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情報基盤センターは、本年12月に新しい学際大規模計算機システム（北海道大学ハイパフォーマ

ンスインタークラウド）によるサービスを開始します。表紙の図は、新システムの導入計画において

掲げたシステム全体のイメージです。この図に描かれたシステムの実現を目指して準備を進めた結

果、最終的に、上図に示した構成のシステムを導入することに決まりました。新システムは、主に、2種

類のサブシステムを持つスーパーコンピュータシステムと、多様なニーズに対応可能なインタークラウ

ドシステムから構成されます。

今回の特集記事では、新システムのクラウド部分の設計を担当した先生方に、新しいクラウドシス

テムの特色を語っていただきます。また、スパコンアカデミーでは、スパコンシステムの利用方法など

について、新しいスパコンシステムの事例を挙げながら、解説します。これらの記事等を参考にして、

読者の方々には新システムの利用を検討していただき、ぜひ、それぞれの研究等にご活用していただ

ければと思います。

情報基盤センター大型計算機システムニュース
High Performance Computing System
Information Initiative Center

われわれは、スパコンの現在を考えます。
新学際大規模計算機システムの構成
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新しいクラウドシステム
─新しいシステムの話をする前に、まず、現在のシ
ステム、特に、クラウドシステムの状況を簡単に教えて
ください。

棟朝　現在の学際大規模計算機システムですが、主
に、スーパーコンピュータシステムとクラウドシステム
から構成されており、「北海道大学アカデミッククラウ
ド」として、大学ではかなり早い時期にクラウドシステ
ムを導入し、CloudStackという本格的なクラウドのミ
ドルウェアを使用した国内最大規模のクラウドシステ

ムとして注目を浴びていました。その後、北海道大学
のミッション再定義で、「インタークラウドシステムの
実用に向けた研究の推進」が掲げられたことを踏まえ
て、インタークラウドに関する研究開発を進めてきま
した。

─「インタークラウド」とは?

棟朝　世界中のネットワークをつないで、世界規模の
大規模なネットワーク上で様々なサービスを提供する
という思想の下で、インターネットができました。これ
と同じ発想で、日本中さらには世界中のクラウドシス
テムを連携させて、世界規模のクラウドシステムを実
現する、というのがインタークラウドです。このイン
タークラウドに関するこれまでの研究開発の成果を踏
まえて、今回、新しいシステムを検討しました。

─それでは、新しいシステムの話に移りたいと思い
ます。新しいクラウドシステムを考える際に、特に重
視したポイントを教えてください。

棟朝　先ほど申し上げたインタークラウドに関する研
究開発を支援する、というのが、今回のクラウドシステ
ムの設計で重視した点の一つになります。新しいクラ
ウドシステムでは、北海道大学に加えて、東京大学、大
阪大学、九州大学に遠隔サイトを設置して、それらを
高速なネットワーク（SINET5）でつないだ広域分散
システムを構築します。そして、北大、東大、阪大、九
大に置かれたサーバを一体のパッケージとして、ユー
ザにサービスを提供します。個人レベルで、「全国規
模でクラウドの研究を行いたい」と思った場合、遠隔
拠点にサーバを置くための交渉などで、例えば、数ヶ
月ぐらい時間がかかるということがあります。今回、
事前に遠隔地にサーバを用意しておくことで、ユーザ
は利用申し込み後、すぐにこれらのサーバを用いた
研究開発を始めることができます。これは、新しいク
ラウドシステムの大きな特徴になります。また、遠隔
拠点として、北見工業大学にデータのバックアップ装
置を設置して、災害などのトラブル時にも安全に研究
データなどが保持できるような仕組みも用意してい
ます。

─分かりました。それで、今、棟朝先生がお話され
た方針を踏まえて、杉木先生が具体的なクラウドシス
テムの設計をされたということですが、どんなシステ
ムになったのでしょうか?

杉木　現在のシステムを導入した時点では、クラウド
というものが世の中に出てきて間もない段階で、多く
の人がクラウドをどのように利用したらよいのか手探
りの状態だったと思います。しかし最近では、使い方
が分かってきて、「この用途にクラウドシステムを活
用したい」というニーズがさまざまな方面で高まって

情報基盤センター 教授 情報基盤センター 准教授

棟朝雅晴先生・杉木章義先生インタビュー

「北海道大学ハイパフォーマンス
  インタークラウド」への進化

M. MUNETOMO & A. SUGIKI

Interview with  

北海道大学情報基盤センターは、スーパーコ
ンピュータシステムとクラウドシステムから構
成される「学際大規模計算機システム」を更新
し、本年12月より新システム「北海道大学ハイ
パフォーマンスインタークラウド」によるサー
ビスを開始します。本特集記事では、新しいク
ラウドシステムの設計を担当している、システム
デザイン研究部門の棟朝雅晴先生と杉木章義
先生に、新システムのクラウド部分の特色を中
心に語っていただきます。
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きました。利用者のクラウドに対する要求が、急速に
贅沢というか、わがままになってきたわけです。この
ニーズの変化に応えるため、新しいシステムでは、仮
想サーバ、物理サーバ、GPUサーバ、インタークラウド
パッケージ、クラウドストレージと多種多様なサービス
（図1）を提供し、ユーザがさまざまな選択肢の中か
ら、用途に応じて自由に選択できるようになりました。
例えば、マシンを短時間で構築したり、破棄したりする
必要がある場合には仮想サーバを、逆にとにかく性能
を重視したい場合には物理サーバを選択することが
可能になります。また、GPUサーバを使って、機械学
習（人工知能）の研究開発を行うということも可能で
す。もちろん、インタークラウドパッケージ（図2）を
使って、広域分散システムなどの研究開発を進めるこ
ともできます。このように、いろいろな研究用途に特
化し、対応できるようになったというのが新しいシステ
ムの特徴だといえます。

─繰り返しになる部分もありますが、現在のクラウ
ドシステムと比べて、特に大きく変わった点はどのあ
たりでしょうか?

棟朝　まず、インタークラウドパッケージが新たに
導入された点が大きな違いです。2点目として、仮
想サーバの管理基盤が、従来のCloudStackから、
OpenStackと呼ばれる現行の最新技術を集めたも
のに変わった点があります。OpenStackは世界中で
使用されている、標準的なミドルウェアで、新しいシス
テムではこれを採用しました。3点目は、物理サーバ
のサービスを拡充した点です。現在のシステムより
も、物理サーバの資源量を増やし、高性能な計算を必
要とするユーザや、サーバの物理層から自由に研究開
発を行いたいユーザのニーズに応えられるようにしま
した。

杉木　その他、サーバの台数は少ないですが、GPU
サーバを新たに導入した点も、現在のシステムとの違
いになります。

ユーザの視点から
─次に、ユーザの視点に立って、お話を伺いたいと
思います。そもそも、「クラウド」がどういうものな
のか、知らない読者の方もいると思います。例えば、
スパコンと比べて、どのような点が違うのでしょうか?

