
北海道大学情報基盤センター大型計算機システムニュース

Vol.

36
Jan.

2015

［特集］

NIIにおけるクラウドサービスの
現況とその将来展望

H
igh P

erform
ance C

om
puting System

 Inform
ation Initiative C

enter



32情報基盤センター大型計算機システムニュース　Vol.36 January  2015　　iiC-HPC

表紙CGの解説
High Performance Computing System 

表紙CGの解説 2

3 情報基盤センター大型計算機システムニュース

目　次

特集　《インタビュー 》

「NIIにおけるクラウドサービスの現況と
その将来展望」

●国立情報学研究所　特任教授
横山重俊 先生

4-9

10-13 スパコン・アカデミー

第32回
「周期境界条件を利用した高周波特性評価法」

●情報基盤センター大規模計算システム研究部門　大宮  学

連載

スパコン可視化道場
●番外編 25

「AVS/Express8.2の新機能:MD2ファイルの読み込み」

14-15

16-19 スパコンInfo.
● 「 京」を中核とするHPCIシステム利用研究課題成果報告会
　（第1回）が開催されました
● 平成27年度JHPCN共同研究課題募集について
●平成27年度センター公募型共同研究課題募集のお知らせ
●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
●COMSOL Multiphysics がバージョン5.0になります
●情報基盤センター外部点検評価が実施されました
●平成27年4月から大型計算機システム利用負担金を見直します

●Q&A

情報基盤センター大型計算機システムニュース
High Performance Computing System
Information Initiative Center

われわれは、スパコンの現在を考えます。

Contents

直接的な操作性とビジュアルプログラミングを実現し、以下の機能を有する。

・ライブデータを用いた状態監視機能
・�各コンポーネントの関係性を辿り、各々の詳細情報を表示できる故障対応支援機能
・サービス、機器、ネットワークの状態をそれぞれの機構・機能に合わせた形で表示する機能
・インタークラウド上の各プロジェクトのサマリ情報の可視化機能
・アノテーション付加による状況共有機能

アカデミックインタークラウドのモニタリングツール



54情報基盤センター大型計算機システムニュース　Vol.36 January  2015　　iiC-HPC

Interview
High Performance Computing System

国立情報学研究所　特任教授

横山重俊 先生 インタビュー

NIIにおける
クラウドサービスの現況と
その将来展望

Interview with S.YOKOYAMA

─本日は、先生が国立情報学研究所（NII）で取り
組まれている研究やクラウドのサービスについてお話
を伺いたいと思っています。どうぞよろしくお願いし
ます。

横山　私は企業出身の人間ですが、クラウドに関わっ
たのは2008年頃からです。そのときはNTTデータ
のR＆D部門に居り、当時のクラウドへの移行トレンド
の中で、ITビジネスをどうすればよいかということを
検討するために、クラウドの中がどうなっているか研究
を開始しました。

─具体的にはどんな形で進められたのですか？

横山　当時、クラウドサービスを実施されていた企業
を訪問して意見交換を行いました。また、パブリック
クラウド以外のクラウドに関しても扱わないといけな
いということで、オープンソースクラウドの基盤を調べ
ることになりました。そこで、当時すでにEucalyptus�
というクラウド基盤がオープンソースで出ていまし
たので、手始めにその評価を行いました。その時
期にNIIの仕事も並行して行っていまして、その中で
Eucalyptus�を使った教育用のクラウドを作ろうとい
う話がでてきました。その際、「横山さん、作ってい
ただけませんか」とNIIの方から要望があり、それが
私のNIIにおけるクラウド研究の切っ掛けです。以降、
NIIで3つのクラウドを研究開発してきました。

─3つのクラウドとはどういうものでしょうか？

横山　NIIもさまざまな取り組みを行っていて、クラウ
ドについても何種類もあります。その中で私が携わっ
てきたのは、教育用のクラウド、研究用のクラウド、イ
ンタークラウド基盤の3つです。

─それでは、それらの3つのクラウドについて説明
頂けますか？

横山　古い順から言うと、まず教育クラウドを開発しま
した。2009年頃です。Eucalyptusは、2009年の
初め頃にはいろいろ問題はあるけれども、ほぼ実用と
して使えるというレベルにありました。そこで、これを
ベースに2009年度末までに教育クラウドを開発し、
2010年5月にサービスを開始しました。全国の大学
の中で教育用に使っていただくために作ったもので、
名前は「edubase�Cloud」といいます。今でも現役
で稼働しています。

─edubase�Cloudの目的はどのあたりにあったの
でしょうか？

横山　教育クラウドはIT教育が主たる目的です。そ

の際、単にアプリケーションをクラウド上で使う教育だ
けでなく、クラウド自体の教育もやりたいという話が
あり、ホワイトボックスにしたいということになりまし
た。そのため、オープンソースのクラウド基盤が必要
になったわけです。また、大きなクラウドを1個作る
形ではクラウド基盤自体の教育用には不便ですので、
Eucalyptusのクラウドが15個ある形で作ってありま
す。ですから、ある教育プロジェクトに「1個貸して」
とか「2個貸して」と言われたら貸して、そこの部分を
―ホワイトボックスなので―完全に下まで改造しても
構わないというような、そういう作りになっています。

─具体的には、仮想マシンがあって、その上のOSな
ども設定していいということでしょうか。

横山　それもできますし、もっと下もできます。

─もっと下とは？

横山　つまり、Eucalyptus自体を改造するとか。クラ
ウド基盤ソフトウェアの中身を学ぶ教育ができるとい
うことです。

─なるほど。そういうことまでも視野にいれている
ということですか。かなりレベルの高い教育ですね。

横山　そうですね。クラウドの教育において、もちろ
んみんなが基盤ソフトウェアを作るわけではないので
すが、上位のアプリを作るにしても、基盤を知っていた
ほうがいいだろうということです。基盤ソフトウェアの
チューニングをしたらどうなるのか、そういうところま
で学習してもらおうという意図ですね。実際、改変し
た後、クラウドを使い終わったら返してもらって、もう
一回われわれが初期化するのですが、壊されてもすぐ
に再出荷できるようなツールを用意して、演習にもこ
れを使ってもらいました。

─なるほど。教育クラウドの規模はどの程度なの
ですか？

横山　先ほど申し上げたように、15個のクラウドがあ
るのですが、1クラウドがラック1本分ぐらいのサイズ
で、コア数は112です。ですから、全体では1,600コ
アぐらいですね（図1）。その他に、保存性を考慮して、
アーカイブ用の領域が別に用意されています。

