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クラウド進化計算によるロボティックスワームの群れ行動生成

われわれは、スパコンの現在を考えます。
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「クラウドシステムを活用したスワームロボティクス」
●広島大学大学院工学研究院 教

授 大倉和博 先生

●広島大学大学院工学研究院 助

教 保田俊行 先生

●信州大学繊維学部

10
ロボティックスワームによる協調採餌：環境内には一台のロボットでは動かすことができない餌が複数個あり、ロボット達はそれらを協力して巣まで持ち帰ら
なければならない。タスクの達成には、餌の探索、サブグループの形成、更にそのサブグループによる餌の協調運搬など複数のサブタスクをほぼ同時に行うこ
とが求められる。 休んでいる ロボット達は環境変化が生じた際などへの潜在的適応能力としてみることができる。

ステムで実現させることを狙う研究領域です。従来の多くの研究では、
「 集まる」、
「 散らばる」といっ
た単純なタスクにおいて、
動作ルールが設計されている程度でした。
このような状況をブレイクスルー
するために、進化ロボティクスアプローチを採用しています。アカデミッククラウドで潤沢な計算リ
ソースを投入して、十分にロボットを人工進化させることで、これまでにない高難度タスクの取り扱い

目

次
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スパコン・アカデミー

第34回
「MPI並列プログラミング：メッセージ通信のための
派生データタイプvs作業配列」
●情報基盤センター大規模計算システム研究部門

連載

いて取り上げています。スワームロボティクスとは、社会性生物にみられる群知能をマルチロボットシ

情報基盤センター大型計算機システムニュース

准教授 松村嘉之 先生

-13

本誌「 特集記事」では、スワームロボティクスへの北海道大学アカデミッククラウドの利用例につ

2

スパコン可視化道場
●番外編 27

「AVS/Expressの任意断面の抽出と可視化 」

16

-19

大宮 学

14

-15

スパコンInfo.
●客員研究員による利用講習会およびユーザ支援活動
●アプリケーションソフトウエアCOMSOL Multiphysicsが
バージョン5.1になりました

を可能にするロボティックスワームを実現しています。

●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
7回 ）を開催します
●日立最適化FORTRAN90コンパイラをバージョンアップしました
●Q&A
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─本日は、本学のクラウドシステムをご活用いただ
いている、広島大学大学院工学研究院の大倉先生にお
話を伺います。共同研究者の保田先生、
信州大学繊維
学部の松村先生にもご同席をいただいております。
初めに、先生のご研究の内容についてお話しくだ

Interview

さい。
大倉

私は遺伝的アルゴリズムという研究からスター

トしたのですけれども、一つのエージェントを賢くして
いきたいということでやっていくと、進化アルゴリズ
ムのほうに行き、進化アルゴリズムから進化ロボティ
クスのほうに行き、進化ロボティクスのほうからロボッ
トがたくさんいる進化マルチロボティクスのほうに行
き着きました。すると、スワームロボティクスという言
葉が目の前にあることに気づいて、今はスワームロボ
ティクスの研究をメインにやっております。そして、ス
ワームロボティクスの中でも、進化計算を使う、自律的
に群れ行動を獲得していく進化スワームロボティクス
というのをメインに置いています。
─ロボティクスといいますと、歩行型ロボティクスな
どいろいろな研究がありますけれども、先生が研究さ
れているスワームロボティクスについて、もう少し詳し

with

K.OHKURA, T.YASUDA & Y. MATSUMURA

く説明していただけますか。どのようなものがスワー
ムロボティクスと呼ばれるのでしょうか。
大倉

一番代表的なものが、社会性昆虫であるアリや

シロアリの生態の例です。すなわち、一個体では大し
たことはできないけれども、たくさんのアリが集まる
と自分の体よりも大きなえさを巣に運ぶようになった

広島大学

教授

広島大学

助教

信州大学

准教授

り、大きなアリ塚を作って、温度の管理も調節も自動

大倉和博先生 保田俊行先生 松村嘉之先生 インタビュー

的にできる、人間でもなかなかできないような形状の
アリ塚を作ります。そういう知能を生成するメカニズ

クラウドシステムを活用し た
スワームロボティクス
情報基盤センター大型計算機システムニュース
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ム、すなわちstigmergyを発現させることができるシ
ステムを実際に作ってみたいというのが最初の動機
です。そこからスワームロボティクスというものがつ
ながってきました。
─大変興味深いご研究なのですけれども、そのよう
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な研究の成果はどういうものに使えるのでしょうか。

PROFILE

大倉

最初のアプリケーションとしては、災害のときに

役立つようなレスキューロボットを作るのに使えると
考えています。つまり1台で救助に行ってもどうにも
できませんが、このぐらいの規模の災害だから100台

大倉和博

でやろうとか、100台では済まないから1,000台投入

Kazuhiro OHKURA

しよう、というように、システムで使うことを考えてい

広島大学大学院工学研究院
教授

ます。ただ、災害のないときに休ませておくわけにい
かないので、消防車と同じように、まずは消防署に10

1990年3月北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻修士課
程 修 了。 同 年（ 株 ）富 士 通 研 究 所。 1993年 神 戸 大 学 助 手。
1998年より1年間英国サセックス大学客員研究員。 2000年神戸
大学助教授。 2006年広島大学教授となり現在に至る。博士（ 工
学 ）。 1998年計測自動制御学会論文賞、2003年システム制御情
2005年ファナックFAロボット財団論文賞など
報学会論文賞砂原賞、

