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システムソフトウェアの概要 
富士通では、スーパーコンピュータ「京」（*1）をはじめ、ペタス

ケール規模のシステムの運用とアプリケーション利用環境を提供
するシステムソフトウェア「FUJITSU Software Technical 
Computing Suite」(以降、Technical Computing Suite と表記)を
開発してきました。FUJITSU Supercomputer PRIMEHPC FX100
（以降、PRIMEHPC FX100 と表記）では、従来の FUJITSU 
Supercomputer PRIMEHPC FX10（以降、PRIMEHPC FX10 と表記）
を継承し、来るべきエクサスケール時代を見据えた CPU の高密度
化と省電力化を行いました。「京」の大規模運用の実績を元に、シ
ステムソフトウェアの性能改善と機能強化を行っています。 

以下に、PRIMEHPC FX100 のシステムソフトウェアの体系と概
要を示します。 

 

 
 
 
オペレーティングシステムは、科学技術計算向けプログラムが

PRIMEHPC FX100 を利用するためのアプリケーションプログラミ
ングインターフェースを提供しています。「Technical Computing 
Suite」は、利用者のプログラム実行環境や管理者向け運用機能を
提供する HPC ミドルウェアです。 

 
次に、各ソフトウェアの性能改善や機能強化ポイントを説明し

ます。 
 
■ オペレーティングシステム（HPC 向け Linux OS） 

Linux カーネルをベースとした OS です。高機能プログラミン
グ言語や多数のアプリケーションを容易に移植できるように、
OS ライブラリを約 800 パッケージに拡充しました。また、
PRIMEHPC FX100 の超並列性能を最大限に引き出すため、シス
テムノイズを削減しています。 

 
■ 運用ソフトウェア 

多数の利用者がプログラムを実行できるようにするため、効
率よく計算機資源を割り当てるソフトウェアです。また、大規
模システムの全体を容易に管理でき、一部で故障が発生しても、
システム全体としては運用を継続できます。 

 
・システム運用管理 

数百～数万の計算ノードを、統一された集中管理ビューで表
示します。集中管理ビューでは、システムの起動・停止を制御
し、異常箇所を監視・切り離すことでシステム自動運転を可能
にしています。「京」で実現した大規模システムの管理基盤技術

をさらに拡張し、PRIMEHPC FX100 や PC クラスタのハイブリ
ッド構成を管理できるようにしました。 

 
・ジョブ運用管理 

数万ノードを使用する単一のジョブ投入だけでなく、多数の
利用者のジョブ投入、豊富なジョブバリエーションを考慮し、
大規模システムの効率的なジョブ・スケジューリングを可能に
しています。PRIMEHPC FX100 では、小規模構成でも効率のよ
い運用が可能なジョブ割り当て機能を追加しました。 

 
■ 分散ファイルシステム（FEFS） 

「京」をベースにした、大規模システムに対応する高速のフ
ァイルシステムです。「京」のファイルシステムは、以下の特長
があり、大規模環境でも高速に利用できます。 
 大規模システムに対応しています。数千台規模のストレ

ージ装置（OSS/OST）（*2）から構成されるファイルシステ
ムを、10 万規模のクライアントから安定した状態で利用
できます。 

 ペタバイトクラスの大容量までサポート可能なファイル
システムです。 

 一部の利用者が大量のファイル I/O を行っても、ほかの
利用者のファイル I/O が停滞しません。 

PRIMEHPC FX100 では、これらをベースに、さらにジョブ内
の特定のプロセスが大量のファイル書き出すための、単一プロ
セスの I/O 性能を改善しています。 
 
■ アプリケーション開発製品 

Fortran、C、C++ 言語で記述された科学技術計算向けプログ
ラムの開発（コンパイル、デバッグ、チューニングなど）およ
び実行を支援する統合的なソフトウェア群です。自動並列化、
OpenMP、MPI および XPFortran 言語、といった並列化技術も
サポートしています。 

 
・コンパイラ、並列言語、MPI、数学ライブラリ 

PRIMEHPC FX10 アプリケーションの上位互換を担保しつつ、
HPC-ACE2 や新しい言語規格へ対応しています。科学技術計算
向けプログラムを、PRIMEHPC FX100 のハードウェア機能を活
用し、並列処理によって高速に処理を実行することができます。 

 
・開発支援ツール（アプリケーション開発環境） 

ラージページメモリ獲得・解放関数の処理コスト情報も利用
できるようになりました。オペレーティングシステムがアプリ
ケーション層から収集した情報をグラフィカルに参照すること
ができるため、超並列コンピュータのアプリケーション・チュ
ーニングが効率よく行えるようになりました。 
 
これらのシステムソフトウェアにより、数万台規模の大学の計

算機センター、研究機関におけるアプリケーションの開発、およ
び科学シミュレーションの実行から分析までの一連の業務を容易
にサポートできます。 
 

システムソフトウェアの特長 

 

図 1 システムソフトウェアの体系 
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100 ペタスケール実現の課題とソフトウェアの取り組み 

多数の利用者が効率よく 100 ペタスケールの超並列システムを
利用できるようにするために、以下を目標としてシステムソフト
ウェアを設計・開発しました。 

 大規模システムの効率利用 
 容易なアプリケーション開発 
 高並列シミュレーションの実現 

 
■ 大規模システムの効率利用 

PRIMEHPC FX100 では、システム管理機能およびジョブ運用
管理機能によって管理者、利用者が数百～十万台規模の計算ノ
ードを一元的に管理することができます。これにより、大規模
システムを効率的に利用でき、さまざまな規模での利便性を図
っています。 

 
・アシスタントコアの活用 - その 1 システムノイズの削減 - 

システムノイズ（OS ジッタ）はジョブ実行の外乱となり、数
万ノードの計算では外乱がノード数に比例して増大して性能低
下につながる場合があります。 

OS ジッタの指標は、平均ノイズ率と最大ノイズ長から算出さ
れます。平均ノイズ率は、ノイズの発生頻度を表し、計測用プ
ログラムの理論上の処理時間と実際にかかった処理時間から算
出されます。一般的な Linux サーバでは 10-3 %台ですが、「京」
や PRIMEHPC FX10 では 10-5 %台の平均ノイズ率を達成しまし
た。 

最大ノイズ長は、ノイズとなる OS プロセスの最大実行時間で
す。PRIMEHPC FX100 では、アシスタントコアをシステムデー
モンや I/O 処理専用として CPU 帯域を分離する機能を開発し、
ノイズとなる OS プロセスをアシスタントコアで実行するよう
にしました。これにより、最大ノイズ長を、「京」や PRIMEHPC 
FX10 の約 3 分の 2 に改善しました。 