─保存性とは？

横山　15個のクラウドがあるわけですが、ある講義に
1個貸します。これは講義が終了すれば返してもらい
ますが、その過程でいろんな成果がでます。それが
消えてしまっては困る場合もありますので、保存用の
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─研究クラウドを開発する切っ掛けは何だったので
しょうか？

横山　NIIでクラウドを開発、運用しているのを当時の
所長である坂内先生が見られて、「NIIの研究者は色々
と計算機を買っているけれども十分に使い尽くしてい
ないように見えるし、学生に運用させたりして運用コス
トもかかっている。これはクラウドでなんとかできま
すよね」と言われ、それが切っ掛けですね。

─一般的なプライベートクラウドの導入意義と同じ
ですね。

横山　そうですね。ただ、研究者の反応は芳しくなくて、
「クラウドなんて、仮想マシンでしょ？」みたいな意見
で、性能評価したときにちゃんと性能が安定している
わけはないので使えないといった感じでした。ですか
ら、教育クラウドのアーキテクチャを横に延ばしてもダ
メだなと思いました。

─どういう対応をされたのですか？

横山　物理マシン相当の性能確保と、既存リソースと
の接続が可能となるようにしました。具体的には、ベ
アメタルをオンデマンドでクラスタにして作り上げ、そ
れを既存のネットワークに接続するというサービス、
CaaS（Cluster�as�a�Service）（図2）を実現しました。

─このサービスを使って、何ができるのでしょうか？

横山　ある研究者が研究室にノード10台のクラスタ
を持っているとします。これに対して、研究上の要請

ストレージ領域を用意しています。そこにマシーンイ
メージとかデータを保存しておいて、別のクラウドを
借りたときに、そこにもう一回リストアして使うことが
できるようになっています。

─具体的には…

横山　先生が今年、ある授業をします。要するに、マ
シーンイメージを作ることになるわけですが、作った
ものは通常、次年度もそのまま使いたい。そこで、保
存しておいて、また持ち込んで使う。そういうことで
す。一部改造するのであれば、1回リストアして、そこ
で自分でもう1回バージョンアップして、そしてスナッ
プショットを取ってと続けていく。そんな風に継続的
に使ってもらっています。

─教育クラウドについてはよくわかりました。では、
次に研究クラウドについて教えて頂けますか？

横山　私がNIIで二つ目に手がけたのが研究クラウド
です。これを作ったのは2011年度末です。それから
試運転をして、実際にエンドユーザにサービスを開始
したのは2012年7月からです。これはNIIの研究者
が主に使うクラウドです。

─NIIに所属される研究者向けということですか？

横山　そうです。ただ、共同研究でも使っていますの
で、外部の方も一部入ります。北大センターのクラウ
ドと比べると、もっとプライベートクラウドに近い形に
なりますね。

横山重俊
Shigetoshi YOKOYAMA
国立情報学研究所　特任教授

国立情報学研究所 アーキテクチャ科学研究系 特任教授、先端
ICTセンター、GRACEセンター所属、1981年大阪大学大学院理
学研究科数学専攻修士修了後、日本電信電話公社（現NTT）横
須賀研究所入所、オペレーティングシステム、分散処理技術、インター
ネット技術、クラウドコンピューティング基盤技術などの研究開発に従
事、この間（1989～1991年）マサチューセッツ工科大学客員研究
員などを経て、2008年より現職、博士（情報学）。

でノード資源をさらに増強したい場合があります。こ
のとき、我々のサービスでは、例えば5ノード、10ノー
ドなど、要求に応じたノード資源をベアメタルの形で
提供し、さらにVLANで既存のクラスタに繋ぎこんで、
全体として使うことができるようにします。もちろん、
このベアメタルの上でIaaSやPaaSのサービスも提供
可能で、例えばHadoopのクラスタが欲しいと言われ
れば、その形で提供することもできます。

─このサービスを実現するためのソフトウェアは特
別なものなのですか？

横山　当時のOpenStackを使ったのですが、ベアメ
タルのサービスへの対応がなかったため、これを扱え
るようなドライバを作って対応しました。現在、dodai
という名前で呼んでいるソフトウェアがその基盤とな
ります。簡単にいえば、OpenStackをベアメタル対
応に改造したものです。

─アプリケーションとしてはどういう使い方がされ
ているのでしょうか？また、ベアメタルの要望が多いの
か、それともさらにその上に何かを載せた形でのサー
ビスが主流なのでしょうか？

横山　全体としてはベアメタルの要望が多いですね。
NIIの研究者のスタイルかもしれませんが、上のこと
は全部自分たちでやりますということでしょう。アプ
リケーションとしては、ネットワークトラフィックの分
析、実験社会心理学研究等に使われています。

─それでは、3つ目のインタークラウド基盤につい
て教えて頂けますか？

図1. edubase Cloudのシステム構成 図2. Cluster as a Serviceの概要
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横山　そうです。だから、北大のCloudStackで作っ
たクラウドの容量が足りない場合、例えばインターク
ラウド基盤側のベアメタルをオンデマンドで持って
いってもらって、それをSINET経由で使ってもらい、こ
ちら側にあるベアメタルの上にCloudStackのソフト
ウェアを載せてもらい、単にノードが増えたように見
せる。もちろん、ネットワークが遠いというのはありま
すが、そういう形で使ってもらえるということです。要
は、大学側のクラウドが伸び縮みするということですね
（図3）。

─大変よい話だと思いますが、技術的な問題よりも
運用上の問題の方が大きくはないでしょうか？SINET
というものが既にあって、ネットワーク的につながって
いれば、NIIの建物の中でできることは、基本的にでき
るはずです。そうすると、NIIからベアメタルを10ノー
ド、北大のサービスに組み入れたとしたとき、当然NII
のベアメタルのサーバの電気代はNIIが払わないとい
けないので、それを北大がどう支払うかという仕組み
を作るといったことが問題になるように思います。
以前に大学の基盤センター間にグリッド研究会があ

り、そこではスパコンの連携が模索されていました。
これはHPCIという形に発展し、GSISSHを使ったシン
グルサイオンやGfarmによる分散ファイルシステムの
利用が現在可能になっています。クラウドについても
同じようになっていくのではという期待があります。

