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「Fujitsu クラウドサービス HPC」 とは

High Performance Computing (HPC) をより簡単に、

使いたい時にすぐ使えるクラウドサービスとして提供し、お客様のDX推進を支えます

当社は、「Fujitsu Uvance」のもとに、社会課題を解決していくた
め、7つのKey Focus Areas (重点注力分野) を中心に事業を
推進していきます。
「Fujitsu クラウドサービス HPC」は、「Fujitsu Uvance」を支
えるテクノロジー基盤であるHybrid ITに属するサービスです。当社
が長年携わってきたHigh Performance Computing
(HPC) の技術をクラウドサービスとして提供し、クロスインダストリーの
4分野においてHPCの利活用を拡大することにより、お客様のDX推
進を支えます。
「Fujitsu クラウドサービス HPC」では、Armシステムとして「富岳」
と高い互換性を有する「PRIMEHPC FX1000」を利用できます。

Vertical 
Areas

社会課題を解決する
クロスインダストリーの

4分野

Horizontal 
Areas

クロスインダストリーを
支える3つの

テクノロジー基盤

Consumer
Experience

Healthy
Living

Trusted
Society

Digital
Shifts

Business
Applications

Sustainable
Manufacturing

サステナブルな世界の実現を目指し、

社会課題の解決にフォーカスした

ビジネスを推進

Armシステム
(PRIMEHPC FX1000)

x86システム GPUシステム

Fujitsu
クラウドサービス HPC

設計・製造・
脱炭素 等

サプライチェーン・
CRM 等

創薬・医療 等 気象・防災 等

HPCの

利活用

Hybrid
IT

GPU
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「Fujitsu クラウドサービス HPC」 の特長

オンデマンドHPCサービスに
より、HPC環境をいつでも

すぐに利用可能

1

HPCのジョブ実行に必要な環境はサー

ビス側で全て準備されており、サービスに

申し込むだけで、HPC環境をオンデマン

ドで利用できます。

「富岳」との高い互換性に
より、日本発の最先端の

研究開発と社会実装を加速

3

Armシステムのコンピューティングリソース

は、「富岳」と互換を有するハードウェ

ア・ソフトウェアを採用しており、大規模

シミュレーションの高速処理を実現できま

す。

HPC利用を加速するプロ
フェッショナルサポートにより、
運用面での技術者確保の

課題を解決

2

大規模HPC運用の知見を有する技術

者によるプロフェッショナルサポートにより、

HPCの専門知識を持たないお客様で

あっても、HPCを最大限に活用すること

が可能です。
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特長① オンデマンドHPCによる課題解決

【お客様課題例】
➢ HPCをオンプレミスで利用するためには、高性能なハードウェアや機器を

設置するための設備が必要であり、長期のリードタイムが必要になると
同時に、膨大な初期投資が発生

➢ 自社のビジネスに必要なHPCリソースの見積もりが困難

利用開始のリードタイム短縮

✓ コンピュートノード、ログインノード、ジョブスケジューラ、ストレージ、アプ

リケーションソフトウェア一式が事前にセットアップされているため、

HPCの環境を構築する必要がなく、解析に必要なデータを用意す

るだけで利用可能

初期投資不要で必要なだけ利用

✓ クラウドサービスのため、機器購入、設備の準備が不要

✓ リソースの見積もりは不要であり、最小限の利用からスタートし、利

用状況に応じて利用するリソースを拡大することが可能

オンデマンドHPCサービスの利用により、
HPC導入のハードルを克服
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特長② プロフェッショナルサポートの提供

【お客様課題例】
➢ シミュレーションを実行できるHPC環境を整備し、プログラムのチューニングを

行える技術者の確保や育成が困難
➢ 自社のビジネス上の課題に対し、HPCをどのように活用すればよいのかわ

からない

HPCの導入および性能発揮を支援

✓ ソフトウェアやライブラリの導入支援、チューニング・サポートサービ

ス※を利用することにより、利用者側で技術者の育成や確保を行う

ことなく、HPCの性能を最大限発揮することが可能

HPCの利活用を支えるサービスの提供

✓ お客様のビジネス計画と連動したHPC活用計画の策定や、「富岳」

の運用知見を活かした技術的なサポート※を提供

大規模HPC運用の知見を持つ技術者が
お客様のHPC利活用を全面的にサポート

※ サポートに関連するサービスはヘルプデスク (オプション) での提供となり、

別途、リリース予定です。
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特長③ 「富岳」テクノロジーによる高速処理

