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東工大GSIC 研究システム部門のスパコン資源
(2000年1月より)

ヘテロな計算資源構成
! ベクトル計算機 NEC SX-5

" 16 ベクトルプロセッサ, 128 GigaFlops
" 主な用途: 逐次プログラムのベクトル化

! 超並列機 SGI Origin 2000
" 256プロセッサ (R12000 400Mhz), 204 GigaFlops
" 主な用途: ユーザのMPIおよびOpenMPによる大規模
並列プログラム、Gaussian, Amber, Abaqusなど多種

" 128 プロセッサのプログラミングパーティションと、128
プロセッサのアプリケーションパーティションに分割

! スカラ計算サーバ Compaq GS320
" 64 プロセッサ (Alpha EV67 1Ghz), 128 GigaFlops
" 主な用途: 計算化学・統計計算などのスカラ中心の計
算用サーバ

! 視覚化サーバ SGI Onyx2
" 計算視覚化など

合計490GigaFlops程度



(1): スパコンの大規模化の限界

わが国の地球シミュレータ
! 現段階で世界最速と認定

! 40 テラ・フロップス (毎秒40
兆回計算)

! 構築費: 400億円、維持費数
十億円/年、小スタジアム並

! 観測: このような大規模な計
算機は多くの台数は作れな
い⇒計算パワーは足りない

わが国の地球シミュレータ
(5120CPU)

米国Los Alamos研究所 ASCI Q 
(12000CPU)



ポイント (2):数十万人の科学技術者の計
算実験の大規模な需要

• 大量な実験に相当する大量の場合の数
の小・中規模の計算の必要性
! 東工大学術国際情報センター(GSIC)の例

"> 1000人のユーザ、常に満杯 (99%)
"多数の小・中規模 (8CPU程度)の計算
が多くの需要

• → 大量の小規模な計算機と、その一括
制御が必要



東工大GSICのスパコンの利用
率(サンプル: 2002年9月)

SX-5

Origi
n 
prog
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ベクトルはほぼ100%利用
MPPもgang schedulingの
関係上、100%には必ずし
もならないが、ほぼ満杯



ポイント (3): (最も重要)科学におけるの地球
規模の協調の必要性⇒ E-サイエンス

超高速ネットワーク基盤と
次世代ネットワーク技術

分散する計算機や
観測機器，研究者の協調

単に計算の高速化だけでは
すまない

スライドオ
リジナル
下條氏@
阪大より



将来へ備えてグリッドインフラへ
仮想組織(Virtual Organization)がインターネット上に分散並列 「仮
想コンピュータ」(Virtual computer)を動的に形成
リソースが「どこにあるか」を抽象化⇒QoSはグリッドが判断
計算インフラ・セキュリティインフラ・DBインフラ・UIインフラなど⇒資
源の共用、抽象化された標準のアクセス法 (c.f., WebのURL)

ストレッジストレッジ
リソースリソース

TerascaleTerascale
BackboneBackbone

計算リソース計算リソース

会社B

Virtual Organization
研究所A

Virtual Computer



GSICメインPC群
- 256プロセッサ x 2

Titech Gridは、キャンパス内に次世代E-Scienceアプリ
のためのグリッドテストベッドを構築する、世界にも類を見
ない大規模実験(平成13年度末補正予算、2億円)

800プロセッサ以上のPC群をキャンパス内で分散配置、ギガビット
ネットワーク(Super TITANET)で接続

キャンパス内でグリッドのテストベッド(仮想分散高性能計算環境)
を構築、グリッドミドルウェアによる実装・運用

様々な新世代E-Scienceアプリの
実行環境・実際の実現

学外の他のグリッドとの連携
(産総研グリッド技術研究センター、
阪大バイオグリッドセンター、
San Diego Supercomputer Centerなど)

専攻設置
サテライトPC群
(24プロセッサ)

キャンパス内10台以上
(大岡山、すずかけ台)×

GSIC平成13-14年度プロジェクト: 東工大 Titech 
(Campus) Grid (イメージ図)

Super SINET
(マルチGigabits)
学外グリッドとの接続

ユーザはキャンパス内
から仮想的に単一の計
算機としてアクセス・利
用が可能

800プロセッサ以上、1.2TeraFlops, 25TeraByteストレッジの学内グリッドの構築

Super 
TITANET
(1-4Gbps)



