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表紙ならびに上図は、標準ゲインホーンアンテナの放射指向特性および磁界分布を示しています。
本センターが開発し、北大スパコンでの利用サービスを行っている大規模電磁界解析ソフトウェア 
Jet FDTDを使用してシミュレーションを行いました。

上図⒜はホーンアンテナの構造を示しています。ホーンの長さは50mm、開口面の寸法は25mm×
19mmです。解析周波数を72GHzとすると、波長が4.2mmであることから、ホーンの長さは12波長、
開口面断面は6波長×4.5波長になります。電磁界解析では、このように構造寸法を波長を基準にし
て考えます。物理寸法では微小な構造ですが、波長で考えると比較的大きな構造であるといえます。
なお、上記ホーンアンテナの数値モデルを北大スパコンユーザの秋田工業高等専門学校 伊藤桂一先
生から提供していただきました。
Jet FDTDの解析アルゴリズムでは、空間を微小な立方体で離散化します。解析においては、その寸

法を0.1mmに設定しました。さらに、解析対象から解析空間境界までのガードセル数を20にします。
このとき、解析空間に含まれるセル数は294×234×644になり、倍精度実数での計算では10GBの
主記憶容量を必要とします。時間領域解析を行うことから、1周期あたりのサンプリング回数を88と
して、500周期までの計算を行いました。論理演算ノード1台（物理コア数32）を使用した共有メモ
リ型並列計算での経過時間は8分でした。

表紙図面は、ホーンアンテナと解析によって得られた3次元放射指向特性を同時に示しています。
可視化には汎用可視化ソフトウェアAVS/Expressを使用しました。極座標系から直交座標系に変換
したため、放射指向特性表面に細かい筋状の凹凸が見られますが、実際には滑らかな表面になるもの
と理解してください。一方、上図⒝にyz面（E面）およびxz面（H面）での放射指向特性をグラフ表示
します。最大利得23.1dBi、E面のヌル点位置など理論値と同一の結果が得られています。上図⒞はホー
ン内部の磁界Hx成分の分布を示しています。

ミリ波帯標準ホーンアンテナの放射指向特性と電磁界分布
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情報基盤センター　助教

深谷　猛先生 インタビュー

HPC向け密行列数値計 算ライブラリ
開発と大規模シミュレー ションを目的
としたユーザ支援

Interview with
nterview

T.FUKAYA

初めての雪国
─今日は、スーパーコンピューティング研究部門 
深谷 猛 先生にお話を伺います。先生のご出身は
どちらですか？

深谷　出身は静岡県浜松市です。名古屋大学で学部
から博士課程まで過ごしました。その後、神戸大学と
理化学研究所に合わせて3年間勤務していました。し
たがって、雪国は初めてです。静岡県は雪と全然縁の
ないところです。東京、名古屋で雪が降っていても、
浜松では雨が降っているという場合がほとんどです。
ちなみに、飛行機の乗り継ぎで新千歳空港に1回来た
以外、札幌にも来たことがありませんでした。

─着任されてから、8カ月以上経ちましたが、札幌の
住み心地はいかがですか？

深谷　美味しい食べ物がいっぱいあり、大学自体が
札幌駅に近くて非常に便利で、住みやすいと感じてい
ます。ただ、雪が積もってからは、なかなか大変だな
と痛感している部分もあります。雪道を歩くことに全
然慣れていなくて、いつ転倒するか分からず緊張して
歩くので疲れます。冬靴を調達してからは多少改善
されましたが、雪よりも氷が危険であることがよく分
かりました。さらに、これまで住んでいた場所と比べ
て、当然ですが、寒いですよね。1月や2月にどうなる
のか戦々恐々としています。あと、室内に洗濯物を干
すことにまだ慣れていません。そもそも、札幌に来る
まではそのことを知りませんでした。

北大と情報基盤センターの印象
─北大や本センターについてどのような印象を
お持ちですか？

深谷　北大に来たことがなかったので、北大は広いと
いうイメージを漠然と持っていましたが、実際に着任
して、広いことを実感しました。まだ、北大キャンパス
で行ったことのない場所がたくさんあります。ただ、
キャンパス内を歩いていると、広々としていて、自然が
多くて、穏やか・のどかであることをいつも感じてい
ます。一方、情報基盤センターに関しては、他大学の
センターを知らないこともあり、正直、何とも言い難い
ところです。こういうものなのか、という感じです。

数値計算ライブラリの開発
─先生は名古屋大学や理化学研究所などで、一貫
して数値計算アルゴリズムを研究されてきています
が、どのような内容の研究ですか？

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一翼を担うスーパー
コンピュータシステム（北大スパコン）
は世界最先端研究に不可欠な共用設備と
して、多くのユーザに利用されています。
これまで以上に幅広い研究分野にわたる
ユーザの利用支援と研究の高度化に資す
るため、2015年4月に深谷 猛 先生が着
任されました。本特集記事においては、研
究テーマの紹介、北大スパコンの印象およ
び今後の活動計画について語っていただ
きます。
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PROFILE

深谷　確かに連立一次方程式を解く問題は、よく知ら
れた行列計算で、多くのシミュレーションなどで必要
になっていると思います。他には、固有値問題や特異
値計算が比較的有名な行列計算ではないでしょうか。

ただ、これらの行列計算アルゴリズムは、その中で
行列を分解したり、変形したりするといった様々な操
作が必要になります。この部分についても、計算の
方法やプログラムの作り方によって、計算時間や計算
精度が大きく変わるので、一見地味なように見えます
が、重要な研究対象となっています。

