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クラウド環境でのハイパフォーマンス コンピューティング 

ハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) の本質は処理能力です。従来型のスーパーコンピューターで実

装する場合も、より新しいコンピューター クラスターを使用する場合も、HPC には膨大なコンピューティング リ

ソースが要求されます。 

Windows HPC Server 2008 R2 Suite を使用すると、企業は Windows Server コンピューターをリ

ソースとして活用できます。この製品は、一連のコンピューターをクラスターとして管理し、そのクラスター上に 

HPC ジョブを展開して実行するためのツールを提供することにより、Windows を基盤としたハイパフォーマン

ス コンピューティングを実現します。現在、多くの企業が Windows HPC Server クラスターを自社データ 

センターで運用し、さまざまな難問を解決しています。 

しかしクラウド コンピューティングの出現により、HPC の世界は変貌しつつあります。クラウドで提供される巨

大データ センターを活用しない手はありません。たとえば、マイクロソフトの Windows Azure では、多数の

仮想マシン (VM) と大容量の低コスト ストレージをオンデマンドで利用でき、料金は使ったリソース分だけを

支払います。  

HPC に対する潜在的なメリットは明白です。社内のオンプレミス クラスターだけに頼るのではなく、クラウドを

併用することで、必要に応じてコンピューティング パワーを増強できるようになります。たとえば、オンプレミス ク

ラスターで社内のほとんどのワークロードに対応できるものの、100% ではない場合を想定してください。ある

いは、HPC アプリケーションの一部で、たまに処理能力が不足するという場合です。クラウド データ センター

を利用することにより、コンピューターを買い足さなくとも、オンデマンドで追加のコンピューティング リソースを調

達できます。社内で実行するジョブの種類によっては、さらに多くの HPC 作業をクラウドに移行できる場合も

あります。その結果、HPC に関する資本コストが減り、運用コストの比重が高くなります。これは多くの企業

にとって魅力的です。 

ただし、HPC を全面的にクラウドでまかなうのは、ほとんどの企業でおそらく不可能です。その理由として、次

のような問題があります。 

 HPC ジョブは他のアプリケーションと同様、機密データも取り扱いますが、法規制などの制約から、そのよ

うなデータをクラウドで保存または処理できない場合があります。 

 多数の HPC ジョブが、独立系ソフトウェア ベンダー (ISV) 製のアプリケーションに依存しており、これら

のアプリケーションの多くがまだクラウドに対応していません。そのため、現時点ではクラウド プラットフォーム

を利用できない HPC ジョブが多数あります。  

 膨大なコンピューティング能力を必要とするジョブは、多くの場合、大量のデータに依存しており、そのデー

タをすべてクラウド データ センターに移行すると、問題が生じる可能性があります。 
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クラウド コンピューティングの出現によって HPC の世界に大きな影響が及ぶのは確かですが、実際問題とし

て、オンプレミスの HPC クラスターが一掃されるとは考えられません。それよりも、クラスターとクラウドという 2 

種類のアプローチを組み合わせる方が合理的です。マイクロソフトは Windows HPC Server と 

Windows Azure でこれを実現し、考えられる 3 通りの組み合わせ (完全にオンプレミスのクラスターで実

行するアプリケーション、完全にクラウドで実行するアプリケーション、クラスターとクラウドに分散されるアプリケー

ション) をすべてサポートしています。   

この資料では、Windows HPC Server R2 と Windows Azure の連携について説明します。それぞれ

の製品について概要を紹介した後、これらを組み合わせた各オプションを検証し、最後に、組み合わせオプシ

ョンがサポートされる HPC アプリケーションの一例として、SOA アプリケーションについて詳しく説明します。こ

の資料の目的は、このテクノロジに関するアーキテクチャ的な概要を紹介し、なぜ HPC カスタマーがこのテク

ノロジに注目すべきなのかを理解していただくことです。 

テクノロジの基礎知識 

Windows HPC Server と Windows Azure を組み合わせたハイパフォーマンス コンピューティングにつ

いて理解するには、両方のテクノロジの基本事項を理解しておく必要があります。ここでは各製品の概要を

説明します。まず Windows HPC Server についてです。 

Windows HPC Server 

一般的な HPC アプリケーションでは、多数のプロセッサでロジックが同時に実行されます。これは Windows 

HPC Server の場合、複数の計算ノード (Windows を実行する各コンピューター) にアプリケーション ロ

ジックが分散されることを意味します。アプリケーションはインスタンス別に異なるデータを処理しながら、すべて

の計算ノードで同じロジックを実行することができます。また、ノード別に異なるロジックを実行することもできま

す。 

Windows HPC アプリケーションのロジックを計算ノードに割り当てる目的で、Windows HPC Server は

スケジューラを提供しています。このスケジューラは、ヘッド ノードと呼ばれる専用のコンピューターで動作します。

図 1 にこのしくみを示します。 
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図 1: ヘッド ノードで動作し、Windows HPC アプリケーションのロジックを 

