お客様事例

高エネルギー加速器研究機構
高エネルギー加速器実験
からの膨大なデータの
利活用を支える
スケーラブルで
信頼度に優れた
階層型ストレージ・システム

提供 高エネルギー加速器研究機構

製品・サービス・技術情報

・IBM Elastic Storage Server ／ IBM Spectrum Scale
・IBM TS1160テープ・ドライブ
・IBM TS4500テープ・ライブラリー
・High Performance Storage System

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構は、つくばキャンパスに設置された Super KEKB 加速器で
行われる Belle II 実験のほか、東海キャンパスの J-PARC センターで行われる素粒子・原子核研究、物質・生命科学
研究など、さまざまな加速器実験を支える新たな階層型ストレージ・システムを構築しました。IBM Spectrum

Storage による分散共有ストレージとテープ・ライブラリー、階層型ストレージ管理ソフトウェアで構成され、各実験
から生成される膨大なデータを漏らすことなく蓄積するとともに、研究者に対して解析に用いるデータに高速アクセス
できる環境を提供します。

・ 従来比40倍の性能向上を目指す新型加速器の膨大な実験データを一切漏らすことなく

課題

確実に蓄積し、研究者へスムーズな高速アクセスを提供すること
・ 数百ペタバイトの実験データに対応できるストレージ・システムを、
システム費用や電気代、設置スペースを考慮して構築すること
・ ディスクへの大量データ蓄積の課題を解消するための、

ソリューション

ディスクとテープによる階層型ストレージ・システム
・ 研究者がテープを意識することなく、高い I/O スループットを提供する
高速分散ファイル・システムと管理ソフトウェア
・ テープ・カートリッジの煩雑な管理を自動化する、高可用なテープ・ライブラリー
・ 新型加速器の進化に追従するスケーラビリティーと、実験データの確実な蓄積能力、

効果

研究者への高速なデータ・アクセス性能を備えたストレージ・システムの実現
・ 国際協調で行われる高エネルギー加速器実験および国際色豊かな研究活動の
ホスト国としての責務を果たしていく体制の確立
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加速器の進化で爆発的に膨れ上がる実験データの解析を支える
IT インフラストラクチャーの整備
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構（以下、

ためにシステムの構築と運用を担っているのが KEK の計算科学

KEK）は、世界23の国と地域から約700人の研究者が参加する

センターです。

国際協調体制による素粒子実験プロジェクト Belle II 実験の

同センターの准教授である村上 晃一氏によれば、Belle II

Phase 3を2019年3月11日に開始しました。茨城県のつくば

実験だけに着目しても、現時点で1日あたり100テラバイトを

キャンパスにおいて2010年まで運転していた大型粒子加速器

超えるデータがコンスタントに生成されています。もちろん、

の KEKB が保持していた電子と陽電子のルミノシティ
（衝突頻度）

これはピーク値ではありません。Super KEKB 加速器はまだ

の世界最高記録をさらに40倍にまで高めた Super KEKB 加速

“ 慣らし運転 ” を行っている段階にあり、今後1〜2年で衝突・

器および、衝突点に設置した最新の Belle II 測定器を用いて、

測定性能を上げていくに従いデータ量はさらに増大していき

電子と陽電子の衝突データを取得・解析するものです。

ます。実験が本格化すると、1日あたり200テラバイト以上の

Belle II 実験の目的は、従来の標準理論では説明できない

データが生成され続けることになると見込まれています。

新しい物理現象を探索することにあります。電子と陽電子の

計算科学センターが運用する IT インフラストラクチャーには、

衝突によって大量に生成される B 中間子、D 中間子、タウ粒子

この膨大なデータを一切漏らすことなく確実に保存すること

などの生成や崩壊の様子を捉えたデータを今後数年間にわたっ

が求められるのです。
「見方を変えれば、それぞれの時代に

て蓄積し、詳しく解析することで、新しい物理現象の存在を

おける IT インフラストラクチャーの能力によって、どれだけの

明らかにしていこうとしています。

データを取得できるかが決まり、研究の成果をも左右すること

また、東海キャンパスの J-PARC センターにも大強度陽子加速

になります。加速器の性能向上に遅れをとることがないよう、

器施設があり、素粒子・原子核研究や物質・生命科学研究など

最新の技術トレンドを取り入れながら継続的に IT インフラスト

のさまざまな実験が行われています。

ラクチャーの設計を見直し、4年サイクルで更改を繰り返して

こうした近年の高エネルギー加速器実験から生成される膨大

います」
と村上氏は話します。

なデータの保管および解析を支える IT インフラストラクチャー

この IT インフラストラクチャーの中核となる新たな階層型スト

を構築・運用するとともに、世界中に分散する研究機関の計算

レージ・システムが、2020 年 9月より本格的な稼働を開始し

資源を高速ネットワークで連携させ、国際協調で解析を行う

ます。

信頼性と可用性、スケーラビリティーなどの総合評価を経て、
IBM Spectrum Scale による階層型ストレージ・システムを構築
Belle II 実験によって生成され、蓄積されるデータの容量は、

