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表紙図面は特集記事の図4に対応しており、北
大スパコンの稼働率を可視化した結果です。サー
ビスを開始した2011年11月から2015年10月ま
での約1,500日間の24時間の稼働状態を、10分
毎のヒートマップとして表示しています。各段は
年度、横軸は4月1日から3月31日、各段の縦方向
は下から上に0時から24時までを10分毎に稼働
率に応じて色分けしています。青色はバッチノー
ドが未使用（月保守日および年末年始の利用
サービス停止期間など）、赤色はバッチノードが
全て利用されている状況を表します。サービス
開始当初から高稼働率であり、年末および年度
末に集中していた利用を、閑散期の4月から6月
にシフトさせる努力の成果が見て取れます。

ここに示す図面は特集記事の図5に対応しており、ジョブ投入の時間間隔の累積確率分布を年度
毎に示しています。横軸はジョブ投入の時間間隔（秒）、縦軸は累積確率（ ％）を表します。例えば、
2014年度において、ジョブ投入時間間隔が1時間（3,600秒）以上であるジョブの割合は約10%です。
これらの図から、年度により多少のばらつきはありますが、累積確率は待ち行列理論で利用される
指数分布（黒色破線）ではなく、Weibull分布（赤色実線）になっていることが分かります。

北大スパコン稼働率の可視化結果とジョブ投入時間間隔



4 情報基盤センター大型計算機システムニュース　Vol.41 MARCH  2016　　iiC-HPC 5

Interview
High Performance Computing System

情報基盤センター　客員研究員

恵木正史 氏 インタビュー

ビッグデータ分析が
明らかにする北大スパコン
稼働率向上のための戦略

Interview with M.EGI
─本日は、客員研究員として本センターに勤務され
ている恵木正史さんに来ていただきました。普段ど
のようなお仕事をされていらっしゃいますか。

恵木　私は2000年に㈱日立製作所 中央研究所に入
社以来、一貫してデータ分析の研究に携わってきまし
た。分野も多岐にわたり、例えば金融データ、気象デー
タ、医療データ、あるいは人間行動データなどです。
これらのデータを、お客様の業務で活用するための分
析アプリケーションを研究開発してきました。その経
緯もあって、2012年に日立製作所が「データ・アナ
リティクス・マイスターサービス」というビッグデー
タに関するコンサルティングサービスを始めた際、そ
の立ち上げをお手伝いしました。

最近、ビッグデータという言葉をよく耳にします。本特集記事では、
ビッグデータの活用を具体的な事例を交えて紹介します。北大スパコ
ン利用ログにビッグデータ分析を適用することで、ユーザ利用動向を
的確に把握し、ユーザ満足度や稼働率の向上につなげられるのでしょ
うか。また、ビッグデータ分析と大型計算機システムがどのように関
わってくるのか興味は尽きません。

─ビッグデータとは何かについてお話しいただけま
すか。

恵 木　ビッグ デ ー タとは 巨 大（Volume）、速 い
（Velocity）、多種（Variety）の3Vが特徴で、従来
の市販データ処理ツールでは対応が困難なデータを
表します。なぜこの時代にビッグデータというキー
ワードが出てきたかというと、ストレージの単価が下
がり巨大なデータを蓄積できるようになったこと、計
算機の処理性能が向上し巨大なデータを処理できる
ようになったことが挙げられます。また、スマートフォ
ンに代表されるように、さまざまなセンサデバイスが
社会に浸透し、新しいデータを大量に取得できる環境
が整い始めたことも要因でしょう。

ただ、3Vを満たすものだけがビッグデータなの
かというと、必ずしもそうではないように思います。
コンサルティングサービスの中でも、お客様から3Vに
関わりなく「今まで別の用途で蓄積してきたデータに
新たな用途や価値があるのではないか」、「普段経験
的に感じていたことをデータから立証できるのではな
か」、あるいは「新たにセンサを導入して自分達の活
動をデータ化してみたい」といった期待の声を多数伺
いました。つまり、ビッグデータという言葉は、お客様
がデータを積極的に活用しようとする姿勢そのものを
表しているように思います。

─データの活用について具体例でお話しいただけ
ますか。

恵木　私が深く携わった例を2つ挙げようと思います。
一つ目は、気象庁が提供する気象データを金融商品

「天候デリバティブ」で活用できるようにした事例で
す。天候デリバティブとは、例えば飲料メーカが冷夏
対策として損害保険会社から購入する保険契約です。
例えば「札幌で8月中の24時間平均気温が○度を下
回ったら1日あたり△円を受け取る」といった内容で
す。さて、この契約料金は幾らが妥当でしょうか？過去
の気象データに基づいて決定すれば良いようにも思
いますが、一方で気象庁は「今年の夏は猛暑になる
確率が高い」といった長期予報を発表します。飲料
メーカとしては、猛暑になる確率が高いのであれば、
契約料金は例年より安くなると期待しますよね。です
から、妥当な契約料金を算出するためには、過去デー
タと将来データを上手く融合させる必要がありまし
た。私たちはこの数理的な課題を解き、契約料金算
出システムとして提供することで、損害保険会社様の
気象データの活用をお手伝いしたわけです。

二つ目は、近年社会問題にもなっている企業のメン
タルヘルスに関する事例です。メンタルヘルス管理
では病気になる前の予防が大事だと言われています。
そのためには日々の気分状態を記録して、変化の予兆
をとらえる必要がありますが、現状、質問紙に回答す
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PROFILE

数メガバイト程度ですが、従業員数分、年数分と積算
すると、全体ではかなりのサイズに膨れ上がります。

─一般的にどのようなプロセスを踏んで、データの
活用を行っているのでしょうか？

恵木　ビッグデータの活用には大きく4つのフェーズ
があります。順に「ビジョン構築」、「活用シナリオ
策定」、「実用化検証」、そして最後に「システム導入」
という流れです。
「ビジョン構築」とは、お客様が保有されているデー

タの概要を理解した上で、どのような業務でどう活用
できるかといった、これから目指すべきビジョンを構築
します。情報基盤センターであれば、スパコンの運用
に関連する膨大なログが蓄積されています。それら
を分析することで、ユーザの満足度を向上させる、あ
るいはユーザ数を増加させるといったものです。
「活用シナリオの策定」とは、データをどんな観点

