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図 3 . 情報基盤センター北館 3 階内部の電界強度分布（ 周波数：5200 MHz）

●大学院情報科学研究科 修士課程 米澤
本誌特集記事で紹介しました高周波電磁界解析結果の

数値シミュレーションで採用しているMPI並列処理で

一例です。情報基盤センター北館3階平面図と廊下天井に

は、境界面上の電磁界成分を複数の小空間（ 演算ノード）

5GHz帯無線LANアクセスポイントを設置したときの周波

で共有して解析を行います。演算ノード間におけるデータ

数5200MHzにおける電界強度分布の可視化結果を合成

共有は分散メモリ型並列処理では必須であり、プログラム

して示しています。灰色で示されている部分は構造壁、鉄

中に明示的に記述されたメッセージ通信により行います。

骨、家具や什器などに対応しています。

このメッセージ通信は、瞬時値のデータを解析するたびに

数値シミュレーションにおいては、空間分解能5mmで

行い、1回あたりの通信量は数メガバイト以上になることも

離散化しています。計算リソースおよび計算時間を考慮し

あります。したがって、スーパーコンピュータでは、演算時

て、解析空間全体を80個の小空間に分解し、それぞれの小

間に対してメッセージ通信のための処理時間をできる限り

空間の計算を担当する80台の演算ノードを使用した大規

最小化するために、さまざまな工夫が行われています。す

模かつ超高速並列計算を行います。階方向に2分割してい

なわち、演算ノード間を接続する特別なネットワーク構成

ることから、フロア内は40個の小空間から構成されていま

や高速な通信性能を備えています。これら工夫により、複

す。それが分かるように、図面には上下左右に空間分割し

数の演算ノードを利用した解析はあたかも1台の巨大な計

た境界面に沿ってわずかなへこみを付けています。しかし、

算機を利用して行っているかのような効果が得られます。

電波が伝搬するようすは、これら境界面を跨いで連続的に

併せて、合理的な時間内に結果を得ることができます。図

変化しています。表紙に示す鳥瞰図は、上記図面左上の白

3は48,000タイムステップ後の結果であり、解析に要した

色四角で囲った領域であり、この空間内部の家具や什器を

計算機利用時間は約18時間でした。ちなみに、演算ノード

詳細にモデル化しています。可視化された電界強度分布

合計の処理時間は5,184,000秒です。

は家具や什器などで反射や回折が繰り返し行われ、複雑な

これらの検討から、スーパーコンピュータを利用すること

ものになっています。一方、上図右上の白色四角で囲った

で、大規模な解析についても合理的な時間内に妥当な解析

領域では家具や什器をモデル化していないため、電波伝搬

結果を得ることができることを明らかにしました。
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─ 情報基盤センターにお伺いしています。スパコンを
利用した先端的大規模・超高速シミュレーションに関す
る研究を行っている米澤さんと前田さんにお話しを伺い
ます。よろしくお願いします。
最初に、研究内容についてお話しいただけますか。
米澤

速シミュレーションを実現する基盤技術の研究と開
発を行っています。これまで情報科学およびその周
辺技術に関する基礎的な事項について学習してきま
した。数値シミュレーションに基づく研究は学際的な

with

学問分野であると言われます。それは、計算科学的手
法を利用する研究者と情報科学の研究者が互いにそ
の専門性を発揮して、協力し合うことが必須な研究分
野だからです。

S.YONEZAWA

私たちは、大学入学当初から数値計算法、アルゴリ
ズム、プログラミングはもちろんのこと、コンピュータ
工学、データ解析、人工知能、進化計算や計算機ネット
ワークなどの授業を受けてきました。さらに、卒業研
究では最先端のスーパーコンピュータを思う存分利用
できる環境が提供されました。それによって、スーパー
コンピュータについてよく知ることができ、その性能
を活用する解析アルゴリズムやプログラミング手法を
実践しています。
─スーパーコンピュータに適した解析アルゴリズムとし
て具体的にどのようなものを検討されているのですか。

& Y.MAEDA

大学院情報科学研究科
修士課程

米澤

スーパーコンピュータを利用した大規模・超高

大学院情報科学研究科
修士課程

聡 氏 ／ 前田祐史 氏 インタビュー
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スーパーコンピュータHITACHI SR16000

