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Chapter 1

初めに

ここでは、スーパーコンピューティングの将来について、思い付くままに書いていきます。
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Chapter 2

IBM BG/L の方向 (2005/12/5)

2005 年の SC (Supercomputing 国際会議)では IBM BG/L がもっとも大きな話題だったようです。
(私はいってないから聞いた話では)ここでは、 BG/L がスーパーコンピューティングの将来に対し
て持つ意義を考えてみます。

BG/L とはどのようなマシンであったか簡単におさらいしておきます。要素プロセッサは組み込
み用の power 440 で、これに浮動小数点ユニットをつけています。浮動小数点ユニット自体はコロ
ンビア/理研 BNL の QCDOC とほぼ同様のものですが、 QCDOC では積和 (IBM Power 伝統の
fused multiply add)ユニット 1 つであったのが 2つに増えています。さらにクロックは QCDOC の
500MHz から 700 MHz に向上し、 QCDOC では 1 チップに 1 CPU だったのが 2 CPU を 1チッ
プに集積しています。この 2 CPU が 4MB の L3 キャッシュ(バンド幅 22GB/s)及び外付 DRAM
(5.5GB/s) を共有します。さらに、外部ネットワーク用に 6 本双方向の 1.4Gb/s シリアルリンクと
さらにもう 2 本ツリーネットワーク用のリンクがでています。

IBM の論文はこちら1 です。

単体プロセッサチップのピーク性能は倍精度 5.6 Gflops となり 2002 年頃の PC 並で決して高いわ
けではありません。メモリバンド幅も DDR400 x 2 の最近の PC より低くなっています。但し、消
費電力は 10W 程度と、 100W 近い最近の PC用マイクロプロセッサに比べて低いのは重要です。ま
た、メモリインターフェース、ネットワークインターフェース等全ての機能が 1 チップに集積され
ているために、事実上メモリモジュールと CPU チップだけでシステムを構成できます。ネットワー
クもトーラス+ツリーであるために、その分のハードウェアコストを非常に小さくできます。

このように極限的に必要チップ数を減らし、さらに消費電力も抑えることで BG/L は高い価格性能
比を実現しました。大雑把にいって、販売価格としてハイエンド PC と同程度を実現できています。

販売価格が PC と同じで性能も PC と同じ程度しか出ないなら製品として意味がないのではないか
と思われるかもしれません。そうではないのが HPC (High-Performance Computing) 商売のありが
たいところです。これは、1000台とか 10,000台規模になった時に PC を買ってきてイーサネットで
つなぐ、というやり方で実用になるものを作るのは以下のような理由で無理があるからです。

1. そもそも何を買えばいいのかわからない

2. ちゃんと性能がでるネットワークをどうやって構成すればいいかわからない

3. 故障等に対応するのが大変

4. 故障等に対応するようなメンテナンス契約をしてくれる (契約だけでなくてちゃんとサポート
してくれる)ところから買うととても高い

1http://www.linuxdevices.com/files/article041/bgl sc2002 final.pdf
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5. マシンを買うお金があったとしても置く場所がない

まあ、最初の理由は結構馬鹿になりません。他の理由も実際に調達する側から見ると結構深刻な問題
です。そういうわけで、

� 価格性能比で安い PC に大きく負けない

� 「信用できる」メーカーの製品で買ってきたら動く (はず)

� 少なくとも Linpack くらいでは性能がでている

� 体積当りの値段が高い (あんまり大きくない部屋に入る)

� 消費電力が同じ値段の PC クラスタより小さい

機械というのは、お金があって機械を買う必要がある側から見るとありがたい存在です。ユーザーの
アプリケーションで本当に性能がでるかどうかとかそういうのは、調達する側から見ると些細な問題
だからです。それより、「日本一の性能」とかそういったもののほうが、買う人にとっては大事だっ
たりします。

ユーザーのアプリケーションで性能がでるかどうかは必ずしも重要ではない、というのはもちろん
いいすぎですが、しかし、既存のアプリケーションで性能がでるかどうか、というのはあまり良い評
価の観点ではない、ということもあります。

というのは、既存のアプリケーションというのは、もっとも理想的な場合を考えると現在の主流で
あるアーキテクチャに最適化されています。現実には、10 年前とか 20 年前の主流であったアーキ
テクチャに最適化されたものが現在でも使われている、という場合もある、というより、そのほうが
圧倒的に多いでしょう。

そうなると、既存のアプリケーションは新しいアーキテクチャの機械に最適な計算法を使っていな
いために、新しい機械では原理的に実行効率が低い、ということになります。これは、アーキテク
チャのどんなレベルでも起きる問題です。

しかし、現実には、既存アプリケーションの実行速度が落ちるようなアーキテクチャは受け入れら
れにくい、というのが歴史的な経験です。

古典的な例は初期のベクトル計算機である CDC Star/Cyber-205と Cray-1です。Cyber-205のほう
がピーク性能は高かったのですが、Cray-1はベクトル化されない計算でもその前身である CDC-7600
よりも速くなっていました。これに対して、Cyber-205 はスカラー性能で Cray-1 に大きく劣り、さ
らにベクトル性能もベクトル長が非常に長くないと Cray-1 より遅いものでした。他にも色々理由は
あったと思いますが、結局 Cray-1 とその後継がベクトル機のマーケットを支配し、 Cyber は後継の
ETA-10 が安定稼働する前に会社が解散ということになります。何故か ETA-10 を買うことになっ
た東工大の計算センターがどういう目にあったかは知っている人は知っているのでしょう。

この意味で、 BG/L を待つ将来がどのようなものか、は非常に興味深いところです。

現在までの BG/L を導入した計算センター等の特徴は、どれも「大きい」、ということです。最低
でも 1024 ノード、典型的には 2048 ノード以上で、価格は数億の上のほうと思われます。 これは、
結局、これよりも小さいシステムでは PC クラスタと比べたメリットがない、ということです。

計算センターの運用という面からは、ピークが高い、設置面積が小さい、電気代が安いというメリッ
トを持つ BG/L ですが、使う人から見るとどうでしょうか？単体 CPU は非常に遅いものである、
というのがここではネックになる可能性があります。クロック 700MHz というのは 5 年前の PC の
数字ですし、4演算並列実行してピーク 2.8 Gflops というのも、最初の Pentium 4 のクロックの低
いほうと同等です。

もちろん、 BG/L で性能を出すためには並列化が必須ですから、単体 CPU 性能にさほど意味があ
るわけではありません。しかし、ユーザーが自分でプログラムを書くような場合、プロセッサ台数が
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100 を超えるようなところまで性能がスケールするようにするのは容易なことではありません。こ
の事情は、BG/L のサイトにいくと「こんなアプリケーションでこれだけ性能がでるようになった」
という論文が大量にあることが逆説的に示しています。つまり、現状では、ある程度性能を出すこと
自体が大がかりな研究開発課題になってしまい、しかもそれが並列化コンパイラとかの開発ではなく
アプリケーション毎にチューニングとか新しいアルゴリズムの開発とかによって達成されているわけ
です。

言い換えると、 BG/L で効率的に動くプログラムを、個人、あるいは小さな研究グループが独自に
作る、というのは現状では現実的ではない、ということになります。パッケージソフトと込みで買っ
て、専用機としてそれだけを使う、という使いかたでなければ性能は出ないわけです。

そうなると、 PC クラスタに比べたメリットが生きるような使いかたができるところは、結局専用
機的な使いかたをすると思い切れるところに限る、ということになるでしょう。あるいは、必要なソ
フトウェアはなんでも独自開発するだけの人とお金をもったところ、ということになります。

これからの動向をみていく必要はありますが、 BG/L やその後継が、汎用の並列計算機として広く
受け入れられる可能性はあまりない、と私は思っています。

2005/12/5 記





Chapter 3

Cray XT3 — MPPは復活するか？
(2005/12/6)

Cray XT3 はサンディア研究所の Red Storm を商品化した機械です。サンディアは 90年代初めから
超並列計算機に大きな投資をしてきており、 i860 プロセッサベースの Intel Touchstone Delta, Intel
Paragon の後、 Pentium Pro (後に Pentium II 333MHz プロセッサに交換)を使った ASCI Red マ
シンを 1997 年に導入し、汎用計算機としては世界で初めて 1 Tflops を超えるピーク速度を実現し
ています。

ASCI Red は ASCI 計画の最初を飾るマシンだったのですが、そのあと Blue, White, Q, Purple は
どういう事情かサンディア以外の研究所に入っていて、ASCI Red は更新されていませんでした。後
継となる Red Storm の計画がアナウンスされたのは 2002 年、地球シミュレータが稼働を始めてか
らのことです。

ここで、 Touchstone Delta 等 Intel プロセッサを使った並列計算機の歴史を振り返っておきましょ
う。 Touchstone は Intel が開発した機械で、その前身は iPSC/860、さらにその前身は iPCS/2 と
いうことになります。

iPSC/1 と 2 は Intel 80286/386 ベースのハイパーキューブで、 64ノード程度のものまであったよ
うに思います。ネットワーク物理層はイーサネットで、OS は NX という独自 OS だったようです。
これらは実験機としては色々なところで使われましたが、大規模な数値計算に使うにはピーク性能が
低いものでした。

しかし、ノードプロセッサを i860 に変更した iPSC/860 では状況が変わります。 i860 は発表当時
ワンチップ・クレイ-1 といわれたこともあったように、マイクロプロセッサとして初めてほぼ完全な
パイプライン化した浮動小数点演算器 (乗算はスループットが 2サイクルに 1演算でしたが)を持ち
10 Mflops を大きく超えるピーク速度を実現しました。当時のスーパーコンピューターである Cray
YMP の単体性能が 333 MFlops であったことを考えると、差が極めて小さくなっていることがわか
ります。 i860 を数十個使った並列計算機は YMP を超える性能をはるかに安価に実現できることに
なります。

iPCS/860 はハイパーキューブ構成のためノード台数に限界があり、 128 程度より大きなものは作
られていません。 Touchstone Delta はネットワークを 2 次元メッシュに単純化することで無制限に
大きな機械を作ることを可能にしました。 1993 年には約 4000プロセッサを結合し、初めて (航技
研の NWT とほぼ同時に？)ピーク性能が 100 Gflops を超える並列システムが実現しました。

1996 年には i860 のかわりに 200 MHz Pentium Pro を使い、 9000 プロセッサを 2 次元 (厳密に
は 3次元だが z 方向は 2層だけ)結合した ASCI Red が完成します。但し、この時に既に Intel は
HPC マーケットから撤退しており、ASCI Red は 1台切りの機械となっています。
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ハイパーキューブを単純に 2次元メッシュにし、さらに台数も増やしたのではもちろん効率低下は
避けられません。しかし、Touchstone から ASCI Red にいたる機械では、メッシュ結合を十分に速
くすることで問題を相当程度まで回避しています。

アプリケーションを走らせる側から見ると、 ASCI/Red のフラットで高速なネットワークは他の
ASCI マシンで使われた SMP ノードを多階層のスイッチで結合するものよりも扱いやすかったよう
です。

サンディア研究所の側から見ると、 RedStorm は ASCI/Red の直接の子孫であり、Pentium II プ
ロセッサを AMD Opteron にして作り直したもの、と見ることができるでしょう。伝統的な非常に
高速なメッシュ結合を受け継いだものになっています。

Cray の側から見ると、これは Cray MPP、つまり、1993 年に発表された Cray T3D の流れを継ぐ
ものになります。 T3D は Cray が初めて出した MPP であり、150 MHz の Alpha 21064 をノード
プロセッサとし最大 1024 プロセッサを 150MB/s の高速 3次元トーラスネットワークでつなぐ、と
いう、設計思想は Intel SSD のマシンと極めて近いものです。Alpha プロセッサが 21064 (EV4) か
ら EV5 に世代を変え、クロックも 150 MHz から 600 MHz まであがるのにともなって T3D(EV5
版は T3E)は順調に性能を上げ、1990年代中頃の HPC マーケットでのもっとも重要なプレイヤー
となりました。

しかし、T3xの成功は Cray Reserachという会社をサポートするには十分でなく、 1996年に Cray
は SGI に吸収されます。この時点で、 T3E の直接の後継は開発がストップします。 SGI は分散共
有メモリ、MIPS プロセッサベースの Origin を主力とする計画だったからです。 SGI はしかし、結
局 Cray 部門を 2000 年に Burton Smith が率いる Tera Computer に売りはらうことになります。
HPC 分野で収益を上げることができなかったということでしょう。この分離により、 T3x 系列が復
活できる土壌は出来た、ということになるわけです。

この、サンディアとクレイの流れが融合して生まれたのが RedStorm (Cray X3T) ということにな
ります。T3D の直系の子孫であることを示す 7.6GB/s ものバンド幅を持つ 3次元トーラスネット
ワークと、Intel SSD の香りを残す (Intel ではなく AMD となっていますが) AMD Opteron プロ
セッサの結合です。

Opteron は単体プロセッサの名目ピーク性能は決して高いものではありませんが、2005年末時点で
は Intel Xeon プロセッサに比べて強力なメモリインターフェースと低い消費電力を誇り、汎用性を
重視するユーザーには魅力が大きいものです。

BG/L と比べると、ノード当りのピーク演算性能はほぼ同じ、メモリバンド幅も大差ありませんが、
CPU クロックは 4 倍近く、消費電力もおそらく数倍になっています。これだけではいいところなし
ですが、ネットワークはバンド幅では 50 倍程度高速になっています。レイテンシは 1マイクロ秒前
後で大差ないようです。このため、 BG/L では通信バンド幅が性能をリミットするような場合でも、
XT3 では高い性能がでる、ということが理論的には期待されます。これが実際にユーザーにどう評
価されるかは今後の問題ですが、問題は価格差でしょう。 XT3 のノード当り価格は 100 万円前後と
思われ、 Dual Core Opteron をつけた場合でも、現時点では同じピーク性能の BG/L の数倍の価格
になると思われます。実行効率の差がこの数倍のピーク性能差をひっくり返すことができるかどうか
は問題によりますが、商品としては微妙な位置付けになるでしょう。

とはいえ、 x86 プロセッサは開発コストをプロセッサメーカー (と多くの PC ユーザー)が負担し、
HPC ベンダが負担する必要がない、というのは標準品に近いとは言えカスタムプロセッサを開発し
た BG/L との大きな違いです。順調に売り上げを伸ばすことが出来れば、開発コストも小さくなり
XT3 のほうが相対的に優位になることも考えられます。また、 T3E でそうであったようにプロセッ
サが速くなればそれだけで性能向上ができるのが大きな競争力になります。 この 1-2 年を切り抜け
ることが出来れば、 XT3 とその後継には明るい将来があるように思います。

2005/12/6 記



Chapter 4

NEC SX-8 — ベクトルのたそがれ
(2005/12/7)

SX-8 は 2004 年にアナウンスされた NEC の最新のベクトル並列計算機です。地球シミュレータと
その製品版 SX-6/7 の直接の後継であり、アーキテクチャはほぼ同一のものです。基本的には、プ
ロセッサクロックが 500 MHz から 1 GHz になった (部分的に 2GHz?) ことで単体ピーク性能が 8
Gflops から 16 Gflops に上がっただけのもの、ということができます。

最小構成の 1CPUの機械の価格は 1200万円です。大きな構成の場合の価格は基本的には CPU 数
に比例します。地球シミュレータ並の 5000 プロセッサなら 500 億前後となるわけです。

現在のベクトル機の問題は、端的にいってこの価格にあるでしょう。 16Gflops というピーク速度は
Pentium D や Athlon 64 X2 といったマイクロプロセッサと大差ありません。 これらは 10 Gflops
前後を実現しており、安価な構成なら 10 万円前後で PC全体を購入することも可能です。つまり、
速度差が 2 倍ないのに価格差は 100 倍近くあることになります。ノード当りが極めて高価な Cray
XT3 と比べてさえ、ピーク性能当りの価格に 10 倍近い差があるわけです。

このような恐ろしく高価なものになっている理由は 3つあります。

1. ランダムアクセスでも高速な極めてバンク数の多いメモリシステム

2. 8 CPU が物理的に共有するメモリ

3. 最大 512 ノードを 16GB/s 双方向でつなぐ単段クロスバースイッチ

8CPU (合計 128 Gflops)に対してメモリバンド幅はトータル 512GB/sあるのですが、これが 16GB/s
のバンド幅をもった 32 個のメモリモジュールによって実現されています。 これらのプロセッサと
メモリの間は実際に 8 対 32 が all-to-all でつながっていて、プロセッサは 32 ポート、メモリは 8
ポートでています。詳細に若干不明な点がありますが、このポート 1つ当りのバンド幅は 2GB/s な
いし 4GB/s と思われます。メモリは 4096 ウェイインターリーブされています。

1ノードとして見ると、最近の安価な PC (6-8GB/s) に比べて 100倍程度のメモリバンド幅があり
ます。 しかし、 PC はインターリーブしないでこの速度を実現しているわけなので、 4096 ウェイ
は転送速度に対して 2 桁近く高いものになっています。 その理由は、ランダムアクセスの性能が下
がらないようにしているためです。

実際、 SX-8 ではメモリアクセスの単位は 8 バイトワードであって、普通の PC のように 32 バ
イトや 64 バイトのキャッシュライン単位というわけではありません。アクセスレイテンシの大きな
DRAM で小さな単位でのアクセスを可能にするために極度に大きな数のインターリーブをしている
のです。
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この構造にすることで

1. memory-to-memory に近い、局所性がないプログラムでも高い実行性能がでる。

2. さらに、ストライドアクセスやランダムアクセスでも高い性能を維持できる。

3. さらに、8 CPU までなら自動ベクトル化 (並列化)で高い性能がでる。

4. 複数ノードの並列化も通信がそこそこ高速でネットワークトポロジを考える必要がないので比
較的単純なアルゴリズムでも高い性能がでる。

ということになり、ベクトル化されたソフトウェアの蓄積があり、しかもユーザー数が多い計算セン
ターには魅力的な選択となります。

つまり、高価になっている要因はそのまま (従来のベクトル機ユーザーには)使いやすいものにする
要因になっているわけです。

仮にメモリアクセスの単位を 32 バイトや 64 バイトにしたら、アドレスや制御情報のためのバン
ド幅が大きく減るのでモジュール間配線を大きく減らすことができます。さらにメモリモジュール
の構造自体を単純化できるので大きくコストダウンすることが可能になります。また、 8 CPU チッ
プが物理的にメモリ共有するアーキテクチャをやめてしまえば、配線の数が 1/8 になり、さらに短
くできるのでもっと高速動作可能とすればさらに本数を減らし、消費電力も減らすことができます。
ネットワークも、単段クロスバーをやめて Fat tree やメッシュにすれば 1/10 程度のコストになる
でしょう。

このように、アーキテクチャとして問題点ばかりに見える SX-8 ですが、では、何故そのようなも
のが作られ、実際にある程度のマーケットを得ているのでしょうか？作っている/使っている人が保
守的だからとか無能だからとかいう理由をつけてわかったつもりになるのは簡単なことですが、その
ような理解で本当によいかということはちゃんと考える必要があります。

そもそも何故ベクトルアーキテクチャというものが考えられたか？というのを、現在の時点から振
り返ってみることにしましょう。

Semour Cray がベクトル演算を採用したのは、 CDC 8600 の開発を断念した後のことと思われま
す。いくつかの証言によれば、 8600 はベクトルレジスタをもっていなかったようです。この頃に
CDC では STAR-100 (のちに Cyber-203/205となる) の開発が進んでおり、また最初の商用ベクト
ル計算機である TI ASC は既に完成していたものと思われます。もちろん、 SIMD 並列計算機とし
て歴史的に重要な Illiac-IV の開発も進行中でした。

Cray-1 のベクトルアーキテクチャの特徴は、 6600/7600 に比べた単純さにあります。6600 は多数
の演算器を持ちその依存関係をスコアボードによって制御する極めて複雑なプロセッサでした。 7600
ではさらにメモリが 2 階層になり複雑さを増しています。

Cray-1 のベクトルアーキテクチャはこれに比べて極めて単純なものです (スカラ部分は結構複雑な
ものですが)。演算器は乗算、加減算 1つづつ、演算命令はベクトルレジスタ間のみ、メモリとベクト
ルレジスタ間の転送は連続アドレスか一定ストライドのみ (間接アクセスなし)、といったものです。
これは、ASCや Starの複雑な命令セットとは大きく違うものでした。ASC, Starともにベクタレジ
スタはなく、メモリからベクトルを読んで直接計算してメモリに返す、いわゆる memory-to-memory
のアーキテクチャになっていました。 ASC ではさらに 3 重まで (多分)のループを 1命令で実行す
るという今となっては信じられないような命令セットをもっていました。

さて、何故ベクトル命令か、ということを考えてみます。これは、少なくとも当時の計算機アーキ
テクチャでは、演算器を 100% 有効に使う、ということがそれほど簡単ではなかったためと思いま
す。 つまり、以下のような単純な fortran ループ

do i=1,n

c(i) = a(i)+b(i)

enddo
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を考えた時、ループの中でするべきことは結構一杯あります。

� a(i) のアドレスを計算する

� ロード命令を出す

� b(i) のアドレスを計算する

� ロード命令を出す

� 加算する

� c(i) のアドレスを計算する

� ストア命令を出す

� インデックス i をインクリメントする

� ループ終了判定をして、おわってなければ前に戻る

普通のスカラー計算機を考えると、浮動小数点演算器が完全にパイプライン化されて 1 クロックに
1演算づつできるようになったとすると、整数演算の側で上に書いたいろんなことを全部同時にやら
ないといけないわけです。最近のスーパースカラプロセッサならこれくらいするかもしれませんが、
10 個近い命令が同時に処理されないといけないというのは大変です。1970 年頃までは、パイプライ
ン化された乗算器が作れるほど半導体技術が進んでいなかった (CDC 7600 は集積回路ではなく個
別トランジスタで論理回路を実現しています)ので、このことがあまり深刻な問題ではなかったわけ
です。しかし、高速な浮動小数点演算が可能になると、どうやって他の必要な演算を並列にするか、
が問題になります。

これに対して、ベクトル命令にしてしまえば、アドレス加算等はそれ専用の回路をおけば済むので
非常に小規模で高速動作可能な制御回路が実現できます。これはメモリ演算の場合でもそうですが、
レジスタ演算の場合には一層単純になります。もちろん、ベクトルレジスタにかなりのハードウェア
資源を投入することになりますが、浮動小数点演算器に比べて大きいというほどではありません。

つまり、ベクトルアーキテクチャというのは、考案された当初においては、規模が小さいハードウェ
アでなるべく高速な演算器を有効に使うための工夫であった、ということができます。

Cray-1 のベクトル命令セットは既に述べたように極めて単純なものでしたが、X-MP になって複
雑化しました。これは

� 2ロード、1ストアの並列実行

� 間接アドレスによるロード/ストア

� マルチプロセッサ

等をサポートしたことによるものです。X-MPにおいてベクトルアーキテクチャはほぼ完成し、Cray
ではそれ以降ほとんど変わっていませんし、国産のベクトル機も機能としてはほぼ同様な命令セット
をサポートしています。

最初の 2つはユーザーから見た使いやすさという観点では極めて重要なものでしたが、これらにど
の程度のハードウェア資源をさくかは難しい問題だったことでしょう。実際、日本のベクトル計算機
では、ロード/ストアを演算に対して増やす方向にはいっていません。これは、日本のベクトル計算
機では最初から Cyber 205 のような複数の演算パイプラインが並列動作するアーキテクチャをとっ
たことが大きいと思われます。演算パイプライン毎にロード/ストアパイプラインを複数サポートす
るのはハードウェア規模から困難だったのでしょう。しかし、間接アドレスに対しては十分なサポー
トがあるのが普通であり、多くのマシンで連続アクセスと間接アドレスアクセスで同じ速度がでるよ
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うにしています。 これは、内側が短い 2 重ループを間接アクセスによって展開して 1重化し、ベク
トル命令 1つで実行した時に性能が落ちない、というメリットはあり、比較的ベクトル命令の開始
オーバーヘッドが大きい傾向にあるマシンでは大きな性能向上につながったと思われます。

もちろん、早い時期からベクトル化コンパイラが前提であった日本の機械では、Cray と違ってアセ
ンブラで書かれたレジスタ利用効率の低いコードの性能を考える必要がなく、その分メモリバンド幅
を節約出来たということはあるでしょう。

Cray-1 ではさすがに集積回路を使ったわけですが、これは 4 ゲートのもので 1ビットの全加算器
も収まりきらないものでした。従って、浮動小数点演算器は膨大な数の集積回路を配線して作ったわ
けです。加算器が数千個必要ですから、配線は数万本になるわけです。メモリチップも数千個あり、
プロセッサとメモリの間を数千本の配線でつないでも、それは全体コストにそんなに大した影響はな
かったでしょう。従って、ロード/ストアパイプラインを増やすとか、インターリーブを増やすとか
で性能を上げる、という方向は XMP の頃は間違っていなかったのです。

Cray-1 のプロセッサはおよそ 25 万ゲート、つまり 100万トランジスタ程度であったようです。こ
れに対して、現在の 90nm テクノロジーでは数億個のトランジスタを集積することができます。従っ
て、単純計算では Cray-1 のプロセッサを数百個集積できます。実際、初めてほぼパイプライン化さ
れた演算器を集積した Inte i860 は 1 µm テクノロジーであり、現在のテクノロジーの 1/100 以下
のトランジスタしか集積していませんでした。

しかし、 SX-8 は、パイプラインを 4 セット持つとはいえ 1プロセッサしか集積していません。つ
まり、大雑把にいってトランジスタ数から可能と思われる数の 1/100 の演算器しかもっていない、と
いうことになります。何故でしょうか？

これは、必要なバンド幅でメモリとつなぐことができないからです。 SX-8 プロセッサチップのダ
イ写真を見ると、チップ面積の大半が I/O のためのパッドになっています。巨大なチップ (20mm
角)であるにもかかわらず、論理回路の占める面積はほんのわずかです。それでも、メモリ転送速度
は 64GB/s と 2 演算に対して 1 語転送です。

このことは何を意味するでしょうか？ Cray-1 において大した追加コストなしにベクトル命令を実
装でき、さらに XMP において大した追加コストなしで間接アクセスを可能にできたように、現在
では殆ど追加コストなしに演算器を増やすことができるということです。

増やした演算器を有効に使うことができるか？という問題はもちろんあるでしょう。しかし、現在
のベクトルプロセッサではもっとも貴重な資源は演算器ではなくチップ/ボード間配線となっている
のです。従って、貴重な配線資源当りの性能を最大化するのがアーキテクトの目標でなければなりま
せん。

天才クレイをもってしても、7600 から Cray-1 に到達するには 10 年かかっています。過去を振り
返ってみると、 7600 の時点で既にベクトルプロセッサは有効な解であったにもかかわらずです。ベ
クトルプロセッサにおいて設計の根本的な変革が必要になったのは、 1 チップ実現が可能になった
SX-6 の時点、というのがもっとも甘い評価です。もっとも厳しく評価するなら 1チップのトランジ
スタ数が 100 万を超えた 1990 年前後です。いずれにしても、10 年程度しかたっておらず、次世代
のアーキテクチャがまだ見えていないのは歴史的にはやむをえないのかもしれません。

しかし、SX-8 の問題は、スカラマイクロプロセッサに対して価格性能比が大きく悪くなってしまっ
た、という点にあります。結局、スカラマイクロプロセッサではチップ間転送速度が演算器に対して
不足するにまかせて演算性能を上げる、という選択をしたからです。これにより実行効率が悪いとい
う問題があるにせよ、チップ間転送速度当りの実効演算性能はスカラマイクロプロセッサはベクトル
計算機に比べてはるかに高くなっており、結果的に総合的な価格性能比も良くなっているわけです。

ベクトルアーキテクチャには革新が必要です。

2005/12/7 記



Chapter 5

富士通 NWT/VPP-500 — 日本発の
「革命」 (2005/12/8)

(2010/7/14 追記)

以下、数字を修正しています。主な違いは、NWTのクロックサイクルは 9.5nsであるのに、VPP500
と同じ 10ns として書いていたものを正しくしたものです。