一連の計算ノードに割り当てるスケジューラ 

この図からわかるように、ヘッド ノードも計算ノードも、オンプレミスの計算クラスターの一部です。これらのリソー

スを使用するには、まずユーザーがワークステーションからヘッド ノードに、Windows HPC ジョブを送信しま

す。スケジューラはアプリケーションがアクセスできる各計算ノードに、ジョブのロジックを分配します。企業は必

要に応じて、最初のヘッド ノードで障害が発生した場合に自動的に処理を引き継ぐ 2 台目のヘッド ノード

を作成することができます。 

計算ノードへの処理の割り当ては単純なタスクではないため、スケジューラは高度な機能を備えたソフトウェア

となっています。スケジューラによる計算ノードへのジョブの割り当ては優先度などに基づいて行われるため、新

しく優先度の高いジョブが先頭に回されます。また、ユーザーがジョブを送信する際、そのジョブに必要なリソー

スの種類を指定することができ、それに応じてジョブが配置されます。たとえば、大量にメモリを消費するジョブ

は、メモリの競合が最小になるような配分で、各計算ノードに割り当てられます。さらにスケジューラには、一

部の優先度の高い大規模なジョブによりクラスターの全リソースが消費され、他のジョブが実行できなくなるよ

うな状況を回避する機能もあります。 

HPC ジョブは複数のコンピューターで同時にロジックを実行します。これらの分散されたコード間での効率的

な通信を可能にするため、Windows HPC Server は業界標準の Message Passing Interface 

(MPI) をサポートしています。HPC ジョブは通常、各コンピューターで複数のコアを使用します。これをサポー

トするため、Windows HPC Server は開発者向けに OpenMP、Parallel LINQ (PLINQ)、.NET 

Framework のタスク並列ライブラリ、その他各種ソフトウェアを提供しています。さらに、分散型の並列アプ

リケーション用に特別に設計されたデバッガーやプロファイラーも提供しています。  



 

    

5 

Windows HPC Server が提供する機能の多くは、アプリケーションの作成と実行に重点を置いたものです。

とはいえ、クラスターとそこで実行するアプリケーションの管理も、片手間でできる作業ではありません。管理者

はクラスターを作成し、各ジョブで使用可能な計算ノードなど、さまざまなことを決定しなければなりません。ア

プリケーションごとに固有の計算ノードの集合を割り当てたり、汎用的なプール内の計算ノードを利用できるよ

うに設定したりする必要もあります。クラスター管理者の負担を軽くするために、Windows HPC Server に

は HPC クラスター マネージャーが組み込まれています。図 2 に、このツールの使用例を示します。 

 

図 2: クラスターへのノードの追加、クラスターで実行中のジョブの監視/管理など、 

さまざまな作業が可能な HPC クラスター マネージャー 

この図からわかるように、管理者はこのツールを使用して、クラスター ノードの管理、クラスターで実行するジョ

ブの管理、クラスターの診断テスト、クラスターに関するグラフやレポートの作成など、さまざまな作業を行うこと

ができます。HPC クラスター マネージャーでは、クラスターにおける各ノードの利用率を示すヒート マップをはじ

め、さまざまなグラフィック表示も提供されます。 

ハイパフォーマンス コンピューティングは、単純な分野とは言えません。HPC アプリケーションの作成および実

行には専門のソフトウェアが必要であり、そのアプリケーションを実行するクラスターの管理についても同様です。

Windows HPC Server は、こういった問題のすべてに対応する統合ソリューションとして設計されています。  
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Windows Azure 

Windows Azure も Windows HPC Server と同様に、多数のコンピューターを基盤としています。ただ

し、これらのコンピューターが稼働する場所は企業のデータ センターではなく、インターネットでアクセス可能な、

マイクロソフトが運営するデータ センターです。Windows Azure のユーザーは、アプリケーションの実行やデ

ータの保存をこれらのコンピューター上で行い、利用するコンピューティング リソースおよびストレージ リソースの

料金だけをマイクロソフトに支払います。これを図解したのが 図 3 です。 

 

