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表紙の図は、JST CRESTのプロジェクト
「 インタークラウドを活用したアプリケーション中心型オー
バーレイクラウド技術に関する研究 」において整備が進められているインタークラウドのテストベッ
ドです。大学や研究機関のクラウドやスパコン、さらにパブリッククラウドが、学術情報ネットワーク
SINET5を介して高速に接続されています。現在、このインタークラウド上でソフトウェア配備やネッ
トワーク設定を自動的に行って、ユーザーがすぐに利用できる計算環境を作る仕組みや、ゲノム解析や
流体音解析を高速に実行するための技術に関する研究が進められています。

連載

スパコン可視化道場
●番外編 33
「 モジュールisovolumeを利用した2次元プロット」

16

-17

上図は、インタークラウド上に作成されたゲノム解析のための計算環境を表しています。本研究プ

●Supercomputing Conference 2016参加報告

学際大規模計算機システム
「 オンラインストレージサーバ 」と
「WebDAVストレージ（iiC Storage）
」の仕様等について

Vol.44

●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
●COMSOL Multiphysics利用講習会（ 初級：反応工学と電気化学）
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─本日は、クラウドシステムをご活用頂いている国
立情報学研究所（NII）アーキテクチャ科学研究系教

授 合田憲人先生にお話を伺います。初めに、先生の
ご研究内容についてお話頂けますか。

私自身はずっと、並列分散処理システムの研究
を行ってきました。2000年のちょっと前からグリッド
合田

コンピューティングの研究に興味を持ったのですが、
特にミドルウェアや資源管理、スケジューリング技術
に関する研究を進めてきました。NIIに着任したのは

2007年ですが、そのころから研究だけではなくて、そ
れをベースにインフラを作るところに力を入れてきま
した。HPCI（ 革新的ハイパフォーマンス・コンピュー

ティング・インフラ）の設計と構築には、かなり深く携
わってきています。最近は、複数のクラウド基盤を束
ねて使うインタークラウドを、
どのように作り、
どのよう
に使っていくかというところに興味を持っています。
─最近のインタークラウドのご研究では、どのよう
なことを進められているのでしょうか？

Interview

with

国立情報学研究所（NII） アーキテクチャ科学研究系教授／クラウド基盤研究開発センター長

合田憲人

先生

インタビュー

インタークラウドを活用した
アプリケーション中心型
オーバーレイクラウド技術に
関する研究
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インタークラウドについて今、二本柱で進めて
います。一つは最先端の研究で、それはJST CREST
のプロジェクトとして進めている「インタークラウド
を活用したアプリケーション中心型オーバーレイクラ
ウド技術に関する研究 」
（ 図1）になりますけれども、
インタークラウドを活用する計算環境を応用分野の
ユーザーが簡単に作ることができるような仕組みに
ついて研究をしています。具体的には、ユーザーがこ
んな問題を解きたいとか、こういう資源が欲しいとい
うリクエストを出すと、クラウド上でのソフトウェア配
合田

K. AIDA
全国の大学、研究機関などを100Gネット

ワークで接続するSINET5が、2016年4月か
ら運用されています。この広帯域かつ低遅
延なネットワークを活用して、各大学や研究
機関のクラウドを統合するインタークラウド
の研究が進められています。一方で、実際に
全国の研究者にインタークラウド環境を活
用してもらうためには、
アプリケーション支援
も課題です。 本特集記事においては、国立
情報学研究所の合田憲人先生にオーバーレ
イクラウド技術のアプローチについて語って
いただきます。

備やネットワーク設定を自動的に行って、ユーザーが
すぐに利用できる計算環境を作るような仕組みです。

このような計算環境を作るというのはすごく面倒くさ
い話で、情報の専門家がやってもものすごく大変です
し、時間もかかる作業なのですけれども、それを自動
化して、専門的な知識がなくても簡単に計算環境を作
ることができるようにしようというのがねらいです。

─目標が達成されれば、多くの研究者にとって理想
的な研究環境になるのではないかと思います。ただ、
実現はなかなか難しいように思われます。
合田

こうしたことをするためにはいろんな技術が

必要です。ソフトウェア配備やネットワーク設定を
自動的に行うためのソフトウェア（ミドルウェア）は
NIIで開発しているのですが、ユーザーのアプリケー
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合田

番大きな違いだと思います。

分散した計算資源を仮想化して利用するための技術
といえます。グリッドコンピューティングでは、もち
ろんそれだけではないのですが、スパコンに代表さ

─インタークラウドに関しては、数年前から合田先
生や本学の棟朝先生が研究を進められていて、
そろそ

難しい質問ですね。グリッドコンピューティン
グもクラウドコンピューティングも、ネットワーク上に

れる共有された計算資源を利用するためのインター
フェースを仮想化することが主な目的であったと思い
ます。従って、ユーザーは異なる計算資源群に同じ手

順で計算（ジョブ ）を投入することができます。しか
し、計算資源は他のユーザーと共有されているので、
その構成や設定をユーザー自身が自由に変更するこ
とはできませんし、計算の実行はバッチキューを介す
ることが一般的であるため、他のユーザーの計算が終
わるまで自分の計算が待たされることもあります。一
方、クラウドコンピューティングでは、計算資源自体を

図1.インタークラウドを活用したアプリケーション中心型オーバーレイクラウド技術に関する研究

ションに合った最適な資源、すなわち「 どこのクラウ
ドのこの計算機 」といったものをどう選ぶかという問
題については、北大の棟朝先生と共同研究を行ってい
ます。
このようなインフラの研究では、研究開始当初から
実際の応用分野の研究者と一緒に研究を進めること
が重要ですが、遺伝研の小笠原先生と、インタークラ
ウドを活用してゲノム解析を行うための技術について
研究を進めています。また、九大の小林先生、天野先
生とは、複数の物理シミュレーションを連成して実行
する連成シミュレーションをインタークラウド上で実
行することにより、流体音解析を行うための仕組みに

