
iiC-HPC
北海道大学情報基盤センター大型計算機システムニュース

［
特
集
］イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

リ
ア
ル
ス
ケ
ー
ル
人
工
社
会
で
展
開
す
る

デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
と
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界

関
西
大
学  

総
合
情
報
学
部  

村
田
忠
彦
教
授

Vol.50
 Mar.2020



Interview with Tadahiko MURATA
リアルスケール人工社会で展開する
データサイエンスとシミュレーションの世界

PROFILE
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1994年3月大阪府立大学工学部経営工学科、1996年3月同大学

院工学研究科博士前期課程修了、1997年3月同博士後期課程修

了。博士（工学）。関西大学総合情報学部教授。2005年から

2010年、文部科学省私立大学社会連携推進事業の採択を受け、

関西大学政策グリッドコンピューティング実験センター長。2010

年から2011年、米国シカゴ大学Computational Institute客員研究

員。現在、社会シミュレーションの研究に従事し、科学研究費研究

課題、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（JHPCN）共

同研究課題、共同利用・共同研究拠点　関西大学ソシオネットワー

ク戦略研究機構公募研究課題、HPCI共用ストレージ課題などを推

進中。進化計算学会理事、IEEE SMCS理事、EMO2007・IEEE 

CEC2015・IEEE SMC2018プ ログラム 委 員 長、AESCS2012・

CYBCONF2021大会委員長を歴任。システム制御情報学会奨励

賞（1997年）、IEEE SMCS 最優秀技術委員会賞（2006年、2013

年、2017年）、日本知能情報ファジィ学会貢献賞（2013年）、計測

自動制御学会（SICE）社会システム部会最優秀論文賞（2017年）、

SICEシステム・情報部門SSI優秀発表賞（2019年）、SICE論文賞

（2019年）、IEEE SMCS Meritorious Service Award（2019年）、

日本政府観光局国際会議開催貢献賞（2020年）を受賞。日本知

能情報ファジィ学会、システム制御情報学会、計測自動制御学会、情

報処理学会、人工知能学会、IEEEなどの会員。

関西大学総合情報学部の村田忠彦教授は、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（JHPCN）が平成31年（令和元

年）に公募・採択した共同研究課題「リアルスケール社会シミュレーションのための人口合成とその応用」の代表者と

して、合成人口を用いたリアルスケール人工社会（RSSS: Real Scale Synthesized Society）で、シミュレーション（第３

の科学）とデータサイエンス（第４の科学）を推進するプロジェクトを進めておられます。合成人口とは何か、そのた

めに、本センターのインタークラウドシステムをどのように活用されているかなど、語っていただきます。

関西大学  総合情報学部  村田忠彦教授　インタビュー
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本日は関西大学の村田忠彦先生を本センターにお迎え
して、特集記事のインタビューを行いたいと思います。
それでは、よろしくお願いいたします。

村田　お願いします。

まず、先生の研究内容についてお聞かせください。

村田　今、私は社会シミュレーション、特に「リアルス

ケール社会シミュレーション」という研究に取り組ん

でいます。社会シミュレーションで特に有名なのは、

「シェリングの分居モデル」と呼ばれるモデルです。仮

想的な空間の中で、自分の近くにどれくらい仲間がいて

欲しいかという好みによって、どのように社会の住み分

けが起こっていくのかというシミュレーションです。

　そのシミュレーションから、少ない仲間で満足する

にも関わらず、自分と他のグループとの間でやっぱり

住み分けが起きてしまうことがわかりました（図1）。

そのことから、一見対立しているように見えても、そん

なに対立しているわけではないんだよという教訓も引

き出せました。そういう知見や、その他の一連の研究を

通じて、シェリングはノーベル賞を受賞されました。そ

ういったシミュレーションから重要な教訓を引き出し

ていくのが社会シミュレーションの目的の一つです。



4 情報基盤センター大型計算機システムニュース  Vol.50 5March  2020   iiC-HPC

図１. 仮想空間でのシェリングの分居モデル。
■と▲のグループが分かれて居住しているように見える。

（https://ncase.me/polygons/）

図２. 大阪府高槻市における投票モデル。アンケートデータに基づいて年齢別効用分布を作成
し、市内の町丁目ごとに投票所の割当てを変えて、投票率をシミュレートする。

InterviewInterview with Tadahiko MURATA

　私たちは「リアルスケール社会シミュレーション」と

いう分野を創って、社会シミュレーションを架空の空

間から現実に基づいた空間に展開する研究に取り組ん

でいます。

リアルスケール社会シミュレーションといいますと、
やはり日本全体で1億2,000万とか3,000万人とか、
そういった規模でのシミュレーションになるのでしょ
うか？