(2010/7/14 追記終わり)

航技研が富士通に発注した数値風洞 (NWT)は革命的なマシンでした。

大雑把にいうと、 NWT は VP-400 とほぼ同様のベクトルプロセッサを 1 ボードに集積し、それを
166 台クロスバースイッチで結合したものです。ノード当りの性能は 1.7 Gflops であり、 105 MHz
のクロックサイクルで 16 演算 (乗算、加減算 8 づつ)を行うものであったようです。VP-400 では 4
セットのパイプラインで 8 演算 (400E では加算 8演算で 12 演算でしたが)を行うものであったのか
ら倍増しています。パイプラインクロックは 7ns から 9.5ns に少し落ちたために、ピーク性能とし
ては 1.5 倍程度に留まっています。

ここでは革命的であったのはもちろんこのノード性能ではなく、それを 100 台以上結合して 1 台の
計算機にするという発想です。同時期の機械では、Cray C916 が最大 16 プロセッサですがこれはプ
ロセッサあたり 4演算なので最大構成でも 64 演算であったのに対して、 NWT は 2656 演算と 40
倍以上の並列度を実現したのです。

これだけの並列性が可能になったのは、共有メモリアーキテクチャから分散メモリアーキテクチャ
に切換えたことによります。NWT のクロスバースイッチの速度は双方向 421MB/s でした。これに
対してメモリ転送速度は上下合わせて 13.4GB/s ですから、バンド幅が 16 倍違うことになります。
つまり、 166 台をつなぐNWT のクロスバースイッチは、もしも Cray C916 のような共有メモリ構
成にしたとしたらその 1/16 以下、10台程度のプロセッサとメモリを結合するバンド幅しかもたな
いものであったわけです。ここに革命があるのです。

NWT 以前のベクトル並列計算機のアーキテクチャは物理的な共有メモリでした。この構成にこだ
わったことが、同時期の Cray C916 で 16台、日立 S-3800 ではわずか 4 台といった極めて少ない
プロセッサ数しか実現できていなかった理由と考えられます。 NEC SX-4 は 32 プロセッサで共有
メモリを実現しましたが、これは 1995 年のことであり、完全 CMOS 構成に移行することで初めて
可能になったものです。また、これ以降、 32 より大きなプロセッサ数で共有メモリの機械はつくら
れていません。

NWT では、共有メモリアーキテクチャをやめてプロセッサ毎にメモリを持たせることで多数のプ
ロセッサの並列動作を可能にしました。しかし、 NWT のユニークな点はそれだけではありません。
重要な点は、当時の分散メモリ超並列機の概念からは考えられないような高速のクロスバースイッチ
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でプロセッサを結合したことです。技術・コスト的な観点から見ると、既に述べたように NWT の
クロスバースイッチは同時期の共有メモリベクトル並列機のプロセッサ・メモリネットワークをほ
ぼ同程度のバンド幅を持つものであり、高価ではありますが他の機械より高価ということはありま
せん。他のベクトル機に比べて 10 倍近いピーク性能をもたせることで、価格競争力は十二分にもた
せることができます。ノードプロセッサをメモリバンド幅に比べて 1/16 というかなり高速なクロス
バーネットワークでつなぐことで、並列プログラムの通信オーバーヘッドによる性能低下を多くの場
合に問題にならない程度まで下げています。特に、多次元 FFT や ADI のような、データの転置を
行いたいアルゴリズムでも十分な性能がでるだけの通信性能を確保しているわけです。

同時期の超並列計算機では、Intel Paragon は高速ですが 2次元メッシュであり、必ずしも使いや
すいものとはいえませんでした。 TMC CM-5 は 160Mflops のノードプロセッサを最大 20MB/s の
Fat Tree でつないでおり、通信パターンによってはクロスバーより大きく劣ります。更に高速な 3次
元トーラスを使った Cray T3x が超並列機の主流となることは既に述べた通りです。1995/6 の Top
500 リストでは、富士通 NWT/VPP500 は Top 20 のうち 6 システム、 1, 5, 7, 14-16 位を占めて
います。

当時の半導体技術とベクトル並列機のアーキテクチャの動向を考えると、 NWT は他の機械と同程
度の技術を使いながら革新的な分散メモリとクロスバーネットワークのアーキテクチャを使うこと
で、ベクトル機にスカラ超並列計算機と対抗可能な価格性能比とスカラ超並列計算機よりも優れた
使い勝手と実効性能をもたらし、90年代後半までベクトル機並列を有効なアーキテクチャにした革
命的なマシンであったといえます。

もっとも、それが良かったかどうか、は評価が分かれるところでしょう。NWT/VPP500 の高速な
クロスバーは、単純な一次元分割のプログラムで多くの場合に十分な性能を出すことを可能にしま
した。 2, 3 次元分割はベクトル長を短くするためにむしろ不利になる、という面もありました。こ
のことは、分散メモリを陽に表現するけれどもユーザープログラムはグローバル配列を利用可能で
あり、通信は暗に表現できる VPP-Fortran の記述しやすさとあいまって、ユーザーが並列プログラ
ムを書くことを比較的容易にしたことは間違いないでしょう。

しかし、この使いやすさは、VPP 用に書かれたプログラムは (VPP-Fortran が XPFortran として
他の機械で実行可能になってはいますが)、通信が遅い他の機械では性能がでにくい、ということに
もつながりました。これはハードウェアメーカーが自社マシン用に開発した言語 (同じような例では
CM-Fortran) では皆起こったことではありますが、VPP が良い機械であり、寿命が長かったことが
結果的に他のマシンでは使わざるを得ない MPI への移行を遅らせることになりました。

現在、NWT の高速クロスバーという方向は、 SX-8 の項でみたように行き詰まっています。さら
に、残念ながら VPP シリーズ自体は 1999年の VPP5000 で終了し、富士通のスーパーコンピュー
ターは必ずしも性能で優位にあるとはいいがたい HPC2500 が引き継ぐことになりました。このた
め、VPP-Fortran のコード資産は難しい状況におかれることになりました。



Chapter 6

何故スーパーコンピューターは売れな
くなったか (2005/12/13)

スーパーコンピューターの「将来」というタイトルの文章なのにいつまでも昔の機械の話をしていて
もしょうがないのですが、今回はもうちょっと長期的な視点から過去を振り返ってみます。問題は、
過去 30年間になにが起こったか、ということです。

もうちょっと具体的には、「普通の計算機」と「スーパーコンピューター」の関係にどう変化があっ
たか、ということです。以下に、1975 年から 10 年おきに、代表的なスーパーコンピューターと適
当に選んだミニコンやワークステーションの推定販売価格と性能を示します。値段、速度ともに 2-3
倍違うかもしれませんが、結論には影響しません。

年 ハイエンド ローエンド
速度 価格 (推定) 速度 価格 (推定) 比率

1975 Cray-1 100Mflops 10M$ PDP-11/70 10kflops? 50K$? 50:1

1985 Cray XMP 1Gflops 10M$ PC-AT 30kflops? 5K$ 17:1

1995 VPP-500 100Gflops 30M$? Dec Alpha 300Mflops 30K$ 1:3

2005 SX-8 10TF 50M$? Intel P4(D) 12 Gflops 1K$ 1:60

つまり、 1975 年には Cray-1 は同じ値段でミニコンを沢山買ったのに比べて 50 倍の性能があった
のが、 2005 年には NEC SX-8 は同じ値段だけ PC を買ったのの 1/60 の性能になっている、とい
うことです。言い換えると、ハイエンドとローエンドの相対的な価格性能比は 30 年間で 3000倍変
わった、つまりスーパーコンピューターは 3000倍高い買い物になった、ということです。1985 年以
降は 10 年につき 20 倍程度の速度でこの比が変化しています。

これでは、今スーパーコンピューターが割にあわないのは当たり前です。1975 年の Cray-1 とは位
置が逆転しているのですから。ユーザーとして見ると、20 年前には計算のサイズを問わず計算セン
ターでやったほうが安くついたのに対して、今は手元の PC でできる計算ならそっちのほうが安あが
りだ、ということです。これが、計算センターというものが成り立たなくなった基本的な理由です。

この状況をどう認識するか、には 3つの立場がありえます。

1. 大規模計算は必要であり、高価であるとしても他の方法より安い。 PC と価格性能比を 比べ
てどうこうというのは比べるべきではないものを比べているのであって意味がない。

2. 大規模計算なんてものは贅沢品で、PC つないでできる以外のことを考えるのはおかしい。

3. 現在のスーパーコンピューターの作りかたが間違ってるのでもうちょっと違う作り方をするべき。
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この中のどれか一つだけが正しい解である、というつもりはありません。ありませんが、例えば PC
をつないでできることに 60 倍高い機械を使う、というのは、趣味ならともかく税金でやってるなら
無駄使いといわれてもしかたがない、というのはそういうものではないかという気もします。

もっとも、ここでややこしいのは、計算機のコスト、特にスーパーコンピューターのコストは開発
費が大きな部分を占める、ということです。つまり、計算機をつくろうと思うとハードウェアの開発
だけで数百億、ソフトウェアを入れるとその 10 倍とかいったお金がかかるわけです。その分が量産
コストよりも大きいとハードウェアは非常に割高になります。例えば Cray の場合は現在の年間の
売り上げが数百億の下のほう、NEC もスーパーコンピューターの売り上げはその程度かもっと下で
しょう。つまり、開発費がコストの大半になるわけです。しかも、半導体技術の進歩にともなって開
発コストはどんどん上がっています。

日本のスーパーコンピューターの場合、 1980年代には状況が違いました。ハードウェア開発費の
相当部分をメインフレームの売り上げから出すことが可能だったからです。しかし、メインフレーム
はスーパーコンピューターよりももっと価格性能比の相対的低下が大きく、既に汎用マイクロプロ
セッサベースに置きかわっています。従って、マイクロプロセッサベースのものでなければスーパー
コンピューターも作れないし、しかしそれでは PC をイーサネットでつなげるのと何が違うのかわ
からない、ということになるわけです。

ASCI や地球シミュレータといったプロジェクトは、上の (1) の立場をとるものであったといって
間違いではないでしょう。つまり、核実験の代わりとか地球環境問題の解決 (できるかどうかは別と
して)のための必要な投資である、というわけです。

(2) の立場をとるなら、ハードウェアを作るとかは考えないで、 PC をつないでできることを考え
ろ、ということになります。ここではもちろん並列化をどうするかが問題になりますし、普通の (2005
年現在なら)ギガビットイーサネットを TCP/IP から使う、とかいうものでは遅くてあまり性能が
でない、ということはあります。もっとも、ネットワークスイッチやインターフェースカードなら、
計算機全体を作るよりもずっと開発費は小さいですから、そこだけを作る、というのは商売として
成り立ってもいいと思われます。実際、 Myricom や Quadrics のような HPC 専用のネットワーク
ハードウェアメーカーが存在できているのはそのためでしょう。

もっとも、汎用のイーサネットもギガビットイーサネットや 10GbEになるとバンド幅では Myrinet
と差がなく、さらにレイテンシもソフトウェアのオーバーヘッドを切り詰めると Myrinet 等と大差
なくできるので、専用ネットワークのメリットも見えにくくなっています。 現状で 2-4μ秒のレイ
テンシをさらに 1 桁下げるとかいったことができないと、将来は厳しいでしょう。

同じことが、 Cray XT3 や XD1 のような、マイクロプロセッサを使ってシステム全体を作る方向
についてもいえます。同じというより、ネットワーク部分以外にも開発費がかかる分不利になるわけ
です。 1993 年には T3D に競争力があったとして、 2005年にそれと同じことを期待するのは無理
があります。

無理がある理由の本質は、ノード単価が下がっていることです。上の表に書いたように、1995 年に
は 300Mflops で 300万円のワークステーションというものがまだ存在できていました。Pentium な
ら 50万円で理論ピークは 100 Mflops 程度あったかもしれませんが、実際の性能差は多くの場合に
もっと大きかったからです。ノード当り 300万なら高速ネットワークをつけても値段に響きません。
しかし、30万となると話が違います。しかも、ノード当りの処理速度は 40倍程度にはなっているわ
けですから、ネットワーク速度もそれに見合ったものが必要、となるとなかなか無理なわけです。こ
れは、結局のところ、よほど簡単なものか、あるいはものすごく大量に作るのでない限り、プリント
基板 1枚の量産費用は数万円になって、それで商売して成り立つためには数十万円で売る必要がある
からです。

そもそもノード単価が下がった理由は何か？というのも問題です。これはしかし、高い機械が安く
できるようになったわけではなく、安い PC の性能が順調に上がった、というのが本質です。言い換
えると、高い機械が相対的に性能が上がらなくなったわけです。上がらなくなった理由は何か？とい
うのはしかしもうちょっと分析が必要です。これは次回に考えることにしましょう。



Chapter 7

x86 以外のプロセッサになにが起こっ
たのか？ (2005/12/14)

さて、ワークステーション等の高い機械の性能が上がらなくなったのは何故か？という話です。

これには、簡単な解答があります。半導体技術が進んで、多数のトランジスタが 1チップに集積で
きるようになったのに、演算器の数をそれに比例して増やさなかったからです。どのくらい増えてい
ないかというのは驚くべきものです。

富士通の論文1

例えば、富士通の SPARC64V (2002年発表)は 130nm技術で約 2億トランジスタを 18mm x 16mm
のチップに集積していますが、浮動小数点演算器は乗算 2個、加算 2個です。この数は 1μ m の
Intel i860 の 2倍ですが、トランジスタ数は 100 倍以上です。(ダイサイズが大きい分、トランジス
タが小さいなった分合わせて) クロックは 30 倍になっているので、性能は 60倍ということになり
ます。

もしも、 i860 を 100 個 1チップにつめこんだら、クロックが上がらなくてもピーク性能は 100 倍
になり、クロックは 10 倍くらいはできるとすれば 1000 倍の性能になるわけです。

もちろん、問題は、メモリとの接続をどうするか、にあります。 SPARC64V ではメモリ転送速度
は 8GB/s であり、これに対して i860 では (理論ピークとしては)320 MB/s でしたから、 25倍にし
かなっていません。演算性能は 60倍にしてしまったので、相対的なデータ転送性能は下がっている
わけです。

しかし、それでも、 10プロセッサいれたチップを 1/10 のサイズで作って、安くて性能が高い計算
機にしたほうが良かったのでは？という気もします。

実際にそれをやったのが Sunの Niagara プロセッサ、ということになります。まあ、その、しかし、
Ultrasparc-II 相当と言われる十分に複雑なプロセッサを使ったために 8 プロセッサで 379mmsq と
いう巨大なチップになっており、あんまり安くはならないと思いますが、しかし並列に実行できるプ
ログラムに対しては圧倒的な性能を出せるようです。

振り返ってみると、 x86 の「安い」マイクロプロセッサと、他の高価なマイクロプロセッサの性能
差が殆どなくなったのは 1995年頃です。これは、 i860 に比べて 10倍以上のトランジスタを詰め込
めるようになった時期、ということです。つまり、演算器を 2 個とかしか使わないので、トランジス
タの数がありあまるようになった時期、ということになります。このため、命令セットが複雑でもそ
れを中間デコードしてさらに並べ変えて、レジスタも物理レジスタを論理レジスタに対して複数用
意して命令セットが腐っているのをごまかして、といったあらゆる小細工が安いプロセッサでもでき

1http://magazine.fujitsu.com/vol53-6/paper05.pdf
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るようになり、価格差や、それ以前にアーキテクチャや命令セットの差が性能差につながらなくなっ
たわけです。

良く言われることは、プロセッサがこのように進化したのは 1 プロセス (スレッド)での性能を上
げるためだ、ということです。SPEC2000 のような標準的なベンチマークがあることもその方向に
向かう理由になっています。

しかし、私は、本質的な理由はアーキテクトのほうにあったのではないかと思います。マイクロプ
ロセッサは 1970年代から 30年近くの間、増えたトランジスタを使ってより高度な (複雑な)デザイ
ンのプロセッサを作る、という方向で進化してきました。それを逆行させて、単純なプロセッサを多
数集積する、というのは、思い付くまでに時間がかかることだったのではないかと思います。

現在、IBM Power, Intel Pentium や AMD Athlon はやっと 2 プロセッサ 1チップになっていま
す。これから数を増やす、という方針のようです。どうせ将来には数を増やすなら今単純なプロセッ
サにしてもっと増やしたほうが性能的には得だということは少し考えればわかることなのに、なかな
かその方向にいかないのは奇妙なことです。

デスクトップの機械ではシングルスレッドの性能が大事、ということが仮にあったとしても、少な
くともスーパーコンピューティングの分野ではベクトル機になった時点で大抵のプログラムは原理的
には並列化されたわけですから、沢山プロセッサがあっても使いこなすのに問題はありません。

つまり、単純な (しかし浮動小数点演算性能はそれなりに強力な)プロセッサをなるべく沢山 1チッ
プに詰め込む、という方向は、少なくともスーパーコンピューティングを応用分野として考える限り
有効な解であると思われます。そういうものを作る機会は少なくとも 10 年前から存在していて、こ
れから将来も存在し続けます。

Sun の Niagara I では、信じ難いことに浮動小数点演算器を省くという選択をしたのでウェブサー
バとかデータベースとかいった用途はともかくとしてスーパーコンピューティングには無意味なもの
となりました。 Niagara II では浮動小数点演算器がはいるようですが、まあ、その、 Sun のことな
のでどれくらい真面目に作るかは疑問です。

この方向で性能を稼げることは確かですが、1スレッドの (並列化されてないプログラムの)性能は
今の Intel や AMD のプロセッサより低くなります。1スレッドの演算性能を極端には落とさないで、
浮動小数点演算性能をもっと上げる方向はないか、というのが次の話題です。
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1スレッドの性能を極端に落とさずに演算器の数を増やすには色々なアプローチがありえますが、実
際に採用されているのは

1. SIMD 拡張命令

2. ヘテロジニアス・マルチコア

のどちらかです。ヘテロジニアス・マルチコアのことはまた後で触れることにして、ここでは SIMD
拡張のことを考えてみます。

現在では SIMD 拡張としてもっとも広く知られているのは Intex IA32 (x86-64 となってこの名前
もなんだか座りが悪い)の SSE/SSE2/SSE3 でしょう。これは、基本的には 128 ビット幅のレジス
タを 8 (x86-64 では 16だだったような)ワード用意して、それを 32ビット単精度 4 語あるいは 64
ビット倍精度 2 語の固定長ベクトルとみなし、その各要素に同じ演算をする命令を用意する、とい
うものです。

ソフトウェアの側から見るなら、 Cray-1 のベクトルレジスタが 64 語だったものが 2 語になった、
と見ることもできなくはありません。しかし、ハードウェアの実装は根本的に違います。ベクトル
計算機では長いベクトルレジスタに対して演算器は (もっとも単純な形では)1つだったのに対して、
SSE/SSE2 では基本的には 4/2 個の演算器が並列に動くからです。

この違いは、なんのために SSE 命令なりベクトル命令なりを導入したか、という目的の違いによっ
ています。既に見たように、ベクトル命令は比較的簡単なハードウェアで 1つの演算器を有効に使う
ために導入された、といってよいと思いますが、 SSE はありあまるハードウェアを少しは演算にも
使おうというものです。

SSE の前身は MMX で、64ビットレジスタを 16 bit の整数 4語 (8ビット 8語もあったと思いま
す)に分けてそれらに同じ演算を行うというものです。歴史的には、それを 32ビット浮動小数点 4
語に拡張したのは AMD 3DNow! ですが、後発の Intel SSE のほうが広く受け入れられたようです。
このような形の並列処理自体は、ゲームコンソール用の CPU、例えば Sony PS2 用のプロセッサや
日立 SH4 で使われたほうが先だったと思います。これらのもっとも直接的な応用は座標変換で、ジ
オメトリ演算が 4x4 の行列演算になるので、長さ 4 のベクトルを扱ったり、また内積をとったりす
る命令をつけているわけです。

演算器の数を増やして並列に実行できる演算数を増やすやり方は理論的には色々ありえるわけです
が、実際に使われているのは基本的には以下の 3つです。

1. スーパースカラ
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2. VLIW

3. SIMD

それぞれ、どういう考え方かを簡単にまとめると、以下のようになるでしょう。

スーパースカラ: プログラム (コンパイラが出した機械語でも)は 1命令が 1動作を記述する。実
行時にレジスタアクセス等の依存関係を判断して、どういう順番で命令を実行するかを決めて、同
時に実行できるものは同時に実行します。いわゆる RISC なプロセッサの場合、 MIPS では R10K,
Sparc では Supersparc 以降。 HP は忘れました。すみません。 Power はワークステーション用の
系列では初めからスーパースカラだったような。 Intel は Pentium から。但し、P5 と P6 以降では
本質的に違う実行方式になっています。

VLIW (Very Long Instruction Word) : 命令自体が、同時に実行する複数個の命令を束ねた非常に
長いものになっています。ここから VLIW の名前がでいます。古典的なものは Multiflow で、7命
令とか 14 命令とか 28 命令を同時に実行できはずです。プログラムは高級言語で普通に書いたもの
をコンパイラが解釈して同時に実行できる命令を検出します。というか、少なくとも人間がアセンブ
ラを書くのは不可能です。 Multiflow の場合はちょっとしたプログラムでもコンパイルにかかる時間
がコーヒー一杯では終わらなかったという話です (今は IIJ にいる吉村さんから昔聞いたような気が
します)。現行のプロセッサでは Intel Itanic がこれです。

SIMD: 既に述べた通り、1つの命令によって複数の演算器が同じ動作をします。原理的には、これ
をさらにスーパースカラや VLIW と組合せることも可能、というか、少なくとも Intel SSE/SSE2
の場合はスーパースカラな実行ユニットになっていて、ロード/ストアと演算は並列に起こるしレジ
スタシャドウイングもしていると思われます。

これらはどれも、クロックサイクルあたり複数の演算をしようというもの、計算機屋さんの用語で
は IPC (Instructions Per Cycle) を上げよう、というものですが、ハードウェアの複雑さは並列ユ
ニット数が同じなら

スーパースカラ > VLIW >>> SIMD

という感じになります。スーパースカラは原理的にはもっとも複雑です。問題は沢山あるのですが、
ハードウェアとしては例えばレジスタファイルが非常に沢山のポートが必要になる、というのが嫌な
ところです。しかも、シャドウレジスタもいるので語数も増えます。

もっとも、レジスタファイルがややこしいのは VLIW でも原理的には同じです。28 命令とかいう
ともう 1 つのレジスタファイルをで読み書きするのは不可能なので、レジスタファイルををいくつ
かに分けて命令によってどれに書けるかが違う、 といった話になります。もちろんその結果コンパ
イルは一層大変なわけです。

これに対して SIMD は圧倒的に単純です。レジスタファイルとかでも別にデータ幅が広くなるだ
けでポート数は増えないので、ハードウェア規模が並列ユニットの数に比例してしか増加しません。
スーパースカラでは少なくとも 2乗程度でハードウェア規模が大きくなっているようです。

このようなわけで、素人考えでは SIMD が有利なのはあまりに当たり前なことに見えます。

しかし、実際のメインストリームのマイクロプロセッサでは、スーパースカラが最初に導入され、
VLIW ははなばなしく登場はしたものの主流にはならず、SIMD の利用は極めて部分的なものに留
まっています。その理由はいくつかありますが、大きなものは SIMD はコンパイラ言語からの利用
が難しい、ということです。

スーパースカラは (実際に上手くいくかどうかは別問題として)、ハードウェアが自動的に並列処理
をするのでコンパイラは普通にシーケンシャルな命令列を出せばよくて、まあ、上手くいけば高い性
能がでます。VLIW も、原理的にはシーケンシャルな命令列から並列実行できるように並べかえる
わけですから、まあ、なんとかなるわけです。どちらの場合でも、基本的にはアセンブルしてから最
適化が可能です。
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ところが、SIMD 的な並列処理は、並列実行できるループを SIMD 命令に書き換えるといった、要
するにベクトル計算機的な並列化が必要になります。実際、Intel はベクトル的コンパイラをずっと
作っていた KAP (Illiac IV のコンパイラをやってたグループが会社になったもの)を買収して並列
化技術を導入しました (その前には DEC のコンパイラグループも吸収しています)。

さて、では、ベクトル化できるようなプログラムなら SIMD 並列処理で性能がでるか？というと、
実はそうではない、というのが問題の本質です。例えば

do i=1, n

c(i) = a(i) + b(i)

enddo

というのはベクトル化できるループの典型です。もちろん、これから SIMD 命令を使うアセンブラ
を出すのは容易なことです。しかし、問題は、このループを実行すると演算速度がメモリバンド幅で
決まる、ということです。 n が大きくてデータがキャッシュに入っていないと演算速度は極度に遅く
なりますし、1次キャッシュに入っていても、 2 ロードと 1 ストアで 1演算ですから、素晴らしく
気の効いたスーパースカラ実行ユニットがあって、しかも恐ろしくバンド幅の大きな 1次キャッシュ
があって初めてピークに近い演算性能がでます。

ところが、ベクトル化できるように書かれたプログラムは、原理的にキャッシュに収まりにくくなっ
ています。若干抽象的ですが、以下のような計算をすることを考えてみます。

� 一次元の格子

� 各格子点に変数 ai, bi, ci がある

� 時間ステップ毎にこれらを更新する。新しい値は自分の古い値と両側の格子点の古い値による。

境界条件がどうとか細かいことを別にすると、普通に書いたプログラムの 1ステップ更新する部分は
以下のような感じになるでしょう。

double precision a(n), b(n), c(n)

.....

do i=2, n-1

a(i) = f(a(i),a(i-1),a(i+), b(i), ...)

b(i) = g(a(i),a(i-1),a(i+), b(i), ...)

c(i) = h(a(i),a(i-1),a(i+), b(i), ...)

enddo

f, g, h は実際にはなんか計算式が書かれるわけです。この形のプログラムはベクトル化コンパイラ
が容易に認識してベクトル命令、あるいは SIMD 命令を使うコードを出すことができます。

あまり意味がある例ではありませんが、 a(i) が単純な拡散項みたいなものだと、例えば

do

atmp = a(i)

a(i) = alpha*(atmp+a(i+1)) + (1-alpha*2)*a(i)

enddo

しかし、普通には、この時にベクトル化コンパイラが出すコードは、この各演算をベクトル命令に置
き換えるわけで、原理的には、例えば
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x1= a(始点-1ずらした)+a(始点 1ずらした)

x2= x1*alpha

x3= (1-alpha*2)*a

x4= x2+x3

a= x4

というような演算を配列全体に適用するわけです。ここで、配列 a のサイズがキャッシュより大きい
と、これらの各演算でデータを主記憶から持ってきて主記憶に書き戻すことになって、演算器のピー
ク性能は全くでなくなります。

もちろん、ベクトル化コンパイラが十分に賢いならばこういう無駄は起きないわけで、キャッシュ
に入る範囲に収まるようにループを分割すれば多少はましになります。 ベクトル計算機の場合には
ベクトルレジスタの長さでループを分割するのに対応するわけで、これはできないことではありま
せん。但し、現在のところそういう処理を自動的にするコンパイラはないと思います。

自動的にやったとしても、例えば a, b, c と複数の配列があると、同時にアクセスする領域がちゃん
とキャッシュ上で共存できるような工夫も必要になります。これも理論的に不可能、というわけでで
はありません。多次元配列になるとさらに面倒ですが、まあ、できなくはないでしょう。

これに対して、ベクトル化しない普通のスカラ計算機では、 a, b, c の 1要素がはいった構造体の
配列、という形にすることでキャッシュ上でデータがぶつかる可能性をほぼ 0 にでき、高い効率を保
証できます。n個の演算器が並列に動作する SIMD 命令に対応するなら、配列の n要素毎に構造体
にしたものにすればいいし、そういうふうにコードを書き換えることは不可能ではないし、コンパイ
ラがするのも可能でしょう。

しかし、それでいいか、というと実は SIMD 命令の場合はまだ駄目、というのが問題です。これは、
現在のほとんどの SIMD 拡張命令では、2語とか 4 語をアドレス境界をまたいでロード/ストアする
ことができないからです。 つまり、aが 16バイト境界から始まっていたとすると、 a(0), a(1)を一
つの SIMD 命令でロードすることは出来ても、 a(1), a(2) をロードすることはできないわけです。