ついて研究を行ってます。
さらに、私自身は基礎研究だけでなくて実用化する
ところにも興味があるので、インタークラウドを活用
する環境を実際に作ってインフラとして提供するとい

うところまでを見据えて、東工大の實本先生と共同研
究をしています。

─二つ目の柱については、どのようなことを進めら

れているのでしょうか？

二つ目は、これは研究というよりもインフラの
整備なのです。NII自体は研究と、
われわれは「 事業 」
と呼んでいますが、SINETのようなインフラを作って
合田

6

情報基盤センター大型計算機システムニュース

Vol.44

大学にサービスを提供するという二つのミッションを
持っているので、後者として今、インタークラウドの研
究成果のうち、実際にサービスとして展開できる部分
は実用化して展開しようという活動を続けています。
具体的には、
「 計算環境を自動で構築する」という話
をしましたけれども、研究や教育で使われるような典
型的な計算環境をテンプレートとして用意してあげ
て、そのテンプレートを指定すると、自動的に必要なソ

仮想化してユーザーに提供するため、実は計算資源は
複数のユーザー間で共有されているのですが、個々
のユーザーには自分が専有しているように見えます。
そのため、ユーザーが計算資源の構成や設定を変更
することも可能ですし、バッチキューのように、計算の
実行が待たされることもありません。別の言い方を
すると、グリッドコンピューティングの場合は、例えば、
共有のスパコンに自分のジョブを投げて、実行が終わ
るまで待つということなのですけれども、クラウドコン
ピューティングの場合は、自分専用のサーバーやクラ
スターをネットワークの向こうに作ってしまう。それ
で、そこを自由に使おうという発想なので、そこが一

ろ実用化できる部分と、まだまだ研究としてやってい
かなければいけない部分があると思われます、今はど
のような段階にあるとお考えでしょうか？
インタークラウドを作るために新しい基礎技術
が要るかというと、そうでもないかなと思います。イ

合田

ンタークラウドの研究は、どちらかというと、既存のク
ラウドやネットワークの要素技術をうまく組み合わせ
て、パッケージ化していくことが重要だと思うのです。
従って、これらの要素技術をいかに組み合わせて、効
果的に使っていくかというところが、研究のターゲット
だと思います。その中の一つとして、先ほども言いま

したように、インタークラウドの環境を作り上げるとい
うのはものすごく大変なので、そこを少しでも自動化
していきたいのですが、我々の場合は、Linuxコンテ
ナですとか、ジュピターノートブックと呼ばれる技術を
使って、実現しようとしています。
ただもう一方で、インタークラウドというのは割と
シーズ指向な技術だと思うので、応用分野のアプリ
ケーションでインタークラウドをいかに有効活用する
かというのは、また別の研究テーマとしてあると思い
ます。そのために、遺伝研や九大と共同研究している
のですけれども、複数のクラウドを使うことによって、

フトウェアがクラウドの上にインストールされて使える
ようになるサービスを提供しようとしています（ 図2）。

さらに、それをSINET5のL2VPNのサービスと組み合
わせて、ハイブリッドクラウドやインタークラウドのよ
うな環境を作ることができるようなサービスを提供し
たいと思い、開発を進めています。これについては、
今は開発フェーズで、来年度から試験を始めて、再来
年度から正式サービスができるように準備を進めて
いるところです。

─研究レベルではなく、実際にNIIのサービスとして
展開されるのですね、それはかなり期待できます。

合田先生は並列分散処理の研究に長く携わってお
られますが、グリッドコンピューティングからクラウド
コンピューティングに時代が移って、どのような点が
変わったとお考えでしょうか？

図 2 .オンデマンドクラウド構築
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PROFILE

今までできなかったような高度な処理を実現したいと
考えています。
─北大でも最近、次期クラウドシステムに向けた仕
様策定を進めています。現行の仮想マシンや標準的

なパッケージを提供するだけではまだ不十分で、もう
一歩踏み込んで、研究に直接関係するようなアプリ
ケーションの支援が必要だと感じています。
そこはまさに今、我々もやろうとしているところ
です。例えば、遺伝研との共同研究では、ゲノム解析
合田

ではスタンダードなソフトウェアが揃っていて、研究者
はそれらを組み合わせて利用するのですが、これらの
ソフトウェア環境、つまり計算環境を作るためにとても

合田憲人
Kento AIDA
国立情報学研究所（NII）
アーキテクチャ科学研究系教授
クラウド基盤研究開発センター長
1996 年早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程単位取
得 退 学。1997年博 士（ 工学 ）
（ 早 稲 田大 学 ）取 得。1992年
早稲田大学情報科学研究教育センター助手、1997年東京工業
大学大学院情報理工学研究科数理・計算科学専攻助手、1999
年同大大学院総合理工学 研究科 知能システム科学専攻講師、
2003 年同研究科物理情報システム専攻助教授、2007年国立
情報学研究所特任教授、2015 年同教授、現在に至る。科学技
術振興機構さきがけ研究員（ 2001年〜2005 年 ）、ハワイ大学
Information and Computer Sciences Department 客員
研究員（ 2007年 ）、東京工業大学大学院総合理工学研究科物
理情報システム専攻連携教授（ 2007年〜2016 年 ）、総合研究
大学院大学複合科学研究科情報学専攻教授（ 2008 年〜現在 ）
等を兼任。