 
表 1 システムノイズ比較 

 PRIMEHPC FX100 PRIMEHPC FX10 PC クラスタ 
平均ノイズ率 5.10×10-5 5.20×10-5 1.08×10-3 
最大ノイズ長
(μs) 

38.0 59.4 931.7 

 

・アシスタントコアの活用 - その 2 非同期通信処理の実現 - 
従来システムでは、MPI 内部の制御通信が通信相手からの応

答を待ってからジョブの演算処理を開始していました。これに
対して、通信相手の応答をアシスタントコアで行い、ジョブの
演算を応答待ちとオーバーラップさせて実行する方法がありま
す（ノンブロッキング通信機能）。 

PRIMEHPC FX100 では、アシスタントコアに MPI 非同期通信
スレッドを割り当てて、通信と演算の非同期化を実現しました。
さらに CPU 高負荷時でも MPI の非同期通信スレッドを高優先度
で動作させる処理を Linux カーネル部に実装し、MPI 通信の応
答保証機能を実現しました。 

 
・アシスタントコアの活用 - その 3 ファイル I/O 処理とジョブ

の分離強化 - 
インターコネクトで相互接続されている計算ノードから

InfiniBand などのデータ転送ネットワークに接続されている
FEFS を使用するため、I/O 処理のルーティングを行っています。
「京」や PRIMEHPC FX10 では、IO 専用ノードで I/O 処理のル
ーティングを行いますが、PRIMEHPC FX100 では、アシスタン
トコアでルーティング処理を実行することで、IO 専用ノードが
不要になりました（計算ノード兼中継ノード）。また、計算ノー
ドの FEFS クライアント機能をアシスタントコアで処理するよ
うにし、ファイル I/O 処理とジョブの通信処理の分離を実現し
ました。 

 
・高信頼性、高可用性の実現 

ソフトウェアの異常も含めてシステムの故障件数はハードウ
ェアの規模に比例して増加するため、特に、大規模なシステム
では異常を早期に検出して隔離・復旧することが重要です。 

PRIMEHPC FX100 のシステム管理ソフトウェアは、
PRIMEHPC FX10 で実装済みであるオーバーヘッドの少ない階
層管理を継承することで、タイムリーに異常が検出され、自動
的にジョブが再実行されます。 

利用者は、システムの異常を意識することなく、シミュレー
ションの結果を得られます。 

 
・多数の利用者での共用 

利用者は、ジョブ運用管理システムによって、多数の計算ノ
ードを使用する大規模なシミュレーション、および、さまざま
なパラメータや入力データを扱う多数の小規模シミュレーショ
ンを実行できます。 

「Technical Computing Suite」では、「システム使用効率を
優先する」や「ジョブの実行性能を優先する」など管理者が決
めた運用ポリシーで計算機センターを運用できるように、ユー
ザーアプリケーションへの資源の配分や、I/O 帯域の割当方法を
設定できます。 

ジョブスケジューラー機能では、計算機センターの運用規則
に従って、利用者が公平にシステムを利用できるように実行す
るジョブを選択し、またシステムの無駄な空きが少なくなるよ
う計算ノードをジョブに割り当てます。また FEFS では、一部の
利用者による I/O 資源の占有を防止するためのフェアシェア機
能を提供します。 

 

図 2 システムソフトウェアの動作環境 
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■ 容易なアプリケーション開発 
一部のスーパーコンピュータでは、標準的な UNIX に対して

機能を限定した独自の OS とコンパイラを提供しており、既存の
アプリケーションを動作させるためには移植や検証が必要でし
た。 

PRIMEHPC FX100 では、OS とコンパイラの業界標準 API サ
ポートを継承し、標準規約に準拠した Fortran/ C/C++コンパイ
ラ、MPI ライブラリの新規格に対応しました。 

 
■ 高並列シミュレーションの実現 
・並列プログラミングモデル 

エクサスケールのメニーコアにも対応できるように、ハイブ
リッドモデルの自動並列コンパイラのコア間性能の強化を進め
ました。 

また、ハイブリッドプログラムごとに最適なプロセス数やス
レッド数が異なるため、アプリケーション単位にスレッド数を
指定できるジョブ実行環境を開発しました。 
 
・並列ファイルアクセス 

多数の計算ノードを利用した高速なシミュレーションの実現
には、入出力データに対して高速にアクセスすることが重要で
す。PRIMEHPC FX100 では、ファイルサーバを分散し、MPI-I/O
により並列にファイルにアクセスすることで、大規模なデータ
の入出力処理を短時間で行うことを実現しています。 

 
*1  理化学研究所と富士通が共同で開発。「京」は理化学研究所の登録商

標です。 

*2  OSS（Object Storage Server）は、ファイルデータを制御するサーバ

です。OST（Object Storage Target）は、OSS に接続するストレージ

機器です。 
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システム運用管理への取り組み 
近年のスーパーコンピュータシステムではシステム性能の向上

を目的として、数千～数万の計算ノードで構成されることが一般
化してきています。このような大規模なシステムを効率的に運用
するためには、状態管理および運転制御を容易にするための「シ
ステム運用管理」がより重要になってきています。 

富士通では、「京」の運用経験を生かし、PRIMEHPC FX100 を
含めた大規模システムを効率的に管理できるシステム運用管理を
開発しました。 

 
 超大規模システムまで対応可能なスケーラビリティの実現 

・階層管理による監視処理の負荷分散 
・通知処理の取りまとめによる頻繁な通信の削減 

 柔軟かつ効率的なシステム運用の実現 
・複数のクラスタを集中管理 
・導入から保守、通常業務監視まで一貫管理 
・運用に合わせた柔軟なシステム構成変更 

 運用を止めない高可用性システム 
・異常検知時のジョブの自動再投入 
・重要ノードの冗長化と自動切り替え 

 

 
 

 
 
上記を実現するためのシステム運用管理の機能および実現手段

について、以降で紹介します。 

超大規模システムまで対応可能なスケーラビリティの実現 
■ 階層管理による監視処理の負荷分散 

超大規模構成時の監視などの処理負荷を分散するために、シ
ステム運用管理では図 3 のような階層構造で処理を行うことで
効率化を図っています。 

全体を「ノードグループ」という論理概念に分けます。ジョ
ブ管理サブノードがノードグループの範囲でシステム運用管理
処理の一部を分担することによって、システム監視およびシス
テム制御の負荷分散を図っています。この階層構造により、さ
らにノードを増やした場合でもノードグループを追加していく
だけで容易に管理が可能になり、システムの拡張性を高めるこ
とができます。 

