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ペタコン「TSUBAME」の増強 

～防災・環境・医療領域における急激な需要の

増加へ対応～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京工業大学学術国際情報センター（以下、

GSIC）は、今秋までに、現有する TSUBAME2.0 を 

TSUBAME2.5 として理論演算性能値は単精度 17

ペタフロップス、倍精度で 5.7 ペタフロップス（1 秒

間 に  5700 兆 回 の 浮 動 小 数 演 算 が 可 能 ） と 

TSUBAME2.0 に比べ約 2.4 倍の世界最高レベル

へと大幅な性能向上となる増強を実施することに

なりました。 

TSUBAME2.0 は GSIC が中心となり、日本電気株

式会社（以下ＮＥＣ）、日本ヒューレット・パッカード

株式会社（以下日本 HP）、エヌビディア・ジャパン

（以下 NVIDIA）などが開発した日本初のペタコンと

して 2010 年より稼動してきました。本システムは、

稼働開始直後より高い利用率をもって活用されて

おり、中でも 2011 年 3 月 11 日の震災の以降、

防災・環境・医療などの領域で様々な課題が浮き

彫りになり、スーパーコンピュータを活用した研究

開発による解決が期待されています。GSIC では、

予てより先端研究基盤共用・プラットフォーム形成

事業や TSUBAME 共同利用を通じて、産業利用へ

の貢献を行ってきました。この度の大幅な性能増

強は、社会貢献アプリケーションをはじめ、産業利

用を含めた需要の急激な増加への対応を行うこと

を目的にしています。 

この度の性能向上は、2015 年末に導入予定の 

TSUBAME3.0 に繋がる重要なステップであり、技術

的な要素を含む種々のハードルを克服して実現し

ました。 

今秋稼動予定の TSUBAME2.5 への増強 

GSIC は、今秋に稼働予定の「クラウド型グリーン

スーパーコンピュータ TSUBAME2.5」への増強を、

2013 年 7 月 12 日に落札したＮＥＣと日本 HP とと

もに開始する。 

TSUBAME2.0 は、 2 .4PFlops の計算性能と 

7.2PBytes のストレージを備え、2010 年には世界

のスパコンランキングの指標として用いられる The 

Top 500 で 4 位に認定されただけでなく、スパコン

の省電力性能の世界ランク The Green 500 で運

用中のスパコンでの第 1 位、2011 年には近年重

要とされているスパコンの大規模データ処理の性

能を競う The Gra ph 500 にて 3 位、ならびに実

用的な科学技術計算で最も優れた性能を達成し

たグループに与えられる ACM Gord on Be ll 賞

特別賞の獲得などを致しました。しかしながら本シ

ステムの利用率は繁忙期には利用率 9 0%以上、

時には 99%に達しており、運用予定期間を 2 年以

上残した現時点ですでに計算資源が逼迫している

状況となっている。 

TSUBAME2.5 は、理論演算性能値は 5.7 ペタフ

ロップス（1秒間に 5700兆回の浮動小数演算が可

能）と TSUBAME2.0 に比べ約 2.4 倍の世界最高レ

ベルとなる。また単精度の理論演算性能値では約 

17 ペタフロップスとなる。 TSUBAME2.5 では、現有

の TSUBAME2.0 では実現できない規模の並列計

算を可能とし、今後も大幅な増加が予想される超

大型計算の需要を満すとともに、スーパーコンピュ

ータ「京」や他の大学の情報基盤センターと連携し

て、社会貢献アプリケーションの莫大な計算需要

に応えていく。 

増強にあたっては、電力不足という社会的要請 
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も鑑み、現在の消費電力と同等または減少させる

ものである必要がある。このために、現有の GPU ア

クセラレータを全部または一部置き換える形で増

強装置の導入を行う。また現システムで稼働してい

るユーザ各自のアプリケーション及び商用アプリケ

ーションを継続的に利用できる必要がある。 

【用語解説】 

・TSUBAME：Toky o-tech Su perc om puter and 
UBiquit ous ly Accessib le Mass -st orage 
Envir onment の略。 