図 3: Windows Azure ストレージを使用する Windows Azure アプリケーションと、 

これらを管理する Windows Azure ファブリック コントローラー 

この図からわかるように、Windows Azure アプリケーションは Windows Azure データ センターにあるコン

ピューター上で実行されます。これらのアプリケーションは (またはオンプレミスで実行するアプリケーションも)、

主に 2 種類の方法で Windows Azure ストレージを使用できます。 

 BLOB ― バイナリ データ用の非構造化ストレージを提供します。 

 テーブル ― 大容量のデータ セット用の構造化ストレージを提供します (ただし、名前に反して、テーブ

ルはリレーショナル ストレージを提供するわけではないのでご注意ください)。 

このシステムは、専用のコンピューター上で稼働する、ファブリック コントローラーというアプリケーションによって管

理されます。ファブリック コントローラーは、Windows Azure データ センター内のコンピューターに必要な更

新 (OS パッチなど) をはじめ、さまざまな処理を実行します。  

Windows HPC Server と Windows Azure の連携を理解するには、Windows Azure アプリケーシ

ョンについて、もう少し詳しく知っておく必要があります。Windows Azure アプリケーションは、用途を問わず、

常に 1 つ以上のロールとして実装されます。たとえば Web ロールは、一般に インターネット インフォメーショ

ン サービス (IIS) 経由で HTTP 要求を受け取るコードに使用されます。Worker ロールはより一般的な
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オプションで、幅広い種類の処理に使用されます。アプリケーションでどのようなロールを使用する場合にも、

Windows Azure ではロールごとに最低 2 つのインスタンスを実行することが要求されます。通常、これらの

インスタンスは相互に代替可能であり、どれか 1 つで障害が発生してもアプリケーションがダウンすることはあり

ません。また、各インスタンスは個別の VM で実行されます。処理する負荷量に応じて、アプリケーションが各

ロールにつき 2 個、10 個、あるいは 50 個など、多数のインスタンスを実行することもあります。この概念を

図 4 に示します。 

 

図 4: Web ロール インスタンス、Worker ロール インスタンス、またはその両方で構成され、 

各インスタンスを個別の仮想マシンで実行する Windows Azure アプリケーション 

この図に示す単純な例では、Windows Azure アプリケーションは Web ロールと Worker ロールの両方

を使って実装されています。このアプリケーションは今のところ各ロールのインスタンスを 2 つずつ実行していま

すが、インスタンス数は簡単に変更できます。開発者または管理者は Windows Azure にインスタンス数

の変更を指示できます。またアプリケーションで自動的にインスタンス数を増減することもできます。 

この図からわかるように、Windows Azure ファブリック コントローラーは各インスタンスを個別のコンピュータ

ーに割り当てます。そのため、1 か所でハードウェア障害が発生してもアプリケーション全体かダウンすることは

なく、高いフォールト トレランスを確保できます。ファブリック コントローラーは実行中の各アプリケーションの監

視も行います。いずれかのインスタンスで障害が発生した場合、ファブリック コントローラーは、プラットフォーム

のサービス レベル アグリーメント (SLA) で規定されている時間内に、同じロールの新しいインスタンスを起動
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します。各インスタンスが 1 つ以上の専用プロセッサ コアを使用するため、アプリケーションのパフォーマンスが