苦労されています。そこで我々インフラ提供側が、こ
れらの基本的なソフトウェア群をインストールしたコ
ンテナを用意しておいて、ユーザーはそれを選択して
実行ボタンを押すと、必要な計算環境がクラウド上に
作られて、あとはデータを入力するだけで解析ができ
る、というような仕組みを作りたいと考えていて、既に
。
プロトタイプが動き出しています（ 本誌2頁に掲載の図 ）
また、ゲノム解 析 だけでなく、Hadoopのような
データ処理のための計算環境を自動構築する仕組み
をメニュー化して、研究や教育に簡単に使えるように
することも目指しています。さらに教育についての
取り組みもご紹介させていただきますが、大学での
計算機を利用した講義・演習環境の構築にも取り組
んでいます。最近の大学のコンピューターを使った
演習などでは、端末室はシンクライアント化しておい
て、裏側にサーバーがあって、その上でVDI（Virtual
Desktop Infrastructure）を使って演習するというこ
とは多いと思います。しかしながら、授業では多い場
合ですと100人ぐらいの学生が一斉にアクセスするの
で、非常に高スペックなサーバーが使われているので

すけれども、授業期間でない場合は、これらがあまり
使われません。そこで、そこのサーバー部分をクラウ
ドに移行すれば、運用効率が非常に上がるはずなので
す。ただ、そのための構築作業は骨の折れる作業な
ので、その環境を自動で設定してくれるようなテンプ
レートを用意しようと思っています。しかし、クラウド
上のサーバーを利用してネットワーク経由でVDIを実
現するためには性能上の課題もあると考えられます
ので、群馬大の横山先生と共同実験を進めようしてい
るところです。

─自動化された環境が実現できても、実際の運用
では、泥臭いことがたくさん出てきます。そのソフト
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ウェアのメンテナンスを誰がやっていくかとか、研究

データをどのように計算機に乗せて、どのような解析
を行えばよいかという点についても、ほとんど聞ける
人がいません、一方で、本センターには、そこまでサ
ポートできる体力はありません。

それは難しい問題です。少なくとも研究者だけ
でやっていくのは無理な話です。実際はそれを運用
合田

する人も必要なのですけれども、結論から言うと、そ
れはやれる範囲でやっていくしかありません。幸いに
もNIIというところは、研究だけではなくて、インフラ

整備をする事業というミッションがあって、決して多く
はないのですがそのためのリソースもあるので、うま
く使っていきたいと思っています。
クラウドについては、大学や研究機関のクラウド導
入・利用支援するためのクラウド支援室という組織が
できて、そこで技術スタッフなども持てるようになった
ので、そういったリソースをフルに使って、サポートま
で含めた活動をしていきたいと考えています。

─北大もSINETに接続するクラウド提供機関です。
また、2018年7月を目処に新しいシステムも導入し
ようとしています。例えば、北大のクラウドシステムに
対してどのようなことを期待されますか？
大学や研究機関でパブリッククラウドが広まっ
てきている一方で、学術機関が運用するクラウドに対
する期待もあると聞いています。というのは、最近は
いろいろなサービスが出てきていますが、パブリック
クラウドでは、研究者の要望に応えてフレキシブルに
対応するという点でまだ難しさがあると思うのです。
合田

そういった部分を情報基盤センターや経験のある大
学が対応できると効果的だと思います。

もう一つは、北大情報基盤センターの規模になる
と、単にサービスを提供するだけではなくて、新しいシ
ステムやサービスを作るという研究開発的な能力も
お持ちなので、実際の運用を通して、クラウドの次の
ステップというか、ポストクラウドみたいな話の研究や
議論を進めていただけると、コンピューターサイエン
ス分野にとっては非常に有益だと思います。

─現行のシステムでは、合田先生は北大クラウドシ

ステムをご研究の中で、どういった用途に活用されて
いるのでしょうか？
合田

先ほどご紹介したCRESTの研究では、NIIのク

東工大のスパコン、九大のクラウドをSINET5で接続

したインタークラウドのテストベッドを作っています
（ 本誌表紙の図 ）。またその上で、ゲノム解析のため
の計算環境を自動的に作るような仕組みの実験を遺
伝研と共同で進めています。
この実験で重要視していることが、単に簡単に計
算環境を作ることができるだけではなくて、ある研究

者が使ったものと全く同じ環境を、ほかの研究者が違
うクラウドの上でも作ることができるという点です。
特に最近、計算結果の再現性（reproducibility）が
注目されています。一般にプログラムはどの計算機
で動かしても同じ結果が出ると思われがちなのです
けれども、実はそうではありません。計算機上のOS

やライブラリのバージョンが違うと、そもそもプログ
ラムが動かなかったりすることがあります。また、動
いても微妙に結果が変わるというのはゲノム解析の

アプリではあるそうです。それでは困るので、どこで
動かしてもだれがやっても同じ結果が出るような環境
を簡単に作れるようにする、ということに力を入れて

います。これが実現されれば、研究の活性化につなが
ります。現在、ゲノム解析のための計算環境を我々の
技術を使ってNII、北大、パブリッククラウド上に作った
場合の比較をして、同じ結果が出ることを確かめる実
験も行っています。

─では、研究者としての視点から、どのようなことを
次期システムに期待されますか？
ぜひ、最先端のシステムを作ってほしいです。
逆に言うと、パブリッククラウドではできないような技
術やサービスを、先行的にいろいろ入れてもらえると
合田

面白いと思います。最先端の技術を入れるというこ
とと運用の安定性を高めるというのはトレードオフの
関係にあるので難しいのは分かるのですけれども、
こういうことを言うと怒られるかもしれませんけれど
も、チャレンジングなことでもいろいろと試していた
だけると、そこから出てくるノウハウというのは、この

コミュニティの技術向上につながるので、ぜひ頑張っ
ていただきたいと思います。もちろん、NIIとしても、
お手伝いできることはできるだけしたいと思ってい
ます。
─本日は大変興味深いお話をお伺いすることがで