これは、ハードウェアの作りやすさを考えると不思議な話ではありません。128 ビットのデータを
読出すのに 128 ビット幅のメモリがあったとすると、a(0), a(1) を読んで演算器 0, 1 に送るには単
にアドレスをいれてデータがでてくればいいわけでですが、 a(1), a(2) では 128ビットのデータの
上位 64 ビットと下位 64 ビットでは違うアドレスがはいった上に、でてきたデータを入れ替えない
といけないからです。 演算器 2つなら入れ替えの回路や別アドレスを入れる回路をつけるというの
も考えられなくはないですが、演算器が 4 つとか、それ以上に増えると入れ換えのための回路は演
算器数の 2 乗に比例して大きくなり、速度低下にもつながります。

このようなわけで、 SIMD 命令はハードウェアが極めて簡単ですむ、というメリットはあるもの
の、実用的なプログラムで性能がでるようにしようとするとどんどん複雑になる、ということにな
ります。実際、 SSE3 になってロード/ ストア命令のバリエーションが増えているのはそういうこと
です。

結局、、 SIMD 命令を使いやすくするにはベクトル計算機並の強力なメモリアクセス機構をつけな
いといけない、ということになって、あまりありがたくないわけです。 SIMD なら演算器を無制限
に増やせそうなのに、そうなっていないのはその辺に理由があります。
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ここまで他人事のようにスーパーコンピューターのことを色々あげつらってきたわけですが、では牧
野は何をしているか、というのを書いてみましょう。

牧野は GRAPE-1 から重力多体問題のための専用計算機の開発にかかわってきました。宇宙の大抵
の構造は星とか暗黒物質とかが集まって、お互いの重力を受けて運動していることによってできてい
ます。従って、そういう運動をニュートンの運動方程式で表して、それを数値積分すればいろんなこ
とがわかります。

単純な計算法では時間ステップ毎に全部の粒子の間の重力を計算してそれぞれ合計するので計算量
が粒子数の 2乗に比例して増えます。実際にはもうちょっと大変で、星団では中心部で星の密度があ
がるとか、あるいは 2つの粒子 (星) が近接遭遇した時には短い時間刻みが必要になるとかいろんな
ことがあり、安直な計算法では最悪粒子数の 4 乗くらいで計算時間が増えることになります。

もっとも、この辺はどういう系を扱うかでも変わってきて、例えば宇宙の非常に広い領域の構造形
成を計算して、1つの粒子が銀河系くらいに対応する、という場合には、時間刻みが数 100万年とか
で良くて宇宙の始まりから現在までが数千ステップで計算できますし、銀河中心でブラックホールの
回りの星、というと時間刻みが日のオーダーまで短くなることもあります。

そういうわけで、必要な計算法や計算精度も扱いたい問題によって全然違うのですが、一つ共通な
ことは、ほとんどどんな方法を使うにしても、星同士の重力を計算する必要がある、ということです。

と書くと若干嘘で、例えば重力ポテンシャルを格子を切ってポアソン方程式を解くことによって求
めて、それを数値微分して重力を求める、という方法もあります。 空間分解能のが格子サイズで決
まるので、使える問題が限らる、ということが昔はありましたが、適応的に必要な分解能に応じて場
所によって格子サイズを変える、という方法も色々研究されています。が、まあ、かなりいろんな方
法が、星同士の重力が高速に計算出来れば高速に実行できるようになるわけです。

GRAPE の考え方は、上の事情に基づいて、粒子同士の重力計算だけを高速に行うハードウェアを
作る、ということです。これは、ある意味で、ベクトル計算機の最初のアイディアと同じように、な
るべく簡単なハードウェアで演算器を有効に使うことを目指したもの、ということができます。ベク
トル計算機との違いは、ベクトル計算機の考え方は多数の IC を使うと浮動小数点演算器 1つができ
る、という時期のものだったのに対して、 GRAPE は 1つ、あるいは多数の演算器が 1つの LSI に
集積できるようになった時期のものだ、ということです。

GRAPE プロジェクトが始まったのは 1989 年のことです。これはちょうど何度か話題にしたイン
テル i860 がでてきたころで、1チップで倍精度浮動小数点演算が可能になった時期です。 i860 はマ
イクロプロセッサですが、演算器だけがはいった LSI も Analog Devices, Weitek, LSI Logic, TI と
いったいくつかのメーカーからでていました。これらはどれも基本的には演算器がはいっているだけ
で、 入力 2 本と出力 1 本をもつ、というものです。 Weitek の場合には色々なバリエーションがあ
り、 80386 のコプロセッサとして使えるもの等もありました。 TI 8847 は初期の Sun SPARC のど
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れかで浮動小数点プロセッサとして使われていました。

これらの演算器 LSI を多数使って高い性能を出す、ということを考えると、重要なことは演算器
LSI 以外の余計なものを可能な限り減らす、ということです。例えば普通に並列計算機を作るなら、
演算器 LSI 1つにマイクロプロセッサをつけ、メモリをつけ、それでできたノード計算機同士の通信
のためのなんかハードウェアをつけ、というわけで、大きなプリント基板 1枚に演算器 1 つくらい
しかのらないわけです。そうすると、全体の値段の中で演算 LSI の部分は小さくて効率が悪くなり
ます。そういうのではなくて、基板 1枚で演算器を何十個も使って、さらにそれらの演算器が全部な
るべく高い効率で動いて欲しい、というのが一つの要求です。

もうひとつのもっと実際的な要求は、 GRAPE プロジェクトの関係者に計算機ハードウェアやアー
キテクチャの専門家は誰もいなくて、デジタル回路の知識は学部での学生実験程度のしかなかったの
で、そういう程度で作れるものでないといけなかった、ということです。

もちろん、最大の要因は、こういうのができますよ、という提案をしてきた国立天文台 (当時は野辺
山)の近田さんの書いた絵がそういうのだった、ということです。近田さんは野辺山のミリ波電波干
渉計のための専用計算機 FX を作った中心人物で、FX は 100 GOPS (giga operations per second)
と、ビット長が短いとはいえ完成当時のスーパーコンピューターをはるかに超える演算能力をもって
いました。同じようなことを理論シミュレーションでもすれば？というのが近田さんの提案で、それ
にのったのが東大駒場のグループであった、ということです。

近田さんは具体例として粒子間の重力計算をする専用パイプラインハードウェアのブロック図を書
いていました。 これは要するにまさに我々が必要としていたものだったわけです。

専用パイプラインハードウェアとは、要するにある演算の順番通りに演算器を配線して、クロック
毎に結果が 1つでてくるようなものです。重力計算の場合には最初に座標の引き算をして、次に距離
の 2 乗を計算、その -1.5 乗を計算、距離のベクトルと掛け算して力の 3成分を計算、最後にそれを
積算、というような具合になります。最後が積算なので、いくつかの粒子からの力を合計してから結
果を回収すればいい、ということになります。また、メモリユニット自体を 1サイクルで 1粒子デー
タがでてくるように作っておけば、非常に簡単な回路でメモリはすみます。連続アドレスでのアクセ
スしかしないくて、キャッシュとか面倒なことを考える必要は一切ありません。また、座標と質量の
4語の読み出しに対する数十演算するので、演算性能を上げるのに大きなメモリバンド幅も必要あり
ません。

というわけで、 1989/90 年に語長が短くて演算を ROM テーブルでやる GRAPE-1 と、浮動小数
点演算を使った GRAPE-2 を作りました。といっても牧野は主に横で見物してただけで実際のハー
ドウェアは主に今は千葉大学の教授になった伊藤君がやっています。これらが結構色々研究にも使え
るので、もっと速いのを専用 LSI で作ったのが GRAPE-3 と 4、それらをさらに新しい半導体技術
を使うことで高速化したのが GRAPE-5, 6 ということになります。

GRAPE-6 では大体 60 演算する演算パイプラインを 6 本 1チップにいれて、クロック毎に 360 演
算、 90 MHz クロックで動作することで 30Gflops 以上のピーク性能を出しています。メモリバンド
幅は 720 MB/s であり、クロック当り 1 語です。これは、パイプライン 6 本がメモリから受け取る
粒子データは共通であり、さらに各パイプラインが 8 個の粒子への力を同時に (というか 8サイクル
毎に切換えながら)計算することで必要なメモリバンド幅を減らしています。同じピーク性能のベク
トルプロセッサなら 120GB/s 程度のメモリバンド幅を必要としますから、 1/100 以下ですまして
いるわけです。

GRAPE-6 では、メモリバンド幅を減らす、という意味ではパイプライン構造はあまり寄与してい
ません。重要なのは、1粒子のデータを多数の粒子への重力を計算することで再利用している、とい
うことです。しかし、1チップに多数の演算器をいれてトランジスタを最大限に有効に使う、という
意味ではパイプライン構造の寄与は大きいです。まず、制御回路等は一切不要だし、さらにプログラ
ム可能なら必ず必要になるレジスタファイルもない、さらにはやる演算が決まっているのでそこで必
要な最低限まで演算精度を落としてトランジスタを節約することもできます。 GRAPE-6 では、そ
のあたりの工夫で演算器の数を 5-10 倍程度には増やしています。

いずれにしても、 GRAPE-6 ではチップ当りの性能がチップ完成当時のマイクロプロセッサに比べ
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ると 50 倍近く、現在でも数倍の性能になっており、消費電力当りでは現在でも数十倍です。半導体
技術は進んでいるので、同様な設計で例えば 90nm 技術で作るとパイプライン数で 8 倍、クロック
速度で 2-3 倍にはでき、 1 Tflops 前後の性能を 1 チップで実現できます。

では、そういうのを作ればいいではないか、と思うわけですが、そう簡単にはいかない、というの
が本題です。長い長い前置きですみません。

問題は、 LSI チップを開発するのにかかる人手とコストがどんどん上がっている、ということです。

GRAPE-4 では 2 つチップを開発し (全機能が 1チップでは入らなかったためですが)、それぞれ
1500万円程度の費用でした。回路図入力は泰地君と私で、テストベクタも東大側で作成しました。
基本的には配置配線以降が LSI Logic の仕事でした。現在作っている GRAPE-DR では、配置配線
以降だけで数億円のコストがかかっています。しかも、これは人件費が安くて優秀なエンジニアが使
えるオフショア開発をして、の話です。

高くなっている理由ですが、トランジスタの数は数百倍になっているのだから設計が大変なのはや
むをえない、という面もなくはないですが、割合いろんな本当なら計算機ができそうなことを人間が
する羽目になっているから、という面のほうが実は多いように思われます。この辺は研究開発の余地
が十分にあるところと思います。が、とりあえず、現状はそうなっています。

もうちょっと詳しくいうと、ウェーハサイズが大きくなったとかマスク枚数がとてつもなく増えた
とかいう理由で、設計ができてから試作までのコストが上がっている分というのもかなり大きいで
す。が、それ以上に設計自体のコストが上がっていることは間違いありません。

この、初期コストの高騰のために、専用計算機は現実的な解ではなくなってきています。これは単
純な話で、天文の理論計算 (の内結構一部)しかできない計算機に 10億とか 20 億の予算くれといっ
てもなかなか無理があるからです。

もっと需要が大きい分野であれば、専用計算機は成り立つのですが、現在の LSI の開発コストでは
これまでの天文計算専用の GRAPE を専用 LSI を開発して作るのは困難になりました。

では、どういう方策があるでしょうか？





Chapter 10

他の可能性は？ — I. FPGA と再構成
可能計算 (2005/12/28)

ここまでで、

� 従来のベクトルは駄目

� microprocessor ベースの超並列は駄目

� microprocessor + SIMD 拡張は駄目

� 専用計算機は駄目

というような話をしてきたわけですが、ここで「駄目」といってきたのはほとんどの場合相対的なも
のです。つまり、端的にいうと

「普通の PCに勝てない」

ということなわけです。但し、専用計算機は事情が違って、原理的には初期コストをある程度薄め
られる程度に量産するなら普通の PC に比べて桁で価格性能比を上げるのは容易です。シリコンの
利用効率で 2-3桁良いからです。専用計算機の問題は、理論天文学にそんなにお金を出すのが現実的
か、という、単純に技術的というわけではないところにあります。アメリカならともかく日本では天
文学研究全体で使われている予算というのは大した数字ではないし、その中で理論研究に使われて
いる予算は雀の涙ほどしかありません。その中の結構な割合を、多体シミュレーションしかできない
計算機に使って下さい、という要求は、仮に実現可能であったとしてもするべきかどうか、という問
題があるわけです。

本当に巨大プロジェクトであれば ALMA のように国際共同にするという方法もありますが、これ
は 10 年単位の時間がかかるわけでそういうのをまとめるために奔走するというのは、やってる人に
は申し訳ありませんが私の趣味ではありません。

ということで、何か新しいアプローチはないのか？ということをもう少し考えてみましょう。

ここ数年話題になっているアプローチには以下のようなものがあります。

1. FPGA を使った再構成可能計算

2. GPU を使った計算 (いわゆる GPGPU)

3. ゲームコンソールを使った計算。 PS2 とか PS3 とか
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まず、これらのアプローチが持つ原理的な限界を押さえておくことにしましょう。それには、これら
のアプローチがどのようにして高い演算性能を実現しようとしているかを考えてみます。この項では
FPGA について考えてみます。

FPGA は Field Programmable Gate Array というもので、内部の論理を書き換えることができる
LSI です。基本的には、小さな SRAM ブロックで論理素子を表現し、それとフリップフロップを組
合せた基本ブロックを多数集積してその間をプログラム可能なスイッチでつないだもの、というこ
とになりますが、最近のものでは論理素子に初めから加算器とか乗算器 (18ビット乗算器とか)がは
いっていたり、また規模の大きな SRAM ブロックがはいっていたりで複雑な構造になっています。
設計自体は、基本的には普通の LSI と同じように回路設計を回路図なり HDL (ハードウェア記述言
語)なりで書くわけですが、カスタム LSI と基本的に違うのは、 HDL で書いたものを量産された
LSI に作ってから書き込むことができること、そのために HDL 記述から設計情報にする細かい作業
は基本的には全て自動で行えるようになっていることです。

大雑把にいって、 FPGA に入る回路規模は同じサイズ、テクノロジーで作ったカスタム LSI の
1/10 から 1/100 になります。かなり幅があるのは、例えばフリップフロップが非常に多い回路なら
FPGA にかなり効率的に入るとか、逆なら逆とか、そういったことがあるからです。動作速度は色々
ですが、半分までもってくるのはかなり大変、 1/10 なら簡単、というところでしょう。従って、カ
スタム LSI に比べると 1/20 から 1/1000 程度の性能、ということになります。

1/1000 まで落ちてしまうと結構話にならないですが、 1/20 くらいだとかなり美味しい話になりま
す。というのは、カスタム LSI の場合では大きな問題であった開発の初期コストが基本的には不要
になって、チップ 1ついくら、あるいはチップがのった PCI カードを 1枚いくら、で買うことがで
きるからです。つまり、億を超えるコストではなく、 100 万円程度の予算で専用計算機を作ること
ができるわけです。

こういうのを使って計算する、というのを reconfigurable computing といいます。 FPGA 自体は
20年ほど前からあるもので、これを使って専用計算機的なものを作る、というのはスピン系専用計
算機 m-TIS-II (当時東大物理の伊藤・泰地による)が最も早い試みの一つであったと思います。

で、まあ、何が問題か、というのは別にして、 reconfigurable computing は過去 15 年ほどの間「未
来の技術」であり続けています。つまり、いつまでたっても広く使われるようになっていません。と
いうよりも、使おうというプロジェクトは星の数ほどあったのに、そのほとんどがあまり良い結果を
出していない、といったほうが正確でしょう。

あまりよい結果にならなかった理由はいくつかあると思いますが、その最大のものは、どうやって
設計すればいいかわからない、というものだったと思います。つまり、 HDL という言語で書けると
はいえ、「ハードウェア」を設計しないといけないわけです。しかも、その言語自体馴染みのないも
のです。

このために、多くのプロジェクトでは、シミュレーションが専門の人と電子工学が専門の人が共同
で中身を設計する、という方法をとっていました。しかし、この方法で効率が良いハードウェアを設
計するのは非常に困難です。

例えば、単純に GRAPE のような重力計算パイプラインを FPGA に入れることを考えてみます。
基本的には、これは浮動小数点の乗算器、加算器をまず作って、それを演算する順番に並べれば OK
です。割算と平方根もありますが、これらは例えばニュートン法で逐次近似するパイプラインを作れ
ばいいでしょう。

と、こう思って作ると、回路規模は GRAPE-6 パイプラインの 5倍程度、GRAPE-5 に比べるとお
そらく 20倍以上になってしまい、普通の計算機と競争するのは非常に難しいものになります。これ
は、 GRAPE では、パイプラインの場所によって演算精度を変えていることや、逆数平方根という
より実際には r2 から r−3 を計算する回路を表引きと補間多項式計算を使った非常に小規模なハード
ウェアで実現していることなどによります。

これは、ちょっと違う方向から見ると、要するに普通の倍精度浮動小数点演算器を使ったのでは
FPGA で性能を出すことは無理、ということです。無理である理由は単純で、 FPGA の再構成可能
論理で乗算器を作ったのでは効率が低くなりすぎるし、といってきた組み込みの乗算器は数が足りな
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くてあまり性能がでないからです。

つまり、 FPGA で性能を出すためには、演算精度等を最適化した演算パイプラインを設計する必
要があり、それにはシミュレーション対象になる系の振る舞い、数値誤差の振る舞い等がよくわかっ
た人がパイプライン設計をする必要があるのですが、普通そういうのは難しい、というのが問題で
す。このため、さらに、設計に長い時間がかかってできた時にはせっかく買った FPGA ボードが時
代遅れになってしまい、このためにさらに性能がでない、といった悪循環もあります。

もっとも、この、設計の問題は、要するに適切なツールがない、というだけの話ではあります。パ
イプラインを作るのにどこでどれだけの演算精度がいるか、というのは実際に計算する人にはわか
るし、仮にわからなくても、 cut and try を繰り返し簡単にできる環境があれば調べることは難しく
ありません。しかし、1つの精度の演算パイプラインを作るのに例えば 2 年かかってしまうと、そう
いうことは不可能になります。

自分の身内の話になってちょっとアレですが、現在理研にいる濱田君、中里君が開発した PGR シ
ステムはこの問題を解決する可能性がある現在唯一のツールだと思います。

PGR システムでは、以下のようなものをあらかじめ準備します。

� 精度、パイプライン段数を指定可能な演算器生成プログラム

� ホスト計算機との通信ライブラリ

� パイプライン制御回路等を生成するプログラム

で、ユーザは、基本的には演算パイプラインで計算したい式を C 言語風の表現で演算器とその結線
を指示します。そうするとそこから必要なハードウェア記述から通信ライブラリまでが全て自動生成
され、ホスト計算機のアプリケーションプログラムから直接呼べる、記述した演算パイプラインに特
化した関数群まで生成されるわけです。さらに、この関数群は FPGA ハードウェアと同じ答を出す
エミュレーションライブラリとも結合させることができ、ハードウェアがなくてもアプリケーション
ソフトウェアを開発したり計算機精度のチェックをしたりできます。

もちろん、まだユーザが沢山いる、というわけではないし、うまくいくかどうかは未知数な部分が
あります。

FPGA を使っていいことがあるためには、上に述べたように計算精度を最適化することによって速
度を上げる可能性がある、ということがかなり重要な条件になります。これはもちろん、 FPGA の
中に演算器を入れる効率と、普通のマイクロプロセッサに載っている演算器の効率のどっちが高いか
によりますが、これは現時点で大差ありません。今後、マイクロプロセッサの設計がもっとどんどん
効率が下がる、ということがなければなかなか FPGA が有効になるのは難しいと思われます。

とはいっても、 FPGA が有効なアプリケーションは結構多いはずで、今までのように年オーダー
の時間をかけなくても使ってみることができるようになった、というのは極めて大きな変化だと思い
ます。

で、思うわけですが、では、 FPGA が HPC のあらゆる分野に使えるかというとそうではないこ
とは明らかです。例えば、仮に倍精度演算が十分速いものであったとしても、 FPGA がベクトル計
算機の代わりにならないことは自明です。これは単純な話でメモリバンド幅がチップ当りで普通の
PC 並、あるいはそれ以下しかないからです。演算器とメモリの間に壁があることは普通のマイクロ
プロセッサと変わるところはないので、ベクトル計算機では性能がでて PC では性能がでないよう
な計算は FPGA でうまく動く可能性はあんまりない、ということになります。

PC で十分に性能がでるものであれば、 FPGA での計算を検討する価値はある、とはいえるで
しょう。





Chapter 11

他の可能性は？ — II. GPGPU
(2005/12/29)

ここ 3-4 年の間に GPU を使った数値計算という話が、少なくとも研究レベルでは次第に盛んになっ
てきました。

私はあんまり自分で使ったわけではないので偉そうなことを書くのはアレな気がしますが、この文
章では現在考えられる可能性をカバーしておく必要はあるということで書いてみます。嘘が書いてあ
ると思ったら指摘して下さい。

一昔前には GPU は基本的にパイプライン化した専用プロセッサの集合で、ある意味 GRAPE と似
たようなものでした。また、データ形式も基本的は 16 ビット整数でした。このため、演算能力自体
は高くてもあまりいろんな使い道に使えるものではありませんでした。しかし、3次元データの投影
表現が中心になるとポリゴン座標は浮動小数点になり、最近は IEEE 32 ビット互換のものもありま
す。また、ピクセルデータを扱うピクセルシェーダと言われる部分でも、浮動小数点データを扱える
ようになったものがあります (GeForce 6シリーズ等)。

大量の演算能力が必要になるのは主にピクセルシェーダで、例えば GeForce 6 シリーズ (以下 GF6
と略記)では、このために 16 (GF 7800 では 24)プロセッサを持ち、それぞれが 12演算 (乗算+加算
4 ユニットとさらに乗算のみ 4ユニット) する構成になっています。(この辺ちょっと嘘かも) クロック
は 500MHz 前後ですので、 プロセッサあたり 8 演算としても全体で約 100 演算、単精度 50Gflops
ということになります。

メモリについては。グラフィックカード上で GPU に直結した DRAM は 256 ビット幅、 DDR
600MHz (データレート 1.2GHz) というものもあり、この場合にはバンド幅は 38.4 GB/s に達しま
す。 GPU の特徴の一つはこの極めて高いメモリバンド幅にあります。 5 演算の間に 1 語転送が可
能であり、ベクトル計算機の 2演算 1語に比べると劣るもののマイクロプロセッサに比べると演算性
能、バンド幅の両方が数倍になっているわけです。プログラミングモデルは完全に汎用というわけで
はありませんが、大雑把にいって大規模な SIMD プロセッサ、と思っておいていいようです。

というわけで、普通の PCに比べて数倍の演算性能を、値段を倍くらいにすることで (新しいグラフィッ
クカードは結構高い、、、)実現できる「かもしれない」というところに GPGPU (General-Purpose
computation on GPUs) というものの可能性がある、ということになります。

ここで重要なのは、ハードウェア開発コストはゼロである、ということです。このため、ソフトウェ
アを頑張ればなにかいいことがあるかもしれない、というわけで研究対象にはなります。

では、これがいろんな計算で実際に使いものになるか、という話になると実はよくわからないとこ
ろがあります。というのは、 GPU という性格上設計には以下の制約があるからです。
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1. 単精度で十分。仮数 24 ビット必要かどうかは微妙

2. メモリバンド幅に対して演算速度をある程度以上はあげたくない

精度については、 nVidia の GPU は 仮数 24 ビットですが、 ATI は現在のところ 16 ビットとなっ
ています。いずれにしても、 24 よりさらに高い精度というのは当面不必要と思われます。これに対
して、多くの科学技術計算では倍精度は必須です。部分的に (場合によっては計算のほとんどを)単
精度で行うことができる場合もありますが、その場合にも 1つの演算ループの中で倍精度、単精度
の両方の演算をする必要があるようなケースが多く、単精度演算だけしかできないプロセッサでは使
えない、ということになります。ソフトウェアで倍精度演算を行うのは常に可能ですが、ある程度の
ハードウェアサポートがなければ 数十倍の時間がかかってしまいます。

倍精度にするとハードウェア規模は 5 倍程度にはなるので、単純に倍精度演算をサポートする、と
いう可能性はあまりないと思われます。 IBM Power で 4 倍長のサポートがあるように、なんらかの
ハードウェアサポートをすることで 4サイクル程度で倍精度乗算ができるようにするのはそれほど
難しいことではないのですが、それによってマーケットが広がることが大して期待できないことにト
ランジスタを使う気になるかどうかは怪しいかな、という気もします。また、 1/4 になると例えば
GeForce 6800 にそういう機能があったとして倍精度 12 Gflops になってしまい、 Pentium D と変
わらなくなってしまいます。まあ、元々単精度でも 2-3 倍しか違わないわけです。

2-3倍しか速くないのは、結局演算器の数があまり多くないからです。多くないのは、ピクセルシェー
ダではメモリバンド幅に対して演算性能を上げても意味がないからです。ピクセルシェーダの基本的
な機能は、各ピクセルに対してテクスチャパターンから色、明るさを決めることで、メモリに入って
いるのはテクスチャパターンです。これを読んで、ピクセルデータとなんか計算して、出力はピクセ
ルの実際の色、明るさ、ということになります。 GPU で最も重要な機能はテクスチャパターンを
高速に読み出すことです。計算はある意味おまけです。このため、それほど高い演算性能になりま
せん。

ピーク性能だけを考えると、 GPGPU でそんなにいいことがあるか？というのは結構疑問です。
メモリバンド幅が広いことは魅力ですが、問題はこれはカードに載ったメモリだけということです。
512MB とか結構大きなメモリがのったカードがあることは確かですが、全ての処理をそちら側でで
きるわけでは普通ないからです。 プログラム全体は CPU の側で動いて、計算が重いところだけを
GPU で、と思うと、 PCI-Express とかを通してデータ転送が発生し、アプリケーションによっては
そこがボトルネックになりますし、そこがボトルネックにならないようなアプリケーションなら始め
からバンド幅もメモリ容量もあまりいらないケースが多いでしょう。

GPU を GPU として (グラフィック処理に)使う時には、処理結果を CPU 側に戻す必要はありま
せんし、CPU から送るデータ、例えばポリゴン座標は、ピクセルデータに比べて量が少ないわけで
す。このため、通信バンド幅は必ずしもボトルネックにはならないで済みます。

GPU が注目されている一つの理由は、過去数年では GPU の進歩のほうが CPU より速かった、と
いうことがあります。しかし、今後、 GPU のほうがマイクロプロセッサより速く進歩するか、とい
うと、これはかなり疑問です。一つは、 CPU もマルチコア化したことで名目のピーク性能はトラン
ジスタ数に比例して上げられるようになったことがあります。もうひとつは GPU のほうでメモリ
バンド幅を増やすのが限界に近付いた、ということがあります。 メモリバンド幅を増やすのは、ク
ロック、ビット幅両方の増加によってきたのですが、プリント基板に石を載せて配線している限り、
現在の 256ビット幅を 2倍、 4 倍と増やすのはコストがかかりすぎるからです。チップ同士を直接
積層して非常に多数のパッドでつなぐ貫通電極といった技術が実現しないと、今までよりはバンド幅
の伸びは落ちると思われます。

もちろん、貫通電極のような超多ピン技術が近い将来に実用化される可能性は十分あります。しか
し、その場合、 GPU 以外への応用も当然考えられるわけで、例えば、ベクトル計算機をそれで作
る、というような可能性もでてくるわけです。

というわけで、個人的には GPGPU にあまり期待しないほうがいいのでは、、、と思っています。



Chapter 12

他の可能性は？ — III. ゲーム機
(2005/12/29)

x86 ベースの、普通の PC の利点はこれまで何度もみたように「性能のわりに安い」ということに
つきています。

しかし、安いというだけならもっと安いものがあり、それがソニー PS2 のような家庭用ゲーム機で
す。 1983年 (多分)に任天堂のファミリーコンピュータが発売になった時は CPUは 6502で、Apple
II の CPU と基本的には同じものでした。安価であったとはいえ価格あたりの演算速度は 8087 をつ
けた PC にはるかに劣るものであり、これで計算するというのは現実的な話ではありませんでした。