米澤

モデルM1の利用サービスが昨年11月から

現在のスーパーコンピュータのアーキテクチャ

としてスカラ型が主流です。このアーキテクチャに基
づく計算機は、多数のCPUコアと大容量の主記憶装

開始されて、早くも8ヶ月が過ぎました。

置（ メモリ）で構成されます。普段利用しているスパ
コンでは、演算の基本であるノード装置に32個の物

本システムの注目すべきサービスのひとつと

理CPUコアと128GBの主記憶装置が搭載されてい

して、最大128演算ノードを利用した大規模

ます。規模は比べ物になりませんが、パーソナルコン
ピュータも同じような構造になっています。

並列計算サービスがあります。

このような計算機を効率的に利用するには、莫大な
量の数値計算をCPUコアに分散させて処理させます。

今回の特集記事においては、高周波電磁界

すなわち、並列処理を行うことで全体の処理性能を向
上させます。また、ひとつの演算ノードだけを利用し

解析において大規模・超高速シミュレーショ

たのでは高速化が不十分であったり、主記憶容量が不

ンを目指す2人の若い研究者の活動をご紹

足するようであれば、複数のノードを同時に利用する

介します。

分散メモリ型の並列処理を行います。それは、複数の

5
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約57.7mmです。時間領域解析手法では波長あたり

米澤

このようなスパコンのトレンドを意識して、時間領

10サンプリング以上を取る必要があることから、空間

並列プログラムになっています。演算ノードで行われ

域解析アルゴリズムを採用しています。時間領域解析

分解能を5mm以下にする必要があります。この空間

る計算はすべて同じで、取り扱うデータすなわち小空

は、現実世界で発生している物理現象の時間変化をで

分解能では、建物全体を解析するのに必要な主記憶

間の中身と得られる結果のみが異なります。したがっ

きる限り忠実に再現するので、直観的に理解しやすく、

容量が8倍以上必要になり、従来スパコンでは取り扱

て、1本のプログラムをすべての演算ノードで同時に実

その過程や結果からいろいろなことが分かります。

うことが困難でした。

行します。時間領域解析では、処理の進み具合を調整

ただし、空間分解能10mmで開発した建物構造物

しながら、この場合同一タイムステップの計算がすべ

─ 計算機の構成に応じて解析アルゴリズムを選択した

の数値モデルがありますので、それを流用しました。3

ての演算ノードで行われるように同期させます。ただ

のは合理的ですね。適応分野は何ですか？

つの軸方向の格子密度をそれぞれ2倍にすることで、

し、小空間は全体空間を構成する一部ですので、周囲

5GHz帯でのシミュレーションに利用できます。

の6つの小空間と常にデータをやり取りしながら計算

米澤

高周波電磁界解析で、本センターで開発が行わ

を実行します。このデータのやり取りにネットワーク

れている大規模電磁界シミュレータJet FDTDを利用

─数値シミュレーションの結果はいかがでしたか？

解析手法のひとつである時間領域差分法（FDTD法 ）

米澤

を採用しています。それを無線LANシステムの屋内

デルを示します。3階廊下天井に無線LANアクセスポ

共有メモリ型の並列計算が可能です。ここは、コンパ

電波伝搬解析に適用してみました。

イントを設置しています。空間分解能5mmとすると、

イラがプログラムを解析して、プログラムを最適化す

Jet FDTDはスーパーコンピュータの導入の際にベ

解析空間全体に含まれるセルの総数は約440億個に

るとともに、ループ処理などを自動的にスレッド並列
化しますので、すべてコンパイラに任せています。特に、

るチューニングが行われた結果、従来利用していたス

なります。MPI並列処理版 Jet FDTDでは倍精度実数

を利用して、演算ノードあたり7.3億個のセルを取り扱

スパコンではFortranコンパイラが優れていて、未熟

パコンに比較して4倍程度の計算性能の向上が実現

うことができるので、解析空間を80個の小空間に分

なプログラマのコードを丁寧に修正してくれるので大

されました（ 本誌24号スパコンアカデミーを参照 ）。

割しました。空間分割した結果を図2に示します。軸

変助かります。ちなみに、このような手法はハイブリッ

しかし、以前のスパコンでは一度に利用できる演算

方向に2、4および10分割とし、領域ごとに色分けして

ド並列処理と呼ばれています。

ノードの台数が16に制限されていたことから、その台

示しています。MPI並列処理は、あたかも1つの大規

数をはるかに上回る演算ノードを利用したときに、合

模かつ大容量の計算機を利用してシミュレーションを

理的な時間内で妥当な解析結果が得られるかどうか

行っているかのように実行できます。時間領域解析で

は明らかになっていませんでした。

は、演算ノード間でデータを共有するためにタイムス

前田

テップごとに4回のメッセージ通信が必要になります

だれでも簡単に作成することができます。将来、より

─ 確かに、少ない台数の演算ノードで妥当な結果が得

が、境界面に含まれるデータのみの送受信に限定され

大規模な計算機システムの利用を想定していますの

られていたとしても、大規模化したときに妥当な解析結果

るので、通信負荷は非常に小さいと言えます。

で、前処理として全体の数値モデルから演算ノードご

を利用します。だから、その処理が短時間で実行され

しています。このシミュレータは、代表的な時間領域

米澤

聡

Satoshi YONEZAWA
北海道大学 大学院情報科学研究科
修士課程在学中
研究内容はスパコンを用いた電波伝搬のシミュレーションで
す。趣味はゲームで、
休日には車やバイクでドライブをしています。

ンチマーク試験課題として利用され、応札メーカによ

るような高速なネットワークが装備されています。
図1に情報基盤センター北館3階と4階の数値モ

一方、演算ノードには32個の物理CPUコアがあり、

─領域分割はどのように行っていますか。

興味がありますね。
米澤

現行スパコンでは、最大128台の演算ノードを

─80台の演算ノードを使用した大規模計算を行ったわ

ます。ファイル名を命名ルールに基づいてどの小空間

けですが、プログラムはどのように並列計算を行っている

に対応するか分かるように設定します。出力ファイル

のですか？

名も同様の命名ルールに従って設定し、そこに解析結

利用する大規模MPI並列処理が可能になりました。

Yuji MAEDA

専用ツールを開発しました。それを利用すれば、

との数値モデルを個別に切り出す手法を適用してい

が得られるか、さらに計算時間はどうなるのかはたいへん

前田祐史

MPI通信ライブラリを利用した分散メモリ型の

PCをネットワークで接続して、利用するイメージです。

果を出力します。後処理ツールで、これら出力ファイル

これは、従来スパコンで利用できる8倍の演算ノード

北海道大学 大学院情報科学研究科
修士課程在学中

数です。それにより、以前から課題になっていました

スパコン利用に際してFortranを修得しました。これまでに、
数値モデルのコンバータ開 発や建物 侵入波の数値シミュレー
ションを行っています。

5GHz帯無線LANシステムの屋内電波伝搬解析を行
うことができるようになりました。2.4GHz帯におけ
るシミュレーションは従来スパコンで十分実行でき
ましたが、周波数が高くなると、それに伴って空間分解
能も高くしなければならなく、利用可能な主記憶容量
の観点からシミュレーション可能な空間領域はかなり
制限されます。例えば、5200MHzに対応する波長は

情報基盤センター大型計算機システムニュース
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図1.情報基盤センター北館 3 階および4 階の数値モデル

図 2 .並列計算のための領域分割例
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から全体のデータを含む1つのファイルを作成し、可視

