
世界最先端の研究に欠かせない 
HPCによる大規模計算環境

沖縄科学技術大学院大学（以下、OIST）は、那
覇空港から車で約1時間、沖縄本島の中央部
に位置する国頭郡恩納村、東シナ海の沿岸を
走る国道58号線沿いに本部を置く5年一貫
制の大学院大学です。科学技術に関する卓越
した教育研究の実施により、沖縄の自立的発
展と日本および世界の科学技術の向上に寄与
することを目指して2011年に設立されました。
現在、神経科学、環境・生態学、分子・細胞・発
生生物学、数学・計算科学、物理学・化学といっ
た分野から世界トップクラスの教員を招聘し、
50の研究ユニットで世界レベルの研究を行っ
ています。教員と学生の半数以上を外国人と
し、教育と研究はすべて英語で実施。2012年
9月に学生の受け入れを開始して以来、世界
各地から毎年約20名の学生が集まり、現在は
50名の教員と337名の研究者、79名の学生
（2014年9月時点）が在籍しています。

OISTが世界最先端の研究を推進するにあた
り、必要不可欠となっているのがハイパフォー
マンス・コンピューティング（HPC）による大
規模計算環境です。OISTでは、2011年秋に
384台のサーバーで構成されるHPCシステム
を、同大学大学院の2世代目となるHPCとし
て導入しました（2013年に480台まで増強）、
しかし、2012年に学生の受け入れを開始して
以来、学生、研究者、ラボの数が大きく増え、そ
れまでの環境では膨大な解析ニーズに対応し
きれなくなっていきます。そこで、2015年4月
に次世代の大規模計算環境として、インテルの
最新プロセッサーである、インテル® Xeon® プ
ロセッサー E5-2600 v3製品ファミリーおよび
インテル® Xeon Phi ™ コプロセッサーを搭載
したHPCシステムを導入し、「SANGO（珊瑚）」
と名付けました。SANGOでは、前システムの
運用ノウハウを活かし、さまざまな改善が加え
られています。

課  題

•  HPC環境の不足：研究者、学生、ラボの数が増加し、既存のHPC環境ではシステムが不足。

・パフォーマンスの低下：並列計算のニーズが増え、既存の環境ではストレージ I/Oのスピードが不足。

ソリューション

•  HPCシステム「SANGO（珊瑚）」：インテル® Xeon® プロセッサー E5 v3ファミリー、インテル® Xeon 
Phi™ コプロセッサー、インテル® SSD、Lustre*によって構成された426ノードのHPCシステム。

導入効果

•  パフォーマンスの強化：システム全体のピーク演算性能で約4倍、実際の I/O性能で約2倍のパ
フォーマンスの向上が実現。

•  並列計算を用いた研究での利用が増加： インテル® Xeon Phi ™ コプロセッサーの利用で、インテル® 
Xeon® プロセッサーを用いた並列計算がスピードアップ。今までHPCの利用がなかったユーザー
も含め、より多くのユーザーがHPCの利用が可能になり、増加する研究者のニーズに対応。
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導入事例
インテル® Xeon® プロセッサー E5 v3 ファミリー
ハイパフォーマンス・コンピューティング
教育

http://www.oist.jp/
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HPCシステムの整備を通して、研究を支援する
最高情報責任者のティム・ダイス氏は、「今回
は I/O性能を大幅に向上させました。前モデル
は、システムコストを最適化するために、イーサ
ネットと、InfiniBand*の2種類を用意してい
ましたが、並列計算のニーズが急速に増えてい
ることもあり、InfiniBand FDRで1本化しまし
た。演算装置としては、インテル® Xeon® プロ
セッサー E5-2600 v3製品ファミリーを採用し
ています。インテル® Xeon® プロセッサー E5-
2600 v3製品ファミリーは、並列計算のための
最適化やインテル® アドバンスト・ベクトル・エ
クステンション2（インテル® AVX2）命令を使っ
た演算の性能が強化されているため、MIPS値
が高く、並列計算のパフォーマンスがより向上
することを期待しました。さらに、これらの新し
い拡張性を最大化するよう配置された研究ア
プリケーションは、今後ますます活用されるだ
ろうと見込んでいます。」と語ります。

また、ストレージアクセスを高速化するために、
分散ファイルシステムは前モデルで採用してい
た General Parallel File System（GPFS*）
とLustre*の並行利用から、Lustre*へと1本
化。「Lustre*に統合することで、システム全
体のパフォーマンスを向上させました」とダイ
ス氏は述べています。さらに、大容量メモリー
を搭載するノードにはインテル® SSDを採用。
スクラッチファイルの保存先としてインテル® 