で分析すれば、どんな分析結果が得られる見込みが
あるか、さらに分析結果からどんな施策を打てばゴー
ルに繋がりそうか、といったデータ活用の一連のシナ
リオを明確にします。例えば、スパコンの運用ログ数
年間分を分析すれば、1年を通じた混雑状況の季節変
動が分かってきます。それを分り易く可視化して、情
報基盤センターのホームページ等を通じてユーザに
フィードバックすることで、混雑する時期を避けようと
するユーザが現れて、混雑状況が幾分平準化すると
考えられます。結果として待ち時間が減少し、ユーザ
の満足度向上につなげられるというシナリオです。こ
のような仮説を立てるところが「活用シナリオ策定」
です。
「実用化検証」では、このような仮説を実際のデー

タを用いて検証します。想定したような分析結果が得
られるかだけではなく、分析結果を受け、試験的に施
策を行ってシナリオ全体の妥当性を検証します。それ
が本当にうまくいったら、業務システムにその機能を
実装して、日々の業務に組み込んでいく「システム導
入」に入っていきます。

当然のことながら、データ分析者1人で閉じる話で
はありません。まずは、お客様の業務やシステムを熟
知している人が必要です。その方を通じてデータの
意味を詳しく理解して行きます。その上で、お客様と
組織の目標やミッションについてお話しながら、一緒
にデータ活用のシナリオを検討して行きます。その
際、データ分析者は過去の事例や、有用な分析手法を
たくさん知っていなければいけません。そして、ある
分析手法が有望とわかったら、必要に応じて、その分
析手法の専門家に加わってもらい、分析を深掘りしな
がらシナリオの妥当性を検証して行きます。シナリオ
の有用性が認められ、最終的にそれを業務システムに
実装する段階になれば、システム構築の専門家にも
入ってもらうという流れです。

る方法が主流で、定点観測が前提となっています。こ
れに対し、ウェアラブルセンサで取得した行動データ
から、人の気分状態を推定する研究が幾つか報告され
ています。確かにウェアラブルセンサを使えば継続
的に記録できますが、大人数に配布するのは容易では
ありません。そこで私たちは、別の目的で大量に蓄積
されていたPCの操作ログに注目しました。もともと
従業員の業務効率を評価するために蓄積されていた
ものですが、PC上での行動が詳細に記録されている
ため、ウェアラブルセンサの代替になるのではないか
と考えたわけです。また、操作ログであれば大人数か
ら取得することも比較的容易です。実際に分析した
ところ、操作ログからも人の気分状態を推定できそう
だと分りました。既存のデータから、本来目的とは全
く異なる新しい価値を見つけたと言えるでしょう。

─天候デリバティブとかメンタルヘルスの話では、
どのようなデータを扱ったのでしょうか？

恵木　天候デリバティブに関しては、気象庁が提供す
る全国の気象データを利用しました。これは気象庁
が全国各地で長年に渡って記録し続けてきたもので、
気温、降水量といった項目の時系列データとして提供
されています。天候デリバティブでは、そのような膨
大な時系列データから、契約内容に合わせて、例えば

「札幌における、過去40年間のカレンダー日が8月1
日から8月31日までの24時間平均気温（ ℃）」に該
当する時系列データを抽出します。そして、抽出した
時系列データから統計モデルを作り、保険金支払い
が発生する頻度や総額を評価するわけです。抽出後
のデータサイズは大きくても数十メガバイト程度で、

契約毎に見ると大きくありませんが、
損害保険会社は、契約内容を何度も
調整したり、また多数の契約を保有し
たりするので、実質的にはその何百倍
ものデータを利用していることになり
ます。

一方、メンタルヘルスで利用する
PCの操作ログは、いつ、どのユーザ
が、どのアプリケーションで、どのよう
な操作をしたかといった「イベント」
を時系列データとして記録したもので
す。本来目的の業務効率評価の場合
には「 どのような操作が行われたか」
に注目しますが、メンタルヘルス応用
の場合には、逆に「操作が行われな
かった」部分、すなわち、イベントとイ
ベントとの間の時間の長さに注目しま
す。人は手を休めて考えながら操作
を行うと思いますが、その時間の長さ
の変動に気分状態が反映されるわけ
です。データサイズは一人一日分で

恵 木 正 史
Masashi Egi
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　客員研究員

（㈱日立製作所 研究開発グループ
  情報通信イノベーションセンタ主任研究員）

2000年名古屋大学大学院理学研究科 博士課程後期単位取得
退学。同年同社入社。以来、金融・気象・医療・人間行動など様々
な領域のデータ分析の研究に従事。

─客員研究員としてどのようなことに取り組んでい
らっしゃいますか？

恵木　これまでご説明したような流れで、色々な方々
の協力を仰ぎながら、北大スパコン稼働ログの活用
方法を研究しています。4つのフェーズで言えば、3つ
目の「実用化検証」の段階にあたります。

まずは、分析対象となるスパコンの稼動ログについ
て説明させてください。現行スパコンの運用を開始
した2011年11月から今日までの約1,500日間に、約
17万2,000件のジョブが投入されています。1つの
ジョブが実行されると、数百行から数千行の稼動ログ
が記録されます。ここに載っているのは、ジョブが待
ち行列に並んだ時刻、実行開始・終了時刻、実行中に
使ったノードと各リソースの消費量などの情報です。
これらは特殊なバイナリ形式で圧縮されているため、
専用ツールで解凍するところから始めました。また、
解凍後もテキスト形式の非構造データだったので、分
析向けに構造データに整形する必要があるなど結構
大変でした。

では、可視化の一例をご覧ください。図4（本誌表
紙図面）は約1,500日間の24時間の稼働状態を10
分単位で一気にヒートマップ表示したものです。上の
帯から順に2011年度から2015年度、横方向が4月1
日から3月31日までを表します。また、各帯で縦方向
は下から上に向かって0時から24時までを10分毎に
色分けしています。青色は演算ノードが未使用、赤色
は166演算ノードがすべて利用されている状況を表し
ます。年末年始の青い帯はセンターのお休みです。