─さて、図3の結果を得るのにどれくらいの計算時間を

化します。

必要としましたか？

解析結果の妥当性は実験結果と比較して検討しま
す。図5がそれで、説明がつかない差異がありますが、
おおむね一致しています。実験結果と解析結果の差

米澤

解析結果の可視化例を図3
（ 本誌表紙裏面上

米澤

図4に受信電界強度の収束のようすを示しま

の原因として、数値モデルが考えられます。

段 ）に示します。この図では、境界面にくぼみを付け

す。観測点は図3右下隅です。3階および4階でアク

ています。階方向に2分割していますので、水平面内

セスポイントから最も遠い位置に設定しています。こ

─シミュレーションができたんですね。解析結果もよく

は40分割しています。可視化された電界強度分布

のグラフが一定値になると電磁界が収束したと判断

一致しているのではないですか？

は、境界面を跨いで連続的に変化しています。参考の

します。横軸は周期で、1周期あたり24回サンプリン

ために、周波数2400MHzにおける同様の結果を図3

グしているので、2000周期では4.8万タイムステップ

米澤

（b）に示します。周波数2400MHzでは広範囲のフロ

になります。解析時間は約18時間で、演算ノード合

信になりました。今は、夢いっぱいでさまざまなモデ

ア全体に電波が到達しているのが分かります。特に、

計の処理時間は5.18百万秒です。演算付加サービ

ルをシミュレーションしたいと考えています。現行ス

回折などによって廊下反対側の影の部分にも到達して

スS10では足りません。同一階ではアクセスポイン

パコンでは、CPUコアも主記憶装置もほぼ無制限に

いるのが分かります。周波数が高くなると一般に直

トから観測点までの直線距離が28m程度で、周波数

利用できるので、これまで以上に積極的に取り組みた

線性が強くなりますので、周波数5200MHzでは電波

5200MHzに対応する波長が57.7mmなので、1000

いと思います。

の到達範囲が限定的になり、影の部分には伝搬しにく

周期で1往復、2000周期では2往復します。これらの

くなります。解析結果から、このように無線周波数の

解析結果から、Jet FDTDを利用した大規模電磁界解

析が可能であることが分かりました。

性質を理解し、それを使い分けることができるように

妥当な解析結果が得られたことで、とっても自

（a）室内の電界強度分布（ 家具や什器なし、
周波数5200 MHz）

─大規模電磁界シミュレーションにおける課題はあり
ますか？

なります。
米澤

今回の検討から、ハードウエアやソフトウエア

はすでに整備されていて、大規模解析にも十分対応可
能であるとの手ごたえを得ています。一方で、精度の
高い数値モデルの開発が重要であると感じています。
図3から分かるように、今回のシミュレーションにおい
ては室内の家具や什器をすべてモデル化していませ
ん。図6
（ 本誌表紙の図 ）では、什器などをモデル化
しているので、これらの電波伝搬への影響が明確で

（b）コンクリート構造内部の鉄筋構造モデル
図 7.室内の電界強度分布と壁面・床面の鉄筋構造モデル

す。しかし、図7
（a）に示すようにそのほかの部屋の什
器はモデル化していませんので、直線的な電界強度分

図3
（b）周波数 2400 MHzでの電界強度分布

布になっています。ただし、拡大表示すると微妙に変

ルの領域分割を行い、解析を実行しています。現行ス

化する電界分布が観測されます。これは、図7
（b）の

パコンはネットワーク性能が優れているので、同一プ

ことで、電波の性質やその利用法に関する多くのヒントが

ように、コンクリート壁や床面内部に鉄筋構造をモデ

ログラム中で領域分割と数値モデルの分配を行う実

得られて、
有効であることが分かります。

ル化しているためです。詳細なモデル化は解析精度

装を考えています。そうすると、解析規模によらず数

向上に繋がりますが、モデル化作業は大変です。電磁

値モデルはひとつのファイルで対応できるようになり

狭い空間だけの検討ではなかなか明らかにする

界解析では、導体による影響を無視できません。した

ます。数値モデルに修正を加えても、特定のファイル

ことができない電波の性質を、
広範囲な空間を対象に

がって、建物構造物では見た目では分からない壁や床

のみに限定されるので、変更履歴やファイルの管理が

した大規模解析で分かることはたくさんあります。特

内部の鉄筋構造などをモデル化することと、どのよう

容易になります。このようなことを含めて、現行スパ

に、
波や音あるいは光は眼で見たり、
耳で聞いたりする

なモデル化を行うかに関する注意が必要です。さらに、

コンの性能や特徴を考慮したシミュレータの使い勝

ことができますが、電波は一切分かりません。ですか

コンクリートなどの構造材料の電気定数を築年数な

手向上を行いたいと考えています。

ら、解析結果の可視化はとても重要です。情報基盤セ

どを考慮して決定する際の指針があると良いと思い

ンターで利用サービスを行っているAVS/Expressを

ます。

図 4.電界強度分布の収束特性

─大規模解析ならではの結果と可視化を組み合わせる

米澤

─スパコンを引き続きご活用ください。本日はありが

PCで利用していますが、利用法が簡単ですし、メモリ

とうございました。

が十分あると高速な処理が行えるので、いつも利用し

前田

ています。
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大規模解析では、MPI並列処理が当然です。シ

ミュレーションの実行に際しては、前処理で数値モデ
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知 っ て

得

ても大規模データ解析、テキストマイニングなど、さま

す る

ざまな研究に利用されています。

!!

