世界ではよくあ

関わっておりました。

にテキスト抽出して、データベース化していく技術、そ

るプログラムの修正、改良が行われると、すぐ使えなく

して自動的にそれらを使うインターフェースを生成す

なってしまうことになります。したがって、入力のため

る技術が重要なのです。

に頻繁に書き換えたり、出力結果で検索したい値を含

取り組んでいこうとしているか、伺いたいと思います。

研究開 発 機 構でシミュレーションを使った物理 研究を進めつ
つ、ITBL,Bio-GRID,JGN,Bio-Simulation,NAREGIなどの
GRIDプロジェクトに関わってきた。2006 年 4月に起業し、現在
（ 株 ）キャトルアイ・サイエンスの代表取締役に就きつつ、東京大
学客員研究員としてJHPCNプロジェクトを推進している。

上島

上島

そういう意味では、私自身も1999年ぐらいから

それらプロジェクトはうまくいったかどうか考える
と、基盤技術としてうまくいったと言える側面はあると
思います。ただ、実用上、研究者がそれを使って本当

んでいるテキストからGUIを自動的に生成するような

に便利になったり、本当に何か大きな成果を常時出せ

エンジンを開発する必要があります。GUIに値を入れ

るようになったかと言うと、そう

て、実行ボタンを押すだけで、シ

ᵝ䚻䛺㻺㻽㻿䛜⏝ྍ⬟

ではないと思います。年に一回

䜲䞁䝍䝷䜽䝔䜱䝤ྍど䜰䝥䝸⏝

䜽䝷䜲䜰䞁䝖䛾䜰䝥䝸䜒㐃ື

か二回でもチャンピオンデータ

後は、検索画面からその結果を

を出すためには、活用されている

検索でき、検索結果のそれぞれ

+7736

のですが、常時使える環境になっ

にコメントも入れることができ

ていません。そのようになって

る必要があります。

しまった原因の一つは、グリッド

+7736

今まで、データベースと言え

5&0䝅䝇䝔䝮䝋䝣䝖䜴䜵䜰

コンピューティングが 非常に高

ば、リレーショナルデータベース

い理想を目指してしまったこと

（ エクセルと同じ表だと思ってく

にあると思います。

ださい）という形が世の中では、

そこで、われわれが目指してい

デファクトスタンダードです。リ

る共同研究では、高い理想の源

レーショナルデータベースでは、

である密結合に対して粗結合と
いうことを考えています。各セン
ターでアプリケーションは独立

提唱するシミュレーション研究のフレームワーク
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2010 年度に構築したシステム
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各カラムにどんな値を入れるか
最初から決めておかないといけ
ないのです。けれども、実際のシ
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拠点間連携ワークフロー

ி

ᮾ

㜰

ムソフトウェアを導入します。こ
れは、自動的なGUI生成、データ
ベース化、それからワークフロー
連携ができる機構を有するクラ
ウド基盤ミドルウエアになるの
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各拠点でそのような機能が使え
る形になります。その後、各拠
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点から他の拠点とも連携できる
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2010年の11月末あたりで、各
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ように拡張させていきます。
RCMシステムの画面例