横山　そういう形になっていければいいなとは思いま
すが、まだまだ遠いです。

横 山　例えば、オーストラリアではOpenStackを
使って、オーストラリアのいろんな大学が一緒になっ
て、全国にまたがるクラウドを作っています。8拠
点ぐらいに資源が分散していますが、それは1個の
OpenStackベースのクラウドです。非常にホモジニ
アスな作り方になっています。一方、日本では、北大
センターのようにクラウドサービスを行っている機関
がいくつかあり、商用のものもあります。つまり、言
い方が悪いかもしれませんが、ばらばらになっていま
す。これらの複数のクラウドをシームレスに連携でき
れば、柔軟性がでますし、結果的にはホモジニアスな
作りよりも発展的なものとなります。

─どんなアプローチになりますでしょうか？

横山　インタークラウドのアーキテクチャには色々な
形がありますが、まずは単純なアプローチから始める
のがよいと思っています。つまり、クラウド間のイン
ターフェースを合わせようというと、プロトコルの標準
化みたいな話になって、複雑になるし、実際なかなか
実装も進まない。そこで、それはあきらめて、もっと
単純にしました。要は、インタークラウドで何をしたい
かというと、リソースが足りないので欲しいとか、災害
があったからどこか別のところに逃げたいということ
です。やりたいことはリソースが欲しいわけですから、
ベアメタルを融通し合えばよいと。

─つまり、お互いにベアメタルのサービスをやって
いて、ある部分を一時的に別の機関に移して、その上
にクラウドのミドルウェアを使ってサービス提供する、
というイメージですね。

─それはやっぱり、各機関の考え方の違いというこ
とでしょうか。

横山　それもありますが、クラウドについてはパブリッ
クなクラウドサービスがあって、それを利用している
人もいるわけです。こうした所とどう連携するのか、
そこまで考えないといけません。

─それはかなり難しい課題ですね。HPCIでは、い
わゆるエンタープライズのリソースが入ってきている
わけではありませんので。

横山　そうですね。コミュニティだけの話であれば対
応策はあるのですが、それより外のユーザをどうする
かまで考えだすと、なかなか簡単ではないですね。

─やはり、パブリックなクラウドとの連携は必要で
しょうか？

横山　それに対応できないと多分、ユーザは「使いに
くい」と言ってくるでしょうね。

─なるほど分かりました。

横山　そういう点では、技術的な課題が全部解決して
いるわけではなくて、こうしたインタークラウドをより
簡単に実現する技術として、「オーバーレイクラウド」
というものを提唱かつ研究しています。

─それはどういうものですか？

横山　これは私が作った言葉で、全然一般的ではない
のですが、オーバーレイネットワークとオーバーレイの
コンピュートによって構成したクラウドです。オーバー
レイのコンピュートは、これも新しい言葉ですが、仮想
マシン、物理マシンの双方を含めて、その上にもう一
つコンピュートの単位を考えて、それを指しています。
現在、dockerというコンテナ技術があって、よく使わ
れているのですが、例えば、そのイメージです。

─ネットワークの繋がり方やリソースの違いといっ
たところが隠ぺいされるということでしょうか。

横山　そうですね。そういう違いを隠蔽してしまって、
オーバーレイネットワークとオーバーレイコンピュート
を合わせてクラウド（インタークラウド）を作ること
ができれば非常に柔軟性が高いものになるということ
です。

─そのためのソフトウェアはどうなりますか？

横山　まず、コンテナを載せる器がいりますね。仮想

マシンの場合もありますし、物理マシンを切り出す必
要があったら、それはdodaiでできます。パブリックク
ラウド上のリソースが欲しかったら、そちらのインター
フェースを使います。北大の場合だとCloudStack
のインターフェースを使って作ることになりますね。
そこから上のコンテナレベルはdockerを使います。

─それで大体できるということでしょうか？

横山　いや、dockerだけではまだだめで、これはネッ
トワークに関する機能が不十分なので、その分は自分
たちで開発します。

─どういうことでしょうか？

横山　単に繋ぐというだけでなくて、性能がでるように
「よい」ネットワークを作る。またセキュアでないと
いけない。そういったところですね。

─それが研究課題になるということですね。

横山　そうです。研究のターゲットは、マルチテナント
のすごく分散したクラウドを作りたいということです。
大小のクラウドをオーバーレイでうまく繋いで、適材
適所にアプリケーションを配置して使っていく形です。
Webサービスだけならパブリッククラウドで十分で
すが、IOTのように情報のソースに近いところでやり
たいという処理もあります。オーバーレイクラウドの
技術でそういう要望に答えることができると思ってい
ます。

─なるほど、是非実現して頂きたいですね。それで
は、最後に北大のクラウドサービスに関する期待につ
いて聞かせて頂けますでしょうか？

横山　北大センターとは、2012年に北大クラウド内
サーバとNIIクラウド内マシンをSINET�L2VPN接続
し、分散Hadoopクラスタを構築・性能評価した実績
があります。その他にもコンテンツのバックアップに
関する共同研究も行っています。今後もこうした複数
のクラウドを使ったインタークラウド技術の研究開発
に取り組み、インタークラウド分野をリードする存在に
なってもらいたいですね。もちろん、研究開発だけで
なく、サービスとしても質の高いものであることを期
待しています。

─本日は、どうもありがとうございました。

横山　ありがとうございました。

図3. インタークラウド基盤（アカデミックコミュニティクラウドのHUB）
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第32回

周期境界条件を利用した高周波特性評価法
� 情報基盤センター大規模計算システム研究部門　大宮　学

知 っ て 得 す る !!

本センターで開発を行っているアプリケーショ
ンソフトJet�FDTDは、時間領域差分法（Finite�
Difference�Time�Domain�Method）に基づく大規
模電磁界解析ソフトウエアで、3次元構造物の電磁界
応答を並列処理により高速に求めることができます。
アルゴリズム名称が示すとおり、時間領域においてマ
クスウェル方程式（1次偏微分方程式）を中央差分に
より直接解く手法です。この手法はステンシル計算
であり、並列処理に高度に適合しています。したがっ
て、スカラー計算機であっても使用する演算ノード数
にほぼ比例して処理時間を短縮することが可能です。
これまで、Jet�FDTDの適用対象としてアンテナ特性
評価あるいは屋内伝搬特性評価に利用してきました。
さらに、Total�field/scattered�field法を適用した散
乱界評価のツールとしてJet�FDTDを応用できるよう
改良を行っています。いずれの場合でも、3次元空間
を対象として、数値モデルを解析空間内部に含み、外
部境界には吸収境界条件を適用しています。
最近、スマートフォンや携帯電話の普及とともに、屋
内においてそれら通信機器の受信状態を改善したり、
逆に隣接する建物内に設置された無線LANアクセス
ポイントからの不要電波を効率よく遮蔽するなどの要
求が増加しています。このような特性評価において
は、入射平面波を利用して反射特性および透過特性
を求めることで、対策の有効性を明確化したり、仕様
を満足するデバイスの開発などを行うことが可能で
す。本解説記事においては、2次元平面内において周
期構造を有するフィルタや構造物の平面波入射に基

