Success Story
韓国気象庁、PBS ProfessionalとAcuSolveにより、
電力消費量を抑えた革新的なスーパーコンピューター設備を
実現

顧客プロファイル：
韓国環 境部の下部組 織であ る韓国気象 庁
（KMA）は、 国民の生命 や財産を自然災害
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パフォーマンスを維持しながら電力消費量
を削減する方法を考案する

Altairの提案した解決策
PBS Professional、Altair AcuSolve
メリット
• 電力消費量を約3%削減
• 年間最大61,000ドルのコストを削減
• 高エネルギー効率のスーパーコンピューター
• 空調システムの最適化

HyperWorks is a division of

から守るとともに、 経済活動の支援を通じて社
会の生活環境を改善するという責務を負ってい
ます。
主な業務は、 地上、 海上、 大気中の気象現
象の観測および分析のほか、 天気予報や警
報の発表、 気候に関する統計情報や産業向
けの気象データの提供です。 また、 国内外の
組織との気象データや気象情報の交換、 研
究活動、 技術開発、 そして国際協力なども
行っています。 1313 人の公務員を擁し、 合計
で 97 の気 象 観 測 所（レーダー 11 基、 高 層
気象 観 測所 5 カ所、 自動気象 観 測所 477
カ所を含む）を運営しています。

課題： 低コストかつ省エネの
スーパーコンピューター
KMA は このほ ど、 現在 運 用中のスーパーコン
ピューターと同等の導入費および運用費で、 新
た に スーパーコ ン ピ ュー タ ーユ ニ ッ ト 4（Cray®

XC40 ™システム）を設置することを検討し始め
ました。 このスーパーコンピューターは、 実測値で
現行機の 30 倍のスピードを発揮できる見込み
で、 この計算スピードの向上は KMA がスーパー
コンピューターの性能でリードするためには欠かせ
ません。
10 万以上の計算 コア を搭載した スーパーコン
ピューターユニット 4 は、 毎秒 1000 兆回の演
算を実行できますが、 電力消費量も発熱量も
膨大です。 バランスの取れた運用をするために
は、国立気象研究スーパーコンピューターセンター
（NCMS）の室温を一定の低温に保つことが不
可欠です。 しかし、 電力消費量が増大するスー
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韓国気象庁
「PBS Professional は、ワークロード管理ソフトウェアとして非常に信頼性
が高く、これまでも当庁の大規模かつ複雑なスーパーコンピューティング
システムで使用してきました。気象・気候モデリング分野のリーダーである

Cray 社と Altair の協力を得て、この画期的な HPC シミュレーションプロジェ
クトを実施できたことを大変嬉しく思います」
Ha-young Oh,
Assistant Director of National Center for Meteorological Supercomputer

パーコンピューターユニット 4 では、 空調システム

で も 当 庁 の 大 規 模 か つ 複 雑 な スーパーコ ン

こ の 空 調 シス テム の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン は、 Ha-

への大きな負荷は避けられません。

ピューティングシステムで使 用してきました」 と、

この課 題を克 服するため、 KMA は Cray 社と

KMA Supercomputer Center の Assistant
Director を 務め る Ha-young Oh 氏は 述 べて
います。

young Oh 氏から提案されたものでした。 同氏
は次のように振り返ります。「スーパーコンピューティ
ングシステムは、 気象予報に限らず、 自動車や
航空機の空力解析や油田掘削の地質解析
など、 不確かな未来の状況をシミュレーションし
て予測するためのものです。 そうした予測の有
効性には確かな裏付けがあります。 そこで、 各
シナリオで従来のコンピューティングルームよりも
優れた結果が得られれば、 スーパーコンピュー
ターの運用に最低限必要なエネルギーを予測
し、 エネルギーコストを節約できるだろうと考えま
した」。

Altair の協力を得て、 NCMS の空調システムに
期待される稼働条件をシミュレーションし、 増
大した電力消費量と冷却ニーズに応えるための

KMA と Altair Korea は、 Altair の 数 値 流 体

要件を割り出すことにしました。

力学（CFD）ソルバーであ る AcuSolve を 使 っ

ソリューション： 高度なシミュレー
ション手法を用いて空調システム
を解析
KMA は、 コンピューター支援 エ ン ジニア リング
（CAE）およびハイパフォーマンスコンピューティング
（HPC）分野における Altair の確かなノウハウに
信頼を寄せていたことから、 複雑な解析が求
められるこの難しいシミュレーションのソリューショ
ンパートナーに Altair を選びました。

て空調システムを解析しました。 AcuSolve は、
CFD 製品の中でも群を抜くロバスト性とスケーラ
ビリティを誇り、 他製品よりも短時間で高精度
の結果を導出できます。
プロジェクトでは、 まず KMA のコンピューティン
グルームの床の二重構造を AcuSolve でモデル
恒温恒湿器を作動させた場合の影響だけでな
く、 コンピューティングルームの空気の流れとホッ
トスポット現象にも着目しました。

