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表紙ならびに上記図面は、本号特集記事においてトピックスとして取り上げたKumoi（雲居）のデ
モンストレーション画面です。技術紹介向けに作成したプロモーションビデオのキャプチャ画像です。

表紙図面は、各ノードのCPU使用率を3次元画面上にグリッド表示しています。図面では少し分
かりにくいかもしれませんが、2つの異なるクラスタの情報を統合し表示しています。このように、
Kumoiではヘテロジニアス（異機種）なクラスタが混在した環境であっても統一的に管理することが
できます。

上記図面は、同じような情報を3次元画面上で棒グラフ表示しています。これらの可視化のために
特別なAPIは用意しておらず、すべて通常のコマンドラインでの操作環境と同じAPIを使用しています。
これは、Kumoiのクラウド基盤ソフトウェアとしての拡張性の高さを示していると言えます。

Kumoi（雲居）デモンストレーション画面
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情報基盤センター　准教授

杉木章義先生 インタビュー

世界に誇る
北海道大学アカデミック
クラウドを目指して

Interview with

北海道と北海道大学の印象
─今日は、情報基盤センター大規模計算システム研
究部門※准教授に着任された杉木先生をお迎えして、
お話しを聞きます。
いきなりですが、北海道の夏は思いのほか暑かったの
ではないでしょうか。

nterview

A.SUGIKI

来てみて、動物だけではなく植物も意外とダイナミッ
クで、毎日どこかが変わっているように感じています。
ポプラの綿毛が飛んでいたり、短期間で花が咲いて、
散って、実がなったりと、長い冬の期間の分をそれ以
外の期間で取り戻さなくてはいけませんので、植物も
随分たくましく生きているなという印象です。

─情報基盤センターに対してどのような感想をお
持ちですか。

杉木　穏やかな先生が多く、非常によい職場だと思っ
ています。北大は全般にガツガツした先生が少ない
ような印象を受けています。ただ、穏やかなのですけ
れども、どの先生も研究成果を出しておられるので、ガ
ツガツせず成果が出るということは優秀でなければ生
きていけない職場ではないかと思っています。それ
がかえってプレッシャーになります。

北海道大学アカデミッククラウド
─北海道大学アカデミッククラウドをご存知でした
か？

杉木　最初に導入されたときにネットのニュース・リ
リースで拝見しました。すごいシステムが導入された
なという印象でした。

─どういうところがすごいと思われましたか？

杉木　クラウドシステムを研究されている先生は当
時からおられたと思うのですけれども、大規模シス
テムの本格運用が開始され、それが大学であると
いうことに驚きました。導入されたソフトウェアも
CloudStackという、当時、「 これから流行する」ソフ
トウェアでしたので、その積極的な取り組みに驚かさ
れました。

─着任してから、北海道大学アカデミッククラウドに
関連した研究と業務を担当されていますが、現在はど
のようにお考えですか？

杉木　現在でも国内最大規模のシステムだと思ってい
ますが、非常にプレッシャーを感じています。これま
でのシステムは大成功だったので、今後、どういうこと
をしていけば引き続き成功と認められるか真剣に考え
なければいけないと思っています。特に、ここ数年、ク
ラウドに関連した世の中の動きも速くなっていますの
で、その中でどういうことをやっていけばよいのか。

─クラウドシステムは今や一般的になっています。
一方、クラウドの中身が分からないことから、利用を躊
躇している方も多いように思います...

北海道大学情報基盤センター学際大規
模計算機システムのクラウドシステムは、
北海道大学アカデミッククラウドとして全
国の注目を集めています。クラウドシステ
ムに関する先駆的な研究とユーザ支援を
推進するため、本年4月に杉木章義 准教授
が着任されました。
本特集記事では、杉木先生の北海道大
学アカデミッククラウドに対する印象、研究
テーマの紹介および次期システムへの抱
負について語っていただきます。

※ 平成27年10月1日からスーパーコンピューティング研究部門とシステム
デザイン研究部門に改組し、現在はシステムデザイン研究部門に所属。

杉木　実は、今年は夏バテしてしまいました。本州で
は、夏は常にクーラーがある生活でしたので、それほ
ど暑くは感じなかったのですが。北海道に来てから
はクーラーを極力使わない生活をしていますので、か
えって夏バテしてしまいました。

─しばらく過ごされて、北海道大学についてどのよ
うな感想をお持ちですか。

杉木　もともと、日本国内でも有数の素晴らしいキャ
ンパスを誇る大学の一つだと思っていました。実際に
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います。

─アカデミッククラウドを利用した研究支援とはど
ういうことを想定しているのですか？

杉木　最近、それぞれの研究分野で、定番というかデ
ファクトで使われているようなソフトウェアがあるの
で、そういった支援をしたいと思っています。

─それはどのようなものなのですか？

杉木　2つの方針がありうると思います。Hadoopや
Sparkなどの共通のソフトウェア基盤を提供して、研
究分野ごとにインターフェースを定義してもらうか、
Dockerなどのコンテナ技術を利用して、アプリケー
ションが直ちに利用できる環境を同じ分野の研究者
同士で再利用していただくかといったことができるで
しょう。

