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われわれは、スパコンの現在を考えます。
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北海道大学薬学部・大学院薬学研究院

スパコン・アカデミー

第26回
「大規模並列処理を利用した自動最適設計のための
シミュレーション技術⑴」
●情報基盤センター大規模計算システム研究部門 大宮 学

本誌特集記事「 アカデミッククラウドを活用した創薬科学の発展 」においてインタビューをさせていただきました
前仲先生、斉藤先生が所属されております北海道大学大学院薬学研究院創薬科学研究教育センターは、日本発の
創薬を目指した文部科学省「 最先端研究基盤事業化合物ライブラリー拠点 」の一つとして、企業を含む学内外か
らの要望に応えるべく、低分子化合物のスクリーニングを進めています。
表紙の図は、
麻疹ウイルスHタンパク質とSLAMタンパク質の複合体構造で、
2011年に以下の論文で発表されたものです。
Hashiguchi, T., Ose, T., Kubota, M., Maita, N., Kamishikiryo, J.,
Maenaka, K., Yanagi, Y.
Structure of the measles virus hemagglutinin bound to its cellular
receptor SLAM
Nat. Struct. Mol. Biol., 18:135-141（2011）
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スパコン可視化道場
●番外編 19
「AVS/Express可視化モジュールisosurface_nestの利用 」

16

-19

14

-15

スパコンInfo.
●最 適化Fortran90コンパイラがバージョンアップされました
●NAG Fortran SMPライブラリをバージョンアップしました
●汎 用可視化システムAVS/Expressバージョン8.1の
利用サービスを開始しました
●Wolfram Mathematica9日本語版の利用サービスを
開始しました

この複合体は麻疹ウイルスの細胞進入に関与しているため、薬剤の候補としてこの複合体形成を阻害する化合物を
インシリコ（in silico）スクリーニングにより探索しています。
北海道大学アカデミッククラウドにおいて構築された、インシリコスクリーニングのためのシミュレーションシステ
ムにより、その探索、解析過程の大幅なスピードアップが可能となり、創薬の発展に今後さらに貢献することが期待
されます。

●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
●MATLAB/Simulink利用講習会を実施しました
●学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点シンポジウムを
開催しました
●Q&A
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目に見える大きさではありませんので、通常はX線結
晶構造解析で大きくして、見られる形にします。そして、
どこに孔が開いているかを見つけ、そこに何かが入る
とそのタンパク質が病気になる原因を抑えることがで
きるので、まずはタンパク質の形を見る研究をしてい
ます。タンパク質の形を見るのはコンピュータ上で行
うのですが、そこの孔に入るにはどういう化合物が適
当か、計算機を使って調べています。それがin silico
スクリーニングなのですが、それをタンパク質の形を
ベースに行っています。そういうことが研究の一つの
柱になっています。
斉藤

創薬科学研究教育センターでは今、低分子創薬

と高分子のバイオ医薬という二つの大きな柱がある
のですが、in silicoスクリーニングを使うのは主に低
分子創薬のほうです。東京大学に20万化合物の化合
物ライブラリーがあります。われわれのセンターでは
その化合物のライブラリーを送ってもらい、薬剤の候
補となる化合物を絞り込む研究を行っています。し
かしながら、20万化合物についてすべてを実験室で
試験するのはマンパワー的にもコスト的にも大変な
ので、20万化合物のうち、ターゲットとなるタンパク質
と相互作用する化合物をある程度絞り込むために、in
silicoの計算を利用しています。

with

K.MAENAKA & T.SAITO

北海道大学大学院薬学研究院 教授
創薬科学研究教育センター長

前仲勝実 先生

創薬科学研究教育センター
特任准教授

／ 斉藤貴士 先生 インタビュー

アカデミッククラウドを
活用した創薬科学の発展
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─今回、われわれのクラウドシステムをご活用いただ
き、まことにありがとうございます。そのようなin silico
スクリーニングにおいて、具体的にどのような形でわれわ
れのクラウドシステムを活用していただいているか、簡単
にご説明をお願いします。
斉藤

タンパク質の立体構造をまずX線結晶構造解析

─本日は、薬学研究院の前仲先生と創薬科学研究教育

などで決めるというのが仕事としてあります。その構

センターの斉藤先生に、本学のクラウドシステムをご活用

造が決まった時点で、タンパク質のターゲットとする孔

いただいた研究事例についてお伺いします。

を見つけ、そこに20万化合物の低分子の化合物を次か
ら次へとバーチャルスクリーニングで当てていくので

まず初めに、先生の研究室、研究グループで行われてい

す。そのスクリーニングを普通のパソコンでやろうと

る研究の内容についてご紹介をお願いします。

すると、
全くもって論外の時間がかかってしまいます。
前仲

私たちの研究室は、主にタンパク質の形を見る

という研究しています。創薬の研究をするために一番

─パソコンだとどれぐらいかかるのでしょうか。

中心になるのが、病気の原因となるようなタンパク質
研究室にある普通のパソコンだと、一つのター

―これを「 創薬ターゲット」と言うのですけれども―

斉藤

をどう取り扱うかということです。そのタンパク質は

ゲットのタンパク質に対して1～2カ月近くかかってし
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PROFILE

