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Parallel Coordinatesと呼ばれる多次元属性データの可視化機能を3次元空間で表示できるよう
にしたTime-tunnelと呼ぶ可視化ツールに、新たに2Dto2D可視化と呼ぶ機能を追加してネットワー
クのパケットデータを可視化した画面である。

2Dto2D可視化機能とは、以下の通りである。2つの平行な2次元平面を3次元空間に表示し、一
方を始点側の2次元平面、他方を終点側の2次元平面とする。多次元属性データの任意の2属性を始
点側平面にマッピングし、別の2属性を終点側平面にマッピングし、さらにこの2点間を直線で結ぶ。
これにより、4属性間の関係を直感的に把握することが可能となる。

上の図は、パケットデータの送信元IPと送信元ポートを始点側平面に青い点でマッピングし、宛先IP
と宛先ポートを終点側平面に赤い点でマッピングし、さらにこの2点間を紫色の直線で結び可視化し
たものである。ある時間区間に到着したパケットをすべて可視化し、直線群のパターンを見ることに
より、攻撃を把握できる。

図の例では、特定の送信元IPのマシンが特定の送信元ポートと特定の宛先ポートを指定して複数
の異なる宛先IPのマシンに対してアクセスしており、セキュリティホールを狙った攻撃と推測される。
他のDoS（Denial of Service）やDDoS（Distributed Denial of Service）攻撃も違ったパターンと
して可視化可能である。

2Dto2D visualization of IP packets to dark-net

Attacker host
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本日は、文部科学省委託事業「アカデミッククラウド
環境構築に係るシステム研究」の研究代表者を務めら
れた九州大学 岡田義広教授をご訪問し，岡田先生の
ご研究内容やアカデミッククラウドについてお話を伺
います。

九州大学附属図書館付設教材開発センター 教授

岡田義広 先生 インタビュー

次世代の学術情報基盤を支 えるICT技術
─アカデミッククラウドと情報 コンテンツ─

Interview with Y. OKADA

─今日はどうぞよろしくお願いいたします。まず、岡田
先生がどういった研究をされているかお話しいただけま
すか。

岡田　私の研究内容は人に近いところ、インフラというより
はコンピューターグラフィックスが専門です。元々、私は
北海道大学の田中譲先生の研究室の出身で、20年以上前
に田中研究室でインテリジェントパッドというものの研究
が開始された頃、研究室に配属となりました。学生の頃は、
メモリアーキテクチャの研究を行っていたのですが、博士
の学位取得後に助手に採用され、グラフィックスの研究を
始めました。インテリジェントパッドというシステムは、元々
2次元のアプリケーションをインタラクティブに作っていく
というシステムだったのですが、それを3次元に拡張しよう
ということで、インテリジェントボックスというシステムの研
究開発が行われ、そのシステムのカーネルプログラムを私
が作りました。3次元のアプリケーション開発の基盤がで
きたことになりますので、インテリジェントボックスシステ
ムを研究基盤に、いろいろな3次元グラフィックスのコンテ
ンツに関する研究を展開し、現在に至っています。

─そうしますと、先生ご自身は元々ハードウエア的なバッ
クグラウンドもお持ちで、インテリジェントボックスのカー
ネル部分を作られて、そこからさらにグラフィックスに研究
分野を広げていかれたということですね。

岡田　そうですね。3次元のグラフィックスは、ご存じのよ
うにビデオゲームで使われていますし、バーチャルリアリ
ティーとか人間に最も近いところのアプリケーションの開
発に使われていますので、今やっている研究の内容はイ
ンフラに関する研究からはだいぶ遠い印象になるでしょ
うね。

─今はどちらかというと、ユーザに最も近いところ、ユー
ザとのインタラクションを担うソフトウェアの研究が中心と
なってきたということでしょうか？

岡田　そうですね。いかに簡単に、効率よくコンテンツが
作れるかというところ、例えば3次元のデータ、つまりモー
ションデータや3次元形状データのための検索ツールが3
次元のCGコンテンツ開発には必要です。一方で、それら
のデータを作るための技術についても研究を行っていま
す。色々なセンサ、3次元スキャナ、モーションキャプチャー
システムなどから得られるデータの編集をいかに簡単に行
うかという研究です。また、もっとアプリケーション寄りの
研究としては、可視化の研究もやっています。可視化によっ
てデータを検索するという、絞り込み検索の分野になるの
ですけれども、そういった研究もやっています。

─あるデータを可視化することで絞り込み検索をより簡
単にしようという、そういう意味なのですか？
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PROFILE
岡田　そうですね。3次元のCGコンテンツについて、編
集の技術もやりますし、検索の技術もやります。全般的に
やっていますね。3次元に限らず、2次元の画像や音声の
入力も使い、インタラクションの研究を幅広くやっています

（図1、2）。

─つまり、ユーザとのインタラクションというのが先生の
ご研究の中で、重要なキーワードの一つになっているわけ
ですね。

岡田　そうなります。

─なるほど。ご研究の内容についてご説明ありがとうご
ざいました。それでは、次に岡田先生が代表を務められた
文部科学省委託事業「アカデミッククラウド環境構築に係
るシステム研究」に関連して、「アカデミッククラウド」に
ついてお話を聞かせてもらえますでしょうか。

岡田　はい。

─まず、はじめにアカデミッククラウドとはどういうもの
か教えて頂けますか？クラウドという言葉はよく耳にします
が、一般的にはアマゾンやグーグルが行っているサービス
をイメージする人が多いのではないかと思います。こう
したクラウドサービスとアカデミッククラウドは何が違うの
か、またパブリッククラウドやプライベートクラウドといっ
た言葉もありますが、これらの違いはどこにあるのでしょう
か。

岡田　システム的に大きく違うところはあまりないのです
が、どういう目的でクラウドシステムを構築するかというこ
と、構築したシステムは誰のために、誰が管理するのかとい
う所が違います。

