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あ ら ま し

多くの人がインターネットを通じて簡単に情報を得ることができるように，Webの技
術によって計算機の利用が容易になってきている。スーパーコンピュータが活用される

テクニカルコンピューティング分野においても，演算性能への要求とともに，使いやす

さの向上など利用面に関する要求は高い。富士通では，スーパーコンピュータの利用促

進を支援するため，その高速な計算能力や導入される解析アプリケーションを，Webを
通じて利用者へ提供する利用者ポータルを提供している。また，スーパーコンピュータ

の安定稼働の支援を目的とし，運用管理者が大規模かつ高度な計算機システムを容易に

監視・運転できるシステム管理者ポータルを提供している。

本稿では，スーパーコンピュータ「京」の利用者ポータルとシステム管理者ポータルに

ついて紹介する。

Abstract

Modern computer and communication technologies have transformed computers 
into information appliances, where people can have at their fingertips any information 
spread throughout the World Wide Web.  The current Web technologies provide 
means for accessing a computer’s sophisticated functionalities through easy-to-
use and intuitive user interfaces.  Such features are also important in the technical 
computing field, where researchers require not only high-speed computing power, but 
also capabilities to easily access the complex functionalities of supercomputers.  As 
part of the effort to provide easy access to the K computer, Fujitsu developed Web-
based User’s Portal, which provides means for the end users to access the K computer 
through the Web.  We also developed the Systems Administrator’s Portal to make it 
easier for systems administrators to manage the large-scale computer system.  In this 
article, we introduce key design issues in developing the User’s Portal and the Systems 
Administrator’s Portal.
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図-1　Webポータルの構成

システム。簡易ページ記述言語により，システム
の利用・運用案内やマニュアルなどのWebページ
を容易に作成可能。
本稿では，利用者ポータルとシステム管理者ポー
タルを紹介する。

利用者ポータル

利用者ポータルは，Webブラウザや利用者の自
作プログラムから「京」上の解析アプリケーショ
ンを容易に実行できるWebアプリケーションであ
る。以下に主な機能を示す。
・ジョブの投入操作
・ジョブの状態表示と基本的なジョブ操作
・「京」上の基本的なファイル操作
・クライアントPCとの間のファイル転送
・プログラムのコンパイルとリンクの操作
利用者ポータルの画面例を図-2に示す。本章で
は，大規模環境である「京」を念頭に工夫した箇
所を述べる。
● 様々なジョブモデルへの対応
「京」では，単独のジョブ（通常ジョブ），異な
るパラメータの組合せで多数実行するジョブ（バ
ルクジョブ），ジョブ間の実行順序の依存関係が決
まっているジョブ（ステップジョブ）など，様々
なジョブが実行できるよう考慮されている。
そこで，利用者ポータルのジョブ投入画面では，

利用者ポータル

ま　え　が　き

スーパーコンピュータ「京」（注）は，10 PFLOPS
の計算能力を有し，従来にない大規模な数値シミュ
レーションやデータ解析の実行に加えて，様々な
研究者・技術者など利用者に使いやすいシステム
とすることも目的としている。（1）

この取組みの一環として，著者らは「京」の利
用者，およびシステム運用を担う管理者を支援す
るためのWebポータルを構築した（図-1）。
（1） 利用者ポータル
世界最速（2）のスーパーコンピュータを，誰
でも簡単にWebブラウザから利用できるGUI 
（Graphical User Interface）を搭載。「京」や「京」
上の解析アプリケーションを容易に利用できるよ
うに利用者をアシスト。
（2） システム管理者ポータル

8万ノードを超える超大規模かつ高度なシステム
を，Webブラウザから監視・運転できるGUIを搭載。
管理者のシステム監視・運転業務の負荷と作業ミ
スを軽減。
（3） ポータル基本部
ユーザ認証やメニューなどのポータルサイトに
必須となる機能を備えたコンテンツマネジメント

ま　え　が　き

（注） 理化学研究所が2010年7月に決定したスーパーコン
ピュータの愛称。

ポータル基本部

スーパーコンピュータ「京」

利用者ポータル システム管理者ポータル

利用・運用案内，
マニュアルなど

編集，追加
利用者 管理者

ジョブ投入 監視，運転

システム管理者用
コンテンツ

利用者用
コンテンツ
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（b）｝とジョブ状態表示画面では以下の工夫を取り
入れている。

