
分子科学研究所が最新の
高性能分子シミュレーターで画期的な研究を推進

インテル® Omni-Path アーキテクチャーとインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ・ファミリー
が難問の解決を支援

概 要
分子科学研究所（IMS） は、高性能な並列計算を必要とする研究員と、メモリー負荷の高い逐次
処理を必要とする研究員の両方のニーズに対応可能な新たなシステムを導入することで、 計算
能力を大幅に拡大させました。 この新システムは、インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサーと、
インテル® Xeon Gold 6154 プロセッサー、インテル® SSD DC 3520 データセンター ・シリーズ
のソリッドステート・ドライブ （800 GB） をベースに構築されており、 これらはすべてインテル® 
Omni-Path アーキテクチャーで相互接続されています。

課 題
日本の分子科学研究所（IMS） は、分子科学を理論と実験の両面から研究する高度研究センター
です。 IMS には、理論・計算分子科学、光分子科学、物質分子科学、生命・錯体分子科学の 4 つの
研究部門があります。 IMS は分子科学コミュニティー向けに合同研究の場を提供しており、国内
外のつながりを利用して研究者同士の交流を推進しています。 IMS の科学者は、日本だけでなく
世界中の幅広い調査員とも協力して、分子科学の知識の発展に貢献しています。 IMS のスーパー
コンピューターはこれまで、量子化学計算、バンド計算、分子動力学シミュレーションでの重要
な作業に用いられてきました。 最近の研究は、Nature（2016 年 2 月 25 日、vol. 530、p. 465 ～
468） をはじめとする科学雑誌に掲載されています。

「真の科学的大発見にとって最大の難関は、新しい構造や動作を解明するために研究者がスーパー
コンピューターを使って実行しなければならない計算の試行錯誤の回数があまりにも膨大なこ
とです」 と、IMS の RCCS（計算科学研究センター）センター長、斉藤真司氏は言います。 一般的に、
分子動力学（MD）シミュレーションを行うには並列計算が最適ですが、その一方で、多くの量子
化学（QC）アルゴリズムは逐次形式で実行される傾向があります。 どちらのタイプの計算でも、科
学者が研究対象とする問題は規模が大きいため、研究を進めるために必要なデータの収集に要
する時間はどうしても長くなってしまいます。 IMS では、必要な計算のタイプ （逐次か並列か） に
関係なく、このような課題に取り組む研究者に十分な CPU 時間を提供しています。

「前回、スーパーコンピューターを導入したのは 2011 年なので、6 年前のテクノロジーで動いて
いたことになります。 コア数も計算速度も、今日のユーザーには不十分だったのです」 と、斉藤氏
は言います。

ソリューション
MD の計算では、一度に数千ものコアを使用する場合があります。 ノンブロッキング型のインター
コネクトを用いたコアが多いほど、コア数が少ないシステムに比べて、研究者ははるかに高速に
ジョブを実行したり、より大規模なジョブを実行できるようになります。 一方、QC 計算の逐次処
理の場合、短時間で結果を得るには、大量のメモリーと最速レベルの CPU 動作周波数が必要です。

導入事例
ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）

高性能分子シミュレーターの 
特長
•  大規模並列計算と高速逐次計算に

対応するデュアル構成

•  インテル® Xeon® Gold 6148 プロ
セッサーとインテル® Xeon® Gold 
6154 プロセッサーによる計 40,558
コア

•  旧システムと比べて 7.3 倍の計算処
理能力

http://www.ims.ac.jp/


1  NEC LX Cluster、インテル® Xeon® Gold 6148/6154 プロセッサー、インテル® Omni-Path アーキテクチャー（40,558 コア、3.1 ペタ FLOPS 理論ピーク性能）
2  Fujitsu* PRIMERGY* CX250 & RX300、 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690/E5-2697 v3（2.90 GHz/2.60 GHz）、 InfiniBand* FDR/QDR（12,992 コア、 0.437427 ペタ FLOPS 理論性能）。

出典：https://www.top500.org/site/48473（英語）

  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、ほか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、http://
www.intel.com/benchmarks/（英語） を参照してください。

  ベンチマーク結果は、追加テストの実施に伴って改訂される場合があります。 この結果は、テストに使用されたプラットフォーム構成とワークロードに依存するものであり、ユーザー ・コンポーネント、コン
ピューター ・システム、ワークロードによっては該当しない場合があります。 この結果には、ほかのベンチマークが反映されているとは限りません。 ほかのベンチマーク結果は、多かれ少なかれ軽減手法に
よる影響を受けている場合があります。

