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ラック下半分の領域に、8つの物理ノードが格納されています。物理ノードは畳1枚分の大きさがあり、その重量はおよそ
1トンです。したがって、ラックあたりの重量は8トン程度あります。物理ノードの交換の際には、専用の滑車装備の台車を
使用しますので、ラック下側にノードを集中させています。物理ノードは水冷方式のため、内部を水が通っている銅製パイプ
が取り付けられています。写真右側が給水パイプ、左側が排水パイプに対応します。パイプ表面を触れてみると、2つのパ
イプではかなり温度差があることがわかります。
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●学際大規模計算機システムのチラシとポスターを作成しました
●新スパコン入門資料の公開と利用講習会の実施について
●スパコン稼働状況可視化システムの表示を変更しました
●ブラウザからアプリケーションサーバの利用について
写真に示すとおり、1台の物理ノードは破線で示した高さに対応します。物理ノードに接続されたケーブルに色分けされたタ
グを付けることで、結線誤りを防止する工夫が行われています。物理ノードを8つの論理ノードに分割して、TSSノードあるいは
バッチノードとして計算サービスを行っています。
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─本日は、本年4月よりセンター長に就任された髙井昌
彰先生にお話をお伺いします。
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髙井

よろしくお願いします。

─本年11月より従来のスーパーコンピュータシステムと
汎用コンピュータシステムを統合した「 学際大規模計算
機システム 」が導入され、さまざまなサービスを提供して
いますが、その背景および経緯についてお話しいただけま

Interview with

すでしょうか。
髙井

型計算機システムとして、スーパーコンピュータと汎用
コンピュータの運用が行われてきました。スーパーコ
ンピュータの更新にあたっては、需要予測と技術開発
トレンドに加え、必要な電源・空調等の施設整備、全
国的なスパコン配備状況を踏まえて、戦略的に判断す
る必要があります。また、汎用コンピュータは本学の
統合情報環境の中核として、ホスティングサービスや
プロジェクトサービスを提供してきましたが、リソース
的にはもはや限界に達していました。
慎重に検討を重ねた結果、調達業務と構築作業の
効率化を図る観点も考慮し、最終的にスーパーコン
ピュータと汎用コンピュータの更新を平成23年度に
同時に行い、
新たに、
学際大規模計算機システムとして
一元化することにしました。この学際大規模という名
称は、本センターが文部科学大臣の認定を受け、平成
22年度より本格的に活動を開始した学際大規模情報
基盤共同利用・共同研究拠点に由来します。つまり、
拠点としての新世代の幕開けにふさわしい戦略的シ
ステムへの進化を象徴するものなのです。

Yoshiaki TAKAI

─ 新たに導入されるスーパーコンピュータシステムに
は、どのような特徴がありますでしょうか。
髙井

旧システムの30倍以上の性能になります。今年11月
発表のTOP500では世界ランク95位です。ユーザ開

髙井昌彰 氏 インタビュー

発プログラムの移行性を重視し、旧システムと基本的
に同じアーキテクチャなので、これまでのソフト資産

センターの将来と新システム への意気込み
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POWER7搭載の大規模 SMP 並列アーキテク

チャで、総合理論演算性能は172 TFLOPSですから、

北海道大学情報基盤センター

センター長

北大情報基盤センターでは全国共同利用の大

を生かし、さらにスケールアップした大規模並列ジョ
ブを直ちに実行することができます。
演 算ノード数は176ノードあり、全国共同利用の

5
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同型のスーパーコンピュータとしては国内最大です。
100ノードを超えるSMP並列の大規模ジョブを処理

PROFILE

リケーションの他、ホスティングサービスやプロジェク

活用を図ることができます。

トサービスを提供してきました。このサービスはスパ

また、東日本大震災の経験からも明らかなように、

できるのは本センターだけです。競争力のあるシステ

地理的に分散する計算資源やストレージのネットワー

コンによるHPCを補完するとともに、ユーザの研究活

ムと確信しています。

ク連携を密にすることで、HPCの揺るぎない基盤を堅

動全般を支援する情報環境を提供するものです。し

持することは、日本の科学技術立国に不可欠です。

かし、従来のサービスでは、ブレードサーバ物理貸し

また冷却技術には、北海道の冷涼な気候を利用し

本センターは全国共同利用施設としての長い経験

の形態のため、ユーザ数の増加やニーズの多様化に十

を有し、運用とユーザ支援のノウハウの蓄積がありま

分応えられませんでした。そこでサーバの仮想化技術

す。この知見をもとに、本センターはHPCIの北の拠

を導入し、物志向からサービス志向への質的転換を目

─このような高性能なスーパーコンピュータを活用する

点として、計算科学技術の振興という基本的な役割を

指しました。

ことで、どのような成果が期待されますでしょうか。

持っています。また、本センターの計算資源に特化し

て、外気を導入した空調設備を導入するなど、省エネル
ギーと環境負荷低減にも取り組んでいます。

髙井

計算科学のためのコンピュータに大き過ぎると

いうことはありません。3次元のメッシュサイズを10

また、本学の第二期中期目標・中期計画においても、

た利用だけでなく、将来的に「 京 」につながるような

学内に散在する多様なサーバをホスティング等によっ

萌芽的研究の促進や、
地域の産業利用も含めたユーザ

て集約化し、管理運用コストを削減することが掲げら

の裾野の拡大という大きな役割もあります。

れています。
このような全体最適化にはCIOによるトッ

分の1に細かくすれば、全体計算量はざっと1000倍に

髙井昌彰
Yoshiaki TAKAI
国立大学法人 北海道大学 情報基盤センター
センター長
昭和 58 年東北大学工学部電子工学科卒業。昭和 63 年同大
学大学院工学研究科博士課程修了。工学博士。同年東京大学
理学部助手。平成元年北海道大学工学部講師。平成 4 年同助
教授。平成 7年同大学大型計算機センター助教授。平成15 年
同大学情報基盤センター教授。平成16 年同大学情報基盤セン
ター副センター長。平成18 年同大学 CIO 補佐役（ 役員補佐相
当職 ）。平成 23 年 4月より同大学情報基盤センター長。

プダウンのガバナンスが不可欠ですが、同時に、実効

も増えるわけですから。しかし実際問題として、30倍

─新システムにおいては「 北海道大学アカデミッククラ

的な基盤整備が必要です。北大アカデミッククラウド

の高速化は非常に意味があります。今まで1年を要す

ウド」として、
国内最大規模のアカデミッククラウドシステ

は、本学のサーバ集約化を促進するための受け皿とな

るようなシミュレーション計算がわずか10日ほどで完

ムが導入されました。クラウドシステムについては、現在

る基盤を提供するものでもあります。

了する。現実的な年間研究計画の中で扱える問題ク

さまざまな取り組みが世界中でなされていて、一種のブー

ユーザからすれば、学外にある民間のパブリックク

ラスの自由度が大きく膨らみます。

ムとなっておりますが、北海道大学においてクラウドシス

ラウドサービスを選択する道もありますが、学内のイ

テムを導入する必然性、およびその戦略について、お話し

ンソースでアカデミックユースを前提としたクラウド

いただけますでしょうか。

サービスがあれば、情報資産のセキュリティ管理の面

特にSMP並列の特徴を生かして、大気・海洋シミュ
レーション、分子動力学計算や流体解析などにおい
て、従来よりも高精度な大規模計算を実行すること

からも、安心して利用することができるでしょう。ク
これまで本センターでは、汎用コンピュータシス

が できます。本センターを含む8大学ネットワーク

髙井

型の学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点

テムを統合情報環境の中核として位置づけ、各種アプ

ラウドシステムは全国共同利用サービスであると同時
に、本学の情報環境のかなめでもあるのです。

（JHPCN）の一翼を担うスーパーコンピュータシステ
ムとして、グランドチャレンジ研究の推進に大きく寄
与するものと期待されます。
─スーパーコンピュータに関して、世界一の性能となっ
た「 京 」コンピュータなど、全国のスーパーコンピュータと
の連携があるかと思いますが、その中で北海道大学情報
基盤センターとしての役割はどこにあるとお考えでしょ
うか。
髙井