これを見ていただくと、この足かけ5年の稼働状況
が一目で見て取ることができます。一気に可視化する
ことで、新しい気づきを得るといった役割もあります。

─これを見ると変化が手に取るように分かります。

恵木　ビッグデータ分析で特に大切な要素の1つは図2. ビッグデータ活用のプロセス

図1. 気象データの活用事例
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図3. ビッグデータ活用の登場人物

グが蓄積されているため、経年変化も観察できまし
た。年を経る毎に、時間間隔は延びる傾向にあり、そ
のことがWeibull分布のパラメータの経年変化に表
れています。これは今回の取り組みによる、新しい発
見だと考えています。

─とても興味深いですが、この発見は何に役立つの
でしょうか？

恵木　ユーザがジョブを投入してから実行開始される
までの「待ち時間」を削減できる可能性が出てくる
のです。KCは、シミュレーションにより、ジョブ投入の
時間間隔がWeibull分布になっている場合、何らかの
施策を講じることで、待ち時間を20分ほど削減できる
ことを示しました。スパコンは1ヶ月で数千件のジョ
ブを処理しますので、全部積算するとかなりの効果が
あると言えるのではないでしょうか？ 待ち時間はユー
ザの満足度に直結していますので、この発見は有用だ
と考えています。

─どんな施策を講じれば良いのでしょうか？

恵木　Weibull分布の式にβというパラメータがあり
ますが、それが大きくなるような施策を講じれば良い
のです。もう少し具体的な施策を提言したい所です
が、そのためにはもう一歩、北大スパコンの運用に踏
み込んで詳細に調査する必要があります。残念なが
ら現段階では、まだそこまで至っていません。しかし、
そのヒントはKCが示しています。

そもそも、なぜジョブ投入の時間間隔はWeibull
分布になるのでしょうか？KCはそれを理論的に説明
する数理モデルを提案しています。基本的な考え方
は、複数のユーザがスパコンを共有し、混雑状況やス
ケジューリングを考えながら利用する場合、ジョブ投
入するまでの意思決定過程が何段階かの階層に分か
れるはず、というものです。そのような観点からユー

ザの意思決定過程をモデル化す
ると、Weibull分布が自然に導出
され、さらに、パラメータβが階層
数nと結びつきます。ですから、
待ち時間を削減するために「βを
大きくする」というのは「階層
数nを小さくする」と等価になる
のです。

─米国と北大では、意思決定
の階層数は同じなのでしょうか？

恵木　異なるようです。米国の
2つのスパコンでは約3だと推定

過去事例や先行研究の調査です。今回もこの取り組
みを始めるに当たり、スパコンの稼動ログを分析した
事例や先行研究を調べてみました。中でも、Kleban 
& Clearwater（以下KCと略します）による2003年
の論文が興味深いです。米国の2つのスパコン、す
なわちLos AlamosのBlue MountainとLawrence 
Livermore のBlue Pacificにおいて、ジョブ投入時間
間隔xの確率密度分布pdf(x)が、待ち行列理論でよく
利用される指数分布ではなく、次のようなWeibull分
布で良く近似できるという内容です。ここでαとβは分
布の形状を特徴付けるパラメータです。

ここでジョブ投入の時間間隔とは、ユーザを区別せ
ずに、あるジョブが待ち行列に投入されてから、次の
ジョブが投入されるまでの経過時間です。2つの異な
るスパコンで、どちらもWeibull分布になったと言う
結果に驚きました。

─北大スパコンはどうなのでしょうか？

恵木　実際に調べた結果が図5（本誌表紙見返し図
面）です。左上から順に2011年度から2015年度で
す。それぞれ横軸はジョブ投入の時間間隔、縦軸は累
積確率分布であり、片対数グラフで表示しています。
白丸が観測値、破線が指数分布のベストフィットカー
ブ、そして赤線がWeibull分布のベストフィットカーブ
です。片対数グラフなので、指数分布は直線になりま
す。すると、指数分布と比べ、Weibull分布の方が広
い領域で、良くフィットしていることが一目瞭然です。

つまり、米国の2つのスパコンで発見された現象が、
新たに北大スパコンでも確認されたわけです。さら
に、北大スパコンでは足掛け5年分の長期間の稼動ロ

されています。一方、北大スパコンでは約5という結
果になりました。もしKCモデルの考え方が正しいの
であれば、米国に比べ、北大スパコンには、何かユーザ
の意思決定が複雑になる要因があると考えられます。
そこに施策を打ち、ユーザの意思決定を簡素化でき
れば、階層数nが減り、結果的に待ち時間を削減できる
と考えられます。

スパコンの稼動ログをきれいにするところから始め
て、ここまで来るのはけっこう大変でしたが、実務とし
て価値のある、またサイエンスとしても興味深い分析
結果が出始めたと思います。

─学内の研究者とのコラボレーションの事例はあり
ますか？

恵木　はい。現在、本学大学院教育学研究院の伊藤 
崇先生と川田 学先生、北海道科学大学未来デザイ
ン学部の中島 寿宏先生にご指導いただいて、幼稚
園、小学校、中学校での教育現場において、コミュニ
ケーション・データを分析する取り組みを行っていま
す。名札型センサを用いて、生徒と生徒、あるいは生
徒と教師との間のコミュニケーションを計測し、集団
の中での個々の生徒の特徴や、学習方法の効果を定
量化することを目指してます。成果の一部は、平成
27年2月に北大教育学部で開催された研究会でも発
表しています。この取り組みは、一部、大阪大学COI 
STREAM「人間力活性化によるスーパー日本人の
育成と産業競争力増進／豊かな社会の構築」におい
て、大阪大学大学院生命機能研究科の八木 健先生と
木津川 尚史先生と連携しながら進めています。

─高性能計算（HPC）との関係はありますか？

恵木　コミュニケーションを分析する観点は幾つかあ
るのですが、HPCと関係してくるのは、コミュニケー
ションのネットワークからコミュニティを抽出する分析
です。コミュニケーションのネットワークとは、生徒ま
たは教師をノードとし、コミュニケーションをリンクと

するようなグラフです。そのようなネットワークに潜
在しているコミュニティに興味があります。ここで言
うコミュニティとは図6のように、例えば、同じ班、同じ
係、同じ部活といったもので、当然ながら各人複数の
コミュニティに属しているでしょうし、クラスの中にも、
たくさんのコミュニティが潜在していると考えられま
す。こういったコミュニティを抽出することで「コミュ
ニティ同士を橋渡ししているのは誰か」、あるいは「最
も多くのコミュニティに属しているハブは誰か」といっ
た観点で、生徒の特徴を理解できるようになります。
このコミュニティ抽出の部分が計算量的に高負荷で、
私がC言語で作成したプログラムでは、1クラス1日分
を分析するのに数時間も掛かってしまいました。

─けっこうな計算負荷ですね...