しかし、1990年代末の Sony PS2 やセガ DreamCast になると話がだいぶかわります。どちらも、
基本的には 4 演算の単精度 SIMD ユニット (まあ、 SSE みたいなもの、但し PS2 では 2つ)を装
備し、同時期の x86 プロセッサを若干上回る単精度演算ピーク性能を実現したからです。価格は数
万円台の下のほうであり、なかなか 10 万円は切らない PC に比べてかなり安いものです。

前項の GPU と違ってこれらのゲーム機は完全な計算機であり、ネットワークインターフェースが
ありハードディスクもつけることができ、 Linux が動作し gcc でプログラムも実行できる、という
ものでした。このため、広く数値計算に使われ、、、るようには全くならなかったわけです。

研究レベルでは例えば Scientific Computing on the Sony PlayStation 21 といったプロジェクトも
あったわけですが、実際に使われるようにはなっていません。過去を振り返ってみると、私は 2000
年にとある人に PS2 って数値計算に使えないか？と聞かれて以下のように答えてました。

うーん、3年前から始めて、いまできてればいいかもしれないけど、そうでないとだめじゃないか
なあ？ PS の場合、 PS1 と PS2 でまったく互換性がない（というか、 PS2 には PS1 のプログラム
を実行するハードが入ってるから、互換性はあるけど、 PS1 用に書いたプログラムが速く走るわけ
ではない）ので、次に速くなったものができたらコンパイラとか一からやりなおしだし。

この手のことを考えるなら、 PS2 のチップはやめた方がいいと思う。というか、少なくとも

� PowerPC (G4) の Altivec

� AMD Athlon の 3D Now!とか Intel の SSE

� 日立 SH-4 (DreamCast の CPU)とか TI の DSP

に比べて数年先を考えた時に PS2 チップに価格／性能優位性が残っているか？というようなことは
検討してから始めないと。 1GHz の K7や PIII は単精度なら実は 4 Gflops のピーク性能を持ってい

1http://arrakis.ncsa.uiuc.edu/ps2/index.php
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て、 PS2 の 5.6 Gflops と変わらないから。値段も 800MHz とかの機械なら本体 10 万を切っている
ので、現時点の名目ピークでも PS2 の相対優位は 2-3倍程度、実効性能では？？ということになる。

本当に x86 系に対して価格で優位を実現したいなら、安い SH-4 や TI の DSP を使ってなんか作
らないといかんと僕は思うけど、、、

そんなに外してはいなかったと思います。一つの問題は、ゲーム機は 5 年に一度しか新しいのがで
ない、という、昔のメインフレームやベクトル計算機並の開発サイクルをもっていることです。 こ
のため、発表当初には普通の PC より速く見えたとしても、発売の時には差がぐっと小さくなり、コ
ンパイラとかOS とかがそろう頃には遅くなります。まあ、数年で追い越されてしまうのは元々性能
差が圧倒的ではないからではあります。 また、 GPU と同様倍精度演算が遅いので応用範囲が極め
て限られます。

今年から来年にかけて新しいゲーム機、 Xbox 360 や PS3 がでます。これらはやはり単精度で
200Gflops 程度と高いピーク性能を持ちますが、倍精度演算はあまり速くないのは基本的には PS2
と同様です。といっても、 PC よりはるかに遅かった PS2 とは違い、 PC 並にはなっているようで
すが。

とはいえ、やはり 1-2年後の PC や GPU に比べてどうか？というと性能差は非常に小さいかある
いは逆転されるわけですから、科学技術計算用に普及するかというとそういうことはあんまりあり
そうにない、と思います。もっとも、PS3 のプロセッサチップである CELL については、倍精度演
算強化版の開発等も噂としてはあり、そういうものが近い将来にでてくるならば普及する可能性もあ
るかもしれません。



Chapter 13

他の可能性は？ — IV. 数値計算向け
SIMD 付加プロセッサ (2005/12/29)

というわけで、相変わらずあれも駄目、これも駄目、という議論になっていい加減書くほうも気分が
暗くなってきますし、読む人もつまらないでしょう。結局、これまでの議論からは以下のようなこと
がいえます。

� 出来合いのチップを買ってきて計算機を作るなら、普通の PC を使うのが今のところ一番いい。
但し、ネットワークは普通の Ethernet は特にレイテンシが大きくて性能のボトルネックにな
るので、ここはなんか作ること、あるいは Quadrics QsNet や Pathscale Infinipath のような
ものを考える余地がある。

� GRAPE のような専用計算機は作れるけど、初期コストに見合った応用範囲が必要。

� FPGA は悪くないかも。

� あと、思いつくもの、あるいは現在あるものは大抵 PC より悪い。

というわけで、スーパーコンピューティングには将来なんかない、というのでおしまいにしてもいい
のですが、では私たちが今やってるのは何か？というのが問題なのでここではその話をします。

現在、私たちは GRAPE-DR というプロジェクトを進めています。GRAPE は Gravity Pipe の略
であり、 DR は東大情報の平木さんが中心になって進めてきた Data Reservoir プロジェクトをさす
わけですが、一応現在の公式には GRAPE-DR は

Greatly Reduced Array of Processor Elements with Data Reduction

というものの略語、ということになっています。

で、これは一体なんじゃい、というのがお話です。

GRAPE-DR の基本的な考え方は、

� 従来の GRAPE と同様、可能な限り 1チップに演算器を詰め込む。メモリバンド幅はあまり
増やさず、それでも効率がでるような計算だけを対象にする。

� 従来の GRAPEとは違い、プログラム可能にする。これによって応用範囲を飛躍的に広くする。
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この 2つの要求はもちろん完全には両立しないわけで、どの辺で手を打つか、また、実際にどんなこ
とに使えるか、が問題になります。

基本的な考え方は GPU がアルゴリズム固定のシェーダユニットからプログラム可能なシェーダに
切り替わったのと同じように、固定パイプラインプロセッサをプログラム可能なプロセッサに置き換
える、で、 GPU の場合と同様に SIMD で演算する (全プロセッサが同じ命令を実行する)というも
のです。

現在開発中のチップ (開発名は SING) では、512個のプロセッサエレメントを集積します。それぞ
れのプロセッサはサイクル毎に単精度乗算と倍精度加減算を実行でき、また 2サイクル使うことで
倍精度乗算も実行できます。予定のクロックは 500MHz で、このクロックで動作すれば単精度ピー
ク 512 Gflops、倍精度でもピーク 256 Gflops となります。倍精度乗算には加算ユニットも使うので、
倍精度乗算していると加算器は 2サイクルに 1度しか使えなくなってスループットは同じになるた
めに倍精度ピーク性能は単精度のちょうど半分になります。設計ルールは 90nm であり、既に最新
というわけではありませんがまあ来年にはチップができるので時代遅れということもない、という程
度です。

SING チップの特徴は、倍精度演算換算でも 256+256 個と極めて沢山の演算器を集積した、とい
うことです。このために、 GPU 並の低いクロックでありながら倍精度で現在のマイクロプロセッサ
を 1 桁以上上回るピーク性能を実現しています (というか、する予定です)。

このように多数のプロセッサを集積するためには、1つのプロセッサが非常に小規模なものでなけ
ればなりません。 SIMD 構成は、各プロセッサから命令を読んで解釈する部分を完全に無くし、演
算器とレジスタ等のメモリユニットだけにできるので非常に有利です。 SING では 1つのプロセッ
サは

� 浮動小数点乗算器

� 浮動小数点加減算器

� 整数 ALU

� 3ポート 32ワードレジスタファイル

� 1ポート 256ワードメモリ

� 2ポート 4ワード補助レジスタ

これだけでできています。レジスタファイルの語数、ポート数、メモリの語数が極度に少ないのが近
代的なプロセッサからはだいぶずれていますが、これによってこれらのメモリ部分がプロセッサの面
積に占める割合を 1/2 以下にしています。逆にいうと、演算器がプロセッサ面積の半分程度をしめ
るようになっています。 演算器とメモリユニットはマルチプレクサでつながれるわけですが、ここ
でも入力ポート数を節約するためにいろいろいじましい工夫をしてマルチプレクサのサイズを押さ
えています。このように演算器以外の部分を切り詰めることで、およそ 0.6mm 角というゴマ粒以下
のサイズに単精度 1 Gflops 倍精度 512 Mflops のプロセッサをつめこんだわけです。

プロセッサが小さくても、メモリインターフェースやプロセッサ間ネットワークが面積を食っては
なんにもなりません。 SING では、メモリインターフェースは 500MHz, 64 bit 幅、4GB/s 程度と
高価にならず設計もまあできる範囲にし、プロセッサ間ネットワークについては基本的に放送と、総
和等の縮約計算のためのツリーネットワークしかありません。さらに、ツリーネットワークは複数の
プロセッサをグループにしてそれが葉ノードにがつくようにしてネットワークハードウェアの回路規
模をを小さくしています。 このために全プロセッサの結果の総和はハードウェアではできず、一旦
プロセッサグループの中で総和をとる必要があり、これはグループ内プロセッサの数に比例した時間
がかかります。しかし、粒子系の計算や密行列の演算など色々な応用で、この、グループ間の総和だ
けで性能を出すのに十分であることがわかっています。
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SIMD で多数のプロセッサを集積する、というアイディアは我々が最初ではありません。既にみた
ように GPU はそういうものになっていますし、数値計算専用でも ClearSpeed 社の CSX6001 が既
にあります。これは東工大に多数納入されることになったというアナウンスが 2005/11 にありまし
た。なんとなく東工大で妙な計算機というと不吉ですが、まあ、気のせいでしょう。これは今年既に
出荷が始まっているはずです。

CSX600 は倍精度のピーク性能が 50 Gflops ですが、行列乗算ではピークの 1/2 しか出ないようで
す。理由はちょっとわからないですが、 CSX600 は SING がもっているような縮約計算のためのツ
リーをもたないようなので、 I/O バンド幅とプロセッサのローカルメモリサイズの関係から行列乗
算のピーク性能が決まっているのかもしれません。

この、行列乗算でチップ当り 25 Gflops という性能は、商業的になりたたせるのは困難な数字、と
いって差し支えないと思います。現在の 2 コアの PC用プロセッサに対して 2 倍弱の性能なのに、
販売価格は (推定)数倍するからです。SING の場合には CSX600 の 10 倍性能をつみあげたので、
価格が同等なら 3年は戦えるはずです。CSX600 の演算器の数が少ない理由は良くわかりません。テ
クノロジーは 130nm で 1世代前ですから、さらにダイサイズが小さめならこれくらいになるかもし
れません。よほど沢山売れない限り、チップのコストは初期コストが殆どで、量産コストはあまり問
題ではないので、ダイサイズを小さくするのはあまり賢明な戦略とは思えないのですが。

CSX600 が商売になるかどうかはともかく、このような方向で高いピーク性能を実現できることは
明らかだと思います。実用になるか、特にどれくらい幅広いアプリケーションで性能がでるかは今の
ところは未知数です。

GPU との大きな違いは、メモリバンド幅にあまり重点を置いていないことです。これにより製造コ
ストは結構下がります。まあ、どうせ開発コストが大きい、ということはありますが。しかし、GPU
の項で述べたように、 CPU側に結果を回収しないといけない場合にはローカルメモリに高いバンド
幅があっても結局無駄になるので、応用範囲はさして変わらないものと考えています。

まあ、新しいアーキテクチャなので、結局のところどれくらい使えるかは使ってみないとわからな
いわけです。発案者としては結構なんでもできるんではないかと実は思っているわけですが、、、

計画としては、 GRAPE-DR システムは 2008年度末に完成、 単精度 2 Pflops のピーク性能を実
現する、ということになっています。

これは少なくとも、従来のベクトル計算機で動いていた計算法でそのまま性能がでる、というもの
ではありません。メモリバンド幅と計算速度の比がベクトル計算機とは数百倍違うからです。 その
代わりに、ピーク性能あたりの価格は 2桁以上下げることができるはずです。

個人的には、半導体技術の進歩を有効に演算速度の向上に使うためには、メモリバンド幅と計算速
度の比を落とすしかない、と思います。それでは性能がでないアルゴリズムがあるといっても、そ
れはベクトル機に最適化されたアルゴリズムだからであり、計算量が 10倍になってもかまわないか
らメモリバンド幅を 1/100 にできないか？というと必ずしもそういう範囲では物事を考えていない、
ということはあると思います。

GRAPE-DR のような計算機が出現することは、そのような、計算アルゴリズムの新しい可能性を
開く (というか開かざるをえなくする)という意味でも意義があることではないかと個人的には思っ
ています。 Illiac-IV が、SIMD 並列計算しないと性能がでない、というアーキテクチャを提出した
ことで、並列アルゴリズムや並列化コンパイラの研究が進んだ、というのと似たことになって欲しい
な、ということです。Illiac-IV 自体は成功とはいいがたいものだったかもしれませんが、コンパイラ
技術はベクトル化コンパイラに受け継がれています。

まあ、そううまくいくかどうかはわかりません。

1http://www.clearspeed.com/downloads/CSX600Processor.pdf





Chapter 14

PIM か POM か？ (2005/12/30)

これまで何度も何度もみてきたことは、プロセッサ、というより 1 つの LSI に詰め込める演算器の
数は、 LSI につけられる I/O ピンの数よりはるかに速く増えた、ということです。 15 年前には 1
チップのトランジスタの数は 100 万、パッケージのピン数は 2-300 程度でした。しかも、 I/O の動
作クロックはプロセッサ自体と基本的には同じでした。しかし、今は億を超えるトランジスタが載る
のに、パッケージピン数はせいぜい 1000 です。しかも、I/O ピンの動作クロックは内部ロジックよ
りも遅くなっています。このために、メモリが別にある限り、メモリアクセスに対して非常に沢山演
算しないと多数のトランジスタを有効に使えないわけです。

考えてみるとメモリが別にあるからそういう問題が起こるわけで、プロセッサとメモリを同じチッ
プにしてしまえばいいじゃん、というのが Processor-in-memory の考え方です。これはこの 10 年ほ
どにいろんなところで結構な予算がついたプロジェクトがあったはずなのですが、今のところものに
なったものはありません。

理由は簡単で、速度がでるプロセッサと DRAM を同じダイにいれようとすると、DRAM の集積度
が汎用 DRAM よりもずっと下がり、しかもシリコンの面積当りのコストも高いのでメモリのビット
単価が 2桁程度上がってしまうからです。典型的な例が IBM BlueGene/L のプロセッサで、4MB の
L3 キャッシュがチップの結構な面積を食っています。今、 1GBの DRAM モジュールは 1万円です
から、BlueGene/L チップ内蔵 DRAM のビット単価はチップ価格が 1 万円だったとしても 100 倍
以上です。つまり、システム全体の価格に対してメモリコストが極度に少ない、例えば 1 ペタフロッ
プスに対してメモリは 100 GB でいいとかいったシステムでなければ意味がないわけです。BG/L
チップのダイ写真1。下半分が L3 キャッシュとその制御回路。

例えば流体計算の場合、 100 GB メモリではせいぜい 10003 の格子しか切れないわけで、実用的な
意味はありません。

逆に、基本的には DRAM のプロセスで、遅くてもいいから論理回路を、という方向はまだ可能性
がありますが、これの問題はそんな注文を請け負ってくれる半導体メーカーがない、ということです。

今後可能性があるのは貫通配線を使って別に作った論理 LSI とメモリ LSIを非常に沢山の配線で
つなぐ技術でしょう。これは沢山のメーカー、大学その他で活発に研究されており、向こう数年く
らいで実用化が進むものと思います。例えば 2-3万本の配線を出して 2GHz 程度で動作させれば、
5TB/s 程度のバンド幅を実現できますから、 1Tflops 程度の古典的なベクトル計算機が実現できる
ことになります。 1 チップで 1 Tflops というのはトランジスタの数としては容易で、特に実現困難
な点はありません。これは Processor in Memory ではなくて、別のチップがのっかるので Processor
On Memory とでも呼ぶことができるでしょう。

但し、この場合に問題になるのは、この、チップ 1つで 1 Tflops のシステムを並列に使うにはどう
いうネットワークでつなぐか、ということになります。

1http://ascii24.com/news/i/tech/article/2005/02/14/imageview/images765936.jpg.html
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チップの外に線を出して、しかもある程度の長さがとれるようにしよう、と思うと、例えば PCI-
Express の次世代規格で想定されている 5GHz の線を多くて 50本、という辺りがせいぜいで、この
時には 30GB/s程度にしかなりません。基板内であれば 2-3 GHz を 500本、というのはできなくは
ないと思われ、この時には 200GB/s 程度までいけます。 1 Gflops の機械を GbE でつなぐくらいの
感じになるので、まあ、全然使えないわけではない、というくらいでしょう。

もっとも、この速度に対して 4 ポートや 8 ポートのルータチップを作って、数千とか数万チップま
でスケールできるネットワークを組む、というのはあまり現実的ではありません。ネットワークはも
う少し速度を落としたいところです。

貫通電極は ザイキューブ2 等日本が技術開発をリードしている領域であり、次世代スーパーコン
ピューターの基礎となりえる技術と思います。現在は携帯機器等用の開発が主なようですが、 HPC
に限らず通常のデスクトップ計算機やサーバでも確実に性能向上につながるものであり、早めに手を
出してものにしたところが勝ち、という気がします。

2http://www.zy-cube.com/



Chapter 15

何がアーキテクチャを決めるのか？
(2005/12/31)

ここまで、特定のマシン、あるいは特定のアーキテクチャについて色々論評してきました。ここで、
改めて、計算機開発プロジェクトが「成功」である条件とはどういうものかを考えてみます。

私の考えを単純にいってしまうと、それは、計算機が成功するための必要条件は完成時に他の計算
機よりも高い価格性能比を実現できる応用が、開発にかかったコストを正当化するのに十分なだけあ
ることです。

ここで、「正当化」という意味がはっきりしない言葉を使ったのは、必要なことは必ずしも商業的に
ペイすることではないからです。例えば GRAPE や格子 QCD 専用計算機の場合には、仮に作った
マシンが 1台だけであったとしても、

1. 同じ計算を汎用計算機でやったよりも予算が安く済み

2. 計算によってでた科学的成果が予算に見合ったものであれば

成功であるといえるでしょうし、この場合にはいくつかの研究グループがコピーを作ろうとするもの
です。この意味では、 GRAPE-6 や QCDOC は十分に成功しているといえます。GRAPE-6 を使っ
て私たちがあげた科学的成果が素晴らしいものかどうかというのは私が客観的に判断することはで
きませんが、少なくとも GRAPE-6 のかなり大規模なコピーを買ったり、私たちが開発したチップ
を使って新しいシステムを作ったりしたグループが国内外にかなりの数あり、それらのシステムの性
能のトータルは我々が作ったものに匹敵するほどになっています。 QCDOC も同様に、 QCD 計算
に関しては BG/L よりもかなり良い価格性能比を実現し、いくつかの研究グループが使い始めてい
ます。

商業的に成功するためにはもうちょっといろんなことがあります。開発費を回収できるだけの価格
をつけても価格性能比で勝負できないといけないので、狭いマーケットでもなんとかなるだけの極め
て高い性能を実現するか、あるいはマーケットを広くするかのどちらかが必要になるからです。さら
に、開発費に含まれる範囲が広くなる (給料を払う範囲が増える)とか、営業費とかそういうのもい
るとかでどんどんコストが上がります。

まあ、現時点では、最先端のプロセスでカスタムプロセッサチップを開発して計算機を作る、とい
うやり方で成り立っている企業は事実上存在しない (Cray は X1 で商売できているわけではないし、
NEC もスパコン事業が単体で成り立ってはいない。富士通、日立は既に撤退した)、ということが
PC クラスタ以外の方法で商売するのは不可能、ということを証明しているようにも見えます。

しかし、今までに何度か述べたように、 NEC や Cray のベクトル計算機、というのはそもそも PC
クラスタと価格性能比で対抗できるアーキテクチャではありません。商売になるためにはそもそも開
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発費とか量産効果とかのハンディキャップをはね返せるだけ価格性能比が良くないと話にならない、
というのは当然のことであり、 1970 年代には Cray-1 はそういう存在であったわけです。

Cray-1 がそういう存在でありえた理由は、 Cray が天才であったから、という面はありますが、そ
れではどういう意味で天才であったかというと、結局は当時の半導体技術を有効に使い、比較的小規
模なハードウェアで高い実効性能を出すことができたから、ということになります。

つまり、 Cray が活躍した 60年代から 70年代前半というのは、計算機を単体トランジスタや、集
積回路といってもその中のトランジスタの数が数十個という程度のもので構成していた時代です。メ
モリについては、磁気コアや、論理 IC よりは集積度が高いメモリ IC を使っていました。

この時代には、計算機の速度を上げるには、トランジスタの数が実現可能な範囲で

� なるべく大きな (スループット 1に近い)乗算器を

� なるべく高いクロックで

� なるべく高い効率で

動かす、というのが設計のゴールであったわけです。ベクトルアーキテクチャというものがこれを満
たすものであったのは既に述べた通りです。

半導体技術のその後の進歩は、基本的にはトランジスタのサイズが小さくなり、それに反比例して
速度があがる、というものでした。もちろん、速度も比例してあがるのは CMOS の場合で、1990
年代前半までベクトル計算機では主流であった ECL 素子では必ずしもそういう話にはなりません。
このために、 Cray のベクトル計算機では、最初の Cray-1 から実際上最後といっていい (T90 は殆
ど売れなかったので) C90 までで 15年間でクロックは 3 倍程度にしかなっていません。これに対し
て、 CMOS マイクロプロセッサのクロックは同じ 15年間だと 8080 の 2 MHz から例えば HP-PA
の 66MHz へと 2-30 倍速くなったのと状況が全く違うことがわかるかと思います。 2005 年の現在
に振り返ってみると、トランジスタ数と速度の積で CMOS LSI が ECL LSI を上回るのは 1980 年
代前半であり、この時点で並列性を生かすことが出来れば CMOS LSIを使った計算機のほうが価格
性能比が良い、という状況が生まれたということになります。

もちろん、この状況があったことが、 1980年代の並列計算機の研究やベンチャーが多数生まれた
背景にあるわけです。但し、殆どの並列計算機は、そうはいってもベクトル計算機に比べて圧倒的な
価格性能比を実現するというところまではいっていませんでした。その理由は色々ありますが、割合
大きなものは、単に当時のマイクロプロセッサの設計が浮動小数点演算に重点を置いていなかったか
らです。

例えば、 Intel 80386 は 30万トランジスタを集積していますが、そもそも浮動小数点演算機能はな
くて、コプロセッサ 80387 は倍精度乗算に 100 クロックくらいかかるという気合いの入らない設計
でした。Intel が汎用プロセッサにまともな浮動小数点演算ユニットをつけたのは i860 が最初で、ト
ランジスタ数は 80386 の 4 倍しかないのに浮動小数点演算の性能は 100倍近くになりました。この
辺は半導体技術の問題ではなく設計思想の問題ですが、とにかく i860 以前の汎用マイクロプロセッ
サ、あるいはそれ用の数値演算コプロセッサは大量に使える CMOS トランジスタを有効に生かした
設計にはなっておらず、このためベクトル計算機に対抗できる価格性能比を提供できていませんで
した。

i860 自身はアーキテクチャがかなり変で使いにくかったこともあり広く普及するにはいたりません
でしたが、1990 年代のマイクロプロセッサは基本的に i860 と同様なパイプライン化した浮動小数点
ユニットをもつようになりました。ここで CMOS マイクロプロセッサがベクトル計算機より良い価
格性能比を初めて実現したわけです。

この、マイクロプロセッサが良い価格性能比を実現した時期、というのは、同時に殆どの並列計算
機ベンチャーがつぶれた時期でもあります。この理由も振り返ってみると明らかなことで、ただの
ワークステーションや PC を沢山買ってネットワークでつないだほうが同じ性能のものを安く買え
るようになったからです。
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つまり、 1990 年前後というのは、独自アーキテクチャで並列計算機をつくるのが非常に困難だっ
た時期です。何故そうであったかというと、当時のマイクロプロセッサはかなりの割合のトランジス
タを浮動小数点演算に使っていたので、どういう設計をしてもそれよりチップ単体での性能を上げ
る、というのは困難だったからです。また、マイクロプロセッサのコストは既に計算機コストの有意
な部分を占めていたので、マイクロプロセッサを買ってきてなんとか、では大して価格性能比を良く
することはできませんでした。

この状況は、しかし、現在も続いているわけではありません。ベクトル計算機が ECL による高速
ロジックにしがみついて CMOS に移行するのが 10 年遅れたように、マイクロプロセッサの設計も、
1コアの性能を上げるという方向にしがみついてマルチコア化が 10 年は遅れているからです。つま
り、トランジスタ数 100 万でパイプライン化した浮動小数点ユニットをもつマイクロプロセッサが
実現できるのに、マルチコア化したのはトランジスタ数が 200万になった時ではなく、億を超えて
初めてそうなってきているわけです。

もっとも、マイクロプロセッサの場合、増えたトランジスタは、クロックを上げること、大きなキャッ
シュをつけることで多少でもメモリアクセスを減らすこと、等に使っているわけで全く無意味という
わけではないのですが、最も有効な使いかたか？というとまあ必ずしもそうではないかな、という気
もします。

こうやってみると、広く使われる計算機アーキテクチャを決めているのは、比較的単純な技術的要
因と、それに適したアーキテクチャがでてくるまでの時間遅れだ、といえるように思います。 Cray
のベクトルアーキテクチャも、i860 でのシングルチップ化したパイプラインプロセッサも、技術的
にそれが有効になった時期より 5-10 年遅れて現れています。1995年以降の CMOS VLSI の技術ト
レンドに適合したアーキテクチャはまだ現れていない、ということでしょう。

現在の技術トレンドの特徴は、

� 非常に多数のトランジスタ

� 貧弱なチップ間接続

にあります。 GRAPE-DR は少なくともいくつかのアプリケーションに対してこの状況に最適な、
プロセッサチップのトランジスタの有意な部分を演算に使える設計になっています。もうちょっとま
しな、つまり、性能は落とさないでもうちょっと使える計算機を作るアプローチはないか？というの
が現代の計算機アーキテクトの考えるべき問題です。まあ、 HPC でなんかする気があるなら、の話
で、 HPC はそもそもマーケットとして成り立たないからそんなの知らない、というのが普通なのか
もしれません。





Chapter 16

並列計算が普及しない理由は？ — ネッ
トワークのコスト (2006/1/3)

PC クラスタが殆どの並列計算機にとってかわったのはその圧倒的な価格性能比によっていたという
ことはこれまでに何度も書いた通りですが、圧倒的な価格性能比は基本的に 1 プロセッサでの計算
の時にだけ実現されたものです。並列計算になるとノード間通信が遅いために、1つの問題を本当に
通信しながら解く、というようなアプリケーションではそうそう性能がでないし、またプログラムを
書くのも MPI とかでは非常に大変だからです。MPIの問題についてはまた後で触れることにして、
ここでは通信性能について考えてみます。

通信性能が問題である、というのは並列プログラムを走らせるという前提の上のことですが、1 つ
の問題はそんなこといっても並列計算なんかする必要あるの？ということです。計算能力だけを考え
るとこれは結構微妙な問題です。例えば、 1000 ノードの並列計算機があったとして、それを 30 人
で使っているとします。それぞれの人がみんな同時に 1つ計算流すなら、CPU 能力としては 32 台
分しか使えません。同時にしたい (あるいはしたくなくてもいいけどできないわけではない)計算が
10 個ある人なら、1つの計算に 4 ノード使うだけで十分計算機を忙しくすることができるわけです。