きました。今後もクラウドシステムをご活用頂けます
ようよろしくお願いいたします。

ラウドと北大のクラウド、あとは遺伝研のスパコン、
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線形計算ライブラリ概説：
BLAS, LAPACK, ScaLAPACKの活用の勧め
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

行列やベクトルの演算、連立一次方程式や固有値
問題を解く、といった計算は、分野を問わず、多くのプ
ログラム中で必要になる計算です。そのため、古くか
ら線形計算アルゴリズムの研究とともに、研究成果の
ライブラリ化が行われてきました。BLAS、LAPACK、
ScaLAPACKはその有名な例であり、今日ではデファ
クトスタンダードの一つになっていると言えます。多
くの計算機環境でベンダー提供のライブラリとして
利用可能であると同時に、フリーで利用可能なもの
も存在しています。 そのため、これらのライブラリ
を活用することで、プログラムの可搬性や性能を向
上させることができます。 今回の記事では、BLAS、
LAPACK、ScaLAPACKの概要を紹介します。これら
のライブラリを使ったことのないユーザの方が利用を
検討する材料となれば幸いです。

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

深谷 猛

ESSL（IBM）※HITACHI SR16000で利用可能
MKL（Intel）
ACML（AMD）
GotoBLAS
OpenBLAS
ATLAS
cuBLAS（NVIDIA）※GPU向け

BLASライブラリの提供元が異なっても、ルーチン
名やインターフェースは基本的に同一となっていま
す。そのため、プログラムを実行する環境が変わる場
合でも、コンパイル時のライブラリのリンクの設定を
変えるだけで対応できます。
次に、BLASで提供されているルーチンの一部を紹
介します。BLASのルーチンは3種類に分類されてお
り、各分類の代表的なルーチンは表1のようになって
います。
ここで、BLASを使う上で重要なポイントを一つ紹介
します。 それは、Level2とLevel3の間に性能面で大
きな違いがある、ということです。Level2のルーチン
では、演算を通して行列データを再利用することがあ
りません。そのため、行列データをメインメモリから
読み込むことになり、ルーチンの実行時間はメモリア
クセス性能で決まります。一方、Level3のルーチンで
は、行列データを演算の中で再利用することになるの
で、キャッシュメモリを効率的に利用するような実装を
行った場合、実行時間はCPUの演算性能に強く依存し
ます。昨今の計算機では、演算性能に対して相対的
にメモリアクセス性能が大きく劣っていることが一般
的です。そのため、行列ベクトル積を繰り返すような
処理と行列積とを比べた場合、両者の演算量が同程
度であれば、上述の理由により、行列積の方が短い時
間で実行できることになります。つまり、実際にベン

ダー等の性能最適化の恩恵を得るためには、Level3
のルーチンを活用できるようなプログラムを作成する
ことが重要となります。
本節の最後に、BLASルーチンのインターフェー
スについて簡単に述べます。 以下に例として、行列
積を計算するルーチンDGEMMのインターフェース
（Fortranの場合 ）を示します。

一見、引数が多く、複雑に見えるかもしれませんが、
慣れると便利な仕様になっています。例えば、2次元
配列に格納された行列を転置した上で行列積を計算
する場合、別の配列に転置する必要はなく、オプション
（TRANSA/TRANSB）を設定するだけで済みます。
また、行列を格納している配列の第一寸法（Leading
Dimension）を指定する引数がある（LDAなど）の
で、部分行列を計算対称とする場合も、別の配列に部
分行列をコピーする必要はありません。なお、余談で
すが、一部のルーチンのオプションに、普通の計算で
はまず現れないような場合を想定したものがあります
が、それは後述のLAPACKの内部で使うことを想定し
たものになっています。

表 2 . 主な線形計算の問題に対するLAPACK/ScaLAPACKのドライバルーチン

表1. BLASライブラリのルーチン例

BLAS: Basic Linear Algebra Subprograms
線形計算アルゴリズムは、基本的に行列とベクトル
に関する演算の繰り返しによって構成されます。この
基本演算を提供するのが、BLASと呼ばれるライブラ
リです。BLASライブラリのリファレンス実装のソー
スコードはNetlibからフリーで入手可能となってい
ます。
Netlib上で公開されているソースコードは性能の
最適化が施されていないので、実際には、ベンダーや
個人・研究グループが提供（ もしくは販売 ）している、
性能最適化済みのBLASライブラリを用いることが一
般的です。具体例を以下に挙げます。
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現在、BLASライブラリは密行列とベクトルの基本
演算のデファクトスタンダードとなっています。また、
ベンダーによるBLASライブラリで提供されている
Level3のルーチン（ 特に行列積 ）は非常に良くチュー
ニングされていることが多く、CPUの理論ピーク演算
性能の90%を超えることも多々あります。最初はイ
ンターフェース等が煩わしく感じるかもしれませんが、
性能と可搬性を考えると利用する価値は非常に高い
と言えます。