─北海道大学アカデミッククラウドは、インフラサー
ビスを重要視しています。今言われたサービスは、
アプリケーションということでしょうか？

杉木　確かにアプリケーションにまで踏み込むのは、
センターとしても禁断の領域だと思っていますが、
バーチャルマシンを「箱」として貸し出すだけでは、
十分なユーザ支援とはいえないのではないかと思い
始めています。バーチャルマシン自身はOS・システ
ムソフトウェア分野の研究者として技術的にはすごく
面白いのですが、多くの研究者の本来の関心は、デー
タにあるのではないかと思っています。つまり、研究
成果が得られるかどうかに関心があって、バーチャル
マシンやアプリケーションソフトウェアそのものには
関心が全くありません。どういうことができるか分か
らないけれども、そういった世界に近づけていかない
といけないと思うのです。

─クラウド利用の特徴として短期間に集中的に利用
することがあります。レンタルしてから、実利用まで
の期間短縮が課題であると思いますが...

杉木　その点に関しては、次のシステムで解決したい

杉木　広報活動はまだまだ不足していると思います
が、一方でクラウドシステムは、中身が分からない方が
正しいという考え方もあります。クラウドは抽象化が
ポイントですので、知っていただかなくても使えるとい
うことが最終的な目標ではないかと思います。

最近、約2,000コアも常時使われていることが分
かったのですが、組織別や機関別に集計すると、実は
まだまだいけるという感触を持っています。少なくと
も今の2倍ぐらいは使ってもらえるのではないでしょ
うか？

─クラウドシステムでは、どのような利用者を想定
しているのでしょうか？

杉木　教育や研究、業務に関するさまざまな用途に利
用してもらいたいと思います。まだまだユーザの掘り
起こしが可能であると考えています。現在、研究室や
部局の既存サーバの置き換えとしてお使いいただい
ているのではないかと思いますが、もう少し本質的な
部分、例えば、研究活動そのものなどを支援していき
たいと思っています。また、定型化したWebやメール、
ストレージなどの用途では、もう少し簡単に利用でき
るよう工夫していきたいと思っています。

ただ、クラウドといった場合、皆さん期待するところ
がそれぞれ違いますので、それを素直に受け止めます
と、たくさんの領域をカバーしないといけません。ど
れに集中して、最大の効果を目指していくかは、セン
ターとしての腕の見せどころだと思っています。

─クラウドというと、アマゾンAWSやマイクロソフト
Azureなどのパブリッククラウドが興味を持たれてい
ると思います。パブリッククラウドに比べて北海道大
学アカデミッククラウドはどのような特徴があるので
しょうか？

杉木　一番分かりやすい点として、ディスクやネット
ワークのI／Oが無料ということです。SINETという
非常に高速な回線も利用できます。短期間のスポッ
トでの利用はパブリッククラウドの方が安い可能性も
ありますが、長期間でかつ、たくさんの資源を使う場
合、パブリッククラウドよりも安価に利用できることが
期待されます。また、利用負担金も仮想マシンを占有
するタイプでは、比較的低廉に設定されていると思い
ます。ただし、昨今の電気料金の変動は心配ではあり
ますが…

本来のアカデミッククラウドの利用法に立ち戻って、
パブリッククラウドではなかなか実現が難しい教育や
研究活動の支援をしたいと思っています。できれば、
研究用アプリケーションの領域まで踏み込みたいと
思っています。先日から学内ユーザに対してヒアリン
グを実施し、たくさんご意見を頂いていますので、今
後それらご意見をシステムに反映させたいと考えて

杉木章義
Akiyoshi SUGIKI
北海道大学情報基盤センター
システムデザイン研究部門
准教授

2007年電気通信大学電気通信学研究科修了。博士（工学）。
科学技術振興機構CREST研究員、筑波大学学術情報メディアセン
ター助教を経て、現在に至る。専門はクラウドコンピューティング、並
列分散処理、OS・システムソフトウェア。

と思っています。会計的な面での課題はありますが、
システムの方では、最近、Docker などのコンテナ技
術が急速に発展しています。例えば、ある研究分野で
よく利用されるアプリケーションをコンテナにまとめ
ておき、利用者に提供します。また、そのコンテナを
いくつか接続して処理のチェーンを作成することもで
きるでしょう。入力となるデータセットも近年オープ
ン化が進んでいますので、それらを組合せて解析でき
るようになります。

─入力と出力を定義して、既存のモジュールを繋ぎ
合わせて処理を実現するという感じですね。

杉木　はい。特に最近ですと、実験結果の再現性みた
いなことも求められています。論文だけではなく、実
験に使用したソフトウェアやデータなど、いろいろなも
のがオープン化されて、公開が義務づけられ始めてい
ますので、そういったところから何かを持ってきて再
現するとか、そういった環境を調えていかなければな
りません。

─そのような利用環境を普及させるためには、豊富
な利用例が重要でしょう。

杉木　例えば、コンテナだと、世界中のいずれかの研
究者が解析用のコンテナを作るので、それを流通させ
るようなプラットホームができれば、利用の際の敷居
はかなり下がるのではないかと思います。センター
単独ですべてを用意することは無理です。それぞれ
の研究分野で解析のパッケージングをしてくれる人が
いて、それを北海道大学アカデミッククラウドで利用
できるようにすれば、全国の研究者が利用できるよう
になります。当然、そのためのセンターの負担はそれ
ほど多くないと考えます。

