
エグゼクティブ・サマリー
今や演算負荷の高いワークロードのみを考えていればよい時代ではなくなりました。 複雑性を
増すメモリーやデータ集約化する研究プロジェクトで科学の飛躍的進歩を遂げるために、数多く 
の課題やリソースの分配などに幅広く対応しなければなりません。 そのため最新の HPC セン
ターは、高性能かつ汎用的なシステムが必要となっています。 韓国科学技術情報研究院（Korea 
Institute of Science and Technology Information—KISTI）（英語）の NURION システムな
ど世界トップクラスのスーパーコンピューターは、 科学であれ経済であれ、 地域の将来のニーズ
に備えるために組織が調達する旗艦技術ツールにもなっています。

「KISTIは、データを共有し、価値を創成する科学およびテクノロジーの動的なデータ・エコシステム 
を支え、韓国におけるイノベーション発展の基礎を作ることを目的とした組織の中心として、業界、学会、 
研究コミュニティーとともに成長していきます。¹」 とDr. Hee-yoon Choi（KISTIプレジデント）は 
述べています。 革新的R&Dの拡大と加速のために調達されたのが、インテル® Omni-Pathアーキテ
クチャー（インテル® OPA）の通信ファブリックで連携された、インテル® Xeon® スケーラブル・プロ 
セッサーとインテル® Xeon Phi™ プロセッサーを搭載するNURION 146-rack Cray* CS500クラスター 
でした。 これは、韓国では最大規模、世界では現時点で13番目に高速のスーパーコンピューターです。

課題
KISTI が、 パワフルなリーダーシップ ・ クラスのスーパーコンピューターを新たに調達した 
背景には、 拡張性を必要としたことと、 疎行列の操作を含む大規模な PDE の問題解決ニーズ
などの技術的な理由がありました。 簡単に言ってしまえば、 研究者たちは、 10年前からある
TACHYON-II クラスターでは物足りなくなり、もっと高度なものへ移行する必要があったのです。

材料科学研究は、HPC R&D を牽引する機関として KISTI が力を入れてきた分野です。 韓国の国際 
競争力にとって重要な、高度な半導体デバイスの設計を推進する大きな潜在的な力を持っています。
特に、KISTI は、HPC を使い大規模な個体原子構造をシミュレートする能力を追い求めてきました。

「実験者が新しい材料や高度な電子デバイスの設計をするにあたり、 現実的な大きさの個体 
構造の電子構造シミュレーションは非常に重要です。 最大数百万個の原子を持つ個体構造の 
物理的行動を予測できる大規模シミュレーションで、ナノスケールのデバイス向けの設計要素を 
カバーできると考えます。」とDr. Soonwook Hwang（KISTI—国家スーパーコンピューティング 
部門、ゼネラル・ディレクター兼プリンシパル・リサーチャー）は説明しています。

方法
大量のメニーコア / マルチコア ・ プロセッサーとチップレベルのベクトル並列処理を効率的に 
活用するには、 科学とエンジニアリングの両方に精通していなければなりません。 KISTI は 
過去10年間、Tachyon-II クラスターで、韓国の HPC R&D での確固としたリーダーシップを保って 
きましたが、 NURION によって、 全く新しいレベルのテクノロジーが導入されました。 「我々の
インテル® Parallel Computing Center（インテル® PCC）プロジェクトは、 メニーコア/ マルチ
コアのインテル® プロセッサーをよりよく理解し活用するための絶好の機会となりました。 そして
今、 NURION システムにより、 韓国における HPC R&D のリーダーシップを広げていく準備が
整ったのです。」 と Dr. Hwang は説明しています。

スーパーコンピューター	 	
NURION概要：
• 2018年11月時点のスーパーコンピュー

ター世界最速ランキングTOP500で13位 
にランクイン²

• 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
の両方を搭載し、 インテル® Omni-Path
アーキテクチャーを活用した韓国最大の
スーパーコンピューター

• モデリング、シミュレーション、分析、AI の
分野で、 ますます複雑かつデータ集約型 
となる幅広い課題に対応し、科学の飛躍的 
進歩の実現に向けたリソースを提供する
設計
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導入効果
NURION は最近インストールされたもので、 一般ユーザーの利用を開始 
したばかりにもかかわらず、KISTI の研究者たちが大きな成功を収めたため、
インテル® PCC の連携の努力がすぐに成果を発揮した事例となりました。

インテル® PCCプロジェクトは、大規模電子構造の強結合シミュレーション 
向けソフトウェア・ パッケージを中心に開発してきました。 「コードは、 
韓国国家の主要ビジネスである高性能半導体装置に有用です。」 とDr. 
Hoon Ryu（KISTI— Center for Applied Scientific Computing、インテル® 
PCCリード兼プリンシパル・ リサーチャー） は述べています。 KISTIは
2013年に、アジア太平洋地域で最初のインテル® PCCとなりました。