村田　はい、そうですね。まずは市町村単位の自治体な

どが対象になると思いますが、都道府県単位や、国内で

一番大きな規模としては、日本全国が対象になります。

もちろん、世界各国の環境をシミュレーションのモデ

ルにちゃんと落とし込んでいくことができれば、世界

規模のリアルスケール社会シミュレーションも可能に

なると考えています。

北海道ですと、函館市を対象に研究をされたことがあ
るとお聞きしました。

村田　はい。2007年から「投票シミュレーション」の

研究をしています。その投票行動のシミュレーション

を、私の学部、キャンパスのある大阪府高槻市を舞台に

行っていました。ちょうど2016年の参院選挙のときに

初めて「共通投票所」という制度が設けられ、全国で4

つの自治体だけがその共通投票所を用いた選挙を実施

したんですけれども、その自治体の中で最も規模が大

きかったのが函館市だったのです。その函館市での選

挙結果を通して、その共通投票所に意味があったのか

どうか、要は、共通投票所を用いることによって、投票

率が上がったと言えるのかどうかという検証を、リア

ルスケール社会シミュレーションという形で行うこと

ができました。 

研究成果をご覧になって、函館市の方は喜んでおられ
たのではないでしょうか？ 

村田　共通投票所によって投票率があがった、という

結果が得られたのはよかったです。実は、その結果を

「選挙学会」で発表する機会も頂くことができました。

私自身は選挙学会が馴染みのある学会というわけでは

ないんですが、ちょうど総合情報学部の同僚の政治学

者の先生からの依頼を受けまして、発表することがで

きました。学会では、どのような条件で共通投票所を設

置したときに投票率の向上が期待できるのか、という

さらに重要な指摘も受けることができました。

私の専門分野と比較すると、村田先生のご研究が羨ま
しいのは、研究成果をお聞きして、「ああ、なるほど」と、
かなり実社会と近いといいますか、興味を引かれるこ
とも多いような気がいたします。そういったところで、
何か工夫されておられることはありますか？

村田　はい、実際に我々がシミュレーションを行った

結果で、「なるほど」と思って頂くためには、その課題

の対象者、いわゆるステークホルダーと呼ばれる方々

に対して、いかに自分ごととして考えて頂けるように、

シミュレーションの結果を提示できるのかというとこ

ろを大事にしたいと思っています。シミュレーション

の結果を見て、新たな課題や議論が湧き上がってくる

ような、そういうコミュニケーションの道具になれば、

と思っています。

Special Feature

また、研究の核心であるシミュレーションのモデル作
りで何か工夫されておられることはありますか？ 

村田　はい、自分たちの作ったモデルが、過去のデータ

に対して、整合しているのかどうかを検証するプロセ

スが大切です。その上で、新しい政策を入れたとき、ど

んな結果になるだろうかということを見ていきます。

過去のデータにフィッティングさせながら、将来の事

柄に関してもどんなケースが起こり得るのかっていう

ことを、一つ一つ丁寧に見ていかなければならないと

思っています。

　また、モデルのパラメータの値を同定する際に、調

査に基づいて決定することによって、地域の実際の

人々の動向を吸い上げる工夫をしています。

　例えば、先ほどお話しした投票行動に関する事柄で

あれば、人々の選挙に対する意識を調査する「明るい選

挙推進協会」という団体があります。その明るい選挙推

進協会は、全国の選挙を実施するときに、選挙への年代

別の関心を調査されています（図2）。そういう全国調査

のデータを利用して、20代前半、20代後半、30代、40

代、それぞれの年代の方々の選挙への関心を、モデルに

埋め込むようにしています。そこに函館市のどの地域

の人が積極的に投票されるかどうかという過去のデー

タを掛け合わせて、地域別、年代別の投票率を推計して

います。選挙ごとに年代別の関心度合いは異なってい

ますので、毎回、国政選挙で統一的に行われている調査

結果は大変貴重です。

　でも、私がその「明るい選挙推進協会」の調査を知っ

ていたわけではなくて、共同研究を行っていた政治学

者の先生がその調査の存在を教えてくださったのでモ

デルを作ることができました。やはり、社会シミュレー

ションのモデル作成には、それぞれの分野の専門家と

のコラボレーションが大事だなと感じています。

コラボレーションに関連して、本年度、JHPCNにご応
募頂きまして、大阪大学と北海道大学の計算機をお使
い頂いているとお聞きしました。その研究の内容につ
いて、お教えいただけますか？

村田　はい、今回、JHPCNで取り組んでいる課題は、

リアルスケール社会シミュレーションの対象となる地

域の、どこにどんな人が住んでいるだろうかという、

シミュレーションの基礎となる人口を作るという課題

です（図3）。リアルスケール社会シミュレーションを

行おうとすると、まず対象地域の人口を作らなければ

ならないのですが、JHPCNの課題では、自分がシミュ

レーションを行いたい当該地域だけではなくて、日本

全国、すべての市町村、1,741自治体が今ありますけれ

ども、その市町村すべてに対して、合計1億2,000万人

分のデータを作ってしまおうというプロジェクトを推

進しています。国勢調査で公開されている統計情報を

もとにして、仮想の人口、すなわち、リアルスケール人

工 社 会（RSSS：Real Scale Synthesized Society）を

作る、合成する、というプロジェクトです。

　2012年から、このプロジェクトを始めて

きたのですが、自分の研究室のコンピュー

タだけで、日本全国の人口を作り出すとい

うことが困難になってきたので、まずは大

阪大学サイバーメディアセンターのVCCと

OCTOPUSというコンピュータを使って、

人口合成を行わせて頂きました。

　実際に合成人口を作った後、北海道大学の

ハイパフォーマンスインタークラウドを用

いて、そのデータを公開することを目標と

しています。私たちと同じような社会シミュ

レーションに取り組んでいる方々や、社会科
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図３. JHPCN共同研究課題で推進するリアルスケール人工社会プロジェクト。大
阪大学の計算機で合成した合成人口を、北海道大学で研究者向けに公開する。