あとは、一つ載せても、すべてそれでいつも管理して

まいます。ところがクラウドシステムを使うと、一つの

て使えるというのはかなり大きいことです。物理的に

ターゲットに対して1週間弱で計算が終了します。そ

近いというのはいろんなメリットがあって、そのうえ、

いるので、かなりスムーズに計算時間を割り振ること

の後、解析にさらに1週間かかりますが、一つのター

創薬のセンターのほうとの連携を取っていただいてい

ができると思います。それはかなりいい点です。

ゲットに対して2週間でin silicoスクリーニングを行

るので、かなり融通を利かせていただいたと思います。

課題としては、3台という台数が適当なのか、あるい
は……そこが実はまだ悩ましいところです。あればあ

うことができます。
─クラウドといいますと、アマゾンのクラウドのように、

るだけいい、と言えればいいのですが、反対に言うと、

─大幅なスピードアップが図られるということになりま

アメリカにあってもどこにあっても同じというイメージも

増えた分だけ管理するほうが 難しくなるでしょうか

すね。

あるのですけれども、やはり同じ大学内、もしくは近くに

ら。今はそのバランスを見ている感じです。

あることの安心感もあるかもしれませんね。
斉藤

はい。

─そうですね。今回のアプリケーションの場合には、並

いろんな使い方をするうえで、学内にあるメリッ

列に解析が進められる特性があるでしょうから、台数を

─今回は、クラウドシステム上に研究室の専用の環境を

トはけっこう大きかったと思います。学外から使用す

増やせば増やすほどターゲットとなる、解析できるものの

構築したというところが特徴的かと思うのですけれども、

るのがどうこうということはないのですけれども、今回

数といいますか、分子の数は増えてくると思うのです。ま

そこでのご苦労がありましたらお話しください。

のような創薬のプロジェクトの場合は、セキュリティー

さしくクラウドというのはオートスケールといいまして、マ

の面などを考えるとかなり大きかったと思います。

シーンの数を柔軟に増やしていくことができるので、その

前仲

前仲勝実
Katsumi MAENAKA
北海道大学大学院薬学研究院
創薬科学研究教育センター長

斉藤

教授

平成 3 年東京大学工学部卒業。平成 8 年同大学院 工学系 研
究科修了。博士（ 工学 ）。日本学術振興会特別研究員、HFSP
長期博士研究員（University of Oxford）、国立遺伝学研究所
助手、九州大学助教授を経て、平成 22年から北海道大学大学院
薬学研究院教授。専門は免疫・感染症に関わる蛋白質科学。

最初は、ふだん使っているLinuxと同じ環境でそ

対応は今後できると思います。

のまま使えるかと思っていたのですけれども、ふだん

─今回はいわゆるドッキングのシミュレーションという

の環境とは雰囲気が違い、そのまま使うということは

ことですが、並列計算ではよくあることで、実はわれわれ

できませんでした。

のセンターでも研究をしています。例えば今後のシステム

─パッケージが違うという場合ですね。
斉藤

前仲

予算とのバランスで、いつも……

の展開ということもありますけれども、クラウドシステム

─そうですね。われわれセンターもそうですけれども、

をお使いになっていて、改善点とかご要望はございますで

予算とのバランスで、
現在かなり利用数が多く、
埋まってい

しょうか。

る状況ですので、場合によってはさらに規模拡大というこ

はい。Linuxの種類が違うのかも……。実際に

とも考えられますね。

サーバの台数その他は、いろいろ議論にはなる

はSEのかたに入ってもらい、セットアップを手伝ってい

前仲

ただきました。

のです。今お借りしているのが、たしか今年度に入って

斉藤

3台ですが、創薬ターゲットが複数ありますので、それに

借りるほうが予算としては組みやすいと思います。

─今回、専有してクラウドをご利用になったということ

ついて1ターゲット1つではないですけれども、
台数があ

ですが、バイオ系とか創薬とかになると、セキュリティーと

る分だけいろんなことができるという点があります。

決まっている予算の中で使うのには、1年単位で

ただ、年単位にしてしまうと、実際には休んでいる時
間もできてしまいます。

いいますか、研究データが外部に流出するという知財の問
題もあって、
専用環境を構築したのでしょうか。
斉藤

それも一つです。絶対に漏れてはいけない情報

なので、外からは見えない環境を構築する必要があり
ます。
─ 普通、製薬会社であればパブリックのサービスを使

斉藤貴士

うことはなくて、
専用の環境で、
完全に外から入れないよう

Takashi SAITO

にするということですよね。ということで、データセンター

北海道大学創薬科学研究教育センター
特任准教授

のものを使うというわけにはなかなかいかないと思うの

平成15 年大阪大学大学院理学研究科修了。博士（ 理学 ）。
大阪大学蛋白質研究所特任研究員、九州大学デジタルメディシ
ンイニシアティブ助教、九州大学生体防御医学研究所特任助教、
北海道大学大学院薬学研究院技術職員を経て現在に至る。

です。今回は、それと同じような状況があったのではない
かと想像していたのですけれども。
前仲
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同じ学内にあるシステムなので、
その点で安心し

図1. AutoDockによるタンパク質のドッキングシミュレーション
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─そうですね。その場合には月単位にするとか、場合に