北海道大学アカデミッククラウドにおける
Hadoopの実装

22回

第

以上のような背景により、北海道大学情報基盤セン
ターにおいても、大規模データ処理を支援することを
目的にHadoopのサービスを提供しています。
北海道大学アカデミッククラウドにおいて提供され

Hadoopによる大規模並列データ解析
情報基盤センター大規模計算システム研究部門

図 4 ディスクI/Oの平均化

る「 クラスタ（MPI）パッケージ」では、利用者がログ
インした後、HadoopやMPIによる並列処理が可能と

棟朝 雅晴

なる環境を自動的に設定・構築します（ 図２）。

Hadoopの申請から利用まで
Hadoopはプロジェクトサーバのクラスタ（MPI）
パッケージを申請することで利用できるようになりま

現 在、情 報 関 連 分 野 にお いて「Big Data」の 処

す。図5に示すように「 クラウドサービスメニュー 」か

Hadoopとは？

理 が 重 要 な キ ー ワ ードと なって おり、Googleや
Facebookなどに代表されるさまざまなクラウドサー

Hadoopは、MapReduceと呼ばれる並列計算モ

ビスにおいて、テラバイト〜ペタバイト級の大 規模

デルを実装したソフトウェアであり、Googleにおける

データを効率良く処理することが求められています。

大規模並列データ処理フレームワークを参考に開発

北海道大学情報基盤センターにおいて昨年11月よ

されました。現在、Apache財団の管理下にあるオー

り導入された「 北海道大学アカデミッククラウド（ ク

プンソースソフトウェアとして、さまざまなプロジェク

ラウドシステム ）
」においても、スパコンによる大規模

トに採用されています。

ら「 プロジェクトサーバ」の「 申請 」をクリックして選
択します。
図２ クラスタパッケージ

それぞれのノードはすべてバーチャルマシン（Virtual
Machine、VM：仮想化された計算機 ）として独立に

計算に加えて、大規模なデータ処理を行うための「 ク

HadoopはMap
（ 処 理 の 分 割 ）とReduce
（処理

動作し、利用者の希望する台数での並列処理が可能と

ラスタ（MPI）パッケージ」が提供されており、利用

結果の集約）を繰り返す、比較的単純な並列化モデ

なります。それぞれのVMにはHadoopに加えて並列

者が占有して利用できる環境をポータルからの申請

ルを採用しているため、数万〜数十万並列において

計算ライブラリのMPI／OpenMP、バッチ処理を行う

により自動的に構築し、Hadoopによる大規模並列

も十分な性能をあげることが可能となります。また、

Torqueがインストールされています（ 図３）。

データ処理を行うことができます。本稿においては、

Hadoopは単なる並列計算フレームワークではなく、

Hadoopの概要、クラウドシステム上での実装、その

大規模データ処理において問題となるI/Oのボトル

おいてボトルネックとなるディスクI／Oを平均化する

プロジェクトサーバの申請画面（ 図6）から、サービ

パッケージの利用方法について紹介いたします。

ネックを解決するために極めて有効な手法であるた

必要があり、それぞれのVMのディスクを平均的に共

スレベル（S／M／L：XLは対象外です）、MPIパッケー

め、計算処理よりも大規模データ処理に特化したモデ

有ストレージに割り当てるというカスタマイズを行っ

ジ
（MPI、OpenMP、Torque、Hadoopがインストール

ルであると言えます。

ている（ 図４）ところが、今回導入されたシステムの大

Hadoopの処理の概要を図1に示します。大規模な

きな特長となっています。

データ（“Big Data”）を分割（Split）し、それぞれの
処理プログラム（Worker）に割り当てて処理（Map）
をした後、その計算結果を集約（Reduce）して計算し
た結果を出力（Output）するという並列処理フレー
ムワークであり、それら全体を利用者がJavaで記述し
たプログラムをもとに、Masterノードが制御するとい
う仕組みになっています。

利用者VM
（プロジェクトクラスタ）

ログインノード
Torque

OpenMP
MPI

Hadoop

Hadoopの活用事例としては、大規模なテキスト
分野で数多くの適用例がありますが、学術研究におい

情報基盤センター大型計算機システムニュース
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利用者VM
（プロジェクトクラスタ）
利用者VM
非ログイン
ノード
（プロジェクトクラスタ）
利用者VM

非ログイン
ノード
OpenMP
Torque
（プロジェクトクラスタ）
MPI
OpenMP
Torque 非ログイン
ノード

MPI
OpenMP
Torque
Hadoop
MPI
Hadoop
Hadoop

データの処理やログデータの解析など、主にビジネス
図1 Hadoopの概要

図 5 クラウドサービスメニュー

クラスタの自動構成にあたっては、クラウド環境に

図 3 クラスタパッケージの構成

図 6 クラスタパッケージの申請
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されています）を選択し、必要とする台数を入力しま
す。その後、
証明書など認証に必要な情報、
ファイアー
ウォールなどネットワーク設定、課金情報等を入力
後、申請ボタンを押していただくと、センター担当者の
承認プロセスを経て、数時間後〜遅くとも翌営業日に
は使えるようになります。