恵木　解いているのは、各人がどのコミュニティに属し
ているか、という組み合わせを最適化するような問題
です。並列化して北大スパコンを利用すれば、もっと
高速に解くことができるのではないかと、議論を進め
ているところです。

─北大スパコンへの期待が高まります。

恵木　北大の研究者はたくさんデータをお持ちだと
思っています。あるいは、今はデータ化していないけ
れども、これからデータ化しようとしている資料や標
本をたくさんお持ちだと思います。そういうものも
ビッグデータの対象になりうると思っています。是非
とも一緒にデータの活用ができたらと思っています。

─それはいい話ですね。すでにあるデータも、使い
ようによっては宝になりうるのですよね。

恵木　そうですね。ある分野のデータを、実は他の分
野の研究者、あるいは企業が必要としているケースも
あります。そういった可能性を考えながら、データを
有効に活用する検討を一緒にできたらと思います。

─本センターに期待されることは？

恵木　北大にはデータ分析を行っている研究者もた
くさんいらっしゃると思います。本センターが、デー
タを提供する研究者と、データを分析する研究者の

「マッチングの場」になるといいと思います。

─非常に面白いお話を聞かせていただきました。
今後のご活躍を期待しています。

図6. コミュニティのイメージ

※謝辞
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成果展開事業「センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム」の
支援によって行われた。
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第37回

北大スパコンでの並列処理の実行方法
 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　大宮　学

知 っ て 得 す る !!

北大スパコンHITACHI SR16000モデルM1は、
スカラ型アーキテクチャを有する並列処理計算機で、
大規模主記憶容量、高速なインタコネクトおよび自動
並列化コンパイラを備え、利用者の大規模シミュレー
ションを高速に実行する環境を提供します。研究分野
によって、さまざまな並列実行の手法が検討されてお
り、低コストで高速な処理を行うプログラム実行の最
適化等が検討されています。そのようなことから、本
稿においては利用者への情報提供を目的として、北大
スパコンで可能なプログラムのコンパイル方法と並
列実行方法をまとめて示すこととしました。

なお、詳細については、利用者向けにセンター・
ホームページで公開しています利用講習会テキスト

「HITACHI SR16000入門」をご参照ください。

北大スパコンの論理ノード構成
論理ノードの構成を図1に示します。4ソケット構

成で、1ノードあたり4台のIBM社製Power7プロセッ
サを備えています。プロセッサは8コア構成であるこ
とから、論理ノードあたりの物理コア数は32になりま
す。また、ソケットごとに32GBの主記憶装置が接続
され、ノード全体の主記憶容量は128GBになります。
その128GBのうち100GBをラージページメモリとし
て利用可能であることから、バッチ領域においてユー
ザ・プログラムが利用可能な主記憶容量は論理ノー
ドあたり100GBになります。ただし、4ソケットに対し
て容量32GBの主記憶メモリがそれぞれ接続されて
いることから、論理ノードはNUMA （Non-uniform 

並列処理プログラムとコンパイル
表1に、並列処理方法について分類して示します。

大 きく分 け て、SMP（Symmetric Multi-process-
ing）並列とMPI （Message Passing Interface）並
列があります。

SMP並列化は共有メモリ型並列処理に対応し、ひ
とつのジョブを複数のスレッドに分割し、それらスレッ
ドを1台の論理ノード内で並列に実行する方法です。
逐次プログラムをほぼそのまま利用することができ、
北大スパコンでは日立最適化FORTRAN90コンパイ
ラなど自動並列化コンパイラで逐次プログラムから
SMP並列化された実行モジュールを作成することが
できます。並列化可能であるにもかかわらずコンパ
イラが並列化を行わなかった場合、並列化可能なプロ
グラム部分を強制的に並列化するようにコンパイラに
指示するために、コンパイラ専用の指示文（ または
ディレクティブと言う）をプログラムに追加します。

SMP並列化においては、自動並列化コンパイラ以
外にOpenMP指示文をプログラムに追加して、ユー
ザ指定の並列化を行う方法があります。これは、他の
システムとの互換性を考慮する必要がある場合など
に有用です。ただし、北大スパコンでは自動並列化
Fortranコンパイラを利用できることから、OpenMP
指示文が追加されたプログラムであっても、コンパイ
ラによる自動並列化をお勧めします。

Memory Access）アーキテクチャであるといえま
す。この場合、高速演算を実現するためには、演算を
行うプロセッサの近くにデータが存在していることが
望ましいと言えます。したがって、可能であれば分散
メモリ型並列処理プログラムを開発し、ソケットごとに
プロセスを割り当ててジョブを実行することが高速演
算に対して適しています。いずれにおいても、どのよ
うな並列処理手法があり、それをどのように実行する
のかを事前に知っておくことは、プログラム開発、入力
データの準備および予算見積りを行うにあたって重
要であると考えます。

以下においては、Fortran言語で記述されたプログ
ラムを北大スパコン・バッチ領域で並列実行するため
の方法について解説します。

一方、MPI並列化は、MPI通信ライブラリを利用し
て作成された分散メモリ型並列処理に適応したプロ
グラムの開発が必要です。プログラムの開発には高
いスキルが必要ですが、複数の論理ノードを利用した
大規模なシミュレーションを実行するためには必須の
作業です。ここでは、MPI並列化プログラムがすでに
あることを前提として話を進めます。表1に示すとお
り、MPI並列処理は1台の論理ノードあるいは複数の
論理ノードを利用して実行します。必要な計算リソー
スおよび希望する計算処理時間を実現するために、論
理ノード数や実行方法を柔軟に変更できるプログラ
ム開発を行わなければなりません。