・HPC：( High Perf ormance Com puting)高性能科学
技術計算、つまりスーパーコンピューティングの一般名
称。 

・ペタフロップス：( Peta Flops)フロップスは一秒間で
何回浮動小数点の演算ができるか、という性能指標で、
ギガ( 10 の 9 乗)、テラ ( 10 の 12 乗)、ペタ ( 10
の 15 乗)など。これ以上は絶対に出ないという「理論
値」と、実際にアプリケーションを動かして得られ変動す
る「実測値」があり、常に理論値 >実測値である。 2009
年 11 月に理論値・および Top500 ベンチマークの実
測値が共に世界一なのは米国 Oak Ridge（オークリッ
ジ）国立研究所にある Cray Jaguar システムで、理論
値 /実測値 = 2.33/ 1.76 ペタフロップスである。 

・GPGPU：( Genera l-pur pose Gra phics Pr 
ocessing Unit)本来はコンピュータグラフィックス専門
のプロセッサだったが、グラフィックス処理が複雑化する
につれ性能および汎用性を増し、現在では実質的には 
HPC 用の汎用ベクトル演算プロセッサに進化している。 
TSUBAME2.5 で用いるのは米国 NVIDIA 社製 Tes la 
K 20X で、一台あたり 1310 ギガフロップス。 

TOP500 のランキングルールが変

わる? 

LINPACK に変わるベンチマークが提案 

  2013 年 6 月に発表された第 41 回 TOP500 で、

中国の天河 2 号が LINPACK で 33.86PFlops をた

たき出して 1 位になったことは一般紙でも報じられ

ている。しかし、今回、TOP500の主催者の 1人であ

る テ ネ シ ー 大 の Jack Dongarra 教 授 か ら 、

LINPACK に変わるベンチマークの提案が行われ、

将来、ランキング方法が変わる可能性が出てきた。 

LINPACKは連立 1次方程式を解くという計算で、

TOP500の初期には 100元とか 1000元の連立方程

式を解いていたが、スパコンの性能向上に伴い、

現在では、元数は自由に選んでよいことになって

いる。 

大きな元数を選んだ方が高い性能を出し易いの

で、京コンピュータでは 1187 万 208 元、天河 2 号

では 996 万元の連立方程式を解いている。そして、

京コンピュータの場合は、この計算に約 23 時間を

要しており、天河 2 号の場合は 5～6 時間と思われ

る。しかし、プログラムのチューニングを行い、何回

も走行を行って、良いスコアを登録するためには、

この何倍、あるいは何十倍もの時間スパコンを使う

必要がある。京コンピュータの場合、電気代だけで

も 1 日 300 万円程度かかり、LINPACK の測定はか

なり高くつく。 

有限要素法で建物の耐震性などを評価するとき

には、連立 1 次方程式を解くことが必要となる。車

の衝突時の変形を詳細に解析するには 1000 万元

必要とか、さらに、大きい元数が必要という問題も

どんどん出てきており、京スパコンや天河 2 号の

LINPACK 計算での元数は特に大きいとは言えない。 

しかし、有限要素法の場合、力を及ぼすのは隣

接する節点の間だけであり、連立方程式の係数が

非ゼロになるのは隣接する節点間に対応する項だ

けで、大部分の係数はゼロとなっている。このよう

な大部分がゼロの行列を疎行列(スパースマトリク

ス)という。 

一方、LINPACK の場合は、すべての係数がゼロ

ではない密行列の連立 1 次方程式を解いており、

必ずしも現実の問題で出てくるパターンと一致して

いない。このため、LINPACK で高い性能を出すよう

に設計したマシンは、現実の科学技術計算のニー

ズと必ずしも一致していないという問題が出てきて

いるという。 

そこで、 Sandia国立研究所の Michael Heroux

氏と Dongarra 教授は、このような疎行列の巨大連

立 1 次方程式を解く、Conjugate Gradient(共役

勾配)法に基づくベンチマークを提案している。共

役勾配法では、係数行列と解の初期値のベクトル

の積と誤差を計算し、誤差が小さくなるように解を

初期値から変更していく反復法で解を求める。 

疎行列であるので、各行の中で非ゼロの係数だ

けを、その列位置と値だけを記憶する Sparse Row

という形式で格納し、スパコンで分散処理を行う場

合は、各計算ノードは係数行列の一部の行を分担

する。 

LINPACK では主要な計算は、密行列同士の積

の計算となるが、共役勾配法での主要な計算は疎

行列と密ベクトルの積となり、計算の比重が下がり

メモリアクセスの比重が多くなる。また、密行列の場

合は連続、あるいは一定のストライドでメモリを読ん

できて対応する要素を掛ければよいが、疎行列の

場合は飛び飛びの位置の要素が格納されている

ので、対応する要素を掛けるためのメモリアクセス

が複雑になる。 

そして、非ゼロの係数の位置によっては自分の

ノードの分担範囲外の解の値が必要になるので、

その解の値を分担している計算ノードに MPI 通信

でデータを要求する必要がでる。また、次の解の

補正値を計算するには、反復ごとに全てのノード
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の計算結果を集める必要があり、MPI 通信の All-