─QR分解はどのような目的で利用できますか？

深谷　連立1次方程式を解く際にも使えますが、数値
計算の教科書などでは、主に、最小二乗問題を解くと
きに使われる、といった説明がされていると思います。
また、複数のベクトルを直交化する計算もQR分解に
帰着されます。直交化というと、学部の線形代数で習
うグラム・シュミットのアルゴリズムを思い出すかも
しれませんが、これはまさにQR分解のアルゴリズム
の一つです。私の感覚だと、QR分解は固有値計算な
どの行列計算の中で使われる重要な道具の一つとい
う位置づけです。

─どのようなシミュレーションで有効なのですか？

深谷　これまでは、特に具体的な応用先やシミュレー
ション課題は想定していませんでした。というのも、
最終的に行列計算の問題に落ちてしまうと、出発点が
どのようなシミュレーションであったか、ということが
関係なくなる場合が多々あります。したがって、例え
ば、固有値計算のアルゴリズムを改良した場合、振動
解析のシミュレーションでもデータ分析でも、固有値
問題が登場すれば、研究成果の恩恵を受ける可能性
があるということになります。ただし、元の問題の構
造などを生かすことで、その問題に特化した解法を開
発できる可能性もあり、その場合は、汎用解法に比べ
て効果が大きくなりやすいので、特定のシミュレーショ
ンを想定した研究も重要です。

─アプリケーション開発ではライブラリ・パッケー
ジから、数値計算の目的に適合したものを選択的に使
用しているのではないでしょうか。

深谷　多くの場合はそうだと思います。ですので、研
究成果をアプリケーション分野の人が使える形にする
までが重要だとは思っています。ただ、ライブラリと
して公開するには、マニュアルなどの整備が必要で、
その作業もそれなりに手間がかかるので、なかなか難
しいのが現状です。一方、最近は、大規模並列計算機
向けのアプリケーションプログラムの開発が活発な
ので、開発段階から参加して、最新の成果を組み込ん

深谷　正直、説明するのがなかなか難しいですが、い
わゆる行列計算アルゴリズムを研究対象にしてきまし
た。行列は密行列と疎行列に区別されます。一方、
研究をする際に、数理的なアプローチと並列化などの
HPC的なアプローチがあります。私のこれまでの研
究は、主に、密行列に対してHPC的なことを行ってきま
した。もう少し具体的に言いますと、私はQR分解と呼
ばれる行列計算を主に扱ってきました。また、神戸大
や理研に在籍していたときには、CRESTの課題に参加
して、ポストペタスケール環境向けの固有値ソルバー
の開発に関する研究に関わっていました。

私が中心に行っている研究ではないのですが、せっ
かくなので、このプロジェクトの概要を紹介したいと
思います。従来、対称な密行列の固有値計算では図1
の緑のように、行列を三重対角の形に変換してから固
有値と固有ベクトルを計算し、固有ベクトルを逆変換
することで、元の行列の固有値と固有ベクトルを計算
するのが一般的でした。しかし、計算機アーキテクチャ
の変化により図1の青のように、帯行列を経由して三
重対角に変換する方が効率的であることが提唱され
ました。それに対して、本プロジェクトでは図1の赤の
ように、帯行列の状態から、直接、固有値と固有ベクト
ルを計算する方法が有効になる場合が十分にあり得
ることに着目し、京コンピュータやその先の大規模並
列計算機向けに、この新しい方法に基づく固有値ソル
バーの開発を行っています。研究・開発は、私の以前
の所属先である、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が主体となって進めています。
また、今村チームのHP（http://www.aics.riken.jp/
labs/lpnctrt/EigenExa.html）で開発中のソルバー
が公開されているので、興味のある方はぜひ使ってい
ただけたらと思います。

─行列計算で代表的なものとしては、連立1次方程
式の解法とか...

深谷　猛
Takeshi FUKAYA
北海道大学情報基盤センター
スーパーコンピューティング研究部門　助教

2012年名古屋大学大学院工学研究科修了。博士（工学）。
神戸大学大学院システム情報学研究科 特命助教、理化学研究所
計算科学研究機構 特別研究員を経て、現在に至る。専門は高性能
計算、線形計算アルゴリズム。

でもらう、という貢献の仕方もあるのではと思ってい
ます。あとは、アプリケーション開発者がライブラリ
を使用して問題があったときに、ライブラリ開発者に
フィードバックするなど相互に情報交換できる場が必
要であると思います。

─本センターユーザには興味をもたれる方がいる
と思いますので、大変期待しています。ライブラリ開
発とHPCの接点について説明してください。

深谷　数値計算の教科書では、浮動小数点演算の回
数を減らすことが重要、というニュアンスの説明が多
いと思います。一般的にこれはその通りなのですが、
計算機の特性が変化し、演算コストよりもメモリアク
セスコストの方が相対的に大きくなった現状では、演
算回数だけを気にすればよい、という訳ではありませ
ん。さらに、大規模な並列計算機では、通信時間や並
列性も考慮する必要があります。わかりやすい例とし
ては、図2の青い線で示したアルゴリズムは逐次計算
や並列数が少ない場合には有効ですが、通信コストが
大きく、並列数を増やしてもスケールしません。一方、
赤い線で示したアルゴリズムは演算量が多いため、並
列数が少ない場合は実行時間が非常に長いですが、
並列化によりそれが短縮され、通信のオーバーヘッド
が少ないため、並列数が大きい場合には有効な手法
となります。このグラフのような状況がまさにあり得
るので、HPCの視点からアルゴリズムを開発・改良す
ることやそれぞれの環境に適したアルゴリズムの選択
が重要になっています。

HPC向け行列計算ライブラリ
─HPC向けライブラリの研究成果についてご紹介
ください。

深谷　まだ、ライブラリのようにユーザが利用できる
形にはなっていません。理論的な考察やベンチマー
クによる性能評価を論文にまとめた段階です。京コ
ンピュータ上で、1万並列以上まで性能評価をして、通
信時間などの内訳を詳しく分析する、といったことを

