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スーパコンピュータの位置付け
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HPCI: High Performance Computing Infrastructure

「JHPCN: 学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点」
北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学

https://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ja/

①学術基盤プラットフォーム
②産業利用

「富岳」
理化学研究所

第一階層
（フラグシップシステム）

第二階層

単一アーキテクチャ

多様なアーキテクチャの
スーパコンピュータを附置

June 28, 2021

Rank System
１ 富岳
２ Summit
３ Sierra

67 SQUID-CPU Node

https://www.top500.org/lists/top500/list/2021/06/

HPCGでは54位、Green500では57位

https://www.hpci-office.jp/



CMCのスパコン

利用可能なシステム
と計算資源

汎用CPUノード ２３６(12cx2S) １５２０(38cx2S)

GPUノード ３７x４GPGPU(P100) ４２x８GPGPU(A100)

ベクトルノード ー ３６x８VE(Aurora2.0)

Xeon Phiノード ４４(64c) ー

大容量主記憶搭載ノード ２(3TB/N) ー

サービスイン Dec, 2017 May, 2021

1.463 PFLOPS 16.591 PFLOPS

http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/

New



補足：スパコンシステム諸元詳細

総演算性能 1.463 PFLOPS

ノード構成

汎用CPUノード
236ノード (471.24 TFLOPS)

プロセッサ：Intel Xeon Gold 6126 (Skylake / 
2.6 GHz 12コア) 2基
主記憶容量：192GB

GPUノード
37ノード (858.28 TFLOPS)

プロセッサ：Intel Xeon Gold 6126 (Skylake / 
2.6 GHz 12コア) 2基
GPU：NVIDIA Tesla P100 (NV-Link) 4基
主記憶容量：192GB

Xeon Phiノード
44ノード (117.14 TFLOPS)

プロセッサ：Intel Xeon Phi 7210 (Knights 
Landing / 1.3 GHz 64コア) 1基
主記憶容量：192GB

大容量主記憶搭載ノード
2ノード (16.38 TFLOPS)

プロセッサ：Intel Xeon Platinum 8153 
(Skylake / 2.0 GHz 16コア) 8基
主記憶容量：6TB

ストレージ DDN EXAScaler (Lustre / 3.1 PB) HDD

ノード間接続 InfiniBand EDR (100 Gbps)
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総演算性能 16.591 PFLOPS

ノード構成

汎用CPUノード群
1,520 ノード(8.871 PFLOPS)

プロセッサ：Intel Xeon Platinum 
8368 (Icelake / 2.40 GHz 38コア) 2基
主記憶容量：256GB

GPUノード群
42 ノード(6.797 PFLOPS)

プロセッサ：Intel Xeon Platinum 
8368 (Icelake / 2.40 GHz 38コア) 2基
主記憶容量：512GB
GPU：NVIDIA A100 8基

ベクトルノード群
36 ノード(0.922 PFLOPS)

プロセッサ：AMD EPYC 7402P (2.8 
GHz 24コア) 1基
主記憶容量：128GB
Vector Engine：NEC SX-Aurora 
TSUBASA Type20A 8基

ストレージ DDN EXAScaler (Lustre)
HDD：20.0 PB
NVMe：1.2 PB

ノード間接続 Mellanox InfiniBand HDR (200 Gbps)



CMCとスパコンの役割
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最先端のスーパーコンピュータは、「日本の科学技術が世界の先端にあるため」に整備されています

 計算科学（数値計算技術、大規模シミレーション技術など）の学術基盤としての貢献
 総合大学としての幅広い科学分野に学内連携で対応

（JHPCN/HPCI）大学等の学術機関

産
業
界

農業, 林業 漁業 鉱業，採石業，砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業 運輸業，郵便業 卸売業 小売業 金融業 保険業 不動産業 物品賃貸業
学術研究，専門・技術サービス業 宿泊業 飲食サービス業 生活関連サービス業 娯楽業
教育 学習支援業 医療，福祉 複合サービス事業 サービス業