 
■ 通知処理の取りまとめによる頻繁な通信の削減 

システム内にある数千台～数万台の計算ノードの死活監視お
よびサービス状態の監視を 1 台のノードで実施すると、大きな
負荷が 1 箇所に集中することになります。そこで、運用管理ソ
フトウェアでは、ノード構成の階層化および PRIMEHPC FX100
独自の機能を使用して、監視の効率化を図っています。 

下位で発生した計算ノードの異常を上位に通知していく場合、
上位のノードが下位のノードからの通知を一定数、取りまとめ
て通知します。これにより、多数の計算ノードの状態が急に変
化しても、大量の通知が何度も送られることはなく、効率よく
上位に通知できます。 

 
柔軟かつ効率的なシステム運用の実現 

■ 複数のクラスタを集中管理 
PRIMEHPC FX100 で構成するノードグループ、PC サーバで構

成するノードグループ、およびディスク装置で構成するストレ
ージ群を「クラスタ」として扱い、図 3 のようにクラスタ単位
で運用管理を行います。 

小規模な PRIMEHPC FX100 のノードグループと PC サーバの
ノードグループは、1 つのクラスタ構成にすることもできます
（ハイブリッド構成）。 

 
■ 導入から保守、通常業務監視まで一貫管理 

管理者は、制御ノードで、導入から保守までの業務を集中管
理できます。 
 
・分散処理型インストーラーによるソフトウェアの導入 

大量のノードグループに、OS やさまざまなパッケージをイン
ストールするには、非常に時間がかかり、その後の管理も難し
くなります。そこで、PRIMEHPC FX100 では、大規模システム
に対応したインストーラーを提供します。このインストーラー
は、ノードグループの階層構造に対応しており、パッケージや
設定ファイルの適用状況を一括して管理できます。 

図 3 のように、制御ノードがインストールサーバとなり、ジ
ョブ管理サブノードと boot サーバ機能付き計算ノードが中継
のインストールサーバとなります。3 階層でのインストール構
造となり、処理の分散と高速化を図ることができます。制御ノ
ードのインストーラーが、インストール情報や設定ファイルの
内容を一元管理し、中継のインストールサーバと同期を取りな

システム運用管理 

 

図 3 グループ化および階層化による超大規模システムの管理 
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がら、システム内の状態を一様に保ちます。これにより、管理
者は大きな手間をかけることなく、大規模システムのインスト
ールを実施し、パッケージとそれらの設定情報を管理できます。 

 
・表示内容のサマライズ 

大規模システムのノード数は 10 万ノードを超えます。この状
態を、ターミナルへコマンドラインで単純に 1 ノード／1 行で
表示すると、10 万行もの大量の表示となってしまいます。この
ような表示では、システムの全体像の把握が困難で、重要な情
報を見落としてしまう可能性があります。このため、PRIMEHPC 
FX100 では、PRIMEHPC FX100、PC サーバ、ストレージシステ
ムのクラスタ単位で、各ノードの稼働状況別の件数だけを表示
する形式を標準としました。図 4 のように、（1）サマライズ表
示から故障のあるクラスタを特定し、（2）故障オプション指定
で故障ノードを絞込み、（3）ノードオプション指定で故障の詳
細情報を段階的に把握できます。 

 

 
 
 

・システム構成情報・状態表示の統一 
システムを構成する各ノードには、そのノードの実装 CPU 数

や実装メモリ量のようなハードウェアの情報や、そのノードに
設定されている IP アドレスやノードの役割のようなソフトウェ
アの設定情報など、さまざまな情報があります。また、それら
のノードに電源が投入されているか、何らかのハードウェア故
障またはソフトウェア異常が発生していないか、といったノー
ドの状態に関する情報なども存在します。 

システムの大規模化に伴い、利用者や管理者が把握したい情
報は多岐にわたります。システム構成情報は、利用者や利用シ
ーンに応じて、さまざまなコマンドで扱われます。コマンドの
表示形式や指定形式が統一されていないと、利用者が混乱して
しまいます。このため、PRIMEHPC FX100 向けの各種ソフトウ
ェアでは、システム構成情報に関する表現形式の統一を図って
います。 

 
■ 運用に合わせた柔軟なシステム構成変更 

共同利用センターでは、さまざまなジョブ運用ポリシーに対
応するため、リソースユニットを定義して運用します。リソー
スユニットは、クラスタ内のノードを論理的に分割する単位で、
この単位でジョブスケジューラー機能を起動できます。
PRIMEHPC FX100 では、計算クラスタ内に複数のリソースユニ
ットを定義できます。運用中でもリソースユニットの拡大、縮
小、分割、結合といった構成を動的に変更できます。 

また、共同利用センターでは、特定の利用者に計算ノードを
貸し出すことがあります。PRIMEHPC FX100 では、インターコ
ネクトの通信をクラスタ単位に閉じ込める機能を使用すること
で、セキュアな貸し出し運用が行えます（パーティション設定）。 

 

運用を止めない高可用性システム 
■ 異常検知時のジョブの自動再投入 

PRIMEHPC FX100 ではノードの異常を 2 種類の方法で検知で
きます。1 つ目がソフトウェアによるシステム監視です。ノー
ドグループの階層構造を使用して、負荷を分散しながら効率よ
くノードやサービスの状態を収集し、ノード異常を検知します。
2 つ目がハードウェアによる異常通報との連携です。PRIMEHPC 
FX100 には、ノードやインターコネクトに関わるハード異常を
通報する仕組みがあり、その通報によってノードの異常を即座
に検知できます。 

これらの方法でノード異常を検知し、該当ノードを運用対象
から除外します。同時に、該当ノードを含む、実行されている
ジョブプロセスをすべて終了させ、利用可能なノードでジョブ
を自動的に再実行することによって、運用を継続できます。 

 
■ 重要ノードの冗長化と自動切り替え 

PRIMEHPC FX100 の運用管理に欠かせない重要なノードとし
て、制御ノード、ジョブ管理ノード、ジョブ管理サブノードな
どがあります。これらの重要なノードが故障によって起動でき
ない状態になると、システムの運用のすべて、もしくは一部が
停止し、運用を継続できなくなってしまいます。そこで、
PRIMEHPC FX100 では、これらの重要なノードをすべて運用系、
待機系の冗長構成にすることを可能にしました。運用系のノー
ドの異常を検知した場合には、自動的に待機系のノードに切り
替えて、運用を継続させることができます。これにより、運用
が継続できないような事態を避けることができます。 

 
図 4 段階的な情報把握 
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ジョブスケジューラー開発への取り組み 
富士通では、10 万ノード規模の大規模システムでも、利用者が