台、20台と配備しておきます。火事が起きたときに、
ロボティックスワームによる協調搬送

最初にドローンを飛ばし、どの辺まで延焼しているか
を見て、さらに交通渋滞の情報を見て、そして消防車

を受賞。日本機械学会、計測自動制御学会、
システム制御情報学会、
IEEEなどの会員。

が駆けつけて消火作業に当たるという場合に使えると

て動作するようなところまで行っているのでしょうか。

消えということがローカルにさまざまな場所で起こる

思っています。

ので、それがstigmergyのいいところだと考えていま
大倉

保田俊行
Toshiyuki YASUDA

す。

物理シミュレーターの環境のもとでは、ベース

─社会的にも大変意義深いご研究だと思うのです

として基本的にやった実験は大体40台です。 次は

けれども、ご研究の実施に当たって本センターのクラ

100台ぐらいのところをねらっています。来年を目指

─クラウド上で自己組織が起こるとか進化が起

ウドシステムを活用していただいている理由と、どの

して、さらに一けた上げて、数千台規模のものをやり

きるというのは、大変興味深いことだと思います。

ように活用されているのか教えてください。

たいと考えております。

「stigmergy」という言葉は耳慣れない方が多いと思
うのですけれども、それはどういうようなものを指して

広島大学大学院工学研究院
助教
専攻博士後期課程修了。 同年津山高専電子制御工学科助手。

2007年広島大学助教となり現在に至る。 博士（ 工学 ）。この

間英国バーミンガム大学客員研究員、シェフィールド大学客員講師。
日本機械学会、
計測自動制御学会、
IEEEなどの会員。

いるのでしょうか。

進化スワームロボティクスにはどうしても計算

─それだけ大量のロボットが協調して一つの動作を

機台数が膨大に必要になります。それも分散型の計

するというのは素人的に考えても非常に難しいことだ

算となってしまうので、用意するのが大変です。そう

と思うのですけれども、クラウドシステムを使って、そ

大倉

したときに、棟朝先生から「 こういうシステム、こうい

れをどのように実現していくということになるでしょう

象としている研究者の人たちが言い始めた言葉です。

う機械があります 」というお話を頂いて、それで北大

か。

1匹のアリもしくは生物は大したことはできないけれ

大倉

2006年3月神戸大学大学院自然科学研究科システム機能科学

のクラウドシステムを使わせていただくことになりま
した。

松村嘉之
Yoshiyuki MATSUMURA
信州大学繊維学部
准教授
1998年神戸大学工学部機械工学科卒業。 2002年同大学大学
院自然科学研究科博士後期課程修了。 博士（ 工学 ）。 2000年
日本学術振興会特別研究員（DC1）。 2002年同研究員（PD）、
東京大学客員研究員、英国バーミンガム大学客員研究員。 2003
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ども、群れになる、もしくは部族クラスになると他個体
実は、動作は一つではないのです。一つではな

との環境を介した間接的な相互作用が生じて巨大な

クラウドシステムでは、まずは進化計算を並列的に

くて、複数のことをパラレルに行います。ですから、ロ

塚を作るというところから、stigmergyという用語が

行っています。さらに、エージェントごとの計算も並

ボットが1,000台あったとしたら、500台はAというタ

来ています。stigmergyの明確な定義づけは今のと

列化することができると思います。それは今後の研

スク、300台はBというタスクを行い、残りの200台は

ころ、
だれも行っていません。

究課題として残っていることですけれども、技術を高

そこら辺をぐるぐる探索しているという、パレートの法

めて大規模並列化して、大きなリソースを使わせてい

則が成り立つという探索をしていきます。

ただきたいと考えております。

大倉

─日本語で一番近い言葉というと、どういう言葉で

それをどうやるかというと、今は、進化計算の上で

しょうか。

リカレントニューラルネットワークを用いて、それを制

年信州大学繊維学部講師、英国バーミンガム大学名誉研究員。
2009年より信州大学繊維学部准教授となり現在に至る。 中国蘇
州大学特別客座教授。計測自動制御学会、精密工学会、システム
制御情報学会などの会員。
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stigmergyというのは生物学用語で、生物を対

6

─大規模並列化でされているということですね。と

御器にして、あとは進化に任せるという……計算機パ

ころで、スワームロボティクスでは非常にたくさんの

ワーで力いっぱい回しているというのが実態です。で

ロボットの計算とかシミュレーションが必要だというこ

も、それによっていろいろな自己組織化現象があちこ

─それは新しい概念に関するご研究ということなの

とですけれども、現状、何台ぐらいのロボットが協調し

ちで起きて、機能を発現しては消え、また発現しては

ですね。

大倉

7

stigmergyの日本語訳はないのです。
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ろがあり、それでできるだけオープンソースのシミュ