杉木　スパコンと比べて大きく違う点は、クラウドは
自由自在にカスタマイズができるという点です。OS
からライブラリ、アプリケーションまで全てのソフト
ウェアスタックをユーザが入れ替えることができま
す。この点がスパコンと大きく異なる部分です。

─最近は民間のクラウドサービスもいろいろあると
思いますが、それらと比べた場合に、大学（北大）の
クラウドの利点を教えてください。

杉木　ハードウェアやソフトウェア自体はあまり変わら
ないかもしれませんが、民間のクラウドサービスと比
べると、研究用途にかなり最適化されていると思いま
す。また、具体的な研究支援なども、今後、検討してい
きたいと考えています。現実的な違いとして、北大の
クラウドサービスでは、データの転送量やストレージ
アクセス量に応じた課金がなく、非常に高速で低遅延
なSINET5に直接接続しています。これらのことから、
あまり費用を気にせずに、一定額で長期間にわたり、
性能を重視して使えるというのが利点だと思います。

棟朝　その他、スパコンのすぐそばにクラウドシステム
があり、スパコンに直結している点も、民間のクラウド

と大きく異なる点だといえます。スパコンと連携して、
スパコンで行う計算のプレ・ポスト処理をクラウドで
行うといった場合に、スパコンとの間でデータ転送が
すぐにできるというメリットがあります。

─スパコンとの連携ということですが、案の段階で
も構いませんので、具体的にどのようなことを考えて
いるのでしょうか?

杉木　ハードウェアとしては、「スーパーコンピュータ
ストレージゲートウェイ」という、スパコン側のファイ
ルシステムをクラウド側のサーバでマウントする装置
を導入する予定です。実際にどの程度まで活用でき
るかは、構築次第の部分もありますが、少なくとも準
備は進めています。これが実現できれば、クラウド側
で事前にプレ処理したデータをスパコン側に送って、
大規模な計算シミュレーションをスパコンで実行して、
計算結果をクラウド側に再度戻して、事後のポスト処
理をするといった一連の流れ作業が非常に高速かつ
簡単になります。

─ところで、スパコンを使った研究というと、例え
ば、流体のシミュレーションなど、比較的なじみがある
のですが、クラウドを使った研究例としては、どのよう
なものがあるのでしょうか?

棟朝　私たちが既に行った研究開発の一例として、ク
ラウド側でパラメータの最適化などを行い、個々のパ
ラメータ設定でのシミュレーションをスパコンで行う、
という形で、エンジンの設計などをする、というもの
があります。その他、人工知能関係の研究で、当然、
スパコンでも実行できるのですが、人工知能を含むシ
ステム開発をクラウド上で行うという例があります。
ユーザからのリクエストを受け付けて、システム内で
機械学習のアルゴリズムが動作して、最終的に結果を
返す、というようなシステムの研究開発を行う場合、
ユーザの自由度が高いクラウドシステムが向いている
といえます。

杉木　最近だと、IoT（Internet of Things）に関連
してエッジコンピューティングやモバイルコンピュー
ティングなどの研究開発分野でも、クラウドシステム
がよく活用されるようになってきたと思います。

─ちなみに、これまでクラウドシステムを使ったこと
がなくて、今回の新しいクラウドシステムで初めて使っ
てみよう、と思ったときに、ユーザはどの程度の知識が
必要なのでしょうか?

杉木　研究室にサーバを設置して、サーバを立ち上げ
たり、シャットダウンしたりする、あるいは、ソフトウェア
をインストールするなどの知識があれば十分だと思
います。ただし、クラウド独特の部分もあるので、最
初は、少し戸惑う点もあるかもしれませんが、大きな
問題ではないと思います。ただし、センター側からの
お願いとして、最近セキュリティが非常に重要になっ
てきて、セキュリティインシデントも増えています。ク
ラウドシステムに限った話ではないのですが、必要な
セキュリティ関連の知識は、ぜひ、習得していただきた
いと思います。当然、情報基盤センターとしても、で
きる限りの協力はいたしますが、各ユーザがセキュリ
ティについて、強く意識するようにしていただきたいと
思います。

棟朝　補足すると、クラウドシステムを利用する場合、
原則としては、仮想プライベートクラウドといって、利
用者が申請したサーバ等を閉じたネットワークの中で
使ってもらうことを想定しています。ただし、外のネッ
トワーク、つまりインターネットに向けたサービスを構
築する場合もあると思いますので、その場合には、相
応のセキュリティ対策を行った上で、外部に公開する
ようにしていただくことになります。クラウドシステム
は、各々の研究用途に合わせて、自由にシステムをカ
スタマイズすることができますが、基本的には、先ほど
言ったように、閉じたネットワークの中で利用してもら
うような利用イメージになります。

図1. 新しいクラウドシステムの全体像

図2. インタークラウドパッケージの概要
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─セキュリティの話題が出ましたが、研究室などで
サーバを設置する場合に比べて、センターのクラウド
システムを利用することで、セキュリティ面でユーザに
利点はあるのでしょうか?

棟朝　まず、物理的なセキュリティは気にする必要が
ありません。クラウドシステムのサーバ等は、情報基
盤センターの中で厳重に管理されているので、ユーザ
自身が心配する必要はありません。また、仮想化基
盤のミドルウェア、周辺ネットワーク、デフォルトのファ
イアウォール設定はセンターが管理するので、ユーザ
レベルで行う必要はありません。一方、センターが提
供するサービスを使って、各ユーザが独自に構築した
部分、例えば、個別のサーバやネットワーク、ファイア
ウォール設定などは、ユーザが責任を持つ必要があり
ます。ただし、これは、センターのクラウドに限らず、
民間のクラウドサービスでも同様でしょう。

現在のクラウドシステムからの移行
─ここからは、現在のクラウドシステムのユーザに
関連した内容を伺います。まず、現在のクラウドシス
テムから、新しいクラウドシステムへの移行はどのよう
になっているのでしょうか?

杉木　2017年2月から5月にかけて、現在のクラウド
システムのユーザに対して、センターの担当者から新
しいシステムへ移行するかどうかの調査をしました。
この調査の結果を踏まえて、2018年4月時点で稼働
していた利用者のサーバについては、新システムで移
行用のサーバを用意し、そちらに自動的に移行する予
定です。5月以降に稼働したサーバのユーザで、移行
の意思がある方については、別途、新サーバへ手動で
移行できる機会を設ける予定です。

─新しいサービスはどうなのでしょうか?

杉木　現在のシステムがCloudStackとXenServer
をもとに構築されており、新しいシステムでは
OpenStackとKVMの組み合わせに変わります。最
初は大変な部分もあると思いますが、慣れてしまえ
ば、新しいシステムの方が使いやすくなると思いま
す。物理サーバについても、使い勝手が大幅に改善
される見込みです。

─余談ですが、クラウドサービスの移行というのは、
どのような感じなのでしょうか?