─もう少し、詳しく教えて頂けますか。

岡田　まず、パブリッククラウドと言われると商用のクラウ
ドサービスをイメージされるかもしれませんが、パブリック
クラウドとは複数の機関にサービスしているクラウドサー
ビスを指します。例えば、国立情報学研究所（NII）が機
関リポジトリのサービスとして行っているジャイロクラウ
ド（JAIRO Cloud）は、多くの研究機関がユーザとなって
おり、パブリッククラウドの一つです。一方、プライベート
クラウドは一機関に閉じているクラウドサービスです。大
学を例にとれば、経費や管理コストの削減を目的として、
学内の計算機リソースを集約してクラウドシステムに移行
するという動きがあり、これはプライベートクラウドの一つ
です。

それで、今回のアカデミッククラウドは何かという話に
戻りますと、アカデミッククラウドという名前でパブリック
なサービスをやってしまう。それは教育研究機関に対して
サービスを行うものになります。国内の教育研究機関の

岡田　普通はキーワードを入れて、必要なデータを取り出
すというキーワード検索が行われていますが、その対象と
なるデータがモーションデータであったり、形状データで
あったりします。こうしたデータにはメタデータがついて
いないことが多く、せいぜいファイル名で推測するという
ことしかできません。それだと必要なものを探すのが大
変です。つまり、ファイルを一から全部見ないといけませ
ん。それで、例えば類似検索の場合には、似たような形状
データを一つ検索キーとして与えて、それに近いものを高
い確率で取り出してくるということになります。それは正
に検索という作業ですが、これをインタラクティブにどんど
ん絞り込んでいこうということです。システムが提示した
ものに対して評価を行ってもらって、ユーザが必要として
いるものに近いものに高いスコアを与えて、絞り込んでい
くというシステムを作っています。そのときにはユーザに
見せるというフェーズがあります。形状データの場合、実
際にレンダリングして、描画して見せてあげる。モーション
データであると、どんなモーションかアニメーションとして
見せるということです。こういったところで可視化が使わ
れています。

─一般的な可視化というものと目的が少し違うというこ
とでしょうか？

岡田　一般的な可視化は、データ解析を目的としていま
す。そういった可視化も研究対象です。今、行っているプ
ロジェクトでは、ネットワークデータの不正アクセスを検知
することを目的に、ネットワークのパケットデータを可視化
して、怪しいアクセスのパターンを検出するようなツール
を開発しています。パターンは実際には人が見て判断し
ますので、こういったパターンであればDoS攻撃であると
か、ポートスキャンであるというのが分かりやすくなる工夫
をしています。

─そうすると、ある応用分野の可視化手法の研究もされ
ているし、可視化手法を利用したデータの検索などもされ
ているということですね。

岡田義広
Yoshihiro OKADA
九州大学附属図書館付設教材開発センター 教授

1993年3月北海道大学大学院工学研究科電気工学専攻博士
後期課程修了、学位：博士（工学）。同4月北海道大学工学部電
気工学科助手、1997年4月同大学院工学研究科電子情報工学
専攻助手（改組）、1999年1月九州大学大型計算機センター助
教授、2000年4月同大学院システム情報科学研究院情報理学
部門助教授。2013年1月から現職。

全体を一つの大きな機関だと見ると、プライベートクラウ
ドと見ることもできます。ただし、パブリッククラウドの定
義に従うと、他機関に対してサービスをするという性格が
強いものになります。

─具体的にはどんなサービスになるのでしょうか？

岡田　経緯としては、文科省の情報基盤課を中心に次世代
の学術情報基盤を検討する中で、クラウドコンピューティン
グを積極的に使ったシステムを考えようということで、アカ
デミッククラウドという名前で呼ばれるようになりました。
具体的なサービスの対象は、大学等の研究教育機関にお
ける情報基盤をベースとした活動の全てになります（図
3）。例えば、大学の場合には、教育・研究が中心ですが、
それ以外にもコンテンツサービス、図書館が持っている機
関リポジトリのデータサービス、博物館が持っているデー
タの提供といったものが考えられます。また、事務系のシ
ステムもアカデミッククラウドにのせることで効率化がで
きるのであれば、積極的にそちらに移行しようということ
です。

─なるほど、よくわかりました。では、そのクラウドサー
ビスを実現するためのリソースについてはどうなります
か？

岡田　リソースについては、商用のサービスを使うかど
うかか一つのポイントですが、結論としては使ってもい
いと考えています。ただし、商用のリソースを使う場合、
SLA（Service Level Agreement）とかBCP（Business 
Continuity Plan）、あるいはDR（Disaster Recovery）
の対策がどうなっているかというのが、各機関の担当者が
気になる所です。こういった所がある水準に達していれば、
各機関も使おうという動きがとれますので、その目安を決
めないといけないという提案をしています。つまり、どうい
うSLAのレベルが必要か、BCPはどんなレベルにまでしな
いといけないか、DRとしてはどういうものが最低限必要か
といった基準を設定する所を含め、アカデミッククラウドを
コントロールする部分はわれわれ自身がしなければなりま
せん。こうした基準を満たしていれば、商用のパブリックを
使うことも可能であると考えています。

─では、こうした基準を決めるアカデミッククラウドの管
理・運用母体についてはどうお考えですか？

岡田　アカデミッククラウドというのは、アカデミアでコン
トロールされていないといけないというのが重要な点で
す。ですから、委託事業の中ではなんらかの協議会組織を
置くことを提案しています。新しくデータセンターを立ち
上げてもよいですが、既存のセンターに任せるならば、全
国共同利用のサービスをしているセンターやNIIが現実的
だろうと思います。そういう所でないと計算機を管理する
ことは実際には難しいですからね。しかし、これは教育研

図2.コンテンツのブラウジングツール

図1.コンテンツの作成支援ツール
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図4.文部科学省委託事業「アカデミッククラウド環境構築に係るシステム研究」実施体制

スを行うクラウドシステムを設置し、そこで管理するという
のが合理的です。また、こうしたコンテンツがオープン化
され、相互に活用しやすくなることで、講義内容が改善され
ることも期待できます。一方、各大学の特徴的な独自コン
テンツはプライベートクラウドにおけばよい。

