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平成 31 年 2 月 6日 
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セキュリティ・情報化推進部長 川上 道生 

 

◎調達機関番号 587 ◎所在地番号 13 

 

１ 調達内容                                    

(1) 品目分類番号 14、71、27 

(2) 導入計画物品及び数量 スーパーコンピュータシステム一式 

(3) 調達方法 売買若しくは借入、又はそれらの複合 

(4) 導入検討目的 

今後 5 年程度の期間を目途に、JAXA の第四期中期計画に予定されている事業の実施を確

実化する JAXA HPC 基盤を構築するために、現有のスパコンシステムの更新を検討するもの

である。 

また、JAXA HPC 基盤構築の背景及び今後の予想として、HPC 分野において、その利用分

野が CFD のみならず、地球観測データ処理や AI 基盤というデータ処理へと、その範囲を広

げている。この様な劇的な変化の中で、JAXA のスーパーコンピュータを JAXA HPC 基盤と再

定義し、その役割を次の 3つに大別する。 

① 航空宇宙分野の国際競争力を強化する数値シミュレーション実施基盤 

② 大規模データ解析基盤としてのデータセンター機能 

③ 新たなニーズを受け止める研究開発基盤 

(5) 稼働予定時期 2020 年 10 月 

(6) 調達に必要とされる基本的な要求要件 

導入を計画している HPC 基盤は、HPC システム、汎用システム、統合フロントエンドシス

テム、データセンター管理システム、ファイルシステム、無停止運用サービス、運用・管

理・制御システム、相互接続網、Storage Area Network、高速 Ethernet バックボーン及び、

関連するソフトウェアからなる総合システムであり、その基本的要求要件は以下のとおり

である。 

Ａ HPC システム 

主たる用途 

① 超高並列、長時間の計算やデータ処理等をするためのシステム。 

Ｂ 汎用システム 

主たる用途 

① プロセス並列化されるような大規模な問題を、できるだけ短時間で解くためのシステ

ム。並列化されていないような小規模な問題を、単位時間当たり大量に処理するための



システム。 

② 単一プロセスで大きな主記憶容量を必要とするジョブを処理するためのシステム。 

Ｃ 統合フロントエンドシステム 

主たる用途 

① プログラム開発、チューニング作業、ジョブ実行、ファイル操作等を行うシステム。 

Ｄ データセンター管理システム 

主たる用途 

① ファイルシステムやアーカイバに蓄積したデータの管理機能を実現するシステム。 

② データ転送管理機能、ワークフロー制御機能及び HPC 基盤ポータル機能を実現するシ

ステム。 

Ｅ ファイルシステム 

主たる用途 

① コンピュータ部での計算やデータ処理に使うファイルを読み込んだり書きだしたりす

るシステム。 

② 統合フロントエンドシステムから、ユーザがファイル管理のための操作(移動、削除、

内容確認等)を行うファイルが格納されているシステム。 

③ データセンター管理システムの機能を用いて操作する対象ファイルが格納されている

システムのひとつ。 

Ｆ 無停止運用サービス 

主たる用途 

① 急を要する業務(例えば、不具合対応計算)、ないしは、連続的に実施する業務(例えば、

地球観測データ処理やプロジェクト支援計算)をHPC基盤上で着実に実現するための仕組

み。 

Ｇ 運用・管理・制御システム 

主たる用途 

① HPC 基盤全体のリアルタイムな監視・通報・制御。 

② 空調/冷却設備等と HPC 基盤との連携による自動運転をはじめとした管理・制御。 

③ ジョブのスケジューリング。 

④ HPC 基盤資源やジョブの運用・管理・統計情報収集と蓄積・分析。 

⑤ 運用環境への適用前の動作確認環境。 

Ｈ 相互接続網 

主たる用途 

① ノード間を接続するネットワークで、MPI 通信や in-situ/in-transit 可視化通信等を

行うためのもの。 

Ｉ Storage Area Network 

主たる用途 

① ノードとファイルシステムとを接続するネットワークで、ファイル操作(read、write

及び、メタデータ操作等)に関する通信を行うためのもの。 

Ｊ 高速 Ethernet バックボーン 

主たる用途 

① HPC 基盤内及び JAXA 内外のシステム(外部連携環境を含む)とを接続するネットワーク



で、高速な Ethernet 通信を実現するもの。 

Ｋ 関連するソフトウェア 

主たる用途 

① HPC 基盤の運用管理からユーザジョブ処理に至るまでの全ての機能を実現するための

ソフトウェア群。 

K-1 オペレーティングシステム(OS) 

