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可視化道場 ─番外編26─

モジュール Rd_HDF5_Field の利用法

われわれは、スパコンの現在を考えます。
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スパコン・アカデミー

第33回
「周期境界条件を利用した高周波特性評価法の
分散メモリ型並列処理プログラムの開発 」
●情報基盤センター大規模計算システム研究部門

上記図面は、本センター大型計算機システムで利用サービスを行っているアプリケーションソフト
ウエア「3次元可視化システムAVS/Express」を利用して、
表紙に示す可視化結果を得るためのネッ
トワーク構成です。可視化システムは、可視化モジュールを配置し、それを結線することで可視化処
理を行います。データは上から下へと送られ、モジュールUviewer3Dによって表示されます。さら
に、
モジュールOutputImageで静止画ファイルを出力します。本誌「 可視化道場－番外編－」では、
3次元可視化システムAVS/Expressを利用した可視化手法を連載記事として毎号掲載しています。
本誌掲載の可視化道場 ─番外編26─ では、バージョン8.2の新機能紹介としてモジュールRd_
HDF5_Fieldの利用法について解説を行っています。このモジュールは、HDF5形式で保存された

連載

スパコン可視化道場
●番外編 26

「AVS/Express8.2の新機能：

大宮 学
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スパコンInfo.
●平成27年度HPCI-JHPCN共同研究採択課題が決定しました
●平成27年度センター公募型共同研究採択課題が決定しました

直交等間隔格子データを読み込みます。HDF5ファイルは、データ圧縮が行われているため、ファイ

●包 括連携等事業支援に基づく道内4高専でのスパコン利用講
習会を実施しました

ル容量が小さくなります。また、リトルエンディアンを指定することで、北大スパコンで作成したファ

●北大─産総研包括連携等事業ワークショップ2015を開催しました
●第1回名大情報基盤センターネットワーク型共同研究シンポ
ジウムが行われました

イルをパソコンでそのまま利用できます。
表紙図面は4つの直交断面を組合せて、
室内における電界強度分布を可視化しています。室内（ 右

●東 北大学サイバーサイエンスセンター新棟竣工および
新スーパーコンピュータシステム導入披露式典が開催されました

断面境界左側 ）では、壁面や什器などからの反射波が互いに干渉し合って、定在波が観測されます。

●Q&A

一方、屋外（ 右断面境界右側 ）では、進行波のみが観測されます。
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─今日は、本センター客員研究員の高山さんをお
迎えしています。 平成26年12月8日㈪から5日間セ
ンターに勤務され、予定していた業務を完了されて
ほっとされたところではないかと思います。最初に、
高山さんがご担当されている研究あるいは職務内容
についてお話しください。
高山 今はスーパーコンピュータ向けの性能解析、
並列化、それに高速化のチューニングを担当してい
ます。

─スーパーコンピュータにはいくつものハードウエ
ア構成やコンパイラがありますが、それらすべてにつ
いて性能向上のノウハウをお持ちということで、北大
スパコンHITACHI SR16000についてもお願いして
います。それに加えて、ユーザ支援やスパコン利用講
習会を担当していただきました。単刀直入に、北大ス
パコンではどのようなプログラミング・チューニング
を行えばいいのでしょうか。
高山 北大スパコンは演算を実行する多数の論理ノー
ドと、それらを繋ぐネットワークで構成されています。
高速化するためには、論理ノードの中で実行するプロ
グラムを高速化することを最初の出発点としてくださ
い。北大スパコンは論理ノードあたり32個のCPUコ
アがあります。それらコアに対して、いかに負荷分散
して実行するかが一番重要だと考えています。

with

K.TAKAYAMA
北海道大学情報基盤センター 客員研究員

高山恒一 氏

インタビュー
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プログラム・チューニング
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─具体的にはどういう方法がありますか？
ユーザ開発プログラムをそのままコンパイル
して並列化できる自動並列化機能を利用するのがよ
いと思います。もう一つは、OpenMPと呼ばれる並
列化を助ける指示文を利用するのがよいと思います。
いずれの場合も、同じコンパイラを利用できます。
高山

計算機システムとアプリケーション・ソフ

─ 北 大スパコンで利 用できる日立 最 適 化
FORTRANコンパイラなどでは、どの程度の自動並列
化が期待できるのでしょうか？

トウエアがある限り、プログラム・チューニ
ングによる高速化は継続的に行われます。

日立最適化FORTRANコンパイラは、細かいと
ころまで自動並列化を行います。一方、他のコンパイ
ラもかなり高いレベルにあると思いますが、自動並列
化に関しては少し甘いところもあります。

プログラム・チューニングの手順や方法を

高山

理解することで、アプリケーションの高速化
を自ら行うことができます。また、今後の計
算機システムの方向性や発展を考慮しなが

─PCで開発・実行しているユーザ・プログラムを、
北大スパコンで実行しようとしたときに、コンパイラに
よる自動並列化はどの程度期待できるものなのでしょ
うか？

ら、将来性のある解析アルゴリズムや数値
計算法を選択することも重要です。

PCでは今、コアが4あるいは8ぐらいあると思
います。 北大スパコンは論理ノードあたりCPUチッ

高山
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プが4つ、1チップの中にコアが8個あり、それはPCと
同じようなコア数だと思います。まずは、単一のCPU
チップ中で同じように並列実行するために、コンパイ
ラの自動並列化機能を利用します。北大スパコンは
PCに比較して高速なメモリ転送機能を有し、キャッ
シュ・サイズも相当大きいので、データ規模の大きい
計算でも動かすことができます。そこでまず速さを
見てもらうのがいいと思います。
並列化に関しては、リダクション変数、要するに一つ
の変数に足し込み演算をするような場合などは、ほか
の一部のコンパイラだと並列化ができないとか、そう
いうのを避けてしまう場合があります。日立最適化
FORTRANコンパイラでは自動的に並列化したり、細
かいところで少しずつ並列化するレベルが変わってく
るので、その速さや、効率のよさを実感できると思い
ます。