ストレスを感じることなく大量のジョブを操作できるバッチジョ
ブ実行環境（ジョブスケジューラー）の開発に取り組んできまし
た。 

PRIMEHPC FX100 のジョブスケジューラーは、約 8 万ノード規
模で実績のある「京」の大規模ジョブスケジューラーをベースに、
さらに機能を強化しています。 

ここでは、「京」のジョブスケジューラー機能と、PRIMEHPC 
FX100 の特長である機能強化点について紹介します。 

 
「京」のジョブスケジューラー機能 

システム規模の拡大に伴い、ジョブスケジューラーが扱うジョ
ブ数も飛躍的に増大します。「京」は 100 万を超えるジョブをシ
ステムで扱うため、超大規模システムにおける以下のジョブ運用
機能を開発しました。 

 
 多数のジョブを確実に制御する機能（大規模対応） 
 共同利用センターの多種多様な要件への対応（運用性） 

 
■ 多数のジョブを確実に制御する機能（大規模対応） 

大規模システムの高速で確実なジョブ管理システムを実現す
るため、以下の仕組みを提供しています。 

 
 ジョブごとに使用する計算資源を事前予約し、言語システム

（ランタイム）と連携した CPU コアへのスレッド／プロセス
のくくり付け（バインド）による高速実行などを行います。
（資源管理機能） 

 インターコネクトの特性を十分に活用するため、並列ジョブ
は隣接した計算ノードに割り当て、空きノードが連続するよ
うにノード割り当てを制御します。（Tofu（Torus fusion）イ
ンターコネクトの活用） 

 膨大な計算資源の中からジョブ実行に最適な計算資源を選択
する処理を並列処理化することで、選択処理コストを低減し
ます。（ジョブスケジューラー機能） 

 システム稼働率の向上のため、大規模ジョブの実行開始まで
に生じる計算資源の空き時間に、大規模ジョブの実行予定時
刻内に終了する小規模ジョブを先に実行します。（バックフ
ィル機能） 

 ジョブの管理ノードや計算ノードのノードグループの階層
構造を利用して効率よくプロセス生成や管理を実施するこ
とで、ジョブを高速に起動します。（分散並列実行機能） 

 ジョブの受付から終了までの処理フローをマルチプロセス、
マルチスレッド化し、操作レスポンスを改善しています。（レ
スポンス） 

 
■ 共同利用センターの多種多様な要件への対応（運用性） 

スーパーコンピュータシステムは、主に共同利用センターで
運用されることが多く、センターごとにジョブ実行に関する運
用ポリシーが細かく異なります。富士通では、これまでお付き
合いいただいたお客様からの運用要件を随時製品へ取り込み、
機能的なエンハンスを実施してきました。 

 共同利用センターごとに異なる運用ポリシーへ柔軟に対応
するため、ジョブ ACL 機能を開発しました。「京」では、管
理対象を以下の 2 つに集約することにより、管理者による管
理作業を低減します。（ジョブ ACL 機能） 

・ジョブ実行時に、そのジョブへ適用する制約事項（ジョ
ブ実行に必要な資源量の下限・上限、省略時に採用すべ
き標準値など） 

・どのジョブを優先的に実行するのかといった、ジョブ運
用全体の運用上のポリシー 

 パラメータ・スタディのような計算手法に対応するために、
パラメータのみを変更した同一処理内容のジョブの大量投
入が可能です。（バルクジョブ機能） 

 大量ジョブ数でも容易な状況把握が行えるように、ジョブの
サマリー表示から必要な詳細情報を取捨選択できます。（表
示インターフェース） 

 
PRIMEHPC FX100 のジョブスケジューラーの特長 

「京」のジョブスケジューラー機能に加えて、小規模センター
のシステム稼働率改善やメニーコアの活用に取り組みました。 
また、気象分野のお客様からご要望の多い緊急ジョブや PC サーバ
のジョブと組み合わせて実行する運用機能を追加しました。 

 
■ 高稼働率機能 
・ジョブ割り当て方法の拡充 

ジョブの通信性能の保証や、早期の実行などの利用者からの
要求に応じてジョブの割り当て方法を選択できます。 

 
・トーラスモードによるノード占有割り当て（「京」、

PRIMEHPC FX10、PRIMEHPC FX100） 
従来の割り当て方法です。割り当ての最小単位を 3x2x2
ノードの Tofu 単位としています。常に 6 次元メッシュ／
トーラス上で物理的に同一形状で割り当てることが可能
なため、通信の最適化が図れるとともに、性能ブレを抑
えることができます。 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
・メッシュモードによるノード占有割り当て（PRIMEHPC 

FX100） 
最小単位を 1 ノードとする割り当て方法です。6 次元メ
ッシュ／トーラス上での物理的な形状が保証されないた
め、若干通信性能のブレを引き起こす可能性があります
が、トーラスモードと比べ余分なノードを必要としない
ため、ノードの使用率を高めることができます。 

ジョブ運用管理 

 

図 5 トーラスモードによるジョブ割り当て 

ジョブ C 

ジョブ A 

ジョブ B 
未使用 

Tofu 単位 
(3x2x2 ﾉｰﾄﾞ) 

ノード
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・メッシュモードによるノード使用率の改善効果 

実運用で使用されているジョブ運用データを使用し、実
際にメッシュモードでのノード使用率の改善効果をシミ
ュレーションにより、評価しました。ジョブ運用データ
は、JAXA 様で使用されているジョブ運用データをご提供
いただき、約 1 ヶ月分のジョブを同時に投入した際のジ
ョブスケジューリング状況をシミュレーションすること
により、メッシュモードの改善効果を評価しました。ノ
ードの使用率とジョブの規模ごとの実行待ちのシミュレ
ーション結果を図 7、図 8 および表 2 に示します。中・
大規模ジョブの実行分布には大きく影響を与えずに、ノ
ード使用率が上がり、システムスループットの向上が図
れていることが確認できます。また、小規模ジョブに注
目すると、ジョブ実行待ちが残っている状態でのノード
使用率は 86.2%から 91.9%、ジョブ実行待ち時間は
638,220 秒から、415,560 秒に大幅に改善されています。
これは、メッシュモードにより大規模ジョブ実行時の余
りのノードが小規模ジョブに有効に利用されたことを意
味します。 
メッシュモードにより、多様なジョブが同時に実行され
るセンター系の運用でのノード使用率やジョブターンア
ラウンド性能の改善効果が期待できます。 

 

 
 

 

 
 

