
   

 

   

 

Fujitsu クラウドサービス HPC サービス仕様書 

2023年 2 月 1日 

1. サービス概要 

当社は、「富岳」で培ったプロセッサー技術・インフラ運用を基に、HPC をクラウドサービスとして利用できる基盤を提供

します。 

本サービスは、FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-V のサービスを一部利用して構成されています。本サービス仕様書の

内容と FUJITSU Hybrid IT Service クラウドサービス利用規約の条件が相違する場合は、本サービス仕様書の内容が優先

して適用されるものとし、記載されていないサービスについては、以下をご参照ください。 

https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/pdf/document/fjcloud-v-specification.pdf 

 

 

2. コンピューティングリソース 

インターネット経由でアクセス可能な共有のジョブ実行インフラストラクチャーを提供します。 

 

(1) HPC バジェット 

・ 契約者は、以下のコンピューティングリソースを組合せて利用できます。 

a. Arm システム 

b. x86 システム 

c. GPU システム 

・ 利用にあたっては、HPCバジェット（基本料金）の契約が必要となります。 

・ HPC バジェット（基本料金）は、各コンピューティングリソースに設定された単価をもとにジョブ実行時間に応

じて消費されます。 

・ HPC バジェット（基本料金）を超過して、コンピューティングリソースを利用する場合は、自動的に HPC バジ

ェット（超過料金）が適用されます。 

・ HPC バジェット（基本料金）は、サービス利用停止の申請がない場合、毎月自動更新されます。自動更新時は前

月と同じ HPCバジェット（基本料金）が適用されます。 

 

(2) 利用環境 

・ バッチジョブスケジューラーにより物理的なコンピューティングリソースをジョブ単位に割り当てることで、独立

したジョブを実行できる環境を提供します。 

・ 契約者は、処理用途に応じていずれかのコンピューティングリソースを単一もしくは複数選択し、利用することが

できます。 

・ ジョブの投入状態に応じて下表の通り料金が発生します。 

状態 内容 料金発生の有無 

ACCEPT ジョブが受付け条件(ジョブ ACL 機能による制限項目)を満た

しているか確認している状態 

発生しない 

QUEUED ジョブが受け付けられ、実行の順番が来るのを待っている状

態 

発生しない 

RUNNING-A ジョブの実行に必要な資源を獲得している状態 発生しない 

RUNNING-P プロローグ処理が実行されている状態 発生しない 

RUNNING ジョブが実行されている状態 発生する 

RUNNING-E エピローグ処理が実行されている状態 発生しない 

RUNOUT ジョブの終了処理をしている状態 発生しない 

EXIT ジョブが終了した状態 発生しない 

REJECT ジョブの受付けが拒否された状態 発生しない 

CANCEL ジョブ投入者または管理者からの指示で、ジョブが中止され

た状態 

発生しない 

https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/pdf/document/fjcloud-v-specification.pdf


   

 

   

 

HOLD ジョブの実行を中止し、投入済みの状態で固定された状態 発生しない 

ERROR ジョブ運用管理機能で検出したエラーにより、投入済みの状

態を保ったままジョブが中止された状態 

発生しない 

 

(3) システムの詳細 

a. Arm システム 

・ Arm システムは CPUおよびアプリケーション実行環境において「富岳」との互換性を有しており、「富岳」

で稼働実績のあるアプリケーションの実行が可能です。 

・ ノード間は高速な Tofuインターコネクト D で接続されており、複数ノードを利用した大規模解析が実施可

能です。 

・ 契約者は、利用するノード数に応じてリソースグループをパラメータとして設定します。各リソースグルー

プでジョブを実行できる時間はリソースグループ毎に上限があります。 

リソースグループ ノード数 実行時間上限 

arm-small 1 node 12h 

arm-medium 1 node -12 node 48h 

arm-large 13 node -48node 48h 

 

b. x86 システム 

・ 様々な ISV やオープンソースソフトウェアが利用可能な環境です。 

・ 契約者は、利用するノード数に応じてリソースグループをパラメータとして設定します。各リソースグルー

プでジョブを実行できる時間はリソースグループ毎に上限があります。 

リソースグループ ノード数 実行時間上限 

x86-small 1 node 12h 

x86-medium 1 node -4 node 48h 

x86-large 5 node -8 node 48h 

 

c. GPU システム 

・ 人工知能（AI）やディープラーニング用途として GPU が利用可能な環境です。 

・ 契約者は、利用するノード数に応じてリソースグループをパラメータとして設定します。各リソースグルー

プでジョブを実行できる時間はリソースグループ毎に上限があります。 

リソースグループ GPU 数 実行時間上限 

gpu-small 1 GPU 12h 

gpu-medium 1 GPU -4 GPU 48h 

gpu-large 5 GPU -8 GPU 48h 

 

