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Report from Takeshi FUKA YA

スーパーコンピュータの
　教育利用に向けた試み
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新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで実施していた、スーパーコンピュータシステムの利用者の方への

インタビューの実施が困難な状況となりました。そこで、今回の特集では、新型コロナウイルス感染症に伴う授業のオ

ンライン化の状況下で、試験的に実施したスーパーコンピュータシステムの教育利用について、情報基盤センターの

深谷助教に報告してもらいます。
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スパコンの教育利用について

深谷　想定しているのは、学部や大学院の講義・演習
においてスパコンを利用することです。私が知ってい
る範囲では、東京大学の情報基盤センターでは教育利
用の制度があり、東大に限らず、講義や演習で利用する
ことが可能となっているようです。実際、私の知り合い
の先生も利用したことがあると言っていました。また、
私自身が名古屋大学の修士の学生のときに、集中講義
で、当時の名大のスパコンを利用した並列計算（Open-
MPとMPI）の実習を行った経験もあります。理屈上は、
並列計算の技術等を学ぶのにハードウェアは関係ない
ですが、自前で環境構築（特にMPIの実行環境）をする
手間が省けたり、鍵認証によるリモート接続やバッチ

ジョブなどの一般的なスパコン利用の作法を含めて体
験できたりすることを考えると、私個人としては、実際
の教育現場でスパコンを利用する一定の効果はあると
考えています。

今回の経緯について

深谷　元々、情報基盤センターの内部で、スパコンの教
育利用に向けた議論はありました。一方で、私（と岩下
教授）は、学部（工学部 情報エレクトロニクス学科 情
報理工学コース ３年次）の必修科目「情報理工学実験
Ⅱ」のテーマの一つである「シミュレーションと並列プ
ログラミング」を毎年担当しており、MPIによる並列化
を取り扱います。通常は、学内の実習用端末を利用し、
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表１. 実験の実施内容（3日目以降の内容をスパコン上で実施）

1日目 1次元熱伝統方程式に対する差分法プログラム（逐
次）の作成と計算結果の可視化

2日目 2次元熱伝統方程式に対する差分法プログラム（逐
次）の作成と計算結果の可視化

3日目 北大スパコンの基本的な利用方法（ログイン・プロ
グラムのコンパイル・バッチジョブの実行）

4日目 MPIプログラムの基礎（プログラムの作成・コンパ
イル・実行・一対一通信関数）

5日目 2次元熱伝導方程式のプログラム（2日目の内容）に
対するMPI並列化

6日目 （余裕がある場合は）発展課題

そこにはOpen MPIの実行環境が構築されているので、
それを使っていました。しかし、今回、新型コロナウイ
ルス感染症のため、実験をオンラインで実施すること
になり、別途、MPIの実行環境を用意する必要が生じま
した。そこで、せっかくの機会なので、今後のスパコン
の教育利用制度の整備に向けたテストを兼ねて、我々
が担当している学部の実験でスパコンを利用する、と
いう判断に至りました。

具体的な準備について

深谷　（実験担当の教員の立場ではなく）情報基盤セン
ターとして準備した内容について、簡単に紹介します。
まず、アカウントは、通常のセンター主催の講習会で
使用するお試しアカウントを受講する学生数（約50名）
相当、準備しました。次に、計算リソースについてはメ
ニーコアプロセッサ（Intel KNL）を利用したシステムで
あるPolaire（サブシステムB）を数ノード用意しました。
なお、負担金（利用料金）については、担当教員の学内
予算で負担しました。この計算リソースに対して、専用
のリソースグループ（ジョブキュー）を設けて、多数の
学生の利用を想定した設定（例：利用者当たりの同時
ジョブ投入数や実行数、ジョブ当たりの最大経過時間）
を行いました。

実験の進め方について

深谷　アカウント（正確には、利用者ポータルページへ
ログインするための情報）の通知は、個々の学生の状況
とセキュリティの両面を考慮した上で、柔軟に行いま
した。後期の最初のテーマでしたが、実施方法の案内と
ともに、事前に学生に周知して、初回までに大部分の学
生には通知を済ますことができました。残りの学生に
ついても、初回が終わった後に、速やかに通知をするこ
とができて、大きなトラブルはありませんでした。実験
自体は、実習書（図1）を各自が読んで実施（以前からこ
のスタイル）してもらい、今回は新しく、補足スライド

（一部音声付）をいくつか用意しました。また、質問対
応はSlackで行いました。実験は全６回（１回あたり1.5
コマ）で構成されていて、３回目以降の内容をスパコン
上で実施する形にしました（表１）。

実験の内容について

深谷　本テーマを2016年度に担当することになってか
ら、熱伝導を題材にして、モデル化（偏微分方程式）、離
散化（差分化）、数値計算、可視化の一連の流れを体験
することと、MPIによる並列化の考え方（SPMD）を理
解した上でプログラムを並列化すること、の二点を主
題として実施しています。最終的なゴールは、２次元の
拡散方程式に対する差分法のプログラムを領域分割に
よりMPI並列化することとなります。今回、スパコンを
利用することにしたため、３日目の内容として、「スパ

Special Feature

コンの利用方法の基礎」を新しく設けました。

「スパコンの利用方法の基礎」の内容について

深谷　「ポータルページで公開鍵を設定してSSHでロ
グインノードに接続し、指定されたコマンド（pwdとls）
を実行する」、「Hello Worldのプログラム（C言語）をス
パコン上でコンパイルして、バッチジョブとして実行
する」、前半の課題で作成した２次元拡散方程式の差分
法プログラムをスパコン上でコンパイル・実行し、結
果を確認する」の３つを課題としました。

受講した学生の様子について

深谷　Slack上での反応を見る限り、ほとんどの学生さ
んがスムーズに実施していたように思われます。もう
少し質問が出ると予想していたので、正直、意外でし
た。学生さんのPCはWindowsとMacの両方があるよう
でしたが、どちらのケースでも、こちらが用意した資料
を読んで、問題なく進めてもらえたようです。