ていただきますけれども、共同研究にランクを幾つか

レーターが載るものを、ということでスパコンをあき

設けるのがあって、もう少し大きめの予算というのを

らめるということになりました。

作っていただけると、
大規模にクラウドシステムが使え
るのではないかと思います。ただ、そうするとほかの

─なるほど。いわゆる基礎研究分野で標準となっ

先生がたとどんどん競合することがあってなかなかう

ているソフトウェアがあって、それが動作することが本

まくいかなくて、たくさんの人たちにサービスしなけ

質的な条件だということですね。

ればならない情報基盤センターの方針とまた違って
くるかと思いますけれども、瞬間的にでも構わないの

大倉

で、大きいリソースを使えるときには使える環境があ

はい、重要なことです。

ると非常にうれしく思います。
─その場合はクラウドのフレキシビリティーで対応
できたということですね。

─例えば1カ月とか2カ月という短期間、場合によっ
ては1週間ぐらいでもいいのかもしれませんけれど

大倉

も、短期間、大規模……クラウドのシステムとしてはも

ええ。

ちろんできるのですけれども、どのようにやるかとい
北大クラウドチーム（ 左から、保田、大倉、森川、WEIの各氏 ）

─それでは、今後に向けた研究の方向性、展望につ

うのは今後、センターの課題としたいと思います。規

いて……今後、どういう方向で発展させていくご予定

模の拡大というのは、予算の関係もありますけれど

でしょうか。

も、次のシステムを設計するうえで考えていきたいと

生物学的に言うと、1960年代の言葉です。た

─スパコンで制約があり、クラウド側にメリットがあ

だ、持ち上がってきたのは、90年代後半になってから

るということですが、具体的にどのようなところがスパ

ではないでしょうか。エンジニアリングの人たちが最

コンで問題になり、クラウド側では非常によいというこ

大倉

初にstigmergyに言及したのは1999年で、
マルコ・ド

とになったのでしょうか。

……今まではHadoopを使わせていただいていたの

大倉

ですけれども、次年度からは、差し支えなければSpark

複数年度で……プロジェクトもやっぱり、
1年、
1年で切

を使わせていただいて、Sparkの上でさらに分散デー

られると苦しいので、3年とか5年といったスパンで考

タコンピューティングを基本としてやっていきたいと

えていただけると……毎年、年度末になるとドキドキ

思っています。

が重なって……。（ 笑い ）

大倉

リゴたちが書いた『 スワーム・インテリジェンス 』と
いう本の中が最初だと思います。

大倉

スパコンはたしか、アプリが入らなかったので

す。Javaが入らないのです。
─今回、クラウドシステムを活用して研究されて、生

思っています。ほかには何か、
ございますか。
同じように、北大のクラウドシステムを使って
単年度で切られるのは辛いですね。できたら

産性が上がったとかメリットがあったとか、そのあたり

─それぞれの開発に必要な言語環境やライブラ

あとは、スワーム規模を数百台から数千台と一けた

の率直な感想をお聞かせください。

リー等が、スパコンの場合は入ったり入らなかったり

上げるために、さらに大規模化して計算していきたい

─確かに、システムを組んで1年で終わってしまうと

する、
ということですね。

と思っています。

そのシステムが終わってしまうので……ジョブでただ

大倉

最初は使うのに難儀しました。 なぜ難儀した

計算するだけならいいのかもしれないですけれども、

かというと、私たちの知識が全く不足していたからで

大倉

そのとおりです。 私たちがよく使っている物

─Hadoopは単純にバッチ処理的にデータを流す

併せてシステム構築すると、何年間か使いたいという

す。つまり、最初に、クラウドシステムとはどういうも

理シミュレーターのODEというのが載らなかったの

だけなのですけれども、Sparkですとインメモリで機

のは当然だと思います。

のかを学ぶところで苦労しました。その後、
クラウドだ

です。

械学習が動かせるということがあるので、使える可能

けでは足りないということでスパコンを使おうとした

性はあると思います。

のですけれども、スパコンのフレキシビリティーが足り

─なるほど。

なくて、スパコンはスワームロボティクスには向かな

ドシステムを今後こうしてほしいといったご要望、ご意

─はい、承知しました。では、どうもありがとうござ

見があれば、ぜひお聞かせください。

いました。

大倉

ンピューティングのほうに移りました。それで、これは

で用意しなければならないということで難儀して……

ぴったりだというので、クラウドシステムのほうだけを

私たちの世界で言うと、オープンソースの物理シミュ

大倉

本年度から使っています。

レーターを使わないと研究的に信用してくれないとこ

どありがたいので……。今回、共同研究として使わせ

情報基盤センター大型計算機システムニュース
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8

ぜひともお願いしたいと思います。

今後の展望にも関係しますけれども、本学のクラウ

いのではないかと考え、今年から全面的にクラウドコ

載らなかったので、物理シミュレーターを自前

大倉

正直、使える規模が大きくなれば大きくなるほ

大倉

9

こちらこそ、ありがとうございました。
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Academy
グラムの変更や保守が非常に簡単です。これら優れ

知 っ て

得

た利点が多数ありますが、実用的な数値モデルの解

す る

析に関して、合理的な時間内に有意な結果を得るため

!!