コモディティ高性能PC
コンポーネント
•NEC Pentium III-S 1.4Ghz, 
512KB L2 Cache × 2
•80GigaByte ハードディスク
•512MB~1GBメモリなど

NEC Express 5800 
BladeServerノード装置

東工大 Titech Grid 設備説明 専攻設置サテライトPC群
-ノード装置x12台、24CPU
-512MBメモリ、80GB HDD/ノード
-多重化100Base-Tネットワーク
-実際は2キャビネット、13U
⇒小型の机程度, 電源20A強

-協力専攻に設置

GSIC設置PC群
-クラスタノード装置x128台、256CPUx2
-Myrinet2000ギガビット基幹ネットワーク
(128台、256CPUのみ)
-1GBメモリ(128台)、512MBメモリ(128台)
-省スペース、全体で5ラック
-学術国際情報センター(GSIC)に設置

キャンパス内に設置
(大岡山、すずかけ台)

×14台
(NEC+新ノード
群x2(予定))

合算800CPU, 1.2 TeraFlops, 
25TeraByteの学内分散配置
学内新ギガビットネットワーク Super 
TITANET (2001年4月運用)にて相互接続、
SuperSINET(2002年後半運用)にて学外と
10Gbpsで接続

グリッドの研究運用
-グリッドミドルウェア運用実験
-クラスタ群のリモート管理実験
-グリッド上のアプリケーションの開
発支援
-外のグリッドとの協調・相互運用

Titech Campus
Grid Testbed

様々なグリッドの
ミドルウェアにより、
「仮想スパコン」に



44ラックラック
512512CPUCPU



Titech Grid ノード装置/設置場所
設置場所は2キャンパスにまたがり15個所
参加専攻・センターは18個所(学内公募)
! 応募は19専攻・センター(専攻内で一部重複あり)

すずかけ台 (5箇所)大岡山(10個所)

数理・計算
C (予定)

計算工学
C (予定)



参加専攻、センター一覧(18)
理工学研究科
! 物性物理学専攻,本館(A)
! 土木工学専攻,緑が丘５号館(A)
! 機械宇宙システム専攻,石川台１号
館(B)

! 国際開発工学専攻(参加のみ)
! 基礎物理学専攻(参加のみ)
情報理工学研究科
! 情報環境学専攻,西８Ｗ号館(A)
! 計算工学専攻, 西８Ｅ号館(C)
! 数理計算科学専攻,西８Ｗ号館１１
階(C)

生命理工学研究科
! 生体分子機能工学専攻,生命理工
学部校舎２号館(A)

! 分子生命科学専攻,生命理工学部
校舎２号館(A)

総合理工学研究科
! 知能システム科学専攻,資源化学
研究所Ｒ１棟(A)

! 環境理工学創造専攻,Ｇ５棟４階(A)
! 創造エネルギー専攻,Ｇ３棟３階(A)
! 電子機能システム専攻(参加のみ)
! 物理情報システム創造専攻(参加
のみ)

研究所等
! 原子炉工学研究所,北２号館(A)
! ベンチャービジネスラボ　ＶＢＬ棟(A)
! 学術国際情報センター,国際棟(B)
! 学術国際情報センター,情報棟(セ
ンターA,センターB)



各専攻のアプリケーション提案
物性物理学専攻

! 数値計算を用いた物性研究・物質設計の研究、特に分子動力学法
や統計アンサンブル、

情報環境学専攻
! モンテカルロシミュレーション，有限要素法or境界要素法など

知能システム科学専攻
! シミュレーション、システム解析、最適化問題求解等、特に、ゲーミ

ングシミュレーションによる社会システムの解析、人工市場シミュレー
ションによる経済システムの解析、災害シミュレーションを通じた自
律ロボットによる救助システムの構築、モジュール型ロボットの進化
的プログラミング、脳神経系の解析、タンパク質立体構造の進化シ
ミュレーション、数値最適化問題の高速解法、等