─そうですね。拡張していきたいと思います。あとは、

はめ方というので、丁寧にやればやるほど時間もかか

よっては負荷に応じて……従量制は従量制でいくらになる

特にバイオ系ですと、新しい物質を見つけるのに時間との

るし、計算能力も必要になってくるのですけれども、今

か分からないという問題はありますけれども。

勝負があると思うのです。すなわち、少しでも出遅れると

はそのあたりのバランスを見ながら調整しているとい

─最後に、繰り返しになりますけれども、われわれのク

特許が取れない。その関連で言えば、われわれのクラウ

う感じです。一刻も早くという部分で、少し粗いけれ

ラウドシステムに期待するところなどをお話しいただけれ

ドシステムの一つの意図としては、計算機を購入するとい

どもある程度速く候補を出すというやり方と、少し絞

ばと思います。

うことになると立ち上げまでに非常に時間がかかるとい

れてくるともっと丁寧に、どういうのがいいかと、2段階

─ 仮想マシン、例えばLサーバとかで借りていただく場

うことで、何かプロジェクトを思いついたときに、プロジェ

に分けてやっています。

合には、この月は忙しいので増やすとか、
この月は忙しくな

クトの立ち上げをポータルから借りればすぐ使える、バー

いので減らすということが月単位で柔軟にできますので、

チャルマシーンでも10分で使えるようにするという側面が

─今後のスパコンクラウドのアプリケーションというこ

ですけれども、やはりそれを扱える人材が追いついて

このドック解析の場合には、できる可能性は十分あると思

けっこうありました。私の想像なのですけれども、特に創

とを考えた場合に、バイオとか創薬というのは、国民に対

きていません。いかに人材を確保するかという部分で、

います。

薬とかバイオの分野は非常に競争が激しいということも

する貢献という意味でも非常に重要な分野だと思うので

何か手助け……手助けというのも変ですけれども、だ

ありますので、時間的な要因ということについてはいかが

す。例えば理研の京でも戦略の分野でいろいろ関係もあ

れでもこうしたシステムを簡単に使える環境になった

でしょうか。

りますけれども、特にクラウドの活用とか……もちろんわ

らと思うのです。

斉藤

前仲

思っていたより使ってしまうんですよね。

われわれは今、創薬センター自体人が少しずつ

増えて、
それで運営としてはようやく落ち着いてきまし

す。われわれも、そうなってほしいと思っています。

斉藤

バイオの分野で、スパコンとかクラウドシステム

を使って、どんどん計算を応用していきたいと思うの

れわれのスパコンもサービスを提供していますけれども、

かなり大きいですね。サーバを買ってそれを立

確かに、ユーザとの距離感というのが……いろ

た。これから創薬ターゲットを少しずつ広げながら、

前仲

大きく展開していこうと思っています。そういう意味

ち上げていろいろするのは時間もコストも割りに合わ

では、情報基盤センターのクラウドシステムを強化し

ないことばかりです。われわれもプロジェクトのスター

ていただけると、われわれも使いやすくなるので、その

ト段階では、それもありえると思っていたのです。そ

前仲

点はさらに発展させていただきたいと思うのです。も

のときにほかの先生からこのクラウドシステムがある

がるほど、先ほどの「 丁寧」ということがでましたが、

る程度のことができるということになってくると……

ちろんわれわれも協力いたします。そういう意味で言

と聞いて、それだったらまず、そちらを最優先すべきで

創薬のin silicoスクリーニングの一番難しいところ

ちょっと話はずれますけれども、
専門家だけども、
ユー

うと、こちらのセンターのほうは、特に学内のかただけ

はないかというので使用させていただいたわけです

は、ターゲットになるタンパク質が静止画像ではない、

ザとつなぐような専門家が必要になってくると思い

に限定しているというよりは、
広く学外に……

が、われわれが想定していた、サーバを買って何とかし

つまり動かないものでないというわけではなくて、非

ます。

てというコストよりはずっと安く、かつ常に非常にいい

常によく動くものなのです。そのためにどうしても、分

状態で使えるというのはかなり大きなことです。まさ

子動力学的な動かすようなステップがあるほうが望ま

に今、その恩恵を受けています。

しいのです。それで、化合物が入ったときにどのような

─全国に。

バイオにおける計算の重要性といいますか、今後に向けた

前仲

動きというか展望について、伺いたいと思います。

んな技術が上がってくると、最終的にはユーザフレン
ドリーになっていくと思うのです。そうしたときに、わ

実際のところ、計算スピード、能力が上がれば上

れわれのようなコンピュータが専門でない人間でもあ

─それはスパコンでも全く同じ状況があります。

われわれを通してクラウドシステムの恩恵を受

あとは、一刻も早くということはあるのですけれど

動きになって、最終的に結合の強いものか弱いものか

前仲

ける人は、
これから多くなると思います。エクスパンド

も、同時に、in silicoスクリーニングをどのように丁寧

を判断したい。すでにそういうのはコンピュータのス

いですし、先生がたのようなところから出てきてもい

していただければと思います。

にやるかということがあります。先ほど斉藤先生が言

ペックのものすごく高い、例えば京とかでは進みつつ

い、そういう人材が出てくるような枠組みが徐々にで

われたみたいに、当てはめていくのですけれども、当て

ありますので、それがさらに安価になってくれば、当然

きていけばと思うのです。そういう機会が今回、連携

のことながらそういうin silicoスクリーニングが世の

させていただくことで生まれつつあるかと思っていま

中に広がっていく。そうなってくるとわれわれのコン

す。私も北大に来る前は、実際にin silicoスクリーニ

ピュータベースでの情報の質が劇的に上がっていくと

ングを自分でやるということはありませんでした。そ

思うので、必ずそういう方向に進むと思います。

の点、こういうシステムができて私自身もやれるよう

前仲

われわれのような背景の人の中から出してもい

になったのは、かなり環境がよくなっていることのお

われわれも結局、今はin silicoの創薬をするときに、
われわれが明らかに限界だと感じているところがあ

かげです。今後は、互いのいいところをうまくつなげ

るのです。つまり、動くものに対して、動かないと仮定

るような、学生であったり、ポスドクであったり、若手

してはめ込んでいたりする。そうすると、答えは必ず

の教員で指導者的になっていける人が生まれる素地

実際のデータとずれがあると分かっているので、少し

を作ることができればと思っています。

、

、

余分にいろんなものを取って、現実のデータと合うか
ということをせざるをえません。これが理想的にコン

─どうもありがとうございます。

ピュータの能力が上がって、かなり精度の高い予測が
できるということになってくれば、当然のことながら
図 2 .北海道大学アカデミッククラウドを活用した創薬シミュレーションシステムの構成
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得

す る

!!