【お客様課題例】
➢ 自社のビジネスに必要な大規模シミュレーションの高速処理を実現する

HPC環境が必要
➢ 「富岳」で実績のあるアプリケーションを利用する、または将来的に「富岳」

の利用を検討するため、「富岳」と互換性のあるHPC環境が必要

「富岳」と共通の高性能システム基盤

✓ 「富岳」と共通のCPU、ジョブスケジューラ、ファイルシステム、コンパイ

ラ、アプリケーション、APIを利用し、「富岳」と同様の大規模シミュレー

ションの高速処理を実現可能

「富岳」と同じ操作性

✓ 「富岳」で実績のあるアプリケーションを容易に利用することが可能

✓ 将来より大規模な解析が必要になった場合や、研究等で「富岳」

利用を目指す場合、同じ操作性で「富岳」を利用することが可能

「富岳」互換を有するArmシステムの利用により、
大規模シミュレーションの高速処理を実現
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サービス提供範囲
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コンピューティングリソース

⚫ Armシステム

⚫ x86システム

⚫ GPUシステム

コントロールパネル/API・共通管理

ジョブ
管理

「Fujitsu クラウドサービス HPC」 利用イメージ

サービス利用者

サービス管理者

Web/API

ログインノード
(仮想サーバー)

✓ SSHログイン
✓ データ操作
✓ バッチジョブ操作
✓ ジョブ結果確認

ジョブ投入

ジョブ読込

ジョブ実行
結果格納

アカウント作成・削除等
管理操作

リソース割当
ジョブ実行

SSH/API

インターネット

インターネット

オプションメニュー

SINET
Digital

enhanced
EXchange

ルーター

or 
VPN

ファイルアクセス

プライベートLAN

ストレージ
オブジェクト

ストレージ
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基本サービスメニュー
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HPCバジェット

ストレージ

ゲートウェイ

ログインノード

ネットワーク

ホーム領域ストレージ

サーバー※2

OS※3

拠点間VPNゲートウェイ

ルーター

プライベートLAN

※2 ログインノードはFJcloud-V上の仮想サーバーを利用し、基本スペックは、
e-medium8 (2vCPU・8GB) とします。

※3 ログインノードのOSはRed Hat Enterprise Linuxのみ利用できます。

いずれかもしくは複数選択可能

※1 販売単位はバジェットです。
バジェットの考え方については、「HPCバジェットの利用イメージ」を
ご参照ください。

HPCバジェット（基本料金5）※1

HPCバジェット（基本料金50）※1

HPCバジェット（基本料金100）※1

いずれか選択可能
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オプションサービスメニュー
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ネットワーク

外部ネットワーク接続

ネットワーク転送量※２

プライベートアクセス for SINET

※3 Digital enhanced Exchange (DEX) 自体の契約と料金は別途
となります。

HPCバジェット HPCバジェット（超過料金）※1

※1 基本メニューのHPCバジェットを使い切った場合に自動課金されます。
販売単位はバジェットです。
バジェットの考え方については、「HPCバジェットの利用イメージ」をご参
照ください。

プライベートアクセス
for Digital enhanced Exchange

(DEX)※3

※2 グローバル側通信10TB超過時に自動課金されます。

ストレージ オブジェクトストレージ
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ヘルプデスクサービス
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名称 ヘルプデスクベーシック

問い合わせ
受付時間帯

24時間365日

問い合わせ
対応窓口

Web (メール)

問い合わせ
回答時間

平日9:00～17:00（JST）

初期応答
目標時間

3営業日※1

利用の前提条件 なし

受け付ける
質問の内容

• 本サービスの仕様、設定方法および利用方法に関する質問
• 本サービスが正常に動作しない場合における原因調査・回避措置に関する質問・相談
• お客様環境において情報セキュリティに関する問題が発生した場合に、本サービスの情報セ

キュリティ防護措置の維持に影響を与えない範囲の原因調査のための質問・相談

対応言語 日本語

※1：営業日とは平日9時～17時を指します。(祝日を除く)
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サービスメニュー料金 (基本サービス)
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サービス名 サービス概要 単価 支払 仕様 備考

HPCバジェット HPCバジェット
(基本料金5)