Reduce(全ノード間の通信)が必要となる。 

このような処理パターンは、有限要素法などの

現実の変微分方程式の解法と近く、現在使用され

ている LINPACK よりも現実の科学技術計算の性能

評価に適しているという。 

どの程度、非ゼロの要素があるか、非ゼロの要

素がどのように分布しているかによって計算量や

通信パターンが変わってくるが、今回の提案では、

具体的にどのような疎行列とするかには触れられ

ておらず、実際に TOP500 での採用には、まだ、議

論が必要という印象である。しかし、LINPACK が現

実の問題の特性からずれてきており、その役目を

終えつつあることは広く認識されているので、この

提案が検討されることは間違いないと思われる。 

共役勾配法のベンチマークは、LINPACK と比べ

るとメモリアクセスやノード間通信の比重が増え、メ

モリアクセスも複雑になるなど、GPU にとってはやや

不得手な処理が増えることになると思われ、このベ

ンチマークが採用されると、TOP500 のランキングに

ある程度影響が出てくると思われる 

 

地震ハザードカルテ 

住所で危険度を診断−−防災科学技術研究所 

 住所を入力すると、将来、その場所が強い地震

に見舞われる危険度を知らせるインターネット上の

サービス「地震ハザードカルテ 10+件」を、防災科

学技術研究所（茨城県つくば市）が開発した。８日

から試験公開を始める。家庭での防災対策や教育、

不動産購入時などでの活用が見込まれる。 

 政府の地震調査研究推進本部がまとめた地震の

予測を基に、入力された住所の２５０メートル四方

での地震危険度を診断する。３０年または５０年以

内に震度５弱以上の地震が起きる確率、表層の地

盤の固さ、夜間人口など８項目について、危険度

をＡ（低め）〜Ｅ（高め）の５段階で示す。サービス

のアドレスは、 

http://www.j-shis.bosai.go.jp/labs/karte 。 

『地震ハザードカルテ』とは、各地点の地震ハザー

ド情報をまとめたもので、任意の場所を検索してそ

の場所に関する地震危険度の診断書を作成する

ことができます。国により一元的に評価された地震

ハザード情報の見せ方の一つとして、検討中のコ

ンテンツを用いて実験的に開発したサービスで、

健康診断の結果通知書のように地震の危険度を

一覧表示することができます。 

『地震ハザードカルテ』では、その場所がある一定 

期間に見舞われるであろう震度(5 弱以上、5 強以

上、6 弱以上、6 強以上)に関する確率などの情報

やその場所における地盤が軟弱であるか否かの情

報などと、それらをまとめた総合評価の情報を閲覧

することができます。 

【活用方法】 

1．住民の皆様にはワークショップや家庭で対策を

進めるための根拠 

2．保険・不動産などの事業者の皆様にはお客様

向けのサービス資料 

3．教育関係者の皆様には地域の地震ハザード情

報の見方を教える教材 

4．IT 関係者の皆様には J-SHIS Web API のレス

ポンスを表現する一事例 

上記のように活用することで、地震の揺れの危険

に対する認識を広めることが可能です。 

【防災科学技術研究所について】 

災害に強い社会の実現を目標に、防災のための

科学技術の研究に取り組んでいる文部科学省所

管の独立行政法人です。 

 

 
 

兵庫県宝塚市仁川月見ヶ丘付近を調べて視

ました。 
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30 年以内に震度５強が起きる確率が 84.8％。 

やはり、用心は必要ですね。 

消防庁推奨の緊急災害用の避難グッズ  

印かん、現金、救急箱、貯金通帳、懐中電灯、ライ

ター、缶切り、ロウソク、ナイフ、衣類、手袋、ほ乳

びん、インスタントラーメン（簡易食料）、毛布、FM

文字多重放送受信機能付ラジオ、食品、ヘルメット、

防災ずきん、電池、水、タオル、これらをまとめて入

れられるカバン・バッグ 

 

 