─研究面はどうでしょうか？

岡田　例えば、ビッグデータを例にとってみますと、ビッグ
データを扱いたいという研究者がいたときに、自分の研究
室で計算機の管理ができないとか、データを扱うためのシ
ステムを導入するとなると非常にコストがかかるといった
ことが起こりえます。こうした場合に、大学が連携したクラ
ウドサービスがあれば、空いているリソースを適宜、適用的
に使わせてもらって、大きな仮想的なストレージであると
か、大規模な分散システムのようなものを使うことができ
ます。こうした取り組みがイノベーションの創出につながっ
てくると考えています。

─アカデミッククラウドについては理解できました。で
は、先生が代表として取り組まれた委託事業はどのような
内容だったのでしょうか？アカデミッククラウドに必要な要
件を見出すための調査を行われたと聞いています。

岡田　大規模なアンケート調査を2013年10月から11月
にわたって実施しました（図4）。国立大学だけだと100
もないのですが、公立、私立の大学、10数の研究機関を含
めて1,230機関に対してアンケート調査のお願いをして、

究機関だけがクラウドサービスのリソースを持って管理し、
サービスするというモデルを意味しているわけではありま
せん。一部に商用のパブリックサービスを導入することも
視野に入ります。協議会で決められたSLAやBCPを満た
してさえいれば、商用サービスも十分に使えると考えてい
ます。

─つまり、協議会相当の組織がアカデミアの視点で運営
するけれども、リソースの提供母体には、大学・研究所等
のリソースの他、商用のものもあり得るということですね。
では、アカデミッククラウドを利用することでどんなメリット
があるのでしょうか？

岡田　一般的にクラウド化のメリットとして、経費や電気代
の削減やスペースの節約といったものが挙げられます。
すでに、こうした目的で各機関においてプライベートクラウ
ドの利用が進んでいますが、これを教育・研究機関全体に
広げれば、より集約化が図れます。ただし、アカデミックク
ラウド構築のメリットはこうした点に留まらないと考えてい
ます。

─どういった効果が考えられますか？

岡田　教育を例にとりますと、現在MOOCs（Massive 
Open Online Course）が注目されていますが、コンテン
ツをサーバにおいて、管理しなければなりません。一般教
養的な学部の基礎科目については、全国のどの大学もそ
のコンテンツにアクセスできるように、全国規模のサービ

オンラインで回答してもらいました。対象としている分野
は、教育、研究、事務、そしてそれ以外のコンテンツ、学内で
行っているさまざまなサービス、ホスティングサービスとか
メールサービスといったものも全部含めてということにな
ります。このような大規模なアンケートに基づいて、なる
べく定量的にパブリッククラウドを構築するとしたらこれぐ
らいの規模のリソースが必要であるという提言を行いまし
た。ネットワーク帯域とかコア数、ストレージといった所の
定量的なデータですね。

─そうしますと、アカデミッククラウドに必要なリソース
はある程度整理され、後はそのための予算の確保が課題
という所でしょうか？

岡田　委託事業では、一応ロードマップみたいなものを考
えようという取り組みをしました。NIIや北大のように既存
のサービスをしている所から、これらを発展させるととも
に、同様のサービスができる所を増やしていく。そして、イ
ンタークラウドの技術を発展させながら、クラウド間の連
携を図っていく。並行して、アカデミアがコントロールする
ための協議会組織、あるいは、NIIはジャイロクラウドという
サービスでイニシアチブをとっていますので、そうした所
が中核となった運用組織というものを確立していく。こう
した取り組みを続けていく中で、アカデミッククラウドが少
しずつ形成されていくということではないでしょうか。

─今、先生に触れて頂いたように、本センターではクラウ

ドサービスを行っています。こうしたサービスへの期待を
最後に聞かせてください。

岡田　現行のクラウドでは計算機リソースを仮想化し、
CPUの演算に関しては柔軟なリソースの提供が可能と
なっています。ただ、私の研究内容はヒューマンインター
フェースに近い所で、GPUや入出力インターフェースを扱
います。ですから、一ユーザとして言えば、そういったCPU
以外のもっと人に近い部分のマルチメディアを扱えるレベ
ルで、リソースがちゃんと分散化して、仮想化がきちんと行
われ、利用できるとうれしいなと思います。

─コンピューティングリソースが仮想化されて提供され
るだけではなく、ユーザとインタラクティブする、あるいは
マルチメディアを扱う部分も同じように柔軟に、やりたい人
がやりたい時に、やりたい分だけ使えるということを期待す
るということですか。クラウドの未来を感じさせるような
お話ですね。

さて、本日は長時間にわたり、岡田先生のご研究やアカ
デミッククラウドについて、お話しを聞かせていただきまし
た。大変分かりやすい内容で、北大のクラウドサービスの
今後を考える多くのヒントを頂いたように思います。本日
はどうもありがとうございました。

岡田　ありがとうございました。

図3.アカデミッククラウド検討の視点
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第30回

ペタバイト級データサイエンス
クラウドストレージの紹介
� 情報環境推進本部情報推進課　吉川　浩

知 っ て 得 す る !!