PROFILE

高山恒一
Koichi TAKAYAMA

─ OpenMP指示文を追加した汎用的なプログラム
を開発しようとした場合、自動並列化などに比べてど
の程度の作業を考慮しなければなりませんか？

北海道大学情報基盤センター
大規模計算システム研究部門 客員研究員
東京工業大学大学院理工学研究課物理学専攻後期博士課程修
了。 1995年（ 株 ）日立製作所に入社。並列計算機に向けたアプ
リケーションの並列化法、性能評価法、最適化技術等の研究開発に
従事。日本物理学会、
情報処理学会、
ACM会員。博士（ 理学 ）。

もともとOpenMP指示文が追加されているプ
ログラムであれば、コンパイラにオプションを追加す
るだけで済みます。ただし、高速化目的にスレッド数
を多くしたいというときに、ループ長がそれほど長く
ない場合、OpenMP指示文を追加するか、もしくはブ
ロックサイズを調整する必要があると思います。
高山

高山 そうですね。1ノードの主記憶容量も128GB
と大きくありますので、演算量やデータ量の多い、か
なり無理をしたプログラムを書いたとしても実行でき
ます。是非、MPIプログラム開発のプラットフォームと
して利用してもらいたいと思います。

─話は変わりますが、北大スパコン利用者のプログ
ラム・チューニングに対応いただいています。どれぐ
らいのプログラムをご担当されましたか？
高山

─ 一般的な話として、スカラ計算機が大多数を占め
ているわけですが、性能を引き出し安く、並列化に向く
という解析手法はありますか？

─ PCを使用しているユーザ開発プログラムでは、
OpenMP指示文を利用していることはまれです。北
大スパコンでは、自動並列化コンパイラを利用して、
それ以上の性能を得られますか？

高山 処理性能の点では、通信が少なくて、局所化で
きているもの、つまりステンシル計算とか、境界デー
タの交換だけのプログラムは性能が出ます。陽解法
を使っているものです。陰解法だとデータ間に依存
関係があるので、SIMD計算機などには不向きです。
並列化という観点から、陰解法は難しいときがありま
す。この他に性能向上が一番難しいのは、スペクトル
法に代表されるアルゴリズムで、全体的に変換するプ
ログラムは通信が多く、並列計算機にとってはなかな
か難しいところがあります。

コンパイラに依存した自動並列化コンパイラの
低性能とOpenMPプログラム開発の必要性はよく耳
にします。日立最適化FORTRANコンパイラは非常
に高いレベルの自動並列化機能を有しています。さ
らに、自動並列化コンパイラが出力するログリストに
は、並列化箇所と方法、SIMD化、プリフェッチなどの
詳細情報が提供されます。その情報は、ユーザ自身
がプログラムを並列化（メモリを共有するCPU間の
SMP並列化 ）する際に参考になります。OpenMP指
示文を利用するときの注意点は、SMP並列化の範囲
設定や変数のプライベート化などから始まって多数あ
ります。そういうことを考えると、自動並列化コンパ
イラはだれにとっても有用で、かつ北大スパコンの性
能を十分に引き出してくれます。
高山

─スーパーコンピュータの利用に関して、どちらの
解法を使っている人が多いのですか？
陽解法へと移行してきているとは思います。陰
解法で、タイムステップで計算する人もいます。それ
はステップ幅を非常に広げることができるからです。
けれども、並列化には向かないということなので、陽
解法に移るという人は増えてきています。
高山

─では、複数ノードを利用した分散並列処理プログ
ラムに関して、チューニングや高速化はどのように行
えばよいでしょうか？

─計算機アーキテクチャがベクトルからスカラへと
変化することにも対応しているのでしょうね。

そこも基本的に似ています。論理ノードを跨ぐ
場合、MPIライブラリを利用します。各MPIプロセス
の演算量にバランスの悪いところがないか、負荷均等
が図られているかを最優先に考えます。北大スパコ
ンは、各論理ノードが1対1のネットワークで繋がって
いるので、それがボトルネックになることはありませ
ん。やはり、各MPIプロセス間の演算の負荷均等化を
重要視していただければよいと思います。

昔のベクトルの大きい時代から、非力かもしれ
ませんがスカラを並べて使うというところからきてい
ると思います。さらに、使用するデータを局所化でき
るので、キャッシュ・チューニングも容易で、性能を出
しやすくなったということだと思います。

─北大スパコンはMPIプログラムを開発するため
の最適なマシーンのひとつと言えるのではないでしょ
うか?

はい。チューニングのポイントは、ブロックご
とにキャッシュに持ってくることを繰り返すということ
です。

高山

HITACHI SR16000/M1 論理ノードの構成
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高山

─キャッシュの中にデータが全部入ってしまえば、メ
モリアクセスなしで計算できますものね。
高山
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─高速化の依頼はどちらが多いですか？

算を解くときには、実効演算性能を仮定して時間の見
積もりを行います。

両方ともあります。陽解法だと依存関係がかな
り少なく、目で見て分かる範囲の依存関係なので、対
応は容易です。一方、陰解法では成果を出しにくいの
は確かですし、並列化できないこともあります。陰解
法では依存関係を解かないといけないので、別にハイ
パースペースを区切って、依存関係を区切っていきま
す。ところが、それが原因で答えが変わってしまうこ
とがあるので、そのトレードオフ、特に答えに関しては
ちょっと保証できなくなってしまいます。
高山

─陽解法を高速化するために、どういうことに着目
すればいいのですか？
高山 陽解法だと、
まず通信のほうは大体の場合、1次
元分割よりも2次元、3次元として、体積に対する表面
積の比率を下げていって、境界上の通信を減らしてい
くのが常套手段です。演算の高速化は、キャッシュ・
チューニングして、キャッシュの中に入るようにブロッ
ク化するのが一番いいと思います。

─陰解法で計算規模を大きくしたときに、本当に解
けるのか疑問の残るところです。

─北大スパコンでは、1論理ノード当たり128GBの
主記憶容量を利用可能です。それをフルに使ってし
まうと、キャッシュに収まらなくなり、メモリアクセスが
頻発します。逆に、キャッシュに入る程度のデータま
で規模を小さくすると、たくさんの論理ノードを利用
することになり、通信の比重が大きくなります。どれく
らいの規模での検討が妥当なのでしょうか？