拠 点で単独 動 作が できるよう
にし、2011年の1月末～2月でシ
ステム間連携の基盤を整えまし

までしなければ、達成できなかったことを、自分のデ

存在する様々な計算資源、各分野の専門家、特色のあ

ミュレーションでは、シミュレーションの対象ごとに、

た。2010年度は、研究代表者の奥田先生方が開発し

スクサイドで、他の拠点の計算機資源だけではなくて、

るソフトウェア、それらを使った結果の集積を有機的

シミュレーションのテーマごとに、様々な入力値や検

たFrontISTRという構造計算コード、それから東京大

そこで動作できているアプリケーション資源までも利

に連携させ、知の融合を進める」、その実現を我々の

索を行いたい結果値があるので、それは最初からデー

学の加藤先生方が開発したFrontFlow/Blueという

用できる、そのあたりが今年度の目標だと思っていま

システムでは目指したいと思います。ペタコンという

タベースに登録する値を統一的に決めておくことはで

流体コードを使って拠点間連携の実証を行いました。

す。次年度以降は、物理の先生方がなかなか手だしの

ものは、一つ突出していて、それは非常に速い計算が

きません。入力する値を統一的に決めないままでも

FrontFlow/Blueは、大阪大学の野崎先生が医工連

できない、
北海道大学の棟朝先生方が研究しておられ

可能です。それはそれでいいことであるし、我々もど

その場で簡単に生成できるGUIがあり、登録する値を

携の口腔内気流計算として、利用しています。これら

るような情報化技術を組み入れることが簡単になるよ

んどん推進していき、応援していきます。ただ、九州か

統一的に決めないままでも自動的にデータベース化

の計算結果を京都大学の小山田先生が開発している

うにしたいと思っています。

ら北海道まで、日本には様々な計算機があります。そ

までやってしまう機構が必要なのです。

パーティクルベースドボリュームレンダリングを使っ

の計算機は、ユーザーのことをよく知る情報基盤セン

次に重要なのは、各処理の間を、それも異なる計算

て可視化をできるようにしました。実は、奥田先生と

─次年度以降の計画について､われわれも最適化のエ

ターがユーザーのためにと思って、システムを考えたも

機間をシームレスにつなぐ、ワークフロー連携機構で

野崎先生は、非常に困っておられたのです。ご自身の

ンジン等を作っていたり、パラメータサーベイをする場合

のであるからこそ、大きいだけではなく、それぞれに有

す。これ自身はグリッドでもよくいわれている機構な

ところで大きな計算をしても、それをパーティクルベー

には普通、当たりをつけて、適当に0.1刻みでひたすらパラ

意義な特徴があると思うのです。その計算機の周り

のですが、ユーザーがほとんど意識しなくてワークフ

スドボリュームレンダリングで可視化しようと思った

メーターをすべてスキャンするというアプローチが一方で

に、様々な情報技術を持っていらっしゃる方、ソルバー

ローが組めることが重要です。このあたりは口で説

ときに、京都大学までハードディスクを送り、その後、

あるのですけれども､さすがにそれはあまりにも効率が悪

を開発されている方、それからアプリケーションを

明するのはなかなか難しいのですが、私が東京大学、

何度も出張しなければならない状況だったのです。

いということで、一番簡単なのは経験的手法を使う、もし

使って応用研究をされている方がいらっしゃいます。

京都大学を跨いだ連携ワークフローを構築する場合

2010年度は、そういう状況を解消することができま

くはそれをさらに抽象化したような、メタヒューリスクと呼

計算機資源、それに乗っているアプリケーション、その

は、先生のコードがコマンドラインベースですぐに使え

した。2010年度は、総勢20人で5拠点の共同研究だっ

ばれるような探索を使う等いろいろあります。あとデー

人たちがやっていた計算結果、それらに携わった研究

るようにセットアップされていたとして、それをWeb-

たのですが、2011年度は、もう少し規模を大きくし、さ

タマイニングについても各種手法、われわれのセンターで

者まで含めて、必要があれば、すべて参照することが

GUI化、データベース化、自動処理化するのに、3〜5分

らに東北大学、九州大学、東京工業大学……いわばこ

もデータマイニングの研究をしている先生もいますので、

でき、それを利用して、自分たちの研究をより進めてい

程度が限度ではないかと思うのです。つまり、数分程

のJHPCNのすべての拠点に共同研究の枠を広げてい

そのあたりを連携できるのは大変興味深いと考えており

くというのがJHPCNの目指す形だと思います。

度で、新しい処理フローをシステム化できないと研究

きます。

ます。

そういうことのベースとして、1人が行う研究、学会

2011年度以降、最適化エンジン、データマイニング処理

でコミュニケーションする研究から、本当にネットワー

─われわれも楽しみにしているのですけれども､ユー

を組み込みインテリジェント化し、拠点拡大するというこ

クのつながった世界で、ツイッターとかブログと同じよ

─本プロジェクトにおいては、2010年度において北海

ザーの立場からすると、今言われたような各種の有力なシ

と、それで各種のアプリに基づく研究テーマの推進に必要

うに研究連携をしていけるという世界を目指していき

道大学を含む5拠点にアプリケーションを整備し、RCMシ

ミュレーションコードを活用して、パラメータサーベイを

な機能の追加支援を行って実用化につなげていくという

たいと思います。共同研究は3年計画になっています

ステムソフトウェアを使いポータル化、SaaS化するという

する。それで出てきたデータを可視化する連携が非常に

ことがあるかと思うのですが、そのほかに、今後の展望に

が、それ以降もずっと続けていって、アメリカ、ヨーロッ

ことで、作業を進めている途中かと思いますけれども、本

スムーズにできることが期待される、と思ってよろしいの

ついて補足されることはありますか。2011年度だけでは

パでも実現できなかった研究者のネットワークを構築

年度の達成目標についてお話し願います。

ですね。

なくて、さらに5年後、10年後ということでも結構です。

していきたいと思っております。

としては使えないと思っております。

上島

まず各拠点に、私のもう一つの立場でもある

上島

キャトルアイ・サイエンスで開発しているRCMシステ

情報基盤センター大型計算機システムニュース Vol.22

そうです。今まで研究者の皆さんが一生懸命人

脈をつなぎ、データ変換への対応に悪戦苦闘し、出張

8

上島

JHPCNの第2回シンポジウムが2011年の1月に

─ 夢のある話を頂き、われわれも勇気づけられます。

あり、まさしくそこで説明されていた理念「 各拠点に

どうもありがとうございます。
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知 っ て

得

す る

CM
CE
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GE
FR
EX
RP
RP
EN

!!

18回

第

ためには、ソフトウエアNEC2のカス

NEC Input File of a 16 element Yagi
15 7
16 7
1 7
2 7
3 7
4 7
5 7
6 7
7 7
8 7
9 7
10 7
11 7
12 7
13 7
0
0 1
0 16
0 1 360
0 181 1

0.00000
0.27300
0.69300
1.11300
1.53300
1.95300
2.37300
2.79300
3.21300
3.63300
4.05300
4.47300
4.89300
5.31300
5.73300

-0.34000
-0.31750
-0.30500
-0.30500
-0.30500
-0.30500
-0.30500
-0.30500
-0.30500
-0.30500
-0.30500
-0.30500
-0.30500
-0.30500
-0.30500

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.27300
0.69300
1.11300
1.53300
1.95300
2.37300
2.79300
3.21300
3.63300
4.05300
4.47300
4.89300
5.31300
5.73300

0.34000
0.31750
0.30500
0.30500
0.30500
0.30500
0.30500
0.30500
0.30500
0.30500
0.30500
0.30500
0.30500
0.30500
0.30500

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00250
0.00250
0.00250
0.00250
0.00250
0.00250
0.00250
0.00250
0.00250
0.00250
0.00250
0.00250
0.00250
0.00250
0.00250

0
0 2.20E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
4
0 1.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1000 90 0 0 1
1000 90 0 -1 0

タマイズとチューニングが不可欠です。
解析対象として飛行機、船舶あるいは
車輌などの大規模かつ複雑な構造に
関する電磁界解析には大容量の主記
憶領域が必要になり、結果として解析
時間も膨大になります。
PCなどでは取り扱うことが困難な
解析対象について、本センターのスー
パーコンピュータが 有効です。本セ
ンターユーザもNEC2をスーパーコン
ピュータに移植して、アンテナの設計
やEMI/EMC評価のために利用して
います。しかし、解析時間がシングル
コアPCに比 較して2分 の1程 度にし