$ start-all.sh

$ mkdir inputs

$ jps
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

hoge hoge hoge fuga fuga

TaskTracker
JobTracker
NameNode
DataNode
Jps
SecondaryNameNode

承認後は通常のプロジェクトサーバと同様、入力し

ノードのコマンドラインから、stop-all.shコマンドを

$ vi inputs/file1

実行します。stop-all.shコマンドを実行すると、非ロ

次に、作成したデータファイル「file1」をディレクト

グインノードで実行されているプロセスも同時に停止

リごとHDFSへ転送します。

します。

$ hadoop dfs -copyFromLocal inputs inputs

$ stop-all.sh

$ hadoop dfs -ls inputs

start-all.shを実 行後、SSHコマンドで非ログイン

た証明書を用いてSSHでサーバ（ ログインノード）に

ノードへログインし、jpsコマンドで以下のプロセスが

アクセスしてください。

起動することを確認します。

サーバにアクセスした後、Hadoopを利用する場合
は、rootユーザからsuコマンドでcloudユーザへログ

$ ssh《 非ログインノードホスト名 》

インします。

Last login: DAY MMM DD HH:MI:SS YYYY from XXXXX

# su – cloud

込み先であるHDFSファイルシステムを構築します。

ム「WordCount」を実行します。このプログラムは

る前に行います。特に必要が無ければ、HDFSファイ

任意の単語をスペースで区切ったファイルを入力とし、

ルシステムの構築は最初の一回だけで十分です。

ファイル内での単語の数をそれぞれカウントするプロ

HDFSファイルシステムを構築するには「hadoop

グラムです。プログラムのソースコードについては、以

を実行します。

下のページをご覧下さい。

（ ※1）

http://wiki.apache.org/hadoop/WordCount

ログインノードのコマンドラインからstart-all.shコ
マンドを実行すると、Hadoopのプロセスが起動しま

WordCountプログラム実行のため、はじめに以下

す。プロセスを確認する場合はjpsコマンドを実行し

の手順でサンプルデータを含むファイル「file1」を作

ます。

成します。ファイル内には任意の単語をスペースで区
切って入力してください。

Last login: DAY MMM DD HH:MI:SS YYYY from XXXXX

ルプ ログラム「WordCount」を実 行します。 実 行

$ jps
XXXXX Jps

後、処理状況が画面に表示されて行き、map処理と
きます。

HDFSファイルシステムの構築は、Hadoopを起動す

$ ssh《 非ログインノードホスト名 》

下に示す「hadoop」コマンド（ ※2）により、サンプ

reduce処理がそれぞれ実行されていることが確認で

Hadoopのパッケージに含まれるサンプルプログラ

XXXXX Jps

/XXX/XXX/inputs/file1 <XXX> XX YYYY-MM-DD HH:MI rw-r--r—

XXXXX TaskTracker
XXXXX Jps

まず、Hadoopを利 用するために、データの 書き

$ jps

Found 1 items

$ jps
XXXXX DataNode

namenode -format」コマンド

Hadoopのプロセスを停止する場合は、ログイン

実行終了後、サンプルプログラム「WordCount」の

おわりに

実行結果ファイル「outputs」を参照し、それぞれの単

Hadoopは一見極めて単純な並列処理を行ってい

語について、それらがファイル内に含まれる数が求め

るだけのように思われますが、データのサイズがテラ

られていることが確認できます。

バイト〜ペタバイト、処理ノードの数が数百〜数万と
なっても全く同じプログラムで処理が行えるところに

$ hadoop dfs -ls outputs
Found 1 items
/XXX/XXX/outputs/《 ファイル名 》<XXX> XX YYYY-MM-DD HH:MI rw-r--r--

大きなメリットがあります。北海道大学アカデミッ
ククラウドにおいても、数百ノードの規模ですぐに

$ hadoop dfs -cat outputs/
《 ファイル名 》
fuga 2
hoge 3

Hadoopが利用できる環境を整備しましたので、どう
ぞご利用をいただければ幸いです。

$ hadoop jar /usr/local/hadoop/hadoop-0.20.2-examples.jar wordcount inputs outputs
YY/MM/DD

04:04:56

INFO

security.Groups:

Group

$ hadoop namenode –foramt
11/11/24 16:04:57 INFO namenode.NameNode: STARTUP_MSG:

YY/MM/DD 04:04:58 INFO input.FileInputFormat: Total input paths to process : 1

/************************************************************

YY/MM/DD 04:04:58 INFO mapreduce.JobSubmitter: number of splits:1

STARTUP_MSG: Starting NameNode

YY/MM/DD 04:04:58 INFO mapreduce.JobSubmitter: adding the following namenodes' delegation tokens:null

STARTUP_MSG: host = yew00002/10.1.157.246

YY/MM/DD 04:04:59 INFO mapreduce.Job: Running job: job_201104250351_0001

STARTUP_MSG: args = [-format]

YY/MM/DD 04:05:00 INFO mapreduce.Job: map 0% reduce 0%

STARTUP_MSG: version = 0.20.2
STARTUP_MSG: build = https://svn.apache.org/repos/asf/hadoop/common/branches/branch-0.20 -r
911707; compiled by 'chrisdo' on Fri Feb 19 08:07:34 UTC 2010
************************************************************/
Re-format filesystem in /usr/local/hadoop/hdfs/name ?（Y or N）Y ←「Y」を入力しEnter
11/11/24 16:05:29 INFO namenode.FSNamesystem: fsOwner=cloud,cloud
11/11/24 16:05:29 INFO namenode.FSNamesystem: supergroup=supergroup
11/11/24 16:05:29 INFO namenode.FSNamesystem: isPermissionEnabled=true
11/11/24 16:05:29 INFO common.Storage: Image file of size 95 saved in 0 seconds.
11/11/24 16:05:29 INFO common.Storage: Storage directory /usr/local/hadoop/hdfs/name has been
successfully formatted.
11/11/24 16:05:29 INFO namenode.NameNode: SHUTDOWN_MSG:
/************************************************************
SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at host/10.1.157.246

YY/MM/DD 04:05:17 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 0%
YY/MM/DD 04:05:27 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 100%
YY/MM/DD 04:05:29 INFO mapreduce.Job: Job complete: job_201104250351_0001
YY/MM/DD 04:05:29 INFO mapreduce.Job: Counters: 33
FileInputFormatCounters
BYTES_READ=25
FileSystemCounters
FILE_BYTES_READ=28
FILE_BYTES_WRITTEN=88
HDFS_BYTES_READ=136
HDFS_BYTES_WRITTEN=14
Shuffle Errors

************************************************************/

：

$

：

※1：
「 hadoop namenode -format」コマンド

情報基盤センター大型計算機システムニュース

mapping

impl=org.apache.hadoop.security.ShellBasedUnixGroupsMapping; cacheTimeout=300000
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Visualization School
た。可視化作業が1つのモジュールと

スパコン可視化道場

して実現されたことから、この手法を

積極的に利用した可視化を検討しては
いかがでしょうか。

図5はモジュールisosurfaceを利

用して等 値面を表 示しています。可

汎用可視化システムAVS/Expressが昨年暮れにバージョン8.0にアップデートされました。本センターで利用

視化結果は4つの要素で構成され、そ

サービスを行っているアプリケーションサーバ(malt1, malt2, malt3)での利用や、学内向けダウンロードサービス

れらすべてが 同一の色になっていま

での提供が待たれていました。遅まきながら、本年6月4日(月)から最新バージョンのダウンロードサービス、7月3
日㈫からサーバでの利用サービスを開始しました。
そこで、
今回の可視化道場では、
バージョン8.0で利用可能になっ
た新機能とその使用方法について解説します。多くの新機能が利用可能になっていますが、これまでに可視化道場
－番外編－で紹介した可視化例に新機能を適用することを中心に解説します。