「基本的にこの研究では、 通常何千万個もの原子で構成されるナノ 
構造が関係するシュレーディンガー方程式を解く必要があるのです。
これは、 何十億もの自由度があるシステム行列で数値的に表現され
ています。 結果、 大規模システム行列が絡む固有値問題のコアとなる 
数値演算の並列化に、 スケーラブル ・ プロセッサーが確実に必要と 
なります。 インテル® Xeon Phi ™プロセッサーで、 我々は何百万もの 
原子システムについてのエンドツーエンド・シミュレーションにかける 
時間を大幅に短縮することができます。」 と Dr. Ryu は続けます。

ユースケース： 1,000k超の原子に対応

「NURION システム上に1,000,000超の原子を持つナノ構造の強 
結合シミュレーションで、 物理的に実現可能なハロゲン化鉛ペロブス
カイト ・ ナノ構造のバンド ・ ギャップ ・ エネルギーに対する規模 ・ 構造 
工学の影響を、 合理的な回数で検証することができました。 我々は 
また、ハロゲン混合物の光誘起相分離を低減する方法についての予備 
段階のアイデアを得ることもできました。 これは、 通常何百の原子 
で構成される個体を扱う DFT シミュレーションでは不可能でしょう。」 
と Dr. Min Sun Yeom（KISTI—計算科学応用センター、ディレクター
兼プリンシパル・リサーチャー）は述べています。

ハロゲン化金属ペロブスカイトは、 光電子素子として将来性のある
材料です。 そのため、 大規模原子構造のシステム実証的モデリングに
対するモチベーションとなります。 つまり、 光学ギャップのマッピング 
方法や光誘起相分離（LED 設計のボトルネック）の軽減方法など、素子
設計のためのガイドラインを提供できるということです。 実験との直接
的な関連性が分かることが、実証的モデリングの最も大きな強みです。

Dr. Ryu は、 インテル® マス・ カーネル・ ライブラリー（インテル® MKL）
の使用により、計算をスケールさせることができたと指摘し、「インテル® 

MKL （lib_mkl_scalapack_lp64 や libmkl_blacs_intelmpi_lp64 
などの ScaLAPACK） はシュレーディンガー方程式の解法の拡張性 
向上に大きく貢献しました。 我々は、ランチョス法を使いました。 これは 
広く知られている反復法で、ユーザーが MPI で並列化することが難しく、 
反復処理が進むにつれパフォーマンスのボトルネックとなる数値的 
部分を持つ固有値問題に対処します。 インテル® MKL のサブルーチン
により、強化した拡張性で、対応するコンピューティング・ワークロード 
の削減に成功しました。」 と述べています。

ユースケース：疎行列演算でのメニーコア・パフォーマンス

「大規模な電子構造を解くために必要なコアとなる数値演算である疎
行列ベクトル積計算のパフォーマンスは、 インテルの第１世代メニー・ 
コア・プロセッサー（インテル® Xeon Phi™コプロセッサー）を使った時で 
さえ、インテル® Xeon®プロセッサーv3に比べて悪くはありませんでした。
NURION インテル® Xeon Phi™ノードのパフォーマンスは良好で、特に
MCDRAM と組み合わされた場合は、 さらに良くなります。」 と、 以前に 
第１世代インテル® Xeon Phi™コプロセッサーを活用した研究を経験 
した、Kyu Nam Cho氏（元韓国大学リサーチ・アソシエート、現サムスン 
電子 / サムスンリサーチのプリンシパル・エンジニア）は述べています。
「インテル® Xeon Phi™プロセッサー搭載システムのもう1つの重要な 
強みは使いやすさです。 特に、PCI-E* アドインデバイス上での動作に 
既存コードを移植する際の作業量を考えた場合、 使いやすさは重要 
です。」 と Cho 氏は述べています。

KISTI インテル® PCC は、 インテル® Xeon Phi™プロセッサーの高い 
帯域幅メモリー（HBM）のパフォーマンスによる高速化は、1つのノード 
でより大量のワークロードを処理できることを意味する、 と見いだし 
ました。 Dr. Ryu は、「ノード間の拡張はとても良好です。」 と指摘します。
拡張性テストでは、 コンピューティング・ ノードの数が増えると高速化 
につながることが証明されています。 KISTI インテル® PCC によると、
メニーコア ・ インテル® Xeon Phi™ プロセッサー7250ノードとパッ
ケージされた高帯域幅メモリー（HBM）は、1.5-3倍高速化³ すること 
が分かりました。 最近では、NURION システム上で4億の原子構造の
動作に成功し、 最大2,500のコンピューティング・ ノード（170,000の
コンピューティング・コア）の強力な拡張性を確認しています。