こういう場合には、メモリがたりなくて 1つのノードでは計算が収まらない、ということのほうが
並列計算が必須になる条件になっているわけです。

計算センターの運用の側から考えると、稼働率を上げたほうが予算要求しやすいとかそういう腐っ
た理由付けを別にすると、使う人、あるいはジョブの数だけハードウェアを分割するほうがスルー
プットは上がります。並列化できている計算プログラムの場合でも、使うノード数が多いと通常効率
は下がるわけですから、効率を考えるとなるべく少ない台数で走らせたほうが得です。

Cray-1 の時代ならそもそも浮動小数点演算器が 1つしかなかったわけですから、それを沢山の人
が順番待ちして使う、というのは筋が通ったことだったわけです。しかし、プロセッサが一杯ある時
に、それをまとめた上で順番待ちするというのは筋が通らないわけで、使う人数分に分割して別の計
算を走らせるほうが効率は良くなります。待ち時間はまとめたほうが短くなることもありえるわけで
すが、まあ、そんなに大差はないと思います。

QCD 計算のような、1つのグループが大きな計算機を占有して数ヶ月 1つの計算を流す、という
需要がないわけではありませんが、それは割合特殊な需要である、というのも疑いないところです。
そうすると問題になるのは、価格で 100 億円近くになるような計算機の現実的な使われかたを考え
た時に、それ全部が 1つの計算に使われる時の性能を考える必要があるのか？ということです。

まあ、その、「世界一の性能を達成」とかいって新聞発表とかするためにはなんらかのアプリケー
ションで全体を使ってこんな成果がでました、という必要はあるのですが、例えば 100 億 (想定さ
れている京速計算機の 1桁下)使った計算機でもそれがカバーしないといけない分野は結構広くて、
例えば理論天文学だけ、なんてことはありえないわけです。理論天文学の中で全部使ったとしても、
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100億の計算機を 3年間回してシミュレーション 1つだけやって論文 1本だけ、というのは、それ
がよほど画期的なものであってもなかなか許されるものではありません。この辺りは実験装置とは
ちょっと違うところです。最先端の実験装置というのは、これまでにあった実験装置と同じことがよ
り速くできる、というものではなくて、これまでの実験装置ではそもそもできなかったことができ
る、というものです。ところが、計算機の場合には新しい計算機は基本的に「速い」とか「メモリが
大きい」ということにしか違いがありません。このため、原理的に時間かお金をかければ別の計算機
でもできる、というところがあります。

何がいいたいかというと、結局のところ高価で大きな並列計算機というのはかなり正当化が難しい
存在である、ということです。

では、並列計算機とか並列アルゴリズムとかプロセッサ間ネットワークの研究開発は研究費の無駄
であってしなくてもいいのでしょうか？

それは必ずしもそうではないのではないか？というのが私のここでの主張です。理由は簡単で、1
つのプロジェクトで占有でき、一つの計算で効率がでて欲しいような計算機でも、非常にプロセッサ
数が多いものが利用可能になりつつあるからです。これまで見てきた商用の並列計算機とかスーパー
コンピューターは、ノード当りの価格が 100-1000万程度で 10-20 Gflops 程度の速度です。しかし、
コンシューマ向けの PC なら、例えば Intel Pentium D 830 (これが適切な CPU かどうかは議論が
あるとは思いますが)を搭載し、 1GB 程度のメモリをつけたパソコンを 10 万以下で買うことが可
能です。理論上は 1000万あれば 100 台購入して、ピーク性能 1.2 Tflops のシステムを組むことが
できるわけです。

1000万というのは小さな金額ではありませんが、計算機の購入代金として非常に大きいという金額
でもありません。ちょっとした科研費や、あるいは教室校費でも可能な金額だからです。このレベル
の計算機を占有するというのは普通に考えられることです。

問題は、このようなシステムの場合に、トータルコストを大幅に引き上げないで実用的並列計算が
できるようなネットワークがない、ということです。ポートあたり 10万円以下で買えるネットワー
クハードウェアは基本的にはGbE だけであり、ポート数が 100 程度のスイッチは GbE でも非常に
高価です。10Gbit/s クラスの性能を要求すると、現在は 10GbE はまだ Myrinet や Inifiniband、あ
るいは QsNet-II に比べて高価であり、どの場合でもポートあたり 20万円近くかかります。つまり、
せっかくノードあたり 10 万円で計算機を買うことを考えても、まともなネットワークをつなごうと
した瞬間に値段が 3 倍になってしまうわけです。

GbE の問題は基本的には 2つで、レイテンシが大きいこととバンド幅が小さいことです。普通に
Linux ソケットで TCP/IP ベースで通信した場合、片道レイテンシがよくて 30μ s程度になりま
す。これは TCP/IP ではアクノリッジがいること、色々 OS のオーバーヘッドが大きいことが理由
で、イーサネットパケットを直接送るようなユーザ空間内で動くドライバを使うとカードによっては
5μ s 程度まで落とせるようですが、レイヤー 2でもスイッチがはいると 10 μ s 程度に戻ってしま
うようです。

これらはそんなに大きな数字には見えないかもしれませんが、例えば 100ノードで最大値をとると
か、あるいは単純にバリア同期するだけで数百マイクロセカンドかかるわけで結構話にならない性
能です。 HPC Linpack だとそれでも性能がでたりしますが、普通の計算に使おうと思うとかなり大
変だし、自動並列化とかで細かく同期や通信がはいってしまうようなプログラムでは全く性能がでな
い、ということになります。

このために、ある程度以上大規模な並列計算は、ノード計算機の金額だけを考えるともっと普及し
ていいのに現実には全く普及していない、という状態になっているわけです。これは、計算科学の研
究を推進するという観点からはかなり危機的な状況といえます。

ここで重要なことは、 GbE が遅いのはソフトウェアとイーサネットの通信規格が並列計算機のイ
ンタコネクト向けではないためであって決して技術的な困難のせいではない、ということです。アク
ノリッジが必要なのは、イーサネットの通信方式は大昔の 1本の同軸ケーブルに沢山の計算機がつ
ながっていた時代の名残りを一杯残していて、スイッチやネットワークインターフェースがパケット
を落としてもかまわない、という規格になっているからです。スイッチベースになった時点でパケッ
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トを落とす必要は原理的にはなくなっているのですが、では現在のスイッチでパケットを落とさない
かというと全然そんなことはありません。

また、スイッチが遅い、特にレイテンシが大きいのは、基本的にカットスルーでなくてストアアン
ドフォワードで、少なくとも 64 バイト受け取るまでルーティングを始めない、という仕様にもよっ
ています。もちろん、 MAC アドレスによってルーティングするので、必ずしもアドレステーブル
を引く必要がある、ということもありますが、まあ、これは回路規模の拡大には影響しますが速度へ
の影響はそれほど大きくはありません。

並列計算機専用に作る場合、技術的には、例えば 8入力 8出力程度のスイッチで、レイテンシが
10ns 程度のものを作るのはそれほど難しいことではありません。論理回路の規模はたかがしれてま
すし、速度も数百メガの上のほうで動いて数サイクルの遅延ででてくれば 10ns 程度にはできます。
こういうものを作る時の問題は、現在では

� LSI の初期コスト

� I/O バンド幅と配線 (ケーブル)をどうするか

です。まあ、初期コストについては、 90nm プロセスとか使わないで 180 nm とか、あるいは Altera
や Xilinx がやっている FPGA をそのまま ASIC化する、あるいはそもそも FPGA ですます、と
いった対応がありますが、問題はバンド幅です。差動ペアケーブル 1本の速度が 1GHz を超えるあ
たりから、FPGA で沢山 I/O があるものは急に値段があがるからです。もちろん、これはNS や TI
が出している SERDES チップを別につける、といった方針で対応できないものでもなく、 計算上
はポートあたりの 1GB/s 8 ポートスイッチを、載せる LSI の値段 2-3万円で構成することが可能で
す。商品として 2-3年後の 10GbE スイッチと戦えるか、というと若干微妙な線に入ってくるところ
が問題ではありますが、勝負にならないほどではないです。

まあ、 Quadrics の 8 ポートスイッチは今 $4000 なので、そっち買うほうが安い、というところは
商売としては大問題です。Quadrics の問題点は、PC 側のカードが 1枚 $1000 することです。これ
とスイッチの $500 を合わせると$1500 になって、 10 万円の PC につけるネットワークとしてはお
話にならない、というのは既に述べた通りです。

つまり、価格の問題の起源はスイッチにあるわけではなくネットワークカードにあるわけです (そ
んなことは初めからわかってる、と言われればその通りですが)。速度が 100 倍速いとはいえ、Fast
Ether のカードなら 1000 円で買えるのに QsNet のカードが 10万円するのは何故か、というと、こ
れは結局、よほど大量に売れるか、よほど開発にも製造にもお金がかからないものでないと売値で
10万を切って儲けをだすのは難しいからです。10GbE のいいところは、そのうちに大量生産になっ
てカード 1枚が数千円になることがほぼ確実である、というところにあります。

結局のところ、計算機自体にいわゆる COTS (Commodity off-the-shelf) なものを使うなら、隅か
ら隅まで、少なくともノード数に比例する数がいるようなものは同じように量産効果があるものを
使わないとなんにもならない、ということです。

しかし、そうすると、結局 COTS な PC クラスタでは特にネットワークのレイテンシに関する限
り技術的に可能な速度の 1-2 桁下しか得られない、ということになります。そうでなくそうとした
瞬間に値段が数倍になるからです。これはどうにも面白くないわけですが、解決案はないものでしょ
うか？

ノードが 10 万でカードも 10 万なら良いネットワークにした瞬間に価格が 2 倍になるのは避けよ
うがないわけで、ノードを 100 万にするかカードを 1 万にするかしか方法はありません。カードを
1 万にするのは実際上不可能とするなら、ノードを 100 万にするしかないことになります。

もちろん、これは実際に HPC ベンダがやっていることで、 2-4 プロセッサの SMP ノードを 数百
万で売ってるわけです。しかし、これはユーザが得られる価格性能比という観点からすると本末転倒
であるのはいうまでもありません。価格性能比を落とさないで値段を 10 倍にするには、性能を 10
倍以上にすればいいわけです。 これには、結局、ここまでで見てきたような SIMD超並列プロセッ
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サや、あるいは積層技術によって 1チップベクトルプロセッサを安価に実現したようなものが必要に
なります。

逆にいうと、そのような、汎用マイクロプロセッサよりもはるかに単体性能が高いプロセッサを作っ
た時には、それに見合った高バンド幅、低レイテンシのネットワークをつけることはそれほど難しい
ことではなく、価格的にも成り立つ話になる、ということです。



Chapter 17

何故自動並列化は使えないか？
(2006/1/5)

前項で、PC クラスタの大きな問題の一つはネットワークが遅い、特に安いとレイテンシが大きいこ
とだ、という話をしました。レイテンシはいろんな場面で問題になるのですが、特に普及という観点
から問題なのは、通信レイテンシが大きいと自動並列化で性能をだすのが非常に困難になる、という
ことです。

HPF VPP-Fortran でも Co-array Fortran でも UPC でも、あるいは分散共有メモリモデルでも
なんでもいいのですが、並列実行自体は明示的に表現するにしても通信は MPI のようなメッセージ
パッシングでなく、なんらかの意味で暗黙に通信が行われるような言語を考えてみます。そうする
と、基本的には通信はコンパイル時に解決するなり実行時に解決するなりすることになります。

コンパイラなりランタイムシステムが神のように賢いなら、通信を可能な限りまとめて起動オーバー
ヘッドを少なくし、さらに可能な限り計算と通信を並行動作させてレイテンシを隠蔽するようなタイ
ミングで通信する、といったことができるかもしれませんがまあなかなか無理なので、比較的細かい
通信があまり最適ではないタイミングで発生する、ということになりがちです。こうなると、イーサ
ネット上での TCP/IP 通信のようなレイテンシが大きい方法を使っていると、並列化した時の効率
が大きく低下する、ということになります。ある程度レイテンシが大きいと、通信の回数に比例して
時間がかかる、ということになり、比較的すぐにノード数が増えても計算時間が減らない、あるいは
逆に増える、という領域にはいってしまうからです。現在の例えば GbE イーサネット上の TCP/IP
通信で実現されているレイテンシと、現在のハードウェアで実現可能なレイテンシとは 20-50倍程度
の違いがありますから、これは並列化効率に非常に大きな差をもたらすことになります。

例えば、通信起動オーバーヘッドがノード数に依存しない並列アルゴリズムを考えると、レイテン
シが 1/n になれば n 倍の数のプロセッサを使っても性能がでることになり、計算自体を n 倍加速で
きるわけです。

MPI を使って手で通信を入れるなら、通信回数とかを最適化するのは面倒ですが難しいわけではあ
りません。で、これは非常に大きな性能差をもたらすことが多いわけです。

並列計算は速くならなければ意味がなくて並列にしないほうがいいので、MPI で手で注意深く書け
ば速くなるけど自動並列化では速くならない、という状況では誰も自動並列化は使わなくなります。
そうすると、自動変換化は誰も使わないから頑張って速くすることには意味がない、ということに
なって誰も研究しなくなり、結果的に使えないものに留まるわけです。これがハードウェアの限界に
よってそうなっているならまあしょうがない、という面もあるかもしれないのですが、現状では全然
そうではなくてソフトウェアやハードウェアにしても特定の規格の性質によるものだったりすると、
もうちょっとなんか考えられないものか？という気がします。

プログラムを書くほうの観点からすると、 MPI を使った並列プログラムを開発するというのは非
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常に面倒で手間がかかる上に間違いやすく、ある程度以上複雑なアルゴリズムを実装したり、多様な
アルゴリズムを実装して実験するといったことには向きません。これは、基本的に MPI では通信の
記述が明示的である上に異常に冗長であることによります。このため、アルゴリズムの何かを変更す
ると、それに応じて通信部分も書き換える必要が発生し、しかも通信部分の書き換えがとっても面倒
な上に間違いやすいのです。

ここでの問題は、並列言語とか並列化コンパイラ自体にあるというよりは、通信レイヤの本質的で
はないオーバーヘッドが莫大である、ということです。実際、1990 年代の、 PC クラスタでない並
列計算機が生息していた頃はMPI とかでない並列言語や自動並列化がそれなりに使いものになって
いました。 PC クラスタが主流になるとそういう言語では性能がでないしそれ以前にコンパイラも
ないのでフリーで使える MPI とか PVM とかを使わざるを得ない、ということになってきたわけ
です。

この問題をある程度緩和するためにレイテンシ隠蔽をソフトウェアが頑張ってする、という種類の
研究は掃いて捨てるほどあるのですが、ソフトウェアとか規格のために大きくなっているオーバー
ヘッドをさらにソフトウェアをつみ重ねることによって回避しようというのが生産的かどうかは難し
いところだと思います。

もちろん、いわゆる Grid が目指すところということになっている、地理的に遠いところの計算機
が連携して 1つの計算をする、というような話では光の速さでレイテンシが制限されるわけで、そ
ういうようなものを真面目に考えるならレイテンシ隠蔽とかいったことは大事なことです。しかし、
落ち着いて考えてみるまでもなく、そういう Grid 環境でできるようなことしかしないのなら並列計
算機でレイテンシがどうとかいうのはそもそも問題にならないわけです。

要するにいいたいことは何か、というと、 PC クラスタの通信ソフトウェア・ハードウェアがタコ
なせいで MPI のような程度の低い開発環境を使う羽目になっているのはいい加減なんとかして欲し
い、ということです。もっとも、これは誰かが怠慢なせいとかではなく、もうちょっと深いところに
原因があるというのは前項でみた通りです。つまり、PC クラスタでまともな通信ハードウェア、ソ
フトウェアが使えないのは COTS アプローチからくる必然であり、根本的に解決するには 1 ノード
の価格を引き上げ、さらにそれ以上に性能を上げる必要があるのです。
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目指すべき方向は？— とりあえずのま
とめ(2006/1/5)

100 kB も書くと書くことがなくなってきたと同時に、私の頭の中では物事が整理されたような気が
します。これまでに見てきたように、現在の並列計算機は

� PC クラスタ以外は性能の割に高い

� PC クラスタは安いけどネットワークがアレで、性能も出ないしプログラム書くのも大変

というふうになっているわけですが、論理的にはこの問題を解決するには

� 価格性能比が PC 1台より高く

� しかも PC 1台より値段が高い

ものを作ればいい、ということになります。PC に比べて値段が高くないといけないというのはちょっ
と感覚的に奇妙かもしれませんが、これは要するに、PC に比べて量産効果が効かないところで勝負
しないといけない、ということの言い換えです。ネットワークカードの値段を見るとわかるように、
生産量が少ないだけで値段はあがるので、それでも勝負できないといけないわけです。で、現在の
PC 用マイクロプロセッサが半導体の利用効率が高くてそれ以上性能をあげようがないものであれ
ば、上の条件を満たすことは不可能であり、並列計算を考えるなら価格性能比のことは忘れるかイー
サネットの PC クラスタで我慢するかしかない、ということになります。

しかし、現在の PC 用マイクロプロセッサは半導体の利用効率という観点では恐ろしく低いので、
もうちょっとなんかする余地はある、というのもこれまで見てきたところです。その方向が GPGPU
なのか、あるいは GRAPE-DR のような SIMD 付加プロセッサなのか、はたまた貫通電極によって
ベクトルプロセッサが蘇るのかはまだわかりません。私はもちろん SIMD 付加プロセッサに将来が
ある、と思うわけですが、これは自分の考えたものがかわいいというので強くバイアスされているわ
けですから。

Jargon File を見るとこんなことが書いてあります:

:killer micro: n.

[popularized by Eugene Brooks c.1990] A microprocessor-based machine

that infringes on mini, mainframe, or supercomputer performance turf.

63



64 CHAPTER 18. 目指すべき方向は？ — とりあえずのまとめ (2006/1/5)

Often heard in "No one will survive the attack of the killer

micros!", the battle cry of the downsizers.

The popularity of the phrase ‘attack of the killer micros’ is

doubtless reinforced by the title of the movie Attack Of The Killer

Tomatoes (one of the {canonical [?]} examples of so-bad-it’s-wonderful

among hackers). This has even more {flavor [?]} now that killer micros

have gone on the offensive not just individually (in workstations)

but in hordes (within massively parallel computers).

[2002 update: Eugene Brooks was right. Since this term first entered

the Jargon File in 1990, the minicomputer has effectively vanished,

the {mainframe [?]} sector is in deep and apparently terminal decline,

and even the supercomputer business has contracted into a smaller

niche. It’s networked killer micros as far as the eye can see. --ESR]

しかし、実際に起きたことは、 networked killer micros はスーパーコンピュータを殺しただけでな
く、並列計算というもの自体を殺してしまった、ということです。病気は直ったけど患者は死んだ、
というわけです。

スーパーコンピューティングの未来は大規模並列計算にしかなく、 PC クラスタは大規模並列計算
への正しい道ではないとするなら、それ以外の、商業的に成り立つ方向を選ぶ必要がある、と思い
ます。



Chapter 19

富士通 PSI プロジェクト(2006/2/14)

富士通 PSI プロジェクト1 は

ＰＳＩプロジェクトとは、ペタフロップス超級スーパーコンピュータシステムの構成において数千
～数十万規模の高速計算ノードを相互結合するシステムインターコネクト技術を対象に、現状のシ
ステムよりもコスト対性能比で１桁上を目指して、高性能化、高機能化、低コスト化を同時に達成す
るための３つの要素技術、すなわち、(1)光パケットスイッチと超小型光リンク技術、(2)動的通信
最適化によるMPI高速化、(3)システムインターコネクトの総合性能評価技術を開発するプロジェ
クトです。

というものだそうです。2005 年度から 3 年間で、文部科学省の予算をもらってやっています。

イベント2のページを見ると、シンポジウムでの講演のスライドがいくつかあります。渡辺氏による
京速コンピュータへの挑戦3も興味深いのですが、ここではサブプロジェクトについての講演である
光技術を用いた超高バンド幅スイッチング技術の開発4 高機能・高性能システムインターコネクト技
術の開発5 をみてみましょう。

まず、「光技術を用いた超高バンド幅スイッチング技術の開発」ですが、スライド 10 を見ると、コ
ストが原理的に半分にしかならないことがわかります。その理由は簡単で、コストは基本的に全部電
気・光の変換モジュールなので、スイッチが光をそのまま通せるとスイッチの側の変換モジュールが
無くなる分コストが半分になる、というわけです。

これはなんとなく筋が通らない話で、それなら始めから光にしなければ殆どただになるのか？とい
うとこれがどうもそうのようです。問題があるとすればクロスバーにして 30m も延ばすとすると結
構すごい量のケーブルがいる、ということですが、これはこれまで考えてきたように、クロスバーな
んてものを使うのをやめれば済む話ではあります。メッシュ結合にすればケーブルの量は 1-2 桁はす
ぐに変わるわけですから。 LAN や WAN の長距離接続には光のメリットが大きいのですが、並列
計算機で意味があるのか？というのはそんなに自明ではなく、そこのところの検討が先であるように
思います。

「高機能・高性能システムインターコネクト技術の開発」の目玉は総和等をネットワークでやる、
というものです。 TMC の Connection Machine (以下 CM)では 20年前にやっていた技術です。ス
ライド 4 に目標が書いてありますが、「従来比 5倍」といっても従来の数字がないので一体何が目標
かわからない計画になっています。これについては 2005年 9月にあったシンポジウムでの富士通の
講演の際に質問しましたが、その場では回答がありませんでした。とある資料に数字がでていました

1http://www.psi-project.jp/
2http://www.psi-project.jp/event/index.html
3http://www.psi-project.jp/images/dis/tadashi watanabe 20051219.pdf
4http://www.psi-project.jp/images/dis/hiroshi onaka 20051219.pdf
5http://www.psi-project.jp/images/dis/hiroaki ishihata 20051219.pdf

65



66 CHAPTER 19. 富士通 PSI プロジェクト (2006/2/14)

が、ちょっとありえないような遅い数字が書いてあったので何かの間違いだろうと思っています。

ただ、いくつか開発方針に気になるところがあるのでメモしておきましょう。まず、スライド 11
に「マルチユーザ処理への対応が必須」とありますがこれは並列計算機の実際の使いかたを考えて
みるとばかげています。レイテンシが小さい通信をしようと思ったら、実際には 1つのプロセスが
CPU を占有している必要があるからです。ハードウェアがどんなに速くても、マルチタスクで動い
ていて通信が起こった瞬間に寝ている CPU が一つでもあれば、通信が終わるまでには少なくともそ
の CPU が復帰するまでの時間がかかることは明らかですから、このような集団通信をサポートする
ネットワークがマルチタスクに対応することには全く意味がありません。

その次のスライド 12 には「浮動小数点の場合には結果が演算順に依存しない方法が必要」とあり
ますが、別にこれは必要かどうかはアプリケーションによるわけです。もっとも、スイッチノードで
浮動小数点演算をやらせると回路規模が大きいしレイテンシにも響きかねない、特にこのプロジェク
トのように FPGA でごまかそうとしたら無視できなくなります。これを解決するには単に最初に指
数の最大値を取り、それを使って固定小数点表現に直したデータを操作すればいい、というのはこれ
も CM でもやっていたことで、 20年前にはわかっていたことです。

スライド 13を見ると、マルチコンテクストに対応が云々、とありますが、これも部分的には意味
もなくマルチタスクに対応しようとしているためです。

スライド 14 では、 20 年前に調べられていることが、課題として列挙されている、ということにな
ります。

これらは「要素技術の開発」となっているわけですが、結局全体システムの明確なイメージがない
まま「こんなのがあったらいいな」という程度の考えでプロジェクトを始めてしまった、というよう
にみえます。公共事業としてはそれでもいい、ということなのかもしれません。



Chapter 20

PC クラスタ、冗長性、ネットワーク
(2006/3/11)

PC クラスタで台数が大きいのを組む、という時に大きな問題になるのが故障です。例えば 1000 台
PC があれば、計算上は 1日 1台くらい壊れても不思議はないわけです。ある程度の稼働率を保って
おこう、というのはマシン台数が増えると急速に困難になります。

理研クラスタの報告1 では、実際に 1024 台のクラスタで 1年に 64 台が故障したそうです。

例えばディスクの場合は RAID という考え方が昔からあるので、なんかそういうことはできない
か？というのが問題です。元々、ノンストップコンピュータみたいな「落ちない計算機」への需要は
あるのですが、残念ながらそういうところでの考え方がそのまま使えるわけではありません。

というのは、「落ちない計算機」にするには基本的には 2重とか 3重にして、どれか落ちても大丈夫
なようにするわけですが、 HPC では 2重とか 3重にしたくないからです。例えば 1日 1回程度止
まったとしても、復帰に 1時間ですむシステムは、冗長性があって落ちないけれど性能が半分のシス
テムよりも明らかにお得です。また、大規模なアプリケーションは大抵チェックポインティング、つ
まり、途中から計算を再開できるためのデータを書き出す機能を自前でもっています。これは、計算
機が落ちるから、というのも理由の 1部ではありますが、もっと大きな理由は単純にバッチ処理で計
算時間の上限があるからです。

こういうアプリケーションを PC クラスタで実行する場合、別に計算途中で計算ノードが壊れても
大した問題ではありません。前のチェックポイントに戻って、違うノードを割り当てて計算を再開す
ればいいだけだからです。もちろん、チェックポイントの間にノードが壊れる確率が 1よりも十分小
さくないと計算が進まないですが。

もしもネットワークが完全なクロスバーなら、そういうわけで故障とか冗長性とかいうことを考え
る必要はありません。壊れたのはほっておいて生きているのを使って計算を続ければいいからです。
もちろん、死んだノードのチェックポイントデータが見える必要があるので、チェックポイントはロー
カルディスクではなくてネットワーク上に必要とか、そういう問題はあります。また、それ以前に壊
れたかどうかの診断の機能はなんか必要です。

しかし、ここで大問題なのは、実際に非常に大規模になった時に構築可能なネットワークはクロス
バーではない、ということです。実際問題として、例えば 10,000 CPU になるような巨大システム
を現実的なコストで構築する方法はメッシュネットワークか多次元クロスバーしかなく、どちらも全
く冗長性がありません。

これに対して、規則的なネットワークであっても例えば fat tree や omega net の場合、冗長性があ
るものとして扱うことも可能です。 fat tree の場合、単純にネットワークの一番下で同じスイッチ

1http://w3cic.riken.go.jp/HPC/Symposium/2004/shige.pdf
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ノードにつながっている計算ノードの間では交換が効くからです。例えば 8 台つながったスイッチ
で 7 台だけ使って 1台は予備にできます。同じスイッチにつながった 2台が同時に (例えば同じ日の
うちに)壊れる確率はかなり低いので、例えば 1万ノードくらいならこの程度の冗長性で計算上は十
分です。 100万台だと駄目ですが。

このように考えると、別にメッシュや多次元クロスバーであっても冗長性をもたせることはできる
ことがわかります、単純に、グリッドの点を 1台の計算ノードではなく、複数の計算ノードがつな
がったスイッチにして、その下で例えば 9 台に 1台とかを予備にすればいいわけです。

これでも、スイッチ自体には冗長性がない、という問題はありますが、スイッチの台数は計算ノー
ドの台数よりも 1桁少ないですし、また、消費電力とかいろんなことを考えてもスイッチが壊れる確
率のほうが普通は低いと思いますのでそんなに大きな問題ではないでしょう。

これは、構成としては例えば Cray-XD1 のネットワークと同じで、別に難しい技術ではありませ
ん。 XD1の問題点は、計算ノード自体がカスタムメイドなので高価であることです。これを回避す
るにはネットワーク構成だけを生かして PC クラスタにもってくればいいわけです。つまり、信頼性
を考えるなら、大規模なシステムで単純なメッシュや多次元クロスバーは避けるべきであり、もう
ちょっと考えたネットワークを作る必要があります。

注意するべきことは、 Infiniband, QsNet, あるいは Myrinet といった現在 HPC に使われている
ネットワークでは、この冗長性の問題は原理的には解決されている、ということです。これは、どの
ネットワークの場合でも計算ノードは単一のスイッチにつながっているので、同じスイッチにつな
がった機械の間では冗長性があるからです。これに対して 2D クロスバーやメッシュを計算ノードに
複数のカードを挿して実現するとか、あるいは BG/L のように本当にメッシュだと、耐故障性は結
構ややこしい問題になります。まあ、 BG/L の場合は普通の PC よりはノード当りの故障率が低い
と思われるので、そんなに大きな問題ではないかもしれませんが、 それでも 6万ノードとなると大
変でしょう。