AVS/Expressバージョン
番外編
15 8.0の新機能と使用法
よび新機能のサンプルアプリケーションが一緒に含

バージョン8.0の新機能

まれていますので、ご注意ください。

旧バージョンの7.3に比較して、多くのモジュールや

ツールが追加されています。これらは、AVS/Express

驚くほど簡単になったポイントレンダリング

を利用されているユーザがアイデアを提供したものや
要望があったものです。したがって、
本センターユーザ

が、バージョン8.0を利用することで解消されるのでは
ないかと思います。

⒜可視化機能の拡張

⒝UCDデータ変換ツール

⒤UCDデータ作

⒥オプション・モジュール

設定する必要がありました。バージョン8.0では、モ
ジュール point_iso_surfaceが追 加され、このモ

構成です。車輛、シートおよびファントムの3つの構造

す。白く囲まれている要素は編集対象になっている

た等値面のセグメンテーション可視化結果を示しま

することができます。ちなみに、
図4はズームアップし

ことを表し、同図左側のエディタパネルで「色 」や「表

たときの可視化結果で、すべて点の集合として可視化

表現されていることが分かります。必要に応じて、点

示の有無 」を設定します。特に、色付けにはカラー
Target label
テーブルの読み込みが可能なので、

全自動化された等値面のセグメンテーション

まとめ

numberを確認しながら色の指定を行います。

の寸法を変更することができます。

本誌20号スパコン可視化道場─番外編9─「 等値

今回は、本センターにおいて利用サービスを開始し

素（ ブロック）ごとに分割し、色などのプロパティを要

の新機能を紹介することを目的として、本誌スパコン

値面ごとに色などのプロパティを変更するために、
STL

による可視化手法ならびに等値面のセグメンテーショ

（Stereo Lithography）フォーマットを介したMGF

ンが新機能を利用することで、いかに簡単に実現され

（MicroAVS Geometry ASCII Format）ファイルを

るかを検証しました。これら新機能は可視化作業の

利用する方法を紹介しました。この方法は手順が煩

効率化や高品質な可視化を実現するとともに、研究者

雑で、サンプルプログラムによるデータ変換などを必

にとって可視化をより身近な存在に感じさせてくれる

要とすることから、根気強く取り組む必要があると感

のではないかと思います。

じていました。しかし、新機能ではいとも簡単かつ全

次回も、引き続きAVS/Expressバージョン8.0の新

自動に同様の処理を行うことができるようになりまし

機能について紹介します。

surfaceを準備します。ただし、前回と異なりフィー
ルドデータのパラメータndimは3でなければなりま

除してからモジュールをインスタンスします。従前お

図1．新機能のサンプルアプリケーションを試すためのモジュール

Vol.26

により、短時間で可視化結果を見やすくかつ高品質に

ライダを利用して可能になったことです。これら機能

を個別のフィールドデータと定義し、それぞれに対応
させてモジュールRead_Fieldおよびpoint_iso_

「Start」ペ ー ジ に 移 動 し、モ ジュール 群「What's
New」に用意されています。SingleWindowAppを削

情報基盤センター大型計算機システムニュース

単に行うことができるようになりました。前回と同様

ます。図2はポイントレンダリングのためのモジュール

AVS/Expressバージョン8.0での新機能について、ア
プリケーションを起動した後に、図1に示すLibraries

ル中のパラメータ設定項目として透明度や配色がス

になるので、それは感動的な瞬間に思えます。
図7にモジュールisosurface_segmentを利用し

可視化道場で過去に取り上げたポイントレンダリング

に、車輛等の構造をポイントレンダリングで可視化し

⒣データ・レポート・ツール

成ライブラリ

間に接続します。接続した瞬間に要素ごとに異なる色

で特に便利な点は、
図3の左側に示されるエディタパネ

素ごとに指定する方法を説明しました。そこでは、等

能

⒢OpenGL Fusion機

可視化結果を図3に示します。媒質ごとに色を変え
て表示しています。モジュールpoint_iso_surface

憶容量で、高速な描画を可能にする手法の一つです。
ただし、可視化のためにはモジュールRead_Field、

ジュールを利用することでポイントレンダリングを簡

⒡CCMSライブラリ

に示すネットワーク構成を利用します。

新機能として提 供されたモジュールisosurface_
segmentをモジュールisosurfaceとUviewer3Dの

せん。

た汎用可視化システムAVS/Expressバージョン8.0

⒞大規模UCDデータの可視化（ ディスクベース可視化 ）
⒟データの入力、生成、出力 ⒠GDレンダラのスレッ
ド化

す。これら要素を区別するために、
図6

面のセグメンテーション」では、等値面表示結果を要

Point3Dおよびglyphを利用し、パラメータを適切に

新機能は次のように分類されます。

図 4 ．ズームアップしたときの可視化結果

前回の可視化道場 ─ 番外編14─で紹介しました

大規模データのポイントレンダリングは、少ない主記

の皆様方がバージョン7.3を利用して感じている課題

図 3 ．ポイントレンダリングによる可視化例

図 2 ．ポイントレンダリングのためのモジュール構成

14

図 5 ．等値面表示

図 6 ．ネットワーク構成

図 7．等値面のセグメンテーション
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Supercomputer Information

スパコンinfo.