─北大センター独自のソフトウェアの利用や開発は
可能ですか？

杉木　可能だと思いますし、私は独自に一から開発す
る方が好きなのですが、昨今では、既存のオープン
ソース成果の活用も大事だと思っています。特に、
GitHubなどのソーシャルコーディングが登場してか

Kumoi（雲居）の概念
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杉木　少し恥ずかしいのですけれども、これを作って
いたころ、現代語訳の「源氏物語」を読んでいました。
そこでは、「雲居」がいくつかの歌に出てくるのです。
もともとは「雲のある場所」という意味ですけれども、
例えば、京の都から離れたところに赴任して、都にお
いてきた人を思い描いて歌う場面で使われたり、亡く
なった人を思い浮かべて使ったりします。それが日本
的で、面白いと感じました。また、雲なのでクラウドと
関係していると思って命名しました。

─KumoiはOpenStackとかCloudStackと同じよ
うな機能を有するソフトウェアですか？

杉木　同じ機能を有したソフトウェアであると言えます
し、少し低いレイヤの機能を提供しているとも言えま
す。クラウド基盤ソフトウェアでは、取り扱わなければ
ならない計算リソースに、物理計算機、バーチャルマシ
ン、ストレージ、仮想ネットワークなどがあります。さ
まざまなリソースがあり、当時、独自のAPIを持ってい
ました。ストレージのコマンドやバーチャルマシンの
コマンドなど、リソースごとに覚えて利用しなければな
らず、とても不便でした。当時でもたくさんのリソー
スがあり、今後はさらにその種類が増えていくだろう
と予想されました。それらをまとめるために、それぞ
れのリソースをスクリプト言語上のオブジェクトにし
て、スクリプト言語と実世界の間で状態が双方向に反
映されるようにしました。そのような方法によりリソー
ス間のインターフェースを統一し、また、スクリプト言
語から実世界のクラウドのリソースを自由に操れるよ
うにすることを目指しました。

使用したスクリプト言語としては、Scalaを使用しま
した。普通のUNIXのシェルスクリプト言語は70年代
などに設計された言語なので、言語としての能力は低
いのですが、Scalaなど最新の言語では、再利用性や
記述の簡潔性が非常に高くなっています。対話的に
も使えますし、バッチ処理的な自動運転もできます。

─エンドユーザのみならず、技術職員にも利用して
もらえればよかったのではないかと思います。

杉木　そう期待していたのですが、実際にはScalaは
かなりハードルが高かったよう
です。利用してもらいたかっ
たのですが、マーケットがニッ
チだったり、使うのが難しかっ
たりということで、思ったほど
使ってもらうことができませ
んでした。

ら世界の流れが大きく変わったように感じます。北海
道大学アカデミッククラウドには、今でもHadoopな
どのシステムがあるのですけれども、使ってもらうに
はまだまだハードルが高いと思います。センターとし
て研究支援を行うというのは大変ですけれども、北大
はいろんな研究分野で興味深い研究をされている先
生がおられます。特に、緑豊かなキャンパスですから、
自然と関連した研究も多いように思います。異なる
分野の研究者同士が協同してよい研究ができる支援
やプラットホームを用意していかなければいけないと
思っています。

─今の考えをビッグデータと組合せることで新たな
知見を得ることにつなげられれば、アカデミッククラウ
ドの重要性が認識されるように思います。

杉木　最近、ラボでの実験をせずに情報処理的な大
規模データ解析で新しい発見を行うということが、い
くつかの研究分野で流行しています。このような流
行に危機感を感じて対応していくという意味において
も、ビッグデータに取り組まなければならないと思っ
ています。

ご自身の研究活動について
─これまでどのような研究に携わっていましたか？

杉木　簡単に説明しますと、クラウドの基盤になるミド
ルウェアを開発していました。それを「Kumoi （雲
居）」と呼んでいます。2009年に研究経費が認めら
れ、企業の研究者と共同で5年間にわたって研究を実
施しました。2009年といいますと、CloudStackも
まだその前身となるソフトウェアの時代ですし、最近
流行しているOpenStackも全く存在しない状況でし
た。OpenStackはここ数年で出てきたシステムです。
当時、何もないところから、クラウドの基盤を作るとい
う研究を始めました。

─漢字で「雲居」と書いてあります。これはクラウ
ドを意識されたのですか？

─一般的に、APIはどのような言語を使って開発す
るのですか？

杉木　性能を重視するならば、今でもCかC++だと思
います。そうでない場合はJavaかPythonあたりでしょ
うか？最近では、Goもかなり流行しています。ただし、
APIとしてはJSONやProtocol Buff ersのようなもの
がよく用いられるようになったので、APIの言語はあま
り重要ではなくなりました。

今後、Kumoi（雲居）の開発において得られた知見
を、センターの運用で生かしていきたいと思っていま
す。ノウハウはかなり使えると思います。当時は計算
リソースのAPIが整備されておりませんでしたので、
部品から作らなくてはいけませんでしたが、現在では、
部品は十分揃っていると言えます。できればKumoi
が実現しようとした世界を、今のアカデミッククラウド
の文脈でやり直せればと思っています。