質問について

深谷　Slack上で学生さんから受けた質問の大半は、ス
パコンの利用方法ではなくて、課題に関するものでし
た。例えば、差分法のプログラムをMPIで並列化した際
のバグ（計算結果がおかしい、通信がデッドロックす
る、など）に関する質問です。これは、過去の実験でも

受けた質問であり、今回、スパコンを利用したこととは
直接関係がないと思います。

学生の感想について

深谷　終了後に実施したアンケートの回答結果（回答者
数34人）は図２となりました。まず、全体として、興味
を持ってもらえるような内容だったようで一安心です。
また、難度としては、普通からやや難しい、ということ
で、概ね適切な設定であったと考えています。資料につ
いても、良好な回答が大半であり、特に、今回新しく追
加した、スパコン利用の部分についても、特に不満がな
かったようなので、その結果として、大きな問題もなく
スムーズに実施することができたと受け止めています。

より具体的な感想等について

深谷　受講した学生さんと話をする機会があったので、
より具体的なことを質問してみました。スパコンの利
用方法については、本人やその周囲では、特別難しく感
じることはなかったようです。その理由として、前期の
実験で、Linuxの仮想マシンの構築等を経験していたよ
うで、そこで得た知識が役立ったようです。バッチジョ
ブに関しても、仕組みを最初に説明するとともに、サ
ンプルのスクリプトを示していたので、特に障壁はな
かったようです。それよりも、実際にMPIでプログラム
を並列化する部分で、スムーズにできた学生と悩んだ
学生とに分かれたようでした。正直、いろいろ質問があ
ると予想していたので、拍子抜けした感はありました
が、担当している情報系コースの学部のカリキュラムが
正しく機能していることを実感する機会となりました。

スパコンを使った実感について

深谷　今回、話を聞いた学生さんについては、スパコ
ンを使った、という実感は特になかったとのことでし
た。スパコンといっても、１ノード程度であれば、一般
的なLinuxのシステムと大差ないので、これは妥当な感
想だと思います。例えば、それなりに大きな規模の問題
を、一定以上の並列数で処理する場面では、スパコンを
使っている、つまり、個人用のPCでは扱うことができ
ない計算をしている、ということを実感できると思い
ます。こういったことを体験できるとより良いのです
が、そのためには、並列計算などの基礎知識や技術を習
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図２. 受講した学生によるアンケートの回答結果（回答者数：34名）

得していることが前提となるので、今回の実験の限ら
れた時間内では難しい状況でした。一方で、スパコンを
使うことが特別なことではない、ということを実感し
てもらえたのは、非常によかったと考えています。

来年度（2021年度）の実験に向けて

深谷　来年度、新型コロナウイルス感染症がどのよう
な状況で、実験が従来（オフライン）の形に戻るのかど
うか、分かりません。ただ、オフラインで実施する場合
についても、可能であれば、引き続き、スパコンを利用
する形で実施したいと考えています。スパコンの利用
を体験してもらう、という教育上の利点があることに
加えて、多数の学生さんの反応を知ることは、スパコン
サービスを提供する側にとっても有益となると思える
からです。

スパコンの教育利用制度の実現に向けて

深谷　（個人的な見解ですが）今回の試行を通じて、情
報基盤センターで行うタスクは整理できたので、制度
自体を設計することは難しくないと思っています。一
方で、実際に使いやすい制度を提供する、という観点で
は、いろいろ検討の余地が残っていると考えます。今回
の実験は非常にスムーズに実施することができました
が、私自身がスパコンの運用側の立場でもあることと、
対象が情報系の学生で、先に紹介したように、事前に
Linux等の基礎知識を十分に習得済みだったこと、とい
う点が大きかったはずです。例えば、私は普段から利用
者の方の質問内容を把握できる立場なので、初心者が
躓きやすいポイントやノウハウ等を資料に記載するこ
とが可能です。また、（結果的には皆無に近かったです
が）質問が出た場合についても、大部分は自分で対応す
ることが可能であり、技術職員やスパコンベンダーに
対応を依頼するような状況にはなりません。センター
外の教員が担当する講義等で利用する場合、センター
としてどのようなサポートを行うのか、といった点は
重要な検討事項だと思います。計算リソースの設定と、
人数分のアカウントを用意して、残りは担当教員にお
任せ、という形が利用者から望まれる在り方か、という
ことを考えることは重要だと思います。

これまでに実施した講習会等について

深谷　スパコンに関しては、定期的に講習会を開催し
ています。現在のスパコンは2018年12月から稼動して
いますが、これまでに３回、講習会を開催しました。新
型コロナウイルス感染症の影響で、2020年３月に予定
していた講習会は中止となり、まだセンターでの現地

Special Feature

講習会は開催の目処が立っていません。講習会の内容
としては、スパコンシステムと利用方法の説明、Open-
MP・MPI・プロファイラの入門（座学）、お試しアカウ
ントを使った簡単なハンズオン、が主な内容で、全体で
約二日間の分量になります。また、別途、希望に対して、
スパコンベンダー（富士通）の専門家を交えたプログ
ラム個別相談会も実施しています。

参加者について

深谷　北大の教員や研究者の方が中心ですが、学生の
方も参加しています。北大に限らず、スパコン自体を利
用した経験がない方が大半だと思います。幸い、過去の
講習会では募集人数に達する方にご参加いただいてい
ます。

比較的、スパコン利用に馴染みがない分野への
利用促進について

深谷　例えば、実際に講習会に参加された北大の教員
の方（農学系）から、その先生が担当している大学院の
演習の一環として、学生向けの簡単な講習会を実施で
きないか、という相談がありました。農学の分野でも、
最近、ビッグデータやAIなどがキーワードとして挙がっ
ており、学生の段階でスパコンの世界を垣間見て、見聞
を広めておくことは有意義であると判断されたようで
す。それで、センター内で検討して、一般向けに開催し
ている講習会の内容、特に、お試しアカウントを用いた
ハンズオンの中心に、アレンジを多少加える形で、農学
系の大学院生を対象とした講習会を、演習の一回分で
実施しました。主なアレンジは、簡単なゲノム解析アプ
リを実際にスパコン上で実行させる内容をハンズオン
に組み込んだ点です。また、最後に、実際にスパコンを
見学してもらいました。2019年７月に開催した講習会
の直後に相談があり、大学院生向けの講習会は、同じ年
の11月中旬に行いました。2020年も同様の講習会を計
画していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響
により、オンライン開催となりました。アカウントの配
布やハンズオンのサポートが難しいため、センターの
教員が操作する画面を見てもらう形式になりました。