生体分子機能工学専攻
! バイオインフォマティクス、特にタンパク質の分子動力学計算、特に、

タンパク質やペプチドのエネルギー最小構造の探索を目的としたマ
ルチカノニカル分子動力学

分子生命科学専攻
! バイオインフォマティクス、特にタンパク質及び核酸の結晶からのX

線散乱データの解析によるタンパク質立体構造の決定、決定され
た立体構造にもとずく最適構造の探索、タンパク質及び核酸の立体
構造に基づく新規結合分子の探索による受容体及び酵素阻害因
子候補探索のための計算機実験、タンパク質の力学特性の測定結
果と立体構造関連を解析するための分子動力学計算（分子ナノテ
クノロジー研究基盤）等を目的とする。

ベンチャービジネスラボ
! 多様な立体映像空間生成,3次元物体の衝突検出の並列化,CGプロ

ダクション

環境理工学創造専攻
! MPIによる流体解析

土木工学専攻
! 社会基盤システムの様々な応答や現象のシミュレーション．

例えば，連続高架橋の多点地震動入力振動シミュレーショ
ン，材料試験による橋脚の ハイブリッド再現実験の開発等
の構造物地震シミュレーション，コンクリート構造物・地盤の
破壊シミュレーション，河川における物質循環シミュ レーショ
ン等

創造エネルギー専攻
! 大気環境数値シミュレーションシステム、特に独自に開発し

た輸送スキームを用い、高精度、高効率な計算モデル

ＧＳＩＣ(国際)
! 数値流体力学、複雑形状、地球環境シミュレーション、流体

－構造体連成問題、計算物理、医用診断画像、高密度プラ
ズマ、並列計算、ＰＣクラスター、コンピュータ・グラフィクス

機械宇宙システム専攻
! 乱流の微細構造について

電子機能システム専攻
! 半導体デバイスシミュレーション高機能LSIの大規模シミュレー

ション（物情との共通テーマ）

国際開発工学専攻
! 都市の温熱・大気環境シミュレーションを目的として、並列計

算機による大気・地表モデルの連動解析を行う。計算負荷
の大きい、総観気象場の大気流動シミュレーションと都市近
傍の乱流・熱・放射交換過程のシミュレーション技術を連動
させ、次世代型環境評価モデルの開発に取り組む。

物理情報システム創造専攻
! 隠れマルコフモデルの大規模トレーニング高機能LSIの大規

模シミュレーション



Network

ユーザ

request

並列分枝限定法＋マスタ・ワーカ方式並列分枝限定法＋マスタ・ワーカ方式

# 探索ツリー生成
# クラスタ間スケジュ
ーリング

ポータルサーバ

アプリ例:マルチPCクラスタによる
数値最適化問題求解(合田憲人)

nx ny nx ny

F(x,y) := F00 + ΣxiFi0 + ΣyjF0j + ΣΣxiyjFiji=1           j=1           i=1 j=1

F : Rnx x Rny  → Rm $m

Fij = FT
ij∈ Rm $m ( i =0,…,nx , j =0,…,ny )

Φ（B) := minimize Λ(x, y)

Λ（x, y) := λ(x,y)
λ（x, y) := F（x,y）の最大固有値， (x, y) ∈

B

nx ny nx ny

F(x,y) := F00 + ΣxiFi0 + ΣyjF0j + ΣΣxiyjFiji=1           j=1           i=1 j=1

F : Rnx x Rny  → Rm $m

Fij = FT
ij∈ Rm $m ( i =0,…,nx , j =0,…,ny )

Φ（B) := minimize Λ(x, y)

Λ（x, y) := λ(x,y)
λ（x, y) := F（x,y）の最大固有値， (x, y) ∈

B

BMI固有値問題

# クラスタ内ノード間
スケジューリング

# 部分問題の計算



階層的マスタ・ワーカモデルに基づく
並列分枝限定法

M1

W1

W2

supervisor

M2
W1

W2

: タスク（子問題）
：暫定値 , ZW1

, ZM1

, ZW2

, ZM1

, ZM1

,   Z

, ZM2

,   Z

master

worker

%スーパバイザ
マスタ間の負荷分散

%マスタ
ワーカへのタスク割り当て

%ワーカ
子問題計算

Z



Titech Grid上での評価

Suzukake-dai
Campus

Oo-okayama
Campus

30km

Super 
TITANET
(1-4Gbps)
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#workers[SWoPP2002, HPC研究会]

擬似問題（nx=ny=6, m=24)