SSDを利用し、パフォーマンス向上をはかって
います。

加えて、今回のHPCシステムで新たに採用し
たのがインテル® Xeon Phi ™ コプロセッサー
です。インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーは、
インテル® Xeon® プロセッサー製品を補完す
るもので、超並列のアプリケーションに対して
画期的な性能を実現します。広く用いられてい
るインテル® アーキテクチャーのプログラミン
グ・モデルを踏襲し、ソースコードを変更する
ことなく並列処理の高速化が実現するため、よ
り複雑なシミュレーションを実施するには最高
の環境です。HPC及び研究用コンピューティン
グエンジニアのエディ・タユフェール氏は、 
「現在、演算加速装置としてGPGPUを使った
プログラムで研究を行っている部門があります
が、最近は既存のプログラム資産を無駄する
ことなく、Visual C++*や Fortranでプログラ
ムを書いたり、OpenMP*を使ったりしながら
高速化したいという研究者も現れています。そ
こで、彼らの声に応えるために汎用性の高い
インテル® Xeon Phi ™ コプロセッサーを採用
しました。将来的に、次世代のインテル® Xeon 
Phi™ コプロセッサー（開発コード名：Knights 
Landing）に対応するために、今からノウハウ
を蓄積していくことがメリットにつながること
も考慮しています」と説明します。

インテル® アーキテクチャー・ベースのプログラムを
高速化するインテル® Xeon Phi ™ コプロセッサー

「新たな最適化や 
インテル® アドバンスト・ベクトル・
エクステンションなどの 
拡張機能に対応した 
インテル® Xeon® プロセッサー  
E5-2600 v3製品ファミリーにより、 
高速性が求められる並列計算の 
処理パフォーマンスが 
大幅に向上しました」

沖縄科学技術大学院大学
最高情報責任者
ティム・ダイス 氏
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400台の計算ノードで構成 
ピーク演算性能は250TFLOPS

OISTが 2015年 4月から利用を開始した
SANGOは現在、400台の計算ノードと、20
台の大容量メモリーノード、3台のインテル® 
Xeon Phi ™ コプロセッサー・ノード、3台の
アクセラレーション・ノードから構成され、12
コアを有するインテル ® Xeon® プロセッサー 
E5-2680 v3が搭載されています。HPC及び
研究用コンピューティングエンジニアのフラン
チェスカ・タルタグリオネ氏は、「SANGOのシ
ステム全体のピーク演算性能は、250TFLOPS
まで高まりました。以前のモデルのピーク演算
性能が60TFPSですから、4倍以上の性能向
上が実現していることになります」と述べてい
ます。実際、InfiniBand* FDRによってノード間
の I/Oスピードを高めた環境下にいて、並列計
算のシミュレーションを試験的に実施したとこ
ろ、少なくとも1.5倍から2倍の高速化を実現
したことを確認しているといいます。

海洋科学における 
海流シミュレーションや 
粘性流体のモデル化などに活用

OISTに導入されているHPCは現在、さまざま
な研究分野で活用されています。研究者や学
生は、いつでも好きな時に大規模計算環境の
利用を申請し、必要なデータ解析やシミュレー
ションを実行することが可能です。OISTにある
50の研究ユニットの中の、海洋科学を専門と
する海洋生態物理学ユニットは、並列計算を最
も多く行っている研究チームのひとつで、同ユ
ニットの仲田尚平氏は次のように説明します。

「私たちは、沖縄サンゴ礁や海中に漂っている
小さな卵などがどのようなパターンで海中を
流れるかについて、HPCで海流をシミュレー
ションしています。具体的には、計算対象とな
る海洋エリアを960個に分割し、それぞれの
エリアの計算をHPCの計算ノードに振り分け
て並列処理を実行するというものです。そして、
各ノード間で水温などの情報をやり取りする
ことで、次に起こる流れを予測しています。研

究初期の頃に導入した2世代前のHPCでは
GFortranでコンパイルしていましたが、前世
代モデルのHPCからインテル® Fortranの利
用が可能になり、1週間かかっていたシミュレー
ションが2、3日で終わるようになりました。最
新のSANGOシステムでは、インテル® Fortran
の利用に加えてさらに I/Oスピードが高速化さ
れているので、さらなるパフォーマンス向上に
期待しています」。