表2は、並列処理手法とコンパイル方法の関係を示
しています。SMP並列化に関しては、SMP並列化を
行わない場合、SMP並列化を自動並列化コンパイラ
またはOpenMP指示文を利用して行う場合の3とお
りを考慮します。MPI並列化については、プログラム
をMPIライブラリを利用してユーザが並列化している
か否かのいずれかとします。それら組合せに依存し
てコンパイル方法が決定されます。ただし、北大スパ
コンではOpenMP指示文が追加されたプログラムで
あっても、OpenMP指示文を読み飛ばして、コンパイ
ラによる自動並列化ができます。

表2の項番2および3はSMP並列化のみであり、表1
の項番1および2に対
応します。これらコン
パイルで作成された実
行モジュールは1台の
論理ノード内で実行し、
その手法は同一です。
項番4はフラットMPI並
列化で、ジョブを構成
するプロセスは逐次処
理になります。最後に、
項番5および6はハイ
ブリッド並列化で、ジョ
ブは複数のプロセスか
ら構成され、かつプロ図1. 論理ノードのハードウエア構成

表1. プログラムの並列化

No. 分類 並列法 適用先

1
SMP並列化

自動並列 論理ノード内

2 OpenMP並列 論理ノード内

3 MPI並列化 MPI並列 論理ノード内
論理ノード間

表2. プログラムのコンパイル方法

No. コンパイル法 SMP MPI 内　容

1 1CPU逐次 無 無 1CPUによる逐次実行する場合

2 自動並列 自動 無 コンパイラの自動並列化によりSMP実行する
場合

3 OpenMP並列 OpenMP 無 OpenMPにより並列化してSMP実行する場合

4 MPI並列 無 有 MPI並列を適用して各MPIプロセスは並列化
しない場合

5 自動並列とMPIの
ハイブリッド並列 自動 有 コンパイラの自動並列化とMPIのハイブリッド

並列を適用する場合

6 OpenMPとMPIの
ハイブリッド並列 OpenMP 有 OpenMPによる並列化とMPIのハイブリッド

並列を適用する場合

図2. プログラムの実行方法
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セスはスレッド並列化されています。表2の項番4か
ら6は、表1のMPI並列化に対応し、1台の論理ノード
あるいは複数台の論理ノードを利用して並列処理を
行います。

プログラムが、表2に示すいずれに対応するかを判
断するためのフローチャートを図2に示します。同図
において、黄色四角形で囲った部分が表2の項番に対

threading）機能を有効にしており、1個の物理コア上
で同時に2個のスレッドあるいは2個のプロセスを実
行するようにしています。すなわち、OSからは64個
の物理コアがあると認識されています。SMT機能を
有効に動作させるためには、メモリ・アクセスに比較
して演算処理量がはるかに上回るなどの条件をジョ
ブが満足しなければなりません。メモリ・アクセスが
主であるジョブでは、SMT機能をOFFにする方が処理
は高速化される傾向があります。そこで、以下におい
ては常にSMT機能をOFFにし、仮想的に設定されて
いる64個の物理コアのうち32個の物理コアを利用す
るものとします。この場合、表3の項番3、5、8および
9はSMT機能がONなので、以降の議論から除くこと
にします。また、項番1は逐次実行なので議論から除
きます。その結果、項番2 （SMP並列）、項番4 （フラッ
トMPI並列）および項番6 （ハイブリッド並列）につい
て、ジョブ・コマンド・ファイルの記述方法を示します。

リスト1は、表3項番2に示すSMP並列処理のジョブ・
コマンド・ファイルです。リスト中、#@で始まる行はジョ
ブ・スケジューラLoadLevelerへの命令文です。そ
の下のsetenvで始まる行は環境変数の設定、最終行
の./sample.exeは実行モジュール名です。リスト
1の3行目に示す#@resources=ConsumableCpus

（64）は64個のコアを確保することを指示します。そ
の上で、リスト1の下から2行目にTHREADNUM（32）
とします。これら組合せによりSMT機能をOFFに
し、スレッド数32のSMP並列処理にします。なお、
OpenMP指示文が追加されたプログラムから実行
モジュールを作成した場合であってもリスト1の記述
が有効で、プログラム実行時に環境変数OMP_NUM_
THREADSを設定する必要はありません。

リスト2はフラットMPI並列処理のジョブ・コマン
ド・ファイルです。ただし、プロセス数を32とし、物理
コアあたりひとつのプロセスを割り当てます。リスト1

応します。コンパイラによる自動並列化や最適化レベ
ルに依存して、計算順序が変更されることで出力結果
が変化したり、プログラム規模や粒度が小さいために
スレッド並列化しても実行時間が短縮できないときが
あります。このような場合、原因の特定や対策を行う
までは逐次処理（項番1）あるいはフラットMPI並列
処理（項番4）を行うようにしましょう。北大スパコン
においては、できるだけスレッド並列またはハイブリッ

ド並列で実行することを検討してく
ださい。

なお、コンパイル方法について
は、講習会テキスト「HITACHI  SR 
16000入門」を参照してください。

並列処理プログラムの
実行方法

北大スパコンのバッチ領域でジョ
ブを実行するためには、ジョブ・コ
マンド・ファイルcommand.jcfを
作成し、それをジョブ・スケジュー
ラIBM社LoadLevelerに読み込ま
せます。コマンド・ジョブ・ファイ
ルに記述された計算資源が確保で
き、記述内容が正確であればジョ
ブの実行が開始されます。北大ス
パコンでは、1論理ノードから最大
128論理ノードを利用した並列処
理に対応しています。

表3に、コンパイル方法とプロ
グラム実行方法の対応関係を示し
ます。北大スパコンの論理ノード
は4プロセッサ／32物理コア構成
で、SMT（Simultaneous Multi-