また、IBM TS4500のデュアル・ロボット・アクセサーにより、

最終的に数百ペタバイトに達すると予想されています。この

テープ・カートリッジの運用管理を大幅に簡素化することが

ような膨大なデータをディスク・ストレージで蓄積・運用する

できます」
と村上氏は話します。

のは、システム・コスト、消費電力、スペースの観点で極めて

もっとも、その都度テープにアクセスしていたのでは、研究者

困難です。

がデータを解析する際に必要とするパフォーマンス要件を常に

そうした中で世界の主要な高エネルギー研究施設が歴史的に

満たせるわけではありません。そこで KEK が活用しているの

必須のストレージ技術として位置付けてきたのがテープであり、

が階層型ストレージ管理ソフトウェアの High Performance

KEK では、新しい階層型ストレージ・システムでも IBM TS1160

Storage System（以下、HPSS）で、研究者が利用するデータ

テープ・ドライブを搭載する IBM TS4500テープ・ライブラ

をディスク上にキャッシュする、いわゆるステージングを行う

リーを採用しました。
「テープ・カートリッジ 1 本で最大容量

ことで高速なアクセスを実現します。

20TB に対応した IBM TS1160テープ・ドライブなら、大量

HPSS はもともと IBM および米エネルギー省の国立研究所ほか、

データの長期保管に費やすコストを削減することが可能です。

複数の研究機関によって共同開発されているソフトウェアです。
2

「KEK では歴代の階層型ストレージ・システム
（HSS）の標準

では IBM Spectrum Scale についても10年以上の運用経験

アーキテクチャーとして約20年前から HPSS を導入し、IBM の

を有しており、そのノウハウに基づいて要求の厳しいワーク

サポートを得ながら運用ノウハウを培ってきました」
と村上氏

ロードを効率的に処理します。そのパフォーマンスには、非常

は話します。

に満足しています」
と村上氏は話します。

そして、データのステージング用としてユーザーのフロントに

この新ストレージ・システムは、2016年頃から検討を開始し

位置するストレージに今回新たに導入したのが IBM Elastic

ました。
「検討過程では、他社の分散ファイル・システムも含め

Storage Server（以下、ESS）です。一般的なプロセッサーより

て技術的な検討を行い、私たちのパフォーマンス要件を唯一

も優れた I/O 帯域幅を備える IBM POWER プロセッサーにより、

満たすソリューションとして IBM を選択しました。各ノード間

ESS のビルディング・ブロックは40GB/ 秒の I/O スループット

を高速につなぐインターコネクト
（InfiniBand）を含めた IT

を実現しています。このビルディング・ブロックを追加していく

インフラストラクチャー全体の信頼性と可用性、スケーラビリ

ことで、性能をスケーラブルに向上させることができます。
「KEK

ティーを高く評価しています」
と村上氏は話します。

指数関数的に増大していくデータを
最適に管理していくイノベーションを追求
KEK が今回のストレージ・システムを選定・構築する上で、もう

また HPSS に関しては、毎年、コミュニティーを通じて開発陣

1つ重視したポイントとして挙げるのは IBM のサポートです。

と直接会合をもち、KEK のリクエストや不具合などの報告を

「いかに研究者がテープを感じないで利用できるかを意識して

行っています。これにより HPSS の継続的な性能改善や品質

います」
と村上氏は話します。たとえば実験データをステー

および使い勝手の向上が、常に行われているのです。

ジングする際にも、単純にデータをテープからディスクへ移動

「これから本格化していくSuper KEKB 加速器の実験データ

すれば済むわけではありません。研究者がシステムの裏側の

を入手して、解析して、それを海外に転送するというデータ

仕組みを意識することなく快適にデータにアクセスするためには、

処理の一連のサイクルを最適化するにあたり、こうした IBM と

どういった順序でテープからデータを読み出すのが最適かと

の継続的な協働作業や、今回の階層型ストレージ・システム

いった細かなチューニングを日々重ねていく必要があります。

の役割は、非常に重要になってきます」
と村上氏は強調し、
「結果

そうした中で役立ったのが IBM からの助言でした。

として前身の Belle 実験に比べて、生成され、蓄積されるデータ

KEK中央計算機システム

ストレージ・システム

IBM TS4500
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Storage System
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容量が40 〜 50 倍になる Belle II 実験や J-PARC での実験から
の膨大なデータを消失することなく蓄積できるストレージ・シス
テムの信頼性と高速性能を実現し、国際協調で行われるさま
ざまな研究活動のホスト国としての責務を果たしていく体制
を確立することができました」
と話します。
そして KEK では、すでに4年後の2024年に行われる IT インフ
ラストラクチャー更改を見据えた次期ストレージ・システムの
検討にも着手しています。前述したように Belle II 実験によっ
て蓄積されるデータ容量は数百ペタバイトに達すると予想され
ていますが、その先で行われることになる将来の高エネルギー
加速器関連の実験では、さらにその数倍以上の規模のデータ

拡張にとどまらない、新たな技術やアーキテクチャーを導入した

容量に対応できなくてはなりません。

イノベーションを追求していく必要があります」
と村上氏は語り、

「私たちにとってまさに未知の領域であり、指数関数的に増大
していくデータをどうやって管理し、最適なストレージ・シス

IBM のサポートにさらなる期待を寄せつつ、次のステージに
向かっています。

テムの運用形態を実現していくのか。これまでの延長線上での

お客様の声
Belle II 実験や J-PARC での実験からの膨大なデータを消失することなく
蓄積できるストレージ・システムの信頼性と高速性能を実現し、国際協調で
行われる研究活動のホスト国としての責務を果たしていく体制を確立すること
ができました。

高エネルギー加速器研究機構
計算科学センター
准教授

村上 晃一氏

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

〒305-0801 茨城県つくば市大穂1-1

https://www.kek.jp/ja/

最先端の大型粒子加速器を用いて基礎科学を推進する大学共同利用機関法人で、素粒子原子核研究所、物質構造科学研究所、加速器
研究施設、共通基盤研究施設の4つの研究所・施設と J-PARC センターから構成。宇宙の起源、物質や生命の根源を探求すべく、研究者
の自由な発想による
「真理の追究」
を目指して研究開発を推進。
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