TSUBAME シリーズは、TSUBAME1.2 の Tesla、TSUBAME2.0 の Fermi、TSUBAME2.5 の
Kepler と最新の NVIDIA 社製 GPU *6 をいち早く採用しており、今回の TSUBAME3.0 で
は第 4 世代となる Pascal GPU を採用し、高い互換性を確保しています。TSUBAME3.0
の GPU 数は 2,160 であり、TSUBAME2.5 および TSUBAME-KFC の GPU と併せて総数 6,720
もの GPU が GSIC で稼働することになります。
NVIDIA のアクセラレーテッド・コンピューティング事業を担当する副社長、イア
ン・バック（Ian Buck）は、次のように述べています。
「スーパーコンピューティン
グ の 分 野 に お い て 、 AI は 急 速 に 重 要 な ア プ リ ケ ー シ ョ ン と な り つ つ あ り ま す 。
NVIDIA の GPU コンピューティングプラットフォームは、AI とハイパフォーマンス・
コンピューティングを融合し、これまで科学者や研究者を悩ませたさまざまな課題
を解決できるよう、演算処理を加速させます。Pascal 世代の GPU を 2,000 基以上搭
載した東工大の TSUBAME3.0 は、医療、エネルギー、そして交通など、さまざまな分
野において人々の生活を変えるような進歩をもたらすでしょう。」

TSUBAME3.0 の倍精度の理論演算性能は 12.15 ペタフロップス（1 秒間に 12,150
兆回の浮動小数点演算が可能）と、スーパーコンピュータ「京」を上回る世界最
高レベルの性能となります。単精度での演算性能は 24.3 ペタフロップス、半精度
での演算性能は 47.2 ペタフロップスです。最新 GPU の採用による性能および電力
効率の向上、ストレージの高速化および大容量化、計算ノードに搭載される NVMe
対応高速 SSD の合算容量は 1.08PB と容量、速度ともに強化され、ビッグデータア
プリケーションの処理速度を大幅に加速できます。また仮想化など多くのクラウ
ド技術を取り入れ、我が国最高峰のサイエンスクラウドとしての役割も果たしま
す。

TSUBAME3.0 ではシステムの冷却効率も最適化されています。屋外に設置される
冷却塔によって外気に近い温度の冷却水を少ない電力消費で供給することがで
き、これを主要なプロセッサの冷却に使用します。冷却効率を示す指標の一つで
ある PUE(Power Usage Effectiveness)の値は 1.033 と極めて高い効率となり、よ
り多くの電力を計算に使用することができます。
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TSUBAME3.0 のシステムの計算ノード部には SGI 社の SGI ICE® XA を採用し、540
台の計算ノードを収容します。各計算ノードはインテル® Xeon® プロセッサー
E5-2680 v4 を 2 基、NVIDIA 社製 GPU の TESLA P100 for NVLink-Optimized
Servers を 4 基、256GiB の主記憶、ネットワークインターフェイスとしてインテ
ル社製の Omni-Path を 4 ポート搭載します。ストレージシステムには DataDirect
Networks 社の容量 15.9PB の Lustre ファイルシステム、これに加えて各計算ノー
ドにも容量 2TB の NVMe 対応高速 SSD を搭載。 計算ノード及びストレージシステムは
Omni-Path による高速ネットワークに接続され、また SINET5 を経由し 100Gbps の速度
でインターネットに接続されます。

TSUBAME3.0 の豊富な計算パワーを、学内での教育や先端研究での利用にとどめ
ることなく、「みんなのスパコン」の理念を継承し、我が国のトップ大学の情報基
盤センターとして学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（JHPCN）や革新的
ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）および GSIC が運営
する TSUBAME 共同利用制度を通じ、学外の研究者や企業の研究開発にも提供する
ことで、最先端の科学技術の発展、国際競争力の強化に寄与していきます。

以上
【用語解説】
*1 TSUBAME：Tokyo-tech Supercomputer and UBiquitously Accessible Massstorage Environment の略。
*2 半精度：整数以外の数値をコンピュータで扱う場合には浮動小数点数が用いら
れますが、精度を選択することが可能です。科学技術計算では 64bit の倍精度
が使用されることが多いのですが、32bit の単精度で計算可能な対象も多くあり
ます。半精度はさらにその半分の 16bit であり、有効な桁数が減りますが AI 分
野では十分な精度があります。
*3 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。1 ペタフロップスは 1 秒間に 0.1 京回の計算（1 兆の 1000 倍）
*4 HPC (High Performance Computing)：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。
*5 TSUBAME-KFC：TSUBAME シリーズと同様に GPU を搭載するスパコンで、スパコン
の省電力化のための実証実験施設です。2013 年 11 月と 2014 年 6 月の世界のス
パコンの省エネランキング Green500 で第１位になっています。
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*6 GPU(Graphics Processing 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。 TSUBAME3.0 で用いるのは米国 NVIDIA 社製 TESLA P100 for NVLinkOptimized Servers で、一台あたり 5.3 テラフロップス。
【登録商標】
SGI、SGI のロゴ、SGI ICE は Hewlett Packard Enterprise または、アメリカ合衆国
および / またはその他の国の子会社の商標または登録商標です。インテル、Intel、
Xeon は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation
の商標です。その他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
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