リスト2. フラットMPI並列処理

リスト1. SMP並列処理

に示すSMP並列処理に比較して記
述すべき項目が多いことが分かりま
す。重要なのは、論理ノード数（#@
node=1）を指定し、ジョブが含むプ
ロセス数（#@task_per_node=32）
を正しく指示します。ひとつのプロ
セスに割り当てるコア数を2（#@
resources=ConsumableCpus

（2））とし て、ス レッド の 数 を1
（THREADNUM（1））にします。この
ような設定によりSMT機能をOFFに
し、32個の物理コアを利用します。
すなわち、プロセスあたり2個のコア
を確保して、その内の1個のコアの
みを利用することにします。結局、プ

ロセス数が32で、各プロセスが1個のコアを利用する
ので、合計で32個のコアが必要になります。

最後に、リスト3にハイブリッド並列処理のための
ジョブ・コマンド・ファイルを示します。ただし、1
台の論理ノードを使用して、ジョブは8つのプロセス

（8MPI）で構成され、それぞれのプロセスが4つのス
レッド（4SMP）による並列処理を実行するとします。
結局、32個の物理コアを利用するハイブリッド並列
実行になります。リスト2に比較して下記の項目が変
更されています。初めに、プロセス数を8 （#@task_
per_node=8）にします。ひとつのプロセスに割り当
てるコア数を8 （#@resources=ConsumableCpus

（8））にして、スレッド数を4 （THREADNUM（4））にしま
す。このような設定によりSMT機能をOFFにし、32
個の物理コアを利用します。すなわち、プロセスあた
り8個のコアを確保して、その内の4個のみを利用す
ることにします。論理ノードでは8個のプロセスが起
動されるので、利用するコア数は合計で32個になり
ます。

むすび
本 稿 にお い て は、北 大 スパコン HITACHI SR 

16000 モデルM1を利用して並列処理並列プログラ
ムのコンパイルおよび実行方法について、解説を行い
ました。並列処理の種類を示し、それら並列処理実行
のためのジョブ・コマンド・ファイルを示しました。北
大スパコンではSMT機能を有効にしているので、ジョ
ブ・コマンド・ファイルの記述に際しては特段の注意
が必要です。これら例示を参考に、プログラムに適し
た並列実行方法を検討していただき、演算時間の短
縮やコスト低減などの最適化に役立ててください。

リスト3. ハイブリッド並列処理（4SMP×8MPI）

No. コンパイル方法 実行方法
1 1CPU逐次 1物理CPUコアによる逐次実行

2
自動並列またはOpenMP並列（SMP並列）

1物理CPUコアに1スレッド実行

3 1物理CPUコアに2スレッド実行

4
MPI並列

1物理CPUコアに1MPIプロセス実行

5 1物理CPUコアに2MPIプロセス実行

6
自動並列またはOpenMPとMPIの
ハイブリッド並列

（SMPとMPI並列のハイブリッド）

1物理CPUコアに1スレッドのハイブリッド実行

7 1物理CPUコアに1スレッドのハイブリッド実行(cpu_per_core指定）

8 1物理CPUコアに2スレッドのハイブリッド実行

9 1物理CPUコアに2スレッドのハイブリッド実行(cpu_per_core指定）

表3. プログラムの実行方法
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Visualization School

前号（iiC-HPCニュース40号）の表紙見返しに、標準ホーンアンテナ内部における磁界成分Hxの分布を可視化
した図面を掲載しました。この可視化においては、AVS/Expressの可視化モジュールisovolumeおよびcrop_
orthoboxを組合せています。今回の可視化道場では、可視化のためのデータの準備から始めて、可視化結果を
得るまでの手順について説明します。

番外編番外編番外編303030 AVS/Express可視化モジュール
isovolumeの活用法

データを用意する

標準ホーンアンテナ内部の磁界分布を求める際に、
空間を立方体セルで離散化する時間領域差分法を適
用します。解析結果は立方体セル上の6つの電磁界
成分であり、AVS/Expressフィールドデータかつ直交
等間隔格子に対応します。したがって、可視化の際に
座標情報は不要です。格子ごとに6つの電磁界成分
が計算されますが、それらを単独で利用したり、組合
せて利用することでさまざまな物理量の可視化を行
うことができます。今回は磁界成分Hxのみを利用し
て、その分布を可視化します。

標準ホーンアンテナの形状と座標系を図1に示しま
す。ホーン開口の長辺方向をx軸、短辺方向をy軸お
よびホーンの正面方向をz軸とします。このホーンア

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

ンテナを含む空間を解析領域に設定し、その空間を立
方体格子で離散化します。このとき、AVS/Express
で読み込むフィールドファイルはリスト1になります。
リスト1から、3次元データで、x、yおよびz方向の格子
数がそれぞれ147、117および321です。ただし、解析
においては2倍の格子数で空間を離散化しています。
データはスカラ型実数とし、ファイル名はemfdist.

datです。

る場合であり、赤色破線で囲った項目Aboveにチェッ
クを入れています。このモジュールの出力は図4⒜の
ようになります。大きな値を有するデータが小さな値
を有するデータで覆われているので、内部の分布を示
すためにモジュールcrop_orthoboxを利用して断
面を表示します。

あとは、図2に示すモジュールcrop_orthoboxと
crop_orthobox #1の出力をビューワモジュール
Uviewer_3Dに入力することで、図4⒟に示すとおり
図4⒝と⒞が合成され、図4⒜と比較して全体の4分の
1の領域が消去された可視化結果になります。