頂点と中心に直径 の円筒を配置します。このとき、

おける直接解法です。図3は解析空間配置と座標軸の

図中の水色で示された長方形の範囲が周期的に現れ

関係を示しています。中央にフィルタを配置し、その

ることで、全体が構成されています。このような周期

手前で平面波を発生させ、フィルタによる反射波と透

構造の解析においては、水色で示した長方形の4辺に

過波を観測します。z方向の解析空間両端を吸収境界
で終端し、x方向およびy方向の境界面には周期境界を

対して周期境界条件を適用し、無限の寸法を有する構

26

第

回

造を仮定した解析を行います。その結果、図1の構造

設定します。図4は入射波と反射・透過波のある時刻

に対して図2では400分の1程度の規模になります。

における波形を示しています。ただし、中央にフィル
タが設置されています。さらに、フィルタの伝送特性
の解析には、自由空間とした場合の観測面における波
形の時間変化データも必要になります。

大規模並列処理を利用した
自動最適設計のためのシミュレーション技術 ⑴


情報基盤センター大規模計算システム研究部門

遺伝的アルゴリズム（GA）などの進化型計算を利

大宮

学
図1. ダイクロイックフィルタの断面図

を実現できます。

用した自動最適設計が注目されています。この解析

スパコン・アカデミーでは、数回にわたる連載記事

手法は生物の進化過程を利用して、準最適解を求めま

として、大規模並列処理を利用した自動最適設計のた

す。本来、計算量が多いことが課題でしたが、計算機

めのシミュレーション技術について解説を行います。

性能の向上や並列計算により課題解決が図られ、
さま

今回は、マスタ・ワーカ方式に基づく全探索について

ざまな研究分野で利用されるようになりました。もち

解説します。

図3.

Jet FDTDを利用したフィルタ伝送特性解析のための解析空間

ろん、シミュレータが高精度に物理現象を再現できる
ようになったことも、このような最適設計手法が普及

解析モデル

する要因です。
先に述べたとおり、GAに基づく自動最 適設計で

解析モデルとして、図1に示すような構造を有する

は、解析対象に依存して数十から数百に及ぶ設計パラ

ダイクロイックフィルタを検討します。ダイクロイック

メータの組み合わせについて繰返しシミュレーション

フィルタは、電波天文などで利用される大型パラボラ

を実行しなければならなく、結果を得るには数日、数

アンテナの受信フィルタとして採用されています。図1

週間あるいは数カ月かかることも珍しくありません。

に示すフィルタは、直径15mm、真鍮に金でメッキした

処理の高速化には、スーパーコンピュータの利用が有

構造を有し、
数百GHzから数THzの周波数帯で動作し

効であり、多数の演算ノードを同時に利用できるよう

ます。構造は、厚さℓの金属円筒に小さい貫通穴が規

図 4. 入射波および反射・透過波の瞬時波形（ タイムステップ 300）

図5 ⒜は、伝送特性を示しています。横軸は周波数、
縦軸は透過電力および位相変化です。解析では、空
間分解能を5μmとして、タイムステップを1万としてい

図 2 . ダイクロイックフィルタの基本構造

ます。通過帯域が600から800GHzの帯域通過型フィ

なリッチな計算環境が威力を発揮します。本センター

則正しく配置されています。使用周波数を1THzとす

が利用サービスを行っているスーパーコンピュータで

ると、波長は0.30mmなので、フィルタ直径は波長の

は、1ジョブあたり最大128ノード（CPUコア4096台、

30倍です。これをそのまま解析することはスーパーコ

図2に示される無限大の寸法を有するフィルタの伝

算時間を短縮するためには、空間分解能を粗くするこ

主記憶容量12.8TB）を利用した24時間以内のシミュ

ンピュータでも大変なことです。そこで、構造の周期

とが考えらます。図5 ⒝は、空間分解能を20μmに設

レーションが可能です。したがって、並列処理に適し

性を利用して、解析範囲を限定します。フィルタは、
図

送特性をJet FDTDを利用して解析します。Jet FDTD

は本センターで開発を行っている大規模電磁界解析

定したときの伝送特性を示しています。図5 ⒜および

たGAアルゴリズムを採用し、シミュレーションともど

2に示す正六角形が相互に組み合わされている構造を

アプリケーションソフトウェアで、FDTDアルゴリズム

⒝を比較して、図⒝では共振周波数および高周波帯

も分散メモリ型並列処理を行うことで、大幅な高速化

有しています。すなわち、1辺の長さが の正六角形の

を適用したマクスウェルの微分方程式の時間領域に

域において本来観測されない振動が存在しています

情報基盤センター大型計算機システムニュース Vol.30
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ルタが実現されています。この解析には、32スレッド

