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Instituto Tecnológico y de Energias Renovables (ITER: テクノロジーおよび再生可能エネルギー研究
所) は、テネリフェ島評議会により 1990 年に設立されました。その目的は、島のクリーンな天然エネルギー
資源 (風力や地熱など) を最大限に活用して、外部から供給されるエネルギーへの依存度を低減する方法
を研究することです。また、地震 / 火山活動の調査、環境管理、情報通信テクノロジー (ICT) の開発など、
その他の活動を通じて、島の社会への貢献にも取り組んでいます。

課題
• 地域の電力。ITER は、テネリフェ島の天然資源による発電が可能な限り効率的かつ低コストで実現でき
るように支援している。

• 投資の最大化。データセンターのアップグレードと本土への新しい光ファイバーケーブルの設置に続き、
ITER にはコンピューティング能力をさらに向上させるチャンスがあった。

• ビジネスのサポート。ITER は新しい ICT リソースをカナリア諸島の企業コミュニティーと共有して、地域
の国際競争力を高めようと考えていた。

ソリューション
• インテルの長所。選定したプラットフォームには、インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリー搭載の富
士通 PRIMERGY* CX250 サーバーを装備している。インテル® コンパイラーはアプリケーションの性能
をさらに高める。

• 低コスト。Atos、富士通、およびインテルが提供したソリューションが兼ね備えるエネルギー効率と性能
により、圧倒的な総所有コスト (TCO) を実現した。

効果
• エネルギーの節約。内部テストによると、より正確な天候予測により ITER は発電予測が外れることで発
生するコストのほぼ 75 % を節約できる。

• 多様なユーザー。現在、大学やオーディオビジュアル企業など、地域の組織が先進的な高性能コンピュー
ティング・リソースにアクセスできる。

• 欧州への影響力。Atos はスーパーコンピューターを Helix Nebula* の欧州クラウド・パートナーシップ
に接続することを計画している。

島のエネルギーの利用
発電は努力の連続であり、特に離れた本土から
の供給にたびたび依存しなければならない島のコ
ミュニティーには切実な課題です。スペインの国営
送電会社からの送電に関わる高いコストと複雑な
ロジスティックスを避けるために、カナリア諸島の
テネリフェ島評議会は、テネリフェ島で可能な限
り多く自前の電力を発電することに取り組んでいま
す。ITER の任務は、テネリフェ島にあるエネルギー
供給資源を特定し、その資源を最も効率の高い方
法で確実に使用できるようにすることです。これに
は、大規模で継続的な調査と複雑な計算が不可
欠です。

島の接続
ITER のチームは、必要とされる情報処理能力に
確実に対応し続けられるように、データセンターと 
ICT リソースの様々な部分のアップグレードに高額

の投資を行いました。この投資は、島に高レベル
のインターネット接続を提供するための海底ケーブ
ルの新設にまで及びました。これらの新しいリソー
スを備えた ITER は、最後のステップに踏み込ん
で独自のスーパーコンピューターを構築しようと考
えました。

「私たちは、向上した接続性とデータセンターを
最大に活用して、強力な欧州クラスのスーパーコ
ンピューターを構築することを考えました。これ
は、ITER の研究者だけでなく、競争力を高める
ために高度な情報処理能力を必要とするカナリア
諸島のあらゆる組織にメリットをもたらすでしょう」
と ITER の最高情報責任者 Jesús Rodríguez 
Álamo 氏は述べています。「欧州本土と離れてい
ることは、カナリア諸島の多くの企業にとっての課
題です。そのため、私たちは、地域の接続性を高
め、設備を整えて欧州経済に参加できるように支
援したいと考えています。」

地平線を越えるスーパーコンピューティング
ITER がインテル® テクノロジーを使用してカナリア諸島を欧州の高性能コンピューティングのリーダーに

「私たちは、インテル® テクノロジーの
先進的な性能とエネルギー効率の 
恩恵を受けています。さらに、

インテル® コンパイラーを使用すると、 
すべてのアプリケーションを最適に 
機能させることができます。これら 
すべての長所が結合することにより、
長期的に見てこのソリューションが 
最大のコスト効果をもたらします。」

ITER、最高情報責任者
Jesús Rodríguez Álamo 氏
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複雑なユーザーのニーズ
新しい高性能コンピューティング・プラットフォー
ムを様々なユーザーに提供することを計画した場
合、ITER は、どのようなソリューションを選定し
たとしても、様々な複雑度をもつアプリケーション
を処理するために必要な柔軟性と性能を備えてい
ることを確認する必要がありました。エネルギー
を重視する組織として、電力効率も重要視しまし
た。新規プラットフォームへの投資について、スペ
イン政府からの融資を確保したため、ITER は総
所有コストが妥当な額であることを確認する必要
もありました。

