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セッション概要： 

 全国 9 大学(北大、東北大、筑波大、東大、東工大、名大、京大、阪大、九大)の情報基盤系センタ

ーは、「京」を中核とした全国的な高性能計算基盤 HPCI に参画し、各センターのスーパーコンピュ

ータを計算資源として提供している。本セッションでは、HPCI をはじめとする最新の HPC テクノ

ロジーに関する発表・討論を、HPCI 構成センターからの技術報告を中心に実施する。 

 

セッション構成： 9:00-15:00 

 

9:00-10:30 

 

1. データ解析・シミュレーション融合スーパーコンピュータシステム（Reedbush）の運用 

 田川 善教（東京大学）、宮嵜 洋（東京大学）、山本 和男（東京大学）、小川 大典（東京大学）、

佐島 浩之（東京大学）、坂井 朱美（東京大学） 

 

2016年 7月から第 1期の運用を開始したReedbushスーパーコンピュータシステムの概要と運用状況

について報告する。 

 

 

2. 新スーパーコンピュータシステムの紹介 

 疋田 淳一（京都大学）、尾形 幸亮（京都大学）、池田 健二（京都大学） 

 

京都大学学術情報メディアセンターでは、2016 年 10 月より新スーパーコンピュータシステムの運用

を開始する。本稿では、新システムの構成およびサービス内容について紹介する。 

 

 

3. スーパーコンピュータ TSUBAMEとクラウド環境連携機構の開発 

 三浦 信一（東京工業大学）、實本 英之（東京工業大学）、松岡 聡（東京工業大学） 

 



東京工業大学学術国際情報センターで運用されている TSUBAME 2.5 は，2017 年に TSUBAME 3.0 

に更新が予定されている．TSUBAME 3.0 では，既存の数値計算のみならず，ビッグデータや AI な

ど大規模データ処理の計算基盤となるべく，既存のクラウド基盤との連携を強化することで，大容

量のデータ解析やデータ保存を取り扱う．本報告では，TSUBAME 3.0 でのクラウド連携基盤の構

築するための評価環境として，TSUBAME 2.5 上にクラウド連携基盤を構築する． 

 

 

4. 多様化する計算要求に柔軟に対応できる計算基盤の実現に向けて 

 伊達 進（大阪大学）、吉川 隆士（大阪大学）、高橋 雅彦（NEC システムプラットフォーム研究所）、

菅 真樹（NEC システムプラットフォーム研究所）、渡場 康弘（奈良先端科学技術大学院大学）、

Chonho Lee（大阪大学）、木戸 善之（大阪大学）、下條 真司（大阪大学） 

 

プロセッサ、アクセラレータを始めとする計算資源の多様化に伴い、ユーザの計算要求もまたます

ます多様化しつつある。そのような観点から、大阪大学サイバーメディアセンターと日本電気株式

会社は、ユーザの様々な計算要求に柔軟に対応できる計算基盤の実現にむけ共同研究開発を推進し

ている。本稿では、当該共同研究開発の背景と目的、現状、およびその課題について記す。 

 

 

5. 地球シミュレータ施設と環境監視の取り組みについて 

 中川 剛史（海洋研究開発機構） 

 

海洋研究開発機構では、ベクトル並列型スーパーコンピュータ「地球シミュレータ」および他計算

機システムを横浜研究所構内のシミュレータ棟計算機室に設置し運用している。本稿では、それら

施設の概要を紹介し、計算機室環境監視（消費電力・温度）の取り組みについて述べる。 

 

 

6. スーパーコンピュータ SX-ACEの省エネルギー運用 

 森谷 友映（東北大学）、齋藤 敦子（東北大学）、佐々木 大輔（東北大学）、山下 毅（東北大学）、

小野 敏（東北大学）、大泉 健治（東北大学）、江川 隆輔（東北大学）、小林 広明（東北大学）、曽

根 秀昭（東北大学） 

 

東北大学サイバーサイエンスセンターは、全国共同利用機関として学内外の研究者に対して大規模

科学計算システムを提供している。本稿では、本センターで行っている大規模科学計算システムの

付帯設備面と運用面で省エネ運用に向けた取り組みを報告する。 

 

 

7. 次期 HPCI 共用ストレージにおけるサイト間データ冗長運用によるサービス継続性向上策 

 原田 浩（理化学研究所）、建部 修見（筑波大学）、塙 敏博（東京大学）、中 誠一郎（東京大学）、

平川 学（理化学研究所）、金山 秀智（理化学研究所）、近藤 晃（理化学研究所） 

 



次期 HPCI 共用ストレージで導入を予定しているサイト間データ冗長化による運用改善効果を予測

した。これまでの運用実績から全てのサービス停止事象に対して、データ冗長化によりサービス継

続が可能か否かを評価し、改善効果を予測した。サービス停止サーバ時間積の 81%、サービス停止

回数の 87%が改善され、MTBF は 404 時間から 2,154 時間に改善できることがわかった。 

 

11:00-12:30 

 

8. HPCI認証基盤の活動報告 

 石井 宏治（国立情報学研究所）、坂根 栄作（国立情報学研究所）、合田 憲人（国立情報学研究所） 

 