もっとも、InfiniBand 等の問題は、既にみたようにネットワークスイッチも NIC もとても高いこ
とです。特にファットツリー構成にすると、スイッチは O(N log N) の台数がいるわけだし、また長
い線が必然的に発生して光でつなぐ、とかいうことになってくるので全く話になりません。

とはいえ、特に InfiniBand の場合、本当に高いか？というのは微妙になってきました。というの
は、スイッチおよびアダプタ LSI をほぼ独占的に製造している Mellanox が OEM 価格 125ドルの
カードを発売2 したからです。これは 10GbE が安くなる前に売れるだけ売って、マーケットを支配
しよう、という戦略的な価格設定ですが、カードを見ると LSI が 1 つ載ってるだけなので 100万枚
とか売る気ならこの価格は十分元がとれるものでしょう。

カードが安くてもスイッチが高くては意味がないので、近い将来にスイッチもポートあたり $100
程度になる、ということをこのカードの発表は意味しています。なにしろ、スイッチ LSI を作って
る会社とカードを作ってる会社が同じなので。光では高い、というのはすぐには変わらないかもしれ
ないですが、しかし IB 4X までは PC クラスタで使える時代が来た、ということです。

2http://www.mellanox.com/products/infinihost iii lx cards mhes14.php
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NEC は先日、25Gbps動作の面発光レーザーを開発と発表1しました。次世代のスーパーコンピュー
タ内の超高速光配線のためのもの、だそうです。この時期にこの発表をするのは、京速計算機のアー
キテクチャ検討に対するデモンストレーションという意味合いが大きいのでしょう。これを使うと
SX-8 のシリアルインターフェースの 3Gb/s に比べて 8 倍ですから、話としてはチップ当りの性能
を 8 倍にできることになります。SX-8 の 16 Gflops が 128 Gflops になるわけですね。まあ、その
ためには 1チップから 1000 本の光ファイバを出す必要があるわけで、それが普通の PC のプロセッ
サ並の値段、ということはないでしょう。現在の SX-8 と同様に 100 倍ほど高くなるものと思われま
す。それで 128 Gflops と例えば 5 年後の PC なみのピーク性能でしかないものにどういう将来があ
るのか、というのはやはり難しい問題だと思います。

4 節で既に述べたように、 SX-8 の構成は NWT に始まった高速クロスバ結合の並列ベクトル計算
機というアーキテクチャの行き詰まりを示すものになっています。高価な実装技術によってその行き
詰まりをなんとかしよう、というのは基本的にコストがあがるだけで価格競争力のある解決にはな
らない、というのはこれまでに見てきた通りです。しかし、アプリケーションの側から見ると、メモ
リバンド幅に余裕のあるベクトルアーキテクチャは現在のプログラム資産を生かすという意味から、
あるいは新規プログラムの開発しやすさ、自動並列化のしやすさといった観点からも非常に望ましい
ものである、ということもこれまで見てきた通りです。

非常に単純に、5年後の NEC スパコンがどんなものになるかを想像してみましょう。以下はこれを
書いている 2006/3/11 の時点で公開されている情報に基づくものです。上で述べたように 25Gbps
の線を 1000 本、ということを想定すると、これは SX-8 の 8 倍です。従って、チップの性能も 8 倍
を想定するのが妥当でしょう。 SX-8 は 90nm なので、これを 45nm にして演算器の数を 4 倍にし、
さらにクロックを 2倍に上げれば達成できます。まあ、クロックを 2 倍にするのはかなり困難、と
いう可能性もありますが、 SX-8 のプロセッサチップは中がスカスカなので演算器をもう 2倍入れる
のもできなくはないと思われます。

で、もっとも保守的な想像をすると、この構成で SX-8 と同様に 8チップで共有メモリ、ピーク 1
Tflops, 640 ノードで 0.64 Pflops、という辺りが最大構成になります。価格は 1 Tflops 当り 1 億円
というところでしょう。これは倍くらい違うかもしれませんが、3倍は違わないでしょう。

PC 用のプロセッサで現在のマルチコア化が進むのか、もう高性能は求められなくなって小さなダイ
で安価なものになる方向にいくのかはわかりませんが、順調に多コア化が進むと 45nm/32nm では 8
コアは問題なく実現でき、100Gflops 前後のピーク性能を持つものが 10万円、ということになりま
す。ピーク性能あたりの価格は 100倍違うわけです。100倍の差はいくらなんでも大きくて、実行効
率の差がどうこうといっても極めて特殊な用途 (があるとして)以外では埋められるものではありま
せん。従って、やはり、ベクトル機が競争力を持つためにはもっと安く作る方法を考える必要があり
ます。14 節で述べたように、チップ数が 10 前後ならばスタックして非常に高いバンド幅で接続す

1http://www.nec.co.jp/press/ja/0603/0702.html
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る技術は貫通電極等が現実的なものになりつつあるので、例えばそういうのが 1つの方向でしょう。
そこまでエキゾチックな技術を使わなくても、昔からある MCM のように極度に短い配線をシリコ
ン基板で実現することを前提にした I/O パッドにするだけで現在よりもかなり密度を上げることが
できそうな気が素人考えではするわけですが、まあ、そんなに簡単なものではないかもしれません。

渡辺氏による京速コンピュータへの挑戦2の 25 ページ目を見ると、光配線がどのように使われるか、
が書いてあります。 これを見ると興味深いことがわかります。光素子は CPU やメモリチップに集
積されるわけではなく、 CPU やメモリからは一旦電気で信号線がでているのです。まあ、これは概
念図なので本当は違うのかもしれませんが、しかし実際問題としてはメモリのほうはこうならざる
を得ないのです。これは単純にメモリチップの数は非常に多いので、なんらかのメモリコントローラ
チップが光配線の CPU の反対側には必要だからです。メモリチップ 1つ 1つの信号線の数はしれて
いるので、ここでは光を使う理由はありません。

つまり、光配線の意味は、ここでもネットワークの場合と同じで「長く延ばせる」というもので
しかない、ということです。ということは、仮に NEC がチップ単体 128 Gflops、メモリバンド幅
512GB/s を目標にするとすれば、それだけのバンド幅が実は電気でプロセッサチップからでてくる、
ということです。それなら、その配線を直接メモリにつないでしまえば光配線なんかいらないのでは
ないか？ということになります。

何故光配線が必要と考えられているか、というとそれは実はチップから信号線を出せないからでは
なく、高速の信号を電気では長く延ばせないから、にすぎないのです。それなら、ネットワークの時
に考えたのと同様、長い線を使わないですますようにすれば光配線はいらなくなります。では何故長
い配線が必要になったのか？ということを思い出してみると、この大きな理由は複数のプロセッサ
チップが物理的にメモリを共有するアーキテクチャになっているからです。

なにかどこかで聞いたような話だと思いませんか？その通り、 NWT (5 節を参照)のところで述べ
た、Cray の並列ベクトル計算機が落ちいった罠にもう一度落ちているわけです。であれば、この罠
から抜け出るのに天才のアイディアは必要ではありません。NWT のやったことをもう一度すればい
いからです。

NWT の基本的なアイディアは、多数のボードで作っていた並列ベクトル機を、1 CPU の単純な
ものに戻すことで 1ボードにし、ボード間の配線は減らす、というものでした。従って、これをそっ
くりそのまま、今度は 1ボードを 1 チップ (程度)に読み変えるだけです。 1 チップにして、メモ
リコントローラチップは多分複数必要になるので、それらと同じボード上で直接電気配線でつなぎ
ます。これでも、 NEC が使うことを想定している技術であれば 500GB/s ないし 1TB/s は容易に
実現できます。SX-8 ではメモリバンド幅 64GB/s に対してチップのトータルの通信バンド幅は実に
300GB/s に及ぶ、というのは既にみた通りです。

この 1チップシステムは、現在の SX-8 の 8 チップからなる 1ノードとほぼ同等の計算能力をもち
ますから、他のノードとの通信速度も現在の SX-8 なみでいいでしょう。 16GB/s 程度ですね。問
題は、これで例えば 1 Pflops のシステムを構成しようと思うと 10万プロセッサになり、 SX-8 や地
球シミュレータでやっているような完全なクロスバーは現実的ではない、ということです。

現実的ではないのですが、しかし、実はこれはノードレベルで共有メモリで CPU とメモリの間を
光配線するよりははるかに現実的です。というのは、光配線を通るデータの通信のバンド幅が 2桁
程度減少しているからです。元々はメモリだけで 1 チップにつき有効なメモリバンド幅で 512GB/s
分、チップの物理レベルではおそらく 2TB/s であったものを、16GB/s まで減らそう、という話だ
からです。従って、Ωやファットツリーのような多段ネットワークを使っても、まだコストは安いで
しょう。まあ、光素子とかよりも光ケーブル自体のほうが大変かもしれません。 25Gb/s としても
10本は必要ですから、10 万プロセッサで多段ネットワークを組むと数 100万本になります。1つが
10m としても 100万本で 1万 km と地球シミュレータのケーブル総延長 3000km よりもまだ長い、
ということになります。しかし、長い線については波長多重とかで減らせばいいわけで、本質的な問
題ではありません。

つまり、 8 チップでメモリ共有、という伝統的なアーキテクチャを止めて、NWT 的に単純なプロ

2http://www.psi-project.jp/images/dis/tadashi watanabe 20051219.pdf
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セッサを、非常に沢山並列動作させる、という方向を押し進めるならば、仮に多段スイッチを作っ
たとしてさえ SX-8 の延長よりも 1桁以上コストを切り下げることができるでしょう。多段ネット
ワークをもっと単純でケーブルの短くてすむメッシュ的なネットワークにしてしまえば、さらにもう
1桁、というのも不可能ではないようにみえます。

でも、こんなシステムは使いにくいのではないか？と思われるかもしれません。が、プロセッサレ
ベルでメモリバンド幅が十分にある、というベクトルプロセッサの本質的な優位性を残しているの
で、比較的単純なソースプログラムから自動並列化して出来たプログラムで高い性能がでる、という
メリットは失われていません。また、多くのアプリケーションでは近接ノード間の通信が支配的で
すから、それらではメッシュ結合で十分です。もちろん、例えば大規模な 3D FFT をやる、といっ
た場合だとメッシュでは多少問題がでる可能性もありますが、 BG/L が 3D FFT で (非常に大変な
プログラムを書いたようですが)まあまあの実効性能をたしてきた、ということを考慮すると、メッ
シュ結合でもネットワーク速度は十分と思われます。

これで価格性能比で PC クラスタに勝てるか、というと、 100 倍悪かったものが 10 倍になるだけ
なのですが、しかし 10 倍の違いは極めて大きい、ということも考慮するべきと思われます。将来的
には貫通電極等が使えるとするなら、高いメモリバンド幅を要求するベクトルアーキテクチャ自体に
将来がない、というわけでは実はありません。従って、そのような、極めて高いバンド幅を近距離で
は使える、という技術的な制約に適したアーキテクチャを考えていくべきであり、しかもそのために
どうすればいいかは、既に NWT によって明らかにされているのです。





Chapter 22

Cray の方針転換 (2006/3/31)

まだ本当かどうかはわかりませんが、 ORNL が 24,000 プロセッサの Cray システムを発注する模
様です。 2008 年完成で 4 コア、(おそらく)4演算、 2.6 GHz のチップを使うことで 1 Pflops を実
現しようというもののようです。調達総額等は今のところ全く不明ですが、 Cray の場合 1プロセッ
サ 100万円と思っておけばそんなに間違いはなさそうなので、 300億円前後でしょうか。

我々も GRAPE-DR で 2008 年度完成、倍精度 1Pflops を目指しているので直接の競争相手が増え
たことになってあまり嬉しい話ではありません。もう一つの競争相手である IBM BlueGene/L の後
継は、もっと早い時期を狙ってきているものと思われますし。まあ、我々は総額 15億円の予算でや
りくりしているわけで、競争というのもなんだかありえないような話ではあります。

そんなことはともかく、興味深いことは、この ORNL Petaflops system のような、汎用のマイク
ロプロセッサを使ったシステムで Petaflops が現実の数字になってきたことです。 もちろん、現在
稼働している (はずである) Sandia RedStorm も、K8L ベースの 2コアに換装できればピーク性能
は 200Tflops 近くまで到達できます。

このアナウンスと前後して、 Cray は製品系列を整理するというアナウンスをしています。リリー
スを読むと色々もっともらしいことが書いてはあるのですが、要するにベクトル並列の X1 系列とマ
ルチスレッドの MTA/cascade(?) 系列を止めて Opteron を使った XT3/XD1 系列だけにする、と
いうことのようにみえます。

まあ、若干怪しい話として、 AMD がいわゆる CC-HT (Cache-Coherent HyperTransport) の技術
をライセンスして他の会社がコプロセッサ開発することを可能にするらしいというようなこともあっ
て、 Cray はそういうものを開発するのではないかという話もあるようです。が、個人的には現状の
Cray にそんなものを作ってる体力があるとは思えません。というのは、要するに、Cray が製品系列
を整理することの意味がおそらくそもそも開発コストの切り詰めにあるからです。キャッシュコヒー
レントな動作をするコプロセッサなんてものを開発していたら結局計算機の上から下まで開発しな
いといけないわけで、それでは製品系列を整理した意味がありません。

つまり、 Cray が HPC ベンダとして生き残るためには、 Opteron ベースの XT3/XD1 系列以外
を切り捨てることで、コストが高い上にほとんど成功する可能性のないプロセッサ、OS、コンパイ
ラといったものの開発を止める必要があるであろう、と思います。

この方向はおそらく短期的には正しいのですが、長期的に成り立つ方針かどうかは難しい問題でしょ
う。もちろん、Intel の書いた絵を信じて (いたのかどうか知りませんが) Itanic に一点賭けをすると
いうあまりにありえない選択をした SGI に比べると、当面まともな価格性能比を提供しそうな AMD
の x86 系列を選択するのがより正気であることはいうまでもありません。しかし、x86 プロセッサ
メーカとしての AMD の過去の歴史は、一点賭けをするのはどんなものかと思わせるものです。ま
あ、どうせプロセッサチップの値段の 10 倍以上で 1ノードを売るので、Itanic のように絶望的でさ
えなければプロセッサチップの価格性能比はあまりクリティカルな問題ではない、という面もあるの
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で一点賭けでいいのかもしれません。

問題はしかしそこではなくて、プロセッサチップを自前で作っていないスーパーコンピューターメー
カーというのは本当に成り立つか？ということです。XT3 とただの PC クラスタとの違いはネット
ワークだけである、というのは既に何度も述べた通りです。従って、問題はネットワークにプロセッ
サの 10 倍の値段をつける商売は成り立つか？ということです。これはおそらく成り立たない、とい
うのが私の考えです。理由は簡単で、ネットワーク部分だけを作る専業メーカーに対抗できないから
です。ネットワークのベンダは、 10GbE や IB のような汎用のものを目指すならば Cray よりもは
るかに大きなマーケットを相手にするので、開発費の割合は相対的に小さくなります。元々は HPC
専業であった Quadrics は 10GbE に色気を出した時点で将来は厳しい気がしますが、これはまた別
の話です。

現実問題として、 XD1 のネットワークと Pathscale の IB カードで組んだネットワークで少なくと
も仕様上はレイテンシもバンド幅もほとんど違いがない、という状況ではあえて XD1 を購入する意
味がどこにあるのかはあまり明らかではありません。 XT3 でも状況はあまり変わらないわけです。
ネットワークハードウェアのベンダはカード、スイッチの価格を普通の PC の値段に比べて極端に
高くはしません。それで利益を出せるような方法を考えなければそもそも商売がなりたたないから
です。

つまり、 Cray がハードウェアメーカーとして生き残るためには、 Cray が作るネットワークに
Mellanox や Quadrics に比べた優位性がないといけないわけですが、そんなものはどうやって可能
なのか？ということです。



Chapter 23

QCD 専用計算機の未来 (2006/6/6)

前のテキストを書いてから忙しくて 2ヶ月ほどなにも書いていませんでした。とりあえず簡単に。

QCD 用並列計算機の開発は、過去 4半世紀にわたって大規模数値計算のための並列計算機の 1つ
の源流になってきました。Caltech Hypercube、コロキウムの一連のマシン、APE、筑波の QCD 用
計算機のどれもが直接的、間接的に並列計算機のアーキテクチャ、プログラミングモデルに大きな影
響を与えてきています。

その最も新しい例が QCDOC と IBM BG/L の関係です。QCDOC はコロンビアのQCD 専用計算
機グループの最新の機械で、 IBM の 180nm プロセスを使って PowerPC 440 コアと 2演算の fused
multiply-and-add unit、4MB の embedded DRAM を集積し、さらに 6 次元 (リンクは 10本らし
いですが、、、)のグリッドを組むための 500Mbits/s 双方向のリンクを集積した、というものです。
QCDOC は QCD on chip で、あらゆる機能を 1チップにいれて、チップ間を線でつなぐだけで並列
計算機ができる、というわけです。

QCDOC は 500MHz 動作、 1Gflops ピークです。これに対して、 BG/L は

� プロセスを 180nm から 130nm に

� 2コアを集積

� 浮動小数点演算器をコアあたり 2セットに増強

� ネットワークは 3D トーラスに縮小。そのかわり、放送とか縮約をするツリーネットワークを
追加

というように、 QCD で性能がでるかどうかはあまり気にしないでピーク性能を強化したものになっ
ています。その結果、 QCDOC では QCD 計算で理論ピークの 60% 近くまで出すことができるの
ですが、 BG/L では今のところ 20% 程度となっているようです。

BG/L の場合の性能が低いのは、embedded DRAM のバンド幅がそもそも足りない、ということに
よっている、と論文には書いてありますが、演算性能に対する DRAM バンド幅は QCDOC の 1/2
はあるのに性能が 1/3 になっているのはちょっと計算があいません。この辺は計算法とかメッシュサ
イズとか細かいところによります。が、まあ、 BG/L のほうが効率が 1/2 以下になるのは確かなと
ころでしょう。

問題は、QCDOC にしても BG/L にしても、次はどうするか、です。まあ、BG/L の場合はあま
り問題ではなくて、 90nm, 65nm と使えるトランジスタの数が倍になる度にコアの数を倍にして、
DRAM もそれなりに増やす、ということでいいわけです。もちろん、ネットワークをどうするかは
問題です。1.4Gbits/s 6方向で総計 20Gbits/s 近いバンド幅をもたしているわけで、これを演算性
能に比例してあげていくのはそんなに簡単ではありません。
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もっと問題なのは QCDOC のほうです。問題が大きくなる理由は簡単で、次世代機は最低でも 5
年ほど先のことになるからです。 現実的にはもう少し先でしょう。すると、プロセスルールとして
は 32nm 程度を想定することになり、トランジスタ数は QCDOC の 32倍になります。

QCDOC と同じように 4次元とか 5次元のトーラスを構成することを考えると、32 コアの場合に
QCDOC の 16倍の本数の線がいります。仮にコアが 2GHz 動作とすると、 2 Gbits/s の線を入力、
出力とも 200本程度出す、という感じです。QCDOC の場合、ネットワークのバンド幅は要するに
QCD 計算ができるくらいに設定されているので、設計案としては演算速度に比例してバンド幅も増
やしておく必要があります。もちろん、 32 コアも入れるのでチップにはいるメッシュサイズも少し
は大きくなるのですが、メッシュ数が 16倍になっても 1 次元方向のメッシュ数は半分 (4次元メッ
シュなので)となって、演算速度当りのバンド幅は半分になるだけです。上の 16倍というのはそれ
を見込んだものです。

2Gbits/s の線を 200本というのは、かなり大変ですがコスト的にできないことではありません。大
雑把にいって今の Cray XT3 の半分くらいだからです。チップ間接続の実装をどうするかはもちろ
ん問題ですが、まあ、5年後に難しいかというとそんなこともないでしょう。

では、それで OK でそういうものを作ればそれでいいか？というのは実は問題です。チップ設計コ
スト、量産コスト、基板コスト、基板間接続のコスト、といったものを考えた時に、 QCD 計算だけ
を考えてこれはベストな案か？ということです。 QCDOC では演算器はチップ当り 1セットで、メ
モリは 4MBでした。演算器の数を増やす時に、メモリ量も増やす必要があるのか？というのがひと
つの問題です。QCDOC や BG/L では、演算器自体はチップ上の大した面積をとっていません。ま
ず、だから BG/L ではプロセスルールが 1世代しか変わってないのに演算器の数を 4倍にできたわ
けです。仮に、 CPU コアは 1つで後は SIMD 動作、というものなら、 BG/L の 130nm 技術でも
128個くらいの演算器はいれられます。 QCD 計算だけを考えるならメモリを大きく増やす必要はあ
りません。まあ、128はいいすぎとしても 64 個くらいはなんとかなるでしょう。これを 32nm まで
もっていくと 1024 個の演算器、となります。メモリはオンチップで 128MB くらいはあるわけで、
QCD 計算に対して不足、ということはないでしょう。

問題は、この場合チップ間通信の線がさらに 30倍程度必要、つまり、入力、出力それぞれ 6000本
ほど必要になることです。これは全然無理なので、何か考える必要があります。

何かというのは一体何か？というのが問題です。上の大雑把な計算は、要するに現在のマシンバラン
スを保って QCD 計算に使える計算機を作ろうとすると、チップ上で計算に使える面積はほんのわず
かになる、ということを意味しています。実は現在の BG/L や QCDOC でもわずかなので、 QCD
計算というものはそういうものであるということでそのままやっていく、というのは一つの方針で
しょう。

もうひとつの方法は、相対的に通信が減るアルゴリズムを考えることです。要するに CG 法なの
で、理屈では構造解析で使っているような領域分割法とか CGCG 法、マルチグリッド (これは計算
は速くなっても通信はもっと増えるかも、、、) といった方法の適用が考えられるわけで、これらに
よって通信速度が遅くても効率がでるようにしたい。これは、例えば Luescher のアルゴリズム等が
提案されていて、 PACS-CS ではそもそもそういうのでないと性能がでないバランスになっている
ようです。

そもそもモンテカルロなんだから、沢山の格子を使って独立に計算することにして通信を減らす、
ということだって原理的には可能に思えるのですが、これはメモリが余計にいるということを考える
と少し難しいかもしれません。DRAM とかを外付にして扱える格子を大きくしようとするとまた転
送速度が問題になるからです。

QCD 専用計算機についてまとめると、 QCDOC (apeNEXT もほぼ同様)で既に、演算器がチップ
面積に占める割合がほんのわずかであるにもかかわらず、性能がメモリバンド幅やネットワークバン
ド幅でリミットされる、という状況になっています。プロセス技術が進めばこの傾向は一層進んで、
どんどん演算器に使える半導体の割合は小さくなり、高い性能を出すことが困難になります。

それでも、計算法が現在の普通の CG法である限り、ネットワークをちゃんと作れば PC クラスタ
より性能がでるので PC クラスタに負けることはないし、ネットワークは近接結合ですむのでもっ
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と汎用なネットワークがついたベクトル並列機にも負けることはありません。従って、予算がとれる
限りはトランジスタ利用効率が極度に悪くなってきていても、他と比較した結果は良いものであるで
しょう。

しかし、アルゴリズムを工夫してやれば同じシリコンで 10 倍とか、2010 年なら 100 倍近くまで
性能をあげられる可能性もあります。これは、工夫したアルゴリズムで PC クラスタでやったほう
が現在のアルゴリズム用に専用計算機を作るより良くなってしまう可能性もある、ということです。
QCD 専用計算機が成り立つものかどうかは、 QCDOC の時点で難しい問題になった、ということ
でしょう。





Chapter 24

京速計算機はどうなってるか
(2006/7/7)

オークリッジが 2008年に 1 Pflops のシステム構築を正式にアナウンスしたり、 IBM が 2010 年ま
でに 10Pflops の BG/Q 開発を表明したりと 2006 年 6 月にはアメリカで大きな動きがありました。
Top 500 の発表もありましたが、首位はもちろん BG/L のままで、東工大の TSUBAME システム
が ClearSpeed なしの数字を出した、というくらいしか目新しいニュースはありません。

東工大が ClearSpeed の数字を出せなかったことについて、詳しい情報があるわけではないので憶
測で書くと、あのシステム構成で Linpack で性能を出すのに ClearSpeed を使う、というのは不可
能ではないかもしれないですが非常に大変で、その大変であったということが、間に合わなかったと
いう結果につながったのではないかと思います。

大変である理由は、簡単にいうと東工大のシステムはフラットで均一な構成になっていないからで
す。 8ソケットの Opteron サーバが 650台くらいあり、その内 360 ノードに ClearSpeed CSX600
のカードがつく、という構成です。このシステムのややこしいところは、

� ClearSpeed カードがついてるノードとそうでないノードがある

� ついてるノードでも、 16 コアで 1枚のカードを共有する

という構成になっているところです。 Linpack の並列化アルゴリズムは、基本的に全てのノードが
同じ構成、速度であることを前提に開発、実装されています。従って、東工大のシステムのような不
均一なものの場合、それを均一なものにみせかけるか、または不均一なシステム用の新しい並列化ア
ルゴリズムを開発、実装するか、といった選択が必要になります。

しかし、行列計算というもの自体が極めて規則的で均一な計算であり、しかも通常の並列化では行
方向、列方向のそれぞれで同じサイズに規則的に分割するため、ノードによって能力が違うものを
使うのは結構面倒です。例えば、ClearSpeed をもってないノードが近くのもっているノードに計算
ロードを少し回す、といったことが必要になります。

しかし、そういうことをすると余計に通信が発生します。また、よほど上手く ClearSpeed が配置
されてないと完璧なロードバランスを実現するのは難しいでしょう。さらに、ClearSpeed のボード
自身、元々1枚だけ使った時の LINPACK で理論ピーク性能の 6割しか出ないというなかなかな代
物ですから、それを複数の計算機で共有して、なんてことは簡単にできるはずがありません。

もうちょっと基本的に問題なのは、ClearSpeedボードの理論ピーク性能が、ホストである SunFireの
ピーク性能に比べて高くないことです。 SunFire 側のピーク性能は 50Tflops 以上あり、ClearSpeed
側は名目で 18Tflops、実際には DGEMM で理論ピークの 7割、 LINPACK で 6割しかでていない
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ので 10Tflops 分くらいしかないわけです。 Top 500 の数字では、SunFire 側だけでピークの 77%、
38Tflops しかでていません。これに ClearSpeed の 10 Tflops を足しても、通信が増えて効率がさ
がったりしたらかえって速度が下がりかねません。

なお、ClearSpeedの「ピーク性能」が何を意味しているかはちょっと謎で、昔の資料には CSX600チッ
プでピーク性能 50Gflops、DGEMMで 25Gflopsと書いてありましたが最近は sustained performance
25Gflops、DGEMM で 25Gflops と書いてあります。チップが変わったとは思えないので何故性能
が変わったかは不明です。ピークっていってもそれが sustain できなければ意味がないので、昔ピー
クといっていたものは一体何？みたいな話です。ここでは最近の ClearSpeed の資料にそった数字に
します。(ここの部分は首藤さんの指摘1を受けて追記しました)まあ、ここはとりあえず LINPACK
の話なので、50でも 25でもなくて、行列乗算ででているチップ当り 18Gflops くらいをピーク性能
と思ったほうが適切かもしれません。

話を戻すと、根本的な問題は、加速ボードなのですから、

� ホスト側よりも大幅に高いピーク性能を

� ホスト側よりも大幅に低い価格で

提供できなければ意味がない、というところにあります。

例えばの話、ClearSpeed 側の速度が 50Tflops 以上とかあれば、効率が悪くてももうちょっとなん
とかなったでしょう。この場合、1ノードに 2枚とかになるのでノード間でロードバランスとかいっ
た問題もなくなります。