契約者はバジェットを購入

し、全利用者で共有され
る下記コンピューティングリ

ソースを選択して利用

• Armシステム
• x86システム

• GPUシステム

バジェット単価

5万円

コンピューティングリソース単価

• Armシステム

330円／ノード・時間

• x86システム

490円／ノード・時間

• GPUシステム

420円／GPU・時間

月額 5万円分のHPCバジェットを

利用可能
コンピューティングリソースの

利用量に応じて消費される

• 購入したバジェットは、使い

切らなくとも購入した分の
支払いが月末に発生

• バジェットを使い切った場合
は、「HPCバジェット（超

過料金）」が自動で追加
• バジェットは翌月自動更新

• バジェット有効期限は毎月
末まで

• 障害により異常終了した
ジョブは課金対象外

HPCバジェット
(基本料金50)

契約者はバジェットを購入

し、全利用者で共有され
る下記コンピューティングリ

ソースを選択して利用

• Armシステム
• x86システム

• GPUシステム

バジェット単価

50万円

コンピューティングリソース単価

• Armシステム

330円／ノード・時間

• X86システム

490円／ノード・時間

• GPUシステム

420円／GPU・時間

月額 55万円分のHPCバジェット

を利用可能
コンピューティングリソースの

利用量に応じて消費される

• 購入したバジェットは、使い

切らなくとも購入した分の
支払いが月末に発生

• バジェットを使い切った場合
は、「HPCバジェット（超

過料金）」が自動で追加
• バジェットは翌月自動更新

• バジェット有効期限は毎月
末まで

• 障害により異常終了した
ジョブは課金対象外

価格はすべて税抜き表示です
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サービスメニュー料金 (基本サービス)
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サービス名 サービス概要 単価 支払 仕様 備考

HPCバジェット HPCバジェット
(基本料金100)

契約者はバジェットを購入

し、全利用者で共有され
る下記コンピューティングリ

ソースを選択して利用

• Armシステム
• x86システム

• GPUシステム

バジェット単価

100万円

コンピューティングリソース単価

• Armシステム

330円／ノード・時間

• x86システム

490円／ノード・時間

• GPUシステム

420円／GPU・時間

月額 110万円分のHPCバジェッ

トを利用可能
コンピューティングリソースの利

用量に応じて消費される

• 購入したバジェットは、使い

切らなくとも購入した分の
支払いが月末に発生

• バジェットを使い切った場合
は、「HPCバジェット（超

過料金）」が自動で追加
• バジェットは翌月自動更新

• バジェット有効期限は毎月
末まで

• 障害により異常終了した
ジョブは課金対象外

ストレージ ホーム領域
ストレージ

利用者のホーム領域とし

て利用可能なストレージ
9,400円／TB・月 月額 初期値1TB、増設単位

1TB、最大100TBまで増
量可 (100TBより大きい容

量は個別相談)

• 月内で確保した最大のス

トレージ領域分に対して課
金

価格はすべて税抜き表示です
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サービスメニュー料金 (基本サービス)
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サービス名 サービス概要 単価 支払 仕様 備考

ゲート
ウェイ

拠点間VPN
ゲートウェイ

vpngw.
small

「Fujitsu クラウドサービス

HPC」基盤へのプライベー
トな接続を提供

月額：12,000円／台数・月

従量：20円／台数・時

月額

従量

接続可能なVPNコネクション数：

1拠点／拠点間VPNゲートウェイ
ルート数：

10ルート／ルートテーブル

vpngw.
medium

月額：19,000円／台数・月

従量：32円／台数・時

接続可能なVPNコネクション数：

10拠点／拠点間VPNゲートウェイ
ルート数：

30ルート／ルートテーブル

vpngw.
large

月額：33,000円／台数・月

従量：55円／台数・時

接続可能なVPNコネクション数：

50拠点／拠点間VPNゲートウェイ
ルート数：

80ルート／ルートテーブル

ルーター router.
small

「Fujitsu クラウドサービス

HPC」基盤へのインター
ネット経由での接続を提

供

月額：12,000円／台数・月

従量：20円／台数・時

ルート数：

10ルート／ルートテーブル

router.
medium

月額：19,000円／台数・月

従量：32円／台数・時

ルート数：

30ルート/ルートテーブル

router.
large

月額：33,000円／台数・月

従量：55円／台数・時

ルート数：

80ルート/ルートテーブル

価格はすべて税抜き表示です
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サービスメニュー料金 (基本サービス)