リスト1．NEC 2 入力ファイルの例

かならないことから、より高速化が求められていまし
た。新スパコンの調達での性能評価試験を利用して、

数値電磁気学コードNEC2のSMP並列化による高速化


情報基盤センター大規模計算システム研究部門

大宮

SMP並列処理に適したプログラム・チューニングと高
速化を行いましたので、その詳細について説明します。

学

インライン展開による性能向上
先 に 説 明した ようにNEC2はFORTRAN77で 記
平成23年11月から新システム「 学際 大 規模計算

します。このリストは、16素子八木・宇田アンテナの

機システム 」のサービス開始を予定しています。本

220MHzにおける入力特性および放射指向特性を解

システムの調達においては、スーパーコンピュータシ

析するための入力データです。CM、GW、FRなどの

最適化Fortranコンパイラを使用します。オリジナル

ステムの性能評価試 験を行いました。アプリケー

キーワードと数値パラメータを設定します。このよう

コードに対してコンパイラの自動並列化機能により実

ション性能評価試験課題の一つとして、モーメント

に、入力データ作成がいたって容易ですので、思いつ

行オブジェクトを作成し、プロファイルの収集を行い

法に基づく数値電磁 気学コードNEC2
（Numerical

いたらすぐ実行してみることが可能です。リスト1に示

ました。プロファイルを取得することで、スレッド間の

Electromagnetics Code, ver. 2）を 課しました。

すアンテナ構造は単純なことから、PCでも十分に実

負荷バランスや関数（ またはサブルーチン）ごとの実

このソフトウエアは、米国カリフォルニア大学ロー

行することができます。

行時間を詳細に調査することができます。プロファイ

述されているので、ほとんどのコンパイラで実行オブ

図1．NEC 2 入力データ（ 左側 ）および解析結果の概要（ 右側 ）

ジェクトを作成することが可能です。本稿では、日立

レ ン ス・ リバ モ ア 研 究 所（Lawrence Livermore

MS Windows XP用GUI機能を備えたNEC2に基

Laboratory）において1981年までに開発され、任意

づくフリーソフトウエア「NEC-2 for MMANA」
（ ホー

形状の線状アンテナおよび導体構造物の電磁界解析

ムページ http://www.qsl.net/ua3avr/）を利用し

用の汎用シミュレータです。コードはFORTRAN77

た解析例を図1から3に示します。図1においては、リ

で記述され、ソースコードおよび解説書が公開されて

スト1に示すNEC2入力ファイルを読み込み、右下にあ

自動並列化した実行オブジェクトのプロファイルを

います。性能の低いプロセッサでも、少ない主記憶容

るボタンStart NEC2を押すことによって、プログラム

リスト2に示します。関数情報のみを示しています。

量で精度の高い解析が可能であることから、これまで

NEC2を起動します。解析結果の例が図2に示す放射

この結果から、朱書した関数またはサブルーチンが繰

にさまざまな計算プラットフォームに移植され、今な

指向特性と図3に示すワイヤ上の電流分布です。リスト

り返し呼ばれていることが分かります。関数などの呼

お利用され続けています。

1に示す単純なモデルの場合、PCを利用した特性解析

出しにはオーバヘッドと呼ばれる追加の処理時間を要

このシミュレータの特徴は、モデル入力および解

が便利です。しかし、このソフトウエアでは取り扱い可

すことから，それらが累積することで処理時間が増加

析項目と手順を入力データとして指定する方式を採

能なセグメント数の上限が3000であることから、それ

用していることです。入力データの例をリスト1に示

以上のセグメントを必要とする計算を高速に実行する

情報基盤センター大型計算機システムニュース Vol.22
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ルの収集によって、実行時間が長い関数を明確化し、
その関数を集中的にチューニングします。場合によっ
ては、SMP並列処理に適した解析アルゴリズムを適用

図 2 ．放射指向特性（ 周波数 220 MHz）

することもあります。

します。このような場合、インライン展開を行うこと

図3 ．
アンテナ構造とワイヤ上の電流分布

で、関数呼出しのオーバヘッドを軽減し、処理時間を
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呼出すプログラム中に直接記述すること
です。リスト3にインライン展開を指示す
るためのコンパイラ・オプションを示しま
す。リスト2に朱書した7つのプログラムを
インライン展開指示しています。
インライン展 開を 適 用した 実 行オブ
ジェクトのプロファイルをリスト4に示し
ます。インライン展開を行った関数名は
表示されていません。後で示すように、イ
ンライン展開を適用したことでオリジナル
コードに比較して1.5倍の速度向上を実現
することができました。この結果から、オ
リジナルコードでは実行時間の3割以上
が関数呼出しのオーバヘッドであることが

[ 1 ]

250.471 [54.48]

[ 2 ]

52 .668 [11.45]

[ 3 ]

40. 372

[ 4 ]

33 . 200

[ 7. 22]

32802248 EKSC（EKSC.F+14）

[ 5 ]

28 .010

[6 .09]

47169424 EFLD（EFLD.F+24）

[ 6 ]

23 . 860

[5 .19]

[ 7 ]

19. 870

[4. 32]

65604496 GX
（GX.F+ 9）

[ 8 ]

10.689

[2 . 32]

52230246 TEST
（ TEST.F+10）

[ 9 ]

0. 320101

[0.07 ]

[10]

[8 .78]

0.107860

[0.02]

[ 1 1 ] 0.060937

[0.01]

[12 ]

[0.01]

0.037254

ℓ21=z21/u11として計算されます。後は同様にℓ31からℓn1

137126324 GF（GF.F+11）

を求めると、分解した行列1列目の要素がすべて求め

u12=z12から初めて、
られます。
2列目の要素の計算では、

6868 CMWW
（CMWW.F+24）

ℓ21u12+u22=z22であることから、
u22=z22−ℓ21u12として計

キングから、サブルーチンFACTRの実行
時間が全体の84%であることが分かりま
す。さらに、プロファイルに記載されてい
るFACTRの並列化率は34%でした。以上
のことから、FACTRを並列化することで、
全体の処理時間を大幅に短縮することが
できます。

FACTRの計算アルゴリズムの
変更

[ 4 ]

0.106288

[0.18]

[ 5 ]

0.053135

[0.09]

1 SOLVE（SOLVE.f+21）
6868 TRIO（ TRIO.f+16）

リスト5 ．外積形式ガウス法を適用したときのプロファイル

から、
サブルーチンFACTRの実行時間は11.7秒になり、

ていることが必要なことから、逐次計算向きであり、

内積形式ガウス法を利用したときの実行時間251秒に

SMP並列には適合しません。ただし、キャッシュマシ

比較して21分の1以下になっていす。現行スパコンは1

ンではキャッシュヒット率（ キャッシュにあるデータ

演算装置あたり16個のコアを有しているので、
計算アル

の再利用性 ）が高くなるので良い方法といえます。

ゴリズムの変更とチューニングを同時に行ったことで、

[2 ]