 

3. ストレージ 

物理的なストレージを論理的に分割した共有ストレージを提供します。 

 

a. ホーム領域ストレージ 

ホーム領域ストレージは契約者のホームディレクトリとして利用します。ホームディレクトリは全てのコンピュー

ティングリソースからアクセス可能であり、ジョブ実行ディレクトリとして利用できます。 

領域のサイズ、及び増設単位は以下表の通りで提供します。 

初期値 1TB 

増設単位 1TB 

最大サイズ 100TB(※) 

増量 可（同パスでの領域拡大で増設） 



   

 

   

 

増設 不可（新パスは作成不可） 

※100TB 以上の増設は個別調整とします。 

ホーム領域ストレージはダブルパリティで保護します。システム側ではバックアップは実施しないため、契約者の

責任でバックアップを行う必要があります。 

 

b. オブジェクトストレージ 

ホーム領域ストレージのデータを任意にバックアップできるオブジェクトストレージを提供します。 

インターフェイスとして REST API を提供します。 

その他のサービス仕様は、以下をご参照ください。 

https://pfs.nifcloud.com/service/obj_storage_service.htm 

 

 

4. ログインノード 

・ ログインノードは１台のみ作成可能です。 

・ ログインノード利用開始後、サービス解約まで停止できません。 

・ 契約者は、コントロールパネルから支払単価（月額メニューまたは従量メニュー）を切り替え可能です。 

・ root 権限での操作はできません。 

・ セキュリティパッチの適用を含むシステム管理は、当社のシステム管理者が実施します。 

 

(1) サーバー 

契約者はインターネット経由でログインノードにログインし、ファイル転送、プログラムのコンパイル、バッチジョブ

の実行等の操作を行います。 

ログインノードで提供するサーバータイプは以下表の通りです。 

サーバータイプ CPU メモリ 備考 

e-medium8 2vCPU 8GB 初期選択 

e-medium16 2vCPU 16GB 要望に応じてスケールアップ 

e-medium24 2vCPU 24GB 同上 

その他のサービス仕様は、以下をご参照ください。 

https://pfs.nifcloud.com/service/spec.htm 

 

(2) OS 

Red Hat Enterprise Linux を提供します。 

 

(3) 提供機能 

ログインノードで提供する機能一覧は以下表の通りです。 

提供機能 内容 

ファイルのダウンロード scp/sftp を利用してファイルをダウンロードできます 

ファイルのアップロード scp/sftp を利用してファイルをアップロードできます 

ファイルの参照、作成、変更 ホーム領域上でファイルを参照、作成、変更できます 

ジョブスクリプトファイルの作成、変更 ジョブを実行するためのジョブスクリプトファイルの作成、

変更ができます 

ジョブ投入 ジョブスクリプトファイルまたはコマンドにより利用するコ

ンピューティングリソースを選択し、ジョブを投入できます 

（注 1） 

ジョブの状態表示 コマンドにより投入したジョブの状態を確認できます 

ジョブキャンセル コマンドにより投入したジョブをキャンセルできます 

ジョブの固定 コマンドによりジョブの実行を中止し、投入済みの状態で固



   

 

   

 

定できます 

プログラムのコンパイル 開発環境を利用し、各コンピューティングリソース向けにプロ

グラムのコンパイルができます 

（注1） 選択したコンピューティングリソースに空きがない場合、待ち時間が発生します。 

また、ジョブ実行のスケジューリング方針によって実行順序に調整が発生する場合があります。 

 

 

5. ネットワーク 

仮想化技術によって物理的なネットワークを分割し、インターネット経由でアクセス可能な仮想インフラストラクチャーを

提供します。 

 