© 2022 Fujitsu Limited

サービス名 サービス概要 単価 支払 仕様 備考

ログイン
ノード

サーバー e-medium8 「Fujitsu クラウドサービス

HPC」環境を利用するた
めに利用者がログインする

サーバー

月額：21,000円／台数・月

従量起動時：37円／台数・時

月額

従量

2vCPU・8GB • ログインノードは1台のみ利

用可能
• ログインノード利用開始後、

サービス解約まで停止は
不可

e-medium16 月額：27,500円／台数・月

従量起動時：48円／台数・時

2vCPU・16GB

e-medium24 月額：32,900円／台数・月

従量起動時：58円／台数・時

2vCPU・24GB

OS Red Hat 
Enterprise 
Linux
(サブスクリプショ
ン付き)

4コア以下用ライセンス

(6vCPU未満のサーバー)
月額：6,700円／台数・月

従量：12円／台数・時

ー OSはRHELのみ利用可能

価格はすべて税抜き表示です
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サービスメニュー料金 (基本サービス)
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サービス名 サービス概要 単価 支払 仕様 備考

ネットワーク プライベートLAN コンピューティングリソースへ

接続するためにサービスか
ら割り当てられるプライベー

トネットワーク

月額：5,000円

／プライベートLAN・月

従量：9円

／プライベートLAN・時

月額

従量

IPアドレス、プレフィックス長

はシステムからの割当で固定

• プライベートLANの追加・

変更は不可
• 2プライベートLAN必須

価格はすべて税抜き表示です
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サービスメニュー料金 (オプションサービス)
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サービス名 サービス概要 単価 支払 仕様 備考

HPCバジェット HPCバジェット
(超過料金)

基本メニューのバジェットを

超過した際に自動追加

バジェット単価

10,000円

月額 仕様・コンピューティングリソー

ス単価は基本サービスメ
ニューの「HPCバジェット（基

本料金５）」と同じ

• 1万円単位でバジェットが

自動購入され、使い切らな
くとも購入した分の支払い

が月末に発生
• バジェットを使い切った場合

は自動で追加
• バジェット有効期限は毎月

末まで
• 障害により異常終了した

ジョブは課金対象外

ストレージ オブジェクト
ストレージ

バックアップ領域等として利

用
5,000円／TB・月 月額 初期値1TB、増設単位

1TB、最大100TBまで増
量可（100TBより大きい容

量は個別相談）

• 月内で確保した最大のス

トレージ領域分に対して課
金

ネットワーク ネットワーク
転送量

グローバル側ネットワークに

おいて、転送量が10TBを
超過した場合に適用

15円／GB 従量 ー • 転送量は10TBまで無償

• 転送量が10TBを超えると
自動課金

• プライベート側通信は転送
量にかかわらず無料

価格はすべて税抜き表示です
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サービスメニュー料金 (オプションサービス)
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サービス名 サービス概要 単価 支払 仕様 備考

外部ネット
ワーク接続

プライベートアクセス
for SINET

学術情報ネットワーク

(SINET) 接続
10,000円

／プライベートLAN・月

月額 IN/OUT：

1Gbpsベストエフォート
接続レイヤー：L2

プライベートアクセス
for Digital 
enhanced 
Exchange 
(DEX)

様々な環境につながる

DEXへ接続
10,000円

／プライベートLAN・月

月額 IN/OUT：

1Gbpsベストエフォート
接続レイヤー：L2

Digital enhanced 

Exchange (DEX) 自体の
契約と料金は別途

価格はすべて税抜き表示です
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コンピューティングリソースの詳細
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各コンピューティングリソースは、以下の性能を有するコンピュートノードにより構成されます。

システム名 CPU種別 CPUコア数

/ノード

CPUベース

周波数

GPU種別 GPU数

/ノード

メモリ量

/ノード

利用単位 ノード間

インターコネクト

Armシステム A64FX※

(Armv8.2-A+SVE)
48コア 2.2GHz ー ー HBM2

32GiB
1ノード TofuインターコネクトD

x86システム 第3世代インテル
Xeon スケーラブル

プロセッサー

80コア 2.3GHz ー ー 512GiB 1ノード InfiniBand
100Gbps

GPUシステム 第3世代インテル
Xeon スケーラブル

プロセッサー

64コア 2.0GHz NVIDIA A100 8 1,024GiB 1GPU InfiniBand
100Gbps

※ A64FXの詳細につきましては、以下URLをご参照ください。

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/supercomputer/a64fx/
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リソースグループの詳細
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各コンピューティングリソースは、以下のリソースグループを指定してジョブを投入することにより利用できます。