学系の研究、経済学や、政治学、社会学などの分野の研

究者の皆さんが、個人情報の関係から取り扱いが難し

い実際の個票・人口・各世帯の情報そのものではない

ものの、統計的に同じ特徴を持つ模擬個票、仮想個票、

架空の個票と呼ばれるようなデータを使って、データ

サイエンスやシミュレーションの研究を展開していく

ということが可能になると考えています。

　データを公開するにあたって、北海道大学ハイパ

フォーマンスインタークラウドは本当に貴重な計算機

システムであると思っています。実際、他の大型計算機

センターでは、一般向けにオープンにできるシステム

がなかなかありません。ちょうど情報基盤センター長

の棟朝先生と懇意にさせて頂いていたので、北海道大

学の情報基盤センターにそういうシステムがあります

よということを教えて頂いて、ならば、大阪大学で作っ

たものを、北海道大学で公開させて頂くことができな

いかということで、共同利用で応募させて頂きました。

北海道大学情報基盤センターなのですが、お使い頂い
た感想はありますでしょうか？

村田　RSSSを活用する研究の裾野を広げ、合成人口

データをさまざまな分野の研究者の方々に使っていた

だくことを目標にしていますが、一般の研究者向け、特

にこのJHPCNに直接関連していない研究者にも公開可

能な、そういう計算機システムがあるということだけ

Interview with Tadahiko MURATA
Special Feature

でも本当に有難いと思っています。今年度は、まずデー

タベースを公開することを目標にしています。そして、

来年度以降は、データベースのインターフェースをさ

らによくしていくこと、最終的には、統計から作り出し

た合成人口を使った分析やシミュレーションも北海道

大学の計算機システムと連動させるシステムにするこ

とで、大規模な計算機システムやストレージを持って

いない研究者であっても、自治体や都道府県の、そして

日本全国の分析やシミュレーションができるような環

境を構築したいと思っています。

私は研究のお話をいろいろとお聞きして、夜明け前とい
うか、研究が大幅に広がる前の前夜という印象を受けた
のですが、そういったことに向けて、今後、情報基盤セ
ンターでお手伝いできることはありますでしょうか？ 

村田　今現在、我々が取り組んでいるRSSSの活用事

例、研究事例というのを増やしていくために、いろんな

学会に出かけていって、こんなデータが、研究目的で

使って頂けるという宣伝をしています。場合によって

は、ビッグデータを扱うための学生さん向けのトレー

ニングの基盤としても使って頂けるのではないかと

思っています。

北海道大学の中でも、「数理・データサイエンス教育研
究センター」のような組織が作られました。教育面で
も、データ活用に関する授業がかなりカリキュラムに
入ってきておりますので、そういうところでも使える
と大変有難いと思います。

村田　よろしくお願いします。

本日は有難うございました。

村田　ありがとうございました。

　左図は、リアルスケール人工社会を構成するための合成人口
の合成イメージです。図の左のように、国勢調査などの社会調
査によって、実社会の統計が得られますが、合成人口は、実社会
から集計された統計データに適合するように合成されます。こ
こで、実社会を「再現」する、ではなく、実社会の統計に「適合」
する人口を「合成」するという表現が用いられているのは、合成
人口で作られる世帯情報が、実社会を寸分違わず再現している
ものではないからです。年齢や世帯構成の統計データに適合す
る世帯構成の組合せは多数存在するため、統計データからだけ
では、現実の個々の世帯をそのまま再現することはできません。
　統計から実社会を再構成するには限界がありますが、リアル
スケール人工社会ではこの人口合成の特徴を利用して、個人
情報を排除し、複数の人工社会を合成することで、それぞれの
地域の個々の情報の特定化が行われないようにしています。も
ちろん、注目している地域に、ある一定の幅に含まれる属性を
もつ個人が存在する可能性が高い、ということはわかりますの
で、匿名化された情報であったとしても注意深く扱う必要があ
ります。そこで、現在進めているプロジェクトでは、合成人口
データの提供は公的目的や研究目的に限ることにしています。
右図は、人口合成手法で合成した世帯の中で、ひとり親・夫
婦・子供が同居する世帯の性別・年齢別の人口ピラミッドを
示しています。AからFまでの６つの手法で人口合成を行い、統

計データへの適合度を検証しています。図中のグレーの線が、
実社会のひとり親・夫婦・子どもの世帯に属する世帯構成員
の男女別の年齢分布を示しています。左図の左側の実社会の
世帯から集計された統計データです。右図のParent、Couple、
Childは、それぞれ合成人口の中の夫婦と同居している片親、
夫婦、子どもの年齢分布を表しています。人口合成手法は、グ
レーの線に合わせるように人工社会の世帯構成を調整してい
きます。AからFまでの６つの手法のうち、EとFの手法がグ
レーの実社会の統計に合う人口を合成できていることがわか
ります。この図を作成した合成手法についての詳細は、計測自
動制御学会論文集（Vol.54, No.9, pp.705-717, 2018）でご確
認ください。
　人工社会を用いたリアルスケール社会シミュレーションに
関するビデオが、大阪大学サイバーメディアセンターのHPCS
ニ ュ ー ス（http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/hpsc-news/
vol06/）で公開されています。また、学際大規模情報基盤共同
利用・共同研究拠点（JHPCN）の共同研究課題の取り組みによ
り、都道府県別、市区町村別の合成人口が研究者向けに公開さ
れています。ご利用になられたい場合は関西大学の村田までお
問合せください。
左図の一部（3Dの家、家族の絵）の著作権：Designed by mac-
rovector / Freepik

 村田先生の特別講義
Special Lecture
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スパコン
クラウドアカデミー

Supercomputer・Cloud academy

第46回

Supercomputer・Cloud academy

　2018年12月より、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）
によるサービスが始まりました。そこで、今回の記事で
は、実際に新しいスーパーコンピュータ（スパコン）を
用いて、基本的なベンチマークプログラムを実行した
結果を紹介します。新スパコンの性能を知っていただ
き、読者の方が新スパコンの利用を検討する際の判断
材料にしていただければ幸いです。なお、これまでにス
パコンを利用したことがない読者の方は、本誌48号の