47.004

[15 .74]

[3 ]

0. 320092

[0.11]

1 CONECT
（CONECT.f+21）

[4]

0.106238

[0.04]

1 SOLVE（SOLVE.f+21）

[5 ]

0.053093

[0.02]

[6 ]

0.037101

[0.01]

[7]

0.034207

[0.01]

[8]

0.032897

[0.01]

[ 9]

0.019351

[0.01]

[10]

0.009621

[0.00]

[11]

0.003117

[0.00]

1 RDPAT
（RDPAT.f+36）

[12]

0.002591

[0.00]

1 CABC（CABC.f+34）

コア数以上の実行性能が得られました。

SMP並列に適した方法として、外積形式ガウス法が
あります。その計算手順を図1
（b）に示します。k行k
列以降のL字部分が分解行となり、これら分解行の消

Times Func（File+Line）

[84.05]

まとめ

去計算はすべて独立に処理することができることか
ら、SMP並列に適合しています。ただし、行列Zの要素

1 FACTR（FACTR.f+19）

についてロード・ストアが発生するので、キャッシュ容

今回は、モーメント法に基づく数値電磁界コード

量やメモリ性能に処理性能が依存します。現行スパ

NEC2のプログラム・チューニング方法について、新シ

コンHITACHI SR11000/K1は大容量キャッシュとメ

ステム導入の際に行った性能評価試験結果に基づい

モリ性能が優れていることから、処理性能の向上が期

て解説しました。関数およびサブルーチンをインライ

1 MAIN（MAIN.f+ 96）

待できます。さらに、これら性能を生かすために複数

ン展開することで、関数呼出しに伴うオーバヘッドの

360 FFLD（FFLD.f+28）

の分解行／分解列に対して、アンローリングによる同

削減を行いました。さらに、行列のLU分解アルゴリズ

時消去ルーチンを組み込むことも可能です。

ムをSMP並列に適合した外積形式ガウス法に代える

6868 CMWW
（CMWW.f+24）

6868 TRIO（ TRIO.f+16）
1 DATAGN（DATAGN.f+33）

1 CMSET
（CMSET.f+27）
6868 TBF（ TBF.f+16）

Nิ

リスト4 ．インライン展開を適用した実行オブジェクトのプロファイル

Z I = V

⑴

ことで、サブルーチンFACTRの大幅な処理時間短縮

Nิ
ศゎ῭
ㄞฟ↓

・・・・

性能評価結果を表1に示します。オリジナルコード

ศゎ⾜

N⾜

ᮍศゎ
ཧ↷↓

を実現しました。
と比較してFACTRは21.5倍の速度向上度を実現し、
ジョブの実行においては7.7倍の速度向上度を実現し

ᮍศゎ
᭩㎸᭷

ています。速度向上度は解析対象に依存しますが、ス
パコン向けの大規模数値モデルの解析では顕著な速

Zはインピーダンス行列、
Iは電流ベク
式⑴において、
Vは電圧ベクトルで、既知のZおよびVから未知数
トル、
Iを求めます。ただし、これら行列およびベクトルの要

度向上が達成されます。また、本年11月からサービス

（a）内積形式ガウス法
（b）外積形式ガウス法
図1．行列のLU分解手法

開始予定の新スパコンでは、演算装置あたりのコア数
が倍増し、かつSIMD命令が実行できることから、更な

素はすべて複素数です。式⑴のインピーダンス行列Z
を下記のようにLU分解します。

る速度向上度の達成が期待できます。

表1．プログラムチューニングと速度向上度

プログラム

⑵

経過時間

FACTR

12

1 CONECT
（CONECT.f+21）

u22を計算するときにはu12が求められ
の計算手順では、

1 DATAGN（DATAGN.F+33）

NEC2マニュアル第2部「 プログラムの
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1 FACTR（FACTR.f+24）

ときのプロファイルをリスト5に示します。このリスト

251.002

めます。

[0. 54]

を利用して1列目から順に列の要素を計算します。こ

[1]

よって、ワイヤセグメントに誘起される電流分布を求

[ 3 ] 0. 320282

6868 CMWW
（CMWW.f+24）

1 SOLVE（SOLVE.F+21）
45248 SBF（SBF.F+14）

-------------------------------------------------------------------------------

解析手法であり、次式の連立一次方程式を解くことに

[19. 59]

インライン展開および外積形式ガウス法を適用した

リスト3 ．インライン展開のコンパイラ・オプション

づいて計算しています。モーメント法は周波数領域の

[ 79. 36]

11.679

手順は内積形式ガウス法と呼ばれ、分解済みの要素

INLINE = -uinline=2:ext
-uinlinename=INTX.f -uinlinename=GF.f ¥
-uinlinename=GX.f
-uinlinename=TEST.f -uinlinename=EFLD.f ¥
-uinlinename=EKSC.f -uinlinename=SBF.f

程式の係数行列のLU分解を、内積形式ガウス法に基

47. 309

[ 2 ]

1 CONECT
（CONECT.F+21）

リスト2 ．自動並列化を適用した実行オブジェクトのプロファイル

詳細 」によると、サブルーチンFACTRでは連立一次方

[ 1 ]

算されます。図1
（a）に示すように、このようなLU分解

分かります。
次に、リスト4に示されるCPU時間ラン

Times Func（File+Line）

-------------------------------------------------------------------------------

す。次に、2行1列目の要素がℓ21u11=z21であることから、

1 FACTR（FACTR.F+19）
32802248 INTX
（INTX.F+13）

・・・・

CPU time[%]

CPU time[%]

す。両辺の1行1列目の要素は直ちにu11=z11となりま

-------------------------------------------------------------------------------

ศゎิ

グラムに記述された処理を、その関数を

ℓijおよびuijを次の手順に従って求めていま
このとき、

Times Func（File+Line）

ศゎ῭
ㄞฟ᭷

インライン展開とは、関数などの副プロ

CPU time[%]