本センターは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）に計算資源提供機関
として参画します。HPCIは、
「 京 」を頂点として、日
本全体のHPCを推進するスパコンインフラを形成す
るものです。計算科学の分野においてHPCに対する
ニーズは多様であり、研究ステージ、問題サイズ、計算
モデルにバラエティがあります。したがって全てのニー
ズを
「 京 」だけで吸収できるものではありません。様々
な特徴・個性を持った全国の主要なスパコンが協調
してネットワークを形成することで、HPCI全体の有効
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クラウドという言葉が様々な意味合いで用いられ

髙井

そうですね。学内外問わず多くの研究者にご利

ますが、本センターでは、これまでのホスティングとプ

用いただき、研究活動を活性化し、成果をあげていっ

ロジェクトサーバを発展させた仮想化サーバの提供

ていただければと希望します。それが本システムの最

（IaaS）を基本としています。本格的なクラウドシステ

2
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学際大規模計算機システムの紹介

終的な役割であると考えます。

公開し、残り8ノードをシステム管理

ムの構築と運用は、本センターにとってもチャレンジ

に利用します。TSSノードでは、プロ

ングな初めての取り組みではありますが、新しい技術

─今回導入されたシステムを今後どのように活用、発展

グラムの作成・編集、コンパイル、小規

をいち早く取り入れ、その有効性を自ら実証してゆく

させていく予定でしょうか。将来の情報基盤センターお

模なSMPあるいはMPIジョブの実行

ことは、リーディングユニヴァーシティが果たすべき役

よびセンターシステムの方向性についてお話しいただけ

が可能です。一方、バッチノードのう

割の一つであると思います。

ますでしょうか。

ち38ノードをSMPまたは中規模MPI
ジョブ実行用ノードとし、1ジョブあた

新システムは全体としては10,000コアを超える

りの最大使用ノード数16、経過時間

─今回導入されたクラウドシステムの特徴について、他

髙井

大学のクラウドシステムとの違いはどのような点にあるの

大規模システムになります。この新システムを手に、

の上限72時間の計算サービスを行い

でしょうか。

JHPCNならびにHPCIの一翼を担う拠点として、日本

ます。さらに、バッチノードのうち128

の学術研究を将来にわたり支える学際情報基盤の発

ノードを大規模MPIジョブ実行ノード

展に貢献します。

として、1ジョブあたり最大使用ノード

髙井

仮想サーバ数で2,000個以上の運用が可能な、

国内最大級のアカデミッククラウドシステムになりま

スーパーコンピュータの利活用促進で最も重要なこ

数128
（ 物理コア数4096、主記憶装

す。本来の学術研究目的だけでなく、研究支援利用や

とは、計算科学と計算機科学の橋渡しができるHPC

置16TB）、ノード演算時間の上限24

研究者コミュニティ活動を含めた広い意味での学術

若手人材の育成にあると思います。大学に置かれた

時間の大規模・超高速計算サービス

研究活動をトータルに支援できる情報環境基盤を提

拠点として、学生だけでなく社会人向けのHPCコー

全国共同利用・共同研究拠点として、これまで利用

を常時行います。このような大規模計算サービスは

供します。

スウェアの提供、ポスドクを活用したプログラム共同

サービスを展開してきましたスーパーコンピュータシ

これまで前例がなく、本システムにおける特徴的な計

システム的には、XenServerをベースに最先端のク

開発の高度技術支援や、地域に根差したオープンな

ステムと汎用コンピュータシステムを統合し、
「 学際

算サービスのひとつです。

ラウドミドルウェアCloudStackを導入し、ペーパーレ

ユーザコミュニティの創出が望まれます。持続可能な

大規模計算機システム 」として2011年11月からサー

スの利用申請を実現しています。ユーザはブラウザか

HPCIには、こうした人的活動の見える化と成果の社

ビスを開始しました。

らクラウドポータルにアクセスして、希望のサーバ環境

会還元が必須です。

コ ン パ イ ラ と し て、日 立 製 作 所 製 最 適 化
FORTRAN90、IBM製 XL Fortran、C/C++な ど が

本システムは、スーパーコンピュータシステム、クラ

利用できます。

を数分で手に入れることができます。また利用負担

また、アカデミッククラウドについては、大学の機能

ウドシステム、ネットワークシステム、周辺装置ならび

スーパーコンピュータシステムに接続される外部磁

金は月単位の定額制で、必要な時に必要なだけリソー

別分化の戦略的視点からも、大学全体の情報基盤を

にユーザ管理システムから構成されます。全国共同

気記憶装置は、実効総容量600TB
（SAS、RAID5）及

スを利用できます。仮想サーバ1台月額ワンコイン

クラウドに集約する動きが加速していくでしょう。ク

利用施設の基幹システムとして、学術分野のみならず

び300TB
（SATA、RAID6）から構成されるHITACHI

です。

ラウドのニーズは今後さらに高まることが予想されま

民間企業の研究者を支援する総合的な情報システム

AMS2500です。スーパーコンピュータシステムとファ

すので、システムとしてどれだけスケールできるかが一

として一体的に運用され、計算サービス、アプリケー

イバチャネルにより接続されます。SAS領域のうち最

つのポイントになるでしょう。

ションサービス、ファイルサービス、ホスティングサー

大400TBをユーザ領域とし、
RAID5に加えて常時フル

ビスなどさまざまなサービスを提供します。

バックアップを行いますので、貴重なデータを安心し

オンラインストレージはもとより、クラウド初心者
向けに様々な研究室パッケージを用意しており、例え
ば、研究データ公開のデータベースや、国際会議など

インタークラウド、すなわち異なるクラウドシステム

の開催・運営に必要なポータルサイトを簡単に構築で

のグローバルな連携・相互運用の技術開発が重要で

きます。PaaS的なサービスとして、仮想サーバを複数

す。スケールアウトに伴い、システムのさらなるグリー

台まとめてヴァーチャルなHPCクラスタマシンを形成

ン化技術も不可欠です。本センターでは、次世代情報

するクラスタパッケージもあります。ちなみにクラウ

基盤システムの構想に向けて、これらの課題に取り組

ドシステムは演算ノード114台で構成され、総理論演

む共同研究を積極的に推進しているところです。

は他に類を見ません。
─大規模かつ高性能、最新のミドルウェアを導入、さら

スーパーコンピュータシステム

クラウドシステム

本 シス テム は、HITACHI SR16000モ デ ルM1で、
CPUはIBM製POWER7、クロックスピード3.83GHz

新クラウドシステムでは「 北海道大学アカデミック

です。写真に示すラック3本で構成されます。物理演

クラウド」として、仮想化を全面的に採用するととも

─大学における今後の情報戦略にとって不可欠のシス

算装置数は22で、それを8個の論理演算装置（ 以後、

に最先端のクラウドミドルウェアを導入し、2,000以

テムと言えそうですね。今後のさらなる発展を期待しまし

ノードと略称 ）に分割して計算サービスを行います。

上のバーチャルマシンが構成可能となる国内最大規

て、インタビューを終えたいと思います。どうもありがと

1論理演算装置あたりの物理コア数は32、主記憶装置

模のアカデミッククラウドシステムを実現します。

うございました。

は128GBです。これまでのソフトウェア資産を継続し

算性能はスパコン級の43TFLOPSです。
これだけの柔軟性と適応力のあるクラウドシステム

て保存しておくことが可能です。

［ ハードウェア］

て利用でき、併せて高速化を実現します。

には安価ということで、利用者の立場からするととても楽
しみなシステムですね。

髙井

ありがとうございました。

■HITACHI BladeSymphony BS2000

運用される論理演算装置数は176であり、そのうち

114台の演算装置から構成され、それぞれの演算

2ノードをTSSノード、166ノードをバッチノードとして
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装 置 はイン テル Xeon E7-8870プ ロセッサ×4で