K-2 他コンピュータとの接続用ソフトウェア 

K-3 コンパイラ 

K-4 MPI 等の並列化ライブラリ 

K-5 科学技術計算ライブラリ 

K-6 in-situ/in-transit 可視化ライブラリ 

K-7 開発支援ツール 

K-8 市販アプリケーション 

K-9 オープンソースソフトウェア 

K-10 ジョブ管理 

K-11 ファイル管理 

K-12 運用管理 

Ｌ 総合システムとしての非機能要件 

L-1 システム構成・運用の柔軟性、統一性 

L-2 信頼性、可用性、保守性 

L-3 移行性 

L-4 セキュリティ 

L-5 電力量削減 

L-6 設置性 

L-7 アクセス性 

L-8 支援と体制 

L-9 情報流通 

L-10 提供可能なマニュアル類 

 

２ 資料及びコメントの提出方法                           

上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(6)の要求要件等に関するコメント等の

提供を招請する。 

(1) 資料等の提出期限 

平成 31 年 3 月 29 日（金）17 時 00 分（郵送の場合は必着のこと。） 

(2) 提出先 

〒182-8522 東京都調布市深大寺東町 7-44-1 

宇宙航空研究開発機構 調達部 研究・事業調達室 金野 善幸 

電話 050-3362-7041 メールアドレス konno.yoshiyuki@jaxa.jp 

 

３ 説明書の交付                                  

本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。 



(1) 交付期間 平成 31 年 2 月 6 日から平成 31 年 3 月 29 日まで。 

(2) 交付場所 上記２(2)に同じ。 

 

４ 説明会の開催                                  

本公表に基づく導入説明会を開催する。 

(1) 開催日時 

平成 31 年 2 月 22 日（金）13 時 30 分から最大 15 時 00 分まで。 

(2) 開催場所 

東京都調布市深大寺東町 7-44-1 

JAXA 調布航空宇宙センター スーパーコンピュータ棟 2階会議室 

 

５ その他                                     

この導入計画の詳細は、導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更する

ことがあり得る。 

 

６ Summary                                     

6.1 Procurement content 

(1) Item classification number： 14,71,27 

(2) Goods planned for implementation and their quantities： Super computer system(One 

set) 

(3) Procurement method： Purchase or Lease or a combination of these 

(4) Purpose of this implementation consideration： 

CFD is not the only field that uses the technique of HPC. Rather, the scope of 

usage of HPC is expanding to fields such as Earth Observation data processing and 

AI platform data processing. In the wake of these dramatic changes, the 

super-computers of JAXA will be re-defined as JAXA HPC platform, and the roles 

will be broadly classified into the following three types. 

① Numerical simulation implementation base to enhance international  

competitiveness in the aerospace field 

② Data center functionality that acts as a large-scale data analysis platform 

③ Research and development platform that caters to new needs 

With this background and future forecast, we are considering upgrading the 

existing super computer system to establish a JAXA HPC platform that will ensure 

the implementation of projects planned for the fourth medium-term plan of JAXA. 

(5) Schedule of operation： October 2020 

(6) Basic requirements that are considered necessary for procurement： 

The HPC platform planned for implementation is a comprehensive integrated system 

consisting of an HPC system, general-purpose system, integrated front-end system, 

data center management system, file system, non-stop operation service, 

operation/management/control system, interconnection network, Storage Area 

Network, High speed Ethernet backbone, and related software. The basic 



requirements needed for this system are as stipulated below. 

A HPC System 

Primary purpose 

① A system for performing massive parallel processing, long-duration computation, 

and data processing. 

B General-purpose System  

Primary purpose 

① A system for resolving large-scale problems (that require parallel processing) 

in the shortest time possible. 

② A system for solving small-scale problems (that do not require parallel  

processing) by processing large quantities of data per unit time. 