づく特性評価を可能にする、周期境界条件を適用した
Jet�FDTDついて紹介します。なお、この解析アルゴ
リズムを実装したJet�FDTDに関して本誌30号から33
号掲載のスパコン・アカデミーにおいて、ダイクロイッ
クフィルタの設計に適用し、遺伝的アルゴリズムと組
合せることで自動最適設計が可能であることを示して
います。本解説記事と併せてご参考ください。

Total field/Scattered field法
図1に示す通り、入射平面波による散乱解析では、
解析空間内部に全ての電磁界成分を含むTotal�filed
領域を設定します。同図においては、Total�field領
域を青色で示しています。この領域内部には、散乱
特性を評価する構造物および入射界を含んでいま
す。さらに、Total�field領域を取り囲んでScattered�

field領域が存在します。この領域には、Total�field
領域内部に存在する構造物で散乱された界のみが存
在します。それを実現するために、Total�field領域と
Scattered�field領域境界面において、Total�field領
域内部の入射界を数値処理により取り除きます。最
終的に、解析空間外部境界にはCPML吸収境界層な
どの無反射境界領域を設定し、数値処理により散乱
界を吸収します。これらの解析アルゴリズムはTotal�
field/Scattered�field�（TF/SF）解析手法と呼ばれま
す。これらアルゴリズムを利用することで、レーダー
断面積をScattered�field領域内に設置した等価表面
上の電磁界成分から計算することができます。
一方、本解説記事の目的である周期境界条件を適

用した数値解析は、すでに説明を行ったTF/SF解析手
法を応用することで実現できます。図1に赤色で示し
た領域が周期境界を適用した解析空間になります。
同図において、z方向に入射界が伝搬し、x方向および
y方向には周期的な構造を仮定します。そのために、
z方向に平行で、解析空間を囲む4つの外部境界面に
周期境界条件を適用します。Total�field領域内部に
は入射界が存在するので、解析空間の中央に設置し
た解析対象による反射波をScattered�field領域で求
め、透過波をTotal�field領域内で求めます。

周期境界条件を適用した解析空間
図1に示した「周期境界条件を適用した解析空間」
の一般的な構造を図2に示します。同図において、x

方向およびy方向に垂直な外部境界面に周期境界条
件を適用します。入射平面波は+z方向に伝搬し、−z

方向には伝搬しません。ただし、本解説記事では入射
平面波はz軸に平行に伝搬するときのみを取り扱いま
す。もちろん、斜め入射にも対応可能で、その詳細に
ついては参考文献［1］を参照してください。
入射波は、解析空間中央に設置された「周期構造

を有する構造物」により反射および透過し、それら反

射波および透過波の時間変化を左右のCPML吸収
境界層の手前で観測します。そのために、z方向に垂
直な入射波面、反射波観測面および透過波観測面を
図2のように配置します。この場合、Total�field領域
内部には入射波面、周期構造物、透過波観測面およ
びz軸終端のCPML吸収境界層が含まれます。一方、
Scattered�field領域には、反射波観測面とCPML吸
収境界層が含まれます。特に、今回の解析において
はフィルタの周波数特性を求めることを目的としてい
るので、図2に示す領域分割とします。
反射特性および透過特性の評価においては、初め

に周期構造物が存在しない（自由空間の）場合につ
いて数値シミュレーションを行い、入射波形を観測し
ます。その後、周期構造物を設置し、同様の数値シミュ
レーションを実行します。これら2回のシミュレーショ
ン結果から、観測波形の周波数スペクトルを求めま
す。上記の方法を採用することで、任意の入射波形に
対応できます。一般に、ガウシャンパルスが利用され
ますが、直流成分の評価が不要ならば、正弦波で変調
したガウシャンパルス等を利用します。

入射波の作成法
入射平面波をz方向に伝搬させるために、入射波を

別の解析空間で生成します。入射平面波がz軸に平行
に伝搬する場合、1次元マクスウェル方程式を時間領
域で中心差分により解きます。例えば、z方向に進む
平面波は電磁界のz成分を有していないことから、z方
向に垂直な電界および磁界の組み合わせEyとHxを考
えます。図3はEyとしてガウシャンパルスを仮定したと
きのタイムステップと波形の関係を示しています。た
だし、両端には単純な2次の吸収境界条件を設定して
います。
入射波源で生成された平面波は時間の経過ととも

に±z方向に分かれて伝搬します。ただし、図3におい
てt1、t2およびt3はタイムステップで、t1�<�t2�<�t3の
関係があります。解析においては+z方向に進む平面
波のみを利用したいので、波源から+z方向に進んだ

図1.TF/SF解析手法から周期境界条件を適用した解析手法への拡張 図2. 周期境界条件を適用した解析空間の構造 図3. 補助的な1次元座標系を利用した入射平面波の作成法

Scattered filed
領域

Total filed 領域

周期構造物

反射波観測面 透過波観測面

CPML吸収境界層 CPML吸収境界層
入射波面
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リスト1においては、解析空間に含まれる電磁界成
分を3次元配列で宣言し、そのサイズを（0:Kx）×
（0:Ky）×（0:Kz）とします。その後、電界成分の更
新アルゴリズムを実行します。このとき、前述の⑴お
よび⑵の説明に注意して、JループおよびIループの
開始番号および終了番号を設定してください。コー
ドにおいてKループで纏めているのは、SMP並列化に
おいて最外側のループでスレッド並列化し、かつキャッ
シュの再利用性を向上するためです。次に、CPML吸
収境界層に含まれる電界成分ExおよびEyを再度更新
します。リスト1の赤色文字で示した部分において、
前述の⑴および⑵のコピー処理を行っています。い
ずれも配列演算を使用し、コードの可読性を向上して
います。メモリのストライドアクセスが行われていま
すので、メモリレイテンシーが大きかったり、キャッシュ
サイズが小さい場合には処理性能が低下することが
予想されます。最後に、図2に示す入射波面上の電界
成分Eyに対して入射界を考慮します。
同様に、磁界成分の更新アルゴリズムを適用しま