図1：密行列の固有値問題に対する様々な計算方法

図2：並列数に対する実行時間の変化の列
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─高速化や評価方法などたいへん困難な研究分野
と感じます。

深谷　実行時間だけで「 これだけ速くなった」と結
果を出されても、その数字にはさまざまな要素がある
ので、懐疑的にならざるを得ません。結果を説明で
きる明確な理由が提示され、それなりの実装で確認
できたということでなければ、研究成果としては認め
てもらえないと思います。一方で、アルゴリズムを新
しい原理やアイデアに基づいて改良したという根拠
があるならば、研究として認めてもらえると思います。
アイデアが重要で、実験結果はそれをサポートすると
いう位置づけだと考えています。

─なるほど...そうすると、密行列の場合、演算ノード
数に比例してスケールしますか？

深谷　アルゴリズムが適切であれば、ある程度の並列
数までは十分にスケールすることが多いと思います。
京コンピュータのような規模になると、スケールする
のが容易ではないのですが、不可能ではないと信じて
います。ですので、利用する計算機の規模に依存して、
アルゴリズムを選択することが重要になります。ただ
し、一方で、そこまで多くの資源を投入する必要があ
るのか、ということも考える必要があるのではないか
と思います。つまり、スケールしないのならそこで止
めてしまう、という判断もありではないでしょうか。使
用する資源に対して問題サイズが相対的に小さくなり
過ぎているという可能性も十分あります。そうなると、
ある意味、資源をむだ遣いしているという見方もでき
るので、「使わない」という選択肢も出てくると思い
ます。

─早く答えが欲しいから、多くの演算ノードを使用
してしまうのではないでしょうか？

深谷　どちらかというと、シミュレーション全体では、多

行ってきました。理論的に議論されていたことを、実
際の大規模システム上で検証したことは成果の一つ
ではないかと思っています。

─どのようなベンチマーク試験を行いましたか？

深谷　私が扱っているアルゴリズムは、あまり行列の
性質（行列の要素の値）が実行時間に影響しない場
合が多いので、単純に行列のサイズと並列数を変え
て、実行時間とその内訳を調査しました。結果の評価
方法としては、分散環境向けの行列計算ライブラリで
幅広く普及しているScaLAPACKと比較することが多
いです。

具体例を一つ紹介したいと思います。図3はQR分
解に関する研究で行った性能評価の結果です。京コ
ンピュータを利用して、4ノードから16,384ノードま
での実行時間の変化を調査しました。我々の提案し
たアルゴリズムがよくスケールし、実行時間も他のア
ルゴリズムよりも短いことが、グラフから明らかだと思
います。なお、グラフ中の緑の結果はScaLAPACKの
ルーチンのものです。

─どの程度高速化されますか？

深谷　例えば現状のScaLAPACKは数千ノード以上
の規模での並列計算を想定して設計されているとは
言い難いので、単純に数倍といったレベルで速くなる
ことがそれなりにあります。ただし、行列計算の分野
では、かなり研究が進んでいて数倍高速化されるよう
なことはなく、5％、10％速くなれば御の字というレベ
ルです。また、そもそも、1回当たりの実行時間が問
題のサイズによってはすごく短いので、実行時間が数
秒、あるいはそれ以下ということも多々あり、高速化さ
れた部分が非常に小さいということがあります。ただ
し、一つのシミュレーションの中で何千から何万回と同
じ種類の行列計算を繰り返すことも多いので、少しで
も高速化することは意味があると思っています。

くの資源を使うことで計算時間が短縮されるから、と
いう場合が多いと思います。ただし、特定の部分に関
しては、多くの資源を使ったためにオーバーヘッドで
時間が増加しているか、あるいはほとんど短縮してい
ない、という状況だと思います。そのような場合に、シ
ミュレーションのそれぞれの部分で大規模並列計算に
適したアルゴリズムを選択することで、多くの資源を
より有効利用できるようになるのではないでしょうか。

─センター教員はユーザに近い立場で話ができる
ので、これまでの研究成果やスキルをユーザ支援に生
かしていただきたいと大いに期待しています。

次期スパコンとユーザ支援
─次期スパコンの調達に関して、どのような仕事を
担当されていますか？

深谷　大型計算機システムの調達は初めてなので、い
ろいろなことを勉強している段階で、何か具体的な仕
事ができているとは言えない状況です。今後は、性能
評価のためのベンチマークの調査などをする予定で
す。

─将来、どういうセンターを目指したいですか？

深谷　できるだけ多くの人に利用してもらうことが第
一だと思っています。今は、稼働率もユーザ数も順調
で、安定したサービスを提供できているようなので、
次期システムの利用開始後も、同じかそれ以上の状態
になるようにしなくてはいけないと考えています。

─普段、大規模システムを使う機会はありますか？

深谷　幸運なことに、学位取得後、神戸大や理研に在
籍していたときに、参加しているプロジェクトの関係
で、京コンピュータや東大のFX10をかなり自由に使
うことができました。北大に着任後も、プロジェクト
には参加しているので、引き続き、京やFX10を使うこ
とができています。ちなみに、並列数を増やしたとき
によくスケールするアルゴリズムの開発を主な研究
テーマとしているので、長時間の計算をするのではな
く、並列数や問題サイズなどをいろいろ変えて、実行
時間の変化やその内訳を詳しく測定する、といった形
でシステムを利用しています。

─北大スパコンを利用したことはありますか？

深谷　北大に着任するまではありませんでした。着任
後は、ときどき使う、という状況です。この数年間は京
やFX10といった富士通のシステムの環境になれてい
たので、最初はギャップがかなりありました。当然で