仮想化基盤ソフトウェアとしては、Citrix XenServer

［ アプリケーションソフトウェア］

合計40の演算コアから成り、128GBの共有メモリ、

およびVMWare vSphereを採用し、1台の物理サー

スーパーコンピュータ

10GbE×2のネットワークインターフェイスを有し

バに多数のバーチャルマシンを構成することが可能と

アプリケーションサーバ

ます。

なり、管理運用の柔軟性を確保するとともに、コスト削

Mathematica※ MATLAB※

減、
エネルギー効率の大幅な向上が実現されます。

MD. Nastran※ Patran※
Marc Mentat※
LS-DYNA

Gaussian09
ANSYS※

Marc※

ANSYS FLUENT※

Gaussian09

SAS※

Amber

COMSOL Multiphysics
AVS/Express Developer
※北海道大学に所属する教職員・学生のみ利用可能

パソコン端末

㊧スーパーコンピュータシステム HITACHI SR16000 モデル M1
㊥外部磁気記憶装置 HITACHI AMS2500
㊨クラウドシステム

CloudStackの操作画面例

ANSYS

MAYHEMATICA

MATLAB

AVS

［ ホスティングサーバ ］
Webホスティング等に利用可能なバーチャルマシ
ンを提 供 するとともに、WordPress、MediaWiki、
MovableType等のコンテンツマネジメントシステム
をインストールしたパッケージとしての提供も行い、利
HITACHI Blade Symphony BS2000サーバシャーシ（ 左 ）

用者がソフトウェアのインストールを行うことなく、直

およびサーバブレード（ 右 ）

ちに利用できるサーバパッケージの提供を行います。

また、起動用のストレージとして260TBのファイル

さらに、HA構成を採用することで、障害時に自動的に

システムがSAN
（Storage Area Network）により接

バックアップサーバに切り替えができ、信頼性の向上

続され、
全体としての総合理論演算性能が43TFLOPS

を図っています。

に達するスーパーコンピュータ並みの性能を有する大
［ プロジェクトサーバ ］

規模クラウドシステムです。

利用者がOSレベルから自由にカスタマイズできる、
■HITACHI AMS2300

ポータルページ・利用者端末など
利用者向け環境
［ 利用者端末室 ］
情報基盤センターの利用者は、情報基盤センター北
館1階利用者端末室を利用できます。
端末室設備
端末

す。バーチャルマシンのサービスレベルとして、以下の

内訳

パソコン端末

Mac 15台

大判プリンタ

カラープリンタ 2台

3次元可視化システム

1台

研究プロジェクト用途のバーチャルマシンを提供しま

クラウドシステムにおける共有ストレージとして使

3 次元可視化システム

用できる500TBの容量を有する大容量ストレージシ

利用が可能です。

ステムです。アプリケーション利用時のユーザ領域、

◦Sサーバ：1コア、メモリ3GB、HDD100GB

オンラインストレージサーバ、バーチャルマシンの追

◦Mサーバ：4コア、メモリ12GB、HDD100GB

加ファイル領域として利用可能です。

◦Lサーバ：10コア、メモリ30GB、HDD100GB

CPU

2 . 8GHz Quad-Core Intel Core i5

◦XLサーバ（ 物理サーバ ）
：40コア、

メモリ

8GB 1,333 MHz DDR3 SDRAM

［ クラウド基盤ソフトウェア］

メモリ128GB、HDD2TB

クラウドシステムの基盤ソフトウェアとして、Citrix

標準のOSインストールイメージに加えて、MPIや

CloudStackを採用し、利用者がWebポータルから

Hadoopを自動的にインストールし、複数台のサーバ

一元的にバーチャルマシン（ 仮想化されたサーバ ）の

をクラスタとして設定するクラスタパッケージを提供

利用申請、設定、管理運用が可能となり、申請後直ちに

します。さらに追加ディスクの申請も1TB単位で可能

サーバの利用が可能となります。

です（XLサーバを除く）。
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大判プリンタ

・Canon imagePROGRAF iPF8300

パソコン端末仕様
区分

ディスプレイ

仕様

27 16：9クリアワイドスクリーン TFT アクティブマトリックス
LEDバックライト液晶ディスプレイ（ 解像度 2 ,560×1,440）

ATI Radeon HD5750、1GB GDDR5メモリ
Mac OS X Snow Leopard／Microsoft Oﬃce for Mac／ウイルスバスター2011 クラウド
Mac系
iWork／iLife 11／インテルC++ Composer XE Mac OS版
インテル Fortran Composer Mac OS版
Windows7 Professional／Oﬃce Professional Plus 2010／ウイルスバスター2011クラウド
Windows系 Creative Suite5 Web Premium／Exceed on Demand 7J／AVS/Express Viz
Micro AVS Ver.14

グラフィックス

主なソフトウェア

■Citrix CloudStack／XenServer／VMWare vSphere

・Dell Precision M6500 ・LVP-XD600
・XpanD X102 ・CUP-100W
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［ スーパーコンピュータシステム ］

◦オンラインストレージの利用

［ 情報基盤センターポータルページ］

［ クラウドシステム ］

ポータルページでは、各種オンライン申請、クラウド

Webブラウザによるデータ転送が可能です。ファイ

基本サービス経費をお支払いいただくことで、TSS

基本サービス経費をお支払いいただくことで、アプ

の操作、パスワードの変更、ソフトウェア利用申請が

ルのダウンロード、アップロードが簡単に操作でき

ノードを利用できます。また、演算付加サービス、ファ

リケーションサーバ、オンラインストレージサーバを

行えます。

ます。

イル付加サービス、
ファイル利用サービスを用意してい

使用できます。また、各種サーバを用意していますの

ますので、各サービスを追加していただくことで、用途

で、ポータルから申請いただくことで、用途に合わせた

スーパーコンピュータのファイルを5MBまで、アプリ

に合わせた規模で利用できます。スーパーコンピュー

サーバを利用できます。クラウドシステムの利用サー

ケーションサーバ兼オンラインストレージサーバの

タシステムの利用サービスおよび負担金は以下の通り

ビスおよび負担金は以下の通りです。

ファイルを100GBまで利用できます。

です。

◦ファイル利用

ポータルページURL
https：//igate.hucc.hokudai.ac.jp/index.html
各種オンライン申請
オンラインでできる申請（ 申請者の所属により異なります）は次のとおりです。
※×の申請はオンラインではできません。書類による申請をお願いします。