解析手法

の共有メモリ型並列処理で、経過時間13.5分です。計

11

July 2013

iiC-HPC

Supercomputer
Academy
リスト1. マスタ-ワーカ方式のMPIプログラミングの例

⒜ 空間分解能 5μm

図 5 . フィルタ特性の解析結果

⒝ 空間分解能 20μm

が、通過帯域では特性がおおよそ推定できていると考

の内訳はマスタが1、ワーカが63です。また、図中の数

えます。ただし、
シミュレーションに要した経過時間は

値は経過時間で、単位は秒です。同図から、2スレッド

12秒です。

の場合が最も処理時間が短く、14分15秒でした。こ
れは、解析モデル規模が小さいために、少ないスレッ
ド数で十分であるためと考えられます。

大規模並列計算に基づく全探索

図7はCPUコアの総数を変化させたときの速度向

空間分解能を粗くすることで、計算時間を大幅に短

上度を示しています。ただし、横軸はCPUコア数、縦

縮することができ、
全探索が可能になります。かつ、多

軸は速 度 向上 度であり、CPUコア数が32のときの

数の演算ノードを利用して並列処理を行うことで、全

経過時間で規格化して示しています。破線で示す理

体の処理時間はさらに短縮されます。全探索の計算

想的な場合と同様に速度向上度が得られています。

処理方法として、マスタ・ワーカ方式に基づく分散メ

CPUコア数が2048以上になると理想的な特性に比

モリ型並列処理があります。マスタからワーカに対し

較して速度向上度が低下していますが、これはマスタ

てパラメータを供給し、ワーカからその解析結果を得

が1に対してワーカ数が1000以上になるため、マスタ

ます。おのおのの処理は独立しているので、ワーカ数

のパラメータ供給速度で律速されていると考えられま

が多いほど、
処理は高速化されます。

す。この対策として、マスタ数を増加することが有効

MPIライブラリを利用したマスタ・ワーカ方式の並

です。
図 8に、全探索結果を示します。3つのパラメータ

列プログラムの例をリスト1に示します。マスタとワー
カの処理をif－else－endifにより区別しています。

Nℓ、NsおよびNdを座標軸にしています。同図⒜が等値

パラメータの組み合わせ総数が9261の全検索
図 6は、

面表示、
図⒝が断面分布を示しています。同図から、

について、CPUコアを1024に固定したときの経過時

フィルタ特性はパラメータsおよびdに強く依存し、ℓに

まとめ
全探索の結果、空間分解能が20μmの場合、最適な

大規模計算リソースを利用した自動最適設計につ

パラメータはℓ＝320μm、s＝420μm、d＝300μmで

いて、全探索による最適パラメータの決定法について

あると結論できます。この値を参照し、空間分解能

解説しました。解析を行うべき設計パラメータの組み

5μmに関して限定した範囲内のパラメータ値につい

合わせが多くても、個々の解析に要する時間が比較的

て探索を行うことで、短時間で高精度にパラメータの

短く、かつ多数のCPUコアを同時に利用できるのであ

最適値を決定できます。

れば、実用的な方法であることを示しました。次回は、
GAなどの自動最適設計法について解説します。

ついては穏やかに変化することが分かります。

間を、スレッド数を変化させて比較しています。例え
ば、16スレッド（16 SMP）の場合、MPI数は64で、そ

図 6 . スレッド数と経過時間の関係
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図 7. マスタ―ワーカ方式の速度向上度。スレッド数 2
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⒜ 等値面表示

図 8 . 全探索結果
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スパコン可視化道場
本センターでは2013年4月からAVS/Expressバージョン8.1の学内限定ダウンロードサービスを開始しました。
すでにご活用されているのではないかと思います。マイクロソフトWindows8への正式なサポートはまだですが、
MS Windows8でAVS/Expressバージョン8.1を利用されているユーザがいらっしゃるようです。AVS/Express
バージョン8.1で追加された新機能や改良が行われた機能の紹介を次回以降随時行おうと考えていますので、乞う
ご期待ください。
今回はモジュールisosurface_nestの利用法について解説します。このモジュールを利用することで、
モジュー
ルisosurfaceを複数個利用して行っていた可視化をたった一つのモジュールで行うことができます。これにより、
作業の効率化と高速化が実現されますので、
有用な手法になると考えます。