本センターでは、ペタバイト級データサイエンス統
合クラウドストレージのサービスを平成26年4月から
開始いたしました。特徴は1.96PB（ペタバイト）の
大容量ストレージと、それに併設されたクラウドコン
ピューティングシステムです。大容量ストレージ内に
あるビッグデータをクラウドコンピューティングシス
テムにより並列処理することができます。このシステ
ムは主としてHPCI（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）とJHPCN（学際大規模情
報基盤共同利用・共同研究拠点）に資源提供するこ
とを目的としていますが、ストレージの一部は本セン
ター大型計算機システムの一般利用者にも提供して
います。

今回は、このシステムの紹介と、提供されるサービ
スについて説明します。

システムの構成
図1がシステム全体の外観です。5個のラック（各

ラックは高さ約2m、幅約60cm、奥行き約1m）に余
裕をもって収納されています。この中には1.96PB

（1,960兆バイト）の大容量ストレージ、500個の演
算コアを持つクラウドコンピューティングシステム、
ネットワーク関連機器、そしてそれらを運用・管理する

サーバ類が収めら
れており、省エネ・
省スペース化が図
られています。

シ ス テ ム 全 体
の構成を図2に示
し ま す。 図2の
左 下にあるの が
1.96PBの大容量ストレージであるクラウド統合スト
レージシステムです。図2の右下は500個の演算コ
アを持つクラウドコンピューティングシステムである
データサイエンスクラウドシステムです。これら二つ
のシステムは高速なネットワークスイッチで相互接続
され、大容量ストレージに保存されたビッグデータを
クラウドシステムの高性能サーバによって並列処理
できるように構成されています。また、これらのシス
テムはIPS装置を介してSINET4（学術情報ネットワー
ク）に接続されており、インターネット経由での利用
も可能となっています。

1クラウド統合ストレージシステム
大 容 量 のクラウド統 合ストレージシステムは

DataDirect Networks社 のWOS7000（図3右側
ラック）とGridScaler NAS（図3左側ラック下部）

から構 成されてい
ます。

W O S 7 0 0 0 は
オ ブ ジ ェクト スト
レ ー ジ で、7台 で
1.32PBの容量があ
ります。 容 量 の 一
部 は WebDAV や
Amazon S3互換オ
ブジェクトストレージ
の領域として一般利

用者にもサービス提供されており、これらのサービス
は左側ラックの上部に収められたWosCloudと呼ば
れるサーバ上で稼働しています。

GridScaler NASはGPFSと呼ばれるファイルシス
テムを採用し、ストレージに分散アクセスすることで
高速なスループットを実現しています。この高速な
NASはGfarmファイルシステム領域およびデータサ
イエンスクラウドのNFSディスク領域に利用されてい
ます。

2�データサイエンスクラウド
システム
計算資源を提供するデータ

サイエンスクラウドシステム
は、Hitachi HA8000/RS210
を 用 い た25台 の 計 算ノー
ドで構成されています（図
4）。ひとつの計算ノードは
インテ ルXeon E5-2670v2 

（2.5GHz 10コ ア）×2CPU,
主記憶容量80GB,ディスク容
量2.4TB、CPU-メモリ間およ
びCPU-CPU間のデータ転送
帯域が512Gbpsという性能

を持っています。
これらの計算ノードは、物理サーバとして提供され

るほかに、一部はIaaSを提供するための仮想サーバ用
ホストとして使われています。

IaaSとは仮想サーバを提供するサービス基盤で、
高性能仮想サーバと、その操作インターフェースを
提供します。IaaSにより、利用者は必要に応じて仮
想サーバを自由に作成・利用することができ、これら
の操作はWebブラウザから簡単に行えます。IaaS
の構築には、最新の仮想化基盤ソフトウェアCitrix 
XenServer 6.2とクラウド基盤ソフトウェアApache 
CloudStack 4.2.1が用いられています。

3その他
本システムのインターネット入り口にIPS（不正侵

入防止装置）FortiGate-800Cを設置しています。こ
のIPSはスループットが6Gbpsあり、P2Pなどの通信
をアプリケーション単位で許可／拒否する機能も持っ
ています。

また、一度にたくさんの利用者がサービスにアク
セスしても特定のサーバに負荷が集中しないよう、ス
トレージシステムとクラウドシステムのそれぞれに負
荷分散装置（MPX8200、MPX5650）を設置し、複
数のサーバへアクセスを振り分ける工夫もされてい
ます。

サービスの内容
図5は、本システムを使って提供されるサービスの

概要です。機能で大別すると、ストレージ（クラウド

図1 システムの外観

図2 全体構成概要図・ネットワーク接続概要図

図3 クラウド統合ストレージ

図4 データサイエンスクラウド
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ジは付属しませんが、ローカル用
GfarmストレージとAmazon S3
互換オブジェクトストレージを追
加することが可能です。

2�一般利用者へも
　提供されるサービス

Amazon S3互 換 オ ブ ジ ェ
クトストレー ジとIIC Storage 

（WebDAVストレージ）の二つ
のサービスは本センター大型計
算機システムの一般利用者にも
提供されており、オンラインで利
用申請ができます。

Amazon S3互 換 オ ブ ジェクトストレ ー ジ は、
Amazon S3 API互換のIOAPI（REST APIのみ）を
サポートしたオブジェクトストレージです。

IIC StorageはownCloudというソフトウェアによっ
て実現されたWebDAV準拠のオンラインストレージ
サービスです。ファイル共有やPCとのファイル同期
など、便利な機能が利用できます。

実は、本センター大型計算機システム利用者の方
は基本サービス経費でIIC Storageを100GBまで利
用することができます。そこで、この使い勝手の良い
IIC Storageについて、もう少し詳しく紹介します（詳
細な操作方法については、マニュアル http://rose.
hucc.hokudai.ac.jp/pdf/ownCloud_manual.
pdf をご覧ください）。

⑴IIC�StorageをWebブラウザで使う
ブラウザを使ってファイルのアップロードやダウ

ンロード、ファイルの共有等ができます。
初めてIIC Storageを使う方は、最初にパスワー

ドを設定してください。パスワードの設定は基盤セ
ンターポータルページ（下記）から行います。
https://igate.hucc.hokudai.ac.jp/index.html

「ストレージサービス」タブの中に「パスワード
変更」という項目があるので（図6）、そのリンクを
クリックしてパスワードを設定してください。

パスワードの設定が終わったら、IIC Storageの
ポータル（図7）へログインするため、ブラウザで
下記のURLにアクセスしてください。
https://rime.hucc.hokudai.ac.jp/

統合ストレージ）と計算資源（データサイエンスクラ
ウド）の2種類のサービスがあります。これらは主に
HPCI/JHPCN課題採択者へ提供されるサービスです
が、ストレージの一部のサービスは本センター大型計
算機システムの一般利用者にも提供されています。