す。コードの最後2行に示す部分において、上述の⑶
および⑷のコピー処理を行っています。

デバイス設計への適用
これまで解説を行った周期境界条件を適用したJet�
FDTDの有効性を示すために、参考文献［2］におい
て提案された周波数選択板（Frequency-selective�
surface,�FSS）の反射特性および伝送特性を数値シ
ミュレーションにより求め、参考文献［2］に示されて
いるシミュレーション結果と比較します。
図5にFSSの基本構造および寸法を示します。厚さ

0.762mm、断面寸法が10mm×10mmの誘電体基
板上に、波長に比較して厚さが無視できる完全導体板
が取り付けられている構造です。誘電体基板の比誘
電率εrが2.2、損失正接tanδが0.009です。一方、表
面の赤色部分が完全導体で、そこにスロット共振器が
構成されています。Xバンド（8GHz～12GHz）にお
いて、特定の周波数成分のみを通過させます。表面
構造の4分の1が基本構造であり、それを90°ずつ回転
した構造にすることで、任意の偏波特性を有する入射
波に対して同様の周波数特性を実現します。数値シ
ミュレーションにおいては、この基本構造がx方向およ
びy方向に無限に繰り返すことを仮定します。
数値シミュレーションにおいては、x方向および

y方向のセル寸法を0.1mm、z方向のセル寸法を
0.9525mmとしました。このときの解析空間のz方向
断面図を図6に示します。ただし、z方向の数値はセル

位置に入射波面を設定します。この入射波面は図2
のそれに対応しており、進行波のみを解析空間におい
て考慮することができます。

電磁界成分の更新アルゴリズム
周期境界条件を考慮した電磁界成分のタイムス

テップでの更新アルゴリズムについて解説します。こ
れまでと同様に、x方向およびy方向の周期性を仮定
し、xy平面のセル数がKx�×�Kyであるとします。ここで、
図4に示すz軸に垂直な断面において、x方向およびy

方向にセル1つ分を追加し、xy断面に含まれるセル数を
（Kx+1）×（Ky+1）とします。周期境界条件を適用
することは、x=0およびx=Kx、y=0およびy=Kyのセル
に含まれる電磁界成分がそれぞれ同一の値であるこ
とに対応します。図4においては、対応するセルに色
を付けて表示しています。
タイムステップ毎の電磁界成分の更新アルゴリズ
ムは下記のとおりです。
⑴�x=0における電界成分EyおよびEzを計算せずに、

x=Kxの電界成分EyおよびEzをコピーします。
⑵�同様に、y=0における電界成分ExおよびEzを計算
せずに、y=Kyの電界成分ExおよびEzをコピーし
ます。
⑶�x=Kx+1/2における磁界成分HzおよびHzを計算
せずに、x=0の磁界成分HxおよびHzをコピーし
ます。
⑷�同様に、y=Ky+1/2における磁界成分HyおよびHz

を計算せずに、y=0の磁界成分HyおよびHzをコ
ピーします。
上記以外の電磁界成分には通常の更新アルゴリズ

ムを利用します。これまで説明したアルゴリズムを
コード化して、リスト1に示します。

数を表します。また、xy平面は100×100のセルで構
成しています。観測面での時間波形が収束するまで
に、3万タイムステップを要しました。これは、誘電体
基板中で入射界の反射が繰り返し行われるためです。
北大スパコン1演算ノードを利用したときの経過時間
は21分でした。
図7は、数値シミュレーションにより得られた周波数

特性です。赤色が反射特性|S11|、青色が透過特性|S21|

です。反射特性が落ち込んでいる2つの周波数は
8.93GHzおよび9.70GHz、透過特性が落ち込んでい
る周波数は9.17GHzです。参考文献［2］の図4に
示されている解析結果と比較して、これら周波数の差
の最大値は0.11GHzであり、Jet�FDTDによるシミュ
レーション結果は1.2％程度高い周波数方向にシフト
しています。ただし、参考文献［2］ではシミュレータ
としてCST�Microwave�Studio周波数領域ソルバ―
を使用していることから、この評価結果の差の主な原
因は解析手法の違いに起因するものと考えています。

むすび
本解説記事においては、本センターで開発している

電磁界解析ソフトウエアJet�FDTDに基づいて、周期境
界条件を適用したソルバを開発し、その概要を解説し
ました。周期境界条件は考慮すべき解析空間が無限
に繰り返すことを仮定し、境界面での電磁界成分のコ
ピーにより簡単に実現できることを示しました。また、
入射平面波は補助的な1次元座標系を利用して電磁
界成分を計算し、それら電磁界成分を解析空間に挿入
することで実現することができました。結局、既存の
Jet�FDTDに対して局所的なコードの改変のみで、目
的のソルバを実現することができました。完成させた
ソルバを周波数選択板（FSS）の設計に適応し、参考
文献［2］で示された結果とよく一致することを確認
しました。FDTD法に基づく数値シミュレーションは、
多くのコアと大容量の主記憶容量などリッチな計算
リソースを必要とします。北大スパコンは、それら要
求に応えられることから、ソフトウエア利用のプラット
フォームとしてご利用をご検討ください。

図4. z方向に垂直な断面において周期境界条件を
実現するためのセルの相互関係

図5. 周波数選択板(FSS)の基本構造および寸法

参考文献
［1］ Taflove and S. C. Hagnes, Computational Electrodynamics, The Finite-

Difference Time-Domain Method, Section 13: Periodic Structure, 
Artech House, Inc., Norwood, 2005.

［2］ S. Cimen, "Novel Closely Spaced Planar Dual-band Frequency-
selective Surface," IET Microw. Antennas Propag., vol. 7, no. 11, 
pp. 894-899, 2013.

図6. 解析空間の配置図

図7. 反射|S11|および透過|S21|の周波数特性

リスト1. 更新アルゴリズムの解析コードの例
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前号から引き続き、AVS/Expressバージョン8.2から利用可能になった可視化モジュールや可視化手法について
解説します。今回は、MD2データをグリフ表示する方法について紹介します。この機能は、MicroAVSバージョン
17（2013年リリース）ではすでに利用できていましたが、AVS/Expressではバージョン8.2から利用できるように
なりました。この機能を利用することで、数値シミュレーションで得られた物理量を、それをイメージさせるオブジェ
クトで表示し、その大小や配色により直感的かつ俯瞰的に結果を解釈することに役立てることができます。また、
MD2ファイルで定義された3Dモデルに対してテクスチャを張り付けることにより、モデルはそのままに可視化シー
ンに合わせたデザインを採用することできます。MD2データでは頂点情報を利用したアニメーションを定義する
ことが可能なことから、静的可視化結果に動的な要素を追加することができます。