はありますが、ジョブ一つ投入するにしても、スクリプ
トの書き方から投入のコマンドまで異なります。あと、
そのときに、初めて使うユーザが必要とする情報の一
部がホームページ上で探しにくい、と感じました。例
えば、Fortranコンパイラの説明はあるけれども、Cコ
ンパイラについてはよく探さないと見つからない、と
いった点です。このあたりの部分は今後の改善の余
地があるように思います。

─ホームページの改善は重要ですので、是非取り組
んでいただきたいと思います。ユーザの意向調査に
も同行されていますよね。

深谷　はい。次期システムの構成を検討する過程で、
現システムを多く利用されている何名かのユーザに
ヒアリングをしまして、それに同行しました。よく利用
されているだけあって、使い慣れていて特に困ってい
るような話はありませんでした。システムの利便性を
調査するという点では、小規模から中規模のユーザや
利用登録はしたけれどあまり使っていないユーザの
話を聞く必要があるのかもしれないと思います。こう
いったユーザの方が、いろいろと問題を抱えている可
能性があるという気はします。現状で留まっている理
由が分かれば、次の一手が明確になってくるものと思
います。新規ユーザをいかに増加するかが一つの課
題であると認識していますので、少しでも貢献できる
ようにと考えています。

─開発された数値計算ライブラリの利用などに興
味を持っていただいたユーザの方々がおられるので
はないかと思います。問合せに関する対応はもちろ
んのこと、北大スパコンを核とした研究の高度化や研
究成果創出の促進などにご尽力いただければと思い
ます。

長い時間にわたってお話を伺いました。どうもあり
がとうございました。これからのご活躍を祈念してお
ります。

図3：京コンピュータを利用したQR分解アルゴリズムの性能評価の例
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第36回

ストレージサービス徹底活用：
Amazon S3互換オブジェクトストレージを中心に
 情報基盤センター システムデザイン研究部門　杉木章義

知 っ て 得 す る !!

近年、情報分野に限らず、さまざまな分野で大規模デー
タ（ビッグデータ）を活用した研究が進められています。
急速に増加するデータを管理し、効率的に研究を進めてい
くことは、大きな課題であると言えます。また、昨今の研
究不正行為への対応により、これまで以上に研究データの
適切な管理や長期間の保存が求められています。日本学
術会議でも、論文発表した研究データの保存期間を原則
10年とする指針［文献1］が出されており、対策が求めら
れています。

情報基盤センターでは、現在、3つのストレージサービス
を提供しており、上記のような期待に応えられるものと考
えています。本稿の前半では、それぞれのストレージサー
ビスの概要や違いについて説明し、後半では、Amazon 
S3互換オブジェクトストレージについて詳しく取り上げ、
その活用法をご紹介したいと思います。

ストレージサービス概要
現在、情報基盤センターでは、表1の3つのストレージ

サービスを提供しています。最初のオンラインストレージ
サーバについては、学際大規模計算機システムの一部とし
て提供しており、残りの2つのサービスについては、ペタバ
イト級データサイエンス統合クラウドストレージシステム
の一部として提供しています。ペタバイト級データサイエ

ンス統合クラウドストレージシステムの概要については、
過去のスパコンアカデミーの記事［文献2］もありますの
で、そちらも参考にしてください。これら3つのサービス
は、異なるディスク領域で、独立したサービスとして提供し
ていますので、用途に応じた使い分けが必要です。

次にそれぞれのサービスの概要について説明します。

オンラインストレージサーバ
オンラインストレージサーバは、Proselfという製品を活

用して実現されており、Webベースでのファイルのアップ
ロードやダウンロードなどの機能を提供します（図1）。

Windows環境については、クライアントソフトウェアが
提供されており、そのソフトウェアをインストールすると、
DropboxやGoogle Drive、OneDriveなどのオンライ
ンストレージと同じような感覚で使用できます。また、メー
ルで送信できない大容
量ファイルについても、
Proselfが生成したURL
をメールの文面に含め
ることで、受け渡しする
ことができます（学外
者とのやり取りも可能で
す）。

使い分けとして、学際大規模計算機システムの一部で
あるアプリケーションサーバと共通のディスク領域をマウ
ントしていますので、アプリケーションサーバとデータの
やり取りが必要な場合には、こちらを使用した方がよいで
しょう。また、Windows版のみではありますが、クライア
ントソフトウェアをインストールすれば、Dropboxなどに
近い操作となります。一方で、スマートフォンや他のOSと
のやり取りが必要な場合には、次のWebDAVストレージ
を活用した方がよいでしょう。

WebDAVストレージ（IIC Storage）
WebDAVストレージは、先のオンラインストレージ

サーバと似ていますが、Dropboxのようなオンライ
ンストレージの機能を提供するサービスです（図2）。
WebDAVという標準プロトコル規格に則っているため、
WebDAVストレージという名前としています。前述の
Proselfとは異なり、こちらはownCloudを採用しており、
コミュニティベースで開発されているソフトウェアの商用
版（Enterprise Edition）を使用しています。Webベー
スでのファイルのアップロードやダウンロードも可能です
し、Windows版のみに限らず、Mac OSやLinux、さらに
はAndroidやiOSなどのスマートフォン用のクライアント
ソフトウェアも提供されています。

使い分けとして、オンラインストレージサーバとほぼ同
じような機能を実現していますが、少し後に導入されて
いるため、インターフェースが優れています。また、マル
チデバイスにも対応していますので、Windows以外の
端末とデータをやり取りする場合には、こちらの方が便利
です。詳細については、前号39号に同封されたリーフレッ
トを参考にしてください。