将来の抱負
─本センターに着任してから、どのようなことに興
味をお持ちですか？

杉木　難しい質問ですけれども、まずは簡単なところ
からHadoopとSparkのチューニングを始めていま
す。さらに、研究室でクラウドのリソース最適化に関
する研究を進めているので、それにも参加していま
す。それはインタークラウドの世界で、地理的に分散
した計算資源を組合せて、最適な構成にすることを目
指します。インタークラウド環境での資源最適化とい
うのは、プライベートクラウドとアマゾンAWSのよう
なパブリッククラウドを組み合わせた場合の資源最適

化や、複数大学の計算資源を組合せた場合の最適化
を指しています。

─あと2年半後に新システムの稼働を予定していま
す。新システムではどのようなことを実現したいと考
えていますか？

杉木　まずは、大きく目立つ機能を実現する一方で、
安定して稼働することが必要だと思います。おそらく、
新システムは北大内に設置したプライベートクラウド
と外部のパブリッククラウドを組合せたハイブリッドク
ラウド構成になるでしょう。特長的なサービスとして、
OSコンテナの支援やベアメタルの利用サービスを計
画しています。もちろん、ビックデータ関連研究も支
援していきます。

─ハイブリッドクラウドを推進されるのは、今後需要
が高まるという予測でしょうか？

杉木　現行システムを導入したときと比較して、最近
では民間のパブリッククラウドのサービスが格段に進
歩しています。その成果を無視するわけにはいかな
いでしょう。クラウドがあることを前提にすべてを捉
え直していく必要があります。そのくらいクラウドは
計算機にとって革新的だと思います。

─本日は長時間にわたってインタビューに対応して
いただき、ありがとうございます。これからのご活躍
を期待しています。

Kumoi（雲居）の機能

Kumoi（雲居）システムの構成例
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第35回

線形計算アルゴリズムの研究動向：
通信回避型アルゴリズムの研究
 情報基盤センタースーパーコンピューティング研究部門　深谷　猛

知 っ て 得 す る !!

はじめに
年々、スーパーコンピュータの性能が向上していま

すが、その大きな要因は、CPUに搭載されているコア
の増加と、システムを構成している計算ノードの増加
にあります。例えば、現在、北海道大学情報基盤セン
ターで稼動中のHITACHI SR16000/M1の計算ノー
ドの数は166ですが、2018年度からの稼動を予定
している次期システムでは、ノード数が1000前後で
ピーク演算性能が現在のシステムの10倍以上となる
ことが予想されます。このように、今後、より高い演算
性能のシステムが容易に利用できるようになると期待
されますが、同時に、今以上の多数のノードを活用す
ることが求められます。実際、2012年の秋に一般共
用が開始された、理化学研究所のスーパーコンピュー
タ「京」の計算ノードの数は82,944であり、「京」
においては数千ノード規模の並列計算は既に一般的
となっています。

近年、著者の主たる研究分野である、線形計算アル
ゴリズムの分野において、ペタスケールやその先のエ
クサスケール時代の超並列計算システムを想定した
高性能アルゴリズムの研究が活発に行われています。
今回の記事では、その中の一つである「通信回避型
アルゴリズム」の研究を紹介します。並列数が増え
た場合に通信のコストが問題になることは広く認識
されていると思います。通信回避型アルゴリズムの

研究では、通信コストの中でも特にレイテンシと呼ば
れるコストが大きいことに着目し、通信の回数を減らす

（＝通信回避）ことを目標に、行列計算のアルゴリズ
ムの再設計等を行います。

今回の記事では、実際に通信のレイテンシが問題と
なることを説明した後で、具体的な行列計算における
通信回避型アルゴリズムの研究事例を挙げて、その
特徴や効果を説明します。紙面の都合や読者の方の
専門分野を考慮して、細かい部分や数式はできるだけ
使わずに、研究の概要を述べたいと思いますので、詳
細については数値計算の教科書や関連する文献を参
照してください。

研究背景：通信のレイテンシ
ネットワークを介してノード間でデータのやり取りを

することを通信と呼びます。分散メモリ型の環境にお
ける並列計算では通信が不可欠であり、プログラム中
ではMPIライブラリの関数が利用されることが一般的
です。また、通信の種類として、MPI_Sendに代表さ
れる1対1通信とMPI_Allreduceに代表される集団通
信の二種類があります。例えば、ステンシル計算など
では前者が、ベクトルの内積の計算などでは後者が利
用されることが多いです。なお、多くの場合、集団通
信は1対1通信を組み合わせる（繰り返す）ことによ
り実現されます。

並列数が増えると、多くの場合、集団通信のコスト
が増加します。これは、通信に関与するプロセスの数
が増加するからです。一方、1対1通信については、計
算の構造にも依存しますが、ステンシル計算の場合な
どでは、各プロセスの通信相手の数は変わらないた
め、並列数の増加の影響が少ないことが多々ありま
す。さて、線形計算、つまり、行列やベクトルの計算を
扱うアルゴリズムを考えると、ノルムや内積相当の計
算において集団通信（多くの場合、MPI_Allreduce）
が必要になります。さらに、逐次的あるいは反復的な
処理の内部でこれらの計算が必要になるため、アルゴ
リズム全体としては多くの集団通信を実行している場
合が多々あります。そのため、並列数が増大した際に、
このような構造を持つ従来のアルゴリズムでは、シス
テムの性能を引き出すことが難しいと認識されてい
ます。