◦ブログサービス
WordPressによりホームページを作成できます。

所属
申請種別

利用者

北大

北大
以外

新規利用申請

○

×

支払費目追加申請

○

×

利用取消申請

×

×

利用者自身のホームページのコンテンツをWebサー

スパコン付加サービス申請

○

○

バにアップロードするだけで、簡単に公開できます。

ファイルをアップロードすることなく、作成した内容
を簡単にWeb上で公開できます。
◦ホームページサービス（Webサーバの利用 ）

支払責任者

★アプリケーションサーバ付加サービス申請

○

○

継続利用申請

○

×

★クラウドに係る各種申請

○

○

★バルクに係る各種申請

○

○

★メールアドレス・電話番号・広報（y/n）の変更申請

○

○

上記以外の連絡先・所属等の変更申請

×

×

新規登録申請

×

×

支払費目追加申請

×

×

★登録取消申請

○

○

予算額変更申請

○

○

データベースサーバの利用、データベースの利用、

★メールアドレス・電話番号・広報（y/n）の変更申請

○

○

ダイアルアップPPP接続サービス

上記以外の連絡先・所属等の変更申請

×

◦ダウンロードサービス
数式処理ソフトウェアMathematicaおよび可視化
支 援ソフトウェアAVS/Expressを研 究 室のPCに
ダウンロードして実行できます（ 北大所属の利用者のみ）。
◦利用者端末室の利用
センター内設置のパソコン、大判プリンタ、3次元可
視化システム等の端末を利用できます。
◦その他

×

※★は新たにオンライン申請ができるようになった申請です。
※民間企業等利用申請の場合はオンライン申請ができませんので、利用
者受付までご連絡ください。
※申請についての詳細は、下記ホームページをご覧ください。
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/tetsuzuki.html

［ 大判プリンタ］
A0版、A1版、B0版のカラープリントが可能です（ フ

ホスティングサーバ利用コース

演算付加サービス
コース名

S3
S10
S 50
S100（ 新設 ）

演算時間

コース

負担金

31,500円／年

30万秒
400万秒

105,000円／年

4,000万秒

525,000円／年

10,000万秒

1,050,000円／年

コース名

容量

F3
F10
F50

1TB

負担金

4TB

105,000円／年
525,000円／年

a
b
c
G1
G2
G3
G4

中規模
MPIジョブ
大規模
MPIジョブ
（ 新設 ）

情報基盤センターでは、利用者登録を行うことに
より、
下記の基本サービスを利用できます。

［ 上級者向けパッケージ］
標準パッケージ：LAMP（CentOS標準パッケージインストール）
Wikiパッケージ：MediaWiki
研究室パッケージ①：Zope+Plone
研究室パッケージ②：Xoops

演算時間
（ 時間 ）

学会パッケージ①：CDSIndico
（CERN）

ジョブあたりの
最大利用可能ノード数

学会パッケージ②：Open Conference System

1
24

ブログパッケージ：Movable Type

16

72

プロジェクトサーバ利用コース

1
6
12

コース

128

XL

24

スパコン利用でファイル付加サービスを利用してい

たたんでスーツケース等に収納しても折り目がつきに

ない場合、基本サービス経費では5MBのファイル領

くいので、出張時等に便利です。大判プリンタの用紙

域を利用できますが、毎月1,050円の負担金を支払う

種類および負担金は以下の通りです。

ことで、
10GBまでファイル領域を利用できるようにな

用紙種類

［ 基本サービス経費で利用できるサービス ］
◦スーパーコンピュータのTSSノードの利用
TSSノードによる小規模演算処理、プログラムの動
作確認などが可能です。
◦アプリケーションサーバの利用

普通紙

1枚 210円

光沢紙

1枚 945円

クロス

1枚 3,150円

ファイル
付加

負担金

容量

40 128 2000 21,000円／月
GB 252,000円／年

−

L

10

30

100
GB

5, 250円／月
63,000円／年

M

4

12
サーバ コア GB

100
GB

2,100円／月
2 円／年
25,000

S

1

100
GB

525円／月
6,300円／年

3

1テラバイト
につき

1,050円／月
12,600円／年

●プロジェクトサーバ導入パッケージ

ファイル利用サービス
ファイル容量10 GB

容量

サーバ コア GB

上利用すると自動的に適用されます。
内容

環境

サーバ コア GB

ります。ただし、申請は不要で、ファイル領域を5MB以
負担金

CPU メモリ ディスク

サーバ コア GB

ス（ 布 ）の出力サービスに対応します。クロスは折り

用紙種類と負担金

基本サービス経費12,600円（ 年額 ）

100 GB

［ 初心者向けパッケージ］

チなし印刷可）。普通紙および光沢紙に加えて、クロ

利用サービスおよび負担金

2コア

●ホスティングサーバ導入パッケージ

ジョブ区分と演算時間

SMP及び

3GB

（HA 構成 ）

31,500円／年

25 TB

キュー

負担金

1,470円／月
17,640円／年

ブログパッケージ：WordPress

ファイル付加サービス

ジョブ区分

CPU環境 メモリ容量 ディスク容量

Sサーバ

標準パッケージ：Torque（CentOS標準パッケージインストール）

負担金

MPIパッケージ：MPI、
OpenMP、
Torque、
Hadoop

1,050円／月

【 注意 】ファイル利用サービスは自動的に適用されるため、気がつかないう
ちに５ＭＢ以上のファイル領域を使用すると、意図しない課金が発生する
可能性があります。ファイル付加サービスを利用せずにスパコンでファイ
ル操作をするときは注意してください。

ファイル付加サービス

（ アプリケーションサーバ兼オンラインストレージサーバ ）

アプリケーションサーバ上で動作する各種アプリ

コース名

内容

負担金

A1

ファイル容量1TB

12 ,600円／年

ケーションソフトウェアをWebブラウザを利用して
実行できます。
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知 っ て

得

Supercomputer
Academy

す る

!!

ネットワーク性能も充実しており、ピーク性能で

スループットを保証します。

24GB/s×2方向のスループットを実現します。これは、

20

第

回

このように、新システムはたいへんバランスの取れ

従来システムに比較して3倍であり、さらにインダイレ

た本格的なスーパーコンピュータシステムであると言

クトモードなどの機能を利用することで、高いデータ・

えます。

表1．システム仕様の比較

システム
名称
プロセス
周波数
キャッシュ

L1
L2
L3

SR11000/K1
POWER5+
90nm
2.1GHz
32KB/1CPUコア/on chip
1.875MB/2CPUコア/on chip
36MB/2CPUコア/oﬀ chip

SR16000/M1
POWER7
45nm
3.83GHz
64KB/1CPUコア/on chip
256KB/1CPUコア/on chip
32MB/8CPUコア/on chip