広範なテクノロジー・ベンダー、プロセッサー・
テクノロジー、システム・インテグレーターの評価
後、プロジェクト管理に Atos を選定し、インテル 
Xeon プロセッサー E5 ファミリーを搭載した富士
通のサーバーを使用することを決定しました。「こ
の組み合わせで、私たちに必要なすべての機能が
得られると考えました」と Rodríguez Álamo 氏
は語ります。「インテル® テクノロジーの先進的な
性能とエネルギー効率の恩恵を受けています。ま
た、ソリューションに含まれているインテル® コン
パイラーにより、確実にすべてのアプリケーション
を最適に機能させることができます。これらすべて
の長所が結合することにより、長期的に見てこのソ
リューションが最大のコスト効果をもたらします。」

Atos が ITER に納入したスーパーコンピューター
の名前は TEIDE で (テネリフェ島最大の火山であ
り、スペインの最高標高地点に由来)、デュアル
コアのインテル Xeon プロセッサー E5 ファミリー
を搭載した富士通 PRIMERGY CX250 サーバー 
1,100 台が含まれます。3 種類の接続を特徴とし、
スーパーコンピューティング用に InfiniBand*、各
サーバー用に二重 1GB イーサネット、各ノード用
に 10GB イーサネットが使用されます。また、高

度な冷却能力、膨大なストレージ容量、および
高い電力密度も備わっています。TEIDE はスペ
イン国内で 2 番目に大きいスーパーコンピュー
ターであり世界 138 位にランクされ、Top 500 
と Green 500 の両方のリストに載っています。
TEIDE HPC およびそれを収容する D-AliX データ
センターで使用されるすべての電力は再生可能エ
ネルギー由来であり、ITER に設置されている風力
発電所と太陽光発電所からの電力を組み合わせた
ものです。

国際的な活躍
ITER は現在、実装の完了したスーパーコンピュー
ティング・プラットフォームを多様なユーザーに
提供できます。ITER の研究者は、シミュレーショ
ンや研究アプリケーションをさらに効率良く実行
でき、より正確な結果をより短時間で得ることが
できます。「地域の天候予測などが、非常に高い
精度で得られるようになりました」と Rodríguez 
Álamo 氏は述べています。「私たちのエネルギー
源の多くが風力のような天候に依存するソースであ
ることを考えると、これは大きなメリットです。私
たちが発電可能な量を電力需要が超える場合は、
スペインの国営送電会社から送電してもらう必要
があります。送電会社は、私たちの発電量と送電
網からの消費量をあらかじめ予測するように要求
しており、予測が間違っていた場合には罰金が科
されます。したがって、電力需要の予測精度が高
くなるほど、節約できるコストが増えます。実際、
内部の推定では、過去に予測が外れたために支
出していた金額の 25 % しか支払っていません。」

一方、地域の多数の組織も ITER からコンピュー
ティング・リソースを有償で借りています。その組
織構成は多様であり、地域の大学の科学者から、
先進的なグラフィックスや特殊効果の開発が求め
られるオーディオビジュアル企業まで様々です。

Atos も、TEIDE について大きな野望を持っていま
す。新しい海底光ファイバーケーブルの卓越した接
続性を活用して、ITER のプラットフォームをHelix 
Nebula の欧州クラウド・パートナーシップにリ
ンクすることを計画しています。この高性能コン
ピューティングのコラボレーションには、CERN や
欧州宇宙機関などの他の主要組織が参加していま
す。Rodríguez Álamo 氏は次のようにまとめま
した。「画期的な研究機関で構成されるこのコミュ
ニティーに参加することで、この地域のスーパーコ
ンピューティングのリーダーに加わることができま
す。そして、先進的なコンピューティング能力で西
アフリカを開拓するという役割を果たしたいとも考
えています。さらに、私たちは、カナリア諸島の他
の組織が欧州で、さらに言えば世界的なレベルで
活動できる道筋を付けました。」

お客様に最適なソリューションが見つかります。 
同業者の成功事例  
(www.intel.co.uk/Itcasestudies)、 
ビジネス向けサーバー製品の詳細  
(www.intel.com/xeon)、 
IT Center の IT 産業向けのインテルのリソース 
(www.intel.co.uk/itcenter) をご覧ください。

得られた教訓
高性能コンピューティング・プラットフォームの
構築は単純な仕事ではありません。調整、投資、
および入念な計画が必要です。このすべてに
対して、考えられる最良の結果を得ることが重
要です。ITER は、柔軟性と効率性の高いイン
テル® テクノロジーを搭載したプラットフォーム
を慎重に選定することで、TEIDE スーパーコ
ンピューターが従業員だけでなく、カナリア諸
島の企業コミュニティー、および他の国際研究
所にとっても価値を生む存在になりました。

スペインの 2 番目に大きいスーパーコンピューターが 
インテル® テクノロジーを装備
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