このような背景から、線形計算アルゴリズムにおけ
る通信のコストを削減する必要があるのですが、並
列化の効果（並列化による演算量の削減）を維持し
たまま、通信コストを削減するのは容易ではありませ
ん。そのような状況で、近年、一つの方向性として注
目を集めているのが「通信回避（Communication 
Avoiding）」［文献1］です。多くの場合、通信のコ
ストは、レイテンシと呼ばれる部分と、通信するデー
タ量に応じて増加する部分の二つに分けて解釈す
ることができます。例として、「京」におけるMPI_

Allreduceの実行時間を測定した結果を図1に示しま
す。ここでは、プロセス数が異なる3ケースそれぞれ
で、通信するデータ量（倍精度浮動小数点型）を変
化させて通信時間を測定しています。グラフから明
らかなように、それぞれのプロセスに関して、通信デー
タ量と実行時間を直線でフィッティングすることがで
きます。この直線の切片の部分がレイテンシと呼ば
れる部分で、通信1回ごとに必要となるコストになりま
す。また、傾きがデータ1個を送信するために必要な
コストで、ネットワークバンド幅（Byte/sec）の逆数に
相当します。

図1が示すように、プロセス数を増やすと、当然、同
じ個数のデータに対するMPI_Allreduceに要する時
間も増加します。さて、図1の中で1024プロセスの
データを直線で近似した場合の切片と傾き、つまり、
レイテンシとネットワークバンド幅（ の逆数）を調べ
てみると、レイテンシが約10-4（秒）で、ネットワーク
バンド幅の逆数が約10-7（秒/個）となります。この
数字から分かるように、両者は桁違いに大きさが異な
ります。この数字が意味するように、近年のシステム
における通信コストでは、通信データ量に関わらず、
通信自体を行うことで生じるレイテンシのコストが非
常に大きな問題となります。特に、線形計算のアルゴ
リズムにおける集団通信では、通信するデータ量がス
カラー変数1個だけ、という状況も少なくないため、通
信時間の大部分がレイテンシであるといえます。

図1：「京」におけるMPI-Allreduceの実行時間
通信データ数（倍精度浮動小数点型）
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ダー変換と呼ばれる直交変換を順番に作用させるこ
とで、図2に示したように、行列を上三角化する（ つま
り、Rを求める）手法です。なお、Qは計算の途中で生
成した直交変換から別途計算することになります。ま
た、ハウスホルダーQR分解に関しては、扱う行列の性
質が悪い（線形従属に近い）場合でも、計算結果の
精度が良い（Qがきちんと直交している）ことが理論
的な誤差解析により示されています。

このハウスホルダーQR分解のアルゴリズムを並列
化した場合を考えます。なお、行列データの分散方法
は、行列が縦長ということもあり、行方向にブロックに
分割してそれぞれを各プロセスが保持する、とします。
並列化の詳細は割愛しますが、重要なポイントは、図2
から分かるように、このアルゴリズムは一列ごとの処理

（一列ごとに上三角化）する構造を持っており、そし
て、各列に関する処理において、ベクトルの内積相当
の計算が数回必要となる点です。言い換えると、一列
を上三角化するために集団通信が数回必要になる、と
いうことになります。したがって、既に述べたような理
由から、並列数を増やして行くと、この部分が深刻なボ
トルネックとなり、並列化の効果が大きく低下するこ
とが予想されます。

実際に、ハウスホルダーQR分解のアルゴリズムを
スーパーコンピュータ「京」の上で並列化した場合
の計算時間と並列数の関係を図3に示します。なお、

図1で示した点に加えて、現在や今後の技術動向を
踏まえると、ネットワークバンド幅に比べて、レイテン
シの向上がはるかに困難であることが指摘されてい
ます。つまり、今後のシステムでは、さらに両者の差
が拡大することが予想されています。このような状況
を考えると、まず、アルゴリズムにおける通信回数を削
減することでレイテンシを削減することが大きな意味
を持つことは容易に想像できます。これが、近年の通
信回避の研究の主たる背景となります。

通信回避型アルゴリズムの研究例
本節では、行列計算アルゴリズムの分野における通

信回避の具体的な研究事例を紹介します。扱う問題
は行列のQR分解と呼ばれるもので、特に対象とする
行列が非常に縦長の（行数が列数に対して非常に多
い） 場合を考えます。この計算は、ベクトルの直交化
の計算などに応用できるため、様々な数値計算アルゴ
リズム中で道具として利用されています。

さて、行列のQR分解というと、線形代数の教科書に
記載されているグラム・シュミットの直交化が有名か
もしれませんが、実際の数値計算の場面では、計算精
度（ あるいは安定性）の理由から、別のアルゴリズム
が使われることが多々あります。具体的には、ハウス
ホルダーQR分解と呼ばれる計算方法で、ハウスホル

行列のサイズは、行数が100万、列数が50です。グ
ラフから、並列数を増やすと通信時間が増加し、合計
の実行時間が途中で減少しなくなる（逆に増加する）
ことが分かります。このように、従来のアルゴリズム
を素直に並列化しただけでは、並列数が増えると集団
通信のコストがボトルネックとなり、並列化の効果が著
しく低下してしまいます。