杉木　基本的には、仮想マシンのイメージを新しいシ
ステムのものに変換すれば、移行できるはずです。し
かし、現実にはいろいろと困難な点がありまして、例え
ば、性能を向上させるような準仮想化ドライバが入っ
ていて、そのあたりの互換性の問題で仮想マシンの起

動に支障が出る可能性があります。また、周りの環境
を完全には同じにできませんので、ゲストOSの設定
の細かい修正作業も出てくる可能性があります。しか
しながら、今回の移行では、導入業者がうまく対応して
くれるものと期待しています。

─現ユーザに対して、新しいクラウドのアピールポ
イントなどはありますでしょうか?

棟朝　基本的に、仮想サーバや物理サーバが使えると
いう点では変わりはありません。ただし、ハードウェア
が新しくなるだけでなく、クラウドのミドルウェアも最
新のものになるので、管理も簡単になりますし、かなり
の性能向上も期待できます。また、インタークラウド
パッケージのような新しいサービスも利用可能になり
ます。新しいクラウドシステムは、様々な研究開発の
用途に活用できることを目指して設計したので、何か
思いついたら、「まずは気軽に相談してください」と
ユーザの方にはお願いしたいです。

杉木　新しいクラウドシステムを導入するにあたり、導
入業者からの提案がなかなか面白く、OpenStackの
ディストリビューションもミランティス社のMirantis 
Cloud Platformという興味深いものが入ります。ぜ
ひ、「新しいクラウドを使い倒してください」というの
がユーザの方々へのお願いです。また個人的には、
各研究分野のユーザグループごとにコミュニティを形
成するなど、システム運用期間中もクラウドシステム
を進化させていきたいと考えておりますので、積極的
に利用して、意見を出してもらえると嬉しいと考えて
います。

最後に
─ちなみに、お二人の先生は、研究者の立場として
は、この新しいクラウドシステムを使って、どのような
研究をしてみたいと考えているのでしょうか?

棟朝　私は、もともと遺伝的アルゴリズムなど進化計
算の研究をしています。ですので、個人的に何をやり
たいか、ということを考えると、人工的に進化するよう
なシステム、つまり、システムの自動設計や最適化な
どの研究開発に、新しいクラウドシステムを使ってい
きたいと考えています。最近、クラウドの分野では、
深層学習をはじめ、GPUを使った人工知能の研究が
非常に流行っていますが、さらにその先につながる人
工進化に関連する研究開発を推進する予定です。

杉木　マニアックかもしれませんが、新しいクラウド
システムでは、今回、REST APIと呼ばれるAPIを解放
する予定です。このAPIで何ができるかといえば、外
部の標準的なツールを使って、API経由で自動的に仮
想サーバを起動したり、シャットダウンしたりすること

ができるようになります。そのような形で、仮想サー
バの自動運用につながる研究開発をやってみたいと
思っています。また、物理サーバについては、当然、仮
想化のハイパーバイザなど、OSの層からソフトウェア
を入れ替えることができるので、そのようなOSの開発
にも取り組んでみたいと思います。その他について
は、GPUにも興味があるので、GPUを使った機械学習
も行ってみたいと思います。

─それでは、最後に、読者の方に一言、お願いし
ます。

棟朝　先ほどすでに言ってしまいましたが、「新しいク
ラウドをぜひ活用していただきたい」ということです。
特に、「新しい研究分野を切り開く」ために活用して
いただきたいです。我々も、単に利用するということ
ではなく、新しいシステムを活用することで、どういっ
た新しい研究が発展していくのか、ということを念頭
において、設計などをしています。ですので、各研究
分野の研究者の方と連携して、それをサポートするこ
とで、最近注目されているIoT（Internet of Things）
やエッジコンピューティングのような、新しい研究テー
マに活用していただくことを目指しています。とにか
く、何か思いついたら、気軽に我々に相談してくださ
い、というのが私からのお願いです。

杉木　今回導入する新しいクラウドシステムは、非常
に大規模なシステムというよりは、規模はそこまで大
きくはないけれど、キラリと光るようなシステムだと
思っています。常に成功するような研究だけでなく、
うまくいくかどうか分からないけれど、新しい分野や
テーマを切り開くような、パイロット的な研究開発にぜ
ひ活用していただきたいと考えています。よい成果
が出た場合には、他の研究者などへの宣伝や、我々や
センターへのフィードバックをお願いしたいと考えて
おります。

─本日はお忙しい中、どうもありがとうございま
した。

PROFILE

棟朝雅晴
Masaharu MUNETOMO
北海道大学情報基盤センター教授・副センター長
情報環境推進本部CIO補佐役

1996年北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻博士後期
課程修了。同年同大工学研究科助手。1998～1999年イリノ
イ大学基礎工学部客員研究員。1999年北海道大学情報メディ
ア教育研究総合センター助教授。2003年同大情報基盤セン
ター助教授、2007年同准教授。2012年同教授、現在に至る。
情報処理学会北海道支部長。大学ICT推進協議会理事。7大
学情報基盤センタークラウドコンピューティング研究会主査。

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。
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第44回

新しいスパコン、使ってみませんか?
 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 !!

図1. 一般的なスパコンの利用形態

本年の12月から新しい学際大規模計算機システム
（北海道大学ハイパフォーマンスインタークラウド）
によるサービスが開始される予定です［1］。新しい
スパコンシステムは、システム全体の演算性能が20
倍以上に向上するとともに、よりユーザが使いやすい
ように設計されています。そこで、今回のスパコンア
カデミーでは、これまでスパコンを利用したことがな
かった人が、スパコンの利用を検討する上で必要とな
る、スパコンに関する基本事項を、新スパコンの特徴
とともに説明します。スパコンは個人のPCや研究室
の計算サーバと異なる部分があるのは事実ですが、
利用者のニーズに合うのであれば、利用を検討する価
値が十分にあると言えます。また、記事の後半では、
現スパコンの利用者の方が興味を持っていると思わ
れる、新スパコン上でのプログラムの性能に関する話
題も提供します。今回の記事を、新スパコンの利用の
検討に役立てていただければ幸いです。なお、スパコ
ンに関して、より詳しい内容を知りたい読者の方には、
文献［2、3］を薦めます。

スパコンシステムの構成
最初に、一般的なスパコンシステム全体の構成を説

明します。現在のスパコンの大半は、計算処理を行う
部分（計算ノード群）とプログラムや入出力データの
ファイルを保持する部分（ストレージシステム）から
成り立っています。計算ノード群は、その名の通り、計
算ノードと呼ばれる物の集合体です。計算ノードは主
に演算装置（CPU）とメモリから構成されます。最近

では、CPUに加えて、演算補助装置（GPUなどの演算
アクセラレータ）が含まれる場合もあります。この計
算ノードをネットワークで結合したものが、計算ノード
群となります。このように、計算ノードの構成自体は、
デスクトップPC等と本質的に同じです。また、スパコ
ン全体としても、概念的には、多数のデスクトップPCと
巨大なハードディスクドライブをLANケーブルで結合
したものと等価と言えます。