【非同期通信による部分的な画面更新】

「京」の利用者ポータルでは，Ajax（Asynchronous 
JavaScript＋XML）（3）の技術を活用し，ユーザの操
作に応じて必要な画面領域のみを再描画する画面
更新方式を採用している。

Ajaxは，JavaScriptのHTTP（Hypertext 
Transfer Protocol）通信機能を用いてサーバと非
同期通信を行い，画面を部分的に再描画する技術
である。画面遷移を伴う従来のWebアプリケーショ
ンのように，操作の都度，画面全体が消えること
がないため，対話性を重視するWebアプリケーショ
ンで広く用いられている。 
この画面更新方式により，画面全体を更新する
従来の利用者ポータルに比べて，サーバ側での画
面生成処理，サーバ－クライアントPC間のデータ
転送量，Webブラウザの描画処理それぞれを軽減
している。また，Ajaxによる高度なGUIにより，
利用者はWindowsのExplorerのようにファイルや
ジョブを操作できる。

それらのジョブ投入が可能なGUIを備えた。また，
ジョブ状態表示画面では，バルクジョブとステッ
プジョブを構成する個々のジョブ（サブジョブ）
の状態も表示できる。
利用者ポータルのジョブ投入画面｛図-2（a）｝
では，プルダウンメニューから通常ジョブ，バル
クジョブ，ステップジョブのいずれかを選択し，
ジョブ種別に応じたジョブパラメータを簡単に設
定できる。例えば，ステップジョブをジョブ投入
する際には，先行するステップジョブが依存候補
として列挙され，ジョブ間の依存関係を容易に指
定できる。
● 数万ファイルや数万ジョブの表示
利用者は必要とするファイルの存在や投入した
ジョブの状態を確認し，次の操作を考える。そこで，
ファイル操作画面やジョブ状態表示画面では，利
用者が目的のファイルやジョブを素早く参照でき
る必要がある。1回の数値シミュレーションやデー
タ解析において1万個以上のファイルや多くのジョ
ブを扱う「京」でも，画面の表示速度が劣化しな
いよう，利用者ポータルのファイル操作画面｛図-2

図-2　利用者ポータルの画面例

ジョブモデル
選択用メニュー

ジョブの依存関係指定インタフェース

（b）ファイル操作画面（a）ジョブ投入画面

ページングボタン ファイル名によるフィルタファイル名によるフィルタ

先行ジョブの候補
先行ジョブの
終了コード

実行プログラムの
指定

入出力ファイルの
指定
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【一覧表示対象の絞込み】

数万のファイルや数万のジョブを1度に画面表
示すると，サーバからのデータ転送量が増大する。
また，Webブラウザが，ファイルやジョブを表示
する際にスタイルを適用するため，サーバから受
診するデータ量以上にメモリを使用し，表示速度
の劣化を招く。結果として，利用者の操作性も悪
化する。
そこで「京」の利用者ポータルでは，膨大な数
のファイルやジョブをスムーズに表示し，操作す
るために，以下の工夫を取り入れている。
（1） ページング方式の画面
ファイル操作画面とジョブ状態表示画面ともに，
ページング方式の画面を採用している。1ページ
に表示するファイル/ジョブの最大件数をあらかじ
めサーバ側で定義しておき，画面には1ページ分の
ファイル/ジョブを表示する。また，サーバ側では，
全てのページのファイル/ジョブ一覧情報をキャッ
シュする。利用者のページングボタン操作により，
キャッシュから1ページ分のファイル/ジョブ一覧
情報が即座に転送されて画面表示される。
（2） ファイル名パターンによるフィルタリング
ディレクトリ内にあるファイルの中で，利用者
が参照したいファイルはその一部であることが多
い。そこで，ファイル操作画面では，ファイル名
パターンの指定によって，表示対象のファイルを
絞り込む機能を設けている。サーバ側からのデー
タ転送量を抑えるだけでなく，ユーザが膨大な数
のファイルから参照したいファイルを容易に選択/
操作できる。
● 大容量のファイル群を対象とする長時間処理
「京」では，利用者が，数百Gバイト～数十Tバ
イトのデータを扱うことを想定している。このよ
うな大容量データの操作（ファイルの複写，検索，
アーカイブ作成など）は時間を要するため，操作
中にWebブラウザがタイムアウトする恐れがある。
そこで，利用者ポータルでは，大容量のデータ
操作を行ってもWebブラウザがタイムアウトを起
こさないよう，処理シーケンスを以下のとおり工
夫している。
（1） Webブラウザから利用者ポータルへ長時間処
理の実行をリクエストする。