次に、近年提案された通信回避型のアルゴリズムを
簡単に紹介します。UC BerkelyのJ. Demmel教授
のグループにより提案された、TSQRアルゴリズムと
呼ばれる計算方法です［文献2］。このアルゴリズム
の概要を図4に示します。図4から分かるように、最終
的に上三角化をする点はハウスホルダーQR分解と同
じですが、全体で列ごとに上三角化するのではなく、
各プロセスが担当する部分ごとに上三角化を行い、そ
こで生じた三角部分を最終的に一つにする、という構
図を持っています。数学的には、上三角化をする際に
使用する直交変換の構造が異なる（局所的で多段階
となる）と解釈されます。このアルゴリズムの利点は、
図4に示したように、三角行列のデータをプロセス間
で送受信するための1対1通信のみで並列化が可能
である、という点です。従来のハウスホルダーQR分
解では列数相当の集団通信が必要であったのに対し
て、TSQRアルゴリズムでは数回の1対1通信（解釈
によっては、全体で1回の集団通信相当）のみが必要
となり、通信回数が大幅に削減されています。なお、
通信されるデータ量については、ハウスホルダーQR
分解では1回当たりが少ない（例えば内積の場合は
スカラー1個）ので、総量としては、どちらのアルゴリ
ズムでも同程度となっています。

実際に、TSQRアルゴリズムにおける通信回避の効
果を示すために、図3と同じ条件で実行した結果を図

5に示します。通信回数を削減したことで、通信時間
が劇的に削減されていることが確認できると思いま
す。ただし、TSQRアルゴリズムでは、通信回数を減ら
す代償として、三角行列同士を一つにまとめる際の演
算コストが新たに必要となり、この部分は並列数に応
じて増加します。したがって、こちらのアルゴリズム
でも並列数を増加すると、最終的にはこの部分がオー
バーヘッドとなります。それでも、現状のシステムで
は、演算のコストよりも通信のレイテンシのコストの
方がはるかに大きいため、ハウスホルダーQR分解よ
りもTSQRアルゴリズムの方が著しく有効となってい
ます。

おわりに
今回の記事では、線形計算アルゴリズムの分野で

最近活発に研究がなされている通信回避型アルゴリ
ズムについて、その背景や具体的な事例をスーパー
コンピュータ「京」上での実際のデータとともに紹介
しました。必ずしも全ての読者の方の扱っているプロ
グラムに該当する話ではなかったかもしれませんが、
今後更にスーパーコンピュータが大規模化した際に、
今回の記事の内容を思い出して、通信のレイテンシや
通信回避といった視点からプログラムの改善につな
がることがあれば幸いです。また、線形計算アルゴリ
ズムの研究者の立場としては、今回の記事で紹介した
ような新しいアルゴリズムを開発し、ライブラリ等とし
てユーザの方に提供することで、アプリケーション分
野のプログラムの開発に貢献できればと思います。

最後になりますが、今回の記事で紹介した実験結
果は、JST CREST課題「ポストペタスケールに対応
した階層モデルによる超並列固有値解析エンジンの
開発」の一部として、理化学研究所のスーパーコン
ピュータ「京」を利用して得られたものであり（一般
利用課題：hp120170）、理化学研究所計算科学研
究機構の今村俊幸チームリーダや電気通信大学の山
本有作教授をはじめとする共同研究者に感謝の意を
表します。

図2：ハウスホルダーQR分解の様子

図3：「京」におけるハウスホルダーQR分解の実行時間 図5：「京」におけるTSQRアルゴリズムの実行時間図4：TSQRアルゴリズムの様子

［参考文献］
［1］  G. Ballard, et al., Minimizing communication in linear 

algebra, SIAM J. Matrix Anal. Appl., Vol.32, No.3, 
pp.866-901 （2011）.

［2］  J. Demmel, et al., Communication-optimal parallel and 
sequential QR and LU factorizations, SIAM J. Sci. 
Comput., Vol.34, No.1, pp.206-239 （2012）.
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iiC-HPCニュース28号・可視化道場─番外編17─「AVS／Expressを利用した大規模ポインティングベクトル
の可視化手法」では、3次元電磁界成分から計算されたポインティングベクトルの可視化手法について解説を行い
ました。ポインティングベクトルは電波伝搬方向を表示する目的でよく利用されます。ただし、完成した図面は静
止画になりますので、伝搬方向をダイナミックに伝えたいときには物足りなく感じます。そこで、今回は伝搬方向に
沿って粒子（パーティクル）を移動させることで、伝搬のようすを動的に表現するための可視化手法について解説
します。

番外編番外編番外編282828 パーティクルを飛ばして、流線に動きを与える
ポインティングベクトルの流線表示

ポインティングベクトルの可視化表示のためのネッ
トワーク構成を図1に示します。また、可視化結果を
図2に示します。同図は、建物内部での電波の伝搬の
ようすを可視化しています。左上方の丸く切り取ら
れた箇所に波源があり、そこから放射状に電波が壁や
什器に反射・透過・回折しながら伝搬していくようす
を可視化しています。ただし、構造物や什器などは表
示していません。図1に示すとおり、流線の可視化に
必要なモジュールはFPlane、Streamlinesおよび
tubeです。モジュールFPlaneは流線の起点を設定
します。可視化結果が波源を中心に放射状に伝搬し
ているようすを表現していることから、FPlaneを水平
面としました。モジュールstreamlinesはベクトル