ご存じですか？ スパコンは

平成24年度センター共同研究採択課題の決定について

客員研究員による利用講習会およびユーザ支援活動について

本センターが提供およびサービスを行っている情報基盤を用いたグランドチャレンジ的な研究とこれを推進
するための学際的な共同利用・共同研究を本センター教員とともに目指す『 平成24年度センター共同研究 』
を募集し、36件もの課題応募をいただきました。厳正な審査の結果、下記の表に示すとおり6つの研究領域に
おいて27件の課題を採択しました。採択課題について、すでに4月23日㈪から共同研究が開始されており、今
後研究成果が得られるものと期待しています。採択された課題名および研究代表者については、
下記のホーム
ページを参照してください。
http://www.iic.hokudai.ac.jp/kyodo_kenkyu/kyodo_kenkyu_saitaku_H24.html
また、関連のホームページに平成23年度共同研究成果報告書を公開しました。本センター情報基盤を利用
した共同研究成果の評価や今後の課題申請の際の参考にしてください。
#

研

究

領

域

件数

#

研

究

領

域

件数

A1

大規模計算機シミュレーション

4

A4

ネットワークとクラウド技術

5

A2

大規模問題解決の基盤技術

5

A5

デジタルコンテンツ

5

A3

大規模データ科学

5

A6

教育情報メディア

3

平成24年度共同研究拠点（JHPCN）公募型共同研究課題採択結果
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、下記
の研究分野について平成24年度共同研究課題の募集ならびに課題審査を実施し、35件の課題を採択
しました。この中には、本センターを利用する課題が5件含まれています。
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
本年度の特徴としては、研究分野⑵から⑷に関連する課題が増加しており、本拠点が目指す大規模情
報基盤を活用したグランドチャレンジ的な問題解決への取り組みと研究成果が大いに期待されます。
すでに、本年4月1日㈰から共同研究を開始しています。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/ja/adoption.php
なお、平成23年度に実施された共同研究課題の研究成果発表ならびに平成24年度採択課題の研究
内容を紹介するポスターセッションから構成されるシンポジウムが下記のとおり開催されました。
学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 第4回シンポジウム
日時：平成24年7月12日㈭ 10：00～17：50、
13日㈮ 9：40～17：55
場所：秋葉原 UDX GALLERY、
東京都千代田区外神田4-14-1

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）利用研究課題の募集について
個別の計算資源提供機関ごとに分断されがちな全国の幅広いハイパフォーマンスコンピューティング
（HPC）
ユーザ層が，全国のHPCリソースを効率よく利用できる体制と仕組みを整備し提供することを目的として，平成
24年度から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）が組織されています。本センター
はHPCIに資源提供機関として参加しており、現在利用サービスを行っているスーパーコンピュータ等の計算リ
ソースの一部をHPCIに提供します。HPCI共用計算資源を利用する研究課題の公募が、下記の日程で行われま
した。なお、
産業利用におけるトライアル・ユースの申請は随時受付が行われています。
電子申請受付期間／2012年5月9日㈬ 10：00 ～ 6月15日㈮ 17：00
押印済申請書の郵送期限／2012年6月22日㈮ 必着
HPCIホームページ：https://www.hpci-office.jp/
情報基盤センター大型計算機システムニュース
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北海道の共有インフラです。
平成24年度本センター客員研究員を株式会社日立製作所 合田徳夫さんが担当されます。下記の日程で、本
センターに勤務し、利用講習会ならびにプログラムチューニング等のユーザ支援を行いました。特に、ユーザ支
援活動では多数のプログラムの移植ならびにチューニングを行い、ユーザの期待に応えています。
【 利用講習会開催日程 】 開催時間13：30～15：00
第1回 6月18日㈪「HITACHI SR16000の紹介、実行までの手順 」
6月19日㈫「 複素反復法ライブラリ」
6月20日㈬「HITACHI SR16000の新機能（SMT、VSXなど）の活用方法 」
6月21日㈭「 性能プロファイル（ 演算と通信 ）の収集とチューニング」
6月22日㈮「MPI並列処理プログラミングと実行」
第2回 7月17日㈫「HITACHI SR16000の紹介、実行までの手順 」
7月18日㈬「HITACHI SR16000の新機能（SMT、VSXなど）の活用方法 」
7月19日㈭「 性能プロファイル（ 演算と通信 ）の収集とチューニング」
7月20日㈮「MPI並列処理プログラミングと実行」
【 プログラム移行相談および高速化・並列化支援 】
PCからスパコンへのプログラム移行相談、他スパコンから北大スパコンへのプログラム移行相談、北大スパ
コンで実行されているプログラムの高速化・並列化支援を上記の利用講習会開催日に実施しました。

汎用可視化システムAVS/Expressバージョン8.0の利用サービスについて
大型計算機システムの学内ユーザ向けダウンロードサービスを行っています汎用可視化システムAVS/
Expressについて、6月4日㈪からバージョン8.0の利用サービスを開始しました。本バージョンではユーザの意
見が反映され、多機能モジュールの追加や可視化機能の追加が行われました。本誌「 可視化道場（ 番外編 ）」
で過去に紹介したポイント等値面や等値面セグメンテーションをはじめとする多くの可視化手法がモジュール
として提供され、少ない手順で表現力豊かな可視化を可能にします。新機能について、本誌「 可視化道場 」で
随時紹介しますので、ご参考ください。
なお、アプリケーションサーバ（malt1, malt2, malt3）でのAVS/Expressバージョン8.0の利用サービ
スを7月3日㈫から開始しています。

北大スパコン活用ガイドブックの配布について
平成23年度本学包括連携等事業「 先端的数値シミュレーション研
究の高度化と連携協力のための人材交流ならびに本学スーパーコン
ピュータの利活用に基づく産学連携を担う人材育成 」の支援のもと、本
センターと道内4高専による事業実施において高専研究者のスーパーコ
ンピュータの利活用を目的に写真に示すような「 北大スパコン活用ガ
イドブック」を作成しました。本センタースーパーコンピュータシステム
HITACHI SR16000モデルM1への接続方法から始めて、プログラムの
コンパイルや実行方法が詳しく解説されています。本冊子の部数に余
裕がありますので、本センターユーザに限り配布提供させていただきま
す。ご希望の方は、下記ホームページの入力フォームによりお申し込み
ください。
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/qform/index.html