には、大量のCPUコア、主記憶容量、ディスクスペース
および自動並列化機能を備えたコンパイラなど高性
能かつ潤沢な計算リソースを利用できることが必須

34

第

です。このようなことから、スーパーコンピュータや

回

GPUなどの利用が欠かせません。

⒜

本稿では、MPI並列処理におけるメッセージ通信性
能を評価する目的から、図1に示す単純な解析空間を
取り扱います。黄色の立方体で解析空間を表し、各座

MPI並列プログラミング：メッセージ通信のための

標軸方向の数値はセル数です。各座標軸方向のセル
数が210個であることから、解析空間に含まれる総セ

派生データタイプ vs 作業配列

ル数は230個（ 約11億個 ）です。 変数の型として倍

情報基盤センター大規模計算システム研究部門

大宮

学

精度実数を利用すると、解析を実行するために必要な
主記憶容量は約150GBです。本センターで利用サー
ビスを行っているスーパーコンピュータは論理演算

⒝
図 2 .領域分割の例

ノードあたりのラージページメモリ容量が100GBで
MPI並列処理プログラミングでは、MPIプロセス間

ましたので、その結果を報告します。

のメッセージ通信は必須です。その理由は、MPIプロ
グラミングは大規模な主記憶容量を利用したり、ある

ベンチマーク性能評価手法と解析モデル

いは処理時間を大幅に短縮することを目的にしている

あることから、2台以上の論理演算ノードを利用した並

のようにx方向に領域分割した場合、メッセージ通信の

列処理を行います。さらに、論理演算ノードあたり4ソ

対象はEy、Ez、HyおよびHz成分の4つで、これら電界成

ケット（4プロセッサ ）で、
ソケットあたりの物理コア数

分と磁界成分は互いに逆方向のメッセージ通信になり

が8であることを考慮して、
8MPI×8SMPのハイブリッ

ます。すなわち、青色のサブ領域における通信回数は

ド並列処理を行います。

8回、1回あたりのメッセージ数は1024×1024=220、

からです。一般的に、3次元解析においては境界断面

ベンチマーク評価試験には、本センターで開発を

が2次元平面であることから、その断面に含まれる解

行っているJet FDTDを利用します。この解析プログ

MPIプロセスをサブ領域に対応させることから、図

メッセージ容量が220×8バイトであることから、通信

析変数を、境界断面を介して隣接する複数のノード間

ラムは、電磁波のふるまいを時間領域において直接求

1に示す数値モデルを8個のサブ領域に分割します。

回数を考慮した合計容量は64MBになります。一方、

で共有します。その共有のために、メッセージ通信を

めるアルゴリズム（FDTD法 ）を適用しています。マ

典型的な領域分割例を図2に示します。同図⒜は、x

図2⒝の場合、青色で示したサブ領域の通信回数は

利用します。

クスウェルの偏微分方程式を差分式で近似し、電磁界

方向に均等に分割した場合であり、領域間の境界断面

12回、1回あたりのメッセージ数512×512=218、通

メッセージ通信では、派生データタイプを利用する

成分の時間変化を直接求めます。解析空間をセルと

はyz平面に対応します。各サブ領域に含まれるセル

信回数を考慮した合計容量は24MBになります。明

方法と、作業用配列を利用する方法があります。プ

呼ばれる微小な直方体で離散化するので、複雑な構

数は1024×1024×128=2 です。この他に、y方向

らかに、図1に示す数値モデルのように解析空間が立

ログラムを簡潔にするためには派生データタイプを

造やさまざまな媒質を考慮することができます。さら

およびz方向に領域分割することも可能です。一方、

方体形状の場合、処理時間を短縮するためには、図2

利用するのが適していますが、派生データタイプの実

に、計算時間は解析空間中に含まれるセル総数でほ

同図⒝は、3つの座標軸方向にそれぞれ2分割して、全

⒝に示すようにすべての座標軸方向に均等に領域分

装方法はMPI通信ライブラリを作成したメーカに依存

ぼ決定され、解析空間中に含まれる構造の数や複雑

体のサブ領域数を8にしています。 各サブ領域に含

割する手法が有利であることが分かります。なお、領

し、ユーザはその内容を見ることができません。した

さ、媒質の種類には依存しません。また、解析精度を

まれるセル数は512×512×512=2 です。

域分割法に関する議論をiiC-HPCニュース14号スパ

がって、派生データタイプを利用することが、処理速

向上するためにはセル寸法を小さくすればよく、プロ
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同図⒜および⒝に示すいずれの領域分割方法で

コンアカデミー第10回「 大規模分散並列処理のた

度の観点から最良の選択なのかどうか疑問です。一

もサブ領域に含まれるセル総数は同一ですので、演

めの解析領域分割法 」で議論していますので、参照し

方、作業用配列を利用する場合、その配列のための追

算負荷あるいは演算処理時間は同一であると考えま

てください。

加の主記憶容量が必要になります。さらに、データの

す。しかし、メッセージ通信に係る処理では、データの

解析においては、z方向を軸方向とするセル数13の

ソーティングを行わなければならなく、領域分割法に

準備、通信回数および1回あたりの通信量が異なるの

半波長ダイポール素子を座標（64、64、64）を中心

依存してストライドアクセス（ 不連続メモリアクセス）

で、それらに依存して処理時間が決定されます。そこ

に設置して、放射界を求めます。図3は解析結果を可

が頻発することから、処理時間が増加すように思われ

で、図2⒜および⒝について、通信回数とデータ量に

視化したものです。中央に半波長ダイポール素子が

ます。

ついて理論的な考察を行います。

垂直に設置され、そこから球面状に電界強度が大きい

そこで、これら疑問に応えるべく、本解説記事にお

時間領域での電磁界解析においては、タイムステッ

部分が分布しています。可視化においては、各座標

いてはメッセージ通信における派生データタイプある

プ毎に毎回通信が必要です。通信に関係する電磁界

方向に128セル分の範囲にわたる垂直成分Ezの瞬時

成分は、境界断面に平行な成分です。例えば、図2⒜

値の絶対値を示しています。半波長ダイポール素子

いは作業用配列の利用についてベンチマークを行い
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図1. 解析空間
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および3番目のインデックスが変化するようにメモリ

リスト3 .派生データタイプの宣言

をスキャンしなければなりません。それはFortranプ
ログラムでの不連続メモリアクセスに対応するので、y
方向やz方向に領域分割したときよりも処理に時間を
要します。ただし、リスト1では、配列演算を利用する