ศゎิ

短縮することができます。

秒
速度向上度
秒
速度向上度

オリジナルコード

インライン展開

460
1
251
1

299
1.5
251
1
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インライン展開
外積形式ガウス法

59.6
7.7
11.7
21.5
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Visualization School

スパコン可視化道場
3次元可視化システムAVS/Express利用講習会で紹介された可視化手法を実践する第4回目です。今回は、指定座標点の値の時

のが、今回紹介する可視化手法です。図1にその例を示します。

指定座標点の値の時系列変化とは

この図は、中央に描かれた円筒周辺の流れを可視化しています。

今回紹介する可視化手法は、指定した座標点の値が時間と

ある瞬間の分布を色付けして表示しています。また、同一画面

ともにどのように変化するのかを3次元コンタ図とともに2次

上に表示されているグラフは、マーカ●で指定した座標点にお

元グラフで表示する手法です。時系列データを出力する時間

ける時間変化を示しています。ただし、横軸はタイムステップで、

領域解析法はスパコン等の並列計算システムとの相性がよく、

7個のタイムステップについて表示しています。このような可視

最近よく利用されています。そのような解析結果の評価に有

化手法について説明します。

効な可視化手法です。

ネットワークの構成とモジュールの機能

例えば、無線LANシステムの屋内電波伝搬特性の解析の場

図2にAVS/Expressネットワーク構成を示します。今回特

合を考えてみましょう。屋内には床、壁、天井あるいは什器な

に説明が必要なモジュールはprobe、SphereおよびTime _

どが存在することから、それら媒質によって電波は反射およ

す。この操作は、何度でも繰り返し行うことができます。

をリスト2に示します。保存されている7個のデータ値は指定し

また、2次元時系列データのグラフ表示にはKGTライブラ

た座標点での時系列データで、このデータを2次元グラフに描

リで提供されているモジュールTime _ Graphを使用します。

きます。

$push ‒usr
SingleWindowApp.Read̲Field.read̲ﬁeld̲ui.ﬁle̲browser.ﬁlename = "data 00.ﬂd";
$pop
$real SingleWindowApp.probe.ProbeUI.probe̲value.fval > c:/p.txt
$push -usr
SingleWindowApp.Read̲Field.read̲ﬁeld̲ui.ﬁle̲browser.ﬁlename = "data 01.ﬂd";
$pop
$real SingleWindowApp.probe.ProbeUI.probe̲value.fval >> c:/p.txt

このときに、2次元グラフを3次元図面と同一ビューアに表示

する ので、モ ジュー

ル Uviewer を 使 用
し ま す。 普 段 利 用

リスト1．データ抽出のためのジャーナルファイル print _ probe.v

しているモジュール

-0.930744
-1.128244
-1.089570
-1.010197
-0.824748
-0.720571
-0.698389

Uviewer3D あ る い
は Uviewer2D で は
図 3 . モジュールprobeのパラメータ設定画面

Uviewerには2つの入力ポートがあります。左側が3次元表
示入力ポートであり、モジュールcontourの出力ポートと接続

3はモジュールprobeのパラメータ設定画面です。スライダ

延プロファイルを求めることが有効です。この場合、パルス状

probe _ scaleを調整することでマーカの大きさを変更でき

の電界励振波を利用して、時間領域解析を行います。タイムス

ます。ただし、正の値は凸形状、負の値は凹形状のマーカになり

テップごとに空間の電界分布をファイルに保存します。一般に、

ます。図2に示すネットワークにおいてはモジュールSphereを

保存されている大量のファイルから特定の座標点での電界値

接続しているので、図1の可視化結果には円のマーカが示されて

を抽出し、横軸を時間としてグラフに描きます。異なった座標

です。モジュールread _ field#1でフィールドファイル p.fld

します。一方、右側が2次元表示入力ポートなので、モジュー

ル Time _ Graphの出 力ポートと接 続します。 モジュール

を1度だけ読み込みます。ファイル p.fldをリスト4に示します。

されています。そのいくつかの例を図4に示します。また、図

表示を行います。次に、モジュールread _ fieldでdata00.

plotに置き換えたときの3次元表示と組み合わせた結果です。

あとは、読み込みファイル名とカウンタ値を変えながら、繰り返

このフィールドファイルは先に作成したp.txtの2次元グラフ

Time _ Graphにはさまざまな2次元グラフのスタイルが用意

fldを読み込み、モジュールLoopのカウンタを1に設定します。

4
（c）は図2に示すモジュールcontourをモジュールsurf _

この場合、マーカが隠れてしまい、座標点の位置が特定できな

し実行します。この結果、コンタ図面とグラフが連動しながら、

くなりました。

描画されます。
リスト3 ．3次元および2 次元表示を同時に実行するジャーナルファイルforward.v
$push -usr
SingleWindowApp.Read̲Field#1.read̲ﬁeld̲ui.ﬁle̲browser.ﬁlename = "p.ﬂd";
SingleWindowApp.Read̲Field.read̲ﬁeld̲ui.ﬁle̲browser.ﬁlename = "data 00.ﬂd";
SingleWindowApp.Loop.LoopUI.count̲typein.ﬁeld.value = 1;
$pop
$push -usr
SingleWindowApp.Read̲Field.read̲ﬁeld̲ui.ﬁle̲browser.ﬁlename = "data 01.ﬂd";
SingleWindowApp.Loop.LoopUI.count̲typein.ﬁeld.value = 2;
$pop