「知って得する ! ! スパコンアカデミー」で新スパコン
のサービスの概要を紹介していますので、ぜひご参照
ください。

新スパコンの概要
　今回稼動した新スパコンは、Grand Chariot（サブシ
ステムA）とPolaire（サブシステムB）の2種類のサブシ
ステムから構成されます。これらのサブシステムの主
な特徴は表１の通りです（詳細はシステムのWebペー
ジ［1］をご参照ください）。Grand Chariotは、1ノード
に（稼動開始の時点で）最新のIntel製マルチコアCPU2
基と384GBの大容量メモリを搭載したシステムであ
り、研究室等で利用されている一般的な計算サーバと
よく似た構成となっています。一方、Polaireは省電力
性能に優れたIntel製メニーコアCPUを搭載したシステ
ムで、MCDRAMと呼ばれる広帯域メモリを有していま
す。PolaireはOakforest-PACS［2］や富岳［3］などの最

先端の大規模なスパコンを意識した構成であり、これ
らのスパコンに向けた研究開発の初期段階として利用
することも可能です。

ベンチマークプログラムの実行条件等
　以下で紹介する各種ベンチマークプログラムの実行
条件等を示します。今回は、Grand ChariotとPolaireの
各1ノードを用いて、単体ノードにおける性能を評価し
ました。ベンチマークプログラムはFortranまたはC言語
で作成されており、必要に応じてOpenMPによりスレッ
ド並列化がされています。プログラムのコンパイルは、
Intelコンパイラ（ifort/icc）を用いて行い、コンパイル
時のオプションは「-O2 -qopenmp -xCORE-AVX512/-
xMIC-AVX512」としました（Grand Chariotは「xCORE」、
Polaireは「xMIC」）。また、数値計算ライブラリとして
は、Intel MKLを利用しました（「-mkl=parallel」でリン
ク）。なお、プログラム中で用いる数値は倍精度浮動小
数点型（C言語ではdouble型）を用いています。
　Grand Chariotは、CPUを2基搭載しているため、コア
へのスレッドの割り当て方法として、片方のCPUのコア
から順番に割り当てる方法（「compact」と記載）と、2つ
のCPUのコアに交互に割り当てる方法（「scatter」と記
載）の2種類を試しました。一方、Polaireでは通常のメモ
リのみを利用する場合（「DRAM」と記載）と、MCDRAM
のみを利用する場合（「MCDRAM」と記載）の2種類を試
しました。なお、どちらのシステムにおいても、1コアに

北大新スパコン、その性能は？ 
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 

は1つのスレッドのみを割り当てました（複数スレッド
が同じコアに割り当てられるようにはしていません）。
また、Grand Chariotでは最大40コア（スレッド）、Po-
laireでは最大64コア（スレッド）を利用しました。

演算性能（GEMM）
　密行列同士の積を計算するGEMM［4］の性能を測定
しました。MKLで提供されている、高度に性能最適化
が施されたDGEMMルーチンを利用して、1万次元の
密行列同士の積を計算し、その計算時間から実行性能

（FLOPS）を算出しました。2つのサブシステムの各条
件（compact/scatter またはDRAM/MCDRAM）におい
て、使用するコア（スレッド）数を変化させながら測定
した結果が図1です。
　図1が示すように、どちらのサブシステムでも、コア
数の増加とともに、実行性能が向上していることが確
認できます。最大のコア数を使用した場合の実行性能
は、どちらも理論ピーク性能の70%強となりました。
また、Grand Chariotにおけるスレッドの割り当て方や
Polaireにおけるメモリの違いよる影響は特にないこと
が確認できます。
 
メモリ性能（stream）
　システムのメモリアクセス性能を調べる代表的なベ
ンチマークであるstream［5］を実行しました。具体的
には、streamのベンチマークの一つであるTriadと呼ば
れる処理の性能を測定しました。Triadは配列A, B, C

（とスカラー s）に関して
A［i］= B［i］+s*C［i］

を行い、その処理時間から実行メモリバンド幅（byte/
sec）を算出します。前述のGEMMの場合と同様に、各
条件において、コア数を変化させて性能を測定した結
果、図2の通りとなりました。なお、各配列の要素数は

（倍精度型で）5億としました。
　図2から分かるように、Grand Chariotでは、スレッ
ドの割り当て方で挙動が異なっています。scatterで
は、両方のCPUのコアにスレッドを交互に割り当てる
ため、両方のCPUのメモリ帯域を利用できます。一方、
compactの場合、片方のCPUのコアが埋まるまで、他

方のCPUのコアへはスレッドが割り当てられず、その
間は、実質ノードのメモリ帯域の半分（CPU1個分）の
みを使っている状況となります。そのため、最終的に全
てのコアを利用した場合の性能は同程度ですが、その
過程の挙動が異なっています。なお、最終的な実行性能
は、理論ピークバンド幅の75%程度となりました。
　一方、Polaireでは、通常のメモリ（DRAM）と広帯域メ
モリ（MCDRAM）の差が顕著に現れました。64コアの場
合で、理論ピークバンド幅に対して、DRAMでは75%、
MCDRAMでは40%程度となりました。MCDRAMの理論
ピークバンド幅はreadとwriteを合算したもので、Triadで
は両者の比率が1:1ではないため、理論性能に対する比
率がDRAMの場合よりも低くなったと考えられます。