リスト4.派生データタイプを利用したコード

ことで、作業用配列へのデータコピーまたはその逆の
処理を1命令で記述しています。リスト2は、自動並列

用して行いました。MPIプロセス数を8として、ソケッ

化コンパイラが出力したログリストで、リスト1の1行

トごとにMPIプロセスを担当させ、ソケット内では物理

目に示す命令文の並列化方法を説明しています。コ

コア8個を利用したSMP並列としました。SMP並列

図 3 . 解析結果の可視化（ 電界Ez 成分）

メント文において、並列化し、アンローリングやソフト

化は日立最適化FORTRAN90コンパイラを使用した

周辺の電界強度はz方向で0、水平方向（xy平面内 ）

ウエア・パイプラインを適用したことがレポートされ

自動並列化としています。異なる2つのプログラムに

で最大になります。

ています。ハイブリッド並列では、配列演算などが積

おいて相違しているのはリスト1やリスト4に示すメッ

極的に並列化されるため、作業用配列を利用したとし

セージ通信部分だけなので、その他の部分は同一の

ても、高速な処理が行われるのではないかと期待でき

自動並列化が行われます。また、論理演算ノードあた

ます。ただし、メッセージ送受信においてはサブルー

り100GBのラージページメモリに対して、約75GBの

チンmpi_sendrecv（）を使用しています。これは、

主記憶容量を使用する計算規模になっています。経

バッファを準備しなければなりません。そのための方

境界断面を共有する隣接領域が複数存在するため

過時間の計測は、時間更新ループ内にサブルーチン

法として、
下記の手法があります。

です。

xclock（ ）を適用し、48タイムステップ毎に経過時

MPIプログラミング
メッセージ通信を行う際には、受信バッファと送信

⑴ 作業用配列の利用

次に、派生データタイプを利用したときのプログラ

図 4 ベンチマーク評価結果（ タイムステップと処理時間の関係 ）

間と前回との差分を出力するようにしています。ただ

送受信バッファとして利用する作業用配列を用意し

ムコードを示します。リスト3は派生データタイプの

ます。メッセージ通信の際には、送信メッセージ（ デー

宣言および型の利用を有効にするためのサブルーチ

図4にベンチマーク評価結果を示します。同図にお

タ）を作業用配列にコピーし、それを送信バッファとし

ンコールです。3つの座標軸方向へのメッセージ通信

いて、横軸はタイムステップ数、縦軸は経過時間（ 分 ）

ます。一方、メッセージ受信の場合、作業用配列に受

で利用する派生データタイプをnewvec（:）として定

です。図中、実線は図2⒝に示す3方向に領域分割し

信メッセージ（ データ）が格納されるので、それを配

義します。リスト4は、メッセージ通信のためのコード

た場合、破線は図2⒜に示すx方向のみに領域分割し

列変数にコピーします。これら作業はMPI通信ライブ

で、リスト1に示した命令文と同様の処理を1回のサブ

た場合の結果を示しています。また、青線は派生デー

ラリの前処理および後処理に対応します。

ルーチンコールで実行します。派生データタイプを

タタイプを利用した場合、赤線は作業用配列を利用し

⑵ 派生データタイプの利用

利用することで、
プログラムが簡潔になると言えます。

た場合の結果です。同図から、全ての座標軸方向に

本解説記事においては、MPIプログラミングで必須

同等に領域分割することが適していると言えます。特

であるメッセージ通信を実現するため、派生データタ

に、x方向のみに領域分割した場合、常にメモリをスト

イプを利用すべきか、あるいは作業用配列を利用する

ライドアクセスするので、多くの処理時間を必要とし

のが良いのかについてベンチマーク評価試験に基づ

作業用配列を利用せず、配列変数を送受信バッファ
とします。派生データタイプは、基本データタイプを

ベンチマーク性能評価

利用してユーザが新たに作成するデータの型です。

し、解析は1,008タイムステップで終了します。
図 5 .メッセージ通信処理

むすび

個数、ブロック長、ストライドおよびオリジナルのデー

性 能 評 価 を ス ー パ ー コンピュー タシ ステ ム

ます。この場合、派生データタイプを利用するほう

く比較検討を行いました。評価結果から、適切に領域

タ型を指定します。これにより、配列変数に格納され

HITACHI SR16000/M1の論理演算ノード2台を利

が、作業用配列を利用する場合に比較して多くの処

分割された数値モデルに対しては、派生データタイプ

理時間を要しています。一方、図2⒝のように均等に

を利用するのが適していると考えます。その処理は、

きます。派生データタイプに関して、iiC-HPCニュー

領域分割した場合、派生データタイプを利用すること

図5のように纏めることができます。派生データタイ

ス14号スパコンアカデミー第10回「 大規模分散並

で、作業用配列を利用する場合に比較して処理時間

プを利用すると、前処理および後処理はメッセージ通

列処理のための解析領域分割法 」において簡単な解

が短縮されていることが分かります。この評価は数

信処理に含まれ、かつ実装方法がメーカ対応なので、

回行い、すべて同じ結果になることを確認しています。

ユーザは手の施しようがありません。一方、作業用配

リスト1に、作業用配列を使用したプログラムコード

したがって、適切な領域分割を行い、派生データタイ

列を利用することで、前処理および後処理をユーザ自

の例を示します。作業用配列としてwxsおよびwxrを

プを利用することで、処理時間の短縮を実現できると

身が行えます。また、1,000回程度のタイムステップ

宣言し、それぞれ送信バッファおよび受信バッファとし

結論できます。

数では、両者の経過時間の差異はわずかなものでした

た飛び飛びのデータであっても送受信することがで

リスト1.作業用配列を利用した送受信バッファ

説を行っていますので、
ご参照ください。

リスト2 .自動並列化コンパイラが出力したログリスト

て使用します。サブ領域境界断面は平面ですので、

この他に、y方向あるいはz方向にのみ領域分割し

が、大規模計算では数10万程度のタイムステップ数

作業用配列を2次元配列として宣言し、配列変数eyの

た数値モデルを利用したベンチマークを行いました。

の計算も少なくないので、数値モデルやユーザプロ

該当するデータをコピーします。リスト1から分かる

それらの場合、
派生データタイプあるいは作業用配列

グラムに適合した最良の方法を選択していただきた

ように、x方向に領域分割した場合、配列変数の2番目

を利用において明確な差がないことを確認しました。

いと考えます。
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スパコン可視化道場
これまで3回にわたって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てきました。これらの機能により可視化の利用法が格段に改良され、さまざ
まな研究分野において可視化の面白さを実感されているのではないかと思います。一方で、まだまだ紹介しきれ
ていない機能あるいは可視化モジュールが豊富にあることも感じています。今回の可視化道場では、任意断面の
抽出と可視化について解説を行います。
本号スパコン・アカデミーの図3に示す可視化結果は、半波長ダイポール素子から放射された電磁波の電界強
度を等値面で示しています。図の中心に半波長ダイポール素子が存在しますが、その周囲近傍のようすは等値面
に覆われて不明です。このようなとき、電界強度分布を示すために任意断面を抽出して示すことが有効です。さら
に、抽出する断面は2次元平面ですので、3次元空間内に任意の平面を設定できれば、さまざまな角度から結果を検
証することで、新たな知見を得ることができるのではないかと思います。解析対象が複雑であればあるほど、可視
化の重要性が増します。
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番外編