 
表 2 各モードでのジョブ待ち時間とノード使用率 

 トーラスモード メッシュモード 
すべての待ちジョブがなくな
るまでの時間 
（ノード使用率） 

700,800 秒 
（85.5%） 

669,420 秒 
（89.7%） 

小規模（12 ノード以下）の待ち
ジョブがなくなるまでの時間 
（ノード使用率） 

638,220 秒 
（86.2%） 

415,560 秒 
（91.9%） 

 
■ メニーコア活用のためのハイブリッド並列機能の強化 

エクサスケールコンピュータに向けて、CPU のメニーコア化
がさらに進むことが想定されます。PRIMEHPC FX10 では MPI
並列とスレッド並列を組み合わせて処理を行うハイブリッド並
列をサポートしていましたが、PRIMEHPC FX100 ではメニーコ
アを有効に活用できるようにハイブリッド並列の機能強化を行
いました。 

 
・マルチスケール・マルチフィジックス対応 

計算機能力の向上により、今まで計算できなかった複数の現
象を組み合わせて解析を行うマルチスケール・マルチフィジッ
クスと呼ばれる解析が可能になります。PRIMEHPC FX100 では、
ジョブスクリプト内で複数の MPI プログラムを起動し、MPI プ
ログラム間で”Establishing Communication”機能を用いて通
信することで、複数の MPI プログラムを連携させて計算するこ
とができます。このとき、MPI プログラムの最適なスレッド数
は、プログラムによって異なるため、PRIMEHPC FX100 では
MPI プログラムごとにスレッド数を指定できる機能を開発しま
した。 

 
 

図 6 メッシュモードによるジョブ割り当て 

図 7 トーラスモード（従来）のジョブ実行シミュレーション 

図 8 メッシュモード（PRIMEHPC FX100 新規）のジョブ実行
シミュレーション 

図 9 マルチスケール・マルチフィジックス 

ジョブ C

ジョブ A

ジョブ B
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・ロードインバランスの防止 
気象解析や衝突解析において、ある特定のプロセスに負荷が

集中するため、そのプロセスがネックとなり全体の性能がダウ
ンする場合があります（ロードインバランス）。ロードインバラ
ンス防止のためには、計算負荷の高いプロセスに多くの CPU 資
源を割り当てる必要があります。PRIMEHPC FX100 では、計算
負荷に応じて柔軟に CPU 資源割り当てを行う機能を追加しまし
た。 

 
 
 

■ ノード共有ジョブ 
PRIMEHPC FX100 では、コアの有効活用の手段として、ノー

ド内で複数ジョブを動作させることでコアの有効活用を行う機
能を追加しました。 

 
 
 

■ 緊急ジョブ 
PRIMEHPC FX100 では、地震発生時の急を要する津波伝播過

程のシミュレーションなどの用途に対応するため、緊急ジョブ
機能を追加しました。緊急ジョブを投入すると、ジョブスケジ
ューラーは最優先で資源の割り当てを試みます。空き資源がな
い場合は、評価方針によって選択された実行中ジョブを停止し
て解放した資源を緊急ジョブに割り当てます。 

評価方針は、以下の観点で柔軟に設定できます。 
 

 緊急ジョブの実行待ち時間が短くなるように停止ジョブを
選択する 

 システムの稼働率が高くなるように停止ジョブを選択する 
 停止影響の少ない実行中ジョブを選択するようにする 

 

・ジョブスワップの資源解放方式 
緊急ジョブ機能の資源管理では、緊急ジョブの実行待ち時間

が短くなるように、資源解放方式を以下の 3 種類から自動的に
選択します。 

 
・論理スワップ 

緊急ジョブのメモリ資源が空いている場合、対象ジョブ
から CPU だけを解放します。メモリ資源が依然として不
足する場合、パーシャルスワップ方式または物理スワッ
プ方式を選択します。 

 

 
  

 
・パーシャルスワップ 

対象ジョブのメモリ資源を部分的に解放することで、緊
急ジョブのメモリ資源が確保できる場合、対象ジョブが
使用するメモリの一部をスワップアウトファイルへ書き
出します。 
メモリ資源が依然として不足する場合、物理スワップ方
式を選択します。 

 

 
 

 
・物理スワップ 

対象ジョブの CPU とメモリの両方を解放します。メモリ
の内容はスワップアウトファイルに書き出されます。 

 

 
 

 
■ PC サーバとのハイブリッド運用 

1 台のジョブ管理ノードで PRIMEHPC FX100 と PC サーバを
計算資源として一元管理し、ジョブスケジューリングできるよ
うになりました。これにより、PRIMEHPC FX100・PC サーバそ
れぞれにジョブを投入し、ジョブ間でステップ実行（1 つのジ
ョブの実行結果を次のジョブの入力として実行）させることが
できます。 

 

図 10 ロードインバランスの防止 

図 11 ノード共有ジョブ 

図 12 論理スワップの資源解放方式 

図 13 パーシャルスワップの資源解放方式 

図 14 物理スワップの資源解放方式 
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 PC サーバのユーザー資産（アプリケーション）と、PRIMEHPC 
FX100 に最適化したアプリケーションを連携してステップ
実行できる 

 PC サーバで前処理（データ加工など）を行ったあと、大規模
シミュレーションのために PRIMEHPC FX100 でアプリケー
ションを実行し、PC サーバ上でその実行結果の後処理（デー
タ解析／可視化など）を行うといった一連の処理をステップ
実行できる 

 

図 15 ハイブリッド構成でのジョブのステップ実行 

http://jp.fujitsu.com/solutions/hpc/products/primehpc-fx100


White paper FUJITSU Supercomputer PRIMEHPC FX100 先進のソフトウェア 

Page 11 of 17  http://jp.fujitsu.com/solutions/hpc/products/primehpc-fx100/
 

スーパーコンピュータが演算能力を十分に発揮するためには、
数万ノードからのファイル I/O 時間をいかに短く抑えるかが重要
です。このためファイルシステムには高い並列 I/O 性能が求めら
れます。また、ファイルシステムの安定性はスーパーコンピュー
タの安定性に直結するため、ファイルシステムには高い信頼性も
求められます。 

ここでは性能と信頼性を両立させた分散ファイルシステム
「FEFS」について紹介します。 
 
Lustre ベースのクラスタ型ファイルシステム 

FEFS は、HPC 向けファイルシステムのデファクトスタンダード
として実績を持つ、オープンソースの Lustre ベースで、クラスタ
型の分散ファイルシステムです。Lustre の持つ高い並列性やスケ
ーラビリティなどの優れた性能・機能を継承しつつ、「京」のよう
な超大規模システムから中小規模のセンター運用まで幅広く適用
できるように富士通が拡張を行い、高性能と高い安定性、使いや
すさを実現しています。 

 

 
 

 
大規模システムでの豊富な実績 

FEFS は、「京」の開発・運用を通して培った技術を継承してい
ます。「京」での実績に加え、富士通の PC クラスタシステムや
PRIMEHPC FX10 での実績があり、お客様のシステムの安定稼働に
貢献しています。 