密行列のLU分解
　行列のLU分解は、（主に密行列を係数とする）連立一
次方程式を解く際に必要となる計算であり、スパコン
のランキングTop500で採用されているベンチマーク
です［6］。今回は、MKLで提供されている（部分ピボッ
ト付きの）LU分解を行うルーチンDGETRFを用いて、1
万次元の密行列をLU分解する時間を測定しました。図
3は、Grand Chariotでcompactとして1コアで実行した
場合を基準とした相対的な性能（値が大きくなるほど
良い）を示しています。
　図3から分かるように、どちらのサブシステムでも、
コア数を増やすと、それに応じて性能が向上していま
す。また、全てのコアを使った場合の性能は、両方のサ
ブシステムで同程度であり、実時間としては0.5秒程度
でした。この結果は、未知数が1万個（で係数行列が密）
の連立一次方程式が1秒足らずで解けてしまう、という
ことを意味しています。
　図3の結果は、図1のGEMMの場合と非常によく似た
傾向になっています。LU分解の計算は、処理をブロッ
ク化し、内部の計算で行列積（GEMM）を活用すること
が可能であり、MKLなどの最適化されたライブラリでは、
そのような手法が一般的に用いられています。そのため、
LU分解の性能は、GEMMの性能に強く依存しており、図
1と図3の結果の類似性は妥当なものだと言えます。

項目 Grand Chariot
（サブシステムA）

Polaire
（サブシステムB）

全体
ノード数 1,004 288

理論演算性能 3.08PFLOPS 0.87PFLOPS

ノード

プロセッサの種類 Intel Xeon Gold 6148 
（2.4GHz, 20コア）

Intel Xeon Phi 7250 
（1.4GHz, 68コア)

プロセッサ数 2 1
メモリ容量 384GB 96GB （MCDRAM: 16GB）

OS Cent OS Cent OS
理論演算性能 3,072GFLOPS 3,046GFLOPS

理論メモリバンド幅 255.9GB/sec 115.2GB/sec
 （MCDRAM: 921.6GB/sec）

B/F値 0.083 0.038 （MCDRAM: 0.30）

表1. 北海道大学情報基盤センターのスパコンの構成

コア数（スレッド数）

性
能

（
）

図 行列積（ ）の実行性能図1. 行列積（DGEMM）の実行性能

コア数（スレッド数）

性
能

（
）

図 ベンチマーク（ ）の実行性能図2. Streamベンチマーク（Triad）の実行性能
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（実対称）密行列の固有値分解
　固有値計算（特に対称行列の場合）は連立一時方程式
と並んで、計算科学分野で頻出する行列計算です。そこ
で、MKLで提供されている、実対称密行列の固有値と
固有ベクトルを計算するルーチンDSYEVD（ハウスホ
ルダー三重対角化と分割統治法に基づくアルゴリズム

［7］）を用いて、1万次元の実対称密行列の全ての固有値
と固有ベクトルを計算し、その時間を測定しました。な
お、行列の成分は乱数で生成しました（分割統治法の計
算時間は行列の成分に依存するため、行列が変わると計
算時間が変わる場合があります）。図4は、LU分解の場
合と同様に、相対的な性能を示した結果になります。
　図4から、どちらのサブシステムでも、コア数を増や
すとある程度は性能が向上するが、最終的には飽和し
ていることが分かります。また、Grand ChariotとPo-
laireの間に性能差が生じていることが確認できます。
三重対角化された行列の固有値と固有ベクトルを分割
統治法で求める処理は、条件分岐等により並列化が難
しく、コア単体の性能の差が顕著となる可能性が高い
ため、このような差が生じたと考えられます。ただし、
より詳細な原因は、処理ごとの実行時間を測定するな
どの詳しい性能分析が必要になります。
　なお、実行時間としては、Grand Chariotで40コアを
用いた場合で約10秒、Polaireで64コアを用いた場合で
約20秒でした。1万次元の密行列の全ての固有値と固
有ベクトルの計算（分野によっては「完全対角化」を呼
ばれる）が、（高々1ノードを使って）10秒程度で済んで
しまうのは、筆者が学生のときには考えられなかった
ので、大きな驚きでした。

 反復型ステンシル計算（2次元5点）
　上述の2つの事例（LU分解と固有値分解）は比較的、
演算性能の影響が大きい事例でした。そこで、メモリ性
能が強く影響する典型的事例である、反復型ステンシ
ル計算［8］の実行結果を紹介します。今回は、図5に示
すような、2次元5点型のステンシル計算を繰り返すプ
ログラムを実行しました。計算領域のサイズを1万×1

万（NX=NY=1万）、時間ステップ（NT）を1024として
実行した際の結果（これまでと同様の相対的な性能）は
図6の通りです。
　図6から分かるように、図2の結果と非常によく似た
傾向となりました。ステンシル計算はメモリアクセス
性能に強く依存するため、（メモリサイズが足りる場合
は）Polaireの広帯域メモリ（MCDRAM）を利用するの
が、最も高速となります。

疎行列に対する共役勾配（CG）法
　共役勾配（CG）法［9］は、大規模な（正定値対称）疎
行列を係数とする連立一次方程式を解くためのよく知
られた反復解法であり、疎行列とベクトルの積の計算

（疎行列ベクトル積）が大部分を占めるため、メモリアク
セス性能が重要となります。図7は、フロリダ大学が提
供している疎行列データベース［10］から取得した100
万次元強の疎行列（行列名：thermal2）に対してCG法を
実行した結果を相対性能として示したグラフです。
　 図7が 示 す よ う に、CG法 の 場 合、Grand Chariotと
Polaireの間に有意な差が確認できます。また、Polaireの
MCDRAMの効果があまり確認できません。MCDRAM
は不規則なアクセスに弱いということが知られており、
CG法の内部の疎行列ベクトル積におけるベクトル要
素への不規則アクセスが影響して、図7のような結果と
なったと考えるのが自然な解釈だと思います。
　なお、今回の測定では、CG法の反復終了条件として、
相対残差ノルムの閾値を10-8と設定しており、Grand 