Titech Grid：
東工大内に分散設置
されたPCクラスタ群



Commodity cluster
(256 processers) x 2 systems
in just 5 cabinets

&Regatta p670 (16 proc Power4 1.1Ghz, 32GBメモ
リ),　70GigaFlops の提供

&64-bit, ハイエンドRISCのリソース
&IBM SUR賞

24-processor satellite cluster @
each department ×12 systems

IBMの東工大キャンパスグリッドへの参加: 
Titech Heterogeneous Campus Grid Infrastructure

Super SINET
(10 Gbps MOE National 
Backbone Network)
to other Grids

Grid-wide Single System 
Image via Grid middleware: 
Globus, Ninf-G, Condor, 
NWS, …

スパコンと合算で 1.8TeraFlopsの計算資源

Super TITANET
(1-4Gbps)

Suzukake-dai
Campus

Oo-okayama
Campus

30
km

“Grid Queue”
Submission, 
via Grid Portal

High-End Grid Node
Power4 Servers
IBM p670



プレス発表・報道・受賞
2002/2/18 プレスリリース、多
数の報道・取材
! 日経新聞、日刊工業新聞、
日経コンピュータ、日経BP、
電波新聞etc.

2002/3/7 NEC 発表会
! NEC小林執行常務によるブレー
ドサーバおよびグリッドへの
取り組み等の発表

! 松岡のTitech Gridに関する
発表

! 記者団からのQ&A(数十名)
2002/10/19 IBMの参加の報
道, SUR賞受賞
2003年1月、米SDSCと、包括
的MOU締結
2002年度末、NECブレードサー
バは日経産業賞受賞
! 本プロジェクトへの取り組み
も評価の一部であるそう

日経新聞2月18日

NEC発表会

日経新聞夕刊一面
10月19日（ＩＢＭ）



実際のグリッド運用へ: 厳しい現実
「ないないづくしのブートストラップ問題」
! ユーザ側

" ユーザは計算機資源を共有するのに慣れていない(特に自分の)
" ユーザは様々なグリッドのミドルウェアの利用法に慣れていない
" ユーザは様々なデータ資源を連携(federate)・共有したいが、ツール
の使い方を知らないし、学ぶ時間もない

" ユーザは複数のマシンをグリッド上で連携させるアプリケーションの経
験がないし、ニーズも(知らないので)あまりない。

! センター(運用)側
" 大規模クラスタの運用のノウハウが(まだ)ない
" 分散した大規模マシンを管理するノウハウが(まだ)ない
" グリッドのミドルウェアの管理経験が(まだ)ない
" キャンパス全域セキュリティや単一ユーザID管理の経験が(まだ)ない

! 研究側
" 1000人以上のユーザのセンターの運用経験がない
" グリッドのミドルウェアがその規模でスケールするか、運用に耐える信
頼性を持つか、性能が出るか、などの肝心の点がわからない



東工大キャンパスグリッドにおける
解決法 – 「擬似グリッド」の構築
グリッドの占有分散資源をまずはセンター側が提供
! ユーザの自発的な提供は期待しない（将来はする)
! ハードウェアの制御権はセンター側に

不安定で遅いグリッドミドルウェアの排除
! 研究・テスト用には入れるが、運用では(まだ)使用しない
! 導入教育コストの大幅な削減

安定して高速なUnixやそのクラスタツールを使用
! 標準的なNIS/SSHベースのユーザ管理やセキュリティ
! 可能な場合は資源や管理の集中化

! SCore によるクラスタの資源管理
! 通常ツールの使用: MPICH-GではなくMPICH, Condor-G
ではなくCondor

段階的な本格グリッド環境への移行



全ノードの集中管理の例
全ノードはL3スイッチに
より、論理的には単一
ネットワークに
! 全ノードP2P接続
! ブロードキャストパケッ
トが利用可能
⇒NIS/NFSの利用

! 全ノードは二台のNFS
サーバをマウント

強力なハードウェアのリ
モート管理ツールによる
モニタリングと管理
! 400ノードの電源の

on/off, リブート、BIOS
アクセス、ハードウェア
モニタリングが40km先
からも可能



Unixの活用と「本物の」グリッドへの段階的な移行

通常のNIS/Linuxアカウント(single sign-on)の運用工夫で実現
! 個々のユーザは自分のサテライトクラスタか、センターのクラスタのみにっ
フォアグラウンドのアカウントを持つ

