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概要 

国立研究開発法人 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
や温度）の取り組みについて述べる。 

 

1  はじめに 

海洋研究開発機構（以下、機構と略す）は、2002 

年 3 月から運用を開始した世界最大規模のベクト

ル並列型スーパーコンピュータである初代地球シ

ミュレータ以降、2009 年 3 月から 6 年間運用し

た二世代目を経て、2015 年 3 月から運用してい

る三世代目のシステムに至るまで、機構の横浜研

究所構内のシミュレータ棟に設置し運用･供用に

付してきた。 

冷却設備の一元的な運用による運用コスト削

減のために、2012年 3月からは機構業務に主に使

用されているスーパーコンピュータ「大型計算機

システム」も設置された。以後、同棟同室内に設

置されるシステムも増加傾向にある。 

計算機システムの更新の際にも、消費電力削減

による契約電力および運用経費の縮小等の効率化

を求められており、複数システム全体の詳細な消

費電力の把握および見直しが求められている。 

本稿では、シミュレータ棟における計算機設置

環境および付帯設備の概要、消費電力･温度監視の

取り組みを紹介する。  

2  シミュレータ施設の概要 

シミュレータ棟計算機室の設置環境を維持す

るために、冷却施設棟と特高変電所が付帯設備と

してシミュレータ棟東側に設置されている。それ

らの施設を機構の監視室が 24時間監視し、一年を

通した温湿度管理業務を実施している。 

2.1 シミュレータ棟 
横約 65m×奥行約 50m、高さ約 17ｍの鉄骨構造

2階建である。図 1にその外観および概要を示す。

電磁波の影響からシステムを保護するために、基

礎部分にアラミド繊維補強筋、アルミメッキ鋼板、

床･壁･天井に導電性材料を用いることにより電磁

シールドが施されている。地震対策として、基礎

部分に直径 1ｍの免震積層ゴムアイソレータを 11

個設置し建物を支えている免震構造である。 

計算機システムを設置する計算機室は 2階部に

位置する 1 室で構成され、左右の壁面には分電盤

を有し、床下にはケーブル収容のための高さ 1.7m

のフリーアクセスフロアが広がる。室内天井まで

の高さは約4mで、年間を通して床上室温約20℃、

湿度約 60％に調整されている。 

1 階部は左右に分かれた空調機械室（調和機お

よび外気処理空調機）と中央の電気室(UPSを含む)

から構成される。冷却施設棟で生成された冷水を

用いて熱交換し、2 階の計算機室へ約 17℃の冷気

を吹き上げている。初代地球シミュレータ運用時

は 22 台の空調機(2 台予備)がローテーションで稼

働していたが、システム更新による消費電力の低

下に伴い稼働空調機数を減少させ、現在は三世代

目地球シミュレータ冷却用の水冷ポンプ設置スペ

ース確保に伴い 2台が撤去され、10台でのローテ

ーションで運用している。 

 



 

 

 
図 1 シミュレータ棟外観および概要 

 

2.2 冷却施設棟 
ガス吸収式冷温水機 1 台、ターボ式冷水温機 2

台、チラー冷凍機 2 台が設置されている。現在は

ターボ式冷水温機が計算機室の温度管理に必要な

約 8.5℃冷水をシミュレータ棟 1階機械室へ生成・

送出し、チラー冷凍機が機械室環境の加湿に利用

されている。 

2.3 特高変電所 
受電能力 15MVAを有し、計算機室に 200Vを供

給する。 

3 設置システムの概要 

シミュレータ棟計算機室には複数のシステム

が同一計算機室に図 2の様に設置されている。 

 

 

図 2 計算機室機器設置図 

 

3.1 地球シミュレータ (ES) 
512 台の NEC SX-ACE 計算ノードを Fat-Tree 

構成のノード間ネットワークにより接続した 10 

個のクラスタから構成される。この内 4 クラスタ

は、クラスタ間の高速なノード間ネットワークに

より接続され、最大 2048 ノードを利用した並列

計算が可能となっている。ノード内は部分水冷と

なっており、CPUは 1階に設置した水冷ポンプか

らの冷却水で冷却され、その他のメモリ等は空冷

である。ストレージ部としては、ユーザ領域とノ

ード専用のワーク領域を合わせて利用可能容量

18PB を有する。定期メンテナンスを除いた 2015

年度のノード利用率は、89.1%である。 
3.2 大規模共有メモリシステム (UV) 