Chariotで40コアを用いた場合の（反復終了までの）実
行時間は11秒、Polaireで64コアを用いた場合で22秒

（DRAM）と17秒（MCDRAM）となりました。

おわりに
　今回の記事では、実際に新スパコンを用いて、6種類
のプログラムを実行した結果を紹介しました。プログ
ラムの特徴によって、2つのサブシステム（とスレッド
の割り当て方やメモリの利用の仕方）における性能挙
動の違いが生じることを確認できたと思います。読者
の方が、新スパコンの利用を検討する際に役立ててい
ただければ幸いです。
　また、今回の結果を踏まえて、読者の方に伝えたい点
として、まず、より効率的にスパコンを利用する（高い
実行性能を達成する）ためには、並列化が必須である、
という点が挙げられます。既存のソフトウェア等を利
用する場合においても、並列計算への対応の有無等を
ぜひ意識していただけると幸いです。
　もう一点は、ステンシル計算の結果が示すように、素
直なメモリアクセスを繰り返すプログラムでは、Po-
laire（のMCDRAM）が有効となり得ます。Polaireは、省
電力性能にも優れており、負担金が相対的に安価に設
定されているため、その意味でも、Grand Chariotより
もお得と言えます。ぜひ、読者の方のアプリケーション
の特徴に合致しているようであれば、Polaireの利用も
ご検討いただければと思います。
　今回は、単体ノード上での性能のみを報告しました
が、今回のシステム更新に伴い、ノード数も大幅に増加
しました。我々としては、ぜひ、複数ノードを用いた並
列計算を有効活用していただきたいと思っています。
そこで、別の機会に、複数ノードを用いた計算の性能の
様子も紹介できればと思っていますので、ご期待くだ
さい。

コア数（スレッド数）

性
能

比

図 行列の 分解（ ）の実行性能
（ の コアを基準）

図3. 行列のLU分解（DGETRF）の実行性能
（Grand Chariot（compact）の1コアを基準）

コア数（スレッド数）

性
能

比

図 行列の固有値分解（ ）の実行性能
（ の コアを基準）

図4. 行列の固有値分解（DSYEVD）の実行性能
（Grand Chariot（compact）の1コアを基準）
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図 反復型ステンシル計算（ 次元 点ステンシル）の実行性能
（ の コアを基準）

図6. 反復型ステンシル計算（2次元5点ステンシル）の実行性能
（Grand Chariot（compact）の1コアを基準）

コア数（スレッド数）

性
能

比

図 共役勾配法（ 法）の実行性能
（ の コアを基準）
図7. 共役勾配法（CG法）の実行性能

（Grand Chariot（compact）の1コアを基準）

for(t = 1; t <= NT; t++){
for(x = 1; x <= NX; x++){
for(y = 1; y <= NY; y++){

uu[x][y] = w1*u[x][y] + w2*(u[x+1][y]+u[x-1][y]+u[x][y+1]+u[x][y-1]);
}}
for(x = 1; x <= NX; x++){
for(y = 1; y <= NY; y++){

u[x][y] = uu[x][y];
}}

}

図 反復型ステンシル計算（ 次元 点ステンシル）の概要図5. 反復型ステンシル計算（2次元5点ステンシル）の概要

Supercomputer・Cloud academy
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　図2と図3を比較すると、図2では高コントラストで
あるのに対して、図3では低コントラストになっている
ような印象を受けます。この理由は、可視化モジュール
Uviewer3Dの表示において高コントラストを実現する
ために、OpenGLの機能を利用して点や等高線に影を付
けているためです。影を付けることで、明瞭な可視化結
果になっています。一方、可視化モジュールOutputI-

mageの出力画像には点や等高線に影が付けられていな
いので、全体的に低コントラストの画像になっている
ような印象になります。
　ここで、可視化モジュールOutputImageの出力画像
を可視化モジュールUviewer3Dの表示結果に近づける
ためにはどのような方法があるかを考えて見ましょう。
可視化モジュールUviewer3Dでは描画された等高線お
よび点に影が追加されていることから、背景を白色か
ら黒色に変更することが考えられます。図4は背景を黒
色にした場合の可視化モジュールOutputImageの出力
画像です。影の有無による可視化結果の差が低減され
ましたが、輪郭が不明確になることと、利用シーンが限
定的になるような気がします。

グリフを利用した可視化
　ポイントレンダリングと同等の可視化結果と可視化
モジュールOutputImageの出力画像を得るための手法
としてグリフを利用します。ポイントレンダリングで

ポイントレンダリング
　ポイントレンダリングは、スーパーコンピュータを利用して得られた大容量データ
の大規模可視化などに対して有効です。座標と値を与えることで、任意形状の可視化
にも対応できます。
　図1に、AVS/Expressで用意されている可視化モジュールpoint_renderを利用し
た可視化のためのネットワーク構成を示します。また、図2に可視化結果のスクリー
ンコピーを示します。ここでスクリーンコピーはモニタ上に表示された可視化結果で
あると理解してください。
　さて、図1に示すネットワーク構成において、左側のネットワークは可視化モ
ジュールorthosliceで特定のxy平面を指定し、可視化モジュールisolineで等高線
を表示します。その可視化結果は、図2における平面上に分布した等高線に対応しま
す。一方、図1右側のネットワークは可視化モジュールpoint_renderを使用したポ
イントレンダリングのためであり、その可視化結果は図2における左上コーナを中心
に、右側および左側にL字に分布する3次元の点群に対応します。したがって、可視化
に使用したデータセットは2組で、それぞれ可視化する空間領域が異なっていること
から、数値データを読み込むために可視化モ
ジュールRead_FieldおよびRead_Field#1