予測しやすくなっています。他のアプリケーションとコアを共有することはありません。 

Windows Azure は Windows をベースとしているため、Windows Azure で実行するアプリケーション

は .NET Framework で作成できます。ただし、C++ をそのまま使用して、または PHP や Java などの

別のテクノロジを使用して、Windows Azure アプリケーションを作成することも可能です。現在、

Windows Azure アプリケーションの作成には Visual Studio が最もよく利用されていますが、これが唯

一の選択肢というわけではありません。開発者はあらゆるツールを自由に使用できます。 

どのような方法で作成されたとしても、Windows Azure アプリケーションはさまざまな場所に保存されたデ

ータにアクセスすることができます。一般的なアクセス方法の 1 つは、Windows Azure ストレージで提供さ

れる BLOB やテーブルを使用することです。もう 1 つの方法は、マイクロソフトのリレーショナル データ用クラ

ウド サービスである SQL Azure の使用です。クラウド アプリケーションは社内にあるオンプレミスのデータにも

アクセス可能であり、クラウドに保存されたデータしか利用できないという要件はありません。 

最後に、どのような状況で Windows Azure を利用すればよいか判断するために、Windows Azure の

料金設定を知る必要があります。知っておくべき主なポイントは次のとおりです。 

 コンピューティングについては、サイズ別のインスタンス (すなわち VM) 価格/時間で課金されます。イン

スタンスのサイズは 1 ～ 8 コアで、これに基づいて、1 時間あたり 0.05 ～ 0.96 ドルの料金が発生

します。使用した量に基づくわけではないので、ご注意ください。インスタンスが 1 時間まったく使用され

なかった場合も、集中的な処理が実行されていた場合も、同じ料金が発生します。 

 ストレージについては、Windows Azure BLOB およびテーブルでデータを保存する場合、0.15 ドル

/GB/月で課金されます。さらに、データの操作 (読み取りや書き込み) 10,000 回につき 0.01 ドル

が加算されます。  

 帯域幅の使用料は、1 GB あたり受信 0.10 ドル、送信 0.15 ドルです。Windows Azure データ 

センターの内外へデータを移動した場合にのみ、課金されます。Windows Azure アプリケーションが

同じデータ センター内の BLOB またはテーブル (または SQL Azure データ) にアクセスする場合、帯

域幅使用料は発生しません。  

クラウド プラットフォームは、コンピューティング リソースの展開、使用、支払いに関する新しいアプローチをもた

らしています。マイクロソフトの Windows Azure を通じて、Windows 指向の開発者はこの新しいコンピ

ューティング スタイルを活用することができます。 

Windows HPC Server と Windows Azure の併用  

HPC で何よりも重要なのは処理能力です。Windows Azure は、膨大な処理能力をオンデマンドで提供

することができます。よって、両者を組み合わせるという発想は、実に理にかなっています。 
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ただし、上で理由を説明したように、クラウドの出現は、オンプレミスの HPC クラスターに終わりを告げるもの

ではありません。クラスターとクラウドは連携が可能であり、Windows HPC Server と Windows Azure 

の組み合わせがそれを実証しています。この組み合わせは現在、次の 2 通りのアプローチに対応しています。 

- ヘッド ノードと一部の計算ノードをオンプレミスで残し、加えてクラウドの計算ノードも使用する。 

- ヘッド ノードだけをオンプレミスで残し、すべての計算ノードをクラウドで運用する。 

この 2 つのアプローチについて検証してみましょう。 

オンプレミス コンピューティングとクラウド コンピューティングを組み合わせて使用する場合 

アーキテクチャの観点から言えば、オンプレミスの計算クラスターと Windows Azure を併用する 

Windows HPC アプリケーションの実行は単純明快です。これを図解したのが 図 5 です。 

 

図 5: オンプレミスの計算ノードと Azure Worker ノード (すなわち Windows Azure Worker 

ロール 

インスタンス) の両方を使用する Windows HPC アプリケーション 

ヘッド ノードはオンプレミスのままなので、ユーザーは通常どおりの方法で HPC ジョブを送信します。次にヘッ

ド ノードのスケジューラが、アプリケーションのロジックを使用可能な計算リソースに分配します。この場合、リソ

ースにはオンプレミス クラスターの計算ノードと Windows Azure データ センターの Worker ロール インス

タンス (Windows HPC Server の用語では Azure Worker ノード) の両方が含まれます。  
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Windows HPC ジョブは部分的にオンプレミス、部分的にクラウドで実行されますが、ユーザー側の送信方