AVS/Expressの任意断面の
抽出と可視化

解析データとネットワーク構成

図1に 可 視 化 モ ジ ュ ー ル の ネットワ ー ク 構 成
を 示 し ま す。 利 用 す る モ ジ ュ ー ル は、Read_
Field 、bounds 、set_minmax 、isosurface_
nest、slice_arbitplane、Uviewer3D お よ び
OutputImageの7個です。モジュールRead_Field
はリスト1に示すファイルmagnitude.fldを読み込
み、下位のモジュールにデータを渡します。モジュー
ルboundsはフィールドデータの範囲を枠として表
示するためのモジュールです。その中に可視化結果
が表示され、この後に説明を行うインタラクティブな
操作で点を指定するときの目安として必要です。モ
ジュー ルset_minmaxはデ ータの 最 大 値と最 小 値
を設定します。実用的には、これらの値として取り扱
うデータの範囲内の値を設定することで、カラーパ
レットに基づく可視化結果の色分布を調整する等、
異なる値の範囲を有する複数のデータに対して同一
の色分布を実現するために利用します。モジュール
isosurface_nestは 最 大8つ の 等 値 面 を 作 成 す
る機能を有しています。このモジュールを利用して
3次元オブジェクトを作成します。なお、モジュール
isosurface_nestの利用方法について、iiC-HPC
ニュース30号（2013年7月発行 ）可視化道場─番
外編19─で解説を行っていますのでご参照くださ
い。 モ ジュー ル slice_arbitplaneは 任 意 断 面
の抽出と可視化で利用するモジュールで、次の項で
詳しく説明します。 最後に、モジュールUViewer3D
とOutputImage は い ず れ も 画 像 出 力 の た め の

解析結果データは、等間隔直交格子のユニフォーム
型フィールドデータです。3つの座標軸方向の要素数
をそれぞれ128とします。この場合、AVS/Express
にデータを読み込むために必要なフィールドファイル
magnitude.fldは、
リスト1に示すとおりです。デー
タファイルはmagnitude.datで、解析結果が単精度
実数で保存されています。次元数（ndim）は3で、各
次元のサイズ（dim{1,2,3}）は128です。
リスト1.フィールドファイル magnitude.fld

図1.可視化モジュールのネットワーク構成
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モ ジュー ル で、UViewer3Dは モ ニ タ 上 に 出 力し、
OutputImageはファイルに出力します。

ドに表示されます。 その後、vector_x,y,zのキー
入力フィールドで法線方向を指定してください。座標
軸に直行する面を指定する場合、下部に表示されたボ
タンXY,YZ,ZXを利用します。図4は可視化結果で、
同図⒜がオブジェクトと断面を同時に評した場合、同
図⒝は断面のみを表示した場合です。
2Point+Directionは2つの基点と方向で断面を
設定します。2つの基点をマウスあるいはキー入力で
設定します。その後、鉛直方向を下部のボタンX,Y,Z
のいずれかで設定します。
1Point+RotationAngleは1つの基点と軸方向
の回転角度を設定します。基点の設定方法は上記の
とおりです。その後、各座標軸を中心とした回転角度
をキー入力またはスライダを利用して設定します。
3Pointは3つの点を含む断面を作成します。表示
されているオブジェクトの任意の3点をキー入力また
はマウスを利用して設定してください。このとき、設
定できる範囲は各座標軸方向のデータの個数に対応
します。例えば、リスト1に示すフィールドファイルの
場合、各座標軸方向の座標値の範囲はいずれも0～
127になります。 それ以外の値が設定された場合、
キー入力フィールドに-1.#Jと表示されますので、設
定を再度行ってください。

モジュールslice_arbitplaneの利用法
モジュー ル slice_arbitplaneは、モジュー ル
sliceおよびArbitplaneを組み合わせて、かつイ
ンタラクティブ操作が可能なユーザインタフェース
機能を実装したモジュールです。 断面抽出と可視
化のためのモジュールとしてslice_planeおよび
slice_orthoplaneがありますが、それらモジュー
ルの機能をすべて包含しています。
モジュールslice_arbitplaneのネットワーク接
続方法を図1に示します。インタラクティブ操作を実
現するために、入出力ポートがそれぞれ4つ用意され
ています。モジュール上部にある入力ポートについ
て、左端の紺色のポートにはモジュールset_minmax
の出力ポートを接続します。左から2番目および3番
目のポートはそれぞれ赤色およびピンク色になって
いますので、モジュールUViewer3Dの出力ポートに
ある同じ色のポートを接続します。また、モジュール
slice_arbitplaneの出力ポートの2つの赤色ポー
トをモジュー ルUViewer3Dの 入 力ポ ートに接 続し
ます。
次 に、モ ジュー ル slice_arbitplane の コント
ロールパネルを表示し、Plane Setting Editor
にチェックを入 れます。 そ れにより、図2に示 すエ
ディタ・ダイアログが表示されます。 断面設定法と
して4つ の 方 法 が あり、1Point+NormalVector、
2Point+Direction、1Point+RotationAngle
および3Pointです。 それらの設定法を次に説明し
ます。
1Point+NormalVectorは、任意の1つの基点と
法線ベクトルの方向から2次元平面を生成します。基
点を設定するときは、図3に示すとおりボタンPick
Point1をクリックしてハイライト（ ボタンの色が橙
色）
します。次に、
モニタに表示されているオブジェク
ト（ モジュールisosurface_nestの可視化図面 ）
の任意の位置にマウスポインタを移動して、Ctrlキー
を押しながらマウス左ボタンをクリックします。その
位置がダイアログにあるx,y,zのキー入力フィール

⒜

図 4.可視化結果

⒝

まとめ
任意断面の抽出および可視化のためのモジュール
slice_arbitplaneの利用方法について解説しま
した。3次元可視化システムAVS/Expressは長い期
間にわたって、さまざまな研究分野の研究者によって
利用されてきています。そのおかげで、可視化のノウ
ハウがモジュールという形で具体化され、利用できる
ようになっています。AVS/Expressの奥深さに触れ
られたような感じがします。

図 2 . Arbitplane設定
エディタ・ダイアログ

図 3 .1Point+NormalVectorの
設定
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Supercomputer Information

スパコンinfo.