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

の本数やトレース方向などを設定します。可視化対
象が、波源を中心にした放射状流線であることから、
FPlane上に到達した流線を逆向き（backward）に
追跡する設定にしています。モジュールtubeは流線
をパイプとして表示します。図2では、パイプの直径
を一定にして、データ値に応じて色が変化するように
設定しました。すなわち、絶対値が大きい部分を赤色、
小さい部分を青色にしています。そうすることで、波
源に近いほどデータ値が大きく（赤色）、離れるほど
データ値が小さく（青色）なると理解することができ、
伝搬方向が推測できるのではないかと思います。

流線上にパーティクルを表示させる

伝搬方向を明示的に示すため、流線の方向に沿って
パーティクルを移動させます。そのためのネットワー
ク構成を図3に示します。図1と比較して、モジュー
ルstreamlinesとtubeを、モジュールadvector、
Sphere、thresholdに変更しています。パーティク

ルはモジュールSphereで作成します。可視化結果
を図4に示します。同図では、100×100のパーティク
ルが表示されています。青色のパーティクルはデー
タ値が小さく、ほとんど移動せず、その場に留まって
います。それらパーティクルを非表示にするために、
モジュールthresholdを利用します。モジュール
thesholdのパラメータ設定を図5に示します。デー
タ値が小さいパーティクルを非表示にするために、
min valueを適切に設定します。さらに、Below 
min valueにチェックを入れることで、min value
以下のデータ値を有するパーティクルが非表示になり
ます。その結果を図6に示します。

パーティクルを移動させる

次に、表示されている粒子を移動させます。その
ためにモジュールadvectorを使用します。モジュー
ルadvectorのパラメータ設定を図7に示します。先
に説明したとおり、放射状のパーティクルが移動する
よう、Directionをbackwardに設定します。パー
ティクルの大きさがデータ値に依存しないように
Glyph Normalizeにチェックを入れます。動画は
開始時間Start timeから終了時間End Timeの範
囲内で再生され、刻み間隔Stepでパーティクルが移
動します。方向設定でbackwardを指定したので、こ
れらの値の大小関係を逆転して、Start timeを大
きな値、End timeを0または小さな値に設定します。
さらに、Stepを−0.01のように負の値を設定するこ
とで、逆再生させ、本来の伝搬方法に移動するパー
ティクルを実現します。最下部にあるRunをチェック
することで、アニメーションが開始されます。繰り返
し再生するためには、Cycleを併せてチェックしてく
ださい。

再生される動画は、モジュールimage_captureを
モジュールUviewer3Dに接続することで、連番ファイ
ルとして保存することができます。

図1.ポインティングベクトル可視化のためのネットワーク構成

図2.ポインティングベクトルの可視化結果

図3. パーティクル表示のための
ネットワーク構成

図4.パーティクル表示 図5. モジュールthesholdの
　　パラメータ設定

まとめ
流線の可視化結果にパーティクルの移動を追加す

ることで、動的な可視化結果を実現する手法を解説し
ました。流線可視化のためのネットワーク構成を流用
して、パーティクルの可視化を容易に実現できました。
研究成果を分かり易く伝えるために有効であると思い
ますので、お試しください。

図6.モジュールthesholdでデータ値の
　　小さいパーティクルを非表示にした結果

図7.モジュールadvectorのパラメータ設定



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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前号でご案内しました第7回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が下記のとおり開催さ
れました。猛暑の中、シンポジウムには159名の方々のご参加をいただき、優れた研究成果の発表とそれに関する
活発な議論が行われました。

本シンポジウムで発表された平成26年度実施共同研究課題34件および平成27年度採択課題35件（ポスター ）
を下記ホームページで公開していますのでご覧ください。

http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/sympo/7th/

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/

クラウドコンピューティングに関するイベントCloud Week 2015＠Hokkaido Universityを9月7日㈪～9日
㈬の期間、本センター主催で開催いたしました。

アカデミックインタークラウドシンポジウム2015、オープンクラウドカンファレンス2015、第8回地域間インター
クラウドワークショップの3つを合同開催し、大学関係者に加えて、クラウド関連企業や研究機関などから33件の
ご講演をいただきました。全国から200名以上のご参加をいただき、クラウド関連技術に関する有意義な情報交換
を行うことができました。
開催日：2015年9月7日㈪～9日㈬
会　場：北海道大学学術交流会館（札幌市北区北8条西5丁目）

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ェアCOMSOL Multphysicsの利用講習会を行いました。前号でお知らせしましたよう
にバージョン5.1にアップデートされています。利用講習会では基本的な利用法から始まり、アプリケーションビル
ダの利用法まで、限られた時間ではありましたが、全機能を網羅的に知ることができました。最近、利用者が増加し
ており、モジュールやライセンス数の増加など利用サービスの充実を図っていこうと考えています。

スーパーコンピュータ「京」を中核とするHPCIシステム共
用計算資源を利用する研究課題の募集が下記のとおり行われ
ています。募集対象は、「京」一般利用（一般課題、若手人材
育成課題、産業利用課題（実証利用））、「京」以外のHPCI共
用計算資源一般利用（一般課題、産業利用課題）、HPCI共用
ストレージの3つです。本センターではスーパーコンピュータ
およびクラウドシステムを計算資源として提供予定であり、それら計算資源を利用した研究課
題を歓迎します。