高山 ありますね。規模と演算量がどれぐらいの関係
か見積もらないといけないと思います。そこはよく見
積もりをしています。性能評価の一つの段階として、
実行時間が何秒になるのかという予想モデルを立て
ています。

─どのように計算時間を見積もるのですか？

最初からキャッシュ・チューニングだと頭に入
れて動かし始めるのは、難しいかもしれません。ある
程度慣れてきて、試行錯誤のうえでキャッシュ・チュー
ニングをして、最終的にできたというのは非常に分か
りやすく、一番効率がいい方法だと思います。 最初
のうちは、MPI分割が多くてもいいと思います。それ
で、メモリをいっぱい使っても、30MBのL3キャッシュ
が一つのCPUチップの中にあるので、それを目処に細
かくして実行するのです。もともとのデータは大きい
高山

高山 効率を仮定した上で推定します。解法の話か
らは外れますが、例えば、第一原理の分子動力学計算
ではグラム・シュミットの直交化部分でDGEMM（ 倍
精度行列乗算ライブラリ）を使ったり、固有値計算で
DGEMMを使ったりします。DGEMMは格子数に対
して、メモリ容量は2乗、演算量は3乗に比例します。
急激に計算規模が膨らむので、大規模な第一原理計

のですが、一つのMPIプロセスが担当する部分は小さ
くなり、かなりの部分がキャッシュに乗ります。その結
果、性能がそこそこ出ます。その状態でキャッシュ・
チューニングを行い、少しMPIプロセス数を減らして
大きい問題を解くということです。このように、ステッ
プ・バイ・ステップで進んでいくと、非常に簡単に効
率的にできると思います。

プロセッサ自体はクロック周波数が上がりにくく
なってきています。演算器をいっぱい詰め込んでチッ
プは大きくなるという方向は同じではないかと思いま
す。実は、昔もコプロはあって、それを吸収して一つ
のプロセッサになっているということです。私は、
かつ
ての上司に「 プロセッサというのはコプロがついて
も、
それを吸収して一つのプロセッサになるものだよ」
と言われたことがあります。今、そこまで吸収できる
ような状況でもなく、プロセッサの中にもGPUを入れ
てみたり、試行錯誤は続いているように見えます。演
算性能を高めるという目的は同じですが、どのように
高めるか試行錯誤で進められているように見えます。
ネットワークやプロセッサの演算性能と比較して、メ
モリの差が広がっていますが、そこでの新しい解決法
が見つかっていないように見えます。ですから、少し
ずつアプリケーションも変わってきているように見え
ます。アプリケーションを開発する人も非常に柔軟に
対応していて、よくよくプログラムを見るといろんな
ところが柔軟に変わっています。なおかつ、いろんな
人たちが利用しているというのが途絶えないように、
常に利用しながら、なおかつ柔軟に動いていくという
意味では、世の中はどんどん変わっているように思い
ます。

─なるほど。
常に動かして研究を進めながら、高速化の成果
を得るという考え方です。多少ネットワーク負荷が高
くなるかもしれません。しかし、北大スパコンであれ
ば、ネットワークによるデータ転送性能が高いので、そ
の程度のトラフィックならば充分吸収できるのではな
いかと思います。
高山

─これまでセンター客員研究員として、利用講習会
やユーザ・プログラムのチューニングに携わっていた
だきました。ご存じのように、バッチ領域はいつもジョ
ブ実行待ちが起きている状態です。一方、利用講習
会は少人数でみっちり勉強できるという利点もあるの
ですが、
こういうのが普通なのでしょうか？
ここまでジョブが混んでいるところも少ないと
いうか、大変だと思います。年度末だけではなく、
しば
しばジョブが実行できないときがありました。非常に
多く使われています。また、皆さん熱心にスパコン利
用講習会に出て、いろいろと質問されます。いろいろ
と研究のお考えがあるのだと思います。教育という
点と利用者の数という点で、北大センターは非常にう
まく回っていると思います。

─プログラム・チューニングや高速化の手法も変
わっているのでしょうね。

高山

どんどん変わってきています。こちらも今、
ハー
ドウェアの内容を知りつつ、学会発表などを聞きに
行って、他の人たちが試した結果の情報を得つつ進め
ています。
高山

─最近流行のチューニング法はあるのですか？

─どういうところがユーザにとって魅力的なので
しょうか？

高山 SIMD向けチューニングをしている人がよくい
ます。最近は、SIMDで演算性能の差が激しく変化す
るという計算機があります。北大スパコンにもSIMD
は搭載されていますが、SIMDでそれほどドラスティッ
クに性能が変わることはありません。むしろ、並列化
を重点的に検討するのがいいという感じです。また、
最近の計算機はCPUコアが多く搭載されているため、
スレッド数が重要になっています。利用者の皆さんは
すごくスレッドを立てるようになってきていて、効率的
に使って、速いというのを実感していると思います。

高山 一つは、メモリ容量が大きいので、使い勝手が
いいのではないかと思います。さらに、ジョブクラス
が使いやすいというか、私もよくG1を使っているの
ですけれども、使いやすいスケジューリングというか、
ユーザに合わせてうまく設定しているところがいいと
思います。

─話は変わりますが、大型計算機は今後どのように
発展していくと考えられますか？

─システムが変更になったとしても、それなりに対
応の仕方があるということですね。今日は、長時間に
わたってお話しいただきありがとうございます。

回答はなかなか難しいです。スカラ機といって
も状況がどんどん変わってきているように見えます。
スカラだったのが、今はSIMDといってスカラ機から少
しずれていて、ベクトル機と少し似ているところもあり
ます。昔で言うベクトル機にも似た機能があり、ボー
ダーラインが曖昧になっています。
高山

HITACHI SR16000/M1 の物理ノード構成
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周期境界条件を利用した高周波特性評価法の
分散メモリ型並列処理プログラムの開発