17

July 2012

iiC-HPC

Q&A
Ⓠ
Ⓐ

スーパーコンピュータのTSSノードで、ログアウトした後もバックグラウンドでプログラムを実行させ続け

【 変換方法 2】
スーパーコンピュータでコマンドnkfを利用して、改行コードをUNIX用に変換してください。スーパーコンピュー

るにはどうしたらよいでしょうか。

タで下記のコマンドを実行します。
ハングアップシグナルを無視するようにプログラムを実行する必要があります。以下のコマンドによりプ

$ nkf -Lu ジョブコマンドファイル名 >! 新ファイル名 <Enter>

ログラムを実行させることで、ログアウトした後もプログラムの実行が継続されます。

または、

$ nohup 実行プログラム & <Enter>
ただし、ログイン・シェルがcshまたはtcshの場合、シェル・ビルトイン・コマンドnohupが 実行されます。
シェルがshやbashの場合、UNIXコマンド/usr/bin/nohupが実行されます。

$ nkf --unix ジョブコマンドファイル名 >! 新ファイル名 <Enter>
バッチジョブ投入には上記のいずれかの処理を行って、改行コードをUNIXに適合させたジョブコマンドファイル
では漢字（2バイト文字）コードのEUCへの変換を同時に行います。
を使用してください。なお、
【 変換方法 2】

なお、スーパーコンピュータのTSS領域でのプログラム実行について、ジョブあたりのCPU時間の最大値を24時
間としています。したがって、4並列ジョブの場合、経過時間が6時間程度で強制終了されます。ここで、経過時間と
はジョブを開始してから終了するまでの時間であり、CPU時間は経過時間に並列数を乗算した時間に対応します。
CPU時間に関して24時間を超えて演算を継続して行うためには、本センターホームページ（http://www.hucc.

hokudai.ac.jp/shinsei/index.html）から演算時間延長届の申請（ 無料）を行ってください。

【 変換方法3】
スーパーコンピュータのviエディタを利用して改行コード
を変換（^Mを削除 ）します。

$ vi ジョブコマンドファイル名 <Enter>
続けて、エディタ内で下記のコマンドを入力します。

Ⓠ

:%s/^M//g
スーパーコンピュータにバッチジョブを投入しプログラムを実行しようとすると、
標準エラー出力ファイルに
下記のメッセージが出力され、プログラムが実行されることなくバッチジョブが終了します。ジョブコマン

ドファイルの記述方法などに何か誤りがあるのでしょうか？

/var/home/loadl/execute/htcf02c01p02 .ジョブID.0/
ジョブコマンドファイル名: Command not found

―――――――――――――――――――――――――――
ジョブコマンドファイルの改行コードに問題がある可能性があります。以下のいずれかの方法で改行コー
ドを確認してください。

【 確認方法1】

$ od -c ジョブコマンドファイル名 <Enter>
'¥n'の前に'¥r'が表記される箇所がある場合、改行コードを変換してください。コマンド実行例を以下に示しま
す。ジョブコマンドファイルに^Mが含まれている
$ od -c. /xxx. f 90
0000000 p r o g r a m m o n t e ̲ p i ¥r
と、
¥r ¥nが表示されます。
【 確認方法 2】

0000020 ¥n

i

m

p

l

i

c

i

t

n

0000040 ¥n

n
0

t
0

e
0

g
0

e
0

r
0

:

:

0000060

$ vi ジョブコマンドファイル名 <Enter>
行末に^Mが挿入されている場合、改行コードを
変換してください。なお、以下の方法により改行

0000100

t

0000120
0000140

コマンドを実行すると、ファイル内の^Mがすべて削除され

「Ctrl」キーを押したまま
「v」
ます。なお、
'^M'を入力するには

キーそれから「m」キーを押します。

―――――――――――――――――――――――――――

Ⓐ

右図のとおりviエディタでファイルを編集している際に
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Ⓠ

スーパーコンピュータhop000へ接続しています。コマンドf 90を実行した後に表示されるメッセージが
文字化けして読めません。どのように対策したらよいでしょうか？

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

$ f 90 -c XXXXX.f
f 90: compile start : XXXXX.f

*OFORT90 V03 - 00 -/B ????
DNST
KCHF475K 00
?????&#420;??&#1956;????&#1636;???&#1124;???&#420;??&#1956;???
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ⓐ

スーパーコンピュータでは文字コードがEUC日本語コードに初期設定されています。したがって、以下のい
ずれかにより対策してください。

⑴ご利用のターミナルの日本語コードをEUCコードにしてください。
⑵スーパーコンピュータでは日本語表示はせず、英語表示にします。この場合、ユーザ環境設定ファイル.cshrcに定

コードを変換できます。

義されている環境変数を以下のように変更します。
【 変換方法1】
MS Windows PCからスーパーコンピュータにテキストモードでファ
イルを転送してください。WinSCPなどのファイル転送ソフトウエアでは

初期設定

変更後

setenv LANG ja̲JP

setenv LANG C
setenv LC̲MESSAGES C

ファイル転送時のモードをテキストあるいはバイナリに設定することがで
きます。その場合、テキストモードでファイル転送すると改行コードが自
動的に変換されます。
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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://mmag.hucc.hokudai.ac.jp/mailman/listinfo/mmag

●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://mmag.hucc.hokudai.ac.jp/mailman/listinfo/mmag

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
本号においては、大規模並列計算による超高速電磁界解析の可能性と題して、スパコンの利活用
を目指す若手研究者の取り組みを紹介しました。これまで困難であったシミュレーションを大規
模並列計算が可能にしたことで、研究に対する夢が一気に広がったとの発言に、まさしく「 スパコ
ンは研究者の夢を叶える玉手箱 」であるとの実感を持ちました。さらに、そのことを成し遂げたこ
とは、ヒマラヤやエベレストなどの世界最高峰登頂に成功したときの達成感にも匹敵するのでは
ないかと思います。今後のご活躍を期待しています。
なお、特集記事およびスパコン可視化道場については、諸事情により前回予告とは異なる記事内
容になりましたことをご了承ください。

●次号の特集予告
スーパーコンピュータを利用されているユーザの最新研究成果を、利用に際して工夫された点やセ
ンターに期待することなどを織り交ぜながら引き続きご紹介します。編集者はどこへでも伺いま
すので、
スパコン活用事例や最新トピックスがありましたらご一報ください。

●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/koho̲syuppan.html
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