LAPACK: Linear Algebra PACKage
LAPACKは連立一次方程式、線形最小二乗問題、
固有値・特異値問題などを解くためのルーチン群
です。BLASと同様にNetlib上でソースコードが公
開されています。LAPACKのルーチンはBLASライ
ブラリのルーチンを利用する形で開発されているの
で、LAPACKを利 用する場 合はBLASも同 時に必 要
になります。 なお、MKLのように、BLAS、LAPACK、
ScaLAPACK（ 後述 ）を一つの数値計算ライブラリと
してまとめて提供している場合もあります。
LAPACKの ル ー チ ン に は、連 立 一 次 方 程 式 な
どの 問 題を解くためのドライバ ル ーチン（Driver
routines）とドライバルーチンの内部で行列の分解
等を行う計算ルーチン（Computational routines）
があります。したがって、自分たちが開発したルーチ
ンと計算ルーチンを組み合わせて問題を解く、といっ
た利用方法も可能となります。
代表的なLAPACKのドライバルーチンを表2に示し
ます。表2から分かるように、問題や行列の特性に応
じて様々なルーチンが提供されています。また、対称
固有値問題に対するルーチンのように、同じ問題に対
して複数のアルゴリズムが選択可能となっています。
さらに、一部のルーチンにはsimple driverとexpert
driverの2種類が存在し、expert driverルーチンで
は、誤差評価などに関するオプションを指定できるよ
うになっています。
計算ルーチンの例としては、連立一次方程式を解く
過程でLU分解を行うDGETRFや最小二乗問題を解く
過程でQR分解を行うDGEQRFといったルーチンが
あります。これらの計算ルーチンを単独で利用するこ
とも可能となっているので、行列分解などが必要な場
合にもLAPACKの利用を検討する価値があります。
LAPACKのルーチンは出来るだけLevel3のBLAS
のルーチンを利用するようなアルゴリズムに基づいて
います。具体的には、ブロックアルゴリズムと呼ばれ
るもので、行列をブロックに分割して、演算量の主要
部をブロック同士の演算として行うことで、行列同士
の演算を実現させています。そのため、LAPACKの
内部で利用するBLASライブラリが十分にチューニン
グされていれば、LAPACKのルーチンについても高
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い性能が期待できることになります。なお、注意が必
要な点としては、LAPACKの一部のルーチンでは作業
用の配列が必要になりますが、このサイズを必要最小
限にしてしまうと、ブロックアルゴリズムのブロックの
サイズが小さくなり、Level3のBLASルーチンの性能
の恩恵を得ることが難しくなる場合があります。メモ
リに余裕がある場合は、十分な（ もしくはユーザーガ
イド等で推奨されている）サイズの作業領域を確保す
ることを勧めます。
LAPACKで提 供されているル ーチンは、BLASの
ルーチンと比べると複雑なものが多く、特に固有値問
題や特異値問題の解法に関しては、自分でゼロから実
装するのは大変手間のかかる作業となる可能性が高
いです。また、LAPACKは、数値線形代数の研究分野
の主要グループであるカリフォルニア大学バークレー
校やテネシー大学のグループを中心に開発されてき
たため、性能だけでなく、アルゴリズムの数値安定性
なども考慮されたライブラリとなっています。これら
のことを踏まえると、BLAS同様（ もしくはそれ以上
に）、LAPACKも利用価値が非常に高いライブラリで
あると言えます。

分散並列計算の場合、データ分散の方法は重要な
ポイントになります。ScaLAPACKでは、基本的に行
列データは2次元ブロックサイクリック分散で分散さ
れていることを想定しています。例えば、4つのプロ
セスで分散並列計算を行う場合、プロセスは2×2の
グリッドに配置されているとし、図2のような形で行列
データを各プロセスが保持することになります。
ScaLAPACKで提 供されているル ーチンは基 本
的 にLAPACKに 準 拠して い ま す。 ル ー チ ン 名 も
LAPACKのルーチンの冒頭にPを付けたものになっ
ています。ただし、現状のScaLAPACKはLAPACKの
ルーチン全てに対応しているわけではなく、
表2に示し
たように、LAPACKの一部のルーチンはScaLAPACK
で提供されていません。
さて、ScaLAPACKの性能ですが、残念ながら、あ
まり高 いとは言えませ ん。1995年にScaLAPACK
のバージョン1.0がリリースされたのですが、そこか
ら今日までの間に分散並列計算機の規模やアーキ
テクチャが大きく変化しています。 それに対して、
ScaLAPACKのバージョンアップが十分になされたと

は言いがたい状況です。例えば、MPIを直接呼び出
すのではなく、BLACSのルーチンを経由することで
オーバーヘッドが生じていたり、ScaLAPACKで採用
している処理の分散方法が、現在の分散並列計算機
の規模に合致していなかったりといった点が性能低下
の原因となっています。
また、
アプリケーション中で利用する場合、他の部分
とのデータ分散方式の差が問題となることがありま
す。ScaLAPACKを使うためにデータの再分散を行う
と、オーバーヘッドやプログラムの修正コストが生じて
しまいます。
このように、ScaLAPACKはBLASやLAPACKと異な
り、必ずしも利用が容易であるとは言えません。た
だし、分散並列環境向けのプログラム開 発はコス
トが 大 き い の で、並 列 化 の 最 初 の 段 階として は、
ScaLAPACKの 利 用を検 討する価 値はあると思 い
ます。 ただし、より高い性能を求める場合、現状の
ScaLAPACKを利用するのが必ずしも適切であると
は限りません。

ScaLAPACK: Scalable LAPACK
ScaLAPACKは、LAPACKを分散並列計算機向け
に拡張したライブラリです。ScaLAPACKは図1に示
すように、LAPACK、BLASに加えて、PBLAS、BLACS
と呼ばれるライブラリに基づいて開発されています。
BLACSは通信用のルーチン群であり、内部でMPI等
を利用するものになっています（ 環境依存 ）。また、
PBLASは分散されたデータに対するBLASの演算を行
うルーチン群で、ローカルにはBLASルーチンを利用
し、必要に応じてBLACSのルーチンで通信を行う、と
いう形をとっています。ScaLAPACKの実行に必要な
一連のライブラリのソースコード一式もNetlibから入
手できるようになっています。