北海道大学の新しいスパコンシステムは、サブシ
ステムAとBと呼ばれる2種類の計算ノード群とスト
レージシステムで構成されます。表1に現スパコン
（SR16000 M1）及び新スパコン（サブシステムA
とB）の計算ノードの構成を示します。サブシステム
Aの計算ノードは、Intelの最新（Skylake世代の）プ
ロセッサを2個搭載します。一方、サブシステムBの計
算ノードは、Intelのメニーコアプロセッサ（Knights 
Landing）を1個搭載します。また、どちらもOSは一
般的なLinux（Cent OS）となります。このように、新
スパコンの計算ノード（特にサブシステムA）は、研
究室等で一般的によく使用されている計算サーバと
非常に近い構成になっています。そのため、研究室
のサーバで開発・使用しているプログラムを新スパ
コン上に移植するコストは小さくなることが期待され
ます。

スパコンの利用形態
次に、スパコンの利用形態について簡単に説明しま

す。一般的なスパコンは、多数のユーザが共同で利

用する形態になっています。各ユーザは、自分のPC
上でターミナルソフトと呼ばれるソフトを起動し、事前
に取得したログインIDを使って、インターネット経由
でスパコンシステムにログインします。なお、多くの
場合、計算ノードに直接ログインするのではなく、ログ
インノードと呼ばれるノードにログインします。そし
て、ログインノード上で、プログラムのコンパイルや各
種ファイル操作等を行います（図1）。ファイルにつ
いては、ファイル転送ソフトを用いて、スパコンシステ
ムと手元のPCの間でやり取りを行うことができます。
なお、ログインノード上での各種操作については、ロ
グインノードで稼動しているOSに依存しますが、多く
の場合、個人や研究室のLinuxサーバにおける操作と
大差ありません。「スパコンだから、特別な装置を使っ
て、特殊なことを行う必要があるのでは?」という話を
聞くことがありますが、これは誤解です。
さて、ログインノード上でプログラムをコンパイル

し、必要な入力データ等が用意できたら、実際にスパ
コン上でプログラムを実行することになりますが、こ
こでスパコン特有の仕組みが登場します。既に述べ
たように、スパコンは多くのユーザが共同で利用する
ため、各ユーザが自分のプログラムを好き勝手に実行
することはできません。そこで、ユーザは、実行する
プログラムと必要な計算リソース（CPU数、メモリ量、
経過時間など）を指定した上でシステムにプログラム
の実行（ジョブと呼びます）を依頼します。そして、
システム側で、各ユーザから受け取ったジョブを、計算
リソースの空き状況を踏まえながら適切にスケジュー
リングし、順番にジョブを実行させます（図2）。この
ようなジョブの処理を行うシステムをジョブ管理ソフト
ウェアと呼びます。
現在のスパコンは、膨大な計算リソースを多数の

ユーザで「ジョブ単位で」効率的に共同利用する形態
となっているため、各ユーザが必要なときに必要な量
の資源を柔軟に利用することが可能となっています。

そして、これを支えているのが、ジョブ管理ソフトウェ
アを中心とした利用形態です（バッチ処理とも呼ばれ
ます）。しかしながら、プログラムによっては、ユーザ
と対話しながら処理を行う場合もあり、そのようなも
のはスパコンのバッチ処理には適していません。また、
バッチ処理では、システムが混雑している場合、自分
のジョブが実行されるまで待つことが求められます。
バッチ処理にはこのような短所もあるため、スパコン
の利用を検討する際には、自分のプログラムがバッチ
処理に向いているかどうか確認することが重要になり
ます。
上記のように、バッチ処理に基づく利用形態には不

自由な点もありますが、北海道大学の新スパコンでは
ユーザのニーズに出来るだけ対応した利用形態を予
定しています。具体的には、各サブシステムにおいて、
「共用ノード」と「占有ノード」の2種類のノードを
提供します。共用ノードは、現スパコンと同じで、ユー
ザが共同で利用するノードになります。一方、占有ノー
ドは、申請者（と申請者が許可した他のユーザ）の
みが利用できるノードになります。共用ノードは、演
算時間（実行時間とノード数の積）に応じて使用料
が発生し、占有ノードは年間定額制となります。占有
ノードでは、他のユーザのジョブを待つ必要がありま
せん。また、バグ等でプログラムを長時間実行してし
まった場合等の大きな課金を心配する必要もありま
せん。一方、共用ノードは、一時的に（特に多数のノー
ドが）必要な計算を行う場合などに適しています。し
たがって、例えば、研究室などのグループにおいて、

図2. スパコンにおけるバッチ処理の様子
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表1. 北海道大学の現スパコン/新スパコンの計算ノードの構成
（新スパコン サブシステムBのメモリに関する括弧内の記載事項は高速メモリに関する値）

●　 占有ノード：普段のプログラム開発や定常的に行
うシミュレーション用

●　 共用ノード：大規模なシミュレーション用
といった使い分けが期待されます。

スパコンと並列処理
並列処理に関わらず、スパコン上でプログラムを

実行することは可能ですが、現在のスパコンを活用す
るためには、並列処理は不可欠です。なぜなら、スパ
コンに限らず、現在のコンピュータは、演算装置単体
の性能向上ではなく、同じものを集積することで全体
の性能を向上させているからです。実際、スパコンも
「計算ノードを集めたもの」であり、計算ノードも「複
数のCPU」を搭載し、CPUも「多数の演算コア」を有
しています。このように、階層的な並列性を有してい
るため、これらを活用するためには何らかの並列処理
は避けられません。
最も単純かつ効率的な並列処理は、パラメータ等

の条件を変えて、同じプログラムを同時に実行するこ
とです。このような処理が可能なシミュレーション等
では、（需要があるのであれば）スパコンの膨大な計
算リソースを最大限活用することが可能です。しかし、
多くの場合、上記のような単純な並列処理には限界が
あるため、プログラム自体を並列化します。今回の記
事では、プログラムの並列化におけるキーワードの紹
介に留めますので、興味のある読者の方は文献［4、
5、6、7］を参照してください。
まず、単一の計算ノードを想定した並列化としては、

OpenMPを用いたスレッド並列化が一般的です。こ
れは、共有メモリ型の並列計算機を想定した並列化の
手法であり、ループなどの処理を主に並列化します。
次に、複数の計算ノードを用いる場合には、MPIを用
いたプロセス並列化が主流です。これは分散メモリ
型の並列計算機を想定した並列化の手法であり、ノー
ド間でデータの通信を行うことが必要となります。ま
た、複数のノードを用いた並列計算を行う場合、ノード
ごとにMPIで並列化し、各ノード内をOpenMPで並列
化するHybrid並列化を行うこともあります。なお、個