ハンズオンの様子について

深谷　学生さんにノートPCを持参してもらって実施し

ましたが、WindowsとMacの両方があり、公開鍵を登録
してSSHで接続するまでに、いろいろ質問やトラブル
がありました。また、ログインノード上での基本的な操
作についても、不慣れな学生さんが多く、質問等が多数
ありました。

スパコンを利用する以前の基礎的な部分について

深谷　私が担当した実験では、Linuxの基礎を学生が習
得済みであったため、スパコンの利用がスムーズでし
たが、逆に、あまり馴染みがないと思われる農学系の学
生さんを対象とした講習会では、その部分に関連する
質問が多数ありました。このように、スパコン自体の利
用方法を勉強する前に、Linuxの基礎等を最低限習得し
てもらうことの重要性を再確認しました。私が知る範
囲ですと、大阪大学のサイバーメディアセンターが「ス
パコンに通じる並列プログラミングの基礎」と題して、
スパコン利用で必要となる基礎知識に焦点を当てた講
習会を定期的に開催していますが、このような取り組
みとセットで、スパコンの利用促進を行うことが重要
になると思います。

最後に

深谷　今回、私が担当している実験で実施した、スパコ
ンの教育利用の試みについて、紹介させていただきま
した。プロセッサ単体の性能向上が難しい現状におい
て、並列計算を勉強する重要性は増していると思いま
す。しかし、実際に並列プログラミング（特にMPI）を
行う環境を構築するのは、必ずしも容易ではないと思
います。そこで、スパコンを利用するというのは、現実
的な選択肢の一つになり得るのではないでしょうか。
また、将来の研究や開発において有用な道具の一つで
あるスパコンを学生の段階から体験する、という点も
有益であると考えます。ですので、今回の試行を踏ま
えて、引き続き、スパコンの教育利用制度の実現に向け
て、取り組んでいきたいと思います。同時に、より有益
な制度となるように、制度やサポート体制等について
検討を重ねたいと思います。また、今回、紹介させてい
ただいた事例のように、利用者の方と連携した講習会
等も、可能な範囲で実施できればと考えていますので、
積極的にご要望をいただければ幸いです。

Report from Takeshi FUK AYA
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スパコン
クラウドアカデミー

Supercomputer・Cloud academy

第47回

Supercomputer・Cloud academy

Kubernetesとは
　近年、コンテナ管理技術としてKubernetes [1]が注
目されている。Dockerは単一計算機におけるコンテナ
管理を目的としているのに対して、Kubernetesは複数
計算機における多数のコンテナの統一的な管理を目
標としている。このような技術はコンテナオーケスト
レータと呼ばれている（図１）。
　Kubernetesは元々、Googleが社内で使用しているBorg 
[2]などの成果をもとに開発したものであるが、現在は
CNCF（Cloud Native Computing Foundation）の傘下で
世界中の企業や個人から多数の開発者が参加し、開発が
進められている。
　過去には、Docker Swarm、Mesosなどの異なるコン
テナオーケストレータも活用されていたが、現在では
Kubernetesがデファクトスタンダードとなりつつある。
その理由は、モダンで洗練されたシステム設計となって
おり、データセンター環境における分散オペレーティ
ングシステム（OS）とも呼べる機能を備えている。より
具体的には、Web技術を応用した疎結合なシステムと
なっており、コンテナ、ストレージ、ネットワークなど
の異なる資源であっても記述や操作の統一性が図られ
ており、その統一性からシステムのカスタマイズや拡
張も容易となっている。
　第45回スパコンアカデミー（iiC-HPC Vol.49）でも、
Kubernetesの活用方法について簡単に取り上げたが、
本記事では、より技術的な詳細に踏み込んで解説する。

Kubernetes APIについて
　Kubernetsで は、利 用 者 はKubernetesのAPIサ ー バ

（kube-apiserver）に対してリソース（resource）の作成
や削除などの要求を行うことで、クラスタを操作する

（図２）。APIはWebの世界で用いられているREST API
に統一されており、公式コマンドラインツールである
kubectl、client-goライブラリ、Kubernetes Dashboard
などのGUI環境、自作のカスタマイズツールなど、さま
ざまなクライアントからの操作に対応している。
　コンテナの起動など、APIを通じたリソースの作成で
は、作成しようとするリソースの詳細を何らかの方法
でKubernetesに伝える必要がある。Kubernetesではリ
ソースのあるべき状態（desired state）をマニフェスト

（manifest）として宣言的に記述し、あるべき状態と現
在のクラスタ環境の差分（diff）を計算し、Kubernetesの
コントローラ（controller）が差分を解消する操作を継続
的に行うことによって、システムが健全に保たれる設
計となっている。この動作は、2001年にIBMが提唱し
たAutonomic Computing [3]の実現であるとも言える。
　マニフェストは宣言的な記述であるため、システム
の冪等性（idempotence）が保たれることが期待される。
システムの冪等性は、同じ操作を何度行っても同じ結
果が得られるという性質であり、システムの安定的な
動作や人が介在しない自動運用に欠かせない性質であ
る。Kubernetesはマニフェストと呼ばれる宣言的な記
述をもとに、記述と実際の差分を解消するような動作