以上までの2つのサービスは、Dropboxなどの商用オ
ンラインストレージと同等の機能を提供していますが、情
報基盤センター内に設置されたハードウェアで提供され
ていますので、特に学内からの場合、低遅延で高速なアク
セスが期待されます。また、データは国内に存在していま
すので、国内法にも従います。一方の海外系クラウド事業
者の場合、国内のデータセンターであっても、準拠法や管
轄裁判所が国外となる場合があります。したがって、海外
法に基づいて情報開示を請求されるリスクがあります。

Amazon S3互換ストレージ
Amazon S3互換オブジェクトストレージは、これまでの

2つとは大きく異なり、プログラムによる自動的なアクセス
を想定したストレージです。本ストレージはDDN WOS
を活用して実現されています。

本家のAmazon S3は商用のクラウドサービスですが、
APIが広く公開されておりますので、それに従った互換スト
レージが数多く作られています。本学のストレージもそ

の一つであり、Amazon S3に対応し
たアプリケーションやライブラリであ
れば、多少の設定変更で多くの場合、
動作します。

オブジェクトストレージ技術とは
Amazon S3互換ストレージは、従来からのファイルシ

ステムではなく、オブジェクトストレージを基礎として、実
現されています（図3）。オブジェクトストレージは近年
注目されている技術で、更新頻度が比較的少ない、大容量
かつ多量のデータに対して、高速なアクセス手段を提供し
ます。

オブジェクトストレージは、従来からのファイルやブロッ
ク単位ではなく、その名前の通り、オブジェクトを単位と
して管理するストレージ装置で、いくつかの特徴があり
ます。

⑴ フラットな階層構造：ファイルシステムのディレクト
リによる階層構造とは異なり、オブジェクトストレージ
は、フラットな構造でオブジェクトを管理しています。
ただし、例外があり、Amazon S3やその互換ストレー
ジでは、フォルダを作成して、管理することができます
が、内部的にはフラットな構造に変換されて、管理し
ています。実装は、Peer-to-Peer技術の一部である
Key-Valueストアを基礎としており、容量や性能のス
ケーラビリティに非常に優れています。

⑵ REST APIによるアクセスの提供：オブジェクトスト
レージでは、Webで用いられるHTTPプロトコルを使
用し、オブジェクトにアクセスします。そのため、特定
の言語やバイナリに依存しません。

オブジェクトストレージは、基本的に3つのシンプルな操
作を提供します。

• PUT（id、 obj）：オブジェクトのIDを指定して、オブジェ
クトを作成します（全体を書き換える）。

• GET（id）：オブジェクトのIDを指定して、オブジェクト
全体を取得します。

• DELETE（id）：オブジェクトのIDを指定して、削除し
ます。

ここで特徴的なのはPUT操作で、従来のファイルシステ
ムのファイルのように一部分だけを書き換えることができ
ません。同じIDに対するPUT 操作は上書きとなり、オブ

サービス名 ソフトウェア ストレージ
インターフェース 提供する機能 システム

オンライン
ストレージサーバ Proself ファイルシステム

・Web経由のアップロード，ダウンロード
・クライアント（Windows版のみ）
・ユーザ指定またはURLによるファイル共有

学際大規模計算機システム

WebDAVストレージ ownCloud ファイルシステム
・Web経由のアップロード，ダウンロード
・クライアント（Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS版）
・ユーザ指定またはURLによるファイル共有

ペタバイト級データ
サイエンス統合ストレージ

Amazon S3互換
オブジェクトストレージ DDN WOS オブジェクトストレージ

・S3互換APIを通じた機械的なアクセス
・多数の大容量オブジェクトに対する高速アクセス
・プライベートまたはパブリック公開

ペタバイト級データ
サイエンス統合ストレージ

表1：提供しているストレージサービス
図1：オンラインストレージサーバ

図2：WebDAVストレージ（IIC Storage）

図3：Amazon S3互換オブジェクトストレージ
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また、下記の操作でオブジェクトを全世界に向けて広く
一般公開（パブリック公開）することもできます。本機能
は、大容量のオープンデータを公開する場合などに活用
できます。

なお、注意点として、オブジェクトを格納する領域をバ
ケット（bucket）と呼びますが、バケット名には利用者番
号を含めるなど、システム全体で重複しないようにしてく
ださい。

また、CentOS 7のs3cmdはバージョン1.6.0ですが、
Ubuntu 15.10では、バージョン1.5.2が採用されており、
検証の結果、動作しませんでした。s3cmdはスクリプトで
記述された非常に簡単なツールですので、s3cmd公式の 
GitHubサイトから最新版をダウンロードすることで、利用
できました。他のOSやディストリビューションについても、
同様と思われます。

最後に、S3のプロトコルは時刻を用いてアクセスの正
当性をチェックしますので、アクセスする端末の時計を必
ず合わせておく必要があります。

s3fsの活用
s3fsはFUSEを活用し、S3のバケットをファイルシステ

ムとしてマウントするものです。S3をファイルシステムの
インターフェースを通じて操作するため、オブジェクトスト
レージとしての利点は薄まりますが、利便性の高いアクセ
ス手段を提供します。

まず、必要なソフトウェア、ライブラリをインストールし
ます。

s3fsを公式GitHubからダウンロードし、ビルドします。

パスワードファイルを作成します。アクセスキーとシー
クレットキーをコロン（:）で並べて記述します。

下記の操作でマウントします。

マウントした先でS3のバケットがファイルシステムとし
て見えていれば成功です。

Pythonからのアクセス
最後に、Pythonからライブラリ経由でアクセスする方

法についてご紹介します。Pythonでは、botoというライ
ブラリが広く用いられていますので、今回はそれを使用し
ます。

CentOS 7では、次のようにインストールします。

非常に簡単なプログラミング例を示します。

Pythonに限らず、さまざまな言語用のライブラリが公
開されていますので、アクセスする言語に応じて、それらを
活用するのがよいでしょう。

比較的簡単な用途では、シェルスクリプト中にs3cmdの
コマンドを並べるだけで実現できますし、もう少し複雑な
用途では、Pythonなどのスクリプト言語による記述で実
現できることが期待されます。