NCMS の従 来のシミュレーション手法では、 セ
ンターの面積と空調システムの位置に基づいて
確 保するために、 Altair の PBS Professional 全体の電力効率を計算することしかできません
をワークロード管理ソフトウェアとして採用しました。 でした。 それに対して、 今回 Altair Korea の協
力を得て KMA が新たに実施したシミュレーショ
PBS Professional は、 NASA を は じ め、 世 ンは、 独創的で革新的なものでした。 この手
界中の数多くの TOP 500 スーパーコンピューター 法では、 電力効率が最大になる空調システム
で使 用さ れてお り、 KMA のスーパーコン ピュー の配置を割り出すために、 空調システムの要素
ターユニット 3 では 90,000 コアの管理に使用さ （コンピューティングルームの床のタイル（通気性
れました。 スーパーコンピューターユニット 4 では / 非通気性）、 空調システムの各コンポーネント
140,000 コアを管理する予定です。
の電源状態（オン / オフ）など）を一つひとつ
解析できました。
「PBS Professional は、 ワ ー ク ロ ー ド 管 理 ソ
フト ウェアとして非常に信 頼 性 が 高く、 こ れま
さらに、 最高レベルのパフォーマンスと信頼性を

Altair Korea の Manager であり、 本プロジェク

化することから開始しました。 最初の解析では、 トのシミュレーションディレクターを務めた Kyeong

Han 博士は、 次のように述べています。 「流体
解析は、 CAE 業界で広く利用されている高度
なテクノロジーの１つです。 航空宇宙産業や
自動車産業ではよく利用されていますが、 コン
ピューターセンターでこうした高度なシミュレーショ
ンテクノロジーを用いて運用環境を解析するとい
うのは前例がなかったので、 私にとっても非常に
興味深いプロジェクトでした。 KMA からシミュレー
ションを提案されたときは、 きわめて画期的な
発想だと思いました」。

KMA のスーパーコンピューターセンターは、 構造
的には、 コンピューティング装置が置かれた上層
空間と換気経路が設けられた下層空間から成
ります。 KMA は、 スーパーコンピューターユニット
4 の設置にあたって、 上層と下層間の空気の
流量を増やすために、 通気性の柔らかいタイル

「PBS Professional 上で実行した

プロジェクトの概要

韓 国 気 象 庁 は、Altair の 協 力 を 得 て、Cray
XC40 システム（PBS Professional ワークロー
ド管理ソフトウェア搭載）の空調システムの稼
働シミュレーションを実施しました。Altair の
AcuSolve CFD ソルバーの解析結果に基づく試
算では、KMA の電気料金は年間で最大 61,000
ドル の節約が見 込まれます（電 力消費 量は 約
3% 減）。

AcuSolve の高精度シミュレーショ
ンのおかげで、より正確な予測に
基づいて、IT センターの省エネ化
を実現できました」
Su-hong Lee,
Deputy Director of KMA Supercomputer Center

を設置することを計画しました。 この計画に基

ティングの動作に深刻な悪影響は及ばないこと

を実現できるでしょう。3代目のスーパーコンピュー

づき、 Altair Korea でシミュレーションを実施し

が確認できました。

ターだったCray® XE6™も成功を納めましたが、新
システムにはより一層ご満足いただけるはずです。

てシミュレーション結果と実際の測定結果を比
較した結果、 通気性の柔らかいタイルを設置

さらに、 一部のコンピューティングルームで室温を

することが決定しました。

もう一段階下げる必要が出てきた場合に備え

当社と Altair は、 気象 ・ 気候モデリング分野

た、 恒温恒湿器の最適な配置も割り出すこと

のリーダーとして、 この画期的な HPC シミュレー

「室内 温 度と室内湿 度の 測定 結 果 と、 コン

ができました。 実際にスーパーコンピューターユニッ

ションプロジェクトを実施できたことを大変嬉しく

ピューティングルームに通気性のタイルを敷いた

ト 3 で恒温恒湿器の稼働数を減らしてみたとこ

思います」

場合の空調システムのシミュレーション結果とを

ろ、 室温は適切な範囲内に収まることがわかり

比較しました」 と Ha-young Oh は説明します。

ました。 このようにして KMA は、スーパーコンピュー

「シミュレーション結果が非常に正確だったので、

ターセンターの空調システムの稼働費削減に役

Altair Korea には、 空調システムの運 用に関
する追加のシミュレーション業務を依頼しました。
当センターでは、 電力コストのさらなる削減と政
府予算の最小化という２つの目標を掲げていま
したが、 AcuSolve でのシミュレーションのおかげ
で、 計画を進めるうえで、 これらの目標を達成
できるという自信が得られました」。