⒜ ネットワーク構成

⒜ ネットワーク構成

AVS/Express可視化モジュール
番外編
19 isosurface_nestの利用
AVS/Expressを利用した
等値面表示と最適値

可視化データファイル
今回利用するデータは、本誌スパコン・アカデミー

図 2 .モジュールsolid contourを利用した可視化

解析においては、整数パラメータNℓ、NsおよびNd の

で紹介しましたダイクロイックフィルタの最適設計パ

ラメータの全探索結果です。解析手法の詳細につい

すべての組み合わせについて全探索を行います。その

ご興味のある方は記事をご覧ください。解析結果と

ク構成、⒝は可視化結果です。同図では、モジュール
solid contourを使用しています。同図⒝の可視化

結果を可視化したのが図2です。同図⒜はネットワー

isosurfaceを3つ使用しています。それらモジュー

たは、通過帯域幅 ）に対して設計結果がどの程度一致

NsおよびNdの軸方向を示しています。右
結果には、Nℓ、

値面の値 ）の設定や透明度の調整を行います。3つ
のモジュールisosurfaceのパラメータは独立して設

解析結果から得られたカットオフ周波数の差の自乗

れないことから、
選択不可パラメータの組み合わせ範囲

ルタ特性が実現されていると判断します。解析モデ
ルを図1に示します。構造をボクセル（ 立方体）で離

数パラメータの組み合わせごとに配色されているため、

ては、スパコン・アカデミーで述べられていますので、
して得られるデータは、指定したカットオフ周波数（ ま
しているかを示す値で、指定したカットオフ周波数と

和です。したがって、この値が小さいほど所望のフィ

定できるので、任意の等値面の組み合わせを表示でき

として、解析を行っていません。また、可視化結果は整

ときは、同様な作業を繰り返し行わなければならず、

図2 ⒝に示す可視化結果の中央付近の黄色の部分
が最適値です。すなわち、パラメータNsおよびNdに対

は、厚さℓ、高さsおよび円の直径 d です。ボクセルの1

辺の長さを として、寸法を決定するボクセルの個数

同様な可視化は、モジュールisosurface_nestを

使用して簡単に行うことができます。図4に、その方法

まとめ

と言えます。図1に示す構造寸法に関して、フィルタの

す。設定すべきパラメータは、等値面の数で最大8個

元解析データの複数等値面表示に関して、モジュール
solid contour、
isosurfaceおよびisosurface_

明度などです。このモジュールでは、パラメータとして

結果を得るために、さまざまなモジュールを利用する

の数で等分割して表示します。パラメータの設定・変

るだけ簡単かつ短時間に得るため、基本モジュールの

は設計マージンが見込めます。なお、可視化図面下部
の水色の箇所は局所最適値です。

可視化結果の見栄えを良くするために、モジュール
isosurfaceを利用して、複数の等値面を滑らかな

表面で表現します。図 3に、ネットワーク構成と可視

汎用可視化システムAVS/Expressを利用した3次

ジュールの設定パラメータを同図⒝の左側に示しま
まで指定できます。さらに、最小値、最大値および透

nestを利用した手法を解説しました。同様な可視化

設定した最小値から最大値の範囲を、指定した等値面

ことができます。目的に合致した可視化結果を、でき

機能や利用法に慣れ親しんでいただきたいと考えて

更は、すべての等値面に対して有効なので、1度の操作

化結果を示します。ただし、
図 3 ⒝は図2 ⒝に示す可

のみで表示全体を変更できます。ただし、不等間隔な
等値面の表示等については、
図3に示す方法を利用す

種類の等値面を同時に表示させるため、モジュール

必要です。

視化結果の最適値付近を拡大して示しています。3

14

⒜ ネットワーク構成
⒝ 可視化結果
図 4.モジュールisosurface_nestを利用した可視化

根気が必要です。

してはほぼ一意に最適値が決定されますが、パラメー

ℓについて
伝送特性は寸法sとdに対して影響が大きく、

図1. 解析モデルと構造寸法

ます。ただし、使用するモジュールの数を増やしたい

を示します。同図⒜はネットワーク構成で、モジュー
ルisosurface_nestを1つのみ使用します。このモ

タNℓに関してはある値の範囲に対して最適値になる

NsおよびNdで表します。
をNℓ、

ルに対して、同図⒝の図面左側に示すパラメータ（ 等

_Ndとなる範囲で、
図1に示す構造が実現さ
下部は、Ns<

立方体が積み重なったような表示になっています。

散化し、曲面などを階段近似します。基本構造の寸法
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⒝ 可視化結果
図 3 .モジュールisosurfaceを利用した可視化

⒝ 可視化結果

います。

次回は、AVS/Expressバージョン8.0/8.1で追加さ

れた機能を利用した、ユーザの皆様方の可視化利用に

るか、または解析結果データを加工するなどの工夫が

有効な手法を解説します。
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スパコンinfo.

ご存じですか？ スパコンは

最適化Fortran90コンパイラがバージョンアップされました
スーパーコンピュータシステムでご利用いただいています日立最適化Fortran90コンパイラが本年3月末にバー
ジョンアップされました。バージョンアップにより強化または変更された事項は、本センターホームページで公開し
ていますソフトウエアマニュアル
「 最適化FORTRAN90使用の手引き：変更内容」に説明されています。今回のバー
ieeequad、 -mathlib
ジョンアップにより、コンパイルオプション ［no］
［=hitachi|=others］
などの新しい
オプションが利用できるようになりました。

また、同時に日立製数値計算ライブラリMATRIX/MPP、MATRIX/MPP/SSSがバージョンアップされました。
特に、
MATRIX/MPPでは複素行列に対する固有値・固有ベクトルの計算などの機能が追加されました。

NAG Fortran SMPライブラリをバージョンアップしました
スーパーコンピュータシステムで利用サービスを行っていますIBM社製FortranおよびC/C++コンパイラと組み
合わせて利用可能なNAG Fortran SMPライブラリがバージョンアップされました。前述のIBM社製コンパイラが
バージョンアップされたのを機に、ライブラリを最新版とするとともに、本センタースパコン上でチューニングを行っ
ています。なお、利用マニュアルは下記のページでオンライン参照できます。
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/isv_manual/manual.html

本年5月から、
NAGお客様事例として下記のホームページで、
本センター大型計算機システムの紹介が行われてい
ます。NAG数値計算ライブラリ導入の経緯や効果、今後の期待などが述べられていますので、ご覧いただけると幸
いです。
http://www.nag-j.co.jp/nagcase/HPC/hokudai.htm

汎用可視化システムAVS/Expressバージョン8.1の利用サービスを開始しました
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、4月1日（ 月）からバージョン8.1の利用サービスを開始しました。バージョン8.0からのマイナーバージョ
ンアップですが、ユーザの意見が多く反映されています。主要な機能強化は、防災・減災向け、ビッグデータ、構造・
流体解析分野向けの可視化機能の追加です。詳細について、メーカのホームページ「 リリース情報 」をご覧くださ
い。新機能については、
本誌「 可視化道場（ 番外編 ）」で順次紹介しますので、ご参考ください。
なお、
地図データ変換ツールのパッチファイル（ 平成25年5月14日）がメーカのホームページで提供されています
ので、
各自ご対応をお願いします。

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
平成25年度本センター客員研究員を株式会社日立製作所高山恒一さんおよび恵木正史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。
第2回目については、日程が決まり次第、本センターメールマガジンでお知らせします。
【 利用講習会開催日程 】開催時間13：30～15：00