を使用しています。
　等高線表示に使用したデータは直交等間隔
のフィールドデータで、座標情報を持たず、格
子上の値valueのみを有しています。一方、ポイ
ントレンダリングに使用したデータはコーナ
部分にのみ存在していることから、座標（i,j,k）
と値valueを有しています。ネットワークの最
後には可視化モジュールOutputImageを接続
し、可視化結果を任意形式の画像ファイルとし
て出力できるようにしています。一例として、
可視化モジュールOutputImageによるBMP
形式の出力画像を図3に示します。

ポイントレンダリングまたはグリフを利用した可視化
　2018年12月から利用サービスを開始している本センター学際大規模計算機システ
ムでは、３次元可視化システムAVS/Expressの学内ユーザ向けダウンロードサービ
スを継続して行っています。ポイントレンダリングについては本誌25号および26号

「スパコン可視化道場」番外編14および15において解説を行っています。本連載記事 
においては、最初にポイントレンダリング使用上の注意事項を示します。次に、ポイン
トレンダリングと同等な可視化手法としてグリフを利用する方法について紹介します。

図1． 可視化モジュールpoint_renderを
利用した可視化ネットワーク

図2.  可視化モジュールpoint_renderを
利用した可視化結果のスクリーンコピー

（PNG形式）

図3.  可視化モジュールOutputImageの
出力画像（BMP形式）

図5.  可視化モジュールglyphを利用した可視
化ネットワーク

図6.  可視化モジュールglyphを利用した可視
化結果のスクリーンコピー（PNG形式）

図7.  可視化モジュールOutputImageの
出力画像（BMP形式）
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は、指定された座標での値を色つきの点で表します。こ
の点を別の形状データで置き換えるために、可視化モ
ジュールglyphを使用します。
　図1の可視化モジュールpoint_renderを可視化
モジュールglyphと形状データの可視化モジュール
Cross3Dで置き換えたネットワークを図5に示します。
このネットワーク構成では、指定された座標に十文字
が描写されます。十文字の大きさは可視化モジュール
のコントロールダイアログにより調整することができ
ます。
　図6および図7は、それぞれ可視化結果のスクリーン
コピーおよび可視化モジュールOutputImageの出力
画像です。図6では、図2に示すポイントレンダリング
による可視化結果と同等の結果が得られています。ま
た、図6と図7を比較すると、図6では等高線やグルフ
に黒い影が追加されていることが分かりますが、図7は
図6とほぼ同様な出力画像になっています。ポイント
レンダリングの場合に比較して、グリフを利用した場
合、可視化モジュールUviewer3Dと可視化モジュール
OutputImageの出力画像との差が少ないといえます。
なお、形状データとしてCross3Dのほかに可視化モ
ジュールLine3DやDiamond3Dなどが利用できますの
で、これら形状データを試した上で可視化に適した形
状データを使用してください。

まとめ
　本連載記事においては、ポイントレンダリングによ
る可視化表示結果と可視化モジュールOutputImageの
出力画像の印象が異なることを示し、その理由を明ら
かにしました。さらに、その対策として、ポイントレン
ダリングと同等の可視化結果を得るためにグリフを利
用する例を示しました。今回、ポイントレンダリングや
グリフを利用して可視化したデータ総数は約32,000で
す。どの程度のデータ総数まで取り扱えるかについて
は、可視化に利用する計算機の主記憶容量やプロセッ
サ性能に依存しますので、環境に合わせて可視化手法
を選択してください。

図4.  背景を変更したときの可視化モジュールOut-
putImageの出力画像（BMP形式）
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Information

　2020年度北海道大学情報基盤センター萌芽型共同研究公募は、下記URLより随時更新しておりますのでご参照下さい。

　申請受付期間：2020年３月２日（月）～2020年４月３日（金） 

ホームページ：https://www.iic.hokudai.ac.jp/jr/joint-research/
photo

　2019年９月２日（月）～４日（水）の期間本センター主催のクラウドコン
ピューティングに関するイベントCloudWeek2019@Hokkaido University 
を開催しました。本イベントはアカデミッククラウドインターシンポジウ
ム2019、オープンクラウドカンファレンス2019、第15回地域間インター
クラウドワークショップの三つから構成され、大学等の機関およびクラウ
ド関連企業から６件の講演と１件の基調講演が集まりました。
　のべ300以上の参加がありクラウド技術に関する情報交換を行うこと
ができました。

日　時：2019年９月２日（月）～４日（水） 　　会　場：北海道大学学術交流会館（札幌市北区北８条西５丁目）

　本センターが計算リソース提供機関を提供している、｢京｣を中核とする
HPCIシステムについて第６回成果報告会が下記のとおり開催されました。
この報告会では、スーパーコンピュータ「富岳」やAI・データサイエンス
に関連する３件の基調講演とパネル討論、並びに優秀成果賞を受賞した
８件のHPCI利用課題の成果発表が行われました。
　本センターも、学際大規模計算機システムのポスターを展示し、参加
者にシステムの紹介を行いました。

