
概要
大阪大学は、 研究分野をリードする日本の大学です。 大阪大学サイバーメディアセンター
（CMC）は、大学のスーパーコンピューター・リソースをホスティングしています。 もともと、大阪
大学のスーパーコンピューターは、学術研究や教育のニーズに対応するために構築されました。
優秀な研究者を誘致するため、CMC は世界トップクラスのヘテロジニアス・ クラスターを構築
しました。 これは、 異なるアーキテクチャー向けにプログラムされたさまざまなワークロードに
対応する科学技術計算を行います。 現在では、 シミュレーションから AI、 マシンラーニングまで、
多様なワークロードを扱う新規ユーザーが OCTOPUS クラスターに集まってきています。

課題
研究におけるイノベーションは、最新のハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）リソース 
に支えられた才知に端を発することが多くあります。 大阪大学 CMC では、 スーパーコンピュー
ター・リソースを用いて、高エネルギー物理学、分子動力学、材料科学、生物学、歯科学、社会科学 
などの幅広い科学分野において画期的な知見の獲得をサポートしています。 最近では、超音速流
のボルテックス・ ブレイクダウンを理解する（英語）ために CMC システムを使った研究者もいま 
した。 彼が得た画期的な知見は、 飛行機やスペースプレーン向けの超音速燃焼ラムジェット・ 
エンジンに役立つことが期待されています。 その他の活動は大学の研究概要に記載されています。

「スーパーコンピューティングへの需要は、 すべての科学分野において高まりを見せています。
今日の研究者は、 実験段階の前も後も観察から得られる結果を分析し、 相互に関連付けるため
に科学技術計算に大きく依存しているからです。」 と大阪大学の伊達進准教授は述べています。

CMCの以前のコンピューティング・リソースは、HPCと非研究用途、両方のニーズをサポートする 
ようシステム設計されていました。 しかし両方のユーザー容量を確保しようとすると、 科学技
術計算のためのリソースを確保できない事態が発生することがありました。 重要な研究分野を 
継続的にサポートするため大阪大学は、ユーザーからのフィードバックを参考に、データセンター
にある既存のシステムを超えた並列コンピューティング容量の拡大を実現する必要がありました。

「ほとんどの場合、 ユーザーの最大の課題は、 ノード内およびノード間の並列処理を実現する 
ことです。 多くの場合、 MPI および OpenMP コーディングを使い、 並列処理の高速化を実現 
します。 彼らの作業をサポートするリソースをより多く提供する必要があったのです。」 と伊達 
准教授は付け加えます。
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の分野で幅広い研究ニーズに対応する
ヘテロジニアス・スーパーコンピューター
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（236ノード）、インテル® Xeon® Platinum 
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• 従来のシステムと比較して、コストを下げ
つつコンピューティング容量を5倍に拡大¹

新しいクラスター上のヘテロジニアス・アーキテクチャーで、コストを下げつつ	
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CMC の研究とユーザーからのフィードバックを受け、 シミュレーショ
ン、 視覚化、AI / マシンラーニング、HPDA などさまざまな科学技術計
算分野を単一のシステムでサポートする新しいペタ規模のヘテロジニ
アス・スーパーコンピューターが構築されました。

ソリューション
OCTOPUS （Osaka university Cybermedia cenTer Over-
Petascale Universal Supercomputer）は、x86 インテル® アーキテ
クチャー（IA）向けに書かれたオープンソースや商用コードから CUDA
を使った GPU まで、 幅広いコーディングやアプリケーション環境 
を使い、 研究者をサポートします。 対象となるのは、 従来からのシミュ
レーション、AI フレームワーク、ゲノミクス、その他の研究分野です。

「より多くの人がスーパーコンピューティングのリソースを利用できる
よう、ハードウェアとソフトウェアの両面から、新しい HPC システムの
アーキテクチャーを検討しました。 特に、 HPC や HPDA 向けに、 x86
その他のアーキテクチャーを使った統合アーキテクチャーのアプロー
チの検討が必要でした。」 と伊達准教授は述べています。

システムの設計にあたり、 大きな課題の1つが、 コンピューティング 
容量をデータセンターの電力と冷却の予算内で増加することでした。
最新世代の CPU および GPU のパフォーマンスおよび電力効率性を
活用し、 また、（GPU を含めた）すべてのコンピューティング・ ノードに 
Asetek 社の水冷 RackCDU Direct-to-Chip* を統合することにより、
CMC は、 運用や電力の予算を増やすことなく、 クラスター全体で信頼
性が高く安定したパフォーマンスを維持することができました。