おわりに
本稿では、情報基盤センターで提供する3つのストレー

ジサービスについてご紹介しました。一見すると3つの
サービスの関係が分かりにくいかもしれませんが、本稿
が少しでも理解の助けとなり、広く活用して頂ければ幸い
です。特に、Amazon S3互換オブジェクトストレージは、
性能や自由度が高く、さまざまな活用法が考えられます。
是非ご検討ください。

ジェクト全体が書き換えられます。そのため、ログや実験
結果データなどの更新頻度が低いデータの保存に向いて
いるとされています。

⑶ オブジェクトへのメタデータ付与：従来のファイルシ
ステムでは、ディレクトリにメタデータが付与されて
いましたが、オブジェクトストレージではオブジェクト
自身にメタデータが付与されます。また、このメタ
データもユーザ自身で拡張できるため、従来以上に
多くの情報を付与することができます。

Amazon S3互換ストレージの活用
Amazon S3互換ストレージの活用法ですが、普段、研

究や業務でお使いのアプリケーションまたはライブラリで
Amazon S3に対応したものがあれば、そのまま利用でき
ることが期待されます。特に、商用のバックアップソフトや、
FTPソフトウェア、大容量データを扱うアプリケーションで
S3に対応しているものが多いように思われます。また、
HadoopやSparkなどの大規模データ解析ソフトウェアも
対応しています。

ここでは、コマンドやスクリプトを活用し、ご自身でカス
タムアプリケーションを作成される場合について説明しま
す。本稿では、下記の3つについてご紹介します。

•s3cmd（S3用コマンド）
•s3fs（S3用FUSEファイルシステム）
•boto（Python用ライブラリ）

準備作業：アクセスキーおよび
シークレットキーの取得

Amazon S3互換ストレージを利用するには、いずれの
場合にもアクセスキーとシークレットキーの取得が必要で
す。これらは、情報基盤センターポータル上の「ストレー
ジサービス」メニューの「オブジェクトストレージ（S3互
換）」の中の「APIキーの登録・削除」から取得できます（図
4）。これらのキーは、機械的にアクセスするための鍵そ
のものであり、他の人に知られないよう厳重に管理される
ことが必要です。

s3cmdの活用
近年、s3cmdがAmazon S3アクセス用のコマンドと

して、Red Hat系やUbuntuなどの標準的なディストリ
ビューションに採用されています。

ここでは、CentOS 7の場合のインストール方法につい
て説明します。まず、EPELおよびs3cmdのパッケージを
インストールします。

下記のコマンドを実行し、s3cmd用の設定ファイルのプ
ロトタイプを生成します。

ホームディレクトリに生成された「.s3cfg」設定ファイル
を編集します。編集するのは、設定ファイルのうち次の3ヶ
所です。

以上でインストール作業は完了しました。s3cmdの
基本的な操作は次のように行います。

［参考文献］
［1］  日本学術会議、“回答：科学研究における健全性の

向上について”、平成27年3月6日。

［2］  吉川 浩、“第30回スパコンアカデミー：ペタバイト級
データサイエンスクラウドストレージの紹介”、

　　iiC-HPC（第34号）、2014年7月。
図4：アクセスキーおよびシークレットキーの取得
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この連載記事では、AVS/Expressを利用した可視化手法について、さまざまな数値データを対象として解説を
行っています。したがって、初めて可視化を試みる方や久しぶりに可視化を試みる方が、これまでの連載記事を一
通り眺めていただくと、どの可視化モジュールを利用して、どのようにそれら可視化モジュールを接続すればよいの
か、比較的容易に理解できるのではないかと思います。今回の可視化道場では、AVS/Expressの基本的な利用技
術のひとつである「背景色の設定方法」について解説を行います。

番外編番外編番外編292929 AVS/Expressにおける背景色の設定方法
背景の初期設定は黒色

AVS/Expressを利用して可視化を行う際、背景の
初期設定は黒色であることに気が付きます。黒色で
ある理由は、背景になにものも存在していない「無の
世界」を表現していると聞いたことがあります。図1
は可視化領域にパッチアンテナ構造図（下段）、放射
指向特性（中段）および電界の垂直成分（上段）を
同時に表示しています。これら可視化方法について
は、iiC-HPCニュース13号および14号の同連載記事
を参照してください。図1に示すように、背景は黒色
になっています。

一方、学会講演発表や研究成果の公開では、発表
スライドやホームページの見た目に合わせて、可視化
結果の背景色を設定したいと思ったことがあるので
はないでしょうか。このような目的に対応した方法が
AVS/Expressでは2種類用意されています。

メニューViewによる背景色の設定
背景色を変更する最も基本的な方法は、メニュー

Viewでの設定です。 図2にその方法を示します。
同図に示すプルダウンメニューEditorsを選択
すると、上から2つ目にサブメニューViewがありま
す。メニューViewを選択すると、同図下側に表示
されている画面となります。この中央にタイトルが
Background Color Editorと表示されている領
域があり、色を指定するためのHue、Saturationお
よびValueのメータがあります。Hueは色相であり、
原色を指定します。Saturationは彩度であり、白っ
ぽさを指定します。最後に、Valueは明度であり、明