法は通常と同じであり、100% ローカルのクラスターで処理されるジョブの送信と違いはありません。ただし 

Windows HPC 管理者には、余分の作業が必要とされます。HPC クラスター マネージャーなどの使い慣

れたツールを引き続き使用できますが、Windows Azure アカウントをセットアップし、Azure Worker ノー

ドを構成する作業が発生するためです。さらに、オンプレミス クラスターの計算ノードとクラウド上の Azure 

Worker ノードを含む計算リソースのうち、どのジョブでどのリソースを使用できるかを指定する必要もあります。 

Azure Worker ノードは、ジョブが送信されたときにオンデマンドで作成されるようにはなっていません。管理

者が VM を明示的に割り当て、不要になった時点でシャットダウンします。たとえば、管理者は毎日午前 9 

時に 25 個の Azure Worker ロールを作成し、午後 6 時にシャットダウンすることができます。この作業は 

HPC クラスター マネージャーを使って手動で行うことも、(自動化が可能な) スクリプトを使ってプログラム上

で処理することもできます。Azure Worker ノードは、それぞれが 1 つの Windows Azure Worker ロ

ール インスタンスと見なされ、使用は有料です。そのため Windows HPC Server では、これらのインスタ

ンスを作成するタイミングや実行時間などを管理者が決定できるようになっています。 

前出の図には示されていませんでしたが、アプリケーションは必ずデータの読み書きを実行します。そのデータ

がオンプレミスに保存されている場合、ローカルの計算ノードからは直接アクセスし、Azure Worker ノードか

らはインターネットを介してアクセスします。または、アプリケーションのデータをクラウド (Windows Azure ス

トレージの BLOB など) に保存することもできます。オンプレミス ストレージとクラウド ストレージに分配するこ

ともできます。Windows HPC Server には、データの保存場所やアクセス方法についての要件はありませ

ん。各アプリケーションの作成者の裁量に任されています。 

オンプレミスの計算ノードとクラウド上の Azure Worker ノードの組み合わせからメリットを得られるのは、ど

のようなアプリケーションでしょうか。このアプローチが有効となるのは、どのような状況でしょうか。以下にいくつか

の例を示します。 

 処理能力が時折不足するアプリケーションに対し、Windows Azure を利用して処理能力をオンデマ

ンドで追加できます。クラウドを利用すれば、オンプレミス クラスターのコンピューターを増設する場合に比

べ、低コストで必要なリソースを入手できます。 

 定期的に追加の HPC 計算ノードが必要になる企業で、Windows Azure のノードを利用できます。

たとえば、ある金融サービス会社で週に 1 回、集中的に CPU を使用するジョブを実行しているとします。

既存のクラスターを拡張すると、追加されたコンピューターは他の大部分の時間、アイドル状態のまま放

置されることになります。それよりも、必要になった時点で Azure Worker ノードを割り当て、作業が終

わったらインスタンスをシャットダウンできる方が効率的です。 

 オンプレミス クラスター用のスペースが不足している企業で、混み合ったデータ センターに物理マシンを増

設することなく、Azure Worker ノードを使ってクラウド上で拡張することができます。これは前述のよう

に、ハードウェアの新規購入という資本コストを回避し、クラウド上のリソースの利用という運用コストに転
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換することにもなります。また、Windows 修正プログラムの適用などの日常的なタスクが Windows 

Azure ファブリック コントローラーによって自動的に実行されるため、HPC 環境の管理コストも削減され

ます。 

どのような理由で選ぶにせよ、Windows HPC Server と Windows Azure の両方で実行される HPC 

アプリケーションは、これまでと同じように開発できるはずです。従来どおり Visual Studio (またはその他の 

Windows 開発ツール) で開発を行い、この製品でサポートされる標準のプロファイルやデバッグ機能も利用

することができます。ただし、大きく異なるのは、作成したアプリケーションが今までよりもはるかに大きなコンピュ

ーティング能力を備えているという点です。 

クラウド コンピューティングだけを使用する場合 

一部の計算ノードを Windows Azure に移行するメリットは理解できました。では全部の計算ノードをクラ

ウドで実行する場合はどうでしょうか。図 6 に示すように、Windows HPC Server はこのオプションもサポ

ートしています。 

 

図 6: Azure Worker ノードに完全に依存する Windows HPC アプリケーション 

この場合、ヘッド ノードだけをオンプレミスに残し、Windows Azure 上の Azure Worker ノードですべて

の処理を実行します。この場合もやはり、Windows HPC ジョブを送信するユーザーの側では何も変化しま

せん。スケジューラが透過的にアプリケーションのロジックを Azure Worker ノードに分配するためです。 
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アプリケーションのすべてのコンピューティングをクラウドで実行する場合、明らかなメリットがいくつかあります。具