本稿では、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）を構成する認証基

盤に関わる国立情報学研究所の活動について報告する。 

 

 

9. 「京」での運用効率改善・電力の効率化に向けたジョブ解析システムの開発 

 黒田 明義（理化学研究所）、井上 俊介（株式会社富士通システムズ・イースト）、小山 謙太郎（株

式会社富士通システムズ・イースト）、関澤 龍一（富士通株式会社）、南 一生（理化学研究所） 

 

近年の HPC システムは，システム性能の向上に伴い，様々な課題に直面している．導入コストや運

用コストの増大，利用者の増加，利用者層の拡大があげられる．これに起因して，スーパーコンピ

ュータ「京」でも運用効率の向上や電力の効率化が，運用の立場から大きな課題となっている．こ

れらを解決するべく，実際に使用されるアプリケーションの性能解析が必要であるが，現在運用側

でそれを把握するのは難しい．理化学研究所計算科学研究機構では，富士通と協力して，「京」の運

用効率改善・電力の効率化を目的としたジョブ解析を行うべく，ジョブ情報を自動的に採取し，デ

ータベースを構築し，解析するツール群の整備を行った．本報ではその公開にあたり，構築したシ

ステムならびに解析事例を紹介する． 

 

 

10. 「京」を中核とする革新的高性能計算環境（HPCI)の利用支援における RISTの活動について 

 富山 栄治（高度情報科学技術研究機構）、宮内 敦（高度情報科学技術研究機構） 

 

登録施設利用促進機関 一般財団法人高度情報科学技術研究機構は、「京」を中核とする革新的高性

能計算環境（HPCI）が持つ階層的な演算能力等を多様な分野の研究者が円滑に利用できるよう、ま

た、研究者からのより先端的、革新的な要求に対応できるよう利用支援体制を整えている。具体的

には、利用支援業務の一元的な窓口を設けワンストップサービスとして利用者の多岐にわたる相談

に対し、各種情報提供及び利用相談、また、ユーザアプリケーションに対して HPCI の計算機に幅

広く対応した調整・高度化支援、利用研究課題についての研究相談を実施している。 

 

 



11. 北海道大学におけるＨＰＣＩ課題の利用状況 

 折野 神恵（北海道大学）、更科 高広（北海道大学）、吉川 浩（北海道大学）、林 卓也（北海道大

学）、岩﨑 誠（北海道大学）、管野 一徳（北海道大学）、有田 真理子（北海道大学） 

 

平成２４年９月２８日より計算利用サービスを開始したＨＰＣＩは５年目を迎えた。北海道大学情

報基盤センターにおけるＨＰＣＩ課題の５年間の利用状況について述べる。 

 

 

12. 大規模データの可視化に向けた取り組み 

 高橋 一郎（名古屋大学） 

 

名古屋大学情報基盤センターは、平成 25 年度に導入した可視化システムを使って、プラズマ，流体，

気象や高分子シミュレーションおよび医療分野などに対する高効率な可視化技術の開発や 3 次元可

視化装置を構築して全国の HPC 研究者に可視化環境を提供している。本稿では、シミュレーション

結果の大規模化や近年注目を浴びている画像認識・機械学習を見据えた名古屋大学情報基盤センタ

ーの可視化への取り組みについて紹介する。 

 

 

13. TSUBAME2における外部利用促進の取り組み 

 渡邊 寿雄（東京工業大学）、佐々木 淳（東京工業大学）、松本 豊（東京工業大学）、板倉 有希（東

京工業大学）、青木 尊之（東京工業大学） 

 

東京工業大学のスパコン TSUBAME2 は、共同利用・共同研究拠点として学内のみならず、日本全

国の大学、研究機関、企業などに所属するユーザへその計算資源を提供してきた。平成２８年度か

らは新たに TSUBAME 若手・女性/より若い世代の利用者支援制度や、HPCI における産業利用への

資源提供を開始しており、これらを含めた TSUBAME2 での各種公募制度について報告する。 

 

 

14. クラウド環境における電子回路の遠隔シミュレーション 

 吉川 浩（北海道大学）、林 卓也（北海道大学）、折野 神惠（北海道大学）、水戸 歩美（北海道大

学）、吉田 直美（北海道大学）、岩﨑 誠（北海道大学）、更科 高広（北海道大学） 

 

北海道大学情報基盤センターに設置されたペタバイト級データサイエンス統合クラウドシステムは、

高性能なクラウドサーバと大容量のストレージを備えた HPC 向け計算環境である。 

本稿では、このペタバイト級データサイエンス統合クラウドシステムが提供する高性能仮想サーバ

環境（L+サーバ）を用いて、リモートデスクトップ環境および電子回路シミュレーション環境の構

築と、遠隔シミュレーションのデモンストレーションを行ったので、その結果について紹介する。 

 

13:30-14:30 

 



15. 時空間タイリングによる反復型ステンシル計算の性能向上に関する基礎評価 

 深谷 猛（北海道大学）、岩下 武史（北海道大学） 

 

