
エグゼクティブ・サマリー

Cineca（英語）は非営利コンソーシアム機関で、67の大学、9研究機関、 文部省 （いずれもイタ
リア）で構成されています。 この機関は、 ヨーロッパ全域でさまざまな研究プロジェクトに携わ
る会員に、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）のリソースを提供しています。 そこで
得られるさまざまな発見や洞察は、科学研究の深耕や産業界における実用化のために活用され
ます。 このように、Cineca は研究・科学界と産業界をつなぐ技術的な架け橋となっているのです。

HPC リソースの中でも主となるのは Marconi* スーパーコンピューター（英語） で、 これは、
インテル® プロセッサーやインテル® Omni-Path アーキテクチャー・ ファブリックを基盤として
Lenovo* が構築する巨大な HPC システムです。 Marconi* は、 2022年までの Exascale コン
ピューティング実現に向けた Cineca のロードマップにおいて非常に重要なステップです。

課題
Cineca は、 イタリア国内やヨーロッパ全域で、 科学的発見のための研究や実用化をサポート 
する主要なスーパーコンピューティング ・ センターです。 Cineca は European Center of 
Excellence（CoE）in HPC Applications（英語）におけるプロジェクト向けのコンピューティング 
をサポートし、 EU 域内で Exascale コンピューティング設備を開発するジョイント ・ コラボレー
ションである EuroHPC プロジェクトにかかわっています。 Cineca はまた、 European CoE の 
Materials design at the Exascale（MaX）（英語）プロジェクトのパートナーでもあります。

Cineca の長期的なロードマップには、2022年までの Exascale コンピューティング実現が含ま
れています。 意欲的なスーパーコンピューティング計画を打ち立て、 数多くの高度なリサーチ・
プロジェクトに重要な役割を持ち、HPC 市場において常に優位性を保つという経営理念を掲げ
ている Cineca は、 幅広いワークロードに対応する次世代のパワフルなスーパーコンピューティ
ングのリソースを構築する必要がありました。

ソリューション
Marconi* は、 最大20ペタフロップのパフォーマンスを実現し、 イタリア国内やヨーロッパ全域
で材料工学、 天体物理学、 エンジニアリング、 生命情報科学、 気象学、 その他の分野をサポート
すると見込まれていました。 これらの分野でリサーチを推進するためには、 システムに多大な
データ処理が可能なコンピューティング能力が備わっていることが不可欠でした。 つまり、 非経
験的材料科学と分子モデリング、 気象モデリング、 プラズマ物理シミュレーション、 大規模な生
命情報科学、 その他数多くの要求の厳しい問題など、 演算負荷の高い HPC ワークロード向けに
設計された何百、何千ものコアを実装したインフラストラクチャーが必要でした。

CinecaのMarconi*	 	
スーパーコンピューター概要：
• 2022年までにExascaleコンピューティング

を実現することを視野に入れた Cineca の
ロードマップにおいて欠かせないツール

• Linpack* のパフォーマンスで総計18.31ペ
タフロップをマーク¹

• 2016年からインテル® プロセッサー搭載
サーバーを3段階に分けて導入

• インテル® Xeon® Platinum 8160プロセッ
サーおよびインテル® Xeon Phi™ プロセッ
サー7250（コア数総計312,936） を搭載 
した Lenovo* SD530/S720AP サーバーの
6,000近いノードを含む

• インテル® Omni-Path アーキテクチャー
（Intel® OPA）ファブリックで相互接続

Cinecaは、自然科学の飛躍的な進歩のために最適化されたインテル®	Xeon®スケーラブル・プロセッサー
とインテル®Omni-Pathアーキテクチャーを活用し、高演算処理が必要な計算科学をサポートします

ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）
インテル® Omni-Path アーキテクチャー
インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

導入事例

Marconi*スーパーコンピューターで
CinecaがExascaleへの準備を開始

https://www.cineca.it/en
http://www.hpc.cineca.it/content/hardware
https://exdci.eu/collaboration/coe
https://exdci.eu/collaboration/coe
http://www.max-centre.eu/


導入事例 | Marconi* スーパーコンピューターで Cineca が Exascale への準備を開始

Marconi* の設計者は、Cineca が初期のころにインテル® Xeon® プロ
セッサーやインテル® True Scale ネットワーク・アダプター（インテル® 
Omni-Path アーキテクチャー： インテル® OPA の先行版） を活用
した経験をもとに、 システムを構築しました。 次世代スーパーコン
ピューターとして彼らが選んだのは、 インテル® Xeon® プロセッサー、
インテル® Xeon Phi™プロセッサー、 インテル® Xeon® スケーラブル・ 
プロセッサー、 インテル® OPA ファブリックでした。 数値シミュレー
ションや計算科学を通じて新しいインサイトを得たいというリサー
チャーの要求を満たすパフォーマンスを提供する、 巨大なシステムを
相互接続するためです。 システムは Lenovo* が、 自社の NeXtScale*
プラットフォームを使い、構築・導入したものです。