情報基盤センター大規模計算システム研究部門
前回（ 第32回 ）のスパコン・アカデミーにおいては、

大宮

学

なので、
同一のプログラムコードで実現できます。

図2は領域分割数を3としたときの解析空間分割例

メッセージ通信部分のコード片をリスト1に示しま

です。左側から、サブ領域#0,#1および#2とし、分割

す。最初の2行では派生データタイプを定義し、それ

箇所を明確化するためにサブ領域#1をx方向にシフト

を有効にしています。プログラムではz方向にサブ領

して表示しています。 図1と図2を比較して分かるよ

域分割を行ったので、その断面はxy平面となり、その

うに、解析空間中に含まれる周期構造物、吸収境界条

断面に含まれる成分の個数NKx×NKyのデータをメッ

件、入射波面、反射波観測面および透過波観測面など

セージとして送受信します。これらメッセージは連続

の基本要素は領域分割前の解析空間位置と同じく配

したメモリ領域に保存されたデータに対応するので、

置されているので、並列処理の方法に依らず同一の

派生データタイプを定義せずに、通信を行うMPIサブ

解析結果が得られます。また、領域分割した解析空間

ルーチンに直接記述してもよいと考えます。リスト1

では、サブ領域間のデータ共有を目的に1セル分を重

の3行目および4行目では、図3における左右のランク

複させます。図2においては、サブ領域#0の右端、サ

番号を決定しています。メッセージ通信にはMPIサブ

ブ領域#1の両端およびサブ領域#2の左端のそれぞ

ルーチンmpi_sendrecvを使用し、x成分およびy成

れ断面が該当します。そのセルに含まれる電磁界成

分についてそれぞれ実行します。ただし、電界成分と

分を隣接するサブ領域との間でメッセージ交換する

磁界成分では送信先および配列アドレスが逆になるこ

ことで、あたかも連続するような解析空間での数値シ

とに注意してください。

ミュレーションを実現します。

ユーティリティ・プログラム

化を直接求める手法です。したがって、数値シミュレー

周期構造を有するフィルタや構造物の平面波入射に

ションにおいては、入射波面においてz方向に伝搬する

SMP並列プログラム（SMPコードと略称 ）をMPI

基づく高周波特性評価を目的に、周期境界条件を適

ガウシャンパルス等の入射平面波を印加し、周期構造

並列プログラム（MPIコードと略称 ）に変更する際に、

用したJet FDTDについて解説しました。そのプログ

物による反射波形および透過波形の時間変化を観測

セル配置の整合性を考慮することで、処理方式に依存

ラムの演算ノード内並列処理（SMP並列処理または

面で記録します。さらに、それらを自由空間中を伝搬

しない、同じ数値シミュレーション結果が得られるコー

スレッド並列処理 ）は、コンパイラの自動並列化機能

させた波形の時間変化と比較することで、周期構造物

ドを生成することができます。その場合、リスト2に示

を利用することで容易に実現できました。さらに、高

の周波数に依存した反射特性および伝送特性を求め

すユーティリティ・プログラムが役に立ちます。今回

速化の実現や計算リソースを効率的に利用するため

ます。

開発するプログラムにおいては、すべてのプロセスに

には、分散メモリ型並列（MPI並列 ）プログラムを開

おいて、全体のモデルを構築します。その後、リスト2

発することが必要です。本解説記事では、前回示した

に示すユーティリティ・プログラムを利用して、当該プ

SMP並列処理プログラムをMPI並列処理プログラム

ロセスが担当すべきモデルのみを残します。その場

図 2 .領域分割の例

に変更するための手順を示します。さらに、開発され
たプログラムを利用したベンチマーク性能評価を実

図3に、サブ領域に分割後の境界断面における電磁

施し、北大スパコンを有効活用するためのプログラム

界成分の共有方法について示します。ただし、図2と

実行方法について議論します。ただし、解析モデルと

同様に解析空間を3つのサブ領域に分割しています。

して前回シミュレーションを行ったFSS（Frequency-

図3では、左側から順にランク0、1および2とし、それら

selective surface、周波数選択板 ）を利用します。

は図2のサブ領域#0、#1および#2に対応します。さ

合、FDTD解析における主要要素である電磁界成分に
関する配列の動的メモリ割り当てを行う前に、数値モ

らに、メッセージ通信が必要な電磁界成分のみを表示
図1.周期境界条件を適用した解析空間の構造

解析モデルと領域分割

し、それ以外のEzおよびHz成分は表示していません。

分散メモリ型並列処理プログラムの開発において

メッセージ通信が必要なのは各ランクの終端における

周期境界条件を適用した解析空間と数値モデルを

は、解析空間をサブ領域に分割します。図1に示す解

電磁界成分です。図3に示すとおり、ランク0の右端の

図1に示します。同図において、解析空間はx方向およ

析空間は単一座標軸方向に長大な、すなわちx方向お

セルはランク1のセルと重複させるので、ランク0のz＝

びy方向に周期構造を有していると仮定し、解析空間

よびy方向に比較してz方向に長い構造を有していま

Kz−1における電界成分ExおよびEyをランク1のz=0の

外部境界のxz平面およびyz平面に対して周期境界条

す。このような場合、z方向に対して垂直にサブ領域

件を適用します。時間領域差分法に基づく数値シミュ

分割を行います。サブ領域分割に関する議論は、本

磁界成分HxおよびHyをランク0のz＝K z−1/2の磁界成

レーションは、空間内に分布する電磁界成分の時間変

誌14号に掲載の第10回スパコン・アカデミーをご参

分とします。上述の処理は全てのランクについて共通
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リスト1.MPIコードにおけるメッセージ通信処理