Kubernetes: クラウド環境におけるコンテナ管理のための分散OS 
情報基盤センター  システムデザイン研究部門　杉木  章義 

を行うため、冪等性が保たれることが期待される。

マニフェストの記述
　図３にマニフェストの記述例を示す。本例は二つの
コンテナを内包するPodの記述例である。Kubernetes
では、マニフェストをYAML形式で記述する。マニフェ
ストの記述はコンテナ、ストレージ、ネットワークなど
異なるリソース間ですべて統一されており、下記の４
つの要素が必ず含まれている。この統一性から、Kuber-
netesが新しいリソースに柔軟に対応し、利用者も記述
を推測することが可能となっている。
　apiVersionには、各リソースのAPIバージョンを記述
する。システム全体としてバージョンは統一されてお
らず、リソースごとに定められている。APIのバージョ
ンを明示的に指定することで、過去のマニフェストに
対するある程度の後方互換性が保たれている。
　リソースの種類はkindに記述する。Kubernetes上
で 主 要 な も の と し て、Pod、Deployment、Service、
Namespaceなどがある。
　metadataには、各リソースのメタデータ情報を記述
する。最も主要なメタデータは各リソースの名前name
である。アノテーション（annotation）、ラベル（label）
もよく用いられる。アノテーションはシステムによっ
て自動的に割り当てられるものであり、ラベルは利用
者が必要に応じて自由に設定できる。ラベルは各リ
ソースに対する目印や分類に用いられるものであるが、

後述のセレクタ（selector）でリソースを選択する際に
も用いられる。
　以降はマニフェスト本体を記述する部分であり、多
くのリソースではspecに記述する規定となっている。
マニフェスト本体の記述の仕方はリソースごとに定め
られている。

リソースの操作
　各リソースの操作はREST APIのCRUDモデル（cre-
ate, read, update, delete）に対応しており、kubectlに
もそれぞれに対応したコマンドがある。Kubernetesで
は、リソースの新規作成も更新もkubectlのapplyコマン
ドで行うことができる。操作の冪等性があることから、
同じマニフェストを何度適用しても同じ結果となる。
 

各リソースの一覧の取得はgetコマンドで行うことがで
きる。
 

個別のリソースの詳細な情報はdescribeコマンドで確
認することができる。
 

リソースの削除はdeleteコマンドで行う。マニフェスト
で作成したリソースについては、マニフェストを指定
して一括削除も可能である。
 
 

リソースの種類
　以降では、Kubernetesが標準的に対応するリソース
について説明する。Kubernetesでは、現実世界のCPU
やメモリ、ストレージなどの資源だけに限らずシステ
ムで管理する対象をすべてリソースという形で管理す
る。

$ kkuubbeeccttll aappppllyy -f manifest.yaml # [マニフェストファイル]

$ kkuubbeeccttll ggeett pods # [リソース種別]

$ kkuubbeeccttll ddeessccrriibbee pod pod01 # [リソース種別] [リソース名]

$ kkuubbeeccttll ddeelleettee pod pod01 # [リソース種類] [リソース名]
$ kkuubbeeccttll ddeelleettee -f manifest.yaml # [マニフェストファイル]

図1. Kubernetesのシステム概要

図2. Kubernetesの制御ループ
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Kubernetes
ノノーードド

Kubernetes
ママススタタ

コンテナ・計算機の管理

REST API

kube-proxy

kubelet

kube-proxy

kubelet

kube-apiserver

kube-sched

kube-controller-
manager

kubectl

…

ママニニフフェェスストト

aappiiVVeerrssiioonn:: v1
kkiinndd:: Pod
mmeettaaddaattaa::

name: test-pod
ssppeecc::

containers:
- name: container01

image: nginx:latest
- name: container02

image: redis:latest

ママニニフフェェスストト本本体体

メメタタデデーータタ

（リソース名など）

リリソソーースス種種別別

APIババーージジョョンン

図3. Podの記述例
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● Namespace
 
　Kubernetesでは、名前空間（namespace）を使用して、
クラスタ計算機を仮想的な空間で分割することが可能
である。クラスタの環境を利用者やサービスごとに分
離して、名前空間ごとに独立して管理することが可能
である。
　名前空間を指定しない場合には、default空間に各リ
ソースが配置される。また、Kubernetesの動作に必要
な管理者コンテナは、kube-systemに配置されている。
　名前空間の便利な活用方法として、何らかのテスト
環境を新しい名前空間で作成し、テストの終了後に名
前空間を削除すれば、関連したリソースが一括で削除
されるため、既存の運用環境に影響を与える心配が少
ない。

● PodとContainer
 
　Kubernetesで は、コ ン テ ナ（container）に 加 え て、
Podと呼ばれる概念が導入されている（図３）。Podは複
数コンテナのスケジューリング単位であり、一つのPod
の中に複数のコンテナを内包することができる。同一
Pod内のコンテナは同一のIPアドレス、ネットワークイ
ンターフェースを共有する。
　Podが便利である点は、サイドカーパターンのように
付加的な機能を与えるコンテナを同一Pod内に配置す
ることで、通信のフックやログ出力などを行うことが
可能となる点である。本機能は実際にIstioなどで活用
されており、また、この他にもアンバサダーパターンや
アダプタパターンなどが知られている。

● DeploymentとStatefulSet
 
　Kubernetesでは、Podのマニフェストを直接記述す
ることは少なく、Deploymentを使用して、複数のコン
テナをクラスタ環境に展開する（図４）。他にもデータ
の永続性に配慮したStatefulSetなどがある。
　Deploymentでは、配置するPodの数をreplicasで指
定し、先述のPodをテンプレートとして記述する。テ
ンプレートの指定には、セレクタ（selector）を用いる。
Kubernetesはさまざまな条件をセレクタで間接的に指
定できるようにしており、多種多様な運用に柔軟に対
応できるようになっている。セレクタには等価条件、集
合条件などを記述することができる。
　Deploymentの背後では、ReplicaSetが実際の複製の
管理を行なっており、Podの数が一定に保たれている。
また、 Podのバージョンアップやロールバックにも対応
している。Podの数や各々のPodの大きさを自動的に調
整したい場合は、HPA（Horizontal Pod Autoscaler）や
VPA（Vertical Pod Autoscaler）を使用する。