1HPCI/JHPCN向けのサービス
データサイエンスクラウドは計算資源（サーバ）

を提供するサービスです。提供されるサーバにはL+
サーバと2Lサーバの2種類があります。

L+サーバは仮想サーバで、10コア、主記憶40GB、
ディスク800GBの計算資源を備えています。L+サー
バには、Hadoop, HBase, Mahout, Rといったデー
タ解析用パッケージやGfarmアクセス環境など、クラ
ウド統合ストレージを利用する上で便利なソフトウェ
アが標準で提供されています。

2Lサーバは物理サーバHA8000/RS210のroot
を貸し出すサービスで、CentOS 6.4をインストール
した状態で提供します。十分な性能を持ったサーバ

（10コアのCPUを2個搭載、主記憶80GB、ディスク
2.4TB）を占有してフルに利用することができます。

サーバに付帯するサービスとして、ローカル用
Gfarmストレージおよび仮想サーバ用追加ストレージ
があります。ローカル用Gfarmストレージは高速な
分散ファイルシステムで、仮想サーバ用追加ストレー
ジはL+サーバ専用のNFSディスク領域です。L+サー
バには、標準でこの二つのストレージとAmazon S3
互換オブジェクトストレージの計3つのストレージが
各1TBずつ付属しており、1TB単位での増設が可能と
なっています。2Lサーバには標準でこれらのストレー

⑵IIC�StorageをDropBoxのように使う
専用のクライアントアプリをイントールすると、

DropBoxのようにクライアントPCやタブレット
と同期することができます。対応クライアントは
Windows, Mac, Android, iOSで、IIC Storage
のポータルにログイン後、個人設定画面から無料で
ダウンロードできます。

図6 パスワードの設定

ログインIDは利用者番号、パスワードは図6で設
定したストレージサービスのパスワードを入力して
ください。

ログインすると、図8のような画面になります。
この画面へファイルをドラッグ＆ドロップするとIIC 
Storageにファイルをアップロードできます。ダウ
ンロードやファイル共有を行うには、目的のファイル
にカーソルを合わせ、表示されるメニューから操作
を選択します。

ファイル共有には、共有相手の利用者番号を指定
する方法と、URLによる共有方法があります。URL
による共有方法ではブラウザ用のダウンロードリン
クが生成されるので、本サービス利用者以外の方と
もファイルを共有できます。安全のためパスワード
や公開期限を設定することもできます。

クライアントの同期アプリでIIC Storageと同期
するローカルフォルダを指定すると、自動で最新
の状態に更新されます。例えば、図8のようにIIC 
Storageの内容が更新されると、図10のようにPC
のローカルフォルダに更新内容が反映されます。
同様にPCのローカルフォルダの内容を更新すると
IIC Storageに更新内容が反映されます。

おわりに
ペタバイト級データサイエンス統合クラウドスト

レージについて、システム構成と提供サービスを紹介
しました。本システムを皆様の研究等に役立てて頂
けましたら幸いです。

HPCIおよびJHPCNの詳細については、下記のURL
をご覧ください。
HPCI : https://www.hpci-office.jp/
JHPCN : http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/

図5 提供されるサービス

図7 IIC Storageログイン画面
図9 同期アプリ（Windows版）

図10 クライアント同期の動作例

図8 Webブラウザでの操作例
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モジュールfly_throughの利用法に関する第3回目の解説です。モジュールfly_throughはAVS/Express8.1
から利用可能になりました。その機能は、可視化結果に対してカメラの軌跡を作成し、その軌跡に沿って移動する
アニメーションを実現します。これまでは、移動経路を設定するために軌跡作成パネルを利用しました。この方法
では、特定の平面内における軌跡のみを指定可能であり、任意の軌跡を設定することはできません。今回は、軌跡
作成パネルを利用して軌跡ファイルを作成し、そのファイル内容を修正することで任意の移動経路を実現する方法
について解説します。

番外編番外編番外編232323
AVS/Express8.1の
新機能：フライスルー⑶

面、例えばxy面を指定しなければなりません。軌跡作成パ
ネルを利用することで、モデル図を参照しながらチェック
ポイントを設定できたいへん便利ですが、水平面及び垂直
面など異なる複数の面内を移動しながらチェック・ポイン
トを設定できません。そのような場合、この後で紹介する
軌跡ファイルの修正・編集が有効です。まずは、水平面内
での軌跡を設定します。図3はチェックポイントを設定し
たときの軌跡作成パネルの表示です。階段を含む軌跡を
設定しています。ただし、階段を突き抜けて同一面内で移
動する軌跡になっています。

作成された軌跡は、軌跡ファイルに保存して、編集のの
ち読込みが可能です。軌跡ファイルの出力方法を図4⒜
に示します。軌跡作成パネルのメニューFileグループか

フライスルーで階段を移動する
フライスルーを適用する数値モデルを図1に示します。

この数値モデルは、情報基盤センター北館3階及び4階の
西側3分の1の範囲を数値モデル化し、それを可視化して
います。建物両側に研究室や会議室があり、中央部分の
手前が水回りで、奥側に階段があります。いずれもコンク
リート・モルタル壁で仕切られていますが、図1において
はそれら壁部分を半透明にして表示しています。フライス
ルーを利用して設定する移動経路は、階下中央右側の廊下
奥からスタートして、階段を昇って階上左側の廊下に出る
経路とします。

可視化モジュールのネットワーク構成を図2に示します。
モジュールRead_STLはSTLフォーマットのCADファイル
を読み込むために使用します。フライスルーを実現する
モジュールfly_throughの中央の入力ポート（ピンク色）
にはビューワモジュールUviewer3Dの中央の出力ポート
を接続します。また、左端の入力ポート（赤色）には、可視
化結果に含まれるオブジェクトを接続します。軌跡作成
のためには、廊下の配置など基本構造のみでよいので、コ
ンクリート壁を表示するモジュールRead_STLの出力を
モジュールfly_throughに接続します。さらに、モジュー
ルOutputSequentialImageをモジュールUviewer3D