システム名 リソースグループ名 利用可能リソース数 ジョブ実行時間上限

Armシステム arm-small 1ノード 12時間

arm-medium 1-12ノード 24時間

arm-large 13-48ノード 24時間

x86システム x86-small 1ノード 12時間

x86-medium 1-4ノード 24時間

x86-large 5-8ノード 24時間

GPUシステム gpu-small 1GPU 12時間

gpu-medium 1-4GPU 24時間

gpu-large 5-8GPU 24時間
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HPCバジェットの利用ステップ
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HPCバジェット確認

「Fujitsu クラウドサービス
HPC」を利用する組織の
サービス管理者がサービス
を契約します。
課金はサービス契約単位
で行われます。

STEP1

サービス契約

STEP2

HPCバジェット管理

STEP3

HPCバジェット利用

STEP4

コントロールパネルから契約
したHPCバジェットが登録
されていることを確認します。
HPCバジェットは、コンピュー
ティングリソースを利用する
ための予算です。

利用者が、使用するコン
ピューティングリソースを選
択してジョブを実行します。
使用したコンピューティングリ
ソースと実行時間に応じて、
HPCバジェットが消費され
ます。

HPCバジェットの使用状況を
確認します。HPCバジェットを
使い切った場合、HPCバ
ジェット（超過料金）が自
動的に追加購入されます。
HPCバジェットの有効期限は
月末までであり、翌月繰越は
できません。
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HPCバジェットの利用イメージ
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サービス管理者 利用者

Fujitsu クラウドサービス HPC
コントロールパネル

「Fujitsu クラウドサービス

HPC」を契約し、HPC
バジェットを利用開始

HPCバジェットの

使用状況と請求内容を確認

Fujitsu クラウドサービス HPC
コンピューティングリソース

ログインノード

Armシステム

330円／ノード・時間

x86システム

490円／ノード・時間

GPUシステム

420円／GPU・時間

HPCバジェット

[利用例]

50,000円／HPCバジェット (基本料金5)

• Armシステム：

1ノード × 50h 16,500円分消費
• x86システム：

1ノード × 34h 16,660円分消費
• GPUシステム：

1GPU  × 40h 16,800円分消費

計 49,960円分消費

HPCバジェットの

利用実績を反映

利用するコンピューティング

リソースを自由に選択して
利用可能 消費量が50,000円以下のため、

請求金額は50,000円

所有するHPCバジェットを超過した

場合はHPCバジェット (超過料金)

を自動購入

HPCバジェットの有効

期間は月末まで

(翌月繰越不可) GPU
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構成例・見積サンプル
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ログインノード

コンピューティングリソース

検証などの用途のため、必要最低限の構成で「Fujitsu クラウドサービス HPC」を利用

⚫ お客様拠点からインターネット経由でログインノードへアクセス
⚫ コンピューティングリソースはHPCバジェット (基本料金5) の範囲で利用
⚫ ホーム領域のストレージを1TB利用
⚫ ルーター・ログインノード・OS・プライベートLANは、月額利用

お客様拠点 月額料金例

ルーター

サービスメニュー 利用量 料金 (円)

HPCバジェット
(基本料金5)

下記コンピューティングリソースを利用可能
• Armシステム
• x86システム
• GPUシステム

基本バジェット 50,000

ストレージ ホーム領域 1TB 9,400

ルーター router.small 1台 12,000

ログインノード サーバー（e-medium8） 1台 21,000

OS (Red Hat Enterprise Linux・4コア以下) 1台 6,700

ネットワーク プライベートLAN 2プライベートLAN 10,000

ヘルプデスクサービス ベーシック ー 無償

計 109,100

月額合計

109,100円

価格はすべて税抜き表示です

ホーム領域
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03 お問い合わせ先
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お問い合わせ先

⚫ 「Fujitsu クラウドサービス HPC」に関する最新情報につきましては、以下URLをご参照ください。

https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/hpc/

© 2022 Fujitsu Limited

Fujitsu クラウドサービス HPC お問い合わせ窓口

Web：

https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/hpc/

TEL：0120-933-200
富士通コンタクトライン (総合窓口) 
受付時間 9:00～17:30
(土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)
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Thank you