す。以前から、2次元平面内のコンタ図といっしょに、指定した

⒝ 面の塗りつぶし

図 4. モジュールTime

surf _ plotを使用
_ Graphに用意されている表示スタイル。

が 時 間とともにどのように変
化するのかを3次元コンタ図と

Expressが提供するジャーナルファイルを利用したプレイバッ

Sphereのパラメータ

能を使用します。タイムステップごとに保存した複数の2次元

ク機能を利用して、半自動で時系列データの2次元グラフ表示

フィールドデータから、指定した座標点でのデータを抽出する

を実現します。並列計算に適した時間領域解析手法の結果を

ためのジャーナルファイルを作成します。その例をリスト1に示

可視化することに応用可能な手法です。タイムステップごとの

を変更することで、円

します。ファイル名をprint _ probe.vとしています。最初

点をマウスでクリックする

を近似するための多

だけで時間変化をグラフ

角形状を指定できま

表示できないものかと思っ

す。マーカを表示さ

ていました。

せたり、マーカ位置を

取り扱う場合、青文字で示した部分をファイル名を変えながら

変更する場合、ビュー

繰り返し記述します。このジャーナルファイルでは、モジュール

図 2 . ネットワークの構成

14

今回は、指定した座標点の値

出にはAVS/Expressのジャーナルファイルのプレイバック機

2次元平面内の任意の座標

そのような要求に応える

リスト4 ．2 次 元グラフ表 示の
ためのフィールドファイル p.fld

時系列データの読み込みとグラフの表示

まとめ

ともに2次元グラフで表示する手法を説明しました。AVS/

価できないものか、さらに

図1. 円筒周辺の流れの解析結果と指定座標点の値の時系列変化の同時
表示。中央の黒い部分が円筒、緑色のマーカがグラフ表示の座標点。

# AVS ﬁeld ﬁle
#
ndim = 1
dim1 = 7
nspace=1
veclen = 1
data = ﬂoat
ﬁeld = uniform
variable 1 ﬁle=p.txt ﬁletype=ascii

⒞ 階段 表 示とモジュール

時系列データの読み込みと、指定した座標点でのデータ抽

きます。 モジュール

座標点での時間変化を評

⒜ 棒グラフ

カとして、モジュールBox、DiamondおよびJetなどを使用で

います。マーカの色はその点の値と連動して変化します。マー

点での時間変化をグラフにしたい場合、同じ作業を繰り返しま

バック機能を利用して可視化を行いま

部分を必要回数繰り返し記述します。実行内容は次のとおり

入力としてモジュールUviewerからの出力を受け取ります。図

を提案することが可能です。マルチパス伝送路の推定では、遅

し、再度ジャーナルファイルのプレイ

みを表示しています。複数ファイルの表示ではリスト中青文字

値をピックアップするプローブ機能を提供します。そのため、

らマルチパス伝送路を特定することで、無線通信の特性改善策

用意したすべてのファイルを利用

ル名をforward.vとしています。やはり、最初の2ブロックの

ださい。モジュール

モジュールprobeは座標点にマーカを表示し、その座標点の

波（ 主要波 ）に対して多くのマルチパス波が存在します。それ

リスト2 ．指定
した 座 標 点で
の 値の時系列
データp.txt

す。使用するジャーナルファイルをリスト3に示します。ファイ

ないので注意してく

Graphです。

び散乱を受け、かつ回折します。すなわち、無線環境には直接

情報基盤センター大型計算機システムニュース Vol.22

取った値をファイル p.txtに追加します。ファイル p.txtの例

ボードのコントロールボタンと同時にマウスの左ボタンを押しま

系列変化の2次元グラフ表示を紹介します。

指定座標点の値の時系列
番外編
11 変化の2次元グラフ表示

read _ fieldでファイルを読み込み、モジュールprobeで読み

ア上に示されているマウスカーソルを希望の位置に移動し、キー

スナップショット（ 静止画 ）を保存することで、アニメーション

の2つのフィールドファイルdata00.fldおよびdata01.fldに

の作成が可能ですので、研究発表やホームページのコンテンツ

ついてのみ示しています。さらに多くのフィールドファイルを

としても有効です。
今回説明した可視化手法を応用して、次回は複数座標点の
値の時系列データの出力とそのグラフ化に挑戦します。
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Supercomputer Information

スパコンinfo.

ご存じですか？ スパコンは

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（ 平成23年度 ）共同研究課題の採択結果について

北海道の共有インフラです。
平成23年度北海道大学情報基盤センター公募型共同研究課題の採択結果について

本センターが構成拠点として参加する「 学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 」では、平成22年度

北海道大学情報基盤センターでは、本センター

に引き続き、
平成23年度の拠点共同研究課題の募集を本年1月7日（ 金 ）から2月10日（ 木 ）まで行いました。

を含む８大学ネットワーク型の「 学際大規模情報

本ネットワーク型拠点の目的は､超大規模計算機と超大容量のストレージおよび超大容量ネットワークなど

基盤共同利用・共同研究拠点 」の目的を踏まえ、

No. 記号
研 究 領 域
採択件数
⑴
A1 大規模計算機シミュレーション
14
⑵ A2 大規模問題解決の基礎技術
7
⑶ A3 大規模データ科学
4
⑷
A4 ネットワークとクラウド技術
4
⑸ A5 デジタルコンテンツ
3
⑹
A6 教育情報メディア
2

の情報基盤を用いて、地球環境、エネルギー、物質材料、ゲノム情報、Webデータ、学術情報、センサーネットワー

情報基盤を用いたグランドチャレンジ的な研究と

クからの時系列データ、映像データ、プログラム解析、その他情報処理一般の分野における、これまでに解決や

これを推進するための学際的な共同利用・共同研

解明が極めて困難とされてきた、いわゆるグランドチャレンジ的な問題について、学際的な共同利用・共同研究

究に係る研究課題を平成23年2月1日（ 火 ）から3

を実施することにより、我が国の学術・研究基盤の更なる高度化と恒常的な発展に資することにあります。本

月10日（ 木 ）の期間に募集しました。本年度の募集は3年目となりますが、本センター所属の教員と共同して

拠点には上記の分野における多数の先導的研究者が在籍しており、これらの研究者との共同研究によって、研

研究を実施することから、それら専門分野を考慮して上記の研究領域を設定しました。

究テーマの一層の発展が期待できます。共同研究課題として、
下記の研究分野について募集しました。
⑴ 超大規模数値計算系応用分野

⑵ 超大規模データ処理系応用分野

⑶ 超大容量ネットワーク技術分野 ⑷ 上記研究分野を統合した超大規模情報システム関連研究分野
共同研究のポイントは以下のとおりです。

合計で38件の課題応募があり、厳正な課題審査の結果、34件の採択を決定しました。すでに、本年5月から
共同研究がスタートしています。本年11月からクラウドシステムおよび新スーパーコンピュータのサービス開始
を予定していることから、目覚しい研究成果に繋がることを期待しています。また、本共同研究での成果をス
テップにして、拠点共同研究に果敢にチャレンジしていただけるものと考えます。