体的には次のとおりです。 

 企業が自前でクラスターを購入し管理しなくても、HPC ジョブを実行できます。購入費用に見合うほど

オンプレミス クラスターの利用率が高くない、たとえば HPC 機能が必要になるのは月に 1 回だけという

ような企業もあります。そういった状況ではヘッド ノードだけをオンプレミスで運用し、Azure Worker ノ

ードですべてのコンピューティングを実行すると経済的です。  

 HPC の導入コストがオンプレミス クラスターと比べて大幅に削減されます。企業は必要な HPC リソース

分の料金だけを支払い、ハードウェアへの莫大な先行投資を回避することができます。  

 100% クラウドでアプリケーションを実行すると、HPC アプリケーションをオンプレミス クラスターと 

Windows Azure に分散する場合に比べて、データ アクセスが容易になります。2 つの場所にデータ

を分けたり、アプリケーションの一部からデータにリモート アクセスしたりする手間がなく、アプリケーションの

全データをクラウドに保存できます。  

 企業によっては、Windows Azure で提供される SLA により、自社所有のオンプレミス クラスターより

も高い信頼性を確保できる場合があります。また、Windows Azure ファブリック コントローラーによって

システム ソフトウェアの更新が自動的に処理されるので、システムの不安定性が最小限に抑えられます。 

HPC アプリケーションをクラスターとクラウドに分散させる場合も、100% クラウドでアプリケーションを実行する

場合も、HPC とクラウド コンピューティングの組み合わせにより多くのメリットが実現されることは明らかです。あ

らゆる状況に当てはまるわけではありませんが、クラウドのメリットを活用する HPC ワークロードは今後増えて

いくと予測されます。 

シナリオ 

HPC アプリケーションにはいくつかの種類があります。代表的なカテゴリとして、アプリケーションの実行中、異

なる計算ノードで動作するロジック間の対話 (中間結果の交換など) が必要とされるアプリケーションがありま

す。一般にこの種類のアプリケーションは、MPI でプログラミングされた低遅延通信メカニズムに依存し、通常

バッチ ジョブとして実行されます。もう 1 つのカテゴリは、アプリケーションの実行中、各計算ノードで動作する

ロジック間で対話する必要がなく、それぞれ独立して動作できるアプリケーションです。このようなジョブは、処

理を並列タスクに分割するのが非常に容易なことから、Embarrassingly Parallel と呼ばれます  

マイクロソフトは、今後さまざまな種類の HPC アプリケーションをクラウドで提供する予定であると発表してい

ます。ただし、当面の間、Windows HPC Server で Windows Azure の使用がサポートされるのは、

計算ノードが処理を実行しながら互いに通信する必要のない、Embarrassingly Parallel アプリケーショ

ンに限られます。このようなアプリケーションを作成する方法は 2 通りあります。サービス指向アーキテクチャ 

(SOA) アプリケーションとパラメーター スイープ アプリケーションです。ここでは両方について検証します。 
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SOA アプリケーション  

その名前が示すように、SOA アプリケーションでは計算ロジックをサービスとして実装します。Windows HPC 

Server では Windows Communication Foundation (WCF) を使用して各サービスを実装し、

SOAP や REST などを通じてサービスを公開することができます。このアプローチにはユーザーが実行中のジョ

ブと対話できるという利点があり、これは多くの状況で役立ちます。 

Windows HPC Server は、オンプレミス クラスターでも Windows Azure クラウドでも SOA アプリケー

ションをサポートします。両環境での実行方法について次に説明します。 

Windows HPC Server での SOA アプリケーションの実行 

Windows HPC Server で動作する、モンテカルロ シミュレーションを利用したリスク分析アプリケーションを

作成する場合を考えてみましょう。このアプリケーションは独立した部分への分割が容易 (Embarrassingly 

Parallel) であるため、SOA アプリケーションの有力候補です。 

各サービスは同様に動作し、それぞれ個別の計算ノードで実行されます。これらの各サービスは、共有ファイ

ル システムなど、開発者が選んだ任意の場所のデータを読み書きすることもできます。図 7 は、オンプレミス

の計算クラスターで実行される SOA アプリケーションを示しています。 

 

図 7: 個別の計算ノードで動作する WCF サービスの集合として実装される SOA アプリケーション 

このアプリケーションを起動するため、ユーザーがクライアント ワークステーションからヘッド ノードにジョブを送信

します (ステップ 1)。ヘッド ノードは、このジョブに割り当てる計算ノードを決定し、各計算ノードでアプリケー
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ションの WCF サービスを 1 インスタンスずつ起動します (ステップ 2)。SOA アプリケーションが使用する 