最高情報責任者 
ティム・ダイス 氏

科学計算及びデータ解析セクション 
HPC及び 
研究用コンピューティングエンジニア 
エディ・タユフェール 氏

科学計算及びデータ解析セクション 
HPC及び 
研究用コンピューティングエンジニア 
フランチェスカ・タルタグリオネ 氏

Infiniband* ディレクター・スイッチ
Mellanox* SX6518

324 ports – FDR（56Gb/s）

FDRインフィニバンド・ネットワーク
（56 Gb/s）

Lustre* ファイルシステム

3 PB の使用可能量
最高データR/W性能 : 90 GB/s

Lustre* ストレージ

3 x DataDirect Networks*に
接続された 12 x OSSサーバー

SFA12KX*-40 IB
370 x 4 TB SAS

RAID 6 (8+2)

DataDirect Networks*の
SFA7700 IBに接続された

2 x MDS サーバー
13 x 800GB SSD

RAID 6 (4 + 2)

1 x Lustre* 管理サーバー

2 x NFS/CIFSサーバー

10 x 管理ノード
20 x 大規模なメモリーのノード

Supermicro* SYS-F618R2-RT+
CPU: インテル ® Xeon® プロセッサー 

E5-2680 v3 メモリー : 512GB

サンゴ「珊瑚」クラスター
6 x アクセラレーション・ノード

Supermicro* SYS-2028GR-TR
CPU: インテル® Xeon® プロセッサー 

E5-2680 v3 メモリー : 128GB
各ノードに 4 x インテル® Xeon Phi ™ 
コプロセッサー 7120P 搭載

400 x 計算ノード
Supermicro* SBE-720F
CPU: インテル® Xeon® 
プロセッサー E5-2680 v3
メモリー : 128GB

OISTが構築したHPCシステム「SANGO（珊瑚）」の構成図
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HPCシステムを大規模な計算科学処理の用
途として活用しているのが、複数の原子や分子
で構成されている物質を研究対象とするソフト
数理マターユニットです。同ユニットの瀬戸亮
平氏は、「従来のシンプルな個体や流体だけで
なく、生物系の半導体や柔らかな物質の物性
を研究しています。現在、粘性流体の動きの法
則性をさまざまな境界条件下で調べる研究を
行っていますが、この分野はまだ確立されたモ
デルがないため、既存のモデルを改良したり、
自ら新たなモデルを確立したりしながらシミュ
レーションを実行しなければなりません。そこ
でHPCのマルチスレッド処理を活用し、大規模
計算でトライ＆エラーを繰り返しながら、粘性
流体の流れをモデル化しています」と語ります。

OISTにおけるHPCシステムは、台風が多い沖
縄県の気象特性を利用して、接近してくる台風

の破壊力の予測にも活用されています。連続
体物理学研究ユニットのタパン・サブワラ氏は、
「台風によって発生する、叩きつけるような強
風の強度を長期間にわたって取得し、数理モデ
ルを使って分析しながら、台風の強度を予測す
る研究を行っています」と話しています。

HPCの最適化に向けて 
Knights Landingの活用も検討

ダイス氏は「学生や研究者の数が増えていく中、
SANGOの導入によってフレキシブルにキャパ
シティーが増やせるHPCシステムを手に入れ
ることができました。今後は並列計算での活用
をユーザーに推奨しながら、分析やシミュレー
ションの高速化に貢献していきます。さらに、将
来のHPCの最適化に貢献することが期待され
ている次世代のインテル® Xeon Phi™ コプロ

セッサーの活用も視野に入れ、HPCシステムの
研究を続けていきます」と展望を述べています。

世界トップクラスの英知が結集し、世界最高水
準の科学技術に関する研究および教育を行う
OISTにおいて、インテル® Xeon® プロセッサー
およびインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーを
始めとするテクノロジーを搭載したHPCシス
テムは、同大学院大学の中核をなす計算基盤
として今後も貢献を果たしていきます。

インテル ® Xeon® プロセッサー E5 ファミリー、
インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーの詳細
については、以下を参照してください。
http://www.intel.co.jp/xeonE5/
http://www.intel.co.jp/content/www/
jp/ja/processors/xeon/xeon-phi-detail.
html

海洋生態物理学ユニット 
技術員 
仲田 尚平 氏

数理ソフトマターユニット 
スタッフサイエンティスト 
瀬戸 亮平 氏

連続体物理学研究ユニット 
リサーチスペシャリスト 
タパン・サブワラ 氏
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