一のセル総数になるようにします。サブルーチンに含

は完全導体です。数値シミュレーションにおいては、x

まれるif文は上述の処理に対応します。

方向およびy方向のセル寸法を0.1㎜、z方向のセル寸

subroutine nd2md（ irank, Nsub, nd, md ）
（2）

法を0.9525㎜としました。このとき、解析空間におい

ランク番 号 irank、プ ロセスに含まれるセ ル 数

てz方向のセル数は1200、xy平面は100×100のセル

Nsubおよびプロセス内でのセル番号ndを入力して、

数になります。観測面での時間波形が収束するまで

SMPコードにおけるセル番号mdを求めます。ただし、

に、3万タイムステップの計算を行います。

すべてのプロセスに含まれるセル数をNsubとしてい
ます。この条件を設定できるのは、上記（1）のサブ
ルーチンall2subにおいて、セル数の調整を最終ラ

図 5 . 1論理ノードを利用したときの経過時間

ンクで行い、SMPコードとMPIコードのセル総数を同
一にしているためです。
（3）subroutine md2nd（ md, Nsub, irank, nd ）
SMPコードにおけるセル番号mdおよびMPIコード

リスト2 . ユーティリティ・プログラム

におけるプロセスごとのセル数Nsubを入力して、MPI
コードにおけるランク番号irankおよびプロセス内で
のセル番号ndを求めます。 mdが0の場合に限り特別
な配慮が必要なので、if文により場合分けします。こ

図 4. 周波数選択板（FSS）の基本構造および寸法

のサブルーチンにおいても、最終ランクを除くすべて

図5に1論理ノードのみを利用したときの経過時間

のランクに含まれるセル数Nsubが同一の値であるこ

を比較して示します。 同図において、横軸は経過時

とを仮定しています。

間（ 分 ）を表し、図中にハイブリッド並列の組み合わ

図 6 . 複数論理ノードを利用したときの速度向上度

増加しており、経過時間の短縮が実現されています。

また、セル番号mdが境界面に一致した場合、例えば

せを示しています。ただし、1論理ノードあたり4プロ

図3においてランク0のセル番号Kz-1がランク1のセ

セッサ、32コアで構成されていることから、MPI数と

デルの読み込みおよび抽出を行います。この方法で

ル番号0に対応する場合、必ず小さいランク番号にお

SMP数の積は32にしています。また、SMP並列につ

は、事前に領域分割を行う必要がないので、全体の数

けるセル番号を返り値にすようにしています。この理

いてはコンパイラの自動並列化機能により実現して

本解説記事においては、前回解説を行った周期境

値モデルが主記憶容量を超えない場合に有効です。

由は、図1における入射波面、反射波観測面および透

います。SMP並列の場合、経過時間はおよそ20分で

界条件を適用した電磁界解析ソフトウエアJet FDTD

さらに、実行時にプロセス数を決定できるので、汎用

過波観測面が境界面に一致したとき、プログラムでは

した。2MPI×16SMPのハイブリッド並列では、SMP

について、MPI通信ライブラリを利用した分散メモリ

的なプログラムにすることができます。

いずれも電界成分を取り扱っていることから、計算処

並列のみの場合よりも経過時間が1.37倍になってい

型並列処理プログラムの開発手順およびベンチマー

理を行う側のランクに設定することで、特別な処理を

ます。一方、4 MPI以上の場合、SMP並列のみの経過

ク性能評価結果について示しました。解析空間をz方

避けることができるためです。

時間に比較して0.83以下に短縮されています。計算

向にサブ領域分割し、分割境界面での電界成分およ

リソースを一定にしていることから、MPI並列化するこ

び磁界成分のメッセージ通信方法を示しました。ま

とによって高速化が実現されたことが分かります。特

た、ユーティリティ・プログラムを利用することで数値

に、論理ノードは4ソケット構成であることから、MPI数

モデルの分割が容易になることを示しました。ベンチ

は4以上が望ましいことが分かります。

マーク性能評価においては、数値モデルとして周波数

リスト2に示すコードには、3つのサブルーチンが含
まれています。それぞれの機能を以下に説明します。
s
（1）
 ubroutine all2sub（ Ncell, isize,
irank, Nsub ）

ベンチマーク性能評価

SMPコードにおけるz方向の総セル数Ncell、MPI

むすび

コードにおけるプロセスサイズisizeおよびプロセス

前回開発したSMPコードと今回開発したMPIコード

ランク番号irankを入力して、各ランクに含まれるz方

を利用して、速度向上度等に関するベンチマーク性能

図6に複数論理ノードを利用したときの速度向上度

選択板（FSS）の周波数特性評価にかかる経過時間

向のセル数Nsubを求めます。図3から分かるように、

評価を行い、MPIコードによる高速化について検討し

を示します。同図において、横軸は論理ノード数、縦

について比較検討しました。1論理ノードを利用した

各ランクに含まれるセル数が同一で、その値をK zに

ます。数値モデルとして、前回取り扱った周波数選択

軸は速度向上度です。論理ノード内では32 SMP並

数値シミュレーションから、MPI数を4以上にすること

するならば、SMPコードでのセル総数はisize*Kz-

板（Frequency-selective surface, FSS）を採用し、

列とし、論理ノード間でMPI並列処理を行うハイブリッ

で、SMP並列処理に比較して経過時間を短縮すること

（isize-1）になります。この理由は、ランク1以降に

その反射特性および伝送特性を数値シミュレーション

ド並列処理を行いました。SMP並列はコンパイラに

が可能であることを示しました。また、複数の論理ノー

により求めるための経過時間を測定します。

よる自動並列のみを適用しました。同図から、3ノード

ドを利用した場合、論理ノード数とともに高速化され

以上では理想的な場合に比較して急激に速度向上度

ることを明らかにしました。

おいて左端重複部分がセル1個分あるためです。一
般的に、SMPコードにおけるセル総数は必ずしもプロ

図4にFSSの基本構造および寸法を示します。 厚

セスサイズisizeで整除できません。そのような場

さ0.762㎜、断面寸法が10㎜×10㎜の誘電体基板上

の増加割合が低下していることが分かります。これは、

合、ランク番号0からisize-2のプロセスに含まれる

に、波長に比較して厚さが無視できる完全導体板が取

サブ領域に分割することで計算量が減少し、通信量が

ませんが、FDTD解析のようなステンシル計算では高速

セル数を同一にし、ランク番号がisize-1のプロセス

り付けられています。誘電体基板の比誘電率εrが2.2、

相対的に増加したためと考えられます。ただし、検討

化や大規模解析に有効ですので、是非試してみてくだ

に含まれるセル数を調整することで、SMPコードと同

損失正接tanδが0.009です。一方、表面の赤色部分

を行った論理ノード数の範囲では速度向上度は常に

さい。
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キストファイルに変換することが不要で、ファイル容
量の増加を避けることができます。従来は、テキスト
ファイルに変換し、かつファイル容量を削減するため
にデータの間引きを行って、図5（a）のような結果を
得ていましたが、モジュールRd_HDF5_Fieldを使用
することで、図5（b）のようなオリジナル解像度での
可視化が行えます。また、図4に示すネットワークを複
数構成することで、本誌表紙に示す可視化結果が得ら
れます。