WCF サービスはライブラリとして実装され、Windows HPC Server は各計算ノードで実行されるホスト 

プロセスを提供します。このプロセスには、SOA アプリケーションに対応する WCF サービスをオンデマンドで読

み込むことができます。 

これでアプリケーションが要求を受信する準備が整いました。ただし、ヘッド ノードのスケジューラが直接これら

の要求を発行するわけではありません。スケジューラは、このクラスター内の別のコンピューターであるブローカー 

ノードにジョブを転送し (ステップ 3)、このブローカーにクライアント ワークステーションを接続します (ステップ 

4)。 

SOA アプリケーションの処理はサービス単位で実行されるので、アプリケーションの実行は、これらのサービスの

呼び出しを意味します。この呼び出しを行うため、クライアント ワークステーションはブローカー ノードに要求を

送信します (ステップ 5)。図に示すように、ブローカーはこれらの要求をキューに格納した後、計算ノードで実

行中の WCF サービスを呼び出し、それぞれの要求を処理させます (ステップ 6) (要求を処理している計算

ノードで障害が発生した場合、ブローカーがその障害を検知し、別の計算ノードで実行中のサービス インスタ

ンスにその要求を再送信します)。SOA アプリケーションは多くの場合対話型なので、ブローカー ノードはサー

ビスから返された結果をユーザーのワークステーションに送信することができます (ステップ 7)。 

ヘッド ノードがすべての処理を実行するのではなく、ブローカー ノードが関与する理由を考えてみましょう。主

な理由は、ブローカーを追加することによって、ヘッド ノードにかかる負荷が大幅に削減されるからです。クライ

アント ワークステーションからの要求をヘッド ノードで受け付けるのではなく、これらの要求をキューに格納し、

アプリケーションの WCF サービスに送信し、結果を返すといった処理を、すべてブローカーが実行します。ブロ

ーカー ノードで障害が発生した場合、システムは自動的に別のブローカー ノードに切り替えることができます。

この新しいブローカー ノードは、前のブローカー ノードが使用していたキューにアクセスするので、作業結果が

失われることはありません。  

SOA アプリケーションは今のところ HPC ジョブの主流ではありませんが、金融サービスや生命科学などをはじ

めとする、最新のハイパフォーマンス ワークロードにおいて重要な役割を担っています。SOA アプリケーションは

オンプレミスの計算クラスターでも完璧に動作しますが、Windows HPC Server で提供される 

Windows Azure のクラウド リソースを活用することも可能です。次のセクションでは、そのしくみを詳しく説

明します。 

Windows HPC Server と Windows Azure を使用した SOA アプリケーションの

実行 

SOA アプリケーションは、オンプレミス クラスターで実行される場合とほぼ同様に、Windows Azure 上で

実行できます。ジョブを送信するユーザーの立場から見れば何の違いもなく、コンポーネント間の基本的な対

話にも変化はありません。ただし、コンピューティングが実行される場所が大きく異なります。 
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SOA アプリケーションをクラウドで実行する場合、前述の 2 つのアプローチ (クラスターの計算ノードと 

Azure Worker ノードの組み合わせ、または Azure Worker ノードのみ) のどちらも利用できます。図 8 

は、2 番目の、完全にクラウドで実行する SOA アプリケーションを示しています。 

 

図 8: Windows Azure のみを使用し、Azure Worker ノードで WCF サービスを実行する  

SOA アプリケーション 

前述のように、アプリケーションが Azure Worker ノードを使用するためには、Windows HPC Server 

管理者がノードごとに Windows Azure Worker ロール インスタンスを作成する必要があります。オンプレ

ミスの計算ノードと同様に、Windows HPC Server により各 Azure Worker ノードで動作するホスト 

プロセスが提供されます。このプロセスに、SOA アプリケーションの WCF サービスを含むライブラリを読み込む

ことができます。 

Azure Worker ロールを作成した後は、図のようにオンプレミスの場合とまったく同じ手順で SOA アプリケ

ーションが送信および実行されます。前と同じように、ワークステーションを使用するユーザーが (オンプレミス

の) ヘッド ノードにジョブを送信します (ステップ 1)。このとき送信する構成情報により、ジョブに必要なコア数

をヘッド ノードに指示できます。この場合、ジョブを完全にクラウドで実行するため、ヘッド ノードは使用する 

Azure Worker ノードの数を決定し、各ノードでこのアプリケーションの WCF サービスを起動します (ステッ

プ 2)。図 8 に示すように、ヘッド ノードはクラウドで動作しているプロキシにこの要求を処理させます。 
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Azure Worker ノードが使用可能になった後のプロセスは、オンプレミスの場合とほぼ同様です。ヘッド ノー

ドはブローカー ノードにジョブを転送し (ステップ 3)、クライアントをこのブローカーに接続します (ステップ 4) 