図 2 . ScaLAPACKにおける行列データの分散方式の例
（4並列、ブロックサイズ 2の例 ）

参考文献
図1. ScaLAPACKの構成

［1］Netlib： http://www.netlib.org/
［2］LAPACK Users' Guide： http://www.netlib.org/lapack/lug/
［3］ScaLAPACK Users Guide： http://www.netlib.org/scalapack/slug/
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スパコン可視化道場
今回のスパコン可視化道場では、可視化モジュールの意外な利用法として、モジュールisovolumeを利用した2次
元分布図の可視化について解説します。本来、モジュールisovolumeは3次元メッシュデータの等値面を可視化する
ために利用するものであると理解されているのではないでしょうか。ところが、モジュールisovolumeを2次元データ
に適用することで、平面内の分布図を可視化することができ、かつパラメータを設定することで、指定した値以上ある
いは以下のデータをプロットすることが可能になります。この機能を利用することで、数値データの変動範囲が広く、
大きな値を有するデータが局在するような場合でも、モジュールset_minmaxと組合せることで的確な可視化を行う
ことができます。

33

番外編

モジュールisovolumeを
利用した2次元プロット

モジュールcontourを利用した
2次元プロット
一般的に、2次元フィールドデータの分布を可視化

する場合、図1に示す可視化モジュールとネットワーク

構成を利用します。3次元フィールドデータをモジュー
ルRead_Fieldで読み込み、特定の2次元フィールド

いる可視化結果として、－40.0以上の値を有するデー

タ領域は赤色で塗りつぶし、－60.0以下の値を有する

データ領域は白抜きのままにすることを考えていまし
た。特に、図4に示す可視化結果では、図面右横に垂

直レジェンドを表示しているので、そこで表示している

数値と分布図の配色が対応している必要があります。

図 3 . モジュールcontourのパラメータ設定

図 5 . モジュールisovolumeを利用した可視化モジュールの構成と接続

図 4. モジュールcontourを利用した可視化結果

モジュールisovolumeを利用した
2次元プロット

図 6 . モジュールisovolumeのパラメータ設定

図4において、－40以上の値を有するデータ領域を

赤色で塗りつぶすためにモジュールisovolumeを利

用します。このモジュールは名称が示すとおり、3次
元メッシュデータを読み込み、等値面を求めることが

データを抽出するためにモジュールothosliceを利
用します。その後、モジュールcontourやisoline

タにしか適応できないのではないかと思われている

かし、2次元フィールドデータのダイナミックレンジ

しています。

な範囲が局在している場合,初期設定のカラーマップ

をそのまま利用したのでは、値の大きな範囲を除くと

成を図5に示します。 図1において使用していたモ
ジュールcontourを置き換えただけで、他のモジュー

を使用して、注目すべき狭いデータ値の範囲にカラー

します。 図6にモジュールisovolumeのコントロー
ルパネルを示します。一番上に□Aboveがあります。

できます。このようなことから、入力として3次元デー

で特定した平面内の分布図や等高線を描きます。し

かもしれませんが、入力として2次元データにも対応

（ データの最大値と最小値の差 ）が大きく、値の大き

このモジュールを利用したときのネットワーク構

ほとんどの領域が青色になってしまいます。データ
値の変動範囲が広いときはモジュールset_minmax

ルは同一かつ設定したパラメータ値はそのまま使用

図1. モジュールcontourを利用した可視化モジュールの構成と接続

図 7. モジュールisovolumeを利用した可視化結果

このボックス内のチェックの有無により、パラメータ
iso_levelで設定した値以上あるいは以下のデータ

まとめ

カラーマップを適用するように設定しています。そう
すると、図3に示すとおりモジュールcontourのコン

－60以上の値を有するデータを利用して分布図を可

利用した基本的な可視化手法について、モジュール
isovolumeに着目して解説を行いました。このモ

level）および最大値（max_level）は、直前のモ
ジュールset_minmaxで設定した値の範囲内に限定

利用するデータのしきい値を設定します。

マップを適用します。
図2はモジュールset_minmaxのコントロールパ

ネルで、データ値の範囲－60.0から－40.0に対して

に対して分布図を可視化します。可視化目的としては、
視化したいので、ボックスにチェックを入れます。もう

トロールパネルにおいて設定可能な最小値（min_

されます。この場合、図4に示す可視化結果になりま
値を有する格子は白抜きになっています。想定して
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一つのパラメータは、すでに説明したように可視化に

ジュールは指定した値以上あるいは以下のデータに

以上の設定に基づいて得られた可視化結果が図7

になります。これが想定している可視化結果であり、

元メッシュデータとすることで、平面内の分布図を可
視化できます。さらに、モジュールset_minmaxと組

りつぶされていることが分かります。

なく理解を深める可視化結果を得ることができます。

図4において－40以上の値を有する領域が赤色で塗

す。明らかに－40.0以上および－60.0以下のデータ

図 2 . モジュールset_minmaxのパラメータ設定

本連載記事では、可視化システムAVS/Expressを

ついて分布図を作成することに有効です。入力を2次

合せて利用することで、カラーマップを変更すること
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スパコンinfo.

ご存じですか？ スパコンは

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点平成29年度公募型共同研究課題募集
「 学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（JHPCN）
」は、北海道大学、東北大学、東京大学、東京
工業大学、名古屋大学、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月から本格的に活動を開始しました。
平成25年度からは、
革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）の計算機システ
ム（HPCIシステム）の一部として、当構成拠点が提供する計算機システム（HPCI-JHPCNシステム）を当
拠点共同研究の研究資源として運用しています。
平成29年度公募から、国立情報学研究所の協力によりSINET5が提供する広帯域ネットワーク（L2VPN
サービスなどを含む ）の利用を前提とした大規模データ・大規模ネットワークを利用する研究も実施でき
ます。当公募型共同研究（ 平成29年度 ）は平成29年4月～平成30年3月の期間実施します。
詳細については下記URLをご覧ください：
https://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ja/
・課題応募受付締切（Web提出 ）
：平成29年1月10日㈫