● Service
 
　ServiceはDeploymentとクラスタ内部の他のDeploy-
ment、クラスタ外部とのネットワーク接続を規定する

（図５）。
　ClusterIPサービスは外部接続を有しないKubernetes
のクラスタ環境に閉じたネットワーク接続や、名前解
決の手段を環境変数やDNSを通じて提供する。Kuber-
netesではCalicoやFlannelなどのオーバレイネット
ワークを使用して、外部とは独立したコンテナ独自の
ネットワークを提供する。 
　NodeIPサービスは、Kubernetesを運用する各ノー
ドの特定ポート番号を使用し、クラスタ外部との接続
性を提供する。LoadBalancerサービスは負荷分散機能
を提供し、特定のサービス専用の外部接続IPアドレス
が割り当てられる。学際大規模計算機システムでは、
OpenStackの負荷分散機能が使用できないことから、
LoadBalancerサービスを使用するにはMetalLBなどの
導入が必要である。

● セキュリティ
 
　Kubernetesでは、RBAC（Role-based Access Con-
trol）を導入しており、操作主体（subject）に対してロー
ル（role）を与えることで、各リソースに対する操作権
限を管理している。ロールは操作対象（object）とそれ
に対して許可する操作（verb）のペアで表現する。
　Kubernetesでは、操作主体はアカウントという名称
であり、人に対してはUserAccount、コンテナなど計
算機で自動的に実行されるものに対してはServiceAc-
countが発行される。一方のRoleには操作対象となるリ
ソースと許可する操作を記述する。最後にRoleBinding

により、アカウントとロールを結びつけることによっ
て、アクセス権を管理する。
　Role、RoleBindingは特定のnamespaceに固有のもの
となっているが、クラスタ全体に対して権限を与える
ClusterRole、ClusterRoleBindingもある。

● CRDとCustom Controller
 
　Kubernetesでは、マニフェストの記述形式やコント
ローラの動作が標準化されていることから、利用者が
独自にリソースを定義し、独自のコントローラで制御
することが可能である。これらに対応するのが、CRD

（Custom Resource Definition）とカスタムコントロー
ラである。CRDやカスタムコントローラは非常に広く
利用されており、この拡張性も分散OS的である。

パッケージ管理と自動運用
　Kubernetesでは、マニフェストの記述がすべてであ
るが、実際の計算機でマニフェストを記述し、管理す
るのは、やや煩雑である。そのため、Linuxのyumやdnf、
aptなどと同様に、パッケージ管理の仕組みが導入され
ている。
　HelmはKubernetesのパッケージ管理ツールとして標
準的に用いられており、Operatorは単なるパッケージ
管理にとどまらず、運用の自動化を目指した仕組みで
ある。Operatorでは自動運用のために、先述のCRDやカ
スタムコントローラを使用する。
　本格的な運用であれば、Operatorが望ましいが、研究
活動におけるソフトウェア環境の導入では初期設定の
煩雑さからHelmで十分であろう。

おわりに
　Kubernetesは洗練されたモダンな実装となってお
り、設計の統一が図られていることから、開発者や研究
者にとっても拡張が容易である。その設計は新しい分
散OSとも呼べるものであり、研究活動の基盤として活
用されることが期待される。本記事がその一助となれ
ば幸いである。
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apiVersion: apps/v1
kind: DDeeppllooyymmeenntt
metadata:

name: test-deployment
spec:

replicas: 3
sseelleeccttoorr::
matchLabels:

app: test-app
tteemmppllaattee::
metadata:

labels:
app: test-app

spec:
containers:
- name: nginx-container

image: nginx:latest
ports:
- containerPort: 80

セセレレククタタ
（この場合はラベルの一致）

テテンンププレレーートト
（Pod相当を記述）

図４. Deploymentの記述例

apiVersion: v1
kind: SSeerrvviiccee
metadata:

name: test-cip
spec:

type: CClluusstteerrIIPP
ports:

- name: http
protocol: TCP
port: 8080
targetPort: 80

selector:
app: test-app

apiVersion: v1
kind: SSeerrvviiccee
metadata:

name: test-np
spec:

type: NNooddeePPoorrtt
ports:

- name: http
protocol: TCP
port: 8080
targetPort: 80
nodePort: 30080

selector:
app: test-app

apiVersion: v1
kind: SSeerrvviiccee
metadata:

name: test-lb
spec:

type: LLooaaddBBaallaanncceerr
ports:

- name: http
protocol: TCP
port: 8080
targetPort: 80

selector:
app: test-app

(a) ClusterIP (b) NodePort (c) LoadBalancer

セセレレククタタ
（Deploymentの選択）

ササーービビスス種種別別

図５. Serviceの記述例
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# vtk DataFile Version 1.0
simple
ASCII
DATASET STRUCTURED_POINTS
DIMENSIONS  239  199   75
ORIGIN  1.0 1.0 3.3
SPACING 1.0 1.0 1.0
POINT_DATA   3567075
SCALARS  |Ez|(dB)  float
LOOKUP_TABLE default
-76.99925    
-81.77823    
-84.05880
・・・・

ヘッダ
部 分

データ
部 分

可視化用データファイルの作成
　今回は等間隔フィールドデータの表示を試みます。
ParaViewの基本的なデータファイルフォーマットを利
用します。その例を、リスト１に示します。ファイルの
拡張子はvtkです。同リストは、ファイルのヘッダ部分
とデータの最初の部分を示しています。
　ヘッダ部分に赤色文字で示した値などを、可視化し
たいデータの構造に合わせて指定してください。この
例の場合、直交座標軸方向のデータ数が239、199、75
で、原点を1.0、1.0、1.0、データ間隔が1.0、1.0、1.0、
データ総数が3,567,075、データ名称を¦Ez¦(dB)にし
ています。原点やデータ間隔は複数のデータを同時に
可視化する場合、あるいは読み込み可能なCADフォー
マットで記述されている構造を同時に表示したいとき
に重要です。
　ヘッダ部分の後に、可視化対象の数値データを１行に
１つ記入します。ヘッダ部分でデータ総数を3,567,075
と指定しているので、それに一致する行数だけデータを
記入します。さらに、ヘッダ部分で実数データを宣言し
ているので、実数型の数値を記入します。データ数が多
く、PCで処理できるかどうか心配ですが、主記憶容量
８GBを搭載したPCでは、可視化、パラメータの調整、
可視化結果の回転や拡大・縮小などをスムーズに行う
ことができます。
　データ・ファイルの読み込みは、フォルダ・アイコ
ンを押すことで実行できます。ファイルを読み込むと、
画面左側のパイプライン・ブラウザにファイル名が表
示され、その下のボタンApplyが緑色に変わります。そ
のボタンを押すことで、初めて可視化結果が中央のレ
イアウト画面内に表示されます。可視化パラメータを
変更したとき、可視化結果は自動的に更新されず、ボタ
ンApplyが緑色に変化します。そのようなときは、ボタ
ンApplyを押して、可視化結果を更新してください。
　図２はリスト１に示したデータを読み込み、可視化
モジュールthresholdおよびclipを組み合わせた
ときの可視化結果を示しています。ファイルを読み込
んだとき、初期表示がoutlineになっているので、そ
れをsurfaceに変更します。また、可視化モジュール
thresholdは表示するデータの範囲（最大値と最小値）
を設定し、その範囲の値のみを可視化します。一方、可