(アプリケーションを完全に Windows Azure で実行する場合も、ブローカー ノードはヘッド ノードと同様、

オンプレミスに残します)。クライアントがブローカーに要求を送信すると (ステップ 5)、ブローカーはその要求を

キューに格納し、プロキシを通じて、アプリケーションの WCF サービスに要求を渡します (ステップ 6)。これら

のサービスから返された結果が、ユーザーのワークステーションに送信されます (ステップ 7)。使用されるコンポ

ーネントおよびコンポーネント間の対話は前と同じですが、重要な違いがあります。この SOA アプリケーション

の WCF サービスが、オンプレミス クラスターではなく、Windows Azure データ センターの仮想マシンで実

行されているという点です。 

オンプレミスの場合と同じように、あるブローカー ノードで障害が発生した場合、キューに格納された要求は、

代わりのブローカーによって再開されます。ブローカーが要求を送信した Azure Worker ノードで障害が発

生した場合、ブローカーは別のインスタンスに処理を再送信します。前述のように、Windows Azure ファブ

リック コントローラーが実行中の各インスタンスを監視し、いずれかのインスタンスで障害が発生した場合、新

しいインスタンスを起動します。したがって Windows HPC Server 管理者が常に見張っている必要はあり

ません。  

パラメーター スイープ アプリケーション 

SOA アプリケーションでは、ロジックが WCF サービスとして実装されます。これに対して、パラメーター スイー

プ アプリケーションでは、計算ロジックが通常の実行可能ファイルとして実装されます。ユーザーと実行中のジョ

ブとの対話が可能なサービスを公開する場合と異なり、ジョブを開始する時点で送信側が各計算ノードの実

行可能ファイルに、それぞれ異なる初期パラメーターを渡すことができます。これにより、各実行可能ファイルは

異なるデータに同じロジックを適用します。パラメーター スイープ アプリケーションは実行中にユーザーと対話す

ることはできませんが、WCF を使用する必要もありません。そのため、科学者など、開発が専門外の方でも、

より簡単にアプリケーションを作成できます。 

SOA アプリケーションとパラメーター スイープ アプリケーションはどちらも Embarrassingly Parallel カテゴリ

に分類され、オンプレミス クラスター、Windows Azure クラウド、クラスターとクラウドの組み合わせの 3 通

りの方法で実行できます。図 9 は、パラメーター スイープ ジョブをクラウドだけで実行する場合を示していま

す。 
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図 9:Windows Azure のみを使用し、Azure Worker ノードで各実行可能ファイルを 実行する 

パラメーター スイープ アプリケーション 

この図からわかるように、ユーザーは通常どおり、オンプレミスのヘッド ノードにパラメーター スイープ ジョブを送

信します (ステップ 1)。ヘッド ノードで動作するスケジューラが、使用する Worker ノードを決定し (ステップ 

2)、プロキシを通じて各 Worker ノードでジョブの実行可能ファイルを起動します (ステップ 3)。各実行可

能ファイルはそれぞれ異なるパラメーターを渡され、異なるデータを処理します。これ以降は、ジョブが自動で

完了され、ユーザーの入力は必要ありません。 

オンプレミス クラスターでパラメーター スイープ アプリケーションを実行する場合の手順も同様ですが、最大の

違いはプロキシが関与しない点です。ヘッド ノードのスケジューラが直接クラスターの計算ノードと対話し、各

計算ノードの実行可能ファイルを起動します。 

Embarrassingly Parallel アプリケーションを Windows Azure だけで実行する場合も、Windows 

Azure とオンプレミス クラスターに分散して実行する場合も、クラウドの利用は効果的です。オンデマンドでア

クセスでき、必要な分だけの投資で処理能力を追加できるというクラウドの特長は、HPC アプリケーション向

きと言えます。 
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まとめ 

ハイパフォーマンス コンピューティングは新時代を迎えようとしています。巨大なスケールと低コスト性を備えたク

ラウドの計算リソースにより、HPC アプリケーションを実行する手段と場所は確実に変わっていくでしょう。この

変化を無視するわけにはいきません。 

それでも、クラウドの出現により現在のクラスターが消滅するわけではありません。データの問題やハードウェア

の制約などのさまざまな懸念から、引き続きオンプレミスの計算クラスターで処理するのが最適な HPC ジョブ

もあります。このような現状を踏まえ、Windows HPC Server では、次の 3 つの可能性をすべてサポート

しています。  

 オンプレミス クラスターだけで実行するアプリケーション 

 クラウドだけで実行するアプリケーション 

 オンプレミス クラスターとクラウドの両方で実行するアプリケーション  

当面の間、クラウドを利用できるのは Embarrassingly Parallel アプリケーション (SOA およびパラメータ

ー スイープ) だけですが、今後選択肢は広がっていく見込みです。 

HPC アプリケーションは、世界が直面する最も重要な問題の解決に役立っています。クラウド コンピューティ

ングは現在、最も重要なテクノロジ トレンドの 1 つです。この 2 つが合体するのは当然の流れと言えるでしょ

う。 
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