16
134.4GFLOPS
128GB

32
980.48GFLOPS

プロセッサ

新スパコンの性能評価試験結果と活用法
情報基盤センター大規模計算システム研究部門

構造

大宮

学

2011年11月14日（ 月）に発 表された第38回TOP

待を上回る計算性能をもたらします。本記事において

500において、京速コンピュータ「 京 」が第1位を獲得

は、システムの特徴、ベンチマーク性能評価試験結果

し、2期連続してトップになりました。Linpack性能で

およびシステム活用方法について紹介します。

世界最高速の10.51PFLOPS、実行効率93.2%を達成

はじ め に、新 システムと 従 来 システムHITACHI

しています。このことはさまざまなメディアで取り上

SR11000/K1の違いを明らかにするため、
表1に仕様

げられて、皆様方の記憶に新しいのではないかと思い

を比較して示します。新システムではプロセッサが

ます。実は、それと同時に、本センター新スーパーコン

POWER7であり、プロセスルールが45nmとなってい

ピュータシステムも同TOP500において第95位を獲

ます。これにより、オクタコア（ プロセッサに含まれ

得し、久しぶりの100位以内を達成しました。ただし、

るコア数が8）を実現しています。クロック周波数は

Linpack性能が121.60TFLOPSで、実行性能70％で

3.83GHzで、水冷方式です。L1キャッシュが従来の2

した。新システムが設置されてから、性能評価および

倍の64KB/1CPUコア、L3キャッシュが32MB/8CPU

それをTOP500にエントリーするまでの期間が十分

コアで、L1からL3キャッシュがオンチップになってい

に取れなかったため、実行性能に関して改善の余地が

ることから、これら大規模キャッシュをいかに効率よ

大いにある結果となりました。しかし、TOP500の順

く利用するかがプログラム高速化のポイントになり

位は地球シミュレータと僅差であり、国内では第7位、

ます。

CPUコア数
ピーク性能
搭載メモリ

ノード
構造図

システム
ソフトウエア

ノード数
ネットワーク
OS
コンパイラ
ライブラリ

全国7つの情報基盤センター群においては第1位の性

ノード構成は、4ソケットの32CPUコア構成になり

能となっています。このようなことから、優れた性能

ます。主記憶容量は128GBで、従来システムと変更あ

を有するスーパーコンピュータが本センターに導入さ

りませんが、4つのソケットに対してそれぞれ32GBの

れたことを実感することができます。なお、TOP500

DIMMが接続されています。処理に必要なデータは

A01 OCTA/COGNAC2010

リスト（2011年11月）については下記ホームページを

ソケット間を行き来することになります。ソケット間

ご参照ください。

接続は充分な帯域が確保されていることから、従来シ

40
166
8GB/s×2
24GB/s×2
AIX5L
AIX7.0
日立最適化FORTRAN90, xlf, xlc, xlC
日立MATRIX/MPP, ESSL, NAGなど

表 2 ．ベンチマーク性能評価試験結果

ベンチマーク性能評価試験結果

ノード
数

速度
向上度

Alkan

1

2.76

KG-model

1

2.85

A02 YT-FEM

1

3.37

ステムに比較して遜色のないメモリバンド幅を確保で

A03 NEC2（Numerical Electromagnetics Code）

1

4.94

A04 Smoothed Particle Hydrodynamics 3D

4

2.89

べます。表2に、課題名、使用ノード数及び速度向上度

新 スー パ ーコ ン ピ ュー タシ ス テムHITACHI SR

きるものと考えます。また、論理演算ノード数は166

A05 Mixed Based Program

8

2.80

をまとめて示します。

16000モデルM1の利用サービスは本年11月1日
（火）

であり、従来システムに比較して4倍以上になっている

A06 MICROC4.0-AGCM

8

3.49

アプリケーション性能評価試験課題はユーザが作

から開始されています。このシステムは、計算機に関

ことから、1ジョブあたり128ノードを利用した大規模

1

3.92

MPIジョブを常時実行できる環境を提供します。

3.86

成されたプログラムです。特に、従来システムで盛ん

わるさまざまな最先端技術の結晶であり、ユーザの期

16

http://www.top500.org/list/2011/11/100
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課題名

A07 Jet-FDTD

ベンチマーク性能評価試験には、基本ベンチマーク
性能評価試験とアプリケーションベンチマーク性能
評価試験の2種類を課しました。以下においては、ア
プリケーション性能評価試験結果について詳しく述

に利用され、新システムにおいても引き続き利用を予
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定されているプログラムをユーザのご協力により、課

域ループ融合を行うことで、解析時間を10%以上短縮

来どおりの浮動小数点演算命令も実行し、そのとき

してください。すなわち、メモリアクセスよりも演算

題として採用しています。今回の課題は7件で、その内

しています。Jet FDTDは時間領域における電磁界

4FLOPSとなります。

回数が圧倒的に多いプログラムはSMT ONにし、逆

3件が1ノードを使用したSMP並列プログラム、4件が

解析プログラムであり、複数ノードを使用したMPI並

VSX機構を有効活用するためには、同時に実行可

にメモリアクセス回数が多い場合はSMT OFFが適

MPIおよびSMP/MPIハイブリッド並列処理プログラ

列処理では、解析モデル分割境界面でのデータを共

能な乗加算が十分になければなりませんが、この判断

しています。さらに、プログラムの実行効率の観点か

ムです。基本的に、新システムの性能を可能な限り発

有するために、1タイムステップあたり最大24回のメッ

は自動的に行われるため、ソースコードの変更は必要

ら、実行効率が精々10%程度のプログラムではSMT

揮できるようにチューニングを行っています。

セージ送受信を数万タイムステップまで繰り返しま

ありません。ただし、VSX機能を有効にするために、

ON、実行効率が50％以上のときはSMT OFFに設定

表2から明らかなように、従来システムと比較した

す。そのため、演算時間に対する通信時間の占める割

日立最適化FORTRAN90コンパイラを使用するとき

する方が高速な処理が行われるようです。本センター

新システムの速度向上度は2.8倍程度から、最大4.9

合が無視できなくなります。さらに、使用するノード

は、コンパイル・オプション-model=M1を必ず指定し

で開発を行っているJet FDTDはメモリアクセスが多

倍程度までであることがわかります。特に、モーメン

数が増加すればネットワーク帯域幅が問題となりま

てください。このオプションを指定した場合、最適化

く、かつ実行効率も基準値よりも高いことからSMT

ト法に基づく電磁界解析プログラムNEC2では4.94

す。ベンチマーク性能評価試験結果から、16ノードを

オプション-Osまたは-Ossには-simd=normalが自

OFFで利用するのが適しています。さらに、このこと

倍の実行時間の短縮を実現しています。これは、iiC-

使用した場合の経過時間の増加割合は従来システム

動的に含まれます。さらに、VSX命令を積極的に発行

をSMT ON/OFFによる試験で確認を行っています。

HPCニュース22号
「 知って得するスパコン・アカデミー

で2.9%、新システムで4.4%となりました。経過時間

させたい場合、オプション-simd=aggressiveを最適

図 3 ．SMT機能

（ 第18回 ）
」で報告したとおり、大規模キャッシュ容量

の増加分はメッセージ通信に係る処理時間なので、上

化オプションの後ろに指定してください。

を生かす連立方程式の解析アルゴリズムを採用し、オ

記の増加割合の主たる要因は通信処理時間と考えら

VSX命令を発行しやすくするための工夫として、DO

リジナルのソースコードに対して大幅な修正を行った

れます。この点に関しては、新システムでは演算処理と

ループにおける演算において、メモリアクセスが連続

ことにより実現しています。ただし、
新旧システムにお

通信処理の両方が高速化されていますが、演算性能の

するようにし、IF文などの条件文を用いないでくださ

いて修正したコードを利用し、速度向上度を評価して

向上が著しいことによる結果であると考えています。

い。VSX機構が有効になっているかは演算数を取得

います。SMP並列処理プログラムの性能評価結果か

するコマンドhpmcountとともにプログラムを実行さ

ら、
表1に示すノード構造図のようなアーキテクチャ上

新システムの特徴

の違いはありますが、優れたメモリ性能を有している

せます。

⑴物理ノード内の構成

といえます。
一方、SMP/MPIハイブリッド並列処理においては、

図1に、物理ノードの構成を示します。物理ノードは

本センターで開発を行っている大規模電磁界解析ソ

表1に示した論理ノードが8台から構成され、それら論

フトウエアJet FDTDを課題としました。スケーラビ

理ノードが完全結合ネットワークによって接続されて

リティをチェックするため、1ノードを利用したSMP並

います。物理ノードに含まれる物理コア数は256、主

列処理と16ノードを使用したSMP/MPIハイブリッド

記憶容量は1TBになります。ハブチップ間のデータ・

並列処理を課し、いずれにおいても同等の速度向上

スループットはパスあたり片方向が24GB/sであり、バ

度が得られることを確認しました。計算に必要なノー

イセクションバンド幅は768GB/sとなります。した

ドあたりの主記憶容量が常に100GB程度となるよう

がって、物理ノード内では非常に強力なネットワーク

に、ノード数が増加した場合について解析モデルを大

になっています。
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今回は、新スーパーコンピュータシステムHITACHI
SR16000/M1の性能評価結果と活用法と題して解説