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

るさを指定します。これらの値を変更することで、任
意の色を表示することができます。図3では背景を白
色とするため、Value=1.0、Saturation=0.0とし
ました。この場合、Hueの値によって背景色は変化し
ません。以上の操作により、図4に示す結果が得られ
ます。

すでにお気づきのとおり、これら4頂点に同一の
RGB値を設定することで、メニューViewのBack-

ground Color Editorと同様の背景色の設定が
可能です。一方、4頂点のRGB値を個別に設定するこ
とで、印象的な背景色とすることができます。その例
を図8と図9に示します。アウトリーチ活動など、注目
される可視化コンテンツ作成には適しているのではな
いでしょうか。

図1.可視化結果の背景は黒色

図6.モジュールBackgroundFadeを
利用した背景色の設定

図9.4頂点のRGB値を個別に
設定したときの表示

図8.4頂点のRGB値を個別に設定

図2. メニューViewによる背景色の
　　設定

図3.背景色を白色に設定

図4.背景を白色に設定

図5.可視化モジュールのネットワーク構成

モジュールBackgroundFadeを
利用した背景色の設定

背景色を変更するために、モジュールBackground-

Fadeが利用できます。このモジュールはメニュー
Viewによる背景色設定以上の機能を有しています。
モジュールのネットワーク構成を図5に示します。モ
ジュールBackgroundFadeの出力ポート（赤色）を
直接モジュールUviewer3Dの入力ポートに接続し
ます。

図7.モジュールBackgroundFadeの
パラメータ設定

可視化結果を図6に示します。同図から、背景色が
上下にグラデーション表示になっていることが分かり
ます。モジュールBackgroundFadeのパラメータ設
定画面を図7に示します。パラメータ設定においては、
可視化領域の上下左右4つの頂点におけるRGB値を
設定します。初期設定では、上下それぞれの頂点で
同一のRGB値となっています。したがって、図6に示
すように背景色は上下のグラデーションになります。

まとめ

可視化の基本技術として、背景色の設
定方法について2つの手法を解説しまし
た。通常、数値データの可視化ばかりに
注目が集まりますが、それ以外の基本的
な可視化技術を知ることで、表現力が豊
かになり、可視化のおもしろさや奥深さに
興味を持っていただけるのではないでしょ
うか。



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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本センターを含む「学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（JHPCN）」では、平成28年度公募型共同
研究として、大規模情報基盤を利用した学際的な研究課題の募集を行いました。平成28年度においては、広域学
際研究課題、国際共同研究課題および企業共同研究課題について重点的な応募を行いました。すでに応募は締め
切られており、本センターを利用する多くの課題申し込みがありましたことに感謝申し上げます。

募集ページ　https://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ja/offer/

○課題応募受付締切（Web提出）：平成28年1月8日㈮17：00
○紙媒体の課題申込書提出締切：平成28年1月15日㈮17：00
○共同研究開始：平成28年4月1日㈮

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2回成果報告
会が下記のとおり開催されました。

日時：平成27年10月26日㈪ 10:00～18:00／場所：日本科学未来館（東京都江東区青海2-3-6）
この報告会では、基調講演、パネル討論、13件の口頭発表およびポスターセッション等が行われました。世界に

先駆けたシミュレーション研究が行われており、「京」およびHPCIシステムがこの分野に果たす貢献の大きさを理
解することができました。

HPCIシステム・ホームページ　https://www.hpci-office.jp/

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Intelコンパイ
ラのバージョンアップを行いました。既存のディレクトリ（コマンドパス）/opt/intel/binにインストールされて
いるバージョンは12.1.6（20120928）です。同時に、最新版のコンパイラの利用サービスを開始しました。その
バージョンとコマンドパスは下記のとおりです。

バージョン：15.0.4（20150805）、コマンドパス：/opt/intel/2015/bin
最新版を利用される場合、環境設定ファイル.cshrcで設定しているコマンドサーチパス行を下記のように変更し

てください。

set path=（ ..... ［一般的なコマンドサーチパスを指定］ ）
set path=（ /opt/intel/2015/bin $path ）

Fortranプログラムを例として、コンパイル実行方法は下記のとおりです。
$ source /opt/intel/2015/bin/ifortvars.csh intel64

$ ifort -O3 -parallel main.f90 -o main.exe

なお、バージョン12.1.6（20120928）を利用される場合、コマンドサーチパスを/opt/intel/binとし、
利用前に下記のコマンドを実行してください。
$ source /opt/intel/bin/ifortvars.csh intel64

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点JHPCN平成28年度課題募集
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28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、本センター内の教員としてください」にご注
意ください。

課題申請受付期間：平成28年1月4日㈪～2月5日㈮

平成28年度センター公募型共同研究課題募集

客員研究員　高山恒一さん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
27年11月30日㈪から12月4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スパコン
ユーザの参加をいただき、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、成果が出ています。
第2回 11月 30日㈪「HITACHI SR16000の紹介、実行までの手順」

12月 1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 2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 3日㈭「MPI並列処理プログラミングと実行1」
12月 4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）

客員研究員によるスパコン利用講習会およびユーザ支援活動

スパコン「京」・HPCIシステム利用研究課題成果報告会（第2回）
Intel compilerのバージョンアップと利用方法

Supercomputer Information

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アプリケーショ
ンソフトウェアCOMSOL Multphysicsの、最新バージョン5.2の利用サービスを2015年12月1日㈫から開始しま
した。実行コマンドはcomsol52です。

併せて、利用講習会（初級）を下記の日程で実施しました。
当日は、6名のユーザにご参加いただき、新規作成された講習会
テキストを利用して、最新版の有効な利用方法について講義が
行われました。また、利用講習会終了後には、個別の利用相談等に
対応させていただきました。