  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/
xeonscalable/ を参照してください。

  ベンチマーク結果は、 「Spectre」 および「Meltdown」 と呼ばれる脆弱性への対処を目的とした最近のソフトウェア・パッチおよびファームウェア・アップデートの適用前に取得されたものです。 パッチやアッ
プデートを適用したデバイスやシステムでは同様の結果が得られないことがあります。

  インテルは、本資料で参照しているサードパーティーのベンチマーク・データについて管理や監査を行っていません。
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「IMS では両タイプの計算領域での研究を支援していることと、一般的
に CPU のコア速度はコア数が多いほど低速であることから、数千もの
コアを備えたシステムと、数は少なくてもより高速なコアと大容量のメ
モリーを備えたシステムという、両方の構成を備えたソリューションを
求めていました」 と、RCCS の班長、水谷文保氏は言います。

IMS は NEC と協力し、インテル® Omni-Path アーキテクチャーで相互
接続された Supermicro* サーバーを用いた、2 つのクラスターを導入
しました。 この新しいマシンは、高性能分子シミュレーターと呼ばれて
います。 このマシンは 1.8 ペタ FLOPS の Linpack と 3.1 ペタ FLOPS
の理論ピーク性能1 を記録し、2017 年 11 月時点の TOP500 リストで
は 70 位にランキングされました。 IMS では、2017 年 10 月 1 日から本
稼動を開始しました。

この２つの分子シミュレーター ・システムは、MD の大規模並列計算の
場合は 20 コア搭載のインテル® Xeon Gold 6148 プロセッサーで稼
動しますが、 より負荷の高い QC の逐次処理の場合は、 3 ～ 3.70 GHz
（ターボ） で稼動する 18 コア搭載のインテル® Xeon Gold 6154 プロ
セッサーによって必要な処理速度を実現します。 異なるタイプのワーク
ロードの要件を満たすため、20 コアノードは全二重帯域（FBB）トポロ
ジーで構成されました。 一方、 高速ノードは、 メモリー負荷の高いジョ
ブの実行中はそれほど通信を行わない点を考慮して、 1:3 でオーバー
サブスクライブされました。

また、この分子シミュレーターには、ソリッドステート・ドライブとして、
800 GB のインテル® SSD DC 3520 データセンター ・シリーズも採用
されています。

結 果
分子シミュレーターは本稼動に入って以来、 量子化学計算、 分子動
力学シミュレーション、 メモリー転送、 ディスク性能プログラムを使
用した数々のベンチマークを実行してきました。 さらに、 ユーザーも
この新しいシステムを使用して研究を始めています。 新システムで
Gaussian09 Rev.d01 を使用して実施した改訂版 Test397（ジオメト
リーの最適化と周波数計算） のベンチマークは、 旧システムよりも約

2.1 倍高速になりました。1 計 40,588 コアを搭載した新システムの計
算処理能力は、IMS の旧システムの 7.3 倍にもなります。2 現在、新シス
テムでは 80 人のアクティブユーザーが 1 ～ 1,000 コアを使用して、常
時 1,000 件ほどのジョブを効率良く実行しています。

ソリューションのまとめ
IMS では、 新しく導入した高性能分子シミュレーターを活用して、 計
算論的研究をはじめとする幅広い分子科学研究を行っています。 この
新システムは、 大規模な並列処理とメモリー負荷の高い超高速逐次
計算の両方で高性能コンピューティングを実現します。 新システムに
はインテル® Xeon Gold 6154 プロセッサーとインテル® Xeon Gold 
6148プロセッサーの計40,588コアが組み込まれており、プロセッサー
同士はインテル® Omni-Path アーキテクチャーで相互接続されていま
す。 このシステムは、2017 年 11 月時点の TOP500 リストでは 70 位に
ランキングされました。

詳細情報

分子科学研究所（IMS）

インテル® Xeon スケーラブル・プロセッサー

インテル® Omni-Path アーキテクチャー

インテル® SSD

ソリューション構成

•  インテル® Xeon Gold 6148 プロセッサーとインテル® Xeon Gold 
6154 プロセッサーの計 40,588 コア

•  メモリー：216,768 GB

•  インテル® Omni-Path アーキテクチャー ・ファブリック

•  ドライブ：インテル® SSD DC 3520 シリーズ
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