（2） 利用者ポータルは，長時間処理のプロセスを

起動し，処理の終了を待たずにレスポンスをWeb
ブラウザへ返す。

（3） Webブラウザは処理中を示すアニメーション
を表示し，利用者ポータルへ長時間処理の完了・
未完了を問い合わせる。

（4） 利用者ポータルは，長時間処理の実行状況を
確認し，処理の完了・未完了のレスポンスをWeb
ブラウザへ返す。

（5） Webブラウザは，処理完了のレスポンスを受
け取った場合には，処理中を示すアニメーション
を止めて，処理結果を画面へ表示する。未完了の
レスポンスを受け取った場合には，再度，利用者
ポータルへ長時間処理の完了・未完了を問い合わ
せる。

（6） 長時間処理の完了まで，（4），（5）を繰り返す。
● カスタマイズ性の確保
「京」は，様々なコンピュータスキルの研究者・
技術者による利用が想定される。利用者層の拡大
に応じて，個々の解析アプリケーションをより容
易に実行できるように専用の画面を追加し，サー
ビスの拡充を図ることも考えられる。
利用者ポータルは，解析アプリケーションの
ジョブ投入用画面を作成する機能を備えている
（図-3）。管理者は定義ファイルとジョブ実行スク
リプトのひな型ファイルを用意するだけで，解析
アプリケーションのジョブ投入GUIを作成するこ
とができ，システムの利用拡大に合わせて柔軟に
サービスを拡充できる。
● Webブラウザ以外のプログラムからの利用
解析アプリケーションを用いる業務は，ソルバ
プログラムへの入力データの準備（プレ処理フェー
ズ），スーパーコンピュータを用いたソルバプログ
ラムの実行（解析フェーズ），ソルバプログラムの
出力データの評価（ポスト処理フェーズ）から成る。
プレ処理・ポスト処理フェーズでは，データを可
視化し解析結果を対話的に確認するために，利用
者のPCやワークステーション（WS）で行われる。
このため，異なる実行環境をまたいで，三つの
フェーズの処理を連続的に実行可能とすることが，
利用者の業務効率化につながると考える。
利用者ポータルでは，Webブラウザ以外のクラ
イアントプログラムからも「京」の操作が可能と
なるように，Webブラウザ用の画面制御の機能と，
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● 論理/物理配置が異なる大規模ノード状態表示
「京」では6次元メッシュ /トーラスネットワーク
を最適化するため，計算ノードの物理配置と論理
配置が異なっている。運用管理者が8万以上の計算
ノードと，それらを搭載する864台の筐体の監視を，
論理/物理配置を変換しながら行うには限界がある。
そのため，従来のような物理配置に合わせた稼働
状況表示ではなく，物理配置と論理配置双方の視
点から監視できるシステムが求められる。
システム管理者ポータルは，全筐体の稼働状況
を，論理配置の視点から監視できる画面と物理配
置の視点から監視できる画面を備えている。論理
配置の画面の一つであるリソースユニット単位稼
働状況表示画面（図-4）では，ジョブが論理的に
連続する3次元トーラスビューの空間に割り当てら
れることを考慮し，XY座標の各点を16分割してZ
軸方向を含む全ての計算ノードの稼働状況を画面
表示する。物理配置の画面の一つである全ラック
（物理配置）稼働状況表示画面（図-5）では，筐体
ごとの稼働状況を色と数値で表現するアイコンに
より表示する。
運用管理者は業務にふさわしい画面から必要な
情報を視覚的に得ることができる。例えば，ジョ
ブを監視する場合には，論理配置の画面を通じて
連続領域に割り当てられたジョブの状態を監視で
きる。さらに，監視対象のジョブに対して実行中
の計算ノードを選択し，CPU・メモリ・ディスク

利用者の操作を「京」上で実行する機能とを分離
している。後者はWebサービスを通じて，Webブ
ラウザ以外のプログラムからも呼び出せる。また，
利用者が，「京」用のクライアントプログラムを容
易に作成できるよう，Windows，LinuxおよびMac 
OS X上で動作するクライアントライブラリ（コマ
ンドおよびPerl-API形式）を提供する。利用者は，
このクライアントライブラリを用いて，手元のPC
やWS上で動作するスクリプトを作成することで，
PCやWSと「京」双方を使い分ける業務の自動化
や効率化を図ることができる。