スパコン可視化道場
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、あるいは改良され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、ユーザ作成HDF5ファイルに保存されたデータを読み込み、各種の可
視化に利用するためのモジュールRd_HDF5_Fieldについて紹介します。以前のバージョンでも、このモジュール
は利用できましたが、AVS/Expressが定義した配列データの読み込み機能のみをサポートしていました。
バージョン8.2においては、モジュールRd_HDF5_Fieldの改良が図られ、HDF5ファイルに保存された一般的な

図 3 . Array Orderの設定

配列データの読み込みが可能になりました。したがって、北大スパコンでの数値シミュレーション結果をHDF5ファ
イルとして保存することで、データ圧縮機能によるファイル容量の最小化が実現され、ファイル転送を容易にしま
す。さらに、リトルエンディアンを指定することで、PCとのデータ共有が可能になり、可視化のためにバイナリファ
イルをテキストファイルに変換するような作業が不要になります。
なお、HDF5ライブラリの北大スパコンへのインストール方法および利用法については、本誌35号スパコンアカ
デミー（ 第31回 ）
「HDF5ライブラリのインストールと利用 」を参照してください。

AVS/Express8.2の新機能：

26 モジュールRd_HDF5_Fieldの利用法

番外編

定します。プログラム開始直後に、データ圧縮機能を
有効にしています。その後、データセットおよび電磁
界成分名でデータスペースを定義しています。北大
スパコンとPC間でデータ共有を実現するため、サブ
ルーチンh5dcreate_f( )において、リトルエンディ
アンh5t_ieee_f32leを指定してください。
図1にモジュールRd_HDF5_Fieldを示します。モ
ジュール上部に入力ポート、下部に出力ポートが用
意されています。今回は、配列データの読み込みモ
ジュールとして利用するので、モジュール下部の右側
から2番目の出力ポートを使用します。このモジュー
ルに対応するコントロールパネルを図2に示します。
すでにリスト1を利用して作成したHDF5ファイルを読
み込んでいます。ただし、ファイル拡張子を.h5にし
てください。コントロールパネルには、ノードデータ
成分名とxyzデータ成分名にHDF5データスペース名
が記入され、選択できるようになっています。ここで
は電界強度分布を可視化することから、垂直電界成分
Ez のみを選択します。各座標軸方向のデータ個数は
自動的に読み込まれ、それがCrop parametersに
表示されます。

モジュールRd_HDF5_Fieldを利用した
HDF5ファイルの読み込み
リスト1に、Fortran90で作 成したHDF5ファイル
を作成するためのプログラム例を示します。 朱書し
ている部分が、HDF5ライブラリで用意されているモ
ジュール、変数型およびサブルーチンです。出力配
列データemcは3次元の直交等間隔格子に割り当てら
れた電磁磁界成分（Ex, Ey, Ez , Hx, Hy, Hz）であると仮
リスト1.HDF5ファイルに3 次元配列データを出力するプログラム例

図1. モジュール Rd_HDF5_Field
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（a）Downsize parameters: 5
図 2 . Rd_HDF5_Fieldの
コントロールパネル

図 4. ネットワーク

図2において注意すべき点は、Array Orderで示
されているデータ並びです。 主記憶装置上のデー
タ並びに従ってファイル出力されます。リスト1は
Fortran90プログラムなので、ファイルへのデータ出
力順はi, j, kの順になります。したがって、図2のように
i,j,kに設定してください。一方、C/C++プログ
（3）
k,j,iを選択
ラムの場合、k, j, iの順になるので、
（3）
します。図3に示すとおり、Array Orderはプルダウ
ンメニューになっているので、ユーザプログラムおよ
び出力データに応じて適切に設定してください。

（b）Downsize parameters: 1
図 5 . 可視化結果

まとめ
AVS/Expressバージョン8.2で改良が行われたモ
ジュー ルRd_HDF5_Fieldにつ いて解 説しました。
ユーザプログラムで作成したHDF5ファイルの読み込
みが可能になったことで、北大スパコンとPC間のデー
タ共有が容易になりました。 その結果、北大スパコ
ンを利用した数値シミュレーションとPCを利用して行
う可視化作業の連携が図られます。また、HDF5ファ
イルは作成時にデータ圧縮を適用できるので、北大
スパコンからPCへのファイル転送の時間も短縮でき
ます。

ネットワーク構成と可視化結果
図4にネットワーク構成を示します。ここでは、モ
ジュールorthosliceで指定した断面における電界
強度分布をモジュールsurf plotで表示します。そ
の可視化結果を図5に示します。同図（a）および（b）
は図2にあるDownsize parametersを5または1に
設定したときの結果です。これらの図から、北大スパ
コンとPC間でデータ共有が正しく行われていること
が確認できます。したがって、バイナリファイルをテ

15
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Supercomputer Information

スパコンinfo.

