
京都大学の情報環境における 
並列処理の強化

インテル® Xeon Phi™ プロセッサー ・ベースの大規模なクラスターを採用し、インテル® Xeon® プロ
セッサー E5/E7 ファミリーを搭載した最新の Cray 製 HPC スーパーコンピューターを導入

京都大学は、海外の各地にも拠点を展開する世界的な研究教育機関です。 学内には、スーパーコン
ピューティングを活用して、さまざまな学問分野で世界レベルの知識・情報の構築に貢献してい
る広範な研究コミュニティーがあり、その範囲は経済学、気象・気候学・遺伝子学と多岐にわたり
ます。 京都大学学術情報メディアセンター（ACCMS） の中島浩教授は、 「ここでは実にさまざま
な研究分野を支援しています。 本学のスーパーコンピューターは全国の HPC 研究者に広く開放
されており、そうした意味で非常に汎用性があります」 と述べています。

 

課 題

中島教授が統括する ACCMS のスーパーコンピューター ・システム運用委員会は、 京都大学に
おけるスーパーコンピューターの調達と運用を担当しています。「また、教授としては、スーパーコン
ピューティングでさまざまな研究活動を進め、特にハイパフォーマンス・プログラミングの分野に
取り組んでいます。 自動負荷分散による粒子シミュレーションのメニーコア・プロセッサー向け
フレームワークなど、本学のスーパーコンピューターの利用者と協力して進めている研究テーマ
もあります」（中島教授）

2015 年、 京都大学の老朽化したスーパーコンピューティング・システムは、 刷新の時期を迎え
ていました。 当時のシステムにはインテルとほかのプロセッサーが搭載されていましたが、 一
部は何世代も前のモデルだったのです。 新システムの要件として、 「インテル® Xeon® プロセッ
サー（開発コード名：Haswell または Broadwell）クラスの性能を備えた」デュアルソケットと
4 ソケットの x86 プロセッサーの組み合わせが指定されましたが、これは京都大学が SIMD 演算
機能の進歩によって強化された並列処理がもたらす価値に特に注目していたためです。 学内のユー
ザーは、コード内の並列処理を増やすために、MPI/OpenMP プログラミング・モデルをすでに利
用していたという背景もありました。 「我々のチームは、256 ビットや 512 ビットの SIMD 幅のベ
クトル演算を十分理解していました。 ワイド SIMD を活用するためのアプリケーションの改良は、
過去に MPI や OpenMP で実現してきた改良に共通すると考えています。 SIMD では、CUDA* や
OpenACC によるプログラミングのような分割を伴う変更がなく、段階的な改良が可能になるか
らです」（中島教授）。 そのため新システムのノードとして、 インテル® Xeon Phi™ プロセッサー ・
クラスの性能要件も指定されました。

新しいスーパーコンピューターの構築は Cray が受注し、調達プロセスの完了まで 1 年以上かかっ
ています。 最終的に、この新しいスーパーコンピューターは 2016 年後半に設置。 2016 年 10 月
3 日に部分的な運用に入り、同年 12 月下旬にはシステムの本格的な運用が開始されました。

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® Omni-Path アーキテクチャー

京都大学の 
スーパーコンピューティングの能力

•  イ ン テル® AV X512 を 使 用 す る
インテル® Xeon Phi™ プロセッサー
に よ る 並 列 処 理 の 拡 張 を 念 頭 に 
設計

•  インテル® Omni-Path アーキテク 
チャーによってインテル® Xeon®  
プロセッサー E5/E7 ファミリーを
インターコネクトすることで、ノード
数を拡大

•  世界中のさまざまな分野の大規模
な研究者コミュニティーにサービス
を提供



  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.com/content/www/us/en/high-performance-
computing-fabrics/omni-path-architecture-fabric-overview.html（英語） を参照してください。
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ソリューション

京都大学 ACCMS は、一般的なコンピューティングから、高度な並列ベ
クトル化コード、大量のメモリーを消費する演算まで、多様なワークロー
ドへの対応を目的として設立されました。 新しいスーパーコンピューター
は、インテル® Xeon Phi™ プロセッサー 7250、インテル® Xeon® プロ
セッサー E5-2695 v4、 インテル® Xeon® プロセッサー E7-8880 v3
を搭載した 3 種類のシステムで構成されています。