このシステムの設計をした東工大の松岡さんは非常に優秀な人なので、私なんぞに言われるまで
もなくこのような問題があることは十二分にわかっていたでしょう。それにもかかわらずこのよう
な構成にせざるを得なかったのは、単純に ClearSpeed カードが高いからだと思われます。 HIT の
2006/7/1 現在の価格表ではカード 1枚の定価が 160万円となっています。東工大が導入した 360枚
で 6億円、仮にノード当り 2枚ずついれようとしたら 20億円です。東工大のレンタル予算がいくら
かは正確には知らないのですが、年 10億はないでしょう。とすると、5年レンタルとして予算の半
分を ClearSpeed カードに投入する必要があることになります。まあ、定価の半分としても 10億で、
ちゃんと使えるかどうかわからないものに投入できる金額ではありません。

まあ、考えてみると、これはこの値段では当然の話です。これまで何度も何度も書いてきたように、
2006年現在では 10万円の PC で理論ピークは 12-15 Gflops であり、 LINPACKではそれに近い
数字がでます。160万なら 200 Gflops、ネットワークで値段が 3倍になっても 160万で 70 Gflops
であり、ClearSpeedのボードより良いわけです。つまり、ClearSpeed のボードを買うメリットは、
BG/L の場合と同じく設置面積、電力消費が少ないということしかありません。しかし、東工大の
システムの場合は、1200枚程度まで増強しない限り、ピーク性能に対する寄与がそもそも少ないの
で面積にも電力にもたいして影響なく、手間だけが増える、ということになっているわけです。

この話が京速計算機と何か関係があるか？というともちろんあるわけで、東工大のシステムは、ス
カラのクラスタに加速ボード、という構成になっているという意味で京速計算機の構想である複合型
計算機というものを先取りした形になっています。ベクトルも導入するという話もあるようですか
ら、そうすると全くそのものです。 今回の東工大の結果は、少なくとも現在の東工大のシステム構
成のようなものは、複合型計算機の構成として望ましいものではない、ということを示しています。

まあ、これは、 LINPACK を実行するには、という話で、実際に計算センターとして運用する時
には少し話が違いますが、その場合でも、加速ボードを使ってもホスト側で計算するのに比べて 2-3
割しか速くならない、というのではユーザからみて意味がありません。

私が 2006/6/1に異動した国立天文台の計算機センターも汎用計算機と専用加速ボードの両方を持つ
センターになっています。導入は 2001 年度のことでもう随分前ですが、約 600Gflops の VPP-5000
と現在 10Tflops 程度の GRAPE-5/6 群からなるシステムです。GRAPE なので重力計算しかでき

1http://www.shudo.net/diary/2006jul.html#20060705
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ませんが、VPP よりも桁で速いのでその種の計算をするユーザのほとんど (ほとんど、であって全
てではないのですが、、、)は GRAPE のほうを使っています。値段は、GRAPE の側が VPP の数%
だと思います (正確な数字は知りません)。現在自分の所属であるところを誉めるのはみっともない
ですが、この構成では複合型に意味があると思います。GRAPE を使える計算をしたいユーザには、
VPP を超える能力を提供でき、 GRAPE を使えない計算をするユーザには、GRAPE を使うユー
ザは VPP を使わないのでその分 VPP の割り当て時間を増やせますから、どちらのユーザーにとっ
てもメリットがある構成になります。

もちろん、絶対的には GRAPE を使うユーザのほうがメリットが大きいわけですが、使っているお
金は少ないのでまあ計算センターとしては VPP を望むユーザにはそういうものを、ということにな
る (なった)わけです。

では、京速計算機の想定するユーザはどんなものでしょうか？

ターゲット・アプリケーション・ソフトウェア候補の選定について2 という発表が行われており、そ
れによると委員会があってそのメンバーは

部会長 平尾　公彦 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻　教授
副部会長 中村　春木 大阪大学　蛋白質研究所　教授
　　 宇川　彰 筑波大学　計算科学研究センター　センター長 数理物質科学研究科　教授
　　 梅谷　浩之 日本自動車工業会
　　 大峯　巌 名古屋大学大学院理学研究科　教授
　　 加藤　千幸 東京大学生産技術研究所計算科学技術連携研究センター センター長　教授
　　 川田　裕 三菱重工業株式会社　高砂研究所 技監・主幹研究員
　　 北浦　和夫 産業技術総合研究所 計算科学研究部門　総括研究員
　　 木寺　詔紀 横浜市立大学　大学院総合理学研究科 教授
　　 阪口　秀 地球内部変動研究センター地殻ダイナミクス研究グループ グループリーダー
　　 住　明正 東京大学気候システム研究センター　教授
　　 泰地真弘人 理化学研究所 ゲノム科学総合研究センター 高速分子シミュレーション研究チー
ム　チームリーダー
　　 高田　彰二 神戸大学理学部　助教授
　　 寺倉　清之 北海道大学　創成科学共同研究機構　特任教授
　　 土井　正男 東京大学大学院　工学系研究科　教授
　　 中村振一郎 株式会社三菱化学科学技術研究センター 計算科学研究所　所長
　　 西島　和三 持田製薬　開発本部　主事
　　 平田　文男 自然科学研究機構分子化学研究所　教授
　　 平山　俊雄 日本原子力研究開発機構　システム計算科学センター　次長
　　 姫野龍太郎 理化学研究所次世代スーパーコンピュータ開発実施本部 開発グループ　グルー
プディレクター
　　 樋渡　保秋 金沢大学大学院自然科学研究科　教授
　　 藤井　孝蔵 宇宙航空研究開発機構情報・計算工学センター　センター長
　　 古村　孝志 東京大学地震研究所　助教授
　　 牧野内昭武 理化学研究所　ものつくり情報技術統合化研究プログラム プログラムディレク
ター
　　 松本洋一郎 東京大学大学院　工学系研究科　機械工学専攻　教授
　　 觀山　正見 自然科学研究機構国立天文台　教授・副台長
　　 山形　俊男 地球フロンティア研究センター気候変動予測研究プログラム プログラムディレ
クター
オブザーバー　 　　
　　 渡辺　貞 文部科学省スーパーコンピュータ整備推進本部副本部長・プロジェクトリーダー
　　 高田　俊和 文部科学省スーパーコンピュータ整備推進本部リーダー補佐

というものであり、対象とするアプリケーションは
2http://www.nsc.riken.jp/application.html
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　　 ライフ分野
　　 名　称
候補 巨大タンパク質系の第一原理分子動力学計算
候補 タンパク質立体構造の予測
候補 血流解析シミュレーション
候補 オーダーメード医療実現のための統計的有意差の検証
候補 薬物動態の解析・予測
候補 遺伝子発現実験データからの遺伝子ネットワークの推定
次候補 蛋白質―薬物ドッキング計算

　　　 　　　

　　　 物理分野
　　　 名　称
候補 天体の起源を探る超大規模重力多体シミュレーション
候補 格子 QCDシミュレーションによる素粒子・原子核研究

　　　 　　　

　　　 ナノ分野
　　　 名　称
候補 分子動力学計算
候補 ＦＭＯ　分子軌道法計算
候補 粗視化分子動力学計算
候補 実空間第一原理分子動力学計算
候補 平面波展開第一原理分子動力学計算
候補 溶液中の電子状態の統計力学的解析
次候補 低次元強相関電子系の数値繰り込み群による解析

　　　 　　　

　　　 地球科学分野
　　　 名　称
候補 地震波伝播・強震動シミュレーションモデル
候補 全球雲解像大気大循環モデル
候補 超高解像度海洋大循環モデル
次候補 全球雲渦解像結合モデル

　　　 　　　

　　　 工学分野
　　　 名　称
候補 有限要素法による構造計算
候補 有限差分法によるキャビテーション流れの非定常計算
候補 航空機解析における圧縮性流体計算
候補 Large Eddy Simulation (LES) にもとづく非定常流体解析
次候補 ボクセル手法による流体構造連成解析

というものだそうです。各分野に多少詳しい人なら、どのアプリケーションを誰が提案したかはすぐ
にわかると思います。本来は、このようにアプリケーションを選定したら、

1. それぞれのアプリケーションについて、アーキテクチャとアルゴリズムの組合せとしてどのよ
うなものが望ましいかの検討



83

2. 上の検討結果をベースにして、どのようなアーキテクチャ(あるいはその組合せ) を作って、ど
のような計算時間の割り当てをすれば、科学的成果をもっとも有効に出すことができるか、の
検討

をして、初めてどのような計算機を作るべきかが決まる、ということになるでしょう。もちろん、後
半の段階では、例えば天文学の成果の意義とバイオの、タンパク質シミュレーション成果の意義を、
しかも 5 年とか 10年後の計算機ができたあとにでるであろう成果の意義を比較する、というおよそ
可能とは思えない作業が必要になります。しかし、科学技術政策における意志決定というのはどうせ
そういう不可能作業をしているわけですから、やるしかないでしょう。

もちろん、分野間の比較という不可能事をある程度回避することも可能です。このためには、各分
野でどのような構成が良いかをそれぞれ決めて、でてきた答をさらに分野間で調整すればよいわけ
です。

しかし、このような評価・調整作業には時間がかかります。最初の、アプリケーション毎の検討も、
そもそもアーキテクチャのほうがまだよく決まっていないし、アプリケーションが選定されたのは 4
月ということですから、まあ、少なくとも半年、出来れば 1年程度の時間を掛けるべきでしょう。

一方、京速計算機プロジェクトとしては、 2010年度末には大体のシステムを完成させる、という
ことになっています。プロセッサから新しく作るのであるとまあ 5年はかかりますから、これは、既
に時間が足りない、ということを意味しています。さらにアーキテクチャを決めるまで 1年とかか
かっていたのでは決して間に合いません。従って、アーキテクチャ候補になりえるいくつかについて
は、既に実際に開発費をだして開発作業を始めている必要があるわけです。

が、どうもそうなっているようには見えないわけで、その辺り、現在の京速計算機の開発体制はど
うなってるのか？という気がしなくもありません。アーキテクチャ開発のほうは、「次世代スーパー
コンピュータ：概念構築に関する共同研究」3というものが一応始まったようですが、予算措置につい
てはまだ何も公式にはアナウンスされていません。アナウンスされてなくても実は決まっているのか
もしれませんが、そうでないとするとなかなか大変です。

上のターゲット・アプリケーションのページには、

今後、これらのアプリケーション・ソフトウェアの所有者等からソースコード
等のデータを収集し、分析を行った上で、次世代スーパーコンピュータのアー
キテクチャを評価するためのベンチマークテストプログラムを作成する。そし
て、これらのベンチマークテストプログラムを用いて、本年夏までに次世代スー
パーコンピュータの複数のアーキテクチャ案についての実行予測評価を行い、
次世代スーパーコンピュータのアーキテクチャの決定に資することとしている。

となってますが、これは、まあ、その、「無理」です。まともにやるには全く時間が足りません。

上の「共同研究」には私の現在の所属である天文台も参加しておりまして、それに関係してここに
書いていいかどうか判断が難しい情報もきています。そういうわけで、今回は、公開されている情報
だけに準拠して書くようにしています。若干歯切れの悪いところがあるのはそういうことです。

3http://www.nsc.riken.jp/kyodo-kenkyu.html
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この文書は、元々、牧野自身のスーパーコンピューター、スーパーコンピューティングの現状と将来
についての理解の整理のために書き始めたものですが、意外に色々な人に読んでいただているようで
す。Web ページのリファラを見ると、2ちゃんねる、スラッシュドットから、大学等の研究者の方、
計算機メーカーの内部ページにいたるまで、広い範囲にわたっています。

そういうわけで、今回から数回にわたって、今までは暗黙に前提としていた色々なことについて整
理してみようと思います。最初は、「パソコンとスパコンは何が違うのか」ということです。

2006 年現在の答は簡単で「大して違わない」です。現在の典型的な例は Cray の主力製品である
XD1 と XT3 でしょう。どちらも、プロセッサは AMD Opteron です。 Opteron はメモリコント
ローラを内蔵してますから、計算機としてはどう作っても同じで、 CPU にメモリを直結するだけで
す。但し、1台で使うわけではなくて、1024 台とかあるいはもっと沢山を専用のネットワークでつ
ないでいます。

XD1 でも XT3 でも、ハードウェアとしてパソコンとどこが違うか、というと、CPU を沢山並べ
て並列計算した時に性能がでるような若干の工夫がある、ということと、沢山並べてもかさばらなく
てちゃんと計算機室に収まるようなコンパクトな実装がされている、という 2点につきます。

コンパクトな実装は、例えばノート PC でもやっているわけで、スーパーコンピューターで特別な
技術を使っている、というわけではありません。並列計算用の工夫は、ハードウェアとしては、

� CPU の間を高速なネットワークでつなぐ

� 場合によっては、バリア同期等のための特別なネットワークをつける

というくらいです。

バリア同期というのは、並列計算でのプログラムの並列実行の制御の 1つの方法です。例えば、気
象のシミュレーションで、計算する領域を CPU の数だけ分割して、1つの CPU は小さい領域を担
当するとします。流体計算では隣合う領域のデータが必要になるので、最初は計算を始める時にその
データを互いに交換します。で、それを使って自分の領域の 1ステップの計算が終わったら、また隣
とデータを交換します。

この時、ちゃんと交換できるためには、相手が計算が終わったことがわかる必要があります。

もっとも、この場合については、本当は終わったかどうか判定する必要はなくて、

� 自分のデータは勝手に送りつける

� 相手のデータはくるまで待つ
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というふうにして、しかも送る動作と受け取る動作はバラバラにできるようになっていればいいので
すが、送る動作と受け取る動作が順番にしかできないとか、あるいはデータを交換する相手は複数あ
るわけですが、それらとの通信がプログラムで書いた順番で起こるとかになっていると、色々考えて
書かないといくつかのプロセッサがお互いの相手がデータを送ってくるのを待っているというややこ
しい状態になります。 また、この例のようにあるプロセッサが誰と通信するかがあらかじめ決まっ
ている場合はそれでもまだ話が簡単ですが、計算結果によって通信相手が変わるような場合にはさら
に話が複雑になります。

バリア同期は、プログラムの中で「ここで同期」と書く (普通は、何か並列計算ライブラリのそれ
用の関数を呼ぶ)と、全部のプロセッサがプログラムのその行に到達するまで先についたプロセッサ
は待って、全部着いたら次に進む、というものです。実現する方法は色々あって、信号線をだしてお
いてハードウェアで or をとって、といったものから、イーサネットでの通信ソフトウェアを使って
実現するものまであります。いずれにしても、このようにバリア同期 (単に「同期」ということもあ
ります)しておくと、例えば、「相手がデータを受け付けられる状態である」ということが保証され
るので、色々話が簡単になります。

話がそれました。要点は、 Cray の主力機は、基本的には普通の PC を沢山並べて、その間を少し
速いネットワークでつないだようなものだ、ということです。

では、現在の日本では「スーパーコンピューター」の代名詞的存在である地球シミュレータや、その
後継機である NEC SX-8 はどうでしょうか？これらはさすがに Intel や AMD のプロセッサを使っ
ているわけではなく、独自開発のプロセッサです。しかし、プロセッサの速度自体はそれほど速いわ
けではありません。地球シミュレータでクロック速度は 500MHzであり、完成時には Intel Pentium
4 は既に 2GHz に達していたことを考えるとむしろ遅いものです。但し、Pentium 4 は 1クロック
に 2演算しかしないので理論ピーク性能は 2GHz の場合で 4Gflops ですが、地球シミュレータは 1
クロックに 16演算して 8 Gflops となります。が、まあ、大した違いではありません。

違いはメモリとの転送バンド幅と、プロセッサ間ネットワークにあります。まず、地球シミュレー
タでは 8 プロセッサがメモリを共有し、それぞれが 16GB/s の速度で共有したメモリにバラバラに
読み書きができます。同じ時期の Intel Pentium 4 では、 RDRAM を使った場合でメモリとの転送
のバンドは理論ピークが 3.2GB/s であり、実際にはもっと低いのでこれには結構大きな違いがあり
ます。

さらに、地球シミュレータ全体ではこの 8 プロセッサが単位になった計算ノードが 640個あるわけ
ですが、それらはクロスバースイッチでつながっているとされています。つまり、どのプロセッサも
他の全てのプロセッサにデータを送ることができ、しかも (送り先がぶつかってなければ)全部のプ
ロセッサが同時にデータを送ることもできるようになっています。

現在、アメリカやヨーロッパでは、スーパーコンピューターとして主に売れているのは IBM の大
型サーバです。これは色々な意味で NEC SX-8 と Cray XT3 の中間にあって、

� プロセッサは Intel ではないけど IBM は他にも使っている Power 系

� 最大 32プロセッサまでメモリ共有

� ノード間は一応独自のネットワーク

ですが、メモリバンド幅、ネットワークバンド幅のどちらも地球シミュレータに比べてかなり見劣り
するものになっています。 IBM は最近 BlueGene/L というものをだしていますが、これについては
もうちょっと後で詳しく紹介します。

値段ですが、地球シミュレータや SX-8 はプロセッサ 1つ当り 1千万円、 IBM はもうちょっと安
くて数百万、Cray XT3 は 100万前後、となります。普通の PC はハイエンドでなければ 10万そこ
そこですね。

プロセッサあたりの理論ピーク性能はせいぜい 2倍しか違わないので、値段あたりの性能は実は普
通のパソコンのほうが最大 50倍近く良いことになります。次回はそのようになったのは何故か？を
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考えてみます。そのためには、スパコン、パソコンのそれぞれが、過去数十年間にどのように発展し
てきたか、を振り返ってみる必要があります。
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(2010/7/14 追記)

以下、主に FACOM 230-75AP について、間違いを修正しています。

(2010/7/14 追記終わり)

(2013/5/13 追記)

いくつか誤字を訂正しました。

(2013/5/13 追記終わり)

というわけで、スパコンが過去どう発展してきたか、という話です。

スパコン、あるいはスーパーコンピューターという言葉がいつごろ生まれたのかというのははっき
りしません。定義も色々あります。ただ、最も単純で実際的な定義は、

「その時代で最も速い汎用計算機」

というものでしょう。以下、単にそういう意味に使うことにします。そうすると、定義から最初の
汎用計算機はスーパーコンピューターであるということになります。

最初の汎用計算機が何であったかはなかなか議論があるところで、それだけを扱った本が何冊もあ
ります。また、裁判とかもあったようです。が、現在の計算機の発展に直接つながったものとしては
ペンシルベニア大学の ENIAC が重要であることは疑いないでしょう。これは、真空管 18,000 本で
各種演算器や記憶装置を実現したものです。

但し、ENIAC は私達が普通に考える「プログラムが走る」計算機ではなかったようです。具体的
にどうやったかは詳しく書いてある資料がなかなか見つからないですが、「配線」を変更することで
解く方程式を変えた、ということのようです。

まあ、科学技術計算用計算機、という観点からすると、プログラムをどうやるか、というのは計算
機科学が専門の人が色々いうほど大きな問題ではなくて、自分が解きたい問題を解かせることができ
るかどうかが問題です。それは、多くの場合に計算速度、計算精度、メモリ容量といったことで決ま
ります。そういう観点からは、 ENIAC は十進数 10桁の数を 20個記憶でき、1秒に 5000回加算、
14回乗算を行うことができた機械、ということになります。

今の計算機ではクロックにあたる、パルス周期は 100 KHz であったとのことなので結構速く、そ
の割には乗算速度は遅いですが、当時いくつかあったリレーを使った計算機では乗算に数秒かかって
いたのに比べるとほぼ 100倍の速度であり、スーパーコンピューターというにふさわしいものであっ
たでしょう。

この後のスーパーコンピューターの発展史は、大雑把に以下の時期にわけられます。
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1. パイオニアの時代 1950 年代半ばまで

2. IBM の時代 1960年代半ばまで

3. Seymour Cray の時代 1980年代前半まで

4. 日本の時代 1990年代前半まで

5. スカラ並列機と地球シミュレータ 2005年まで

6. 地球シミュレータ以後 2005年以降

簡単に特徴をまとめてみましょう。大体こんな感じです。

� パイオニアの時代: そもそも計算機を作るとはどういうことか、とか基本的な周辺装置の概念
が固まった。

� IBMの時代: 特に製造技術に優れていた IBM が汎用大型計算機ではマーケットを支配した。
スーパーコンピューター開発では失敗も多い。

� Cray の時代: CDC 6600 から Cray-1 まで、Seymour Cray の設計した機械が世界一の性能を
実現した

� 日本の時代: Cray-1 以降、ベクトル計算機のアメリカでの開発は停滞する。その間に、大型汎
用計算機ではアメリカに追いついていた日本メーカーがキャッチアップし、より優れた半導体
技術と実装技術で高い性能を実現した。さらに、 VPP-500 で分散メモリにすることでアーキ
テクチャでも革新した。

� スカラ並列機と地球シミュレータ: アメリカでは 1980年代から盛んに並列機が研究され、マイ
クロプロセッサの性能が上がった 1980年代末からベクトル計算機をしのぐ価格性能比をもつ
ようになった。特に Cray T3x は広く使われたが、Cray 自身は経営困難に陥り、その結果製
品系列からは T3x はしばらく消滅した。そのこともあり、 ASCI 計画では IBM や SGI の大
規模スカラ並列システムを導入するが、これらは分散メモリベクトル機である地球シミュレー
タに大きく劣るハードウェア性能でしかなかった。

� 地球シミュレータ以後: アメリカは方向転換し、T3x の後継である XT3や、QCD 専用計算機
の部分改良版である BG/L 等のピーク性能あるいは実効性能が高いシステムを構築するよう
になった。日本は今のところ？

以下、もう少し詳しく各時代を解説してみます。

26.1 パイオニアの時代 1950 年代半ばまで

この時代は、要するにまだ計算機を作る方法の基本的なところがまだ良くわかっていなかった時代、
といっていいと思います。 ENIAC は普通の意味でプログラム可能ではなかったわけですが、それが
改良されてペンシルベニア大学の EDVAC、 マンチェスター大学の Mark-I、 ケンブリッジ大学の
EDSAC、プリンストン高等研究所の IAS コンピュータとその親戚である MANIAC、ORDVAC 等
につながりました。 さらに、商業ベースで計算機を作ろうという話がでてきて、 ENIAC, EDVAC
の主要人物であったエッカートとモークリーの UNIVAC を始めとする沢山の計算機会社ができます。

計算機の設計手法も急速に進歩し、さらに真空管からトランジスタへ、という構成要素の変化も始
まりました。また、水銀遅延線やブラウン管メモリから磁気コアメモリへ、磁気テープからドラム、
ディスクへ、といった記憶装置の変化、紙テープからパンチカードへ、といった変化も多くはこの時
期に始まります。
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26.2 IBM の時代 1960年代半ばまで

IBM は元々計算機メーカーではなく、パンチカードを使ったデータ処理のための機械を始めとする
事務処理のための機械 (タイプライターといったものも含む)の会社でした。

リレー式の計算機をハーバード大学と共同で作るなど、早い時期から計算機には関心があったよう
ですが、真空管を使った完全電子式の計算機に参入するのはレミントン・ランド等の他の事務機メー
カーに比べても早くはありませんでした。事務機で確固とした地位を築いていたためもあるでしょう。

しかし、 IBM 701, 702/705, 704/709 といった真空管式計算機、さらには 7090, 7094 といったト
ランジスタ計算機で、あっというまに IBM が計算機の代名詞になるところまで到達し、計算機の業
界を支配します。

スーパーコンピューターの歴史、という観点からは重要なのは ”Stretch”、あるいは IBM 7030 で
しょう。

これは、1960 年代初めにおける IBM のフラグシップマシンであっただけでなく、スーパーコン
ピューターの歴史上数え切れないほどある失敗の一例としても重要です。1956 年に開発が始まった
Stretch は IBM 704 の 100 倍の性能を目指していたそうです。実際に実現した性能は目標の半分で、
IBM はその分値段を割引いたそうで、結果として作るだけ赤字になった、という話です。

7030 の第 1 号機は Los Alamos Scientific Laboratories に、第 2 号機は NSA に納入されていま
す。これらの研究所は現在にいたるまでスーパーコンピューターの重要な顧客でありつづけていま
す。 Los Alamos は核兵器等まで扱う軍の研究所であり、 NSA は国家安全保証局で、ここでは暗号
関係の計算に使われているものと想像されます。

7030 の後、 IBM は 360/91、中止された ACS プロジェクト、 360/195 等のスーパーコンピュー
ターというべき規模の計算機を開発しますが、常に Seymour Cray を擁する Control Data の 6600,
7600 に性能では遅れをとりつづけることになりました。

26.3 Seymour Cray の時代 1980年代前半まで

以下は、 Control Data が 1963年に CDC 6600 をアナウンスした時に当時の IBM の社長が社内に
回したと言われる有名なメモです

MEMORANDUMAugust 28, 1963

Memorandum To: Messrs. A. L. Williams

T. V. Learson

H. W. Miller, Jr.

E. R. Piore

O. M. Scott

M. B. Smith

A. K. Watson

Last week CDC had a press conference during which they officially

announced their 6600 system. I understand that in the laboratory

developing this system there are only 34 people, "including the

janitor." Of these, 14 are engineers and 4 are programmers, and

only one person has a PhD., a relatively junior programmer. To

the outsider, the laboratory appeared to be cost conscious, hard

working, and highly motivated.

Contrasting this modest effort with our own vast development
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activities, I fail to understand why we have lost our industry

leadership by letting someone else offer the world’s most

powerful computer. At Jenny Lake, I think top priority should

be given to a discussion as to what we are doing wrong and how we

should go about changing it immediately.

T. J. Watson, Jr.

TJW,Jr:jmc

cc: Mr. W. B. McWhirter

Reproduced in A Few Good Men from Univac.