! 必要に応じて、複数のサテライトクラスタを跨ぐアカウントも提供

! （それらとは関係なく) Condor による無制限なバックグラウンド実行
! Grid ID = Unix UID (今のところ)
! NFS/NISサーバ群によるユーザの/home, /usr/local/

SCore OSによる個々のクラスタの並列ジョブ制御
Lucie クラスタインストーラによるソフトウェアのインストール管
理(計画中)
ユーザに便利なグリッドツール群をインストール、活用
! Ganglia, Condor, NWS, Ninf-1, Sun Grid Engine
! ポータルツールキット (例) GridPort
! AIST QC Portalのような実用的なグリッドポータル
問題: これらのツールはキャンパス規模でスケールする?
! 今のところ、全てYesである。



So currently the Titech Infrastructure 
is: 

Traditional Supercomputer
! 336 procs, 450 GigaFlops

Semi-Production Titech Grid Clusters & 
Servers
! 816 procs, 1.26 TeraFlops (would be 4 TeraFlops 

today)
Lab Experimental Clusters (incl. PrestoIII)
! ~900 procs, 1.8 TeraFlops (> 2 TeraFlops 2003)

Total 2000 procs, 3.5-4 TeraFlops
! Still modest-where do we go from here?
! Replacement Jan 2006



この一年間の運用教訓
相当数のユーザによる活用、運用レベルの利用率

開発又は用いたツールはこの規模ならばスケールする。

ハードウェアやソフトウェア障害の対処は予想より大変
! より大規模なプロダクションでは、さらに自働管理機構やツール
群が大切

資源の競合や使いすぎなどは予想より多発
! ボランティア的な自制は難しい – メタスケジューリング、Quota, 
アカウンティングなどがやはり必要

研究室や個人のマシン・運用系のスパコンと、キャンパス
グリッドの整合性の問題
! やはり Globus/GSIなどが必要
キャンパスの他のITインフラとの整合性の必要性
! 例: 認証系, CA運用、スマートカードなど



東工大キャンパスグリッドPKI導入 ～概念図～

Grid（globus）計算機群
-キャンパスグリッド (BladeServer クラスタ + IBM p670)
-スパコン群 (NEC SX-5, Origin 2000, Compaq GS320)
-協力研究室の計算機(自分の計算機のみ)

認証局
（CA：Certification Authority）

ディレクトリサーバ

（LDAP：Lightweight Directory 
Access Protocol）

登録局

（RA：Registration Authority）

globusクライアント

ユーザ情報DB
(既存のアカウ
ントファイル)

④認証書発行処理

ジョブ投入

③申請者審査・確認処理

②認証書発行要求

ユーザ

ログイン

①ユーザ情報登録

新規導入機器（ソフト含む）

① ~ ④ 新規開発機能



本年度の東工大キャンパスグリッド(予定)

キャンパス全体のグリッドインフラの運用構築
! グリッド用CA運用 – センターアカウントのグリッド化
! 運用スパコンのグリッド化

! 研究室などの東工大キャンパスグリッドへの参加支援
" (専任 SEによるサポートを含む)

外部機関との連携による国内外グリッドへ
! SuperSINET/7センターグリッドへの貢献
! NSF TeraGrid, APGridなどとの相互運用

2005年末のリプレース時のグリッドインフラの設計
! 50-100 TeraFlops, Petabyteのキャンパス資源
! ナショナル「ペタグリッド」の一部



「ペタグリッド」構想によるわが国の科学
技術インフラの進歩
ペタフロップス・エクサバイト・テラビット/秒時代へ

NII

Titech Oo-
Okayama

筑波大学

SuperTitan
et (4Gbps)

SuperSIN
ET
(10Gbps)

U Tsukuba

2002-3
Titech Campus Grid+lab

~2000CPUs, 3-4TeraFlops
130 TeraBytes
16 sites on Campus
SuperTITANET (1-4Gbps)

2003-7
NaReGI

10K-40K CPUs, 100-200 
TeraFlops total
4-6 campuses, SuperSINET 
(10-40Gbps)

2007-
ナショナル「ペタグリッド」

'100 TeraFlops per Center

'> 100,000CPUs, >PetaFlop 
10 Univ. Centers Nationwide 
(Next Generation SuperSINET)

'Focus on 竹梅 and Grid R&D 
as plateaus towards ES

AIST-SC 20TF 
1Q2004

Osaka-U


