
GENCI：フランスと欧州全体の 
HPC の進化を促進

GENCI は、フランスおよび PRACE の科学団体に貢献するため、
スーパーコンピューターの利用促進を図っています。

「Curie は GENCI が提供する 
スーパーコンピューターの 
規模としては最大ではありませんが、 
メモリーなどのシステムリソースを 
効率的に活用できる 
バランスのとれたシステムであり、
最も需要のあるコンピューターです」

— GENCI、CTO 
Stephane Requena 氏

概 要
2007 年以前、 フランス製のスーパーコンピューターでは
研究の要件に対応できないため、 フランスの科学者や研究者は、 米国や日本などの他国で研
究を行わなければならない状況が少なくありませんでした。 Grand Équipement National de 
Calcul Intensif（GENCI） は、 フランスの研究者、 科学者、 企業、 さらには PRACE に参加してい
る欧州の研究者が行う研究要件を満たすことを目的に、2007 年に発足した組織です。 創設以来、
GENCI は、トップレベルの HPC システムを収容する一連の GENCI センターを設立し、研究者が
コードを最適化して GENCI システムを利用できるようサポートを提供してきました。 2018 年、
GENCI は新しい最先端の HPC システムの設置を進めています。 これにより GENCI は HPC セン
ターの陣頭に立ち、フランスおよび欧州全体の研究をサポートすることになります。

課 題
ハイパフォーマンス・コンピューティング （HPC）、ハイパフォーマンス・データ分析（HPDA）、そし
て近い将来に加わる人工知能（AI） も含めたコンバージェンスの課題に対処し、研究者が最新テ
クノロジーを確実に身につけ、慣れ親しむことを目的に、欧州で行われている最も重要な取り組
みの 1 つが、フランスの GENCI（Grand Équipement National de Calcul Intensif） です。

GENCI の CTO、Stephane Requena 氏によると、GENCI が設立された 2007 年当時、フランス
の民間研究向けの HPC 能力はわずか 20 TFLOPS 程度に過ぎませんでした。 そのフランスを、
再び HPC 競争に復帰させることを目的として GENCI は設立されました。 当時のフランスの科学
者は、米国や日本で演算を行わざるを得ない状況でした。 そうしなければ、最先端の環境ではな
いという理由で論文が認められないこともあり、 科学的な競争力という点で問題が生じていま
した。

ソリューション
GENCI（Grand Équipement National de Calcul Intensif） は、フランス国内の HPC に対する
ニーズに対応するとともに、欧州の HPC プロジェクトに参加する目的で設立されました。

GENCI について

Grand Équipement National de Calcul Intensif（GENCI） は、フランスの法律に基づく「民間
企業」（société civile） であり、その所有権の 49% を国（代表はフランスの高等教育・研究・イノ
ベーション省（MESRI））、20% を原子力・代替エネルギー庁（CEA：Commissariat à l’Energie 
Atomique et aux énergies alternatives）、 20% をフランス国立科学研究センター（Centre 
National de la Recherche Scientifique：CNRS）、 10% をフランスの大学（代表は大学長評
議会）、1% を Inria が保有しています。

導入事例
ハイパフォーマンス・コンピューティング
インテル® アーキテクチャー

GENCI の新しい HPC システム、 
Irène の仕様
•  テクノロジー：ATOS*/Bullx Sequana 

X1000クラスター

•  最大処理能力：9 PFLOPS

•  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® 
Xeon® Platinum 8168プロセッサー、
インテル® Xeon Phi™ プロセッサー
7250

•  演算コア数：79,488（インテル® Xeon®  
Platinum 8168 プロセッサーのパー
ティション）、 45,288（インテル® Xeon 
Phi™ プロセッサー 7250 のパーティ
ション）

•  メモリー：400 TB

•  I/O 帯域幅（ほぼ0.5 TB/ 秒）

•  ファイルシステム ： マルチレベルの
Lustre* 並列ファイルシステム

http://www.genci.fr/en
http://www.genci.fr/en
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GENCI は、 長期的な HPC 戦略をサポートする目的で 2007 年に設立
され、 毎年 3,000 万ユーロの資金が投入されています。 その主なミッ
ションは次の 3 つです。