計算科学による課題解決アプローチを支援
計算資源＋シミレーション技術・情報通信・マルチメディア・AI技術

学術・研究基盤の提供
共同利用・共同研究拠点

外部エントリ組織

社会貢献（社会課題解決支援）

研究成果を社会へフィードバック

①研究（科学の進展） ②教育と人材育成 ③社会貢献



CMCのご利用状況（１）

産業利用の割合
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HPCI
28%

JHPCN
14%

CMC公募
8%

産業利用
20%

一般利用
30%

２０２０年度利用制度別計算ノード時間の割合

注）産業利用枠としての受入は、全計算資
源の15%以内としている。
上記は、実績総計算時間における産業利用
枠での実績計算時間の割合である。

FY2019 FY2020

約９％ 20%



CMCのご利用状況（２）利用者数とその所属機関

 システム稼動（Dec,2017)〜

 累積利用者数

 累積利用機関数
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（２８６機関の内訳）
分類詳細 機関数
国立大学 47
公立大学 8
私立大学 44
大学共同利用機関 6
独立行政法人 19
民間 114
他省庁 1
外国 28
その他 19
合計 286

参考：文部科学省（R1年5月1日）
国立大学数：８６
公立大学数：９３
私立大学数：６０７

＞1,０００人

２８６機関

（2021年3月31日現在）



産学連携プロジェクト
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2002

2004

BioGrid／KBDD

2012

内閣府
津波浸水被害推計PJ

2 0 2 1

高性能計算・データ分析
融合基盤協働研究所

富士通
次世代クラウド協働研究所

NPO
バイオグリッド関西

KBDDプロジェクト
(K supercomputer-Based Drug 

Discovery project by Biogrid
pharma consortium)

東北大学、大阪大学、
国際航業、エイツー

歯学部共同研究2017 先進高性能計算機システム
アーキテクチャ共同研究部門

クラウド連携

Since 2019

Since 2020

https://s2dh.org/about/s2dh/


BioGrid/KBDD
〜 バイオグリッド スパコン創薬プロジェクト 〜

 KBDD (K supercomputer-based
drug discovery consortium)

【コア会議】
コンソ代表：奥野恭史

バイオグリッドセンター関西：事務局長
産（製薬企業、IT企業）、学：京大、産総研
公：神戸医療産業都市機構、都市活研

【製薬企業協議会】15社 （R3 (2021)年度）
科研製薬(株)、(株)カネカ、キッセイ薬品工業(株)、杏林製薬(株)、参天製薬(株)、塩野義製薬(株)、
千寿製薬(株)、大正製薬(株)、田辺三菱製薬(株)、中外製薬（株）、東レ(株)、日本新薬(株) 、
富士フイルム(株)、マルホ(株)、MeijiSeikaファルマ(株)

【ビッグデータ創薬WG】 【シミュレーション創薬WG】

・研究プロセスの評価指導
・研究成果の実用化評価

理化学研究所 LINC
(Life Intelligence Consortium)