 
■ テラバイト毎秒を超える高いスケーラビリティ 

クラスタ型ファイルシステムの FEFS は、使用する OSS 数に
比例して総スループットをスケールアウトできます。OSS あた
り数 GB/s ですので、要求性能に応じた台数を用意することで、
必要なスループットを実現できます。「京」では 1.5 TB/s（ロー
カルファイルシステムへの並列 Read 性能）と、世界トップの
スループットを達成しています。 

PRIMEHPC FX100 は、本体装置あたり 1 ノードの IO 機能付
き計算ノードを持ち、ファイルサーバにアクセスするための
InfiniBand アダプタを搭載します。InfiniBand を搭載するノー

ド数は性能要件に応じて柔軟に選択でき、搭載数に比例してス
ループット性能をスケールアウトできます。 

 
■ 並列アプリケーションへの外乱排除 

数万ノード規模の高並列な MPI アプリケーションの性能を引
き出すには、システムデーモンによる外乱を排除することが重
要です。システムデーモンが動作すると並列プロセス間の同期
処理が遅延し、アプリケーションの実行時間が延びるためです。 

FEFS は、定期的に動作するファイルシステムデーモンの処理
を徹底的に削減し、8 万ノード規模の MPI アプリケーションの
実行時間への影響を 50μs 以下に抑えました。 

 
表 3 ファイルシステムデーモン動作時間（8 万ノード見積もり） 

ファイルシステム 
デーモン 

動作周期 Lustre FEFS 

ノード生存監視 25 sec 15 sec 4 μs 
分散ロック管理 1 sec 16 ms 21 μs 

 
PRIMEHPC FX100 は、32 個の計算用のコアに加えて、OS 用の

アシスタントコアを 2 つ備えています。I/O 処理を行うシステムデ
ーモンをアシスタントコアで動作させ、計算コアをアプリケーシ
ョンに占有させることで徹底した外乱排除を追求しました。 

 

 
 

 
 

ハード故障時にも運用を継続させる信頼性 
大規模システムの安定稼働には、性能と並んで高い信頼性が重

要です。多数のファイルサーバやストレージ装置、ネットワーク
機器で構成されるクラスタ型ファイルシステムでは、一部が故障
や停止しても、システムの運用を継続させなければなりません。 

FEFS は、ハードウェアの二重化により耐故障性を高め、システ
ム管理ソフトウェアと連携したノード監視・自動的交替により、
単点故障や保守中もファイルシステムのサービスを持続させるこ
とができます。 
 
■ 耐故障性 

数百台を超えるファイルサーバ、ストレージ装置で構成する
大規模なファイルシステムでは、故障を自動的に検出し、故障
箇所を迂回してファイルシステムのサービスを持続させること
が重要です。 

FEFS は、ハードウェアを二重化し、ソフトウェア制御によっ
てサーバおよび I/O 通信の経路を切り替えることで、単点故障

分散ファイルシステム 

 

図 16 PRIMEHPC FX100＋FEFS システム構成 図 17 アシスタントコアを活用した I/O 処理と計算処理の分離 
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時にもファイルシステムとしてのサービス持続を可能としてい
ます。 

PRIMEHPC FX100 では、IO 機能付き計算ノードの InfiniBand
が故障などで通信できなくなった場合に、別の IO 機能付き計算
ノードの InfiniBand を使うように自動的に通信経路を切り替え、
ファイルサーバへのアクセスを持続させ、耐故障性を高めてい
ます。 
 

 
 
 
 
■ 階層的なノード監視と自動交替 

大規模システムでは、人手によらない故障の検出と、その故
障が影響する範囲のノードへの交替通知を自動化することが必
須です。計算ノードとファイルサーバ間で監視パケットを飛ば
してノード状態を監視する方式では、規模のべき乗に比例して
監視パケットが大量に発生し、計算ノード間の MPI 通信および
計算ノードとファイルサーバとの間のデータ通信を阻害します。 

FEFS では、システム管理ソフトと連携して階層的なノード監
視と交替の制御を行い、通信負荷を最小化しています。これは、
PRIMEHPC FX100 ラック内の監視、複数ラックをグループ化し
たノードグループ単位での監視、その上位のノードグループの
監視とツリー上に監視を行うことで実現しています。 

 

 
 
 
 
運用性を高める機能 

多数の利用者が利用する大規模システムでは、特定の利用者が
大量にファイル I/O を行った場合でも、ほかの利用者に悪影響を
与えないことが求められます。また、計算ノードのジョブからフ
ァイルアクセスが行われている場合でも、ログインノード上の利
用者のレスポンスに影響しないことが求められます。 

FEFS は、利用者ごとのフェアシェア QoS 機能と、ログインノー
ドのレスポンス保障 QoS 機能によりこれらの課題をクリアしてい
ます。 

■ 利用者ごとのフェアシェア QoS 機能 
複数の利用者が同時に使用するログインノードでは、特定の

利用者が大量のファイル I/O を行うと、ほかの利用者のファイ
ル I/O が極端に遅くなってしまうことがあります。 

FEFS は、クライアント側で１人の利用者が同時に発行できる
I/O リクエスト数の上限を制限することで、１人の利用者から大
量に I/O リクエストが発行することによる I/O 帯域の占有を抑止
できます。 

図 20 に効果の一例を示します。ログインノードを 2 人の利
用者（ユーザーA、ユーザーB）が使用している状態で、ユーザ
ーA が多量の I/O を行った場合のユーザーB の I/O 処理時間を測
定したものです。 

 
 
 
QoS がない場合には、I/O を行うユーザーA のプロセス数の増加

に伴いユーザーB の処理が遅くなりますが（点線）、QoS を用いる
ことでユーザーB の影響が抑えられています（実線）。 
 
■ ログインノードのレスポンス保証 QoS 機能 

利用者のアクセスレスポンスは使いやすさに直結するため、
ジョブに対するアクセスレスポンスよりも重要です。 

FEFS は、ログインノード上の利用者に対するアクセスレスポ
ンスを保障するため、ノード群別に I/O 要求を処理するサーバ
スレッドを割り当てる機能を備えました。これにより、計算ノ
ードのジョブがファイル I/O を行っていても、ログインノード
でファイル操作を行う利用者のレスポンスを維持できます。 

図 21 に効果の一例を示します。複数の計算ノードが write し
ている状態で、ログインノードから 8 GB を write した時間を測
定したものです。 

QoS がない場合は、ファイルアクセスする計算ノード数の増
加に伴いログインノードの処理が大幅に遅くなりますが（点線）、
QoS を適用することで影響が抑えられています（実線）。 