システム管理者ポータル

システム管理者ポータルは，Webブラウザから
「京」の計算ノード群やストレージシステムを容易
に監視・管理できる運用管理者向けWebアプリケー
ションである。以下に主な機能を示す。
・計算ノードの稼働状況表示
・CPU・メモリ・ディスク使用率の表示
・システムや計算ノードの電源制御
・ジョブ一覧の表示や操作
・異常情報の一覧表示
・利用者情報管理・課金情報表示
システム管理者ポータルの画面例を図-4，5，6
に示す。本章では，大規模環境である「京」を念
頭にシステム管理者ポータルの開発において工夫
した箇所を述べる。

システム管理者ポータル

図-3　アプリケーション実行GUIカスタマイズ機能による高いカスタマイズ性（利用者ポータル）

ポータル基本部 利用者ポータル
共通操作部分

（a）定義ファイルによる定型的なGUI

（b）Perlスクリプトによる高度なGUI

パラメータ入力フォームの作成方法

管理者
ジョブ実行
スクリプト
（ひな型）

ジョブ実行
スクリプト
（ひな型）

ジョブ実行
スクリプト

ジョブ実行
スクリプト

ジョブ投入画面
（解析アプリケーションごと）

ジョブ投入画面
（汎用）

作成/カスタマイズ

ジョブ
（解析アプリ
ケーション）

ジョブ

ジョブ投入

ジョブ投入

画面入力値
埋め込み

画面入力値
埋め込み

作成/カスタマイズ

利用者
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使用率と関連付けて状態確認できる。また，保守
作業を行う際には，物理配置の画面を通じて部品
交換が必要な場所を確認できる。さらに，温度情
報表示画面から，故障箇所周辺の温度に異常がな
いか確認できる。
● 大規模ストレージのディスクの状態監視
「京」のグローバルファイルシステムは30 Pバ
イト以上ものデータ容量があり，システム全体で
10万個近いディスクが使用されている。ディスク
の障害時には予備ディスクを用いて再構築処理（リ

ビルド）が行われ，メンテナンス技術者による障
害ディスク交換後に予備ディスクからの復旧処理
（コピーバック）が行われる。ディスクの数が膨大
なため，ディスクごとのリビルドやコピーバック
などの処理進捗率の把握が煩雑になるという課題
がある。
システム管理者ポータルのRAID状態監視画面

（図-6）は，個々のRAID装置の運転状態を収集・
集約し，Web画面へ統合表示する。本画面では，
RAID装置からの情報収集処理の負荷を最小限に抑

図-4　リソースユニット単位稼働状況表示画面（システム管理者ポータル）

図-5　全ラック（物理配置）稼働状況表示画面（システム管理者ポータル）

XY座標の各点を16分割して，
Z軸の計算ノードの稼働状況を表示

筐体ごとの稼働状況を
色と数値で表示
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だけでなく，PCクラスタシステムや今後「京」に
続くスーパーコンピュータでも利用できる。今後，
テクニカルコンピューティングの需要は国内，海
外を問わず増大していくと予想される。本稿で紹
介した利用者ポータルおよびシステム管理者ポー
タルの提供を通じて，今後もスーパーコンピュー
タの利用者や管理者の業務効率化や負荷軽減に貢
献していきたい。
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図-6　RAID状態監視画面（システム管理者ポータル）

RAID装置ごとの
更新ボタン

復旧処理の
進捗率表示

えつつ，運用管理者が必要とする場合には最新情
報を表示できるよう，二つの情報収集方法を併用
している。一つは，全てのRAID装置から定時収集
する自動収集プロセスである。もう一方は，個々
のRAID装置から個別に情報収集するプロセスであ
り，画面上に設けられたRAID装置ごとの更新ボタ
ンを管理者が押下することによって起動し，対象
のRAID装置から最新情報を収集して表示する。
本画面により，画面上からシステム全体で異常
があるディスク一覧の状態を漏れなく監視できる。
また，重点監視を行いたいRAID装置に対しては，
更新ボタンを押下し最新の処理状況を確認できる。
これにより，運用管理者は，ディスクが正常な状
態に戻る時間に目途をつけられ，システムの運用
計画に役立てられる。

む　　す　　び

本稿では，スーパーコンピュータ「京」に導入
される利用者ポータルとシステム管理者ポータル
を紹介した。これら二つのWebポータルは，「京」

む　　す　　び

http://www.nsc.riken.jp/project/nerai.html
http://www.top500.org/list/2011/11
http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications
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