平成25年6月24日（ 月）
「HITACHI SR16000の紹介、実行までの手順 」
平成25年6月25日（ 火 ）
「 性能プロファイル（ 演算と通信 ）の収集とチューニング」
平成25年6月26日（ 水 ）
「MPI並列処理プログラミングと実行1」
平成25年6月27日（ 木 ）
「MPI並列処理プログラミングと実行2」
平成25年6月28日（ 金 ）技術講演会「 人間行動ビッグデータ」

【 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・並列化支援を利用講習会開催日に実施しました。随時対応していますので、
相談等が必要な方は共同利用・共同研究担当またはHSAYあてにお問い合わせください。

MATLAB/Simulink利用講習会を実施しました
MATLAB/Simulink利用講習会を下記の日程で実施しました。講習会内容は入門的なものですが、本年度新規
に利用サービスを開始したParallel Computing Toolbox、Embedded Coder 及び Global Optimization
Toolboxの紹介を行っていただきました。当日は多くの方に参加いただき感謝しております。
【日

時】平成25年7月5日（ 金 ）10：20～17：10

【 プログラム】
〈 第一部〉MATLAB/Simulink操作体験

10：20〜12：00
（100分）

〈 第二部〉制御系アプリケーション操作体験

13：00〜15：00
（120分）

〈 第三部〉信号処理アプリケーション操作体験 15：10〜17：10
（120分）
デモンストレーション
【会

場】北海道大学情報基盤センター北館1階

利用者端末室

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点シンポジウムを開催しました

Wolfram Mathematica9 日本語版の利用サービスを開始しました
授業や研究などで多くの方にご利用いただいていますWolfram Mathematica
（ ウルフラム・マセマティカ）に
ついて、バージョン9日本語版の学内限定ダウンロードサービスを開始しました。バージョン9では、入力予測イン
ターフェースや自由形式入力等が新たに導入されたほか、従来から提供されている金融、統計、工学、ソフトウェア開

発、
画像処理等においても機能拡張が行われました。
本センターにおいては、Mathematica9日本語版の新機能や拡張機能の技術概要およびこれらの機能を利用
する方法などの紹介を含む利用講習会を平成25年7月23日（ 火 ）13：30から北館会議室において実施しました。
当日は、利用者9名のご参加があり、講師による実演を交えた新機能活用法の説明に続き、利用者が普段疑問に
思っていることへの回答や、効率的な利用方法などに関して活発な情報交換が行われました。
Wolfram：http://www.wolfram.com/index.ja.html
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第5回シンポジウムが下記のとおり実施されました。本シン
ポジウムにおいては、平成24年度に実施された共同研究課題
35件の研究成果に関する口頭発表、平成25年度に採択された
課題44件の研究内容を紹介するポスターセッションが行われ
ました。また、下記のホームページにおいて、研究成果講演発
表予稿(最終報告書)の公開を行っています。
http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/sympo/
【日 程】
平成25年7月11日
（ 木 ）10：10～17：50
12日（ 金 ）10：00～17：40
【 会 場】THE GRAND HALL
（ 東京品川 ）
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Q&A

Q

スーパーコンピュータのファイル使用容量を調べようとしてコマンドduを使用しましたが、応答が返ってき
ません。プログラム実行中にファイル使用容量の上限である4TBに達した場合、それまでの結果は付加サー

ビス申請後に見ることができるのでしょうか、
あるいは破棄されてしまうのでしょうか？

A

1アプリケーションサーバ（ ホスト名：malt1，malt2，malt3）
TSSノード3台が利用可能です。malt1とmalt 2は北海道大学所属の利用者のみ利用可能です。北海道大学以
外の利用者はmalt3をご利用ください。
1ノードは40コア構成です。主に商用アプリケーションソフトウェアを利用するユーザがノードを共用します。

スーパーコンピュータの場合、
以下のコマンドでファイル使用容量を確認できます。

% /opt/hitachi/hsfs/sbin/quota.hsfs -g <Enter>
Disk quotas for group h23456（ gid 12345）:
Filesystem blocks
quota
limit
grace ﬁles
quota
2605350912
4194304000
4404019200
2846997
0
/hsfs/home

limit
0

grace

表示される内容の詳細は以下の通りです。
（KB）
：現在のファイル使用容量です。
blocks

（KB）：使用容量がこの値を超えた状態で7日間経過するとファイルの書き込みができなくなります。
quota
limit（KB） ：使用容量がこの値を超えると即時にファイル書き込みができなくなります。
：現在のファイル個数です。
ﬁles

プログラム実行中に上記quotaを超えた場合でも、limitに達するまでは、出力ファイルに書き込みを行います。
limitに達した時点でプログラムは強制終了されますが、ファイル自体が破棄されることはありません。可能でした
ら、limitに達する前に空きディスク容量を確保するために、不要なファイルを削除するか、ファイル付加サービスを
追加されることをお勧めします。
なお、コマンドduでも総容量を確認できますが、所有するファイル数が多い場合、出力結果が得られるまでに時
間を要する場合があります。
自身の利用者番号が所有するファイルの総容量を知りたい場合、上記コマンドまたはコマンドactlistでご確認く
ださい。

% actlist <Enter>
batch-info
￨
ﬁle-info
￨
user= h23456 date:2013MM
ﬁle-cnt ￨ money
no syu ac date
Q qname node * e-time total-time ￨ ﬁle（KB）
+
+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
0
￨2605350912 2846997 ￨
xxx ﬁle 0 2013-MM-DD￨