ご存じですか？ スパコンは

今回のワークショップでは、
“ 次世代の高分子系大規

平成27年度HPCI-JHPCN共同研究採択課題が決定しました

模シミュレーションについて考える”をテーマに、クラウ

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 」
（ 通称：JHPCN）では、
平成27年度共同研究課題の募集ならびに課題審査を実施し、下記の表に示すとおりの結果となりました。ただし、
（

）内は本センター利用分で、内数となります。
採択件数

採択率

51（10）

35（8）

0.71（0.80）

課題および研究成果については、下記ホームページで公開しています。
http://www.iic.hokudai.ac.jp/kyodo_kenkyu/

ハイパフォーマンスコンピューティング

A2

ネットワーク、
インタークラウド

A3

コンテンツ、
データ、
メディア教育

ソフトウエアの視点から

第1回名大情報基盤センターネットワーク型共同研究シンポジウムが行われました

て、20件の共同研究課題の採択を決定しました。本共同研究は本年4月1日から開始されます。過去の共同研究

A1

⑵ 高 分子材料シミュレーションの現状:現在の計算機と
⑶ 高分子材料シミュレーションの未来に向けて

本センターが公募しました平成27年度共同研究について、23件の申請をいただきました。厳正な審査に基づい

名

天候でしたが、24人の方々の参加があり、熱心な議論が

クラウドと商用クラウド計算機

平成27年度センター公募型共同研究採択課題が決定しました

域

演およびパネル討論を行いました。当日は、終日小雨の

⑴ 高分子材料シミュレーションのための大学スパコン・

ジをご参照ください。
http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ja/adoption.php

領

ドシステムの活用に関する3つのトピックスに関連した講

行われました。トピックスは下記のとおりです。

応募件数

採択課題による共同研究は本年4月1日（ 水 ）から開始されます。採択課題の詳細については、下記ホームペー

領域番号

北海道の共有インフラです。

本センターが構成拠点である学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（JHPCN）はネットワーク型共
同利用・共同研究拠点として、さまざまなアウトリーチ活動を実施しています。このたび、名古屋大学情報基盤
センター主催で、平成26年度採択課題「 大規模デー
タ系 のVR可 視 化 解 析を効 率 化する多 階 層 精 度 圧 縮

応募件数

採択件数

採択率

5

5

1.00

10

8

0.80

8

7

0.88

数 値 記 録（JHPCN-DF）の 実 用 化 研 究 」
（拠点課題
ID:jh140004-NA02）の 研 究 成 果 を 中 心 に、ネット
ワーク型拠点を活かした共同研究活動と今後の展望に
関するシンポジウムが開催されました。 本課題には本
センター教員が参加しており、スーパーコンピュータ
HITACHI SR16000/M1を利用して得られた研究成果

包括連携等事業支援に基づく道内4高専でのスパコン利用講習会を実施しました
平成26年度本学包括連携等事業経費による支援を受け、道内4高専でのスパコン利用講習会等を実施しまし

が発表されました。
日時：平成27年1月20日火

13:00～17：30
名古屋大学情報基盤センター高精細可視化システム
（8 Kモニタ= 2 Kモニタ×16 面 ）

場所：名古屋大学情報基盤センター 4階演習室

た。本事業においては、スパコンを核にした、高専研究者の研究の加速や質的向上、あるいは地元企業との産学共
同研究を担う人材の育成を目的にしています。本センター教員が道内4高専を訪問し、スパコン利用講習会および
計算科学分野における人材育成支援活動等を行いました。訪問日は下記のとおりです。
平成26年

11月 28日金

苫小牧高専

平成27年

1月

7日水

旭 川 高 専

平成27年

3月

2日月 、3日火 函 館 高 専

平成27年

3月 17日火

釧 路 高 専

東北大学サイバーサイエンスセンター新棟竣工および
新スーパーコンピュータシステム導入披露式典が開催されました
東北大学サイバーサイエンスセンターにおいて、新棟竣工および新スーパーコンピュータ導入披露式典および
記念講演会が開催されました。当日、稼働初日を迎えた大規模科学計算システムはベクトル型スーパーコンピュー
タNEC社製SX-ACEとスカラ型並列コンピュータNEC社
製LX406Re-2で構成されます。スパコンは理論演算性
能707TFLOPSおよび主記憶容量160TBを備え、並列コ

北大 ─ 産総研包括連携等事業ワークショップ2015を開催しました
通算5回目となる「 北大―産総研包括連携等事業ワークショップ 」を下記のとおり開催しました。
日時：平成27年2月17日火 13:00～17：30
場所：
（ 独 ）産業技術総合研究所 臨海副都心センター本館 第1会議室
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ンピュータは理論演算性能31TFLOPSおよび主記憶容量
8.5TBを備えています。これら新システムを利用して今
後得られる研究成果に注目するところです。
日時：平成27年2月20日金

13:30～

場所：東北大学サイバサイエンスセンター大会議室
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Q&A
Q
A

コマンドactshowを実行すると、下記メッセージが表示されます。これはスーパーコンピュータの演算付加
サービスを使い切ってしまったということなのでしょうか？
hop account informationの項
目で、現在の累計演算付加サー
ビスBUDGET（sec）が270,000秒、消
費量RESULT（sec）が272,578秒、残
秒数REMAINING（sec）が−2,578秒
になっています。 当初予定の演算付加
サービスであるS3コース270,000秒を消
費し、
さらに2,578秒超過しています。
今後もスーパーコンピュータのバッチ

ノードを継続してご利用される場合、演
算付加サービスを追加していただくこと
が必要です。その際、追加した演算付加

過分についてはゼロクリアされます。

スーパーコンピュータでLAPACKを使用したいのですが、ライブラリが格納されているディレクトリパスが
わかりません。教えていただけませんか？
LAPACKは大文字対応と小文字対応の2種類が用意されており、以下のディレクトリで公開されています。

大文字ルーチン対応版 ： /opt/common/freeware/lib/LAPACK/LIB.L
小文字ルーチン対応版 ： /opt/common/freeware/lib/LAPACK/LIB.S
BLAS、LAPACKおよびScaLAPACKについては、本センターホームページ http://www.hucc.hokudai.ac.jp/
の中央下部（ソフトウェア）にある【 インディックス別 】または【カテゴリー別 】のページをご参照ください。

Q

スーパーコンピュータのバッチノードにジョブを投入するとき、指定した演算時間だけ走るよう設定したいの
ですが、そのように設定できるオプションはありますか。
例えば、
ジョブクラスをb（ 演算時間が24時間 ）にしたときに、走り始めてから12時間後に強制終了させる設定は
可能なのでしょうか。
演算時間を設定するためのオプションがジョブクラスです。北大スパコンでは、バッチジョブクラスとして、
経過時間が異なる下記のものを用意しています。