①幅 広い専門領域の研究者の協力体制による学際的な共同研究、例えば「 超大規模数値計算系応用分野」では、計算科学分
野と計算機科学分野の協調的相補的な研究形態を想定。すなわち、計算科学の研究者と計算機科学の研究者が共同して行
う共同研究。
②上記①の条件を満たす限り、
スーパーコンピュータ等の各構成拠点の提供する情報基盤を使用しない共同研究も受け入れ。

なお、平成23年度の採択課題および昨年度までの研究成果報告書を下記のホームページで公開しています
ので、ご参照ください。

http://www.iic.hokudai.ac.jp/kyodo_kenkyu/kyodo_kenkyu1.html

③ネットワーク型拠点としての特徴を活かして、複数（ 特に3つ以上 ）の拠点の情報基盤を利用し、それらを有機的に連携させ
た超大規模情報システムに関連する研究は特に歓迎する。

本年3月7日（ 月）に審査委員会および運営委員会を開催し、応募のあった41件の課題から39件を採択し、
その内2件を負担金免除課題と決定しました。本センターを利用する課題は8件（ 複数拠点を利用する課題4
件を含む）が採択され、本年4月1日（ 金 ）から共同研究を開始しています。平成23年度課題募集要項および
採択課題の詳細については，
下記のホームページをご参照ください。

http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（ 第3回 ）シンポジウムの開催について
平成22年度に実施された拠点共同研究課題37件の研究成果講演発表および平成23年度採択課題39件のポスター
発表を行います。さらに、平成22年度に実施された先端的大規模計算利用サービスの利用企業によるポスター発表を
同時に開催します。すでに参加登録などのオンライン受付を開始しています。奮ってご参加くださるようお願いします。
［ 日時］平成23年7月14日木 10：00～18：00 ／ 15日金 10：00～17：40 ［ 場所］THE GRAND HALL（ 東京都港区 ）
なお、
下記のホームページに平成22年度共同研究課題の最終報告書が公開されています。

http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/sympo/

革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）について
計算資源提供機関として参画しているHPCIコンソーシアムにおいて、本年4月19日（ 火 ）開催のHPCI検討総

AVS/Express7.3の学内ダウンロードサービスを開始しました
ビジュアルプログラミング可視化ソフトウエアAVS/Expressが平成22年8月にバージョン7.3にアップしたこ
とから、本センターでは学内ユーザ向けに平成23年4月1日（ 金 ）から最新バージョンのダウンロードサービス
を実施しています。ソフトウエアがサポートするオペレーティングシステムとして、Microsoft Windows XP/
Vista/7の32ビットあるいは64ビット、Mac OS X 10.6等が含まれます。その他の新機能等の詳細について
は、
下記ホームページをご参照ください。

http://kgt.cybernet.co.jp/viz/express/vup_info/

また、利便性が向上された注目点として、コンフィグファイルを利用した環境設定およびカスタマイズが可
能になりました。下図はMS Windowsでのスタートメニューを示しています。AVS Express 7.3メニューグ
ループに「Edit Configuration」があります。これを選択することで、ユーザ・コンフィグファイルが作成され、
ユーザごとの利用環境の設定や編集を行うことができます。初期設定では､すべての環境変数がコメントアウ
トされていますので、次の手順により設定を有効にします。例えば、ライセンスサーバの設定では､環境変数XP_
LICENSE_SERVERの前の記号#を削除し､ライセンスサーバ名およびポート番号を正しく記入します。設定可
能な環境変数および設定方法については、オンラインマニュアルAVS/Expressインストールガイド／リリース
ノート「5.1.1 コンフィグファイル」を参照してください。

会で「HPCIとその構築を主導するコンソーシアムの具体化に向けて－中間報告案－」が公開されました。この
資料（PDFファイル）は下記ホームページからダウンロードできます。

http://hpcic.riken.jp/

HPCIコンソーシアムは、次世代スーパーコンピュータを中核として、国内の計算資源を連携して利用するた
めの社会基盤を構築していくことを目的にしています。中間報告案は、平成24年度の本格運用段階に向けた
HPCIの指針を取りまとめたもので、
わが国の計算科学技術振興の具体的な方策が示されています。
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大型計算機システムの更新について
情報基盤センターでは、現在、スーパーコンピュータシステム（ 以下「 スパコン」という。）及び汎用コンピュータシ