日　時：2019年11月1日（金） 　　会　場：THE GRAND HALL（品川）

ホームページ：https://www.hpci-office.jp/

公　募 2020年度 北海道大学情報基盤センター萌芽型共同研究公募 展示・参加 第６回 ｢京｣ を中核とするHPCIシステム利用研究課題 成果報告会

センター主催 CloudWeek2019@Hokkaido Universityを開催

　本学内の共同利用・共同研究拠点である４附置研究所（低温科学研究
所、電子科学研究所、遺伝子病制御研究所、触媒科学研究所）と４研究セ
ンター（スラブ・ユーラシア研究センター、人獣共通感染症研究センター、
情報基盤センター、北極域研究センター）が連携し「計算科学が拓く汎分
野研究」をテーマに部局横断シンポジウムを下記のとおり開催しました。
　本シンポジウムは今回で２回目の開催となります。本センターからは
口頭発表１件、ポスター発表２件の他、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）に関する展示・計算機の
公募利用 に関する紹介を行い、参加者との交流を図りました。

日　時：2019年10月31日（木）9：00 ～17：40　　会　場：北海道大学医学部学友会館フラテホール

合同・共催 北海道大学共同利用・共同研究拠点アライアンス 部局横断シンポジウムを開催

photo

　2018年12月に更新した学際大規模計算機システムについて、各種利
用講習会・相談会を開催しました。クラウドシステム利用講習会には42
名、スパコン利用講習会には２日間で76名と学内外から幅広く参加があ
りました。この他にもアプリケーションサーバでサービスを提供してい
るアプリケーションソフトウェアの利用講習会を開催し、学際大規模計
算機システムの利用推進を図りました。

ホームページ：https://www.hucc.hokudai.ac.jp/Support/event/

講習会等名 開催日 会場

クラウドシステム利用講習会 2019年₅月10日（金） 北海道大学情報基盤センター北館（4階）会議室

スーパコンピュータシステム利用講習会 2019年₇月₂日（火）、₅日（金） 北海道大学情報基盤センター北館（4階）会議室

COMSOL Multiphysics 利用講習会 2019年₉月17日（火）、18日（水） 北海道大学情報基盤センター北館（4階）会議室

COMSOL Multiphysics 個別相談会 2019年₉月18日（水） 北海道大学情報基盤センター北館（4階）会議室

Mathematica利用講習会・個別相談会 2019年11月21日（木） 北海道大学情報基盤センター北館（4階）会議室

Gaussian利用講習会・個別相談会 2019年11月22日（金） 北海道大学情報基盤センター北館（4階）会議室

センター主催 2019年度 学際大規模計算機システム 利用講習会・相談会を開催

　2019年11月17日（日）から22日（金）の期間、米国・コロラド州デン
バーで開催された国際会議SC19に本センター教員３名が参加し、ブー
ス展示、研究の動向調査等を行いました。

ホームページ：https://sc19.supercomputing.org/ 

展示・参加 Supercomputing Conference 2019（SC19） 参加報告



本号の特集記事では、関西大学総合情報学部教授の村田忠彦先生にお話をお伺いしました。統計的には実際と同じ性質を持つけれ
ども、個々は実際とは異なる合成人口データというのを生成し、さまざまな分野の人口データを活用する研究者の先生方と学際的にコ
ラボレーションしながら、リアル社会シミュレーションの研究を精力的に進められています。その際に、データを活用しやすい計算環境
があれば、より多くの先生方に活用して頂けるのではないかと思われます。さまざまな工夫を行なって、学際大規模計算機システムが
お役に立てればと考えております。

編 集 後 記

スパコンやクラウドシステムの利用申込をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか？

Q ＆ A

　一般利用※の場合、まずは「利用者登録申請」を行い、利用者番号を取得する必要があります。学内の教職員はSSO-ID、大学院

生であればELMS-IDにて学際大規模計算機システム利用者管理ポータルにログインし、オンラインでの申請が可能です。それ以外の方

は、学際大規模計算機システムのWebサイトから申請書をダウンロードして申請してください。

　利用者番号の取得が済みましたら、その後は利用者管理ポータルからオンラインで、各計算機資源を利用するための「付加サービス

申請」を行なってください。承認後利用が可能となります。

　詳細はiiC-HPC49号18ページ「学際大規模計算機システム（新システム利用のための申請について）」、または、学際大規模計算機シ

ステムWebサイト「利用案内」→ 「一般利用」https://www.hucc.hokudai.ac.jp/guide/general-use/　をご参照ください。
※一般利用の他に民間企業等利用、公募利用があり、申込の流れは異なります。

？

Ｑ

A

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。
https://www.hucc.hokudai.ac.jp/publications/iic-hpc/
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［利用者支援サービス］
 
● Webサイト
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）
https://www.hucc.hokudai.ac.jp/
 
● 利用講習会
大型計算機システムの使い方・プログラミングに関する講習（不定期）
https://www.hucc.hokudai.ac.jp/news/event/
 
● メールマガジン
大型計算機システムの使い方・運用保守に関する情報（毎月25日頃発行）
https://mmag.hucc.hokudai.ac.jp/mailman/listinfo/mmag
 
● 広報誌 iiC-HPC
大型計算機システムニュース（年2回発行）
https://www.hucc.hokudai.ac.jp/publications/iic-hpc/
 

［お問い合わせ］
 
● 学際大規模計算機システム（大型計算機システム）全般について
北海道大学情報基盤センター（窓口）
hsay@iic.hokduai.ac.jp
メールには、利用者番号（お持ちの場合）・氏名・質問内容を含めてください。

 
● 利用申請について　
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
kyodo@oicte.hokudai.ac.jp
 
● 利用負担金請求・予算振替について
北海道大学総務企画部情報企画課／会計担当
kaikei@oicte.hokudai.ac.jp
 
● 利用負担金の課金内訳・大判プリンタ利用について
北海道大学総務企画部情報企画課／ HPCシステム運用チーム
unyo@iic.hokudai.ac.jp
 