③ A system for processing jobs that require large main memory storage capacity for 

a single process. 

C Integrated Front End System 

Primary purpose 

① System that performs activities such as program development, tuning operations, 

job execution, file operation. 

D Data Center Management System 

Primary purpose 

① A system that realizes data management functionality of the data stored in the 

file system and archiver system. 

② Data transfer management, Workflow control, and Portal functionality for this 

Supercomputer system. 

E File System 

Primary purpose 

① A system that reads and writes the files that are used in computation and data 

processing in the computer department. 

② A system that stores the files used in file management operations (such as move, 

delete, content checking) that are performed by users through the integrated 

front-end system. 

③  One of the systems that store files used in operations that utilize the 

functionality of the data center management system.  

F Non-stop Operational Service 

Primary purpose 

① A mechanism that offers steady realization of rapid response operations (for 

example, calculation of defects) and continuous operations (for example, earth 

observation data processing and project support computation) on the HPC platform. 

G operation/management/control system 

Primary purpose 

① Real-time monitoring, reporting, and control of the entire system 

② Management and control including automatic operation by cooperation with air 



conditioning / cooling equipment etc. and this system. 

③ Job scheduling 

④ Operation, management, collection and accumulation / analysis of statistical 

information of this system resource and job. 

⑤ Operation confirmation environment before application to operational  

environment. 

H Interconnected Network 

Primary purpose 

① A network that interconnects the nodes and is used to perform activities such 

as MPI communication and in-situ / in-transit visualization communication. 

I Storage Area Network 

Primary purpose 

① A network that connects nodes and file systems, and performs communications 

related to file operations (such as read, write, and metadata operations). 

J High-speed Ethernet Backbone 

Primary purpose 

① A network that connects collaborating organizations internal and external to the 

this system and realizes high-speed Ethernet communication. 

K Related Software 

Primary purpose 

① Group of software applications for realizing all functionalities ranging from 

HPC platform-based operation management to user job processing 

K-1 Operating System (OS) 

K-2 Software for connecting with other computers 

K-3 Compiler 

K-4 Parallel Library such as MPI 

K-5 Scientific and Technical computing library 

K-6 in-situ/in-transit Visualization Library 

K-7 Development assistance tools 

K-8 Commercial application 

K-9 Open source software 

K-10 Job management 

K-11 File management 

K-12 Operation management 

L Non-functional requirements for the integrated system 

L-1 Flexibility and consistency of System configuration/Operation 

L-2 Reliability, Availability, Maintainability 

L-3 Migration 

L-4 Security 

L-5 Reduction of power consumption 

L-6 Installation properties 



L-7 Accessibility 

L-8 Support and systemization 

L-9 Information sharing 

L-10 Manuals available for provision 

6.2 Submission of documents and comments 

Generic reference documents related to the items mentioned in 6.1(2) above and 

comments on requirements mentioned in 6.1(6) above are invited. 

(1) Deadline for submission of documents： 

May 29, 2019 (Friday) 17:00 hours (For postal submission, this would be the  

deadline for receipt of the post) 

(2) Submit to: 

Yoshiyuki Konno, General Procurement Office, Procurement Division JAXA 7− 44− 1, 

Jindaiji Higashimachi, Chofu, Tokyo, Japan. Postal code:182-8522 

Telephone number: +81-50-3362-7041 Mail: konno.yoshiyuki@jaxa.jp 

6.3 Issue of explanatory documentation 

Based on this announcement, explanatory documentation on this implementation will 

be issued to applicant vendors. 

(1) Issue period: From Feburary 6, 2019 to May 29, 2019 

(2) Issue venue: Same as 6.2(2) above. 

6.4 Holding a briefing session 

A briefing session on this implementation will be held based on this announcement. 

(1) Date and time： 

Feburary 22, 2019 (Friday) 13:30-(MAX)15:00 

(2) Venue 

Meeting room, 2nd floor, Supercomputer bldg. , JAXA Chofu Aerospace Center (JAXA) 

7− 44− 1, Jindaiji Higashimachi, Chofu, Tokyo, Japan. 

6.5 Other 

Details of the implementation project will be provided in the implementation 

explanatory documentation. In addition, details provided in this announcement are 

provisional and may be subject to change. 