図 2 ．POWER 7の浮動小数点演算器構成

を行いました。新システムは、プロセッサのクロック

⑶Simultaneous Multi-Threading（SMT）機能

スピードが向上したのみならず、ノードあたりの物理コ

数のスレッドおよびプロセスを同時に実行できる機能

どの最新の計算機技術が実装され、ノード間を接続す

です。図3に示すとおり、新システムでは1個のCPUコ

る広帯域ネットワークバンド幅を有する本格的なスー

アで2個のスレッドあるいは2個のプロセスを同時に

パーコンピュータシステムです。従来システムと比較し

プロセッサPOWER7では浮動小数点演算器を拡

実行することができます。すなわち、1論理ノードには

ても、
期待通りの速度向上度を達成しています。

張したVSX機 構が 実 装されていま

32個の物理コアが存在し、それをオペレーティングシ

す。このVSX機構を有効に利用する

ステムから見た場合、64個の論理コアが存在します。

MPIなど、話題のサービスが利用できるので、ユーザ

ために、命令セットアーキテクチャな

プロセッサのクロックスピードが向上すると相対的に

の皆様方には大規模・高速計算に挑戦し、世界的な

らびに浮動小数点レジスタが拡張さ

メモリレイテンシが増加し、演算器の使用効率が低下

研究成果に繋げていただきたいと考えています。

れ、64ビットレジスター2台を備えて

します。しかし、SMTでは2個の独立した命令列（ ス

なお、活用法については利用講 習 会で詳 細に説

います。浮動小数点演算器構成は

レッド）を同時に演算器に供給できることから、CPU

明を行いますので、奮ってご 参加ください。また、

図2に示すとおり1命令で64ビット倍

コア内の演算器使用率を向上することができます。

利用講習会に参加できないユーザの方のため、資料

精度データ×2の乗加算を行うこと

図1．物理ノードの構成

まとめ

ア数が32になったこと、さらにVSX機構やSMT機能な

⑵Vector Scalar Extension（VSX）

においては、キャッシュの再利用性を高めるための大

（b）SMT ON

SMT機能とは、1個のCPUコア（ 物理コア）で、複

規模化しています。1ノードを使用したSMP並列処理

情報基盤センター大型計算機システムニュース Vol.24

（a）
SMT OFF

SMT機能を使用するためのプログラムの変更はな

新システムでは、128論理ノードを利用した大規模

「HITACHI SR16000入門 」を下記URLで公開してい

ができる演算器を2台備えています。

く、ジョブ実行ファイル（JCF）でパラメータを設定し

ますのでご利用ください。

したがって、コアあたり最大8FLOPS

ます。使用されているプログラムがSMT機能を使用

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/isv_manual/

の演算性能を実現します。また、従

して高速化されるかどうかは、次の判断基準を参考に

manual/HITACHI/SR16000_bg.pdf
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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6回目です。今回は、AVS/Expressで作成したボリュー
ムデータをPOV-Rayで読み込み可能なファイル形式に変換する方法と変換されたデータファイルをPOV-Rayでレンダリングする方法について
紹介します。関連記事を本誌17号「POV-Rayを用いたAVS可視化結果の高品位表現 」で紹介していますので、併せてご参考ください。

POV-Rayを利用した
番外編
13 ボリュームレンダリング
説明では、lobster.datを使用します。

POV-Rayとは
POV-Ray（http://www.povray.org/）はレイ・トレース法に基

図2にAVSサン プ ル デ ー タとして 提 供 さ れて い るlobster.
datの可視 化 例 を 示しま す。 可視 化 するために、モジュール

ラマPOV-Rayチームによって開発が行われ、無償で配布されていま

使用しています。図2に示す画面は、新システムで利用サービスを行っ

パコン可視化道場」をご参照ください。

す。ブラウザ表示でありながら、表示が高速化されたことによって、

Read_Volums 、volume_render および Uviewer3D を

づく3次元グラフィックスソフトウエアです。ボランティア・プログ

iiC-HPCニュース17号「ス パ コン可視 化 道 場」にお いては、

Express出力モジュール write_pov 、Write_POVRay 及び
Write_POVRay_Loop をAVS/Expressに組み込んで利用し

スやティーポットなどのジオメトリデータを読み込み、その可視化結

の後は、POV-Rayの機能を利用して背景や地表面を設定します。

タ変換プログラムを適 用して、POV-Rayのdensity ﬁle（拡張

個分）のヘッダ情報があります。この部分には、図1に示すAVS/

ンダリングするために、前述の出力モジュールを利用します。

す。ただし、ビッグエンディアンを使用していることと、データ型が
unsigned charであることに注意します。インテルサーバではリ

先頭にボリュームサイズを示す6バイト（unsigned short型で3

Expressボリュームデータの3つの座標軸方向のサイズを記録しま

トルエンディアンを使用しますので、ビットの出力順を明示的に変

AVS/Expressボリュームデータ

更する必要があります。それら注意事項を考慮して、リスト1に示す

AVS/Expressにおけるボリュームデータとは、構造型のフィール

設定に相当します。ボリュームデータは医用画像等で頻繁に利用さ

Rayを利用したレンダリング結果を図3に示します。甲羅の質感が

社Windows XPでPOV-Rayを利用しましたが、アプリケーション

イルおよび実行した結果をリスト2に示します。アプリケーション

およびレンダリングが1台のプラットフォームで実行することができ

できるので、それを利用しました。また、実行結果から数値が逆転し

ます。

POV-Rayによるレンダリングのための定義ファイルをリスト3に

示します。リスト3においてdensity ﬁle df3 “lobster.df3”
が変換後のファイルを読み込む箇所です。レンダリング指定行は
emission 0.2、intervals 10およびcolor_map{}です。
malt1:~ 67> /opt/intel/bin/icc ./vlm2df3.c -o ./vlm2df3.exe
malt1:~ 68> ./vlm2df3.exe
120 0
120 0
34 0
malt1:~ 69>
リスト2 . コンバータvlm2df3.cのコンパイルと実行

POV-Rayで表示する

図 3 . POV-Rayによるレンダリング結果表示

リスト3の最終部分にボリュームデータを表示させるための設

まとめ

定を行 います。 そ のため の 指 定 がscale<120,120,34>および
matrix<1.0e+000,…>で す。density ﬁle lobster.df3 は 座

今回は、POV-Rayを利用したボリュームデータのレンダリング手

標軸方向のサイズがすべて1に規格化されているので、オリジナル

法について解説しました。AVS/Expressで作成したボリュームデー

いま す。matrix<>はAVS/ExpressのPOV-Ray出 力 モジュール

ることで、POV-Rayの高品位レンダリング機能を利用したリアルな

タを変換プログラムを利用してPOV-Ray用density ﬁleに変換す

write_pov によって作成されるファイル*.povに含まれるマト

れることから、専用に用意されたファイルフォーマットです。ボリュー

可視化結果を作成することができます。iiC︲HPCニュース17号「可

リックス情報なので、これらファイルに含まれる情報をそのままコ

ムデータのフォーマットを図1に示します。各フィールドのバイト長

視化道場」と併せてご参考ください。

ピーします。ここでは、ファイル名をtestとすることで、
test_main.
pov、test_01.pov、test_02.povおよびtest_03.povの4つの