番外編 25
AVS/Express8.2の新機能：
MD2ファイルの読み込み

ます。ただし、モジュールset_minmaxを使用して、
可視化データの最大値と最小値を設定しています。
一方、モジュールRead_Fieldの出力はモジュール
cropおよびモジュールdownsizeを通過して、最終
的にモジュールmd2_glyphに入力されます。グリフ
とは絵文字を意味しますが、ここでは3Dオブジェクト
であると理解してください。

MD2データフォーマットとは
MD2は三角形を要素とする構造データで、頂点ア

ニメーション情報を有するデータフォーマットです。
1997年にid�Software社により開発され、ゲームで
の3Dモデル作成に利用されました。MD2は多くの
モデリングソフトウエアの出力形式として採用されて
いるので、それらソフトウエアを利用してさまざまなモ
デルを作成することができます。3Dモデルには、テ
クスチャを張り付けて、シーンに調和するデザインを
設定できます。また、フリーのサンプルデータがイン
ターネットで公開されていますので、それらを利用し
てもいいかもしれません。ここでは、下記のページで
公開されている馬のMD2データを利用します。

3D�character�models�in�MD2�format�with�animation
http://telias.free.fr/models_md2_menu.html

モジュールmd2_readを利用したネット
ワーク構成と可視化結果

図1にMD2データをグリフとして使用するための
モジュール構成を示します。同図の左側がMD2デー
タの読み込みおよびグリフ表示のためのモジュール、
右側がシミュレーション結果の2次元表示のためのモ
ジュールです。ここでは、直交等間隔格子点に値を有
するフィールドデータを使用した2次元表示に、MD2
により定義された3Dオブジェクトを配置します。
解析結果をモジュールRead_Fieldで読み込み、

モジュールsurf_plotを使用し、強度分布を表示し

可視化モジュールの説明
図1に示したネットワーク図で使用しているモ

ジュールについて説明します。モジュールRead_MD2
はMD2フォーマットで記述されたファイルおよび汎用
的な画像フォーマットで作成されたテクスチャを読み
込みます。図3にモジュールRead_MD2のパラメータ
設定ダイアログを示します。上部においてMD2ファ
イルおよびテクスチャファイルを指定します。ただし、
テクスチャの画像データフォーマットとして、ファイル
拡張子jpg、png、bmpおよびgif等に対応していま
す。MD2ファイルにおいてアニメーションの設定が
なされているときは、中段部分にアニメーションに関
するステップ数等が自動的に代入されます。利用す
るMD2ファイルは12ステップのアニメーションになっ
ています。サイクルモードをContinuousに設定し、
Runにチェックを入れるとアニメーションが開始されま
す。スライダDelayを適切にセットすることで、アニ
メーションの速度を調整することができます。

スパコン可視化道場
モジュールRead_MD2ではMD2ファイルとテクスチャ
ファイルの2つのファイルを読み込みます。それら2
つのファイルに対応して、モジュールRead_MD2の左
側の出力ポートがMD2データ、右側の出力ポートが
テクスチャ（静止画）データに対応しています。もち
ろん、モジュールmd2_lyphにもそれぞれに対応する
入力ポートが用意されています。ここで注意していた
だきたいことは、MD2ファイルとテクスチャファイル
を個別に指定可能であることです。もちろん、テクス
チャファイルの指定は必須ではないので、それを省略
することは可能です。一方、別のテクスチャを使用す
ることで、馬のデザインを簡単に変更することができ
ます。例えば、白黒ストライプにすることで、シマウマ
のように見せることもできます。

可視化結果は図2⒜のとおりになります。グリフと
して馬のMD2データを使用しています。そのグリフ
のサイズは、2次元可視化表示の格子点の値の大小に
比例して決定されます。ただし、格子点の値は正また
は負のいずれかの値であることから、中央の2D可視
化結果を除いた場合、図2⒝のように負の値に対して
はグリフの方向が180°回転して表示され、そのサイ
ズは格子点の絶対値に比例します。

図1. ネットワーク構成例

⒜ 全体の可視化結果 ⒝ グリフのみの表示
図2. 可視化結果

◀図3.モジュールRead_MD2の
　　　パラメータ設定

▲図4.モジュールmd2_glyphの
　　　パラメータ設定

モジュールmd2_glyphはグリフのパラメータを設
定します。特に、可視化結果に適合させてグリフの大
きさを調整する必要があります。図4はモジュール
md2_glyphのダイアログで、パラメータscaleのス
クロールバーを移動することで大きさを調整します。
さて、モジュールRead_MD2とモジュールmd2_

glyphの間を2本のラインで接続しています。図5は
それを拡大して示しています。図3で説明したとおり、

この他に、モジュールcropとモジュールdownsize
を使用しています。モジュールcropは範囲を設定す
るモジュールです。2次元表示結果の一部分のみを
グリフ表示の対象にする場合、モジュールcropのパ
ラメータを設定してください。図2⒜に示す可視化
結果においては、全領域を対象にしています。また、
モジュールdownsizeはデータ間引きを実現します。
すべての格子点にグリフを配置するとグリフで埋め尽
くされしまう場合、このモジュールを使用して、適当な
グリフ個数にします。図2⒜の場合、1辺の格子数が
64に対して、8個おきにグリフを配置しています。も
ちろん、格子点の相対的な値に応じてグリフの大きさ
が自動的に決定されるので、その値が小さい場合、グ
リフが分からないくらい小さくなります。

まとめ
AVS/Expressバージョン8.2で利用可能になりま

したMD2データをグリフ表示する方法について紹介
しました。MD2ファイルのアニメーション機能と可
視化データによるアニメーションを組み合わせること
で、注目される可視化結果を作成することができるの
ではないかと思います。

図5. モジュールRead_MD2とmd2_glyphの接続



スパコンinfo. ご存じですか？ スパコンは 北海道の共有インフラです。
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本センターが計算リソース提供機関を担当している「京」を中核とするHPCIシステムについて、第1回成果報告
会が下記のとおり開催されました。
日時：平成26年10月31日㈮10：00～17：55
場所：コクヨホール（東京都港区港南1-8-35）
この報告会は、口頭発表およびポスターセッション等から構成され、特に口頭発表には顕著な研究成果が得られ
ていると評価された利用研究課題が選出されました。その中には北大スパコンを利用している課題が含まれ、本セ
ンターがこの分野の学術研究に対して貢献していることが示されました。
HPCIシステム・ホームページ：https://www.hpci-office.jp