に接続しています。
次に、図3に示す軌跡作成パネルに軌跡ピック用基準面

を定義し、軌跡を作成します。軌跡作成パネルでは特定の

らSave...を選択します。ファイル作成ダイアログが表
示されますので、拡張子をvrとして例えばファイル名を
route.vrで出力します。作成されたroute.vrはテキス
トファイルですので、テキストエディタを利用して編集しま
す。また、同じメニューグループにあるOpen...を選択す
ることで、作成あるいは編集済みの軌跡ファイルを読み込
むことができます。
図3においては、左上の赤線で示されている通過時間が

チェックポイントごとに変化しています。意図的な演出を
行わない場合、再生速度の平均化を行うことで滑らかな
移動になります。そのために、図4⒝のメニューグループ
DiagramのEqual Speedを選択してください。距離に
比例して時間が線形に変化するようになります。

スパコン可視化道場スパコン可視化道場スパコン可視化道場

紹介したチェックポイント・エディタを利用する方法より
も簡単で、プログラムを自作することで軌跡を自動生成す
ることも可能になるなどの利点があります。

フライスルーを再生したときのスナップショット6枚を
図5に示します。階下廊下からスタートして、階段を昇って
階上に移動しているようすが理解されると思います。実
際には、モジュールOutputSequentialImageから300
枚程度の静止画連番ファイルが出力されるので、それらを
利用してGIFアニメーションを作成します。

まとめ
汎用可視化システムAVS/Expressの新バージョン8.1

で機能強化されたフライスルーについて、軌跡ファイルを
利用して任意の軌跡を生成する方法を紹介しました。特
に、軌跡ファイルでは数値を直接入力でき、チェックポイン
ト位置、カメラの向き（注目点）、移動時間やカメラ角度
等のさまざまな編集や微妙な調整が可能になります。ま
た、軌跡ファイルを自動生成するプログラムを自作するこ
とで、軌跡作成パネルを利用しなくとも、目的の軌跡を実
現することも可能です。可視化スキルに合わせて、適切な
方法を利用してください。

これまで3回にわたって解説を行ってきましたフライス
ルーでは、構造内部を移動する方法を例にしました。実際
の可視化においては、数値モデルと解析結果を組み合わせ
ることで、フライスルーにより高臨場感あるいは印象的な
結果の提示が可能になると期待されます。

次回は、まだ取り上げたことがない可視化手法について
紹介します。

図1.複数フロアからなる建物構造と什器の数値モデル

図2. フライスルー機能を利用するためのネットワーク構成

図3. 軌跡作成パネルの表示例

⒜ 軌跡ファイルの入出力

⒝ 移動時間の設定
図4. 軌跡作成パネルのメニューグループ

軌跡ファイルの編集と読み込み
軌跡ファイルの表示結果をリスト1に示します。1行目

は固定文字列です。2行目に経路の点数を指定し、ここで
はチェックポイントが7点あることを示します。その後に、
7つのチェックポイントに関して、チェックポイントの座標

（x,y,z）、注目点の座標（x,y,z）、通過時刻及びカメラの回転
量が記述されます。残り9行には、パラメータ名とその値
が記述されています。

さて、リスト1からすべてのチェックポイントの座標はz
座標が40のxy面であることが分かります。これらチェッ
クポイントのz座標値を適切に修正することで、階段を昇る
ように移動することが可能になります。変更後の軌跡ファ
イルroute2.vrをリスト2に示します。修正を行った値を
朱書しています。チェックポイントのz座標値を修正する
とともに、注目点のz座標値も修正を行い、階段を昇るとき
には進行方向上方に視線が向くようにしました。また、通
過時間は修正された軌跡ファイルを軌跡作成パネルで読
み込んだ後に、図4⒝に示す再生速度の平均化の操作を
行っています。軌跡ファイルを直接修正することは、前回

図5. 階段を昇りながら移動

リスト1．軌跡作成パネルから出力された軌跡ファイルroute.vr リスト2．修正を行った軌跡ファイルroute2.vr
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本センターにおいては、アプリケーションサーバでAmber ver.12およびAmberTools12の利用サービスを提供
しています。このたび、ソフトウェアのバージョンが14にアップされました。本センターにおいては、アプリケーショ
ンサーバ{malt1, malt2, malt3}.hucc.hokudai.ac.jpで利用できるように現在調整を行っています。なお、バー
ジョン13はAmberToolsのみとなります。

「学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点」は、北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、
京都大学、大阪大学、九州大学にそれぞれ附置するスーパーコンピュータを持つ8つの施設を構成拠点とし、東京大学
情報基盤センターがその中核拠点として機能する「ネットワーク型」共同利用・共同研究拠点です。文部科学大臣
の認定を受け、平成22年4月より本格的に活動を開始しました。

この度、下記の通り第6回シンポジウムを開催します。本シンポジウムにおいては、平成25年度に実施された共
同研究課題44件の研究成果を口頭発表で報告し、平成26年度に採択された課題34件の研究内容をポスターで紹
介します。すでに、下記ホームページで、研究成果講演発表予稿（最終報告書）の公開および事前参加申込受付を
開始しています。奮ってご参加いただけますようお願いします。

http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/sympo/6th/

【日程】2014年7月 10日㈭　10：00～18：30 （懇親会 18：30～ ）
 11日㈮　   9：30～17：55

【会場】THE GRAND HALL（東京品川）　http://www.tg-hall.com/contact/

Amber ver.14およびAmberTools14がリリースされました 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（第6回）を開催します

Supercomputer Information

平成26年度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す。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等でお知らせします。

【利用講習会開催日程】 開催時間13：30～15：00
第1回 7月14日㈪ 「HITACHI SR16000の紹介、実行までの手順」
 7月15日㈫ 「性能プロファイル（演算と通信）の収集とチューニング1」
 7月16日㈬ 「性能プロファイル（演算と通信）の収集とチューニング2」
 7月17日㈭ 「MPI並列処理プログラミングと実行1」
 7月18日㈮ 「MPI並列処理プログラミングと実行2」