人向けのCPUでもマルチコア化が一般的となってい
るため、スパコンに限らず、スレッド並列化の知識は重
要性を増しています。

プログラムの性能
「北海道大学の新スパコンを使ったら、自分のプロ
グラムの性能はどうなるのか?」という疑問を多くの
方が抱いていると思います。当然、個々のプログラム
に依存する話なのですが、以下では、この話題を議論
する際の主なポイントを述べます。なお、以下では、
標準的な計算科学分野のシミュレーションを想定して
説明します。
まず、現在のコンピュータ上でのプログラムの性能

を議論する際には、対象のプログラムが演算律速、メ
モリ律速のどちらなのかを知ることが重要です。プ
ログラムの主要部における演算とメモリアクセス量の
比率を「要求B/F値」と言います。例えば、図3に示
した処理の場合、要求B/F値は8（=6*8byte/6）と
なります。これは、1演算当たり必要となるデータ量
が8byteであることを意味します。一方、スパコンシ
ステムのメモリアクセス性能（メモリバンド幅）と演
算性能の比率を「計算機のB/F値」と言います。例
えば、演算性能が128GFLOPSでメモリバンド幅が
64GB/secのシステムの場合、計算機のB/F値は0.5
（=64/128）となります。これは、1演算を行う間に、
メモリから0.5byteのデータが送り出される、というこ
とを意味します。したがって、

（要求B/F値）>（計算機のB/F値）
であるならば、メモリアクセスコストがボトルネック
（演算に使うデータが届かない）となり、そうでなけ
れば、演算コストがボトルネックとなります。したがっ
て、前者の場合はシステムのメモリバンド幅、後者の
場合は演算性能が、プログラムの性能を主に決定し
ます。
さて、表1に示した、北海道大学の現スパコンと新ス

パコンの演算性能およびメモリバンド幅を見ると、ノー
ド単体では、演算性能は向上していますが、メモリバ
ンド幅は低下していることが分かります。新スパコン
は、システム全体の演算性能、ノード数、電力効率など
を重視して設計されたため、そのトレードオフとして、
ノード当たりのメモリバンド幅が低下しました。その
ため、1ノードでプログラムを実行した場合、演算律速
なプログラムは新システムで高速になることが期待
されますが、メモリ律速なプログラムは、現システムよ

りも実行時間が増加することが予想されます。した
がって、メモリ律速なプログラムを実行する場合には、
複数の計算ノードを利用し、全体として利用可能なメ
モリバンド幅を向上させることが必要になります。新
システムでは、演算時間当たりの消費電力が大幅に
減少しているので、複数の計算ノードを利用した場合
においても安価にジョブを実行できます（詳細はiiC-
HPC45号のスパコンアカデミーを参照ください）。
新スパコンでは、1ノード当たりの利用料金が大幅

に下がる見込みであるため、現スパコンよりも多数の
ノードを利用しやすくなります。したがって、新スパコ
ンでは、「プログラムを適切に並列化し、多数のノー
ドを利用することで、現スパコンよりも効率的にシミュ
レーションを実行する」というのが一つの有力な方向
性になります。

最後に
今回の記事では、本年の12月に稼動を予定してい

る、北海道大学の新スパコンシステムに関連して、ス
パコンの利用を検討する上で重要となる基本事項を、
新スパコンの紹介とともに述べました。新スパコンの
ハードウェア及びサービスは、ユーザの利便性を重視
して設計されています。今回の記事の内容が皆様の
新スパコン利用の検討材料となれば幸いです。

【お断り】
本記事の内容は、執筆時の新スパコンの計画に沿っ

たものであり、稼動までに変更される可能性がありま
す。最新の情報は、情報基盤センターのWebペー
ジ等で案内していますので、そちらを適時参照くだ
さい。

図3. 差分解析に基づくシミュレーションプログラムの処理の例
 （メモリアクセス量はdouble型の配列u, uuのみを考慮）
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本センター学際大規模計算機システムでは、AVS/expressの最新バージョン8.4の学内ユーザ向けダウンロー
ドサービスを行っています。新バージョンでは、新機能の追加や既存の可視化モジュールの改良などが行われてい
ます。そのような新機能のひとつとして、Wavefrontオブジェクト形式ファイル（以後、OBJファイルまたはOBJ
フォーマットと略称）を読み込むための可視化モジュールRead_OBJ_Textureが追加されました。今回は、OBJ
ファイルの作成法および可視化モジュールの利用法を解説します。

OBJフォーマット
OBJフォーマットはWavefrontテクノロジー社に

よって開発されたジェオメトリ形状定義ファイル形式
です。理解し易い書式により、CADソフトウエアを利
用しなくても大規模かつ複雑な構造を記述すること
ができます。また、AVS/Expressで従来から利用で
きるSTLフォーマットに比較して、ファイル容量を4分
の1以下にできることもたいへん魅力的です。さらに、
マテリアル属性を定義することで、配色、反射、透過お
よびテクスチャマップなどを思い通りに設定すること
ができます。本記事においては、図1に示す立方体構
造をOBJフォーマットで記述し、その表面にテクスチャ
を貼り付ける方法を解説します。
図1に示す立方体は辺の長さが1で、それら辺が座

標軸のいずれかと平行に、原点を始点として配置さ
れています。OBJファイルでは頂点の組み合わせで
面要素を定義することから、構造中の頂点に数値を
付け、それを頂点番号とします。立方体は8つの頂点
を含むので、頂点番号を1から8とします。このとき、
OBJファイルはリスト1になります。
リスト1において、キーワードvは次の書式に従って

頂点座標を定義し、それを頂点番号と関連付けます。
ただし、キーワードvの出現順に、頂点番号が1から順
に設定されます。

v   x座標   y座標   z座標
次に、キーワードvnを利用して、立方体構造に含ま

れる面要素の法線方向を記述します。その書式は次
のとおりです。

vn  x座標   y座標   z座標
図1から分かるように、立方体を構成する面要素は

3つの座標軸のいずれかに直交しているので、リスト1
においては－z、 －y、 －x、 ＋z、 ＋yおよび＋xの順に記
述し、それらが法線番号1から法線番号6として自動的

に設定されます。最後に、キーワードfで構造を構成
する面要素を定義します。その書式は次のとおりです。

f  頂点番号／／法線番号 ...
面要素は、最小3つの頂点で定義できます。したがっ

て、4つ目以降のパラメータを必要に応じて記述しま
す。図1に示す立方体の面要素は正方形なので、4つ
の頂点番号で面要素を定義します。したがって、キー
ワードfの後には、4組のパラメータが続きます。

f 頂点番号／テクスチャの頂点番号／法線番号 ...
リスト2にはmetlib cube.mtlおよびusemtl 

Material_cubeを追加しています。キーワード
mtllibはマテリアルファイルcube.mtlを読み込む
ために使用します。
リスト3にファイルcube.mtlを示します。この

ファイルはキーワードnewmtl［マテリアル名］で始
まります。リスト3ではマテリアル名をMaterial_
cubeとし、そのマテリアルをリスト2においてusemtl 
Material_cubeとして参照しています。マテリアル
ファイルcube.mtlにおいては色、反射および透過な
どのさまざまな特性を定義することができます。ただ
し、リスト3においてはディフューズ・テクスチャマップ
の定義のみを行っています。もちろん、複数のマテリ
アルの定義を1つのファイル内で行うことも可能です。
図5にファイルtexture_cube.objの表示結果を