まず2015年に、 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v4を使用 
し て、 25,920の コ ア を 搭 載 し た720の ノ ー ド が 導 入 さ れ ま し た
（Marconi*-A1）。 2016年 に Lenovo* は、 ノ ー ド あ た り68コ ア で
インテル® Xeon Phi™ プロセッサー7250の3,600ノードを使い、
244,880コアの最も大きなパーティション（Marconi*-A2） を導入 
しました。 2017年には、 2,304のノードに110,592のコアが追加 
されました（Marconi*-A3）。 これにより、Cineca はインテルのマルチ
コアとメニー・インテグレーテッド・コア（MIC）アーキテクチャー全体に 
数多くのコアを得ました。 Marconi* は2016年11月から、 世界最速
スーパーコンピューターのトップ20に常に名を連ねています。²

成果
CinecaはHPCアプリケーション向けのMaX CoE—Materials Science 
at the Exascale—European Center of Excellence のパートナーです。 
Cineca は、 Marconi* が初めて導入された2016年に最初にパート
ナーとなり、2018年には追加で3年間のパートナーシップを授与され
ました。 Marconi*は、ヨーロッパ全域でのリサーチおよび設計において、
引き続き非常に重要な役割を果たしています。

Marconi* のワークロードの50% はヨーロッパ全域にわたるプロ
ジェクトからのもので、 1億ユーロ以上の資金に該当します。 残りの
Marconi* のワークロードは、 国内のリサーチャーのために使われます。
材料に関するリサーチは、 科学の重要事項の1つで、 高演算負荷に 
対応できるシステムが必要となります。

このように深く、 幅広い計算科学をサポートしている Cineca は、
Quantum Espresso*のような人気のオープン・ソース・コードの最適化 
に欠かせない存在です。 Cineca の Carlo Cavazzoni 氏は、20年間に
わたり Quantum Espresso*（QE）プロジェクトに貢献し、 インテル® 
Xeon Phi™プロセッサー上での QE を含む複数のワークロードの最適化
になくてはならない人物で、 占有のプラズマ物理コードに関する研究
もサポートしました。 これらの最適化により、 Marconi* のインテル® 
Xeon® スケーラブル・ プロセッサーやインテル® Xeon Phi™プロセッ
サーのノード上で実行されるプロジェクトは大幅にスピードアップされ
ました。

Andrea Ferretti 氏は、 凝縮物質および固体物理学の分野における 
イタリア学術会議 （CNR） のリサーチャーです。 同氏の Marconi* を 
使った電子構造や電子励起向けの非経験的シミュレーションでの計算
作業は、グラフェンナノリボン（GNR）の電界発光の新しい特性と熱的
安定性の高いスピン・インターフェイスのカップリングをコントロール
できる能力を証明する研究で非常に重要な役割を果たしました。

ソリューション・サマリー
Cineca は、スーパーコンピューター分野においてイタリア最大のセン 
ターであり、 ヨーロッパ全域のプロジェクトにコンピューティング ・ 
サ ポ ー ト を す る 主 要 な セ ン タ ー と な っ て い ま す。 Marconi* は、
インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、インテル® Xeon Phi™
プロセッサー、 インテル® Xeon® プロセッサー E5 v4ファミリーを 
基盤として構築され、相互接続のファブリックとしてインテル® OPA を
搭載した、 Cineca の最新 HPC リソースです。 システムは、 Lenovo*
によって構築され、 2016年から2018年にかけて3つのフェーズに 
分けて導入されました。 Marconi* は、 常に Top500のリストの上位
20のスーパーコンピューターとして名を連ねてきました。

詳しい情報

インテル® Omni-Path アーキテクチャーについての詳細は https://
www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/network-io/high-
performance-fabrics.html を参照してください。

インテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサー ・ ファミリーの詳細は 
https://www.intel.com/content/www/jp/ja/products/ processors/
xeon/scalable.html を参照してください。

Marconi*の詳細はhttp://www.hpc.cineca.it/content/hardware （英語） 
を参照してください。

ソリューションに必要なもの
• Lenovo* NeXtScale* プラットフォーム

• インテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v4、インテル® Xeon Phi™ 
プロセッサー7250、インテル® Xeon® Platinum 8160プロセッサー：
381,392のコアを搭載した総計6,624のノード

• インテル® Omni-Path アーキテクチャー・ エッジスイッチ、 ディレク
ター・スイッチ、ホスト・ファブリック・インターフェイス

Lenovo*が構築したCinecaのMarconi*スーパーコンピューターには、インテル® Xeon®
スケーラブル・プロセッサー、インテル® Xeon Phi™プロセッサー、インテル® Omni-Path
アーキテクチャー・ファブリックが使用されています。

https://www.intel.com/content/www/jp/ja/products/network-io/high-performance-fabrics.html
https://www.intel.com/content/www/jp/ja/products/network-io/high-performance-fabrics.html
https://www.intel.com/content/www/jp/ja/products/network-io/high-performance-fabrics.html
https://www.intel.com/content/www/jp/ja/products/processors/xeon/scalable.html
https://www.intel.com/content/www/jp/ja/products/processors/xeon/scalable.html
http://www.hpc.cineca.it/content/hardware


1   理論性能は2018年11月12日 Top500 のランキングで Cineca により計算されたものです： https://www.top500.org/system/178937（英語）

2   https://www.top500.org（英語）

インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。 実際の性能はシステム構成によって異なり
ます。 絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。 詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照してください。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Phi は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
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