ParaViewのインストール
　ParaViewのインストールファイルを下記のホームページからダウンロードします。

https://www.paraview.org/download/

　デフォルトのOSはMS Windowsになっています。LinuxおよびMacOSに対応する
インストールパッケージはリンク先にありますので、該当するページに移動してく
ださい。本記事を執筆しているときのMS Windows用最新バージョンは5.9.0 RC4で
す。また、同じページの下段に、利用説明書やサンプルデータが用意されているので、
ParaViewを利用した可視化手法をじっくり学習したいときは、これらメディアを活
用してください。
　図1は、ParaViewの起動画面です。画面上部にメニューがアイコンとして用意され
ており、これらアイコンを選択することでデータの可視化を行います。また、画面の
左側はパイプライン・ブラウザで、読み込んだファイルの名称、それらデータに適用
した可視化モジュール名が表示されます。その下側には、カラーマップの選択、透明
度の設定など可視化パラメータをGUIで調整できる機能が配置されています。中央は
レイアウト画面で、可視化結果が表示されます。レイアウト・タブの下には２次元／
３次元表示の切り替え、コメント入力などのいろいろなメニューが用意されていま
す。これら機能については、それらを利用しながら理解することが、アプリケーショ
ン活用の近道であると思います。

ParaViewを利用した可視化
　本連載記事ではこれまで、本センターで利用サービスを行っている３次元可視化シ
ステムAVS/Expressについて、さまざまな利用法を紹介してきました。しかし、そ
の利用にはライセンス認証が必要であり、アプリケーションを利用できるのは本学
キャンパスネットワークHINESに接続されたPCあるいはアプリケーションサーバ
に限定されます。
　大規模解析では、データの可視化を行うことで解析結果の妥当性を確認すること
がしばしばあり、場所や計算機システムに依らず可視化アプリケーションを利用
したいものです。そのような利用に適合する可視化システムがParaViewです。
このParaViewはオープンソースの可視化アプリケーション・ソフトウエアで、
MS Windows、MacOSおよびLinux PCで利用することができます。基本的な
可視化手法が可視化モジュールとして予め組み込まれているので、可視化初心者でも
すぐに利用でき、その有効性を確認することができます。
　本連載記事においては、ParaViewの基本的な可視化方法について解説を行います。

図1． ParaView起動画面

連載記事  第44回

番外編

40

視化モジュールclipを追加すると、クリップ面が表示
され、可視化すべき空間領域を設定できます。可視化
モジュールclipのタイプとして、Plane以外にBox、
Sphere、Cylinder、Scalarがあります。ただし、こ
れら可視化モジュールはすべてメニュー領域にアイコ
ンで表示されています。
　カラーマップの変更が必要なときは、ハートマーク
が付けられたフォルダ・アイコンを押します。別のウ
インドウに代表的な16種類のカラーマップが表示され
ます。ウインドウの右上にスクロール・メニューがあ
り、カ テ ゴ リ 別（All、Default、Linear、Diverg-
ing、Rainbow、Isoluminant、Structured）を選択
することで、さらに多くのカラーマップが表示されま
す。その中から、適したものを選択します。通常、画面
の右側にはカラーマップ・エディタが表示されている
ので、それを利用してカラーマップをカスタマイズし
ます。

まとめ
　本連載記事では、オープンソース可視化アプリケー
ション・ソフトウエアParaViewを紹介しました。等間
隔フィールドデータについて、可視化用データファイ
ル（拡張子vtk）の作成例を示し、そのファイルを利用
した可視化を行いました。可視化用データファイルを
作成することができれば、そのファイルを読み込むだ
けで可視化が完了します。可視化モジュールはすべて
アイコンで用意され、それらを選択することで可視化
表示を工夫できます。可視化を始めて間もない方でも、
ParaViewならすぐに利用することができるのではない
かと思います。
　ノートPCにParaViewをインストールしておくこと
で、場所や時間に依らずいつでも可視化を行うことが
できます。したがって、ParaViewを本センターで利用
サービスを行っている可視化システムAVS/Expressと
目的に応じて使い分けを行っていただければ、小規模
可視化から大規模可視化まですべての可視化をカバー
することができます。併せて、それぞれの可視化システ
ムの特性を生かし、数値結果を分かりやすく表現する
技術を身に着けることができるのではないかと思いま
す。

リスト1．データファイル（ez_average3500.vtk）

図2. 等間隔フィールドデータの可視化結果
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Information

Information

　2021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ください。

　申請受付期間：2021年３月１日（月）～2021年４月２日（金） 

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

　第12回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2020年７月９日（木）にオンライン
で開催されました。今回新たな試みとして、ポスター発表の公募と、８拠点による次年度提供資源の紹介（ポスター発
表）が実施されました。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。
　2019度実施課題、2020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。

日　時：2020年７月９日（木）10：00 ～18：00

ホームページ：https://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ja/sympo/12th

　本センターが計算リソースを提供している、｢京｣を中核とするHPCIシ
ステムについて第７回成果報告会が2020年10月29日（木）から30日（金）
の期間、オンラインで開催されました。この報告会では、スーパーコン
ピュータ「富岳」に関連する４件の基調講演、並びに優秀成果賞を受賞し
た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とインデキシン
グ動画をSlackにより展示し、参加者にシステムの紹介を行いました。