Q

3.利用サーバ
gaussianが利用可能なサーバは以下のとおりです。

学際大規模計算機システムでgaussianを利用したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか？

A

商用アプリケーションソフトウエアgaussianはアプリケーションサーバおよびスーパーコンピュータのいず
れでも利用可能です。利用に際しては、下記の事項を参考のうえ、本センター学際大規模計算機システムの
利用申請手続きを行って下さい。
1.申請
申請方法等については下記ホームページをご覧ください。所属が北海道大学の方で、経費を負担される方が既に
支払責任者登録をしている場合、
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す。

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

2.利用負担金
利用申請には、
基本サービス経費として年額12,600円（ 年度末の3月末まで有効）が必要です。さらに、スーパー
コンピュータでgaussianを実行するためには、演算付加サービスやファイル付加サービスが必要となります。詳細
は下記ホームページを参照してください。

基本サービス経費で100GBまでファイルを作成可能です。ファイル容量が100GBを超える場合、ファイル付
加サービス（A1コース：1TBにつき年額12,600円 ）を申請してください。

2スーパーコンピュータ（ ホスト名：hop000，hop001）
TSSノード2台とバッチノード166台が利用可能です。1ノードは32物理コア構成です。TSSノードは、プログラ
ムの編集作業やコンパイルを行ったり、あるいは小規模な計算を行うためにユーザが共用します。一方、バッチ

ノードは、大規模計算を行うために利用し、ノードは占有利用となります。バッチノードを使用する場合、演算付
加サービスの申請
（S3、S10、S50またはS100コース）が必要です。なお、スーパーコンピュータを利用する場合、
基本サービス経費内で利用できるファイルサイズの上限は5MBです。5MBを超えると自動的にファイル利用
サービスが適用され、月額1,050円の負担が発生し、10GBまで利用可能になります。10GBを超えてファイル
を作成する場合、ファイル付加サービス（F3、F10またはF50コース）を申請してください。

4.gaussianグルーブの登録
gaussianは利用開始前に利用アカウント（ 利用者番号）のグループ登録が必要です。情報基盤センターポータ
ルページでgaussian登録の申請を行ってください。また、実際に利用する場合、環境変数の設定等が必要です。
環境変数の設定等については、
下記の利用手続きを参照してください。

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/isv̲manual/info/app/Gaussian09.pdf

5.TSSノードの利用
TSSノードでgaussianを利用する場合、他の利用者のジョブとの兼ね合いがありますので、並列実行数を別途設
定させていただきます。並列実行数は、アプリケーションサーバでは1ノード当たり最大16並列（ 例えば、4並列×4
本または8並列×2本など ）、スーパーコンピュータのTSSノードでは1ノード当たり4並列×2本までとさせていただ
いています。繁忙期は、さらに並列数を下げます。
なお、スーパーコンピュータのバッチノードは占有利用ですので、32並列まで実行可能です。ただし、本センターの
gaussianはノード間並列実行機能（linda）を備えていません。ご了承ください。
6.並列数を多くしたい場合

学会発表や論文作成などで普段より並列数を多くしたい場合、事前にセンターにご相談ください。実行プログラ
ム数が多い場合、nice値で実行優先度を調整させていただいております。nice値は数値が大きいほど優先度が低
くなります。下記のコマンド実行結果において、
NIがnice値を表しています。

% top <Enter>
PID
30891
28723
30270
30323
12027
12040

USER
g20123
f20456
f20456
f20456
g21111
g21111

PR
25
25
25
30
30
30

NI
0
0
0
5
5
5

VIRT
33.5g
1744m
1744m
1740m
367m
367m

RES
298m
254m
197m
111m
55m
53m

SHR
9296
5508
5396
5496
8928
7624

S
R
R
R
R
R
R

%CPU %MEM TIME+
280. 2 0. 2
156439:47
210.8 0. 2
90391:01
210.8 0. 2
31859:46
210.8 0.1
27983:58
100.1 0.0
2343:34
100.1 0.0
2345:52

COMMAND
l401.exe
l914.exe
l914.exe
l1002 .exe
sander.MPI
sander.MPI

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/pdf/hutankin̲hyo̲h23.pdf
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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
URL 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
今回の特集記事では、クラウドシステムの活用事例としまして、創薬科学を支援するシミュレー
ション環境の構築事例についてご紹介をさせていただきました。研究開発のスピードアップが特
に求められるバイオや創薬の分野において、先進的な情報環境をタイムリーに提供することで、大
学全体としての競争力の向上に貢献できればと考えております。

●次号の特集予告
本センター独自の公募型共同研究を通じて、道内4つの工業高等専門学校の研究者の方々の北
大スパコン利活用とその研究成果に基づく産学連携を推進しています。本年度も引き続き本共
同研究を継続できることになりました。そこで、本年度から道内4高専の研究代表者ならびに取り
まとめ役をご担当されています旭川高専・教授 大島先生に、本年度の研究目標や活動内容をお聞
きするとともに、ご自身のスパコンを利用した研究成果についてご紹介いただきます。

●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

iiC-HPC 第30号
編集・発行：北海道大学情報基盤センター共同利用・共同研究委員会システム利用専門委員会
●

情報基盤センター

棟 朝 雅 晴

●

農学研究院

谷

宏

●

情報基盤センター

大 宮

学

●

工学研究院

萩 原

亨

●

情報基盤センター

田 邉

鉄

●

情報環境推進本部情報推進課 上 窪

功

●

文学研究科

樽 本 英 樹

●

情報環境推進本部情報推進課 折 野 神 恵

●

理学研究院

石 渡 正 樹

2013年7月発行

印刷：株式会社 正文舎 TEL011-811-7151