が1であることから、10進数で255以上の数値は指定できません。
ファイル拡張子は.datです。AVS/Expressにはサンプルファイルと

情報基盤センター大型計算機システムニュース Vol.24

します。

のサイズに一致するようにscale<120,120,34>で寸法設定を行

ドデータで、ndim=3、veclen=1、
data=byte、ﬁeld= uniformの

して、
hydorogen.datとlobster.datが用意されています。今回の

最 後 に、フ ァイルtest_main.povの 最 終 行 に#include
“volume.txt”を追加すれば、ファイルの準備は完了です。POV-

DF3ファイルへの書き込みにはunsigned char型の変数を使用

ていることが確認できます。

ﬁle（拡張子df3）です。DF3フォーマットはバイナリーファイルで、

子.df3）に変換する方法について説明します。ただし、POV-Rayでレ

リスト3 . POV-Rayによるレンダリングのための定義ファイルvolume.txt

ています。さらに、ボリュームデータのファイルからの読み込みと

利用できます。同図には、AVS/Expressによるロブスターのレンダ

表現を容易に実現することができました。

今回は、AVS/Expressで作成したボリュームデータに対してデー

プログラムコードには関数swapを定義し、ビット列の反転を行っ

サーバ用にPOV-Rayをビルドすれば、AVS/Express、データ変換

POV-Rayでボリュームデータを取り扱うフォーマットはdensity

これら作業により、AVS/Express単独では困難な高品位な可視化

リスト1. コンバータのソースコード vlm2df3.c

サーバでは、インテル社製Fortranおよび C/C++コンパイラが利用

ボリュームデータを
POV-Rayファイルに変換する

果をPOV-Rayで読み込むための*.povファイルを作成しました。そ

}
interior {
media {
emission 0.2
intervals 10
density {
density_ﬁle df3 "lobster.df3"
interpolate 3
color_map {
[0.00 rgbt <0.0, 0.0, 1.0, 1.0>]
[0.25 rgbt <0.0, 1.0, 1.0, 1.0>]
[0.5 rgbt <0.0, 1.0, 0.0, 1.0>]
[0.75 rgbt <1.0, 1.0, 0.0, 1.0>]
[1.0 rgbt <1.0, 0.0, 0.0, 1.0>]
}
}
}
}
Hollow
scale <120,120,34>
matrix<1.0e+000,0.0e+000,0.0e+000,0.0e+000,1.0e+000,0.00e+000,
0.0e+000,0.0e+000,1.0e+000, 0.000000e+000,0.000000e+000,0.000000e+000 >
matrix<6.531472e-002,3.033316e-003,-5.082862e-003,-5.683997e-003,
4.785732e-002,-4.447950e-002,1.651834e-003,4.473848e-002,4.792489e-002,
-3.575283e+000,-3.766178e+000,2.158200e+000 >
}

比較的便利なツールです。AVS/Epressはすべてのアプリケーション

リング結果がシングルアプリ画面に示されています。

ました。AVS/Expressで提供されているサンプルデータのフェイ

図1. ボリュームデータのフォーマット
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0, 1
texture {
pigment { color rgbt 1.0 }

リアルに表現されていることが分かります。今回は、マイクロソフト

サーバ（malt1、malt2、malt3）にインストールされ、どこからでも

POV-Rayで 読 み 込 み可能 なファイルを出 力 するため のAVS/

box {

リスト1に示すソースコードvlm2df3.cおよびボリュームデータ
lobster.datをアプリケーションサーバmalt1に転送して、コンパ

ている「ブラウザからアプリケーションの利用」環境を使用していま

す。このソフトウエアのインストール方法については、本誌17号「ス

#include <stdio.h>
#deﬁne NX 120
#deﬁne NY 120
#deﬁne NZ 34
FILE *fp, *fpo;
int swap( unsigned short *s );
int main(){
int i,j,k; unsigned char c; unsigned short nx, ny, nz;
nx = NX; ny = NY; nz = NZ;
swap(&nx); swap(&ny); swap(&nz);
fp = fopen("lobster.dat","rb"); fpo = fopen("lobster.df3","wb");
fwrite( &nx, sizeof(unsigned short), 1, fpo );
fwrite( &ny, sizeof(unsigned short), 1, fpo );
fwrite( &nz, sizeof(unsigned short), 1, fpo );
for(k=0;k<NZ;k++){
for(j=0;j<NY;j++){
for(i=0;i<NX;i++){
fread(&c,sizeof(unsigned char),1,fp);
fwrite(&c,sizeof(unsigned char),1,fpo);
}}}}
int swap( unsigned short *s){ // #1
unsigned char *a, c;
a = (unsigned char*) s;
printf( "%d %d¥n", a[0], a[1] );
c = a[1]; a[1] = a[0]; a[0] = c;
return(1);}
}

図 2 . ボリュームデータのサンプル

次回は、大規模データのためのポイントレンダリングと題して、大

規模データを比較的短時間で可視化する手法について解説します。

ファイルが出力されています。
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スパコンinfo.

ご存じですか？ スパコンは

学際大規模計算機システム運用開始記念式典が行われました
学際大規模計算機システム（ 新大型計算機システム ）の利用サービス開始を記念して運用開始記念式典を
挙行しました。式典には、佐伯総長、鋳山理事、上田理事、高杉事務局長および部局長の方々、株式会社日立製
作所北海道支社長ならびに関係各位の方々のご参

北海道の共有インフラです。
行っていました。本学ブースの一部を利用して学
際大規模計算機システムの詳細および民間企業有
償利用等の紹介と促進活動を行いました。魅力的
な計算リソースを安価に利用できること、センター
教職員によるきめ細かなサポートなどの人材リソー

加により盛大に実施されました。式典の後、新シス

スの活用について情報提供することができました。

テムの紹介および見学会が行われました。

ビジネスEXPOを機会に、スパコン等の企業有償

日時／平成23年11月1日（ 火 ）11：00～11：30

利用が普及することを期待しています。

会場／情報基盤センター北館1階（ クローズ処理室 ）

学際大規模計算機システムのチラシとポスターを作成しました
11月1日（ 火 ）から利用サービスを開始した

スパコン稼働状況可視化システムの表示を変更しました

学際大規模計算機システムの告知と利用促進
を目的に、システムの主要設備であるスーパー

本センター北館玄関ロビーに設置されています

コンピュータシステムとクラウドシステムのポス

スパコン稼働状況可視化システムは、システムの稼

ターおよびチラシを作成しました。ポスターは

働状況をグラフ表示したり、最新のトピックスを紹

A2版サイズで、学内部局ならびに他機関に掲示

介することに役立っています。このたび、学際大規

していただく予定です。また、チラシはA4版両

模計算機システムが導入され、スーパーコンピュー

面印刷で、iiC-HPCニュースとともに皆様方に配
布したり、
新システムの利用促進活動の際の配布資料として利用します。

新スパコン入門資料の公開と利用講習会の実施について
新システムの利用サービス開始にあたって、下記のホームページにスーパー
コンピュータシステムHITACHI SR16000入門資料を公開しました。新システ
ムへのプログラム移行方法およびバッチジョブ実行方法など、これまでご利用
いただいていたユーザから新規ユーザまでご一読いただきたい充実した内容と
なっています。
また、
12月5日
（ 月）から9日
（ 金 ）の5日間にわたって、客員研究員 合田氏
（株
式会社日立製作所）による利用講習会の実施およびプログラムチューニングなどの支援活動を計画していま
す。新スパコンを活用するためのスキルを獲得できる貴重な機会ですので、奮って参加してください。この他に、
利用時の疑問点には随時対応していますので、hsay@iic.hokudai.ac.jpにご連絡ください。
『 スーパーコンピュータシステムHITACHI SR16000入門 』資料

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/isv _ manual/manual/HITACHI/SR16000 _ bg.pdf