図1. 標準ホーンアンテナの構造と座標系
リスト1. フィールドファイル

図2. 可視化モジュールの構成

図3. モジュールisovolumeのパラメータ設定
（設定値以上のデータを可視化）

可視化モジュールcrop_orthoboxを
利用した断面図の可視化

図5にモジュールcrop_orthoboxのコントロー
ルパネルを示します。リスト1から、x方向の格子数は
147であり、中心付近のx方向に垂直な断面図を示す
ために、X_maxを74に設定します。この結果、モジュー
ルの出力は図4⒝に示す可視化結果になります。同
図から、X_max以上の格子が非表示になり、断面図を
表示することができました。同様に、y方向に垂直な
断面図を表示するため、図2に示すモジュールcrop_

orthobox#1のY_maxを58に設定します。その結果、
モジュールの出力は図4⒞に示す可視化結果になり
ます。

可視化モジュールisovolumeを利用した
データの可視化

解析結果として得られる磁界成分Hxは、ホーン内
部においてz方向に対して正および負の成分が交互
に現れます。最初に、正の成分の可視化を試みます。
図2に可視化モジュールの構成を示します。モジュー
ルRead_Fieldでリスト1に示すフィールドファイル
を読み込みます。モジュールset_minmaxはデー
タ値の範囲を設定し、見た目に鮮やかな配色にしま
す。モジュールisovolumeは設定値以上あるいは
以下のデータを可視化します。図3にisovolume

のコントロールパネルを示します。同図は、map_
componentsで設定した値以上のデータを可視化す

⒜モジュールisovolumeの出力結果 ⒝モジュールcrop_orthoboxによりx方向をカット

⒞モジュールcrop_orthoboxによりy方向をカット ⒟可視化結果⒝と⒞を合成した結果

図6. 磁界成分Hxの可視化結果

図4. 磁界分布の可視化結果（正成分）

図5. モジュールcrop_orthoboxのコントロールパネル

負の成分を追加して可視化を完成させる

最後に、負の成分の可視化作業を行います。図2に
示す白色破線で囲んだモジュールの組合せをもう一
組追加します。追加したモジュールisovolumeに対
して、図3に示す項目Aboveのチェックをはずし、パラ
メータmap_componentsを−0.1にします。これで
負の値を有するデータが可視化されます。モジュー
ルcrop_orthoboxのパラメータは前述のとおりの
作業を繰り返します。以上の作業の結果、図6に示す
磁界成分Hxの標準ホーンアンテナ内部における分布
図を得ることができます。

まとめ

可視化モジュールisovolumeを利用して、ホーン
アンテナ内部の磁界分布の可視化を試みました。可
視化結果はシンプルなものですが、それを実現する
ためには最終的な表示結果を具体的にイメージでき、
それを実現するための可視化モジュールやそのパラ
メータ設定方法を理解していなければなりません。
重要なことは、さまざまな可視化事例とそれを実現す
るための可視化モジュールの組合せを多く知っている
ことです。可視化道場では、引き続き可視化モジュー
ルの利用方法について、平易な例題を利用しながら解
説していきます。



スパコンinfo. ご存じですか？ スパコンは 北海道の共有インフラです。
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本センターが計算資源提供機関として参加しているHPCIでは、平成28年度利用研究課題選定結果を平
成28年2月10日に公表しました。『「京」を除くHPCI共用計算資源を利用する課題』選定数は69件で、う
ち55件が一般利用および14件が産業利用、北大スパコンを利用する課題は4件でした。注目すべきは、産
業利用14件のうち10件が東工大クラウド型グリーンスパコン「TSUBAME2.5」を利用することで、GPU
を利用した高速計算への期待が大きいことが伺えます。

ホームページ：http://www.hpci-office.jp/

アプリケーションソフトウエアMathematicaについて、最新バージョン10.2.0の利用サービスを2015
年12月1日㈫から開始しました。本ソフトウエアの利用サービスは学内利用者限定となります。また、同日
からダウンロード版の利用サービスを開始しています。

HPCI共用計算資源の平成28年度利用研究課題選定結果

北大スパコン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
コンパイラについて、四倍精度組込関数qlog、qlog10およびqlog2の精度低下に関する不具合を修正し
ました。修正内容をユーザプログラムに反映させるためには、コンパイルおよびリンクを行う必要がありま
すので、ご対応をお願いします。

詳細については、下記URLにおいて北大スパコン利用者限定で公開していますリリースノートを参照して
ください。

ホームページ：http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~a10020/system/system.cgi

最適化FORTRANコンパイラの障害対策

アプリケーションサーバmalt3.hucc.hokudai.ac.jpで利用サービスを行っています非線形・動的・
流体構造練成シミュレーションツールLS-DYNAについて、最新バージョン8.0.0の利用サービスを2015年
12月1日㈫から開始しました。8コアを上限とする並列計算に対応したMPP-DYNAであり、大規模かつ高
速処理が特徴です。利用に際しては、本センターホームページで公開しているサービスソフトウエア利用
解説書を参照してください。

LS-DYNAバージョン8.0の利用サービス開始

Mathematicaバージョン10.2.0の利用サービス開始

本センターが公募しました平成28年度共同研究について、25件の申請をいただきました。厳正な審査
の結果、21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
去の共同研究課題および研究成果を、下記ホームページで公開しています。

ホームページ：http://www.iic.hokudai.ac.jp/kyodo_kenkyu/

平成28年度センター公募型共同研究採択課題が決定

Supercomputer Information

平成27年度JHPCN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数値記録
（JHPCN-DF）の実用化研究」で検討された高精細大規模可視化や遠隔可視化をテーマとして第2回ネッ
トワーク型共同研究シンポジウムが、平成28年2月16日㈫に名古屋大学情報基盤センターにおいて開催
されました。当日、北大スパコンを利用して得られた大規模シミュレーションデータを、名古屋大学情報基
盤センターで利用サービスを行っている高精細可視化システム（SGI UV2000）を利用して遠隔可視化を
行った研究成果が報告されました。以下に示す2枚の写真は、名古屋大学情報基盤センター複合現実大規
模可視化システムのドーム型ディスプレイシステムおよび2Kモニタ16面で構成される8K高精細ディスプ
レイシステム（H2.3m×W4.0m、解像度4,320×7,680）です。

第2回名古屋大学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

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28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、内数です。