【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すので、是非ご相談く
ださい。

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

本センター広報誌「iiC-HPC」Vol.27の特集記事に掲載しました研究につきまして、下記のとおり、テレビ番組にお
いて紹介されました。
■ HBC北海道放 送「今日ドキッ！」（毎夕15:50〜

19:00放送）平成26年3月11日㈫放送の「札幌市
の防災特集」に関するコーナー

本誌Vol.27「道都『札幌』を襲う直下型地震の
シミュレーションと地域防災」（大学院工学研究院 
高井伸雄 准教授、重藤迪子氏 インタビュー記事）

また、本誌Vol.32特集記事に掲載しました水産科
学研究院　齊藤誠一 教授「水産科学におけるアカデ
ミッククラウドの活用」の研究についても、同号編集
後記で紹介しましたとおり、既にTBSテレビ「夢の扉＋」で取り上げられているところです。

●TBS「夢の扉＋」過去の放送HP　http://www.tbs.co.jp/yumetobi-plus/backnumber/20140126.html

このように、本センター大型計算機システムを利用した研究成果が広く社会に報道されており、本センターではこ
れからも研究の発展に寄与し、社会に貢献できるよう、より良いサービスを提供していきます。

本誌掲載研究が、テレビ番組において紹介されました

画像提供 HBC （本誌掲載許諾取得済）

【プログラム】
7月10日㈭
9：30 ～ 受 付 開 始
10：00～10：05 主 催 者 挨 拶 総括拠点長　中村宏（東京大学 情報基盤センター長）
10：05～ 10：15 来 賓 挨 拶 下間康行（文部科学省 研究振興局 参事官（情報担当））
10：15 ～12：00 セッションA 超大規模数値計算系応用分野（Part1）
12：00～13：30 昼 食
13：30～ 15：15 セッションB 超大規模数値計算系応用分野（Part2）
15：30～16：45 セッションC 複合分野研究
16：45～ 17：30 ポスターインデキシング（講演会場）
17：30 ～18：30 ポスター発表（ホールホワイエ）
18：30～ 懇 親 会 （ホールホワイエ）
7月11日㈮
9：00 ～ 受 付 開 始
9：30 ～ 11：30 セッションD 超大規模数値計算系応用分野（Part3）
11：30 ～13：00 昼 食
13：00～ 15：00 セッションE 超大規模数値計算系応用分野（Part4）
15：15 ～ 16：15 セッションF 超大規模データ処理系応用分野
16：30～ 17：45 セッションG 超大規模情報システム関連分野
17：45～ 17：55 閉 会 挨 拶 課題審査委員長　青柳睦（九州大学 情報基盤研究開発センター長）
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Q & A
Q 並列版OCTA/COGNACの利用を検討しています。入手方法を教えて下さい。

A 並列版OCTA/COGNACはOCTA開発グループの協力を得て、本センターを含む研究グループで開発を行
いました。本センターにおいては、スーパーコンピュータシステムでの並列版OCTA/COGNACの利用サー

ビスを行っていますが、本ソフトウエアの配布等は行っていません。
ご存じのように、ソフトウエアOCTAの配布はOCTA開発グループの管理のもとで、OCTA-BBSにおいて行われ

ています。本センターにおいては、OCTA開発グループの活動を尊重し、ソフトウエアの再配布は行っていません。
一方で、並列版OCTA/COGNACの公開および入手を要望されるユーザが多くなっています。そこで、OCTA

開発グループでは、本センターで開発を行いました並列版OCTA/COGNACの機能を含めたOCTA新バージョン
OCTA2013SEを2014年3月14日から公開しています。したがって、OCTA-BBSで新バージョンを入手されるよう
お願いします。

なお、本センターにおいては並列版OCTA/COGNACの利用サービスを引き続き実施します。1演算ノードあた
り32コア、主記憶容量100GBを利用した大規模並列処理が可能です。さらに、民間企業等有償利用サービスを行っ
ていますので、並列版OCTA/COGNACと北大スパコンを組み合わせたご利用を検討いただきたくお願いします。

Q 以前、並列版OCTA/COGNACの利用について質問させていただきました。これに関連して追加の質問が
あります。大規模計算の出力ファイルはサイズがかなり大きくなります。出力ファイルの転送手段はWeb

での送信でしょうか。ファイル転送にかなりの時間がかかるようであれば、記憶媒体に入れていただいて郵送とい
うことも依頼できるのでしょうか。もしくは、アカデミッククラウドにアクセスして、ダウンロードすることは可能で
しょうか。

A 大きいサイズのファイルの転送について、下記の方法があります。

⑴SFTPによるファイル転送
並列版OCAT/COGNACをご利用いただいている複数の研究グループがあります。それら研究グループでは

解析結果を圧縮し、SFTPによりファイル転送を行っています。これまで、ファイル転送にかかる時間等についてト
ラブルの報告はありません。

⑵オンラインストレージサーバの利用
本センターでは、オンラインストレージサーバの利用サービスを行っています。基本サービス経費で100GBま

で利用可能で、アプリケーションサーバとオンラインストレージサーバのディスクが共通になっています。ファイ
ルをスパコンからアプリケーションサーバ（malt3.hucc.hokudai.ac.jp）へ転送していただくと、オンラインス
トレージサーバからファイルのダウンロードが可能になります。

【解説ページ】 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/online_storage.html

Q 並列版OCTA/COGNACの使用方法に関する基本的な事項について教えてください。

① 解析の方法としてはTera Termでアクセスした画面（ホームディレクトリ）で作成したバッチ処理用JCFファイル
test2.cmdをコマンドllsubmitを利用して、実行していますが、下記のエラーメッセージが出力され、ジョブが実
行されません。

② バッチ処理用JCFファイルは利用講習会資料「HITACHI SR16000入門」補足3を少し変更して作成したのです
が、特に注意すべきところは日本語で注釈が入っている所だけでしょうか。

③ 入力ファイルを置く場所は　/hsfs/home/利用者番号　で良いでしょうか。

llsubmit: Processed command file through Submit Filter:
"/var/home/loadl/llfilter.sh".
: 2512-495 Input file contains string,
export XLSMPOPTS='spins=0:yields=0e , with non-ASCII characters.
llsubmit: 2512-057 Unable to process the contents of the job command
file "test2.cmd".
llsubmit: 2512-051 This job has not been submitted to LoadLeveler.