ご存じですか？ スパコンは

客員研究員による利用講習会およびユーザ支援活動

北海道の共有インフラです。
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7回 ）を開催します

平成27年度本センター客員研究員を株式会社日立製作所 高山恒一さんが担当されます。下記の日程で、本セ

「 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

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、

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

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。

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。

【 利用講習会開催日程 】 開催時間13：30～15：00
第1回 6月15日 ㈪「HITACHI SR16000の紹介、実行までの手順 」
6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1」

この度、下記のとおり第7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26年度に実施された
共同研究課題34件の研究成果を口頭発表で報告し、平成27年度に採択された課題35件の研究内容をポスターで

6月17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」

紹介します。すでに、下記のホームページで、プログラムの公開および事前参加申込受付を行っています。奮って

6月18日 ㈭「MPI並列処理プログラミングと実行1」

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/7th/

6月19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から北大スパコンへのプログラム移行相談、他センタースパコンから北大スパコンへのプログラム移行相談、
北大スパコンで実行されているプログラムの高速化・並列化支援を上記の利用講習会開催日に実施しました。

アプリケーションソフトウエアCOMSOL Multiphysicsがバージョン5.1になりました

【 日程 】2015年 7月9日㈭ 10：10～18：20（ 懇親会18：30～ ）
10日㈮ 10：00～16：55
【 会場 】THE GRAND HALL（ 品川 ） http://www.tg-hall.com/contact/
【 プログラム 】
7月 9日木

9：30～
10：10～10：15
10：15～10：25
10：25～11：55
12：00～13：30
13：30～15：00
15：15～16：15
16：20～17：20
17：20～18：20
18：30～

受 付 開 始
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 ）
来 賓 挨 拶 榎本  剛（ 文部科学省研究振興局・参事官（ 情報担当 ）
）
セッションA 超大規模数値計算系応用分野（Part1）
昼
食
セッ ションB 超大規模数値計算系応用分野（Part2）
セッションC 超大規模数値計算系応用分野（Part3）
ポスターインデキシング（ 講演会場 ）
ポスター発表 （ホールホワイエ ）
懇
親
会（ホールホワイエ ）

7月10日 金

9：30～
10：00～11：30
11：30～13：30
13：30～15：00

受 付 開 始
セッションD 超大規模数値計算系応用分野（Part4）
昼
食
セ ッ ションE 超大規模情報システム関連分野研究

アプリケーションサ ーバ{malt1、malt2、
malt3}.hucc.hokudai.ac.jpで利用サー
ビスを行っていますアプリケーションソフト
ウエアCOMSOL Multphysicsにバージョン
5.1を追加しました。本バージョンではアプリ
ケーション・ビルダが大幅にアップグレードさ
れ、業務に最適な機能を備えたツールを実現
することが可能になりました。さらに、各種の
機能強化や、処理の高速化や効率化が配慮さ
れています。 本センターでは、利用者の要望

超大容量ネットワーク技術分野

に応えて、毎年モジュールの追加や充実に努
めています。アップデートの詳細については、
https://www.comsol.jp/release/5.1
をご参照ください。

複合研究分野
15：15～16：45 セ ッ ションF 超大規模数値計算系応用分野（Part5）
16：45～16：55 閉 会 挨 拶 課題審査委員長 合田憲人（ 国立情報学研究所・教授 ）
COMSOL Multiphysics ver. 5 .1画面（ 伝熱モジュールを利用したデモ）

現在、利用サービスを行っているソフトウエアのバージョンとコマンド名の関係は下記のとおりです。また、利用
可能なモジュールとライセンス数は下記のとおりです。ただし、括弧内は同時利用ライセンス数です。
COMSOL Multiphysics
Version
4.2
4.3b
4.4
5.0
5.1

コマンド名
comsol42
comsol43b
comsol
comsol50
comsol51 または
comsol-5.1.0
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●AC/DCモジュール ��� （3） ●CFDモジュール����� （1）
●RFモジュール������ （2） ●パイプ流れモジュール�� （1）
●波動光学モジュール��� （2） ●化学反応モジュール��� （1）
●伝熱モジュール����� （1） ●腐食モジュール����� （1）
●構造力学モジュール��� （1） ●CAD Importモジュール� （1）

16

日立最適化FORTRAN90コンパイラをバージョンアップしました
スーパーコンピュータHITACHI SR16000モデルM1で利用サービスを行っています日立最適化 FORTRAN90
コンパイラを、本年4月にバージョンアップしました。リリースノートなどの詳細資料を大型計算機システム・ホー
ムページのリンク「システム情報 」
（ 右端中程度 ）において公開しています。直接アクセスする場合、下記のアド
レスを指定して下さい。
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~a10020/system/system.cgi
本センターでは、
「システム情報 」において、
コンパイラのバージョンアップおよび不具合等に関する情報を随時
提供しています。あるときを境に計算結果が変化したり、計算時間が増加するなどの不可解な現象が現れたときは、
「システム情報 」で公開されている情報をご確認いただくとともに、本センターあてにお知らせください。
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Q&A
Q
A

大型計算機システムの利用に関して、利用申請のみで利用できるサービスを教えてください。
大型計算機システムの利用サービスは有料で、申請者ごとに基本サービス経費（12,960円 ）を負担して
いただきます。この有効期限は、年度末の3月31日です（ 一部経費によっては、期限を制限しています ）。

なお、下記の利用サービスは基本サービス経費で利用可能で、実費等を除く追加の負担金は不要です。ただし、負
担金が発生する場合、括弧内にその金額を示しています。
⑴ スーパーコンピュータTSSノードでのプログラムのコンパイル、デバッグ及びジョブ実行
OSはAIXで、大規模・高速計算に適したコンパイラ、ライブラリ及びアプリケーションソフトウェアを利用でき