(1) プライベート LAN 

共用ネットワークから L2レベルで隔離されたプライベートネットワークセグメントを利用することができます。 

サービス仕様は、以下をご参照ください。 

https://pfs.nifcloud.com/service/plan.htm 

 

(2) 拠点間 VPN ゲートウェイ 

VPN 通信するためのゲートウェイ機能を提供します。契約者の環境からプライベートな接続で利用する場合の経路で

す。 

拠点間 VPN ゲートウェイの接続仕様は、以下をご参照ください。 

https://pfs.nifcloud.com/service/vpngw.htm 

 

(3) ルーター 

インターネットもしくは他のプライベート LAN から接続するためのルーター機能を提供します。契約者の環境からの

接続で利用する場合の経路です。 

ルーターの接続仕様は、以下をご参照ください。 

https://pfs.nifcloud.com/service/router.htm 

 

(4) ネットワーク転送量 

サービス仕様は、以下をご参照ください。 

https://pfs.nifcloud.com/price/#transfer 

 

(5) プライベートアクセス for SINET 

学術情報ネットワーク（SINET）接続するサービスを提供します。 

サービス仕様は、以下をご参照ください。 

https://pfs.nifcloud.com/service/pa_sinet.htm 

 

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

Digital enhanced EXchange（DEX）は、閉域ネットワークとプライベートな接続を提供します。 

サービス仕様は、以下をご参照ください。 

https://pfs.nifcloud.com/service/pa_fjdc.htm 

 

 

6. Webインターフェース 

 

(1) コントロールパネル 

当社は、契約者が本サービスを利用するためのコントロールパネルを提供します。 

サービス仕様は、以下をご参照ください。 



   

 

   

 

https://pfs.nifcloud.com/service/cp.htm 

 

a. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者へ事前に通知することなく、本コントロールパネルの提

供を中断することができるものとします。 

・本コントロールパネル提供のため設備の故障等の場合 

・運用上または技術上の理由でやむを得ない場合 

・当社が提供を受けている他の電気通信事業者の都合により、本コントロールパネルを提供するために必要な電気

通信回線を利用できない場合 

・本コントロールパネルへのアクセス数またはデータ転送量の著しい増大により、本コントロールパネルの提供に

支障を来たすと当社が判断した場合 

・その他天災地変等不可抗力により本コントロールパネルを提供できない場合 

 

b. 当社は、本コントロールパネルの全部または一部が利用できなかったことにより契約者または第三者が損害を被

った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 

 

(2) API（アプリケーションプログラミングインターフェース） 

当社は、契約者が本サービスを利用するための API（アプリケーションプログラミングインターフェース）を提供しま

す。 

サービス仕様は、以下をご参照ください。 

https://pfs.nifcloud.com/api/ 

 

 

7. 利用者管理 

 

(1) 管理者 ID 

コントロールパネルと APIにて、すべての機能の閲覧・操作が行えます。 

 

(2) マルチアカウント 

契約者は、本サービスリソースの利用権限を管理できます。 

サービス仕様は、以下をご参照ください。 

https://pfs.nifcloud.com/service/account.htm 

 

 

8. ヘルプデスクサービス 

本サービスの仕様の詳細、設定方法および利用方法に関する質問等（本サービスにて提供されるソフトウェアに関する質問

等を除く）に対する回答を行うヘルプデスクを設置します。本サービスの詳細に関してはヘルプデスクサービス仕様書より

ご確認ください。 

 

9. 利用料金 

本サービスの料金月は、日本標準時（JST）における当月 1 日 0 時から当月末日 24 時まで（協定世界時（UTC）におけ 

る前月末日 15 時から当月末日 15 時まで）とします。 

以  上 

 

  



   

 

   

 

附則（2022年 4 月 6日） 

本サービス仕様書は、2022 年 4 月 6日から適用されます。 

 

附則（2022年 10月 3日） 

本サービス仕様書は、2022 年 10 月 3日から適用されます。 

 

附則（2022年 11月 29日） 

本サービス仕様書は、2022 年 11 月 29日から適用されます。 

 

附則（2023年 2 月 1日） 

本サービス仕様書は、2023 年 2 月 1日から適用されます。 

 