・紙媒体の課題 申 込 書 提 出 締 切：平成29年1月16日㈪

・共

同

研

究

開

始：平成29年4月 1日㈯

北海道の共有インフラです。
COMSOL Multiphysics 利用講習会（ 初級：反応工学と電気化学）
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 Multiphysicsの利用講習会（ 初級：反応工学と電気化学 ）
を下記の日程で行いました。当日は、6名のユーザにご参加いただき、有効なシミュレーション法について
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28年11月21日㈪

13：30～17：30

会 場：北海道大学情報基盤センター北館4階・会議室

17：00

17：00

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
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28年12月12日㈪から12月16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
毎回数名の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、満足いく成果が出て
います。
第2回 12月12日㈪ 「HITACHI SR16000の紹介、
実行までの手順 」

12月13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14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15日㈭ 「MPI並列処理プログラミングと実行1」
12月16日㈮ 「MPI並列処理プログラミングと実行2」


Supercomputing Conference 2016 参加報告
2016年11月13日㈰から18日㈮の期間に、米国ソルトレイクシティで開催された国際会議SC16にセン
ター教員4名が参加し、ブース展示、最先端研究の動向調査、次期学際大規模計算機システムのための打合
せ等を行いました。国際部国際企画課から提供していただいた広報用ノベリティを配布したこともあり、延
べ100人以上の展示ブース訪問者があり、公募型共同研究課題ポスターなどでセンターの活動を幅広く伝
えることができました。

（ いずれも13：30～15：00に実施 ）

スパコン「 京 」
・HPCIシステム利用研究課題成果報告会（ 第3回 ）
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3回
成果報告会が下記のとおり開催されました。
日 時：平成28年10月21日㈮

10：00～18：00

場 所：コクヨホール（ 東京都港区港南 ）

この報告会では、招待講演、優秀成果受賞課題による成果発表8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/
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学際大規模計算機システム

us

ディスク構成

/boot （500MB,ext4）
旧パッケージ同様、
/home専用の領域を確保していません。当クラウドシステムにて、
フォーマッ
/
（97.5GB,ext4）
トがxfsの場合にOSが起動しない現象を確認したため、ext4に変更しています。
/swap （2GB）

ネットワーク

このコーナーでは、当センターが提供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、2016年12
月から利用サービスを開始したクラウドシステムのサーバの新パッケージについて紹介します。
〈 新パッケージのOSについて 〉
クラウドシステムのサーバは、利用開始の時点でOS等がプリインストールされており、この内容をパッケージと呼んでいます。新パッ
ケージには、CentOS 7がインストールされています。これは、2014年7月より公開されている、CentOSの最新バージョンです。
CentOS自体は、
業務用サーバ向けのOSであるRed Hat Enterprise Linux（RHEL）の、
オープンソース部分を利用して作られており、
互換性があります。そのため、
「 無償で使えるLinux OS」として幅広い利用実績があり、インターネット上には技術的な情報が数多く
あります。
〈 旧パッケージの提供終了について 〉
さて、2011年11月から提供していたサーバの各パッケージに搭載されている、CentOS 5.5のサポートが2017年3月で終了します。
残り期間がわずかとなりましたので、当センターにおいて検討の結果、新パッケージの提供開始と同時に、これらの提供を終了させて
いただきました。
2014年4月にWindows XPのサポートが終了した際、大きなニュースとなったことも記憶に新しいことと思います。 サポートが
終了したOSは、セキュリティーホールの情報も、セキュリティ対策のためのアップデートも提供されませんので、2017年4月以降は
CentOS 5をご利用になりませんようお願いします。

クラウド管理画面からコンソールを操作する際、日本語キーボードのレイアウトではコロン（：）
等が入力できないため、設定を変更しています（ 別の文字が入力できない場合があります ）。
日本語キーボードをご利用の場合、コンソール上のメニューでJapanese Keyboardを選択して
ください（ 図4）。

キーボード
レイアウト

設定済

SELinux
firewalld

いずれも無効化

NTPクライアント

設定済

セキュリティソフト

設定済

自動更新

未設定

XenServer Tools 導入済

旧パッケージ同様、
DHCPによりIPアドレス等の設定が自動的に行われます。

SELinuxは適切な運用が難しい機能で、サーバの動作に予期せぬ支障が発生する可能性がある
ため、無効にしています。
firewalld（iptablesの後継 ）も適切な運用が求められる機能で、本クラウドシステムのファイア
ウォール機能で代用できるため、無効にしています。
これらを利用する場合、手動で有効にしてください。
サーバの時刻を同期させるためのchrony（ntpdの後継 ）を導入し、NTPサーバとしてntp.
hokudai.ac.jpが設定済みです。

オープンソースのアンチウイルスソフトであるClamAVを導入し、定期的にスキャン及びパター
ンファイルの更新が行われるよう設定済みです。
スキャンログが/var/log/messagesに出力されるように設定済みです。
ClamAVを導入するために必要な、
EPELリポジトリも導入されています。

インストール済みのパッケージを更新するためのyum-cronが導入済みです。ただし、自動的に
更新を行う機能は無効になっています。必要に応じて設定を変更してください。
本クラウドシステム（ 仮想化基盤としてXenServerを使用 ）上で、OSを正しく動作させる機能等
が含まれています。

〈 新パッケージの利用方法 〉
新パッケージは、
情報基盤センターポータル（ https://igate.hucc.hokudai.ac.jp/index.html ）から「 大型計算機システム利用 」
「クラウドサービス 」の順にアクセスし、以下のサーバを申請いただくことで利用できます。
図 4. コンソール画面のキーボード設定