新しいシステムは、 複数の種類のプロセッサー ・ アーキテクチャーや 
100Gbps で InfiniBand* のアーキテクチャーと相互接続されている 
Lustre* ファイルシステムを使い、1.463ペタFLOPS¹ のスループット 
を 提 供 し ま す。 OCTOPUS は NEC* が 構 築 し、 イ ン テ ル® Xeon® 
スケーラブル ・ プロセッサー、 メニー ・ インテグレーテッド ・ コア
（MIC） のアーキテクチャー搭載のインテル® Xeon Phi™ 7210 プロ
セッサー、Tesla* P100 GPU（CUDA アーキテクチャー）、DirectData 
Networks*（DDN）EXAScaler* ストレージシステムで構成されてい
ます。 2017年12月に稼働を開始しました。

導入効果
この新スーパーコンピューターの導入により、 大阪大学の科学技術 
計算容量は5倍に増加、 研究者はレベルアップしたリソースを用いた
作業が可能になりました。      
「新しいシステムのおかげで、 ユーザーが増えています。 良い傾向 
です。」 と伊達准教授は述べています。

OCTOPUS はヘテロジニアスであるため、 ユーザーは自分のコード
や研究に合わせて、IA、MIC Intel CPU、CUDA GPU の中から必要な 
リソースを選ぶことができます。 CMC が実施したユーザーアンケート
結果では、 従来のシステムよりもパフォーマンスが向上したという声
が報告されています。  

「現在、 見たこともなかったようなマシンラーニングや AI 関連作業が 
OCTOPUS で稼働し、全く新しいタイプの作業も散見されます。 これら 
の新しいワークロード向けの新システムも設計しました。」 と伊達准
教授は話しています。

OCTOPUS 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、GPU 上に構築され、幅広い科学研究を支えています。

大阪大学サイバーメディアセンター

http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/octopus/
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詳細情報

大阪大学についての詳細は、 
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/index.html を参照してください。

OCOTPUS についての詳細は http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/
octopus/ を参照してください。

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーについての詳細
は https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/
processors/xeon/scalable.html を参照してください。

ソリューション詳細

• インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載の 
NEC* LX* サーバー406 Rh-2 

• インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーおよび 
NVIDIA* P100 GPU 搭載の NEC* LX* サーバー102Rh-1G

• インテル® Xeon Phi™ プロセッサー搭載の 
NEC* Express5800/HR110c-M* サーバー

• インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載の 
NEC* LX* 116Rg サーバー

• DDN EXAScaler（3.1 PB）Lustre* ストレージクラスター

大阪大学の OCTOPUS クラスターはシミュレーションから AI、マシンラーニングまで、幅広いワークロードをサポートします。

まとめ
大阪大学の CMC は、 世界各国から研究者を誘致するために、 コン
ピューティング容量を強化する必要がありました。 ユーザーからの
フィードバックや調査に基づき、 ヘテロジニアス ・ アーキテクチャー
で1ペタ FLOPS 以上を実現するスーパーコンピューターの仕様を定
めました。 新しい OCTOPUS クラスターは、 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、 最新の 
GPU 上に構築され、 1.463ペタ FLOPS を実現し、 数多くの科学分野
でさまざまなワークロードをサポートし、 大学に新規ユーザーを誘致
しています。

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/index.html
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/octopus/
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/octopus/
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/xeon/scalable.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/xeon/scalable.html


1   OCTOPUS のシステム構成（http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/octopus/ から引用）：汎用 CPU ノード：236ノード（471.24 TFLOPS）、CPU：2基のインテル® Xeon® Gold 6126（Skylake / 2.60GHz 
12コア）、 メモリー： 192GB、 GPU ノード： 37ノード（858.28 TFLOPS）、 CPU： 2基のインテル® Xeon® Gold 6126（Skylake / 2.60GHz 12コア）、 GPU： ４基の NVIDIA* Tesla* P100（NV-Link）、 
メモリー：192GB、１基のインテル® Xeon Phi™ノード：44ノード（117.14 CPU：インテル® Xeon Phi ™ プロセッサー7210（Knights Landing / 1.30GHz 64コア）、メモリー：192GB、大規模共有メモリー
ノード： 2 ノード（16.38 TFLOPS）、CPU： 8基のインテル® Xeon® Platinum 8153（Skylake / 2GHz 16コア）、メモリー： 6TB。 以前の HCC システム構成については、http://www.hpc.cmc.osaka-u.
ac.jp/hcc-sys/ を参照してください。 1.463ペタFLOPS は、アプリケーション・パフォーマンスではなくピーク・パフォーマンスです。

性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、 性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。 SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、 特定の 
コンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。 結果はこれらの要因によって異なります。 製品の購入を検討される場合は、ほかの製品と組み合わせた場合の 
本製品の性能など、他の情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。 詳細については、www.intel.co.jp/benchmarks/（英語）を参照してください。

性能の測定結果は、2017年11月に行われたテストに基づいており、 発表されているすべてのセキュリティー・ アップデートを反映していないこともあります。 詳細については、 構成についてのディスクロー
ジャーを参照してください。

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、https://www.intel.co.jp/content/www/
jp/ja/high-performance-computing-fabrics/omni-path-driving-exascale-computing.html（英語）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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