協力

・勉強会・講習会の実施
・技術的ノウハウの提供

協力

【アプリ開発・実用化WG】

京大医学部、産総研、都市活力研究所、インテージヘルスケア、三井情報
製薬企業（希望者）

神戸機構、横浜市大、兵庫県大、
大阪大、千葉大・医、摂南大

製薬企業（希望者）
神戸医療産業都市機構

製薬企業（希望者）
神戸医療産業都市機構

http://www.biogrid.jp/

http://www.biogrid.jp/


内閣府
津波浸水被害推計PJ

9デジタルTEPIA 先端技術館 https://digital-tepia.com/



高性能計算・データ分析融合基盤協働研究所
〜多様な計算ニーズの収容と柔軟なデータ利活用 〜

活きたデータの高効率な利活用を加速する高性能計算・データ分析融合基盤

HPDA
• 処理形態：インタラクティブ処理
• ツール：Jupyter notebook, TensorFlow, 

Chainer..
• 言語：Python, Java, …
• コンテナ仮想化：Docker

HPC
• 処理形態：スケジューラによるバッチ処理
• ツール：MPI (message passing interface), 

OpenMP
• 言語：Fortran, C, ….
• 仮想化：Singularity, Docker

観測・計測データの
データ解析・トレーニングへの応用

AI技術の統合

IoT-Cloud

観測・計測データを活用するデータ同化シミュレーション
観測・計測データ駆動型シミュレーション

大容量データ処理

クラウドバースティング 計測へのフィードバック

津波浸水被害推計
シミュレーション

気象データ
を活用した豪雨予測

DLによる自動運転・人物特定

科学計算

データ同化
観測データ

天気予報
シミュレーション

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:TensorFlowLogo.svg


S2DH(SOCIAL SMART DENTAL HOSPITAL)
〜歯科AIを実現するスーパコンピューティング環境〜
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クラウド連携
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https://blogs.oracle.com/cloud-infrastructure/
post/15-petaflops-with-the-next-generation-of-hybrid-cloud-hpc-clusters



クラウド連動・連携型スーパーコンピュータ
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Cloud

job
job

job

ジョブ割り当て

ジョブ要求

オンプレミス計算環境 Oracle Cloud Infrastructure Microsoft Azure

マルチ・クラウド
バースティング機構

job
job

job

実装方式の異なるクラウドサービスの
計算資源を、一元的なインタフェースで
統合・管理・制御

OCIベアメタル計算資源MS Azureの計算資源
を利用者計算ニーズに応じて動的配備



スパコンを中心とした産学連携について
〜学学・産学「共創の場」の形成を支援〜

計算科学の利用は「必然」
HPC /HPDA,シミュレーション…
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スパコンの利用課題へ対応
・APPとスパコンPFの整備
・リテラシの習得支援
・課題への適用相談
などなど

「共創の場」の形成支援取り組み
・計算資源の提供と利用制度の改善
・共同・受託研究
・コンソーシアムとコミュニティ
などなど

官国家戦略 「共創の場形成支援」など

「Trends in the Worldwide HPC Market ISC17 June 2017」より抜粋

様々な産業・サービスへ加速度的に浸透

共創の場 学産
科学技術に基づく

競争力の獲得 社会貢献

研究深潭、加速



学学・産学「共創の場」の形成を支援
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大学等の学術機関

産
業
界

農業, 林業 漁業 鉱業，採石業，砂利採取業 建設業

製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸
業，郵便業 卸売業 小売業 金融業 保険業 不動産
業 物品賃貸業 学術研究，専門・技術サービス業 宿泊
業 飲食サービス業 生活関連サービス業 娯楽業 教
育 学習支援業 医療，福祉 複合サービス事業 サー
ビス業

計算科学による課題解決を支援
計算資源＋シミレーション技術・情報通信・マルチメディア・AI技術

産業界コネクション
大阪商工会議所FOCUS

 スパコン利用(＆利用者支援・相談）
CMC所有の計算機資源の有償・無償の提供サービス
〜シミュレーション規模に合わせて１台〜数百台規模を利用可能〜



 講習会、セミナー、チューニング支援
 技術・利用相談

 計算科学による課題解決支援
共同・受託研究、技術相談による課題解決を支援
 シミュレーションモデルの適用研究・評価・構築支援

 数学的モデルの適用・評価
 数値解析手法、データ処理方法の適用・評価
 モデルの定量的評価など

 情報通信・マルチメディア・AI技術適用・評価

企業利用者獲得に向けた宣伝・プロモー
ション活動（利用説明会など）を推進

企業・学術利用者に向けたサービス改善を
推進

低コスト・プラットフォーム提供・利用制度改善

リテラシ習得支援・コミュニティ形成支援

課題適用支援

アウトリーチ活動宣伝・プロモーション 共同研究渉外

FY2020より、FOCUS殿、大阪商工会議所殿と連携を開始



研究成果のアウトリーチ活動
 大規模計算システム 研究成果一覧

http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/researchlist/

 HPSC (High Performance Scientific Computing）News
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/hpsc-news/
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http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/researchlist/
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/hpsc-news/
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/hpsc-news/vol01/
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/hpsc-news/vol04/
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/hpsc-news/vol07/
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/hpsc-news/vol02/
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/hpsc-news/vol05/
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/hpsc-news/vol08/
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/hpsc-news/vol03/
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/hpsc-news/vol06/
http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/hpsc-news/vol09/


ご静聴、ありがとうございました。
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