立つ、 恒温恒湿器の最適配置に関する確か

KMA のプロジェクトはさらに次の段階へと進みま
した。 KMA と Altair Korea は、各コンピューティ
ングルームの電力消費量を削減するため、 一
部の恒温恒湿器を停止した場合のシナリオを
複数検討しました。
最初の解析結果に基づき、 どこに恒温恒湿器
を配置すれば高い冷却効果が得られるかを分
析し、 冷却効果の比較的低い配置を除外し
ました。 その分析に従って、 恒温恒湿器の稼
働と停止をシミュレーションしました。 その結果、
各コンピューティングルームで最低限必要な恒温
恒湿器の数を求めることができたほか、 稼働さ
せる恒温恒湿器を最小限に抑えても、（温度
は多少上昇してしまうものの）スーパーコンピュー

な情報を得ることができたのです。

結果：エネルギー消費量とコスト
を削減
Kyeong Han 博士は次のように述べています。
「今回の試みでは、 スーパーコンピューターの電
力消費量削減を追い求める KMA の素晴らし
い姿勢が、 成功を導きました。 Altair は現在、
コンピューターセンターのシステムコンサルティング
にも対応しており、 運用環境を解析し、 電力
消費量とコストの削減余地をピンポイントで提
案することが可能です」。
Cray社のAPAC Presales Team Leaderを務
める Hee-sik Kim 氏は、次のように述べていま
す。「KMAの4代目のスーパーコンピューター（Cray
XC40 システムと Cray ® Sonexion ® ストレージ
で構成）では、当社のスーパーコンピューターと
Altair の PBS Pro ワークロード管理ソフトウェア
との組み合わせにより、最高水準の電力効率

KMA Supercomputer Center の Deputy
Director を務める Su-hong Lee 氏は、 次のよ
うに述べています。 「スーパーコンピューターユニッ
ト 4 では、 ユニット 3 よりも電力効率が格段に
改善されているので、 同じ計算ワークロードをよ
り少ない電力消費量で処理できるものと期待し
ています。 電力効率は、 ユニット 3 の少なくとも
7 倍になる見込みです。 その上、 今回の空調シ
ステムシミュレーションの結果に従って構築すれ
ば、 電気料金を年間で最大 61,000 ドル節約
できる予定です。 これは、 スーパーコンピューター
の稼働に必要な電力消費量の約 3% に相当
します」。
「PBS Professional 上 で 実 行 し た AcuSolve
の高精度シミュレーションのおかげ で、 より正確
な予測に基づいて、 IT センターの省エネ化を実
現できました」。

KMA のスーパーコンピューターユニット 4 は、 この
プロジェクトの結果に基づいた新しい仕様に従っ
て、今後 6 ～ 8 カ月以内に設置される予定です。

Altair について
Altair は、 ビジネスパフォーマンスの改善のために、 設計、 プロセス、
意思決定を統合かつ最適化するシミュレーション技術の開発と様々
な分野への適応に注力しています。 2,600 人を超える従業員を擁
する非上場企業である Altair は、 米国ミシガン州トロイに本拠を置き、
20 ヵ国に 45 以上のオフィスを構えています。 顧客は多種多様な業
種にわたり、 その数は 5000 社以上にも及んでいます。
www.altairjp.co.jp
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PBS Works について
アルテアの PBS Works はオンデマンド グリッド コンピューティング テクノ
ロジー製品群で、 企業による既存のコンピューティング インフラストラク
チャー資産への投資効果
（ROI）を最大限に高めます。 PBS Works は、
グリッド コンピューティング、クラウド コンピューティング、クラスターコンピュー
ティングリソースの管理において世界で最も幅広く導入されているソフト
ウェア環境であり、 なかでも主力製品の PBS Professional は、 企
業が面倒な手間をかけることなく、 多様なコンピューティング リソースを
地理的な制約を超えて共有することを可能にします。 ポータルベース
のジョブ投入、 解析およびデータ管理向けの追加ツールにより、 PBS
Works ソフトウェア製品群は、 HPC 環境を最適化する統括的なソ
リューションを提供します。 使った分だけ支払うという画期的な “ペイ
フォー ユース” 式ビジネスモデルを採用して、 PBS Works は他のソフト
ウェア ライセンスモデルより優れた価値と柔軟性を提供します。
www.pbsgridworks.jp

HyperWorks について
HyperWorks は、 迅速な設計の検証と意思決定を行うためのエン
タープライズ シミュレーション ソリューションです。 業界において最も包括
的なオープンアーキテクチャの CAE ソリューションとして、 HyperWorks
は線形および非線形、 構造最適化、 流体構造連成、 多体動力
学といった解析用途のため、 クラス最高のモデリング、 解析、 可視化、
およびデータ管理ソリューションを提供します。
www.altairhyperworks.jp
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