CPU とメインメモリ間のデータ転送性能は演算性能に対して相対的に低下する傾向にあり，アプリ

ケーションプログラムの高性能化において，メモリアクセスコストの軽減が課題となることが多い。

また，CPU のコア数の増加とともに，多数のコアを活用できるだけの並列性の確保も重要な課題と

なっている。本発表では，典型的な計算パターンの一種である反復型ステンシル計算に関して，時

空間タイリングと呼ばれる手法を適用した場合の効果を検証し，メモリアクセスコストの軽減と並

列性を両立するタイリング手法について議論する。 

 

 

16. PGAS型省メモリ通信ライブラリ ACPの InfiniBandにおける基本性能評価 

 森江 善之（九州大学／JST CREST）、南里 豪志（九州大学／JST CREST） 

 

本稿では、計算機のさらなる大規模化に伴って予想される通信ライブラリの消費メモリ増加に対応

するために我々が開発している、新しい省メモリ型通信ライブラリ ACP(Advanced Communication 

Primitivies)について、InfiniBand 上での基本性能を評価した。この通信ライブラリは、基本の通信モ

デルを PGAS モデルとすることで、プロセス数の増加に伴う通信用のメモリ領域を最小限にするこ

とが出来る。実験の結果、既存の MPI に対して、通信性能を維持しつつ、大幅に消費メモリを削減

できることを示した。また、プロセス数がさらに増加した場合の消費メモリを見積もった結果、100

万プロセスの場合でもプロセス当たり約 589MB と、十分実用的な大きさとなることが分かった。 

 

 

17. アプリケーションの性能を変動させる要因について 

 熊畑 清（理化学研究所）、南 一生（理化学研究所） 

 

During an operation of a supercomputer, running time of applications occasionally becomes longer or shorter 

than previously measured running time that measured under the same conditions. 

We call this issue “running time fluctuation”. The running time fluctuations would disturb efficient operations 

of supercomputer and led uselessly consuming of precious computer resources. So we have continued to 

investigate and resolve them on the K computer. These issues might occur for lots of application and 

supercomputers. In this article some cause of the running time fluctuation we have ever found at the past. 

 

 

18. 『銅酸化物の有効モデルに対する揺らぎ交換近似』コードの SX-ACE向け最適化 

 山下 毅（東北大学）、山崎 国人（東北大学）、江川 隆輔（東北大学）、吉岡 匠哉（東北大学）、

土浦 宏紀（東北大学）、小林 広明（東北大学）、曽根 秀昭（東北大学） 

 

FFT を用いた数値演算アプリケーションでは、Windows や Linux システム上で実行出来る FFTW ラ



イブラリが広く利用されている。 

従来 SX システムでは標準で FFTW ライブラリ、もしくはそのインターフェースは提供されておら

ず、このようなアプリケーションを SX-ACE 向け実行オブジェクトとするためには、ASL ライブラ

リへのコード修正、もしくは FFTW のソースコードを SX-ACE 向けにコンパイルしてライブラリ化

することが必要である。本稿では FFTW ライブラリを利用したアプリケーションを ASL Wrapper を

用いて SX-ACE 向けにコンパイルする方法と、SX-ACE における高性能演算の実現を目的とした最

適化手法について示す。 

 

 

19. タイルドディスプレイのためのタブレット端末を用いたシームレスな操作手法の開発 

 鈴木 拓馬（大阪大学）、清川 清（大阪大学）、竹村 治雄（大阪大学） 

 

近年，大規模で複雑なデータを可視化するために，複数の表示デバイスを複数の計算機により連動

させ，全体を一枚の巨大なディスプレイとして扱うタイルドディスプレイ(Tiled Display Walls, TDW) 

が注目されてきている．しかし，TDW は画面の大きさや複数の計算機を用いた特殊な構成方法が原

因で，操作時に頻繁な移動が必要であったり，立位では従来のマウスやキーボードによる入力操作

が難しいなど様々な問題を抱えている．そこで本研究では，タブレット端末から TDW を構成する

全ての計算機へ同時に VNC 接続を行うことにより，TDW の任意の範囲の映像を閲覧し操作する手

法を提案する．被験者実験の結果，ワイヤレスのキーボードとマウスを用いる場合に比べて，提案

手法では同等の作業時間でより快適に操作できることを確認した． 

 

 

20. ChOWDER : 創造的な議論と意思決定を支援する協調作業環境 

 小野 謙二（九州大学／理化学研究所）、川鍋 友宏（理化学研究所）、野中 丈士（理化学研究所） 

 

ChOWDER(Cooperative workspace driver)は、複数の表示デバイスを一つの仮想ピクセルワークスペー

スとして構築し、それをクライアント（ユーザ）間で共有する、web ベースのマルチプラットホー

ム協調作業環境システムである。ChOWDER は通常の Tiled Wall Display(TWD)を始めとして、ユー

ザ PC・タブレットなど任意複数の表示デバイスを仮想ピクセルスペースに組み入れることができ、

web ベースのユーザインターフェイスで簡便な操作を提供する。また、ユーザ PC で動作するアプリ

ケーションとの連携動作のための API を提供し、多様な利用方法が考えられる。本稿では、しくみ

の概略と利用方法について報告する。 

 