A

ジョブ区分

SMP及び
中規模
MPIジョブ
大規模
MPIジョブ

キュー

a
b
c
y※
G1
G2
G3
G4
z※

演算時間
（ 時間 ）

1
24
72
72以上
1
6
12
24
24以上

バッチあたりの
最大利用可能ノード数

16

128

バッチジョブはジョブスケジューリングを行っており、ク
ラスごとに優先順位を設定しています。したがって、上記
クラスから希望する実行時間に近いクラスを指定してい

ただき、
ジョブを投入していただく必要があります。
なお、ジョブクラスyは72時間、zは24時間を超えてジョ
ブを実行することが可能になります。利用を希望する場
合、下記のホームページで申請を行い、本センターの承認

を受ける必要があります。
※事前申請が必要

【 演算時間延長届 】 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/shinsei/index.html
指定時間でプログラムを強制終了したい場合、プログラムを改変することが必要です。プログラム中にクロック
関数を追加し、
経過時間をモニタリングすることで、指定時間を超えたときに強制終了を実行（STOP命令 ）します。
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あります。
情報基盤センターでは、ログインサーバのセキュリティ対策として、ある一定期間にパスワード認証の失敗を繰り
返すと、そのサーバに攻撃があったとみなし、接続拒否を行っています。

ある一定期間に認証エラーを繰り返しますと、接続拒否となりますので、パスワード認証エラーを起こさないよ
う、また、エラー回数が多くなった場合は接続を控えるか、別のパソコンで接続するなどして、一定期間におけるエ
ラー回数を増やさないようお願いします。
接続できなくなったパソコンで再度利用する場合、本センターにパソコンのIPアドレスをお知らせください。認証
エラーの状況を確認し、接続拒否を解除します。

Q

サービスの秒数から2,578秒を引いた残
りの秒数が使用可能な値になります。こ
のままの状態で年度末を迎えた場合、超

Q
A

Q
A

先日からWinSCPでスーパーコンピュータにログインしようとすると「 サーバがネットワーク接続を閉じま
した 」と表示されてログインできません。このようなエラーが出た場合どうすればよいのでしょうか。
まず、ご利用のパソコン（ 端末 ）を別のパソコンに変えてログインしてみてください。別のパソコンからロ
グインできる場合、ログインできないパソコンのIPアドレスが、接続拒否リストに登録されている可能性が

18

以前はできたWRFのコンパイルが最近できなくなりました。気象モデルWRFのコンパイルを、
「HITACHI
SR16000入門 」の99ページ以下に従って行っています。具体的には、104ページの./compile em̲real
を行うと、mediation̲force̲domain.f90のコンパイルの時点で止まってしまいます。なお、99ページのnetcdf
のインストール時のmake testではすべてのテストをパスしているので、こちらの問題ではないと思います。何か
対処方法がありましたら、教えてください。
ご質問内容から、コンパイルに時間がかかっているのではないかと考えます。本センターで公開している利用
講習会資料「HITACHI SR16000入門 」を参考にWRFのインストール作業を行っているとのことから、
日立最
適化FORTRAN90コンパイラ（コマンドf90）を仮定します。日立最適化FORTRAN90コンパイラで最適化オプショ
ンを有効にしてコンパイルした場合、以下のソースコードのコンパイルに時間が掛かることが報告されています。

A

・share/mediation̲force̲domain.F
・share/mediation̲feedback̲domain.F
・dyn̲em/module̲ﬁrst̲rk̲step̲part1.F
・dyn̲em/module̲ﬁrst̲rk̲step̲part2.F
・dyn̲em/solve̲em.F
・main/ndown̲em.F
本件は、最近のスパコンTSSノードの利用状況も重なり、より一層コンパイルに時間を要していると思われます。
回避策としては、上記ファイルの1行目に、
*option opt（o（0））
を追加すると、
ファイル内の最適化を抑止でき、
コンパイル時間を短縮できます。
【 例：1行目の1列目から記載します 】
--------------------------------------------*option opt（o（0））

!
!WRF:MEDIATION̲LAYER:NESTING
!
SUBROUTINE med̲force̲domain（ parent̲grid , nested̲grid ）
USE module̲domain
USE module̲conﬁgure
IMPLICIT NONE
TYPE（domain）, POINTER :: parent̲grid , nested̲grid
TYPE（domain）, POINTER :: grid
INTEGER nlev, msize
...
---------------------------------------------

上記の指示文を*.f90ではなく、*.Fに追加してください。また、上の2ファイルにはサブルーチンコールがあるだ

けで、DOループを含まないので、ファイル内の最適化を抑止しても性能上大きな影響は出ません。その他の4つ
のファイルはDOループを含むので、性能（ 処理速度 ）に影響が出てくる可能性があります。
19
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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
利用者受付
利用講習会

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

TEL 011‑706‑2951
使い方・プログラム講習

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~a10019/kosyu/kosyukai.html
プログラム相談

利用者相談室

メル マ ガ 情 報

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/support.html
TEL 011‑706‑2952
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
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/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/

●編集後記
本センター客員研究員としてスパコンの高度利用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、実践経験に基づくお話しをしていただきました。高山氏には平成27年度も引き続き
北大スパコンに係るユーザ支援活動を行っていただきますので、プログラム開発やチューニングに関
する課題がありましたらご相談ください。

●次号の特集予告
次号では、当センターのクラウドシステムをご活用されております広島大学の大倉和博先生にイン
タビューをさせていただく予定です。先生のご研究分野であります生物の群れ行動を自律ロボットの
群れに導入したロボティックスワームへのクラウドシステムのご活用についてお伺いします。ロボティッ
クスとクラウドの組み合わせによる新たな研究領域の発展が期待されます。

●本誌へのご意見をお聞かせください。
連絡先：kyodo@oicte.hokudai.ac.jp
北海道大学情報環境推進本部情報推進課共同利用・共同研究担当
TEL 011-706-2956 FAX 011-706-3460
iiC-HPCニュースは本センターホームページからダウンロード可能です。

URL http://www.hucc.hokudai.ac.jp/koho_syuppan.html
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