ます。主記憶装置及びCPUを利用者が共有する2つのTSSノード{hop000、hop001}.hucc.hokudai.ac.jpへ

SSHでアクセスします。なお、ファイル付加サービス（0.5TB～につき年額32,400円～ ）を申請せずにディス
ク使用量が5MBを超えた場合、自動的にファイル利用の負担金（10GBにつき月額1,080円 ）が発生します。
スーパーコンピュータの詳細について、下記ページをご覧ください。

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

⑸ WebDAVストレージ
⑷と同様な機能で、独立した別のサービスとして提供しています。
WebDAVの機能によりアクセス可能なストレージで、Webブラウザでアクセスします。ファイルを第三
者に配布することや、逆に受け取ることができます。また、大型計算機の利用者間での共有も可能です。MS
Windows、MacOS、AndroidあるいはiOSに対応した専用のクライアントアプリを使用することで、ローカル
PCや携帯端末装置とのフォルダ同期が可能です。
ディスク領域は初期設定では最大100GBまで利用可能です。なお、ディスク容量を1TB単位で増やすことが
できます（1TBあたり、
月額1,890円または年額22,680円の負担金が必要 ）。
WebDAVストレージの詳細について、下記マニュアルをご覧ください。

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/pdf/ownCloud̲manual.pdf
⑹ 端末装置

情報基盤センター北館1階の利用者端末室に、MS WindowsとMacOSがインストールされたiMacが15台
設置されています。本センターで開催される各種講習会で使用する場合がありますので、利用にあたっては空
き状況を本センター共同利用担当までご確認ください。
利用者端末室には、大判プリンタ及び専用端末がそれぞれ2台設置されています。学会や国際会議などでの

⑵ アプリケーションサーバでのジョブ実行

アプリケーションサーバ{malt1、 malt2、 malt3}.hucc.hokudai.ac.jpは、OSとしてRed Hat Enterprise

Linux 5.9を採用し、研究目的で使用されるIntelコンパイラや各種アプリケーションソフトウェアがインストー
ルされたIntel Xeonサーバです。アカウントごとに、初期設定として最大100GBまでのディスク容量を利用で
き、さらにディスク容量を1TB単位で増やすことができます（1TBあたり、月額1,890円または年額22,680円の
負担金が必要 ）。3台のサーバには、SSH及びウェブブラウザでアクセスします。ただし、本学以外の利用者は

講演ポスターを短時間で綺麗に印刷することができます。用途に応じて使い分けられるように、さまざまな材質
とサイズの用紙を用意しています（ 印刷時は1枚あたり432～3,996円の負担金が必要 ）。
大判プリンターの利用に関する詳細について、下記ページをご覧ください。

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

malt3.hucc.hokudai.ac.jpのみ利用可能です。

アプリケーションサーバの詳細について、下記ページをご覧ください。

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

⑶ ホームページサービス

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/˜利用者番号/のアドレスでホームページを公開できるサービスです。

ディスク領域の上限は10GBで、
ディスクの増設はできません。
ホームページサービスの詳細について、下記ページをご覧ください。

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

大型計算機システムの利用サービス一覧
基本サービス

利用するには

（利用登録のみで利用できる）

追加の負担金が必要

スーパーコンピュータ

クラウドシステム

TSS ノード利用

バッチノード利用

ディスク利用 5MB まで

5MB を超える利用

サーバ利用

オンラインストレージサーバ

⑷ オンラインストレージサーバ

ディスク領域 100GB まで

アプリケーションサーバ

WebDAVでアクセス可能なストレージで、ウェブブラウザを利用してアクセスします。WebDAVとは、Web
ブラウザを利用してWebサーバ上のファイルやフォルダを管理できるようにした仕様です。この機能を利用す
ることで、ファイルを第三者に配布すること（Web公開 ）、あるいは受け取ること（ 受取フォルダ ）ができます。
さらに、MS Windowsに対応した専用のクライアントソフトを使用することで、ローカルPCとのフォルダ同期が
可能です。
ディスク領域はアプリケーションサーバと共通で、初期設定では最大100GBまで利用可能です。なお、ディス

※領域はアプリケーションサーバと共通

アプリケーション利用
ディスク領域 100GB まで

ディスク増設（1TB 単位）

ディスク増設（1TB 単位）
WebDAV ストレージ
ディスク領域 100GB まで

ホームページサービス

ディスク増設（1TB 単位）
AmazonS3 互換ストレージ

ディスク領域 10GB まで

利用（1TB 単位）

ク容量を1TB単位で増やすことができます（1TBあたり、
月額1,890円または年額22,680円の負担金が必要 ）。
利用者端末室

オンラインストレージサーバの詳細について、下記ページをご覧ください。

端末（Windows/MacOS）の利用

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/online̲storage.html
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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
今回の特集記事では、本センターのクラウドシステムを活用してスワームロボティクスのシミュレー
ションをされている広島大学の大倉先生に大変興味深いお話を伺うことができました。
多数のロボットが自律的に協調してタスクを実行するスワームロボティクスについては、災害時のレ
スキューロボットとしての実現など、今後の発展が大いに期待されるところであり、クラウドシステムの
果たす役割も今後ますます重要になっていくものと考えられます。

●次号の特集予告
本センター大型計算機システムのユーザ支援等の活動は、センター職員および大規模計算システム
研究部門に属する教員が協力して行っています。本年4月から、大規模計算システム研究部門に2名
の教員が着任し、センターでの独自の研究活動を開始する傍ら、ユーザ支援活動にも積極的に参加し
てもらっています。次回の特集では、新任教員の紹介を兼ねて、研究テーマ、北大センターの印象お
よび大型計算機システムの利用拡大と高度利用に関連する今後の抱負などについてインタビューを
行います。

●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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