日　時：2020年10月29日（木）～30日（金）

ホームページ：https://www.hpci-office.jp/pages/project_report_meeting

公　募 2021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７回 ｢京｣ を中核とするHPCIシステム利用研究課題 成果報告会

　2020年9月10日（木）から11日（金）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CloudWeek2020@Hokkaido 
Universityをオンラインで開催しました。本イベントはアカデミックイン
タークラウドシンポジウム、オープンクラウドカンファレンス、第16回
地域間インタークラウドシンポジウム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21件の講演を行いました。
　のべ約140名の参加があり、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。また、開催後には本センター公式YouTubeチャネルにお
いて講演動画を公開しました。

日　時：2020年９月10日（木）～11日（金）

ホームページ：https://www.iic.hokudai.ac.jp/news/1238/

Information Initiative Center
North 11, West 5, Sapporo, Japan
Tel, Fax: +81-11-706-2923
https://www.iic.hokudai.ac.jp/en/

Exploratory Joint Research Projects in 2020

The Information Initiative Center conducts its own joint research program with a
central role in grand challenge-type work based on information infrastructure and
academic joint research for the promotion of such challenges. Selected research
projects are currently under way in collaboration with teachers and researchers
from research institutes in Japan and elsewhere.

Efficient Method for Integrated Optimization of Flow Control Devices and Body Geometries
(PI: Takashi Matsuno, Tottori University)

The objective of this research is to demonstrate the
concept of aerodynamic optimization by integrating the
physical geometry of an object and distributed flow
control devices for high performance aerodynamics.
Currently, we are implementing a highly efficient and
robust evolutionary calculation method, such as the
introduction of EHVI, and performing multi-objective
optimization tests of geometry in order to evaluate them. Mach number distributions for the samples explored 

by Multi-objective design optimization 
for Drag minimization/volume maximization.

Study of a Monitoring Scheme for an IoT Application Environment
(PI: Atsuko Takefusa, National Institute of Informatics)

We have been developing the VCP middleware [1] that enables easy construction of
application server environments over cloud resources and the SINETStream software
library [2] to support development of IoT applications. In this study, we propose a
monitoring scheme for IoT applications using VCP and SINETStream and investigate the
behaviors of IoT application workloads. The details are presented at our SC20 site [3].

Monitoring of an online video processing application deployed over an end-to-end IoT and cloud environment.

Reference: 
1. A. Takefusa et al., “Virtual Cloud Service System 

for Building Effective Inter-Cloud Applications”, 
Proc. IEEE CloudCom 2017, pp. 296-303, Dec. 
2017.

2. SINETStream, 
https://www.sinetstream.net/index.en.html

3. SC20 Exhibition, National Institute of Informatics,  
https://ccrd.nii.ac.jp/sc20/

Information Initiative Center
North 11, West 5, Sapporo, Japan
Tel, Fax: +81-11-706-2923
https://www.iic.hokudai.ac.jp/en/

2020 Joint Research Projects 
with AI-Compliant Advanced Computer system

Japanese Haiku Poems Generation by Deep Language Models
(PI: Hidenori Kawamura, Faculty of Information Science and Technology, Hokkaido University)

 Haiku is a fixed form of Japanese verse with 17 syllables and a season word. The
complex scenes and emotions felt by haiku poets are captured in the 17 syllables and
conveyed to other haiku poets.

 Through our attempts to create haiku by computer, We would like to contribute to how
computers should handle the human knowledge and emotions.

Haiku Generation Overview
 Deep language models that are trained on haiku corpus are sampled, which are then evaluated and filtered.
 The deep models are trained on the AI-Compliant Advanced Computer System, Information Initiative Center, Hokkaido University.

Japanese Text 
Corpus

Deep Language 
Models

Haiku 
Evaluation

Train Sample Generated 
Haiku

Valid
haiku

Generator

(Evaluation by 
haiku poets)

Evaluator

Generated Haiku Examples
 Most of generated haiku do not make sense. However, a very few of them are admitted for their quality by poets.
 The following is a selection from thousands of computer-generated haiku, which is selected and commented by Japanese haiku 

poet Gai Otsuka. (Generated haiku and comments are originally in Japanese)

A mother’s voice
Clear, and rather lovely
And the butterbur ’s sprouts
The concise description of “a mother’s voice” as “rather lovely” has
a good feeling about it. The meaning behind this phrase is “a
mother’s voice that is clear in sound and quite pleasing to the
ears”, but the use of the word “rather” (as opposed to a stronger or
more meaningful adverb) in the haiku is interesting. A “clear voice”
brings a bright, serene space to mind, and the insertion of
“butterbur’s sprouts” is so clever it is maddening. The growth of
these sprouts on an open mountain path in spring may be
momentary, but it acts as none other than a hymn to this world.

Clouds pass,
Never to return again,
Caterpillars burn
Once gone, the same cloud never comes back again. This is a
phrase that captures an absolute truth. Beneath the bright sky in
summer, where clouds go by, moving further and further away,
caterpillars are burnt up and wiped clean from existence. The truth
is, many caterpillars perish by fire. The contrast of the lively clouds
floating along freely and the hell fire of the caterpillars burning on
the earth is vivid, and one gets the feeling that caterpillars also
become distant, heading further and further away from us in the
end, just as clouds do.

For details, please visit http://harmo-lab.jp/

 Training Corpus
1. Aozora bunko: Text data of Japanese copyright expired book of

about 600MB in total. Used for pre-training language models.
2. Haiku corpus: Collected from public dataset of famous haiku

poets like Basho Matsuo and privately run websites which
contains various haiku works. Consists of about 400, 000
haiku in total.

 Deep Language Models
• So far, GPT-2 model which is pretrained on Aozora bunko and

then fine-tuned on haiku corpus with early-stopping obtained
the best result.

• Takes about 5 days to learn with 4 x NVIDIA V100

 Requirement of the fixed form verse must be met
• Perform morphological analysis on the samples by MeCab to

count number of syllables, season words and so on to check if
they are in valid haiku form.