なお、研究課題の公募については、高度情報科学技術研究機構（RIST）の「課題の募集に
ついて」のサイトを参照ください。

募集案内ページ：http://www.hpci-office.jp/pages/h28_boshu/

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）が開催されました

Cloud Week 2015＠Hokkaido Universityを開催しました

アプリケーションソフトウェアCOMSOL Multiphysics利用講習会を開催

平成28年度実施のスパコン「京」・HPCIシステム利用研究課題募集のお知らせ

Supercomputer Information

○ 募 集 開 始 ： 平 成27年 9月 2日㈬
○ 申請受付開始 ： 平 成27年 10月 5日㈪
○ 申請受付締切 ： 平 成27年 11月 2日㈪
○ 選定結果発表 ： 平 成28年 2月 初 旬
○ 利 用 開 始 ： 平 成28年 4月 1日㈮

日 時：2015年9月11日㈮　10：00～16：00
会 場：北海道大学情報基盤センター北館4階　会議室
講 師：米　大海（計測エンジニアリングシステム株式会社）
プログラム：⑴ COMSOL入門（構造力学モデル、熱流体モデル）

⑵ COMSOL事例モデル（RFモデリング、パイプフローモデリング）
⑶ アプリケーションビルダー
⑷ 質疑
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学際大規模計算機システム

このコーナーでは、当センターが運用している各種サービスについて、知っておくと役に立つ情報を紹介します。
今回は、パスワードを忘れた時の対処方法について紹介します。パスワード忘れの対処方法は、利用サービスによっ
て異なります。以下において、利用サービスごとにパスワードの再発行または再設定法について説明を行いますの
で、該当する項目を参照してください。

①情報基盤センターポータル
情報基盤センターポータルのログインページ（https://igate.hucc.hokudai.ac.jp/index.html）の下部に、

「パスワードを忘れた方は…」の記載がありますのでご覧ください（図1）。

情報基盤センターポータル（https://igate.hucc.hokudai.ac.jp/index.html）
　　　↓

「大型計算機システム利用」
　　　↓

「計算サービス」のタブ
　　　↓

「ログイン情報」の「パスワード変更」

②利用者番号でログインするサービス
下記の利用サービスでは、共通のパスワードを使用しています。

・スーパーコンピュータ（wine, hop000, hop00, hop001, hop01）
・アプリケーションサーバ（malt1, malt2, malt3,ブラウザ利用）
・ホームページサービス（rose）
・オンラインストレージサーバ（silo1, silo2）
（※WebDAVストレージ（rime）については、⑨を参照してください。）

これら利用サービスで使用するパスワードを、情報基盤センターポータルにおいて変更できます。下記の手順で
再設定してください（図2）。なお、新規に設定したパスワードでログインできないときは、10分程度お待ちくだ
さい（ホームページサービスのみ最大で1時間を要します）。

図1.情報基盤センターポータル・ログインページ

図2. 大型計算機システムに関するユーザ情報の変更

図3. ストレージサービスに関するユーザ情報の変更

情報基盤センターポータル（https://igate.hucc.hokudai.ac.jp/index.html）
　　　↓

「大型計算機システム利用」
　　　↓

「ストレージサービス」のタブ
　　　↓

「パスワード変更」

③ホスティングサーバ（mist2****）
④プロジェクトサーバ（S/M/Lサーバ,yew*****）

HPCシステム運用チーム（unyo@iic.hokudai.ac.jp）までお問い合わせください。センター提供のパッケー
ジを使用している場合、rootパスワードを直接変更していただけるよう、シングルユーザモードで起動します。一
方、OSを変更された場合、OSのインストールディスクから起動して対応できる場合があります。お問い合わせの
前に、利用者様の作業のみで解決できる方法をご確認ください。

⑤移行用ホスティングサーバ（fox1**）
⑥移行用プロジェクトサーバ（fox2**）
⑦初級者向けホスティングサーバ（Wordpress,mist1****）
⑧物理貸しプロジェクトサーバ（XLサーバ,rain**）

これらのサーバは、それぞれ対処方法が異なりますので、HPCシステム運用チーム（unyo@iic.hokudai.ac.jp）
までお問い合わせください。

⑨WebDAVストレージ（rime）
こちらで使用するパスワードは、情報基盤センターポータルにおいて変更できます。以下の手順で再設定してく
ださい（図3）。なお、新規に設定したパスワードでログインできないときは、5分程度お待ちください。

⑩その他
対処方法が不明の場合、HPCシステム運用チーム（unyo@iic.hokudai.ac.jp）までお問い合わせください。



●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
4月に着任された杉木先生にお話しを伺いました。北海道大学アカデミッククラウドをさらに磨きあ

げるという目標を持って、研究ならびにユーザ支援に積極的に取り組もうとする姿勢をお伝えできたの
ではないかと思います。今後の活躍が楽しみです。

●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

●次号の特集予告
本年4月に、大規模計算システム研究部門に着任され、その後10月1日の研究部門の名称変更に

より、現在スーパーコンピューティング研究部門に所属されている深谷 猛先生の紹介を兼ねて、北大
センターの印象、スーパーコンピュータの利用拡大、高度利用技術およびユーザ支援などこれまでの
成果や今後の抱負についてインタビューを行います。

●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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