•  3 カ所の国立センター（フランスの大学向けの CINES、 CNRS の
IDRIS、 CEA の TGCC） に補完的な HPC 設備とストレージ設備を設
置し、 2007 年の 20 TFLOPS から 10 年後には 7 PFLOPS 近くまで
飛躍的に向上すること

•  Partnership for Advanced Computing in Europe（PRACE）研究
基盤による欧州の HPC エコシステム構築においてフランスを代表す
ること（PRACE は、米国、日本、中国などの国々に対抗し、HPC リソー
スとサービスを欧州規模でプーリングする目的で組織され、国内では
入手できないスーパーコンピューターの能力を必要とする大規模な
研究プロジェクトを実現します）

•  特に中小企業を対象として、 数値シミュレーションと HPC の利用を
促進し、科学界や産業界に普及すること

TGCC は、 パリ近くのブリュイエール・ル・シャテルに Curie HPC シス
テム （インテル® Xeon® プロセッサーを搭載した 2 PFLOPS の Bull*
システム） を備えています。 GENCI の Curie システムという名称は、放
射能に関する先駆的研究で有名な物理学者・化学者のマリ・スクウォド
フスカ・キュリーにちなんで命名されています。 キュリー夫人はノーベ
ル賞を受賞した初の女性です。 ノーベル賞を 2 度受賞したのはキュリー
夫人が初めてで、 女性では彼女ただ 1 人です。 また、 2 つの異なる科学
分野でノーベル賞を受賞したのもキュリー夫人だけです。

新しい Joliot-Curie HPC システムを設置する GENCI

2018 年、GENCI は Curie を新しいスーパーコンピューターに交換する
予定です。 この新スーパーコンピューターは、イレーヌ・ジョリオ・キュリー
と夫のフレデリック・ジョリオ・キュリーに敬意を表して Joliot-Curie と
命名されています。 2 人とも有名なノーベル賞科学者です。 GENCI では、
できる限り最高の支援オプションを研究者に提供するため、5 年ごとに
HPC システムを更新しており、Curie の交換はその更新の一環です。

新システムには、 インテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサーと
インテル® Xeon Phi™ プロセッサーを搭載した 9 PFLOPS の ATOS*/
Bull* システムを採用する予定です。 このマシンは、PRACE とフランス
の両方のニーズに使用されます。 Curie と同様に、Irène（Joliot-Curie

システムの愛称） は、 コンピューティング性能、 メモリー ・ フットプ
リント （400 TB）、 I/O 帯域幅（マルチレベルの Lustre* 並列ファイル
システムの使用により、0.5 TB/ 秒程度） のバランスのとれたアーキテ
クチャーとなっています。 このシステムの設置はすでに開始されており、
2018 年第 2 四半期には完全に利用可能となる見込みです。

GENCI の Curie HPC システムに置き換わる Irène

この新しい Irène システムが、 現在最も広く使用されている GENCI の
スーパーコンピューターの 1 つである Curie に置き換わる予定です。
TGCC にある Curie HPC システムは、 2 PFLOPS の Bullx クラスター
システムで、 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680 （80,640 コ
ア、 シンノード ・ パーティション用）、 インテル® Xeon® プロセッサー
X7560（11,520 コア、 ファットノード・パーティション用）、 および 288 
NVIDIA* GPU（ハイブリッド・パーティション用） が搭載されています。
Curie システムのメモリーは 320 TB、I/O 帯域幅は 0.25 PB/ 秒で、マ
ルチレベルの Lustre* 並列ファイルシステムが使用されています。

汎用的でバランスのとれたアーキテクチャーを有する Curie は、PRACE
プロジェクトの中で最も人気のあるスーパーコンピューターの 1 つです。
そして、その CPU 時間のうち最大 80% を、PRACE を基盤とする欧州の
研究に利用できます。 フランスは PRACE のコンピューティング・リソー
スを活用しており、数多くの科学プロジェクトやリソースによる使用率
は 20% です。 また、2012 年 4 月以来、PRACE リソースにアクセスして
いる産業ユーザー（大規模グループや中小企業を含む） の数でもトッ
プクラスの国です。