 

 
 

図 18 耐故障性 

図 19 ノード監視と自動交替 

図 20 QoS による複数利用者間のアクセス均等化 

図 21 ログインノードのレスポンス保証 
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性能改善への取り組み 
ジョブ内の代表プロセスがファイル I/O を行う I/O マスター方式

のジョブのように、1 つのプロセスから大きなデータを書き出す
用途では単一プロセスからの I/O 性能が重要です。 

FEFS は、write 要求のリクエストを、OSS に対して並列に発行
するように Lustre のリクエスト処理を改善し、単一プロセスの
write 性能を向上させています。 

図 22 に改善効果を示します。Lustre 2.5 の 1 GB/s 弱に対し、
FEFS は 2 GB/s を超える性能を実現しています。 

 

 
 
 
 

図 22 単一 I/O 性能改善 
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PRIMEHPC FX100 の性能を最大限に引き出す言語処理 
■ VISIMPACT によるメニーコア活用と性能効果 

PRIMEHPC FX100 では、VISIMPACT（Virtual Single Processor 
by Integrated Multicore Architecture）の技術により、超並列
処理における通信時間の増大を抑え、単位時間あたりの実行効
率を最大限に引き出します。VISIMPACT では、L2 キャッシュを
コア間で共用し、コア間のバリアをハードウェアで実装するこ
とで、自動並列コンパイラを使って、複数のコアをあたかも 1
つの CPU のように扱うことができるプログラミングが可能にな
りました。 

 
■ ハイブリッドなプログラミングモデル 

ノード内の複数のコアに対するスレッド並列は、コンパイラ
により自動的に行われるため、ノード間のプロセス並列を記述
するだけで実現できます。また、ノード内のコア性能を引き出
すために、スレッド並列、およびプロセス並列の割合を柔軟に
変更できます。これにより、さまざまなアプリケーションの高
速化に柔軟に対応できます。 

以下の例では、各 8 スレッドの 2 つのプロセスが自動並列化
され、そのあと各 4 スレッドの 4 つのプロセスから構成される
ジョブが投入されることを示しています。 

 

 
 

 
 
■ Tofu インターコネクト 2 を利用した MPI 通信 

「京」で導入された Tofu インターコネクトの技術をベース
に、バンド幅やレイテンシの改善を行った Tofu インターコネク
ト 2 を提供します。 

アプリケーションは、MPI を利用することで、Tofu インター
コネクト 2 を介して数万プロセス超の並列実行を実現できます。 

1 対 1 通信性能では、ソフトウェアの階層構造をバイパスす
る特別な低遅延経路を利用します。さらに、送受信データの長
さ、配置およびホップ数も考慮に加え、転送方式の切り替えを
最適化しています。図 24 と図 25 に示すとおり、1 対 1 通信の
レイテンシ、バンド幅の性能を向上しています。集団通信性能
では、使用頻度が高い関数（MPI_Bcast、MPI_Allreduce、
MPI_Allgather、MPI_Alltoall など）について、1 対 1 通信を利
用せず、Tofu インターコネクト 2 の特徴を生かし、輻輳を抑え
る専用アルゴリズムを搭載しています。 

また、MPI_Barrier および MPI_Allreduce については、Tofu イ
ンターコネクト 2 の高機能バリア通信（ハードウェア実装）を
利用してさらに高速化しています。 

 

 
 

HPC-ACE2 による性能効果 
PRIMEHPC FX100 では、メニーコア時代の HPC をリードするた

めに、PRIMEHPC FX10 で搭載した HPC 独自の命令をさらに拡張
し、HPC-ACE2（High Performance Computing - Arithmetic 
Computational Extensions 2）を追加しました。これらの新命令
をコンパイラが自動生成することで、アプリケーションの高速化
が可能となります。 

PRIMEHPC FX100 では、2-wide SIMD（*3）から 4-wide SIMD へ
の拡張や、整数型の SIMD 化を実現するための新命令、単精度浮
動小数点演算を 8 演算同時実行するための新命令が追加されてい
ます。そして、コンパイラはこれらの新命令を自動的に生成する
ことで、実行モジュールを高速化します。 

また、コンパイラは、HPC-ACE で搭載した三角関数補助命令、
逆数近似命令（除算、SQRT）に加え、以下のような新拡張命令を
利用することで、命令レベルの並列性を高めることができます。
これにより、今まで性能を出すことができなかったアプリケーシ
ョンを高速化できます。 

アプリケーションの開発 

 

図 23 計算ノードのアーキテクチャ 

図 24 1 対 1 通信性能（レイテンシ） 

図 25 1 対 1 通信性能（バンド幅） 
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 指数関数補助命令 
 インダイレクトロード・ストア命令（マスク付きを含む） 
 ストライドロード・ストア命令 
 ブロードキャストロード命令 

 
図 26 は、コンパイラの SIMD 化による性能向上を示しています。

4-wide SIMD の採用により、約 2.6 倍高速化しています。また、
図 27 では、インダイレクトロード命令を含むループを SIMD 化、
命令スケジューリングすることで、今まで性能向上が難しかった
間接アクセスのプログラムを約 1.6 倍高速化したことを示してい
ます。 

 

 
 

 

 
 

 
 

超並列を実現するサポート技術 
■ 自動並列化の適用範囲拡大 

自動並列化機能におけるコード解析能力が強化され、複雑な
ループ構造に対しても並列化を自動的に適用できるようになり
ました。図 28 に示すとおり、ANL ベクトル化コンテスト（*4）

における並列化対象数が大幅に向上しています。 
 

 
 
 
 

■ ユーザーフレンドリーなアプリケーション開発製品 
・超並列アプリケーションの見える化 

高並列プログラムのチューニングは、逐次性能と高並列性能
の両方を並行して行う必要があります。PRIMEHPC FX100 では、
そのための適切な情報を採取できるツールを提供しています。
また、各利用者が使い慣れた ISV ツールとの連携を容易にする
ため、業界標準のインターフェースを採用しました。 

チューニングツールは、図 29 に示すように、ハードウェアか
ら OS、ライブラリ、アプリケーション層にまたがって、情報を
取得できるセットを提供します。また、ISV ツールとしては、
mpiP/TAU（チューニングツール）をはじめとして業界標準のツ
ールを段階的にサポートしていきます。 

 

 
 