SGI UV2000 1ノードで構成された 32TBメモリ

利用可能なスカラ型計算機システムである。スト

レージは地球シミュレータと共有している。主に

有償で産業界からの有償利用に用いられている。 
3.3 大型計算機システム（SC） 
スカラ並列計算機システムの分散メモリ型 SGI 

ICE-X 432ノードと共有メモリ型 SGI UV1000 1ノ

ード、ベクトル並列計算機システムとして共有メ

モリ型 NEC SX-9F  2ノード、そして各専用スト

レージシステム合計 2PBから構成される。機構業

務への計算需要に対応したシステムで年間を通し

て高い利用率である。 
3.4 大規模シミュレーション保管ストレージ 
(MSS) 

2014 年 4 月から運用を開始した利用可能容量

17PBを有するストレージ装置である。機構内のデ

ータを集約するために設置され、地球シミュレー

タや大型計算機システムでも利用されている。 

3.5 その他機器 
機構他部署のストレージ装置や他機関のスト

レージ装置も電気料金等の負担にて設置されてい

る。 

4 消費電力･環境温度の監視 

受電盤の系統毎に設置された積算電力計の記

録から（1）計算機室（2）空調機械室（3）冷却施

設棟の 3 つに使用電力量を按分することができて

おり、1ヶ月の使用電力量の割合は（1）約 62%（2）

約 21%（3）約 17%となっている。 

さらにシステム毎の消費電力をモニタするた
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めに、電力監視メータをシステム毎の分電盤に設

置し、リアルタイムの電力監視モニタリングが可

能なシステムを 2015 年から部分的に導入してい

る。また、機器ラックの吸気側および床下フリー

アクセスフロアに温度センサを設置し、リアルタ

イムの温度モニタリングも実施している。 

4.1 電力モニタリングシステム 
電力モニタリングシステムは、各システムが給

電されている分電盤毎の消費電力データを環境監

視装置（中央電子  ND-EW05）およびセンサ

（EW05-DTH2）で取得し、データロガーおよび閲

覧サーバに転送するシステムである。単独計算機

システムで複数の分電盤を利用する場合には、使

用電力量をノード部分とストレージ部分を分離す

ることや、クラスタ単位で確認することが可能で

ある。画面イメージを図 3に示す。 

計算機室の消費電力は、ノード使用率によって

多少の数値変動は見られるものの、地球シミュレ

ータ約 72%（内訳：ノード本体約 60%、ディスク

等 12%）を占めており、その他システムで約 28%

となっている。 

 
図 3 電力監視モニタ画面イメージ 

 
4.2 温度モニタリングシステム 
シミュレータ施設の消費電力量の約 40%は、計

算機室の冷却のために使用されている。そこで温

度モニタリングシステムを用いて、設置機器の動

作許容値温湿度内で省電力化が可能であるか検討

した。監視モニタの画面イメージおよび地球シミ

ュレータ周辺の温度センサ設置箇所を図 4、図 5

に示す。 

 
図 4 温度監視モニタ画面イメージ 

 

図 4 温度センサ設置箇所（☆ラック：〇床下）  
 

地球シミュレータの温度管理範囲は、ラック吸

込温度で 20～26℃、床下温度で 16～20℃として運

用しているが、計算機室の環境としては全体的に

やや過冷却状態であることが長期間の測定により

判明している。今回の調査では、①空調機温度を

１℃上昇 ②水冷温度を 8.5℃から 9℃へ変更、の

2ケースの影響評価を実施した。 

①、②の両ケースは共に過冷却状態を全体的に

1℃程度改善しているが、さらに部分的に 1～2℃

上昇させることも可能と推定される。よって、将

来の省エネルギー対策として、空調機の運転台数

を縮小および冷却施設棟のターボ冷凍機の出力低

下の併用を検討可能であることができた。 

5 おわりに 

機構では今後も環境監視システムによる定常

監視に加えて、赤外線サーモグラフィも用いた詳

細な分析を年 1，2回程度実施し継続評価していき

たいと考えている。システム更新時等の消費電力

および環境が大きく変化する際に、蓄積したデー

タが有用となると考えており、すべての分電盤に

センサを取り付け、環境情報の見える化を推し進

めていく予定である。 
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