示します。面要素にテクスチャが想定どおりに貼り付
けられていることが確認できます。

モジュールのネットワークを示します。同図では、可
視化モジュールRead_OBJ_Textureの赤色の出力
ポートをビューアUviewer3Dの入力ポートに接続し
ます。表示結果を画像ファイルとして保存するため
に、モジュールUviewer3Dの桃色の出力ポートをモ
ジュールOutputImageの入力ポートに接続します。
可視化モジュールRead_OBJ_Textureには出力
ポートが3つあります。赤色以外の出力ポートの利用
法については、別の機会に解説を行います。
図3に可視化結果を示します。同図から、黒色の立

方体が表示されており、OBJファイルが正しく記述で
きていることが確認できます。

図1. 立方体構造

図2. 可視化モジュール
Read_OBJ_Textureの利用

図3. OBJファイルの可視化結果

ただし、ハッシュ記号#はコメント行です。リスト1に
示されるOBJファイルをsimple_cube.objとして
保存します。

可視化モジュールによるOBJファイルの表示

OBJファイルを表示するために可視化モジュール
Read_OBJ_Textureを利用します。図2に可視化

テクスチャを貼り付ける
テクスチャは2次元の画像であり、面要素ごとに個

別の画像とすることも、1枚の画像にすべての面要素
のための画像を含めることも可能です。本記事にお
いては、図4に示す画像texture_cube.pngを使用
します。6つの面要素に貼り付ける画像を1枚の画像
として作成しました。容易に想像できるように、可視
化結果はルービックキューブのような見た目になりま
す。OBJファイルにおいては、キーワードvtを利用し
てテクスチャの頂点を定義します。その書式は次のと
おりです。

vt  u座標  v座標
ただし、座標値は相対値であり、u方向およびv方向

のおのおのの最大値で規格化されます。したがって、
図4においてはテクスチャ要素を4×2に配置し、頂点
座標を有限の小数で表現できるようにしました。図4
に白色数値で示しているように、原点から順番にテク
スチャの頂点座標をOBJファイルに記述します。そ
の後、テクスチャの頂点番号と構造の頂点番号の対応
関係を記述します。
リスト2にテクスチャを貼り付けるためのOBJファイ

ルを示します。テクスチャの13個の頂点を定義する
キーワードvtから始まる行が追加されています。同
時に、キーワードfで定義した面要素にテクスチャの頂
点番号を追加しました。その書式は次のとおりです。

まとめ
本連載記事においては、AVS/Express8.4の新機

能「テクスチャ付きOBJファイルの読み込み」つい
て、OBJファイルの作成法および可視化モジュール
Read_OBJ_Textureの利用法を解説しました。従
来利用してきたSTLファイルに比較して表現力が格段
に向上し、さまざまな可視化に利用できるのではない
かと思われたのではないでしょうか。OBJファイルを
記述するプログラムを自作することで、解析対象から
自動的に構造を生成し、それに対してテクスチャを貼
り付けることで、現実味溢れる可視化を実現できると
考えます。是非、試してみてください。

図5. テクスチャ付き可視化結果

図4. テクスチャ
texture_cube.png
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リスト1. OBJファイル
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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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Supercomputer Information

本年12月からサービス開始予定
の新学際大規模計算機システムの
周知、利用促進を目的としたチラシ
を作成しました。A4版カラー両面
印刷で、システム構成、新スパコン
サービスの特色、新クラウドサービ
スの特色等について掲載しており
ます。
iiC-HPCニュースとともに皆さま

に配布するなど、新システム利用促
進のために活用します。

北海道大学情報基盤センターでは、本センターを含む8大学ネットワーク型の「学際大規模情報基盤共
同利用・共同研究拠点」の目的を踏まえ、同拠点として実施する共同研究以外にも、本センター独自の公
募型共同研究を平成21年度から行なってきました。
平成29年度より内容を刷新し、萌芽型共同研究として、2つの研究類型（A：計算資源利用型、B：研究集

会開催支援型）に分け、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・共同研究課題を本センターが中心となって実施しています。
平成30年度は、平成30年3月1日㈭から4月6日㈮の期間に課題を募集し、8件の採択を決定しました。
このうち、A：計算資源利用型の3件は、JHPCNの萌芽型共同研究課題としても認証されています。

新学際大規模計算機システムのチラシを作成・配布しています

平成30年度センター萌芽型共同研究課題選定結果

記念すべき第10回となる学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（JHPCN）シンポジウムが下記
のとおり開催されました。シンポジウムには多くの方に参加いただき、優れた研究成果発表とそれに関する
活発な議論が行われました。
また、本センターからは新学際大規模計算機システムに

関するチラシを配布しました。本シンポジウムで発表され
た平成29年度実施課題、平成30年度採択課題、および萌
芽型共同研究課題を下記ホームページで公開しておりま
すのでご覧ください。

第10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を開催

日 時：2018年7月12日㈭、13日㈮

会 場：THE GRAND HALL（品川）

ホームページ：https://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ja/sympo/10th/

ホームページ：https://www.iic.hokudai.ac.jp/newsys2018/

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

【プログラム】
7月12日㈭
10：15～11：45 セッションＡ 超大規模数値計算系応用分野（Part1）

超大規模データ処理系応用分野（Part1）
超大容量ネットワーク技術分野（Part1）
超大規模情報システム関連研究分野（Part1）

13：15～14：45 セッションＢ 超大規模数値計算系応用分野（Part2）
超大規模データ処理系応用分野（Part2）
超大容量ネットワーク技術分野（Part2）
超大規模情報システム関連研究分野（Part2）

15：00～16：30 セッションＣ 超大規模数値計算系応用分野（Part3）
複合研究分野（Part1）

16：30～17：30 ポスターインデキシング（講演会場）
17：30～18：30 ポスター発表（ホールホワイエ）

7月13日㈮
09：00～10：15 セッションＤ 超大規模数値計算系応用分野（Part4）
10：30～11：45 セッションＥ 超大規模数値計算系応用分野（Part5）

複合研究分野（Part2）
12：45～14：15 セッションＦ 超大規模数値計算系応用分野（Part6）
14：30～16：00 セッションＧ 超大規模数値計算系応用分野（Part7）