 
超並列の場合は、プロセスごとの振る舞いを把握することが

重要です。PRIMEHPC FX100 のチューニングツールは、プロセ
スごとの PA 情報（CPU が提供するハードウェアモニタ情報）
を取得し、それらをグラフィカルに表示する機能を備えていま
す。この機能を使うことで、プロセスの状態の把握が容易にな
り、的確な対処を行うことができます。以下に、あるプログラ
ムの 4096 プロセス（16×16×16）の経過時間を示します。青
色、黄色、赤色の順で相対的に時間がかかっていることが分か
り、プロセス間の性能バランスを確認できます。1 つの格子は 1
つのプロセスを表しています。格子の上にカーソルを合わせる
と、該当するプロセスの情報を参照できます。 

 
 
 

 
 

 

図 28 自動並列化の強化 

図 26 単純加算の 4SIMD 効果 

図 27 インダイレクト命令による SIMD 化効果 

図 29 チューニングツールのスタック構成 

図 30 プロファイラ GUI での可視化例 
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・標準規格への準拠 

最先端のアプリケーションに対応できるように、最新の標準
規格へ準拠します。 

 
表 4 サポート標準規格一覧 

言語 サポート規格仕様 
Fortran ISO/IEC 1539-1:2010 (Fortran 2008 規格)  

ISO/IEC 1539-1:2004、JIS X 3001-1:2009 
(Fortran 2003 規格) 
ISO/IEC 1539-1:1997、JIS X 3001-1:1998 
(Fortran 95 規格) 
Fortran 90 規格および FORTRAN77 規格 

C ISO/IEC 9899:2011 (C11 規格) 
ISO/IEC 9899:1999 (C99 規格) 
ISO/IEC 9899:1990 (C89 規格) 
また、GNU コンパイラの拡張仕様もサポートして
います。 

C++ ISO/IEC 14882:2011 (C++11 規格) 
ISO/IEC 14882:2003 (C++03 規格) 
また、GNU コンパイラの拡張仕様もサポートして
います。 

OpenMP OpenMP API Version 3.1  
MPI Message-Passing Interface Standard Version 

3.0 
 
・並列プログラミング言語 XPFortran 

XPFortran（XPF）は、分散メモリ型計算機向けにデータパラ
レルモデルに基づいて Fortran を拡張したプログラミング言語
です。Fortran 文を補足するコメント形式の指示文（directive）
の形式で定義されており、データの分散配置、計算処理の並列
実行、通信・同期処理の機能が用意されています。 

XPF を用いると、データパラレルモデルに基づいて、逐次プ
ログラムから段階的に並列化を進めることができるため、MPI
と比べて並列プログラムの開発・保守が容易です。 

 

*3  SIMD (Single Instruction Multiple Data)は、1 つの命令で複数のデ

ータに対する演算を実行させる技術です。 

*4  ANL ベクトル化コンテストは、アルゴンヌ国立研究所で開発された、

並列コンピュータにおける並列化能力を評価するベンチマークです。 

 

図 31 コア単位の詳細な PA 情報 
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スーパーコンピュータの利用分野 
スーパーコンピュータは、シミュレーションに代表される膨大

な計算処理が必要とされる分野で利用されています。ハードウェ
アの性能向上およびアプリケーションの高度化により、その利用
分野はますます広がってきています。 

 
現在、官公庁、大学の研究機関や民間企業において、以下のよ

うなさまざまな分野でスーパーコンピュータは利用されています。 
 
 基礎研究（真理の探究）、国家戦略上の研究 

主に官公庁、大学などの研究機関において、宇宙、物質、生
命などの本質を探究し自然界の普遍的法則を理解することに利
用されています。また、気候（食料問題・防災）、原子力・核融
合（エネルギー問題）など、国家戦略上重要な研究も行われて
います。 

多くの場合において、オリジナルのシミュレーションプログ
ラムを開発し、スーパーコンピュータを使用した研究によって、
理論または実験だけでは得られなかった大きな成果が得られて
います。 

 
 製品開発または経済予測につなげる研究 

民間企業では、製品（工業製品、医薬品、サービス商品など）
の開発をより効率的に行い企業競争力を高めるため、スーパー
コンピュータの利用が進んでいます。 

たとえば、製品設計における機能、品質などの検証において、
数多くの実験を行う場合に比較して、スーパーコンピュータを
使用することで、時間およびコストを大幅に削減することがで
きるようになります（開発サイクルの短縮）。 

 
PRIMEHPC FX100 は、高速な演算処理を実現する HPC-ACE2 や

高メモリバンド幅な HMC などに加え、超並列対応に有効なハイブ
リッド並列化を支援する VISIMPACT、10 万ノード規模までスケー
ル可能な Tofu インターコネクト 2 を備えています。 

このため、特に、並列性の高いアルゴリズム・数値計算スキー
ムが採用されているシミュレーションプログラムを、PRIMEHPC 
FX100 を使用して高速に大規模並列処理することで、科学技術の
発展および企業の競争力向上に向けたブレークスルーを起こすこ
とが期待されます。 
 

PRIMEHPC FX100 の想定適用分野 
以下に、代表的な想定適用分野を示します。 

 
表 5 PRIMEHPC FX100 の想定適用分野 

分野 代表的な適用例 

生命科学、 
医療、創薬 

臓器・細胞の機能解明、タンパク質、薬物
の相互作用の研究、ウィルス分子科学、新
薬開発など 

新物質、 
エネルギー 

新材料開発、石油などの地下資源探索、原
子力安全解析、核融合研究など 

防災・減災、 
地球変動予測 

天気予報、地震波伝播予測、地球温暖化に
伴う気候変動（災害）、海洋変化（水産資
源）の予測など 

次世代ものづくり 自動車の衝突安全解析、航空機などの空力
特性解析、電子機器の電波伝搬解析など 

物質、 
宇宙の起源 

素粒子・原子核の研究、天体の起源探索な
ど 

経済・金融 
その他 

経済モデル解析、ポートフォリオ分析など 

 
さらに、今後は個々の分野への適用のみならず、以下のような

分野横断での適用がますます進むと考えられます。 
 
 航空機・自動車ボディなどに対する軽量、高強度素材の開発 

（新物質、ものづくり分野） 
 安心・安全面を考慮した、新エネルギー研究とエネルギープ

ラント設計 （エネルギー、防災、ものづくり分野） 
 

スーパーコンピュータによるシミュレーションは、実験、理論
と並ぶ第三の研究開発手法として、今後、ますます重要となって
きます。PRIMEHPC FX100 を活用することにより、科学技術の基
盤強化、イノベーションの創出、さらには産業分野における競争
力強化が期待されます。 

  

適用分野 

 

   
参考情報 
PRIMEHPC FX100 に関する情報は、当社営業までお問
い合わせいただくか、以下の Web サイトをご参照く
ださい。 
 
http://jp.fujitsu.com/solutions/hpc/products/primehpc-fx100/
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