本センターが利用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・共同研究を目指す『平成27年度共同研究』の募集を行います。公募要領および申請書
を下記ページに掲載しています。
共同研究ページ：http://www.iic.hokudai.ac.jp/kyodo_kenkyu/
なお、応募条件「研究代表者又は研究分担者の少なくとも1名は、本センターの教員としてください」にご注意

ください。また、来年度の共同研究について研究領域を下記の3領域としました。
領域番号A1� ハイパフォーマンスコンピューティング
領域番号A2� ネットワーク、インタークラウド
領域番号A3� コンテンツ、データ、メディア教育
課題申請受付期間：平成27年1月5日㈪～2月6日㈮

平成27年4月利用開始分から、大型計算機システム利用負担金を見直します。電気使用料金の値上げによるも
ので、基本サービス経費を据え置く以外は概ね30%程度の値上げを予定しています。スーパーコンピュータシス
テムの演算付加サービスおよびファイル付加サービスについては、負担金額を変更せずに、利用時間およびファイ
ル容量を減少します。また、クラウドシステム等については負担金額の値上げを行います。詳細が決定しましたら、
お知らせします。ユーザの皆様方にはご理解とご協力をいただけますよう心からお願いします。

「京」を中核とするHPCIシステム利用研究課題成果報告会（第1回）が開催されました

平成27年度センター公募型共同研究課題募集のお知らせ

平成27年4月から大型計算機システム利用負担金を見直します

Supercomputer Information

本センター大型計算機システム・アプリケーションサーバ（malt{1、2、3}.hucc.hokudai.ac.jp）で利用
サービスを行っていますCOMSOL�Multiphysics�について、バージョン5.0がリリースされました。現在、アプリ
ケーションサーバでのバージョンアップ作業ならびにライセンス更新作業の計画等を検討しています。利用可能に
なりましたら、本センターメールマガジン等でお知らせします。
バージョン5.0では、大幅な機能拡張が加えられています。例えば、AC/DCモジュール、RFモジュールおよび
波動光学モジュールに、周波数および電気定数を考慮した自動メッシュ提案機能が追加され、周期境界条件のメッ
シュ作成を簡単に行うことができるようになりました。

COMSOL Multiphysics がバージョン5.0になります

客員研究員�高山恒一氏によるスパコン利用講習会ならびにプログラムチューニング等ユーザ支援を平成26年
12月8日㈪から12日㈮までの5日間にわたって実施しました。スパコン利用講習会には毎回数名のユーザや有利
用資格者の方にご参加いただき、スパコン活用に際して有効な多くの知識を得ることができました。また、同時に
プログラム移行相談およびプログラムの高速化・並列化支援を実施しました。主に、JHPCN共同研究課題および
センター公募型共同研究課題に関連した相談に対応しました。

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

第2回 12月 8日㈪「HITACHI�SR16000の紹介、実行までの手順」
12月 9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」
12月10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」
12月11日㈭「MPI並列処理プログラミングと実行1」
12月12日㈮「MPI並列処理プログラミングと実行2」� （いずれも13：30～15：00に実施）

「学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（JHPCN）」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月から本格的に活動を開始しました。
平成25年度からは、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）の計算機システム（HPCI

システム）の一部として、当構成拠点が提供する計算機システム（HPCI-JHPCNシステム）を当拠点共同研究の
研究資源として運用しています。当公募型共同研究（平成27年度）は、大規模情報基盤を利用した学際的な研究
課題を募集しています。なお、幅広い専門領域の研究者の協力体制による学際的な共同研究のみ採択との条件が
ありますので、それら条件を考慮の上、申請をご検討ください。研究期間は平成27年4月～平成28年3月です。
JHPCNポータルサイト：https://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/

平成27年度JHPCN共同研究課題募集について

・公募案内開始：平成26年 11月 7日㈮
・課題応募受付：平成26年 12月16日㈫
・応募受付締切：平成27年 1月 9日㈮ 17：00
・共同研究開始：平成27年 4月 1日㈬

下記のとおり「本センター外部評価」が実施されました。本センターから、組織概要説明(全体の活動状況)、シ
ステム運用状況、研究活動状況を報告し、それらに関する質疑応答が行われました。最後に、外部評価委員の方々
から講評をいただきました。

情報基盤センター外部点検評価が実施されました

日 時：平成26年12月22日㈪��14：00～16：30
場 所：情報基盤センター北館4階会議室
外部評価委員：東北大学サイバサイエンスセンター長 小 林 広 明 教授

情報・システム研究機構国立情報学研究所 合 田 憲 人 教授
室蘭工業大学情報メディア教育センター長 刀 川 　 眞 教授

評 価 対 象：センターの長期的理念及び研究目標（運用含む）の達成状況
評 価 期 間：平成22年度～平成26年度
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Q & A
Q民間企業から受託研究員としてスーパーコンピュータを利用しています。社内から外部のSSH接続が不

可能なため、接続可能な案を探しています。例えば、SSL-VPNを利用した接続は可能でしょうか。または、
FTPを利用した接続は可能でしょうか。その時IPアドレスのアクセス制限はありますでしょうか。

Aスーパーコンピュータへの接続はSSH接続のみを許可しています。その際にIPアドレスの制限を行ってい
ませんので、SSH接続が許可される環境であれば、世界中どこからでも接続可能です。例えば、自宅イン

ターネットやホテルのインターネット接続サービスなど、接続元を問いません。
SSH接続が利用できない場合、ブラウザからアプリケーションサーバの利用があります。ただし、Javaが利用

できる環境が必要です。本センターホームページ�http://www.hucc.hokudai.ac.jp/ の右端列（計算機利
用・操作）に「ブラウザからアプリケーションサーバの利用」を選択し、アプリケーションサーバmalt3.hucc.
hokudai.ac.jpに接続します。アプリケーション利用「Xエミュレート」で仮想ターミナルを開き、下記のコマンド
を実行することでスーパーコンピュータに接続します。

$  ssh ［user-id］@hop000.hucc.hokudai.ac.jp  ＜Enter>

詳細については、操作手順書をご参照ください。なお、SSL-VPN接続は対応していませんので、ご了承願います。
ファイル転送について、FTPでの接続は許可していません。SFTPあるいはSCPが利用できます。SSHが利用で
きない環境からは、オンラインストレージサーバをご利用ください。ディスクを上記アプリケーションサーバとして
います。一旦、アプリケーションサーバmalt3にファイルをアップロードします。その後、アプリケーションサーバ
malt3からスーパーコンピュータにSFTP接続して、ファイルを転送します。