GENCI の HPC ソリューションの一部であるソフトウェア

GENCI チームは、インテル® コンパイラー、インテル® VTune™ ツール
など、 インテルのさまざまなソフトウェア製品をコードの最適化作業
に使用して、 システム ・ パフォーマンスのプロファイリングや消費電
力に関する情報の提供に役立てています。 さらに、 GENCI チームは、
OpenMP*、インテル® MPI などのツールをシステムの最適化に使用し
ています。 GENCI は、 OpenHPC コンソーシアムに参加しており、 オー
プンソースのツールや、 気象、 宇宙物理学、 核融合、 素粒子物理学、
化学、材料科学、生物学、燃焼科学、数値流体力学（CFD） など、多数の
分野のユーザーが開発したツールの使用を試しています。

GENCI はあらゆる種類の HPC サポートを提供

「主なミッション以外にも、毎日の活動として、パートナーとともにテク
ノロジーに目を配り、 今後の HPC/ データ・コンバージド・アーキテク
チャーに向けて科学界の準備を整えています。 また、 10 ～ 12 カ月ご
とに、 国産システムの更新またはアップグレードを行って、 適切なレベ
ルのパフォーマンスと多様性の確保に努めています。 さらに、年に 2 回
のオープンな提案の募集により、 フランスの研究者（学術、 産業界） に
リソースを割り当てるとともに、 PRACE などの欧州のイニシアチブで
欧州のパートナーと連携しています。 最後に、 地域レベルの作業とし
て、15 の地域センターと連携して新しい科学団体を引き込むとともに、
中小企業が HPC へのアクセスと使用により競争力を向上できるよう
支援も行っています」（Requena 氏）

図 1. CEA（TGCC） にある Curie HPC システム （画像提供：GENCI）
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結 果
「GENCI が今年 10 周年を迎える中、HPC は現在、基礎研究（素粒子物
理学、宇宙物理学、核融合、化学など） から、燃焼科学、気象 / 数値天気
予報、革新的材料、核分裂 / 核融合の監視、新しいエネルギー源、個別
化医療などの応用研究まで、 科学および産業のあらゆる分野で使用さ
れています。 また、 社会科学や人文科学（系図学、 歴史、 考古学、 建築、
心理学、 個人行動 / 集団行動の分析など） の分野でも使用され始めて
います。 HPC は、自然界の危険、生物学的 / 工業的な危険、あるいはサ
イバーテロが発生した場合の行政府などによる公的な意思決定のサポー
トにも使用されています」（Requena 氏）

スーパーコンピューターを使用しなければ不可能と思われるプロジェ
クトもあります。 例えば、 宇宙論の分野の Dark Energy Universe 
Simulation（DEUS）プロジェクト、自動車メーカー Renault の産業プロ
ジェクトなどが挙げられます。 これらのプロジェクトによって、GENCI が
基礎科学と応用科学の両方の研究課題に対処できることが分かります。

DEUS の研究：宇宙論の探求 
-Dark Energy Universe Simulation

2012 年、GENCI は、Jean Michel Alimi 氏（Observatoire de Paris）
のチームが実施した世界規模の暗黒物質シミュレーションにおいて
Curie スーパーコンピューターの使用による貢献が認められ、HPCwire
の「Best use of HPC in edge HPC application（エッジ HPC アプリ
ケーションにおける HPC の活用）」賞を受賞しました。 当時、 このよう
な膨大なシミュレーションを実行できるマシンは世界に 3 台しかあり
ませんでした。 Argonne National Laboratory（米国） の Mira、 理化
学研究所（日本） の京、 そして TGCC（Très Grand Centre de calcul 
du CEA、フランス） の Curie です。

このプロジェクトにおける課題は、3 つの異なる暗黒エネルギー初期分
布を使用して、ビッグバンから現在までの宇宙の進化をシミュレーション
することでした（暗黒エネルギーは宇宙の 75% に相当するからです）。
チームは、 5,000 億個の粒子を使用して、 3 つの全シミュレーションを
1 カ月で実行しました。 使用したのは、Curie の約 80,000 コアと、320 
TB の分散メモリーすべてです。 この作業の結果、 約 150 PB の未加工
データが生成されました。 これほど大量のデータを保存することは不
可能なので、オンザフライでそのまま後処理を実施してデータを 100 分
の 1 に削減し、処理後の 2 PB のデータを、70 GB/ 秒のレートを維持し
て Lustre* ファイルシステムに書き込みました。