有メモリ型並列計算、分散メモリ型並列計算及びこれ

ルから構成されます。クラウドシステムは起動用ファ

ステム（ 以下「 汎用コン」という。
）の利用サービスを行っています。この2つのシステムを学際大規模計算機システ

らを組み合わせたハイブリッド並列計算が実行でき

イルシステム
（ 容量260TB）及び共有ファイルシステム

ム（ 以下「 次期システム 」という。
）として一元的に更新し、平成23年11月からサービスを開始する予定です。次期

ます。また、計算に必要な数値演算ライブラリとして、

システムの概要を以下に示します。

日 立 製MSL2、MATRIX/MPP、MATRIX/MPP/SSS、

（ 容量500TB）の構成になります。

IBM ESSL for AIX、IBM Parallel ESSL for AIX等が

次期システムの概要

想サーバ（ バーチャルマシン）を構築することが可能

あります。この他にMPI並列通信ライブラリ、デバッ

になります。これにより、データセンター機能のサー

クツール及びチューニングツール等を提供します。

データの移行について

現有のスパコン及び汎用コンを構成するアプリケー

次期システムはスーパーコンピュータシステム（ 以下

ビスを提供し、学内に散在するサーバ等の集約化を推

ジョブの実行には、ジョブ管理ソフトウェアとして導

ションサーバで共有している利用者データは新スパコ

「 新スパコン」という。
）、クラウドシステム（ クラスタ

進します。また、学術・研究者向けの情報環境を提供

入されるロードレベラー
（LoadLeveler）を使用します。

ンに移行します。Webサーバ、ホスティングサーバ及

型の並列計算機システムを含む）、ファイルシステム及

するために、研究者コミュニティの活動全般を支援す

びネットワークシステム等から構成されます。

るツールやソフトウェアを提供します。

新スパコンは、全国の大学、研究機関及び民間企業

びプロジェクトサーバの利用者データはクラウドシス
テムへ移行します。クラウドシステムのアプリケーショ

クラウドシステムについて

ンサーバを利用するために既存のデータが必要な場

クラウドシステム はHITACHI BladeSymphony

合、利用者が移行ツールを用いて新スパコンからクラ

共同利用・共同研究拠点の認定を受けており、同拠点

新スパコンについて

BS2000で、114台の演算ノードで構成されます。1

ウドシステムへ一括コピーします。移行ツール及び利

として実施する共同研究での大規模計算サービスに

新スパコンはHITACHI SR16000モデルL2後継機

演算ノードはインテル社E7-8870
（ クロックスピード

用方法に関するマニュアルを本センターで用意しま

で、CPUはPower7を搭載します。総合 演算性能は

2.4GHz，10コア）4CPU、主記憶容量は128GBで、総

す。

クラウドシステムは現有の汎用コン
（ アプリケーショ

170TFLOPSを超え、総主記憶容量は20TB以上です。

合理論演算性能は40TFLOPSを超えます。

ンサーバ、Webサーバ、ホスティングサーバ、プロジェ

OSはAIX 7.1以降です。プログラミング言語として、

等に計算サービスを提供します。また、本センターは

対応します。

演算ノード群は2,000以上のバーチャルマシン構

クトサーバとしての機能 ）のサービスを継承します。

日立 製 最 適 化FORTRAN90、IBM XL Fortran for

成が可能で、アプリケーションサーバ、オンラインスト

日程について

さらに、仮想化技術を導入することで、2000以上の仮

AIX、IBM XL C/C++ for AIXコンパイラを備え、共

レージサーバ、Webサーバ、ホスティングサーバ、プ

次期システムの導入に当たり、利用者データ移行の

ロジェクトサーバ等から構成され、各種のアプリケー

ためのバックアップ作業、空調設備及び電源設備等の

ションソフトウェアやサービスの利用が可能です。

施設工事を行います。このため、平成23年7月22日㈮

バーチャルマシンは、予め用意されたパッケージを選

16：30をもってスパコン及び汎用コン
（ アプリケーショ

択することで、研究室のホームページの公開、ブログの

ンサーバ等の一部）のサービスを停止します。サービ

利用及び研究会用のサーバ構築等が可能となります。

スの開始は11月を予定しております。
なお、東日本大震災の関係で物品の調達等に影響

また、クラスタ型並列計算サーバとしての利用も可能
です。詳細は「 北海道大学アカデミッククラウド」

が生じております。今後の予定が変更になる場合が

の構築について、
「 北海道大学アカデミッククラ

ありますことをあらかじめご了承ください。

ウド」の新サービス提供についてを参照してくださ
い。
「 北海道大学アカデミッククラウド」の構築について
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/pdf/hcloud.pdf
「 北海道大学アカデミッククラウド」の新サービス提供について
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/pdf/hcloud _ new _ service.pdf

ファイルシステムについて
新スパコンのファイルシステムは、SASインター
フェースで容 量 が600TBのファイル及びSATAイン
ターフェースで容量が300TBのバックアップ用ファイ
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●メールマガジン講読のご案内
本センター大型計算機システムに関するさまざまなお知らせ
（ 運用予定、利用講習会、講演会案内、
トピックス ）、また、利用法に関するヒントをメールマガジンでお届けしています。メールマガジン
を講読されるためには登録が必要です。下記ホームページで登録を受け付けています。
本センターの利用登録の有無に関わらず、メールマガジンの講読が可能（ 無料 ）ですので、この
機会に是非登録されてはいかがでしょうか。
メールマガジンの登録または削除 http://mag.hucc.hokudai.ac.jp/

●スパコンのための情報サービス一覧
情 報 サービ ス

内

容

スパコン利用のための登録・総合情報

利用者受付

TEL 011‑706 ‑2951

利用講習会

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/˜a10019/kosyu/kosyukai.html

利 用者 相 談 室

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/support.html
TEL 011‑706 ‑2952

メルマ ガ 情 報

http://mag.hucc.hokudai.ac.jp/

技 術 情 報

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/20060105 new̲hop.html

使い方・プログラム講習
プログラム相談

さまざまなスパコン情報の速報
スパコンの使い方・技術情報

大型計算機システムニュース、その他ダウンロード

iiC-HPC

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/koho̲syuppan.html
大型計算機システムニュース郵送申し込み

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/˜a10019/iic-HPC/

●編集後記
学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点共同研究（ 平成22年度 ）
「 マルチパラメータサー
ベイ型シミュレーションを支えるシステム化技術に関する研究 」で実現される最新技術は計算科
学的手法を強力に支援するとともに、計算機シミュレーションが研究開発における主力技術にな
りうるとの印象を強く持ちました。

●次号の特集予告
オホーツク海とその周辺地域からなる環オホーツク圏では、科学的に興味深くかつ社会的に重要な
気候・環境の形成および長期変動が生じています。その不思議を計算機シミュレーションで再現し、
より良い理解と高信頼な予測を可能にする大気・海洋シミュレーションに関して、北海道大学低温科
学研究所環オホーツク観測研究センター 中村知裕先生にお話を伺います。

●本誌へのご意見をお聞かせください。
連絡先：kyodo@oicte.hokudai.ac.jp
北海道大学情報環境推進本部情報推進課共同利用・共同研究担当
TEL 011-706-2956 FAX 011-706-3460
iiC-HPCニュースはインターネットからダウンロード可能です。
URL

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/koho_syuppan.html
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