採択課題による共同研究は本年4月1日㈮から開始されます。採択課題の詳細については、下記のホー
ムページをご参照ください。

ホームページ：http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ja/adoption.php

平成28年度HPCI-JHPCN共同研究採択課題が決定

応募件数 採択件数 採択率

47 （8） 39 （7） 0.82 （0.87）

ドーム型ディスプレイシステム 8K高精細ディスプレイシステム
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学際大規模計算機システム
〈アクセス・利用時間〉
当センター北館1階利用者端末室に2台設置してい
ます。
2回目以降、印刷支援不要の方（プレミアム普通紙・
フォト光沢紙で印刷する方）は、利用可能時間内であ
れば自由に印刷することができます。
なお、利用者端末室への入室にはICカード教職員証ま
たは学生証が必要です。

表1. 利用可能時間および職員対応時間

利用可能時間 職員対応時間

平日 9：00～19：45
  9：00～12：00
13：00～16：30

土日祝日、学際大規模計算機システムの定期保守日
（毎月初めの平日）はご利用いただけません。
印刷支援、クロス印刷、出力端末のパスワード再設定
をご希望の方は職員対応時間に当センター北館2階
事務室にお越しください。

印刷終了後、出力枚数届出用紙に必要事項を記入し
て、下記の場所に提出してください。
・平日 9：00～17：00 当センター北館2階事務室
・平日17：00～19：45 当センター北館1階警備員室

〈出力端末と用紙について〉
Windows、Macそれぞれにインストールされている
主なソフトウェアは以下のとおりです。
出力端末ではBootCampにより、Windows、Macの
両OSをご利用いただけます。
・Adobe Acrobat X
・Adobe Illustrator CS5
・Microsoft PowerPoint 2010

文字や画像の埋め込みをしていないファイルをお持
ちになる方は、正しく印刷されないことがあるため、
PDFを併せてご準備ください。

表2. 用紙サイズと規格

規格 ロール紙サイズ
24インチ

（A1サイズの印刷が可能） 610mm

36インチ
（A0サイズの印刷が可能） 914mm

42インチ
（B0サイズの印刷が可能）

1,067mm
（クロスは1,062mm）

〈利用負担金〉

用紙の種類 プレミアム
普通紙 フォト光沢紙 クロス

利用負担金 432円／枚 1,188円／枚 3,996円／枚

〈利用状況〉
現在の大判プリンタは平成23年11月に導入して以
降、毎年多くの方に利用していただいております。中
でも印刷の割合が年々増加しているのはクロスで、折
り目がつきづらく丈夫であるという特徴があり、飛行
機での移動の際に手荷物がかさむことがないと好評
です。クロスに限らず、すべての用紙で微妙な色や微
細なグラフなども綺麗に印刷することができます。

〈継続申請について〉
大判プリンタを利用したことのある方のうち、来年度
も利用予定のある方は継続申請を行ってください。
継続申請をされなかった方のアカウントは、出力端末
から削除いたします。継続申請手続きについては下
記ホームページをご覧ください。
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~a10019/keizoku/index.html

〈大判プリンタの概要〉
最大42インチ（1,067mm）まで印刷可能な12色
インクタンク搭載の高性能プリンタにより、光沢紙に
鮮明な印刷ができるほか、折り目がつきにくいクロス

（布）も用意しており、学会等の出張に折りたたんで
お持ちいただくことができます。
WindowsとMacのどちらからでも印刷することがで
きます。

〈大判プリンタをはじめてご利用になる方〉
大判プリンタをご利用になるには、大型計算機システ
ムの利用者番号（例：a10234）を所有している必要
があります。
お持ちの利用者番号ではじめて印刷する場合、職員
対応時間（表1）に当センター北館2階事務室にお越
しください。印刷の前に出力端末へのアカウント設
定を行いますので10～15分お時間をいただきます。
その際、利用者番号を控えてお越しください。また、
印刷の支援もいたします。

利用者番号を所有していない方は…
利用者番号の発行手続きを行ってください。利
用者番号発行には年度ごとに基本サービス経費
12,960円のご負担が必要です。手続き方法につ
いて下記ホームページでご案内しています。
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/tetsuzuki.html
ご不明な点は、共同利用・共同研究担当（kyodo@
oicte.hokudai.ac.jp）までお問合せください。

〈印刷の流れ〉
ここでは印刷するまでの簡単な流れを紹介します。
操作方法については備え付けの手順書または、下記の
ホームページをご覧ください。
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/printer.html

出力端末（写真1の左）の電源を投入し、

プリンタ（写真1の右）のスリープを解除する

➡

出力端末で起動するOSを選択する

➡

出力端末にログインする

➡

プリンタにロール紙を取り付ける

➡

出力端末でUSBメモリ等から
印刷原稿（ファイル）を開く

➡

印刷設定を行う

➡

印刷する

➡

（必要に応じて）備え付け用紙カッターで
用紙をカットする

➡

USBメモリ等を取り外す

➡

出力端末をシャットダウンする
（プリンタは電源を切る必要はありません）

➡

出力枚数届出用紙を記入して提出する

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、大判プリンタ利用サービスについて紹介します。フチなしのポスター印刷が可能なプリンタCanon 
imagePROGRAF iPF8300を設置していますのでぜひご活用ください。

写真1. 情報基盤センターの大判プリンタ

写真2. 各種ロール紙と2m対応用紙カッター

平成
24年度 63% 64%

66%

31% 24%

21%

6% 12%

13%

52%28%

20%

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

■プレミアム普通紙　■フォト光沢紙　■クロス

図1. 印刷された用紙の割合



●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
ビッグデータの特徴は『巨大』、『速い』、『多種』で表現されます。巨大なデータを蓄積するた
めのストレージ、データを高速に処理するクラウド環境、そしてさまざまなデータを収集するセンサデ
バイスがこの新しい科学を発展させています。さらに、ビッグデータの手法を適用することで、さまざ
まな蓄積データから、新たな価値や知見を見い出せる可能性があります。特集記事で提案されたとお
り、情報基盤センターの新たな役割として『データを提供する研究者とデータを分析する研究者の
マッチングの場』になれるよう努力してい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
北大アカデミッククラウドシステムを活用されている法政大学情報科学部教授 佐藤裕二先生に、

ご専門分野の進化的計算に関する研究内容、北大クラウドシステムを利用した成果の紹介、将来の
研究プランや北大クラウドシステムに対する要望などについてお話しいただきます。

●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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