 Evaluate the samples numerically
• Refer to log-likelihood of the deep language model.
• Train a haiku classifier to discriminate a haiku whose words are

randomly selected and exchanged and perform inference on
the samples. Samples of less likely to have been exchanged are
considered to be better.

 Ensures that generated haiku are different from ones in
training corpus

• Calculate the minimum Levenshtein distance of each generated
haiku from the haiku in the corpus.

Information Initiative Center
North 11, West 5, Sapporo, Japan
Tel, Fax: +81-11-706-2923
https://www.iic.hokudai.ac.jp/en/

Exploratory Joint Research Projects in 2020

Large-scale electromagnetic field analysis of antennas and propagation 
for 5G / IoT applications and solving regional issues

(PI: Tamami Maruyama, National Institute of Technology, Hakodate College)

In this study, we develop novel supercomputer code for optimal design of antenna and
propagation analysis to solve recent new problems in this field [1], [2], [4]. The one is to
achieve high efficiency wireless power transmission for energy harvesting to solve power
shortage due to the spread of IoT (Fig.1 and Fig.2)[3], [5]. The second is to realize of
improvement of propagation environment for utilization of high frequency (28GHz) in 5G
(5th generation mobile communication). The third issue is the solution of regional issues
peculiar to cold regions [6]. We proposed novel dielectric cover for millimeter-wave band
waveguide slot array antenna for the millimeter-wave radar system to improve the gain
(Fig.3 and Fig.4)[1], [2].

Reference: 
1. Keiichi Itoh, Kazuma Takita, Masaya Kumata, Hideaki Matsuda, Masaki Tanaka, and Hajime Igarashi, "Development of Novel Dielectric Cover for Millimeter-wave 

Band Waveguide Slot Array Antenna", 22nd International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (Compumag2019), Paris, PD-M4-13(2019-7).
2. Keiichi Itoh, Kohei Shida, and Hajime Igarashi, "Study on performance improvement of waveguide power divider using evolutionary method",38th JSST Annual 

International Conference on Simulation Technology (JSST2019), pp.264-266(2019-11).
3. Tamami Maruyama : “Energy Harvesting Rectenna Applying the theory of Yagi-Uda Antenna,” the International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2019 . 

vol.1, No. 607, 2019.
4. Tamami Maruyama, Kosei Ozeki, Noriharu Suematsu, Hiroyasu Sato, Mizuki Motoyoshi and Manabu Omiya : “Analysis and Measurement of Diode Mounting Meta-

surface for Reflection Beam Control,” ICEAA IEEE AWPC, No.720, pp.349-352, 2019.
5. Tamami Maruyama, Q. Chen, and N. Suematsu : “Applied Reflectarray based on Metasurface for Wireless Power Transmission Efficiencies,” IEEE ICECOM 2019, 

s_34_3,.
6. Tamami Maruyama and Yuji Koita : “Design and analysis of EV running using WPT on microwave guide with slot for snow melting,” AWPT2019, 2019 Asian Wireless 

Power Transfer Workshop, FP-13, 2019. 

Information Initiative Center
North 11, West 5, Sapporo, Japan
Tel, Fax: +81-11-706-2923
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Exploratory Joint Research Projects in 2020

Evolutionary emergence of collectively intelligent behavior for a large-scaled robotic swarm
(PI: Kazuhiro Ohkura, Hiroshima University)

This project focuses on the field of swarm robotics where a large group of autonomous
robots develops collectively intelligent behavior without relying on any form of centralized
control. An evolutionary approach is adopted to design a robot controller in the form of a
deep convolutional network.

Evolutionary Robotics Approach to Chain Formation Task Step-climbing Task of Multi-legged Robotic Swarm

Numerical Study on Flowfield Around Foward-Swept Wing at High-Angle of Attack/Low-Speed
(PI: Masahiro Kanazaki, Tokyo Metropolitan University)

To evaluate the characteristics of the forward swept wing, fluid
dynamics simulations were performed by employing the Reynolds
averaged Navier-Stokes and detached eddy simulation. We
visualized the flowfield and computed the aerodynamic forces.
Our results suggest that the trailing edge vortex affected to the
aerodynamic characteristics of the forward swept wing.

Schematic illustration of the trailing edge vortex 
by Reynolds averaged Navier-Stokes

Visualization of the vortex by detached eddy simulation

　毎年米国で開催されている国際会議SC20が今年は2020年11月9日か
ら19日の期間オンラインで開催され、本センターのブース展示を行いま
した。

ホームページ：https://sc20.supercomputing.org/

展示・参加 Supercomputing Conference 2020（SC20）参加報告

センター主催 第12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

センター主催 CloudWeek2020@Hokkaido Universityをオンラインで開催

センター長挨拶



新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行の影響により、久しぶりのiiC-HPC発行となりました。特に特集記事に関しては、従来

の対面でのインタビューや写真撮影ができず、大いに苦労することとなりました。一方で、学際大規模計算機システムに関しては、そ

れほど大きな影響を受けずに、これまで以上に活用されているようです。まだ対策の日々が続きますが、計算資源を十分に活用し、研

究成果に繋げて頂ければと思います。

編 集 後 記

スパコンやクラウドシステムの基本サービスとはなんですか？

Q ＆ A

基本負担金（1件につき年額12,960円、ただし学生の場合は2,160円）のみで利用できるサービスの総称です。

具体的には以下のサービスをご利用いただけます。
●スパコンにおける試用・デバッグ用の共用ノードの利用
● アプリケーションサーバの利用
●スパコンストレージのhome領域（100GB）の利用
●クラウドストレージ（一般：100GB、学生：10GB）の利用

？

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/

● 情報基盤センター 杉 木 章 義

● 情報基盤センター 岩 下 武 史

● 情報基盤センター 大 宮 　 学

● 情報基盤センター 深 谷　 猛

● 文学研究院 橋 本 雄 一

● 理学研究院 石 渡 正 樹

● 農学研究院 谷  宏

● 工学研究院 萩 原 　 亨

● 総務企画部 情報企画課 更 科 高 広
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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システム運用担当
unyo@iic.hokudai.ac.jp
 