日時：平成27年11月13日㈮ 14:00～16:00
会場：北海道大学情報基盤センター北館4階・会議室

COMSOL Multiphysicsバージョン5.2のサービス開始と利用講習会（初級）
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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、大型計算機システムの継続利用手続き（継続申請）等について紹介します。本システムを利用中の方が、
次年度も引き続き利用するために必要ですので、お早めに手続きをお願いします。

〈注意事項〉

大型計算機システムの継続利用が承認された後（【手順1､2】）、必要があれば別途、クラウドシステム（サーバ）
及びバルク利用の継続申請を行ってください。詳細は、〈申請方法〉の【手順3】をご覧ください。

〈申請期間〉

2月中旬（申請書類の受領後）～3月28日（月） ※書類の場合は必着

〈申請方法（利用者）〉

【手順1】大型計算機システムの継続利用手続き
お手元に、水色の「北海道大学情報基盤センター大型計算機システム 利用申請書（継続）」を含む書類が届きま
したら、必要事項を記載の上、当センターまで提出してください。記載方法について不明な点があれば、申請書類
に記載の問い合わせ先へご連絡ください。
なお、北大所属かつ内容に変更がない場合は、オンラインによる申請が可能です（申請書類を参照）。

【手順2】センターの承認
申請がセンターで承認されると、登録されているアドレスに「大型計算機システム継続利用申請の承認」のメール
が送付されますのでご確認ください。手順3の該当がなければ、手続きは以上で完了です。

【手順3】バルク利用、サーバの継続利用手続き
以下のサービスを次年度も引き続き利用する場合は、別途手続きが必要ですのでご注意ください。

・バルク利用
・クラウドシステム  （ホスティングサーバ、プロジェクトサーバ）
・ストレージサービス  （WebDAV、AmazonS3）
・移行用サーバ  （ホスティングサーバ、プロジェクトサーバ）

それぞれの手続き方法についてご案内しますので、手順2の後に行ってください。

【手順3-A】バルク利用
情報基盤センターポータル（https://igate.hucc.hokudai.ac.jp/index.html）より手続きを行ってください

（詳細は申請書類を参照）。

「大型計算機システム利用」→「計算サービス」のタブ→「バルク登録・参照」の「継続」

【手順3-B】クラウドシステム
情報基盤センターポータル（https://igate.hucc.hokudai.ac.jp/index.html）より、次年度も利用するサーバ
全てについて手続きを行ってください。

「大型計算機システム利用」→「クラウドサービス」のタブ→「ホスティングサーバ」
または「プロジェクトサーバ」の「継続」

なお、継続利用手続きでは、以下の変更が可能です。

・課金方法の変更  （月額←→年額）
・プロジェクトサーバのサービスレベルの変更  （S、M、L）
・プロジェクトサーバのデータディスクの取消  （削除）

継続利用手続きを行わなかったサーバは4月1日（金）に停止し、利用できなくなります。

【手順3-C】ストレージサービス
情報基盤センターポータル（https://igate.hucc.hokudai.ac.jp/index.html）より手続きを行ってください。
なお、基本サービス経費に附帯する（100GB）分のみ利用の場合は、この手順は不要です。

「大型計算機システム利用」→「ストレージサービス」のタブ→「継続」

【手順3-D】移行用サーバ（ホスティングサーバ、プロジェクトサーバ）
手順2の承認後、3月中旬頃に継続申請書を発送しますので、受領後に手続きを行ってください。
なお、移行用サーバは平成29年3月末にサービスを終了します。

〈次年度の支払責任者の扱いについて〉

利用期限が3月31日の支払費目（運営費交付金・寄付金・複数年度の受託研究等）の支払責任者登録番号は自
動的に継続されますので、申請は不要です。これ以外の支払費目の支払責任者登録番号は再度申請を行う必要が
あります。
ただし、平成26年度以降ご利用のない支払責任者登録番号につきまして、自動継続の対象外とします。
以前使用した支払費目を再度ご利用になる場合には、改めて「経費負担の責任者登録書」を作成し、提出してくだ
さい。

〈補足〉

以下に該当する場合は、申請書類に記載の問い合わせ先へご連絡ください。

・異動で新年度より所属が変わるが利用は継続したい
・現在と異なる課金番号（支払費目）を次年度で利用したい
・クラウドシステムのサーバの利用者を変更したい
・ホームページサービスの利用者を変更したい

【注意】利用者のデータの削除について

継続手続きを行わなかったサービスのデータは4月中旬頃に削除されます。削除後の復旧は一切できませんので、
十分にご注意ください。
4月1日以降、クラウドシステム（サーバ）の継続手続き忘れに起因するサービス停止についての問い合わせが毎
年見受けられます。そのままにされますとデータが失われますので、必ず継続手続きを行ってください。
手続きについては、申請書類に記載の問い合わせ先へご連絡ください。



●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
平成27年4月に本センターに着任され、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 先生にお話しを伺いました。現在取り組んでいる分散処理密行列ライブラリ開発の研究成果
は北大スパコンの関連ユーザにとって有用ではないかと思います。北大スパコンの利用促進活動や
ユーザ支援活動を通じて、研究成果を展開および発展させていただきたいと考えています。

●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

●次号の特集予告
本センター客員研究員を担当されている恵木正史さん（株式会社日立製作所・中央研究所）に、
今話題のビッグデータとその分析手法についてお話を伺います。分析事例として、北大スパコンのバッ
チジョブ・スケジューラのログファイルを利用したジョブ実行分析結果をご披露いただき、その結果か
ら明らかになった稼働率向上策やユーザ支援のポイントについて論じていただきます。さらに、本学
研究者が保有する貴重なデータ資産を活用するビッグデータ研究に関して、本センターの役割や北大
スパコンの重要性について語っていただきます。

●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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