④ 並列版COGNACはバージョンが711ですが、COGNAC83で作成したモデルの計算は可能でしょうか。
⑤ 並列版COGNACでリスタートファイルを読み込んで計算させる場合、実行シェルをどのように書き換えればよい

でしょうか。
知識不足もあり、マニュアル等を読んでもうまく解析を実行することができていません。よろしくお願いします。

A
⑴ジョブ実行方法

エラーメッセージから、半角英数字以外の文字を使用しているとレポートされています。
Input file contains string, export XLSMPOPTS='spins=0:yields=0e ,
with non-ASCII characters.
ファイルtest2.cmdの該当行を一度削除し、下記のように再度入力してください。
export XLSMPOPTS='spins=0:yields=0'
ジョブの実行をTSS領域およびバッチ領域のいずれでも行うことができます。初めに、TSS領域で正常に実行

されることを確認してから、バッチ領域を利用されるのがよいと考えます。TSS領域でジョブを実行するときには、
JCFファイルが再利用できます。ファイルtest2.cmdの一行を次のように変更します。例えば、4SMPで実行す
るようにします。
export  OMP_NUM_THREADS=4　この後、次のコマンドを実行します。
$ sh  test2.cmd  ＜Enter>

⑵JCFファイルの記述方法
利用講習会資料「HITACHI SR16000入門」に記載されているとおりです。ただし、PDFの記載内容をカット

＆ペーストして利用すると、スーパーコンピュータのOSであるAIXで使用できない文字コードが含まれていること
がありますので、必ず手入力してください。

また、#@class=aは実行時間が60分以内を想定しています。長時間にわたるジョブの場合、#@class=cに
設定してください。実行時間が72時間になります。さらに、下記の行を追加することで、ジョブ終了時にメールを
受信できます。　#@notify_user=普段使用しているメールアドレス（例えば、XXX@edu.XXX.ac.jp）
⑶入力ファイルの保存場所

入力ファイルをJCFと同じ場所に保存します。すなわち、ファイルtest2.cmdと同じフォルダに保存することで、
入力ファイルが読み込まれ、ジョブが実行されると同じフォルダに出力ファイルとログファイルが作成されます。
多くのシミュレーションを実行するとファイルが多数作成されますので、適宜フォルダを作成し、そこで実行する
ようにしてください。それにより、複数のジョブを同時に実行することができ、効率的にデータを収集することが
できます。
⑷COGNAC83で作成したモデルファイルを利用することの可否

下位互換性は保証されていませんので、できればCOGNAC7xxでモデルファイルを作成するのが安全です。
COGNAC83で新規追加された静電相互作用の評価などを行わないのであれば、COGNAC83で作成したモデ
ルファイルをCOGNAC7xxで利用できるかもしれません。
⑸リスタートについて

マニュアルに記載されているとおりです。以下に簡潔に説明します。COGNACのudfファイルには、シミュレー
ション条件と配置が記録されています。下記のようにジョブを実行することで、INPUT.udfのシミュレーション条
件で、rst.udfに記録された最終配置（レコード）をもとに計算実行します。
$ cognac71 -I INPUT.udf -R rst.udf -O out.udf ＜Enter>
または、下記のようにします。シミュレーション条件をrst.udfから読み込み、rst.udfの最終レコードをスタート

として、計算を再開できる仕組みになっています。詳細については、マニュアルの該当箇所を参照してください。
$ cognac71 -I rst.udf -O out.udf ＜Enter>
なお、上記⑷および⑸などOCTA/COGNAC全般に係るご質問については、OCTA-BBSにおいて行っていた

だくことで、より多くの最新情報が得られます。
【OCTA-BBS】http://49.212.191.63/phpBB/



●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

●編集後記
今回の特集記事では、文部科学省委託事業「アカデミッククラウド環境構築に係るシステム研究」

の研究代表者を務められた九州大学 岡田義広教授を訪問し、岡田先生の研究内容やアカデミッククラ
ウドについて紹介しました。日進月歩で発展するICT技術の中で、クラウド技術に着目し、これをどの
ように大学等の学術機関の教育、研究、運営に生かしていくかということの重要性が理解できました。
教育面では、学びのスタイルが変わっていく可能性がありますし、研究面ではアイデアをよりスピー
ディーに実証、検証する場が提供され、イノベーションの創出が期待されます。北大センターではクラ
ウドサービスやクラウド技術に関する共同研究を行っており、これらをますます推進することの重要性
をあらためて感じました。

●次号の特集予告
次回は、大型計算機システム・スーパーコンピュータを利用されているユーザの研究成果について

紹介します。小誌スパコンInfo.で紹介しましたように、大型計算機システムを利用して得られた研究
成果は常に社会から注目されています。本センターではiiC-HPCニュースを通じて、さまざまなユー
ザの研究成果を紹介・発信したいと考えています。特集記事として相応しい話題がありましたら、
本センター共同利用・共同研究担当あてご連絡いただけますようお願いします。

●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

●スパコンのための情報サービス一覧

情報サービス 内　　　　　　　容

利 用 者 受 付
学際大規模計算機システム利用のための登録・総合情報
TEL 011-706-2951

利 用 講 習 会
使い方・プログラム講習
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~a10019/kosyu/kosyukai.html

利用者相談室
プログラム相談
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/support.html
TEL 011-706-2952

メルマガ情報
さまざまな学際大規模計算機システム情報の速報
http://mmag.hucc.hokudai.ac.jp/mailman/listinfo/mmag

iiC-HPC

大型計算機システムニュース、その他ダウンロード
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/koho_syuppan.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/
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