$  sftp ［user-id］@hop000.hucc.hokudai.ac.jp  ＜Enter>

なお、オンラインストレージサーバのホスト名はsilo1またはsilo2で、本センターホームページ
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/ の中央部分（計算機システム）に「オンラインストレージサーバ」としてリ
ンクが用意されています。すべてWEBブラウザを利用して、ファイル転送できます。

Q情報基盤センターのMathematicaの利用を考えています。どのような手続きを行えばよいのか教えてく
ださい。利用ライセンス数の多さから、ダウンロードによる利用を考えています。こちらのPCに必要なス

ペックもお知らせいただけませんか？

A初めに、本センター大型計算機システムの利用申請を行ってください。基本サービス経費として12,960円
（年度額）をお支払いただきます。年度額となりますので、有効期限はその年度の3月末日です。4月以

降継続してMathematicaをお使いいただく場合、継続申請を行っていただき、改めて基本サービス経費をお支払
いください。
また、支払責任者となる方（指導教員など）が本センターに登録されていない場合、支払責任者の登録申請も必
要になります。
利用申請の詳細については、本センターホームページの該当ページをご参照ください。
　http://www.hucc.hokudai.ac.jp/tetsuzuki.html

利用申請についてご不明な点がございましたら、利用者受付（011-706-2951）までお問い合わせ願います。
次に、Mathematicaインストールファイル等の入手について、本センターポータルページからダウンロードしま

す。ただし、インストールファイル等を公開しているページの閲覧は本センターでの利用登録が完了していること
が前提になります。
ポータルページへのアクセス方法及びインストールファイルの入手方法の詳細については、本センターホーム
ページで公開している以下のページの【インストールファイル等の入手方法】をご参照ください。
　http://www.hucc.hokudai.ac.jp/isv_manual/info/app/DL_Mathematica.pdf
なお、インストールガイドも公開しています。本サービスのMathematicaをご利用いただくためには”特殊な設
定”を行う必要がありますので、必ずその指示に従いMathematicaのインストール・設定作業を行ってください。
本センターで現在配布しているMathematicaは以下の通りです。
　MS�Windows�OS用� Mathematica�9.0.1�日本語版、�Mathematica�8.0.4�日本語版
　Mac�OSX用� Mathematica�9.0.1�日本語版、�Mathematica�8.0.4�日本語版
　Linux�OS用� Mathematica�9.0.1�日本語版

また、各バージョンに必要なスペックは、以下の通りです。
　・プロセッサ� Intel�PentiumⅢ�650MHzあるいはこれと同等のもの以上
　・空きディスク容量� バージョン9は7.5GB以上、バージョン8は4GB以上
　・システムメモリ（RAM）� バージョン9は1.0GB以上、バージョン8は512MB以上

各バージョンの対応OSについてはWolframオフィシャルサイトの以下ホームページをご参照ください。なお、
MS�Windows8はMathematica9のみが動作保障しております。
　Mathematica9
　http://www.wolfram.com/mathematica/features/system-requirements.html

　Mathematica8
　http://support.wolfram.com/kb/10843

Q今まで研究室のPC（iMac）でシングルライセンスのCOMSOLを利用していたのですが、モデルが複雑化
して計算に時間がかかるようになってしまったため、アプリケーションサーバのCOMSOLを利用して迅速に

計算を行いたいと考えています。試みに同iMacからアプリケーションサーバに接続し、XQuartz経由でCOMSOL
を利用してみたのですが、同じ計算内容でiMacよりも時間がかかる（約2倍）という状況でした。利用時、該当サー
バのCPU/メモリ使用状況にはある程度余裕がありました。この原因と解決法について教えて下さい。
参考に、利用しているiMacの構成を以下に示します
　CPU：� 3.4GHz�Intel�Core�i7
　メモリ：� 16GB�1333MHz�DDR3�（4GBx4）
　グラフィックス：�AMD�Radeon�HD�6970M�1024MB

A COMSOLの並列処理についてですが、本ソフトは通常、何も指定しなくてもマシンの空きプロセスをすべ
て使って並列実行するようデフォルト設定されています。

ただし、本センターのアプリケーションサーバ環境下において、デフォルト設定のままお使いいただいた時に、明
示的に1プロセスで実行させた場合よりも遅くなるケースが存在することを過去の事例で確認しています。
その事例ではバッチジョブでの実行だったため、使用プロセッサ数を-npオプションにより明示的に指定して
COMSOLを実行することで、解析スピードの改善が見られました。
本件においても使用プロセス数を明示的に指定することで処理時間が短縮される可能性があります。
コマンドcomsol実行時に以下のように実行してください。

$  comsol -np n ＜Enter>　　　　　（n：プロセッサ数）

改善されない場合は、コマンドcomsol実行後、［Option］ → ［Preferences...］でPreferencesダイアログを
開き、「Memory and process」ページにあるProcessorsの「Number of processors」チェックボックスに

チェックを入れ、明示的に使用するプロセス数を指定します。ただし、COMSOL4.2をお使いの場合、この設定方法
は利用できません。
なお、COMSOLはアプリケーションサーバmalt1、malt2、malt3のそれぞれに導入されていますが、各サーバと

も他のアプリケーションサービスとリソースを共有しています。
プロセス数（並列数）の指定については、他の利用者に配慮するために、16以下にするようご協力お願いします。
ちなみに、本センターアプリケーションサーバのCPUクロック周波数は2.4GHzです。貴研究室で所有されてい

るiMacと比較すると、コア単位では本センターのマシンのほうが遅いようです。



●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、国立情報学研究所（NII）で行われているクラウドに関する研究開発について

お話を伺いました。クラウド研究の歴史的な経緯やクラウドサービスを受ける側の意見等、興味深い
お話しを伺えたと思います。北大センターではNIIとインタークラウドに関する共同研究を行っていま
すが、これをさらに一般の利用者向けのサービスとしてどのように発展させるかが今後の課題である
と感じました。

●次号の特集予告
本センター客員研究員としてスパコンの高度利用研究およびユーザ支援活動をご担当いただいて

いる高山恒一氏に、北大スパコンでのプログラムチューニング方法やシミュレーションに適した解析ア
ルゴリズムについて、実務経験に基づくお話しをしていただきます。また、HPC向け最新の計算機アー
キテクチャに適応したチューニング法などについてコメントしていただきます。

●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

●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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● 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 岩 下 武 史 ● 室蘭工業大学 渡 邉 真 也

● 情報基盤センター 田 邉 　 鉄 ● 情報環境推進本部情報推進課 更 科 高 広

● 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
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