「インテルのテクノロジーは KISTI HPC の目的と合致しています。」 と
Dr. Ryuは発言します。 KISTIで実行された統計的ワークロード分析に 
よると、 ワークロードのおおよそ50% が疎行列演算に関係しています。
これは、 NURION のスーパーコンピューターが、 幅広い研究分野に 
おいて、KISTI の研究者のニーズをしっかりと満たせるということです。

実現したパフォーマンス
韓国における高度な材料研究目的の大規模シミュレーションの重要 
性は、 ワールドクラスのスーパーコンピューター調達に使われた 
金額に証明されるように、 過小評価されるべきではありません。⁵ この
ため、KISTI インテル® PCC は、NURION 調達の基礎となるさまざまな 
ハードウェア・ソリューション（GPUにより加速されるシステムを含む）を 
厳密に評価して来ました。 この結果は、インテルのプロセッサー⁶,⁷,⁸や
GPU⁹についての文書で公表されています。 NURIONが2018年11月の
TOP500リスト²で13位になった25.7 PFlop/s（Rpeak）、13.9 PFlop/s 
（Rmax）³を実現するインテル搭載システムを選んだ理由が伺える確かな 
技術的証拠を示しています。 Dr. Ryuは、CPUとGPUのフルストーリー
についてのホワイトペーパーを作成中で、今年公表される予定です。¹⁰

実験と大規模シミュレーションとの関連（a）ペロブスカイト（CsPbBr3） 量子ドットの
実験画像（Nano Letters 15, 3692-3696）（b）バンド・ ギャップ・ エネルギーの量子
ドットのサイズへの依存性。 KISTIの数値結果と実験の関連性がきれいに現れています。
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しかしながら、 NURION システムの導入でストーリーが終わるわけ 
ではありません。 KISTI インテル® PCC は現在、 大規模電子構造計算 
への FPGA の使用を評価しているからです。 特にインテル® Xeon® 
スケーラブル ・ プロセッサー ・ ファミリーは、 将来的な FPGA の加速
に向けた道筋を示しています。¹¹  GPU やインテルのプロセッサー評価 
同様、KISTIインテル® PCCは、FPGAについての研究も公表しています。¹²
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エンドツーエンドのシミュレーションの強力な拡張性 （a） 小規模の BMT ターゲット
は、27x33x33nm3（〜1.5百万個の原子）Si:P 量子ドットの伝導帯を低い順から5つ 
計算することでした。⁴ 拡張性は、 最大3つのコンピューティング・ ノードでテストされ
ます（204コア）。 （b） 極端に大規模な BMT ターゲットは、 2715x54x54nm3 Si:P 
ナノワイヤー（4億個の原子）における伝導帯サブバンドを低い順から3つ計算する
ことでした。 ここでの拡張性は NURION システムにおいて最大2,560のコンピュー
ティング・ノード（170,000コア）でテストされます。

極めて大きな電子構造の拡張可能なシミュレーションを NURION システムで可能に 
した KISTI の人たち：（左から）Dr. Hoon Ryu、Dr. Ji-Hoon Kang（計算科学応用セン
ター、プリンシパル・リサーチャー）、Taeyoung Hong氏（スーパーコンピューティング・
サービス・センター、NURION オペレーション・チーム・リード兼シニア・リサーチャー）

1     https://kisti.re.kr/about/pageView/245/（英語）

2     2018 TOP500リスト（英語）を参照。

3     KISTI が2018年11月に行ったテスト。 Rmax は、実現した LINPACK* パフォーマンスの最大値。 Rpeak は TOP500.org による理論上のピーク・パフォーマンス。   
構成： インテル® Xeon Phi™ 7250ノード； 4 MPI プロセス＋ノード当たり68スレッドを使った最大272（68x4）コア/ ノード； クアッド/ フラット・メモリー・モード； 10G ネットワーク接続性。

4     シリコンベースの量子ビッドシステムを構築するために、Si:P 合金構造の研究は人気があります。 Nature Nanotechnology 9, 430-435、および Nano Letters 15, 1, 450-456を参照。
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（Hoon Ryu、Oh-Kyoung Kwon 著）で公表。 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10825-018-1138-4（英語）

10   記事については、Dr. Ryu の発行物リストを参照： https://www.researchgate.net/profile/Hoon_Ryu3（英語）
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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.com/
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。
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性能の測定結果は、2018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
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