第25回ビジネスEXPOに参加しました

タの演算ノード数が一気に176に増加しました。そ
れに対応させるため、スパコン稼働率の表示形式を一新しました。写真に示すように、画面右側にジョブ件数、
左側に全176ノードの稼働状況をCPUおよびメモリ使用率の棒グラフで示しています。利用サービスが始まっ
て間もないこともあり、バッチ領域はかなり余裕があることがわかります。ユーザの皆様方には、この時期を生
かして研究を加速的に進めていただきたいと考えています。

ブラウザからアプリケーションサーバの利用について
従来から好評を得ています「 ブラウザからアプリケーションサーバの利用 」で提供しているソフトウエアが
更新され、高速かつ使いやすくなりました。これまでと同様にJavaアプリケーションですので、マイクロソフト
社製Internet ExplorerにJavaがインストールされている必要があります。本センター大型計算機システムホー
ムページにリンクがあります。ログイン後、右図のような画面が表示されるので、
タグ「 アプリケーション利用 」を選択し、サーバ名を指定すると、そのサーバで
利用可能なソフトウエア一覧が表示されます。アプリケーション一覧からソフト
ウエアを指定してください。右の写真はMathematicaを選択した場合の表示
例で、別のウインドウが起動します。ただし、ご利用のモニタサイズに合わせて
適切な画面サイズを選んでください。
ソフトウエア利用終了後、サーバにXvncが終了

第25回北海道技術・ビジネス交流会「 ビジネスEXPO」において、学際大規模計算機システムを紹介しまし

せず、残っていることがあります。このプロセスが

た。ビジネスEXPOは1987年から開催されている道内最大級のビジネスイベントです。本年は「 きらめき北

稼働している場合、次回ソフトウエアが起動しませ

海道 」を開催テーマとして、ビジネスおよび技術に関する情報交換を行いました。学術・試験研究機関展示ゾー

ん。タグ「 プロセス管理 」を選択し、操作「 終了」

ンには道内の国立大学法人や高等専門学校等が多数ブースを構え、製品開発に応用可能な研究成果の紹介を

を実行してください。
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Ⓠ＆Ⓐ
Ⓠ
Ⓐ

大型計算機システムを利用するのは初めてですが、今回、ホスティングサーバーの利用を申請したいと思い
ます。オンライン申請のみとのことですが、申請の方法がよくわかりませんので教えていただけますか。

Ⓠ

₁ WinSCP4.3.3を使 用しスーパーコンピュータ
に接続しようとしたのですが、以下のエラーメッ
セージが表示されます。

まず、大型計算機システムの利用者番号を取得されてない方は、新規利用申請が必要です。学内の方で、

スーパーコンピュータにログイン
₂ TeraTerm Proを使用し、

すでに支払責任者が登録されている場合、情報基盤センターポータルページからオンライン申請が可能で

しましたが、以下のエラーメッセージが表示されます。

す。支払責任者が登録されていない場合、支払責任者と利用者を同時に登録しますので申請書（ 紙 ）で提出してく

/usr/local/skelm/.cshrc: このパス名のファイルまたは

ださい。大型計算機システムの登録が終了し、承認通知書が届きますとホスティングサーバのオンライン申請が可
能になります。
申請は以下の通りです。

₁ 情報基盤センターポータルページ（https://igate.hucc.hokudai.ac.jp/index.html）にログインします。
₂ 大型計算機システム利用→クラ

ディレクトリーは存在しません。

Ⓐ

今年度利用者だった方が、11月からスーパーコンピュータを再度利用する場合、環境変数の変更が必要で
す。変更方法は以下の通りです。

₁ 以下のホストのいずれかにログインし、/opt/common/freeware/bin/dotcpコマンドを実行します。

ウドサービス→ホスティングサー

wine.hucc.hokudai.ac.jp ／ hop000.hucc.hokudai.ac.jp ／ hop001.hucc.hokudai.ac.jp

バの項目で
「 申請 」を選択します。
₃ ホスティングサーバの構成で導入

dotcpコマンドは3ファイルを一括してホームディレクトリにコピーします。
この時、既存の.cshrc、.login、.profileは、以下のようにファイル名が変更されて、バックアップされます。
.cshrc.日付.時刻 ／ .login.日付.時刻 ／ .profile.日付.時刻

するパッケージを選択します。
初期画面は初級者向けのため、
ブログパッケージのみですが、
「導
入に専門的な知識の必要なパッ
ケージを表示する。
」を選択する

.cshrc、.login、.profileは以下のディレクトリにありますので、各ファイルを個別にコピーしたい場合はcpコマン

と上級者向けのパッケージが表

ドでコピーしてください。

/opt/common/huccsrc/skel/.cshrc
/opt/common/huccsrc/skel/.login
/opt/common/huccsrc/skel/.profile

示されます。
₄ パッケージ用のパスワードなど必
要な項目を選択し、
「 同意の上申
請する」を選択します。
₅ 確 認 画 面 で「 実 行」を 選 択 し

₂ 一度ログアウトした後、ログインすると各環境ファイルが有効になります。

ます。

Ⓠ

アプリケーションサーバ（malt1）を使っていますが、シェルの変更方法が分かりません。chshもypchsh
も動かないようです。
［malt1 ～ ］
$ chsh

Ⓠ

［malt1 ～ ］
$ ypchsh

ん。使用OSは WindowsXP SP3 、ソフトウェアはFFFTPです。先月までは接続ができました。設定は変

更しておりません。11月からサーバが変わったとのことですが、
接続の設定を変える必要があるのでしょうか？

Ⓐ

chsh: can only change local entries; use ypchsh instead.

ホームページの更新を行うためにwww.hucc.hokudai.ac.jpへFTPでの接続を試みましたが接続できませ

11月1日よりサーバが変わりIPアドレスも変更になっています。
パソコンに古いDNSデータがあるためアクセスできないことが原因と考えられます。

Windowsパソコンの場合、以下の処理を行うことで接続が可能になります。

ypchsh: can't get local yp domain: ローカルドメイン名が設定されていません

Ⓐ

アプリケーションサーバ、スーパーコンピュータのログインシェルはLDAPで管理しており、情報基盤セン
ターポータルページで変更を行います。

変更方法は以下の通りです。

₁ 情報基盤センターポータルページ（https://igate.hucc.hokudai.ac.jp/index.html）にログイン
₂ 大型計算機システム利用

₁ コマンドプロンプトを開く

「 スタート」から「 ファイル名を指定して実行」にcmdを入力して、
「Enter」を押す。

→

計算サービス

→

ログインシェル変更

₃ 新ログインシェルの項目で、プルダウンメニューから希望のシェルを選択

→

実行

₄ 確認画面で「 実行」を選択

₂ 黒い画面（ コマンドプロンプト）で以下のコマンドを実行

ipconfig /flushdns

iiC-IDとパスワードを失念した場合は、
情報基盤センターポータルページの画面下に記載されている方法でパスワー
ドの照会を行います。
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●メールマガジン講読のご案内
本センター学際大規模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

学際大規模計算機システム利用のための登録・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/

使い方・プログラム講習
プログラム相談

さまざまな学際大規模計算機システム情報の速報

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
本号では学際大規模計算機システム特集号として、
「 センターの将来と新システムへの意気込み」
と題する情報基盤センター長のインタビューならびに「 学際大規模計算機システムの紹介」を掲
載しました。最新技術を結集した計算機システムを利用することで、研究活動の質的向上や加速
化が期待されます。是非ご活用いただきたいと考えています。さらに、ユーザの皆様方の利用支
援を本センター教職員が全力で取り組む所存です。

●次号の特集予告
道内4高専と本センターはスーパーコンピュータを活用した産学連携や人材育成を目指した共同
研究や包括連携等事業を実施しています。次回特集記事においては、釧路工業高等専門学校の
取組とこれまでの研究成果についてご紹介します。

●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ニュースは本センターホームページ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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