•ホスティングサーバ（ 図1）
•プロジェクトサーバ（ 図2）
基本的に、サーバへの接続はSSHを使用します。そのような場合、申請画面の「 外部からのアクセス設定 」で「SSH（ ポート番号：
22）
」にチェックを入れてください（ 図3）。なお、
アクセス設定は後から変更することが可能です。

〈CentOS 7で変更されたコマンド等について 〉
CentOS 7ではシステムプログラムの変更（init→systemd）に伴い、コマンドの一部が見直されました。ここでは、コマンドの一部に
ついて新旧の対応を記載します（ 表2、表3）。
表 2 . ネットワーク関係のコマンド等
CentOS 7

図 3 . 外部からのアクセス設定
（ 申請画面 ）
図1. ホスティングサーバ申請画面（ 抜粋 ）

図 2 . プロジェクトサーバ申請画面（ 抜粋 ）

〈 利用開始後に必要な操作等 〉
利用開始後のサーバ上のソフトウェアは、最新の状態になっていません。以下のコマンドを使用して、パッケージを最新の状態に更新
してください。また、
セキュリティ対策のために適宜更新を実施してください。
yum update

※rootアカウントで実行

なお、学外からサーバへ通信できるようにするためには、通信制限解除の申請が必要です。詳細は以下のURLを参照してください。
申請はその都度必要となります（ 例：httpの解除申請は、
Webサーバの準備が完了してから行う）。
学外からサーバを操作される場合、制限が解除されるまではクラウド管理画面のコンソールのみがご利用いただけます。

〈 新パッケージの設定について 〉
当センターでパッケージを提供するにあたり、サーバの設定を一部変更しています。表1に設定内容を記載します。これらの情報は、
別途オンラインマニュアルにて提供予定です。
表1. 新パッケージのOS設定について
設定項目

設定内容

CentOS 7（1511）

ソフトウェア

最小限のインストール
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説明、補足等

提供開始前のアップデート処理は行っていませんので、手動で行ってください。

OSを動作させるための基本的なソフトウェアのみが利用可能です。使用したいソフトウェアが
あれば、手動で導入する必要があります。
Vol.44

コマンドの内容

ifconfig -a

ネットワークデバイスの確認
（nmcliは簡易な一覧 ）

ip addr show eth0
nmcli device show eth0

ifconfig eth0

ネットワークデバイスの状態
（nmcliは表示形式が異なる）

nmcli general hostname *****
（ または/etc/hostnameを編集 ）

（/etc/sysconfig/networkの
HOSTNAME=*****を編集 ）

ホスト名の設定

表 3 . プログラム関係のコマンド（ 例としてApache HTTP Serverの場合）
CentOS 7

CentOS 6

コマンドの内容

systemctl ***** httpd

/etc/init.d/httpd *****

Apacheの操作
（*****にはstart,stop,status,restart,reloadが入る）

systemctl kill httpd

/etc/init.d/httpd status
kill *****（pid を指定 ）

Apache のプロセスを強制終了
（ 通常の停止は stop を使用 ）

systemctl enable httpd

chkconfig httpd on

Apacheの自動起動を有効化

systemctl disable httpd

chkconfig httpd off

Apacheの自動起動を無効化

systemctl is-enabled httpd

chkconfig httpd --list

Apacheの自動起動の設定を表示

他にも、MySQL（mysql-server）と互換性のあるMariaDB（mariadb-server）が採用されていたり、設定ファイルのディレクトリが
変更されていたりしますので、
ご注意ください。

クラウドシステムの全面的な通信制限及び解除申請方法について
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/cloud-security-provisions.html

OSのバージョン

CentOS 6

ip address show
nmcli device

〈 既存のサーバにCentOS 7を手動インストールする方法 〉
既に利用中のサーバへCentOS 7を新規インストールしたい利用者のために、簡単なインストールマニュアルを用意しています。詳
細は、
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。
ただし、このマニュアル通りにインストールを行っても、新パッケージのサーバと同等の内容にはなりません。必要に応じて、OSインス
トール後に構築を行ってください。
〈 おわりに〉
CentOS 7は、ソフトウェアの完全更新（ 機能追加等を含む ）が2020年まで、メンテナンス更新（セキュリティ対策等 ）が2024年6
月まで実施される予定です。CentOS 6のメンテナンス更新は2020年11月までですので（ 前述の通りCentOS 5は2017年3月ま
で ）、今後の予定等に応じて適切なOSを選択してください。
DECEMBER 2016
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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

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
メル マ ガ 情 報

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
さまざまな学際大規模計算機システム情報の速報

http://mmag.hucc.hokudai.ac.jp/mailman/listinfo/mmag
大型計算機システムニュース、
その他ダウンロード

iiC‑HPC

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/koho_syuppan.html
大型計算機システムニュース郵送申し込み

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~a10019/iic-HPC/

●編集後記
本号の特集記事では、クラウドシステムを活用して複数機関の計算資源を連携させたインタークラウ
ドの研究をされている国立情報学研究所 合田教授にお話を伺いました。近年、研究機関へのクラウド
システムの導入が進むとともに、民間のパブリッククラウド市場も成熟し、学術的なクラウドを取り巻く
状況が大きく変化しています。今後は、これまでのクラウドシステムのインフラの話題から、アプリケー
ションを中心とした研究活動の直接的な支援へと関心が移っていくのではないかと考えられます。

●次号の特集予告
次回は、大型計算機システム・スーパーコンピュータを利用されているユーザの研究成果について
紹介します。 大型計算機システムを利用して得られた研究成果は常に社会から注目されています。
本センターではiiC-HPCニュースを通じて、さまざまなユーザの研究成果を紹介・発信したいと考え
ています。特集記事として相応しい話題がありましたら、本センター共同利用担当あてご連絡いただ
けますようお願いします。

●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 総務企画部 情報企画課 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。

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