超大規模データ処理系応用分野（Part3）
16：15～17：45 セッションＨ 超大規模数値計算系応用分野（Part8）

超大規模情報システム関連研究分野（Part3）

（2018 年 12 月サービス開始）（2018 年 12 月サービス開始）

スーパーコンピュータシステム

サブシステム A　1,004 ノード サブシステム B　288 ノード

FUJITSU Server PRIMERGY　
CX400/CX2550 M4

【ノード構成】
C P U ：Intel Xeon
 　　　 (Gold 6148/20 コア )×２ 
メモリ：384GB

FUJITSU Server PRIMERGY
CX600/CX1640 M1

【ノード構成】
C P U ：Intel Xeon Phi
 　　　 (7250/68 コア )×１
メモリ：96GB

ストレージシステム

DDN ES14KX
16PB

総理論演算性能
3.96PFLOPS

現行システムの
20倍！！

インタークラウドシステム
（北海道大学情報基盤センター）

クラウドストレージシステム
DDN GS7K
1PB
Nextcloud

クラウドソフトウェア
Mirantis Cloud Platform
・OpenStack Nova + KVM（仮想サーバ）
・OpenStack Ironic（物理サーバ，GPU サーバ）

インタークラウドシステム
（遠隔サイト）

大判プリンタ

東京大学

物理サーバ
3 ノード

大阪大学
物理サーバ
3 ノード

九州大学
物理サーバ
1 ノード

クラウドアーカイブシステム

アーカイブ
ETERNUS
LT270（LTO）
5PB

北見工業大学

バックアップ用サーバ
PRIMERGY RX2530M4
4 台

アプリケーション
サーバ

SINET5

北海道大学情報基盤センター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
― 北海道大学ハイパフォーマンスインタークラウド ―

学際大規模計算機システム
― 北海道大学ハイパフォーマンスインタークラウド ―

概　　　　要

システム構成

　北海道大学情報基盤センターは，スーパーコンピュータシステムとクラウドシステムから構成される「学際大規模計算機

システム」を更新し，2018 年 12 月に新システムによるサービスを開始します。 新システムでは， システム全体としての

総合演算性能を現行システムの20倍以上となる４ペタフロップスと飛躍的に向上させるとともに， 北海道から九州に至る

全国規模の広域分散クラウドシステムを含む先進的なシステム環境「北海道大学ハイパフォーマンスインタークラウド」を

実現し，北海道大学及び全国の研究者を支援します。

FUJITSU Server PRIMERGY CX400/CX2550 M4
C P U ：Intel Xeon (Gold 6138/20 コア )×2
メモリ：256GB

仮想サーバ　500VM 以上（物理 16 ノード）

FUJITSU Server PRIMERGY CX400/CX2550 M4
C P U ：Intel Xeon (Gold 6138/20 コア ) ×2
メモリ：256GB

物理サーバ　44 ノード

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M4
C P U ：Intel Xeon (Gold 6138/20 コア )×2
メモリ：256GB
G P U ：NVIDIA Tesla V100(PCIe)×2
ストレージ：3.84TB SSD×2 (RAID1)

GPU サーバ　4 ノード

新システムに関する情報はこちら：https://www.iic.hokudai.ac.jp/newsys2018

北海道大学 情報基盤センター（URL：https://www.iic.hokudai.ac.jp）
共同利用・共同研究担当（電話：011-706-2951　E-mail：kyodo@oicte.hokudai.ac.jp）　

大学・企業を問わず，様々な利用形態をご用意しております。

新スーパーコンピュータサービスの特色
・最新の Intel プロセッサと Linux OS を搭載します。
　研究室等で開発・利用しているプログラムをスパコン上でシームレスに実行可能に！

・Intel 製のコンパイラ・ライブラリの利用環境を提供します。
　（C/C++/Fortran, MKL, MPI 等のライブラリ）
・年間を通じて申請資源を「待たずに」利用できる，「定額占有ノード」  
  を導入します。 ※大規模実行が可能な「共用ノード」も別途，用意します。

・計算科学や機械学習のソフトウェアを整備します。
　（OpenFOAM, TensorFlow 等）
　

  

耐災害性・耐障害性の自己検証機能を
具備した広域分散プラットフォーム

柏崎礼生 講師
大阪大学　ほか 13 機関 15 名

インタークラウドを活用した研究事例

スパコンを活用した研究事例

環オホーツク圏の海洋シミュレーション
西川はつみ 博士研究員，三寺史夫 教授，中村知裕 講師

北海道大学低温科学研究所

新クラウドサービスの特色

利　用　形　態

・ベアメタル（物理）サーバの本格導入により，性能を大幅に強化
  します。
　仮想サーバは 1 コア単位で柔軟に追加できます。

・研究活動全般に求められるさまざまな計算機環境を提供します。
　仮想サーバ，物理サーバ，GPU サーバ（Volta 世代）から必要なサーバを選択できます。

・インタークラウドパッケージを提供します。
　北大と遠隔サイト（3 拠点）の物理サーバを SINET5 の仮想ネットワーク接続で一体的に
　提供します。

・オープンサイエンスの基盤となる環境を提供します。
　研究成果のオープン化と流通による飛躍的な研究活動の促進，及び研究データの長期保存
　（10 年間）に向けた環境を提供します。

【期待されるアプリケーション活用例】
ビッグデータ，計算サーバの占有利用，スパコンのプレ・ポスト処理，
OS コンテナ活用，深層学習，人工知能（AI），広域分散ストレージ，
IoT・エッジコンピューティング，オープンサイエンス基盤

【関連する研究分野の例】
・計算科学
　（自然科学・工学・社会科学などの分野におけるシミュレーション）
・スパコンを支える基盤技術
　（数値計算アルゴリズム・ライブラリ・ミドルウェア等）
・データサイエンス
　（ビックデータ解析，Deep Learning 等の機械学習・人工知能） 

負担金利用
（有償）

負担金利用
（有償）

公募型利用
（計算資源を提供）

公募型利用
（計算資源を提供）

一般利用
（大学・研究機関向け）

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）

民間企業等利用
（成果公開型）

JHPCN
（学際大規模情報基盤

共同利用・共同研究拠点）

民間企業等利用
（成果非公開型）

北海道大学情報基盤センター
萌芽型共同研究

記号 研究類型 採択件数

A 計算資源利用型 3件

B 研究集会開催支援型 5件

なお、平成30年度の採択課題および昨年度までの研究成果報告書を下記のホームページで公開して
おりますのでご覧ください。
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【補足】スーパーコンピュータサービスの「バルク利用」ついて
現行スパコンサービスでは、「バルク利用」と呼ばれる、スパコンのバッチ処理において代表者が申請した付加

サービスを複数の大型計算機システム利用者で共有する利用形態を提供してきました。新スパコンサービスでは、
従来の「バルク利用」の利用形態は廃止となりますが、別途、複数の利用者でスパコンサービスにおける演算・ス
トレージを共同で利用できる仕組みを提供します。

現行スパコンサービスでは、「バルク利用」専用のアカウントを別途発行していましたが、新スパコンサービスで
は、一人の利用者につき、原則アカウントは一つのみとなります。その代わりに、スパコンの演算・ストレージの付

〈クラウドサービスの主な相違点〉
これまで、ホスティングサーバ及びプロジェクト

サーバ（S/M/Lサーバ）の仮想サーバは申請した
各サーバのコア数により、サーバ1台を自動的に構
築し提供してきました。
次期クラウドサーバで仮想サーバを申請した