Requena 氏によると「史上初となるその結果は、科学的観点から驚異
的なもの」 でした。 チームはこうして得られた結果を使用して、 2020
年頃、欧州宇宙機関（ESA：European Space Agency）向けに暗黒宇
宙の配置のマッピングを目指す EUCLID 衛星観測科学モデルに入力
データとして供給することを計画しています。 この研究によって、数値シ
ミュレーションと HPC は大規模な手段を提供できることが分かります
（逆ループによって、観測と理論の間の反復プロセスが生じます）。 また、
ピーク性能に重点を置くだけでなく、このような大規模アプリケーション
に必要なコンピューティング性能、メモリー ・フットプリント、I/O 帯域
幅のために、 バランスのとれたアーキテクチャーを Curie HPC システ
ムに取り入れることが重要であることも明確になりました。

Renault SAS による自動車の迅速なマルチフィジックス最適化

2014 年、PRACE は、Renault SAS（フランス） の Marc Pariente 氏の
業績によって、 HPCwire の「Best Use of HPC in Automotive（自動
車における HPC の活用）」賞を受賞しました。 このプロジェクトにおけ
る課題は、 2,000 万点の要素の組み合わせに対する 200 種類以上の
パラメーターを使用して、より高い安全性の基準を満たしながら、将来
の自動車の設計を最適化することでした。 研究者は、自社のコンピュー
ター ・システム上ではこの研究結果を生成することができなかったため、
Curie の 4,200 万コア時間を使用しました。 Renault によると、PRACE
の一部として Curie を使用できたことで、 研究開発期間が 5 年以上短
縮したとのことです。

Requena 氏は次のように説明しています。 「HPC は科学にとって重要
ですが、ビジネスにとっても重要であり、大きな恩恵をもたらします。 こ
の事例では、 HPC が産業の競争力のサポートにとって重要であること
が分かります」

ソリューションのまとめ
Requena 氏は、今後、ハイパフォーマンス・コンピューティングを使用
する課題がますます増加すると考えています。 「科学や産業の課題に関
しては、 ハリケーンなどの極端な事象を見極める高解像度（1km 単位
で地球規模） の気候 / 天気シミュレーション、自動車 / 飛行機の大気汚
染を削減する忠実度の高い燃焼シミュレーション、 量子化学を使用し
た革新的な材料の開発、 さらに個別化医療や新しいエネルギー（再生
可能、核融合） の実現を取り上げることができるでしょう。 テクノロジー
と利用に関しては、エクサスケールと呼ばれる新たな未開拓レベルが、
2022 年ごろに達成されると推測されており、実際のアプリケーション
として 50 倍のパフォーマンス向上を 20 ～ 30 MW の消費電力で実現
できる HPC システムが提供される見込みです」

図 2. DEUS の研究：密度物質揺らぎの進化から生じる赤方偏移宇宙の
暗黒物質の 3D 分布（画像提供：GENCI）
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「さらに、 科学的機器や数値シミュレーションによって生成されるデー
タは膨大な量であり、人間が後処理を行うことはできません。 科学を重
視し、競争力を高める新しいインサイトを絶好のタイミングで引き出す
には、これらすべてに HPC、HPDA、および人工知能が必要になります」

「ここでの課題の 1 つは、 これらのマシンを使用可能にすることです。
つまり、 プログラマビリティー、 パフォーマンス、 スキルの開発（HPC、
HPDA、AI） などの問題が極めて重要です。 この HPC、HPDA、AI のコン
バージェンスこそが、将来的には、現実的かつ非常に困難な問題となり
ます」（Requena 氏）

Irène スーパーコンピューターを設置することで、 GENCI は引き続き
ソリューションの一翼を担い、フランスおよび欧州の HPC 研究のサポー
トを行います。 さらに、GENCI の最先端の HPC システムは、科学研究者、
産業界、 中小企業に対して、 AI、 HPDA、 その他の新しい分野の研究作
業に不可欠なサポートを提供します。

詳細情報
GENCI に関する詳細情報：http://www.genci.fr/en/（英語）

インテル® アーキテクチャーに関する詳細情報：http://www.intel.
co.jp/hpc/

図3. Curie HPC システムで実行された Renault の自動車衝突シミュレー
ション （画像提供：GENCI）
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