このスーパーコンピューターには、16PB のストレージと 230TB のバー
ストバッファーを備えた Data Direct Networks 製 Lustre* ストレー
ジクラスターが採用されています。 最大 2 ～ 3 ペタフロップスの性能を
引き出すために、 インテル® Xeon Phi™ プロセッサーの拡張計画を提
案中で、2018 年は Lustre* ストレージクラスターでさらに 8PB が追加
される予定です。

ACCMS では、 Laurel 2 と Cinnamon 2 でインテル® OPA を使用して
帯域幅とレイテンシーを最適化しています。 「OPA は価格面でも性能
面でも望ましいソリューションだと分かっていたので、新システムのベン
チマーク性能値に満足しています」 と中島教授は述べています。

とはいえ、京都大学の提案依頼書（RFP） にはインテル® OPA が指定さ
れていたわけではありません。 「条件的に求めていたのは、InfiniBand 
EDR か、同等の高効率テクノロジーでした。 IMB、HPCC（HPL と FFT）、
マルチノード・アプリケーションで測定する我々独自のベンチマーク 5
項目で十分な性能が示されれば、インテル® OPA を受け入れると伝え
ていましたが、 実際、 Cray から提案されたインテル® ファブリックの性
能値は、 ほとんどの部分で予想をはるかに上回っていたのです」（中島
教授）

結 果

研究者は、新しいスーパーコンピューターが汎用的な演算処理で見せ
る性能の進化に加え、 インテル® Xeon Phi™ プロセッサー搭載ノード
がもたらす高度なベクトル演算能力にも期待を寄せています。 従来の
最上位システムと比べて、新システムではアプリケーションのパフォー
マンスが約 2 倍に向上し、より意欲的な研究プロジェクトに適した強力
なプラットフォームとなりました。

京都大学の多くの研究グループが、インテル® OPA ファブリックで構成
された 2 種類の新しいスーパーコンピューターを使用することになり
ます。 「850 ノードの Laurel 2 はゲノミクスの分野で使われることが圧
倒的に多くなるでしょう。 次が物質科学の研究者グループです。 そのほ
かに、分子生物学、量子化学、気象学などでの利用も考えられます」 と
中島教授。 インテル® OPA でインターコネクトされたインテル® Xeon® 
プロセッサー（開発コード名：Haswell） を搭載した 16 ノードの小規模
クラスター Cinnamon 2 も、 ゲノミクス、 プラズマ物理学、 工学といっ
た各分野の研究を支えていきます。

ソリューションのまとめ

京都大学の新しいスーパーコンピューターは、気象予測や金融データ
のフラクタル分析といった、 汎用的なコード処理と高性能ベクトル化
ワークロードの両面が求められる研究への対応を目的として構築され
ました。 このシステムは、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーを搭載し
た膨大な数のノードからなる複数のサブシステムで構成されています。
同システムは、2016 年に Cray 社によって構築、導入されました。

詳細情報

京都大学の新しいスーパーコンピューターの詳細については、http://
www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/services/comp/supercomputer/ を参
照してください。

インテル® Omni-Path アーキテクチャーの詳細については、 http://
www.intel.co.jp/omnipath/ を参照してください。

インテル® Xeon Phi ™ プロセッサーの詳細については、 http://www.
intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/xeon-phi/
xeon-phi-processors.html を参照してください。

ソリューションの構成要素

•  Laurel 2 - Cray CS400：850 ノード、デュアルソケットのインテル® 
Xeon® プロセッサー E5-2695 v4、128GB DDR4-2400、インテル® 
Omni-Path アーキテクチャー（インテル® OPA）ファブリック

•  Cinnamon 2 - Cray CS400 ： 16 ノード、 4 ソケットのインテル® 
Xeon® プロセッサー E7-8880 v3、 3TB DDR4-1800、 インテル® 
OPA ファブリック

•  Camphor 2 - Cray XC40 ： 1800 ノード、 インテル® Xeon Phi™ 
プロセッサー 7250、 96GB DDR4-2400、 Cray Aries Dragonfly
ネットワーク、230TB バーストバッファー

•  Lustre* ストレージ ： DDN ExaScaler 16PB （2018 年に 24PB に
拡張）、230TB バーストバッファー（DDN IME）
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