場合、例えば6コアのサーバの申請では、2コアの
サーバを3台、または6コアのサーバを1台といっ
たように申請したコア数内で1～複数台のサーバ
構築が可能（資源プール方式）となります（図1）。

〈 現在利用中のホスティングサーバ・
プロジェクトサーバについて〉
平成30年4月までに申請されたホスティング

サーバ及びプロジェクトサーバ（S/M/L/XLサー
バ）は原則として、次期学際大規模計算機システ
ム導入業者が仮想サーバへ移行します。利用者
の皆様におかれましては移行後の動作確認をお願
いします。また、移行に際し1日程度の停止を伴い
ますので予めご了承ください。移行先は、新クラ
ウドサービスと別に移行専用のサーバへ移行します
（図2）。

なお、ご自身による移行を希望される場合、現行
クラウドシステム停止（平成30年11月末）前、現
行システムの稼働中3～4週間程度の併設期間を
ご用意しますので、ご自身で移行することもできる
予定です。この場合、新クラウドサービスのサー
バ環境をご利用いただけます（図3）。

〈 大型計算機システムの申請につい
て（北海道大学に所属する支払責
任者の皆様へ）〉
新サービス開始後、利用登録いただく際には、各

種コードによる支払財源の指定をお願いします。
本学の物品等の購入においては「所管コード」

「プロジェクトコード」等に財源の特定を行ってお
り、学際大規模計算機システム利用においても同
様のコードに基づき処理を行っています。一方、
学際大規模計算機システムの利用申請書におい
ては「運営費交付金」「科学研究費補助金」等の
指定に留まっており、事務処理に時間を要していま
した。
なお、年度初め等においてコードが定まってい

ない場合でも請求処理前までに不足情報を補足
することで請求処理できるよう新たな申請システム
（申請書類を含む）を準備しています。

学際大規模計算機システム
〈システム更新に伴うサービス変更等について〉

加サービスの申請者（研究グループの代表者に相当）が、申請資源の利用を許可する利用者（アカウント）をコ
マンド等で追加することで、複数ユーザでの共同利用を実現する予定です。詳細については、後日、新システムサー
ビスWebページでご案内いたします。

本コーナーは、本年12月サービス開始予定の新学際大規模計算機システム（北海道大学ハイパフォーマンスイ
ンタークラウド）のご案内で、スパコンやクラウドの「ホスティングサーバ」「プロジェクトサーバ」の利用者・支
払責任者を対象としています。
なお、ここに記載されている情報は現在システム構築中のため、今後変更される場合があります。また、一般利

用コースを対象としたご案内であり、企業等の皆様がご利用になる民間企業等利用コースとサービス内容が異な
る部分がありますので予めご承知おきください。
最新の情報は情報基盤センターホームの新システム案内Webページ（https://www.iic.hokudai.ac.jp/
newsys2018/）またはメルマガ等で随時、ご案内いたします。

〈スーパーコンピュータサービスの主な相違点〉
現行のスパコンサービスでは、TSSノードを利用したTSS処理とともに、バッチノードを利用したバッチ処理のサー

ビスを提供してきました。バッチ処理では、申請したコース（S3～S100）に応じて得られる演算時間を消費しなが
ら、1～100ノード強のバッチノードを利用して、プログラムを実行することができる環境を提供してきました。
新スパコンのサービスでは、従来と同じように、バッチ処理に基づく利用環境を提供します。新スパコンのサービ

スでは、二つの演算サブシステムの各々において、複数のユーザが共同で利用する「共用ノード」と、申請したユー
ザが占有して利用する「占有ノード」の2種類を提供します。「共用ノード」では、現行スパコンと同様に、申請し
た演算時間を消費する形で、必要に応じて柔軟にノード数を変えて、プログラムを実行することが可能です。「占有
ノード」では、1ノード単位で利用するノード数を申請することで、年間（年度）を通じて申請資源の占有利用が定
額で可能となります。
その他の現行スパコンサービスと新スパコンサービスの違いは表1のとおりです。

現行スパコンサービス 新スパコンサービス

スパコンのCPUの種類 HITACHI SR16000
・Powerプロセッサ

FUJITSU Server PRIMERGY
・X86系（サブシステムA　仮称）
・Xeon Phi（サブシステムB　仮称）

接続（ログイン）先 TSSノード ログインノード

接続（ログイン）方法
ssh接続
・鍵認証
・パスワード認証

ssh接続
・鍵認証

利用可能なストレージ領域 ・ ホーム領域（スパコン利用における全データをこの
領域に保存）

・ホーム領域（主にプログラム本体の保存を想定）
・ワーク領域（主に実行結果の保存を想定）

基本サービス経費で
利用可能なサービス

・TSSノードでのプログラム実行
・5MBまでのストレージ

・ 試用・デバッグ用の共用ノードでのプログラム実行
・ホーム領域100GBまでのストレージ

追加負担金で
利用可能なサービス

・バッチノードでのプログラム実行
・追加のストレージ

・共用ノードでのプログラム実行（演算時間を単位）
・ 占有ノードでのプログラム実行 （1ノード単位・年間
で定額、一定量のストレージ領域を含む）

・追加のストレージ

ジョブクラス 最大72時間（3日間）を原則とし、それ以上の計算の
場合は別途申請が必要 最大240時間（10日間）

関連するサービス
（基本サービス経費のみで利用可能）

・アプリケーションサーバの利用
・オンラインストレージ（Proself）サーバの利用 ・アプリケーションサーバの利用

表1　現行スパコンサービスと新スパコンサービスの比較

図1　現行クラウドサービスと次期クラウドサービスの比較

図2　移行作業（概要）

図3　利用者様ご自身で移行する場合（概要）



●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

●編集後記
本年12月からサービスを開始する、新学際大規模計算機システムのクラウド部分について、シス
テムデザイン研究部門 棟朝雅晴教授、杉木章義准教授にお話を伺いました。インタークラウドを
はじめとする、新しいクラウドシステムの特色をお伝えできたのではないかと思います。今回の特
集記事の内容を踏まえて、是非、読者の皆様の研究等において、新しいクラウドシステムを積極的に
ご活用していただければ幸いです。本センターとしても、より使いやすいシステムとなるよう、ユー
ザ支援活動等に努めたいと思います。

●次号の特集予告
本センターの新しい学際大規模計算機システム「北海道大学ハイパフォーマンスインタークラ
ウド」が、本年12月にいよいよ稼働します。上記を構成する二つのシステムのうち、本号の特集は
インタークラウドシステムに関するものでしたが、次号の特集では、スーパーコンピュータシステム
の設計をご担当されたスーパーコンピューティング研究部門の岩下武史教授、深谷猛助教にお話
を伺います。新システムの導入意図や設計のポイント、新サービスの特色、期待される活用事例な
ど、幅広い話題に関して深く語っていただきます。

●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 011-706-2936
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

●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/kosyu/kosyukai.html

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
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