当時既に Cray は ERA (後に Remington Rand に買収され、Eckert と Mauchly の ECC とともに
UNIVAC の一部になる)で 1103、Control Data で 1604 を開発し、天才的なエンジニアとして知ら
れていました。 1604 は比較的小規模なシステムでしたが、6600 は最大級の計算機であり当時とし
て驚異的な 100ns のサイクルタイム (10MHz クロック)で 3Mflops 程度の性能を実現しました。

6600 はトランジスタを使った計算機で、まだ集積回路ではありません。7600 も同様です。 Crayが
集積回路を使うのは 1976 年に出荷された Cray-1 が最初になります。

6600 にしても 7600 にしても、そのために高速のトランジスタを開発したわけではなく、その高速
性は主に論理設計、回路設計とパッケージングによるものだったということができます。パッケージ
ングは特に重要で、大規模な回路を小さな範囲に高い密度で詰め込むことで配線を短くし、高速な動
作を可能にしています。 7600 では 30 ns (33MHz) までクロックを上げています。但し、6600 から
7600 への性能向上はそれほど大きなものではなく、また 7600 はアーキテクチャ上使いにくい面も
あり、 7600 は 6600 ほどは売れなかったようです。

そのあと、 Cray は 8600 の開発を始めます。これはクロック 125 MHz で、さらに 4 CPU がメモ
リを共有する機械であったと言われています。ここでも Cray は集積回路を使わず、トランジスタで
回路設計をしていたと言われています。

このプロジェクトはしかし様々な理由から Control Data の中ではサポートされず、結局 1972 年に
Cray は Control Data を去り、 Cray Research を設立します。1925 年生まれですから、この時既に
47歳です。そこからわずか 4 年で有名な Cray-1 を発表するところまできます。 Cray-1 は CDC で
Cray が設計した一連のマシン、特に 8600 とは大きく異なる、極めてシンプルなマシンでした。

その特徴は、なんといってもベクトルプロセッサのアーキテクチャにあります。

ベクトルプロセッサ自体は、考え方としては既に新しいものではありませんでした。 CDC が Cray
の 8600 を開発中止にした理由の一つは、同時期に開発していたベクトルプロセッサ STAR-100 を
完成させるための資金が必要だったからです。

STAR-100 は memory-to-memory アーキテクチャをもつベクトルプロセッサでした。つまり、例
えば

do i=1,n

a(i) = b(i)+c(i)

enddo

という DO ループが、アセンブラ 1命令に翻訳され、直接実行されるのです。これはこれで悪くな
いアーキテクチャなのですが、当時のアプリケーションの大きさ、コンパイラの状況を考えると大き
な問題がありました。命令の実行が始まって、最初の結果がメモリに届くまでに 100サイクル以上
の時間がかかったのです。1サイクルに 2 演算とか 4 演算までできる設計でしたから、これは 1つの
ベクトル命令で 400演算してやっとピーク性能の半分、800 しても 2/3 しか出ない、ということを
意味します。 しかし、当時は 2次元の流体計算でも 2562 メッシュで大きいほう、 3 次元なら 1方
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向 100 は無理、という頃ですから、これは、現実に扱える程度の問題サイズでは性能がでない、と
いうことを意味します。

今から考えると、そんなことは作る前からわかりきっている、と思うわけですが、これは少なくと
も CDC の STAR-100 に関わっていたデザイナーや、 TIでやはり同様なベクトルプロセッサ (TI
ASC) を開発していた人達には見えていなかった、ということになります。 Cray はもちろん CDC
にいた頃から STAR-100 には批判的であったわけですが、 8600 の開発が難航していたのも確かで
ありそれが公平な判断とは他の人には思えなかったことでしょう。

それでも、当時の技術ではベクトルプロセッサは有効な方向であることは明らかでした。これにつ
いては既に第 4 回で述べた通りです。

Cray は、 Cray-1 においてベクトル命令を採用しますが、memory-to-memory ではなくベクトル
レジスタというものを導入しました。普通のスカラ計算機ではレジスタというのは昔からあったわ
けです。これは、要するに非常に小規模で高速のメモリであるわけで、例えば 8 語とか 32 語といっ
た語数である代わりに主記憶よりずっと高速なものです。非常に初期の計算機では、レジスタは演算
結果をしまうもの (アキュムレータ、 Aレジスタ)とアドレスをしまうもの (Aレジスタに対して B
レジスタと言われたりした)しかなかったりしました。この時には、命令セットは演算命令でもメモ
リアドレスを 1つ、あるいは 2つ指定するものが多かった。 1 つでどうやって例えば a=b+c を実
現するか、というのが気になると思いますが、

変数 b(に対応するメモリアドレスの中身) を A レジスタにロード
変数 c と A レジスタの中身を加算して結果を A レジスタに格納
A レジスタの中身を変数 a に格納

というような手順になります。こんなややこしいことをしていては遅くならないか？と思うわけです
が、初期の計算機では問題になりませんでした。実際の演算に、メモリから読んでくるとか結果をメ
モリにしまうとかに比べてずっと長い時間がかかったからです。

しかし、半導体技術が進歩し、トランジスタが高速、小型になった結果、演算は速くなりましたが
メモリアクセスはそれほどは速くなりませんでした。一つの理由は、1970年代初めまではメモリは
磁気コアで、書き込み、読出しにマイクロ秒単位の時間がかかっていたからです。

Cray は、CDC 6600 で、メモリアクセス命令と演算命令を分離することでこの問題をある程度解
決していました。つまり、演算結果やオペランドを格納するレジスタを 1つから 8 個に増やし、演
算はレジスタ間で行うようにしたのです。そうすると、先程の a=b+c は

b をレジスタ 0(例えば)にロード
c をレジスタ 1にロード
レジスタ 0 とレジスタ 1 を加算して結果をレジスタ 2 に格納
レジスタ 2 の値を a に格納

となります。さっきのメモリから演算するのに比べてもっと命令数が増えて何もいいことはないので
は？と思うかもしれませんが、そうではありません。というのは、色々並列に実行できる可能性が増
えるからです。例えば

a=b+c

d=e+f

だと、 b, c をレジスタにいれた (load した)あとで、演算を始めるのと同時に e, f のロードを始め
ることができます。もっとややこしい計算だと、もっといろんな並列に実行できる命令をを実行時に
検出して並列実行できます。1つの A レジスタが常に演算に関係していると、そんなことは不可能
だったわけです。複数のレジスタをもつ計算機は CDC 6600 以前にもありましたが、演算をレジス
タ間だけにすることでハードウェアの単純化と高速化を同時に実現したのは Cray が最初でした。
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この発想は、 1980 年前後になって RISC という新しい名前で呼ばれることになります。

話がそれました。 Cray は、 CDC 6600 で導入した汎用レジスタの概念を、ベクトルプロセッサに
も適用したのです。ベクトル命令は、一般には長さがわからないのでレジスタをどう作ればいいかも
わからなかったわけですが、それを「長さは 64」と決めてしまいました。これは、ハードウェアと
してはそれくらい長さがあれば、レジスタ間命令では理論ピークに近い性能がでること、また、半
導体メモリになってメモリも高速化したので、 STAR-100 に比べてメモリアクセス命令でも短いベ
クトル長で性能がでるようになったこと、によっていると思います。ベクトルレジスタは結構大き
なハードウェアになるので、語数は性能がでる範囲でなるべく小さくするべきものでした。64語 8
本という Cray-1 のベクタレジスタは、Cray-1 で使った半導体技術では浮動小数点乗算器と同等の
ハードウェア量であったはずであり、設計の観点がそういうものであったことが伺われます。

ちなみに、1チップに集積することを考えると、64語 8本のベクトルレジスタは乗算器よりはるか
に大きくなります。それにもかかわらずこの程度、あるいはずっと大きなベクトルレジスタをつけた
設計になっている多くのベクトル計算機は、 Cray の設計の真似はしていてもその設計の精神を理解
できてはいない、と私は思います。

Cray-1 では、サイクルタイムも CDC 8600 の計画の 8ns には及ばないものの 7600 の 30ns より
も大幅に短い 12.5ns まで短縮したこともあり、

� CDC 7600 そのままのプログラムでも 7600 より速い

� ベクトル命令を使うともっと速い

ということになりました。少し前の 1974 に完成した STAR-100 はサイクルタイムが 7600 よりも遅
い 40ns となり、既に述べたようにベクトル命令でもなかなか性能がでなかった上にスカラー命令は
もっと遅い、という代物であったために全く売れませでした。

CDC は STAR-100 をベースにメモリを半導体メモリにし、全体設計もやり直し、大規模なゲー
トアレイを使って高速化を目指した Cyber 205 の開発を始めますが、これは当初の目標であったサ
イクルタイム 10ns から 20ns に落として 1980年代初めにようやく完成します。これは理論ピーク
400Mflops (加算、乗算 4演算並列) のものまで存在しましたが、出荷されたものは殆ど 200Mflops
のもので、 Cray-1 や、Cyber-205 とほぼ同時期に出荷が始まった Cray-XMP とは競争しようがな
いものでした。

Cray 本人は、Cray-1 の後 Cray-2 の開発に進みます。最初はガリウム砒素 (GaAs) デバイスを使っ
て高速化するつもりだったようですが、結局シリコンに戻ります。そういったこともあって開発は遅
れ、出荷できたのは 1985 年と Cray-1 からほぼ 10年が過ぎていました。ピーク性能はわずか 12倍
の 2 Gflops であり、10年間の進歩としては十分ではありませんでした。

Cray Research内部では、Cray-2の遅れもあり Cray-1ベースで改良したマシンの設計が進みます。
これが 1982 年に出荷が始まった Cray-XMP です。サイクルタイムは最終型で 9.5 ns と、Cray-1
からさほど改善されていませんが、メモリバンド幅が大幅に強化され、一定幅や間接アドレスでのメ
モリアクセスも高速化し、さらに 4 CPU までのマルチプロセッサが可能になったことで、多くのア
プリケーションで性能を大きく改善しました。

この後、殆ど命令セット、アーキテクチャの変更をすることなく、Cray Research では YMP, C-90,
T-90 と XMP の後継機がつくられていきます。これに対して、 Cray 本人は Cray-3 の開発にかか
りますが、 Cray Research から離れて Cray Computer Corp. を設立します。しかし、GaAs を使っ
て 2ns のサイクルタイムを実現した Cray-3 は 1993 年にはほぼ完成したものの 1台も売れることは
なく、 1ns のサイクルタイムを目指して Cray-4 の開発中に Cray Computer は倒産することになり
ます。

その後も Cray は SRC を設立して新たな並列計算機の開発に挑みますが、1996 年に交通事故で亡
くなりました。
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前節で見たように、 Cray-1 の完成後、アメリカでのスーパーコンピューターの開発は停滞します。
Cray 本人は Cray-2 を完成させるのに手間どり、 Cray Research はなにも新しいことができず、
CDC は Cray-1 に追いつくのに 5 年を要していたからです。この間に IBM やら他の会社が何かで
きなかったものか？とも思いますが、そうもなっていません。

これは、日本の計算機メーカーには大きなチャンスでした。1970年代末に日立は付加アレイプロ
セッサ、富士通の場合には本格的なベクトルプロセッサである FACOM 230-75AP を開発していま
すが、Cray のマシンに対抗する、あるいは上回る性能を発揮するベクトルプロセッサは 1982 年の
富士通 VP-200、1983年の日立 S-810、 1985年の NEC SX-2 を待つことになります。

これらはいずれも 1 Gflops 前後の速度を 1 プロセッサ (同時加算、乗算 4 演算づつ) 程度で実
現し、ベクタレジスタをもつ Cray 的な設計と、複数のパイプライン演算ユニットを並列に動かす
STAR-100/Cyber205 的な設計の長所を合わせたバランスのとれたデザインになっています。さら
に、 Cray とは違って半導体製造からやる垂直統合型の企業であり、スーパーコンピューターと大型
メインフレームで開発費を分散させることができたこともあって同時期の Cray のシステムにまさる
(Cray-2 には負けますが)サイクルタイムと単体性能を実現しました。

スカラー部分の命令セットは、日立、富士通の場合には IBM 互換のままであり、 Cray 並の高速
化は難しいものでしたが、ベクトル性能は高く、またコンパイラも Cray CFT77 が 80 年代後半に
でてくるまでは日本メーカーの製品のほうがはるかに優れていました。 このため、アメリカ以外で
は富士通、NEC の製品は大きなマーケットをもつようになります。

アメリカでは、色々不可解な貿易障壁が設定されたためもあり、日本のメーカーはこの時期殆ど商
売することができませんでした。

この後、日立は 1987 年にほぼ性能を 3 倍にした S-820 を、富士通は 1988年にVP-2600 を投入し
ます。これらは、性能的には NEC が 1989 年に投入した、4CPU 共有メモリで理論ピーク性能 22
Gflops の SX-3 に対抗するべくもないものでしたが、若干先行したこと、また日本のマーケットで
は性能だけが問題ではない、ということもありある程度は売れています。その次の世代では、日立は
SX-3 とほぼ同じ構成ですが 1.5 倍程度速い S-3800 を 1993年になってやっと出荷したのに対して、
富士通は革命的な VPP-500 を 1992 年に発表、その原型を航技研数値風洞として製造、1993年に
納入します。 これは当初 140 プロセッサ、 238Gflops という驚異的な性能を実現し、共有メモリベ
クトル並列計算機の時代に終止符を打ちました。日立はこの時点でベクトルプロセッサから撤退し、
筑波大学の CP-PACS プロジェクトで開発された疑似ベクトル機能をもったスカラー並列機をスー
パーコンピューターとして販売することになります。これは SR-2201, SR-8000 と続きますが、その
次の SR-11000 は基本的には IBM Regatta そのものでプロセッサの機能付加はしていません。これ
は、 Regatta そのものがほぼ疑似ベクトルと同等の機能を実現できるハードウェアプリフェッチ機
構を備えたものであったからでもあります。

VPP-500はバイポーラ半導体 (BiCMOS, GaASも)を使っていましたが、クロックは 100MHz(NWT
では 105MHz) とそれまでのベクトル並列機から下げることで消費電力とサイズを小さくしていま
す。166 台 (設計最大は 222台)もの並列動作を可能にしたのは、それまでのベクトル並列計算機が
共有メモリ構成だったのに対して、プロセッサ毎にローカルメモリにしてそれらをクロスバーネット
ワークでつなぐ分散メモリアーキテクチャにしたためです。これは、富士通 230-75AP の時代から
ユーザーとして日本のスーパーコンピューター開発を指導し、地球シミュレータの開発をも指揮した
航技研の三好氏と富士通の共同開発の成果です。

VPP シリーズは CMOS 化した VPP-300、それを高速化し、接続台数を増やしたVPP-700, VPP-
5000 と発展していきますが、 VPP-5000 の後継機は開発されませんでした。ここに、富士通の輝か
しいベクトル計算機開発の歴史は幕を閉じることになります。

一方、 NEC はいち早く CMOS 化して 32 プロセッサまで共有メモリとし、さらにそれらを高速
ネットワーク接続することで 512 プロセッサまで構成可能という SX-4 を投入します。富士通 VPP
に比べて価格性能比では劣るものの、共有メモリ構成による使いやすさもあり一定のシェアを確保し
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ます。さらに、地球シミュレータの契約を取り付けたことで 8プロセッサまで共有メモリの SX-6 を
開発し、それを 32プロセッサまで共有に拡張した SX-7、ノード性能を 2倍にひき上げた SX-8 と
続き、現在もその後継の開発が続いています。

26.5 スカラ並列機と地球シミュレータ 2005年まで

前節で、 1980年代にはアメリカではスーパーコンピューター開発が停滞した、と書きましたが、こ
れには異論があるかもしれません。というのは、 1980年代こそ、アメリカで多種多様な並列計算機
の研究開発がなされた時期だからです。研究開発がなされた機械は無数にありますが、科学技術計算
である程度高い性能を実現したものに限定するとそれほど多くはありません。

� MIMD 分散メモリ並列計算機 nCUBE, Intel iPSC, Touchstone

� SIMD 分散メモリ並列計算機 CM-1, CM-2, Maspar MP-1

� MIMD 共有メモリ並列計算機 なんかあった

� 小規模ベクトル機 FPS AP, Ardent TITAN, SCS 等

ピーク性能として、例えば Cray-XMP や YMP を最初に超えたのは Thinking Machines の CM-2
です。CM (Connection machine) はW. Daniel Hillis のMIT での博士論文が元になっており、元々
は人工知能のアプリケーションのための並列処理に適した構成、ということで考案されたものです。

最初に作られたものは CM-1 と呼んでいるもので、これは 1 ビットプロセッサを 1チップに 16個
いれたものを最大 4096 チップ並列につなぐもので、チップ間の結合はハイパーキューブでした。動
作クロックは 5 MHz とかで、浮動小数点演算には 1000クロック以上かかるので 1プロセッサあた
り数 kflops、全体で数 100Mflops 程度でした。

しかし、ファインマンのアドバイス等もあって、浮動小数点演算チップをつけて浮動小数点演算
性能を強化した CM-2 が開発されます。これは 1987 年頃であり、最大構成では 2000個の Weitek
1164/1165 チップセットを使って 20Gflops を超える理論ピーク性能を実現しました。当時の Cray
の最新鋭である YMP に比べて性能では 5 倍以上、消費電力、価格では数分の一であったことにな
ります。

CM-2 は CMOS 高集積 LSI を使った大規模並列計算機のポテンシャルを示すものではありました
が、広く使われるにはいたりませんでした。その大きな理由は、まともなソフトウェアができるまで
にとても時間がかかったことです。

個人的な話になりますが、私は 1987年 10-12 月と TMC で CM-2 を使って多体問題シミュレー
ションをするためのプログラム開発をしていました。当時は C* と呼ばれていた C の拡張版が動作
するようになりつつあったところで、ある程度まともに動く言語は *Lisp と呼ばれる、これは Lisp
の拡張というよりは、ホスト計算機の Lisp から CM のアセンブラを呼べるようにしたもの、とい
う感じの代物でした。 我々 (私、プリンストン高等研究所の Piet Hut, Josh Barnes) は C* でプロ
グラムを書くことにしました。

しかし、これはバグだらけの上に遅い代物で、プログラムを書いているのかコンパイラのバグを見
つけているのか良くわからないような作業でした。バグも結構あからさまなもので、アセンブラコー
ドを見るとすぐにでるべき命令がそもそもでてないとわかる、といったものが多かった、つまり、ま
だあまりだれも使ってないし、開発人員もあまりいない、という感じのものでした。速度も遅いの
で、結局計算時間が問題になるところでは全部アセンブラ命令を並べる、という感じでした。

当時から、数値計算のマーケットに売るためには Fortranがあったほうがよい、ということは理解は
されていたようですが、まともな Fortran がでてくるのはその数年後になります。このため、 CM-2
はハードウェアとして優位に立っていた数年間を、まともなコンパイラが存在せずアプリケーション
を書きようがない、という状況のために棒に振ったことになります。



26.5. スカラ並列機と地球シミュレータ 2005年まで 97

CM-Fortran は非常に良くできた言語で、 Fortran-8X (と当時は呼ばれていたような気がします)
の配列演算表記を取りいれ、最小限の拡張で CM の SIMD 構成を使うこと、また、元々の 1bitプ
ロセッサではなく Weitek の FPU をプロセッサ単位とみなすプログラミングモデルにすることで、

� ハードウェア並列度の削減

� PE 当りのメモリ量の増加

� 浮動小数点レジスタを有効利用した実行性能の向上

を実現しました。逆にいうと、1990年頃まではこれらは実現されておらず、なかなか性能がでない
システムであったわけです。優れたハードウェアに対して適切なソフトウェアを用意するのに時間が
かかりすぎて商品として失敗する、というのはスーパーコンピューター業界ではありふれたことでは
ありますが、そのなかでもかなり目立った例の 1つであると思います。

TMC は 1992 年になって後継の CM-5 を発表しますが、これは Sun SPARC マイクロプロセッサ
に独自開発のベクトルプロセッサをつけたものをノードとする MIMD 並列計算機でした。それでも
CM-2 の経験は良く生きており、ソースレベルでのソフトウェア互換性はあって性能も結構でる良い
機械でしたが、その後の汎用マイクロプロセッサの急速な進歩に独自ベクトルプロセッサでは対応で
きず、1994 年にいわゆる chapter 11 申請を行います。その後メーカーとして復活することはありま
せんでした。

今になって考えると、これは 1992 年という時期になってベクトルプロセッサアーキテクチャを採
用したことの必然的な結果であったと思います。

CM-5 に話がそれました。そういうわけで、 CM-2 は CMOS VLSI の威力を示した最初の機械であ
る、というのがここでは重要なことです。(調子のいい機械で)8MHz と、同時期のベクトルスーパー
コンピューターの 1/10 以下の動作クロックながら、圧倒的に高い並列度でより高いピーク性能を実
現したわけです。

この流れは、もちろん TMCだけが追求していたわけではなく、多様な計算機メーカーや、大学等の
研究者が様々なアプローチで追求していました。この中で重要なのは、 Intel iPSC の系列でしょう。

次の章でもう少し詳しく述べることになりますが、 Intel は 1971 年に世界最初の 1チップマイク
ロプロセッサである 4004を完成させ、そのあと 8 ビットの 8008, 8080, 16ビットの 8086, 80186,
80286、 32ビットの 80386, 80486, Pentium と 1チップマイクロプロセッサの性能を順調に向上させ
てきました。当初は Intel 以外にも多数マイクロプロセッサプロセッサメーカーはあり、また 1980-90
年代の RISC 時代には多くの計算機メーカーが独自 RISC プロセッサを開発しましたが、高速汎用
計算機用としては殆ど絶滅することになったのは皆さんすでにご存知の通りです。

ここでは、そこまでいかない 80-90 年代の話です。CMOS マイクロプロセッサを使った並列計算
機が Cray 等のベクトルプロセッサに対して価格性能比で有利になるのは現在から振り返ると上の
CM-2 で使ったような 1チップで浮動小数点演算を実行でき、10Mflops とかそれ以上の速度が可能
になった 1985年前後になります。それ以前から、 80286+80287 ペアを使った並列計算機の試み等
はありましたが、価格性能比が優位とはいいがたいものであったと思います。

しかし、例えば Weitek チップを大量に使った並列計算機は CM-2 以外にあまり例がなく、価格性
能比という観点から重要なのは、Intel 80860 を使った iPSC/860 と、その後継の Touchstone Delta,
Intel Paragon ということになります。現在から振り返ってみると、Weitek チップを大量に使えば素
晴らしい価格性能比が実現できる、というのは殆ど自明なことに思えるのに、それをほとんど誰もや
らなかったのは何故か？というのは重要な問題ですが、例えば日本では筑波大学の星野先生を中心と
するグループが QCDPAX を作りました。これは Weitek ではなく LSI Logic 64132 ですが、それ
に制御用の 68020 とインターフェースのゲートアレイをつけたものをノード計算機とする超並列機
でした。QCDPAX は科学技術研究費補助金 (特別推進研究)で開発されたものですから、研究費は 3
億円程度のはずで、それで 1989年にほぼ世界最速の 14Gflops に到達した記念すべき機械です。し
かし、 QCDPAX は同時に、汎用プロセッサ+数値演算専用チップでノードを構成する並列計算機、
というアプローチの限界をも示しています。つまり、同時期のベクトルプロセッサに比べて、実験シ
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ステムでは確かに 10 倍程度価格性能比がよいのですが、その程度に留まる、ということです。この
結果が、商品化すると価格性能比が 3 倍程度になり、さらに 1-2 年たつと競争力を失うことになり
ます。

これは、数値演算専用チップというのが、実は 1985 年から 1990 年頃までという非常に短い期間
だけに成り立つ製品であった、ということでもあります。1989 年には Intel から 80860 がアナウン
スされました。これはパイプライン化した浮動小数点演算ユニットをもつマイクロプロセッサであ
り、汎用マイクロプロセッサ+数値演算専用チップ、という構成よりはるかに容易、かつ安価にシス
テムを構成することを可能にしたからです。

こうして、 1990 年代にはいるとそれなりの浮動小数点演算能力をもったマイクロプロセッサを単
純に沢山並べる、というアプローチが並列計算機の世界を支配することになります。 1992 年頃まで
は、先程から何度か名前がでてくる Intel 80860 が良く使われていましたが、このチップ自体は商業
的な成功を収めたとはいいがたく、 Intel はこのチップの後継を作る代わりに 80486 の後継である
80586 (Pentium) にパイプライン化した演算器を搭載し、高い演算能力をもたせました。この高い数
値演算性能は Pentium Pro から現在の Core Duo 2 まで継続して強化されつづけることになります。

Pentium および当時の RISC マイクロプロセッサは、クロックを上げることで当時のベクトルプロ
セッサのスカラ性能と同等、あるいはそれを上回る性能を、ほぼ 1/100 のシステムコストで実現し
ました。さらに、完全にパイプライン化した演算器により、ベクトル計算機との違いもほとんど演算
器の数だけの 2-4 倍程度の差でしかなくなってきました。

Beowulf (PC クラスタ)という考え方がでてきてのはこの頃になります。そのちょっと前に、 NOW
(Netowork of Workstation) という話がでてきて、 Sun や IBM の RISC プロセッサを使わワークス
テーションをネットワークでつないだもので並列処理することでベクトル並列機より高い価格性能
比が実現できる、という主張がなされていました。 IBM は、基本的にその考え方による、SP とい
うワークステーションを高速ネットワークでつないだシステムを開発、販売していました。

しかし、これらはいずれもそれほど規模が大きいものではなく、初期の SP の場合で 64 ノード程
度、 PC クラスタも 16台で結構大きい、という感じのものでした。

一方、アメリカの軍関係の研究所では、 ASCI というプログラムが 1994 年頃にスタートします。
これは、大雑把にいうと実際の核実験の代わりを数値実験でやれるようにしよう、というプロジェク
トで、そのために 10年間で 10億ドル以上の莫大な予算を投入し、数値計算に使える計算機の能力
を 2000年代前半で 100Tflops 以上まで引き上げる、というものでした。このためには 1万プロセッ
サ以上を結合した並列計算機を作ることが求められました。

1万台を結合するためにとられたアプローチは基本的は以下の 2つです。

一つは、 Intel Paragon で採用されたフラットなメッシュネットワークを単純に拡張して巨大なシ
ステムを構成するもので、 1997 年に完成した ASCI Red で採用されました。これは当初 200MHz
の Pentium Pro を 9000台搭載し、1.8 Tflops を実現しました。2年ほど後に 333MHz の Pentium
II にのせかえて Top 500 での 1位を守ったことには驚いたものです。

もう一つは、 Blue, White, Q, Purple で採用された、基本ノードを複数の CPU の共有メモリノー
ドとすることでノード数を減らし、さらに階層的なネットワークにする、というものです。

ここでは、ASCI Qを取り上げることにしましょう。Qは Compaq (納入時には HP)の Alphaserver
ES45 を基本ノードとしたシステムです。 ES45 は 1.25GHz の EV68 (Alpha 21264) プロセッサ 4
チップからなる共有メモリ並列システムで、 1ノード 10 Gflops の理論ピーク性能を持ちます。全
体システムでは 3072 ノードからなり、 30Tflops のピーク性能を実現するはずだったわけです。

このシステムは納入、稼働したはずですが、 Top 500 には 2048 ノードの性能しか記録されていま
せん。 ASCI Q が完成した時点で既に地球シミュレータは稼働しており、その結果 Q は一度も Top
500 の一位を占めることなく終わりました。また、 LINPACK 性能自体、理論ピークの 6割程度と
かなり低いものでした。

LINPACK ですら低い性能しか実現できなかったことは、他のアプリケーションではもっと性能が
でなかったことを意味しています。実際、 2004年の国際会議 SC94 で最優秀論文賞をとった論文は、
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ASCI Q でアプリケーションで性能がでない理由を解明し、ある程度の性能向上に成功した、という
ものでした。そんなものが研究として認められるほどひどい計算機であった、ということです。

ASCI Q の調達コストは 2 億ドルと言われており、ピーク性能でみた価格性能比で地球シミュレー
タとの差が殆どありませんでした。このため、地球シミュレータが ASCI プロジェクトに与えたイ
ンパクトは極めて大きなものでした。時代遅れと思っていたベクトル計算機が時代の先端であるは
ずの高速スカラプロセッサに理論ピークも大して負けず、アプリケーションの実効性能では大きく上
回ってしまったからです。

ASCI プロジェクトで主流であったマイクロプロセッサによる SMPノードをネットワーク結合、と
いうアプローチは破綻していたことにようやく気が付いたわけです。

ASCI プロジェクトは、少なくとも並列計算機のアーキテクチャ開発としては悲惨な失敗であった
ことは疑う余地がありません。地球シミュレータが Computonik などと言われたのは、それが素晴
らしい機械であったからという面はありますが、それ以上に比較される対象であった ASCI マシン
群があまりにもひどい代物だったからです。どのくらいひどいかというのを簡単にまとめておきま
しょう。

ASCI Q は 12000 プロセッサです。簡単のため 240億としておくと、1プロセッサ 200万円です。
性能は 1.25GHz, 2.5Gflops です。 2002 年という時期を考えると、既に 2GHz Pentium 4 は存在し
ており、20万円程度で 4Gflops のピーク性能が実現できました。

ベーシックな指標として、価格当りの主記憶バンド幅とネットワークバンド幅を考えてみます。演
算ピーク性能は地球シミュレータと Q であまり変わらないというのはすでにみたとおりだからです。
地球シミュレータのノード価格は、1ノード 1000万円としておきます。 Q は 4チップの 1ノードで
800万円です。

まず、メモリバンド幅ですが、地球シミュレータは STREAM ベンチマークのうち COPY と言わ
れるもので 32 GB/s を記録しています。従って、 1 GB/s あたり 32万円です。これに対して、 Q
の 1 ノードである ES45 は、 1.25GHz での数字はありませんが 1GHz ノードで 3.5 GB/s という
数字が残っています。従って、1GB/s あたり 228万円となり、1桁近く悪いことになります。ちな
みに、 Intel P4 で最初期の RDRAM をつけたものでは STREAM に数字は 1.5GB/s 程度であり、
値段が 20万として 1GB/s 当り 13万です。地球シミュレータの数字がなかなか良いことがわかると
思います。

地球シミュレータのネットワークは 1 ノード (8プロセッサ)あたり 12.3GB/s ですから、単純に
値段に換算すると 1GB/s あたり 650万円となります。Q のネットワークは多段 Quadrics ですが、
1ノード当り 500MB/s です。従って、1GB/s あたり 1600万円となります。ちなみに、この頃は
Gigabit Ethernet がマザーボードについてくるようになった時期です。 PC クラスタでGbE ですま
すと、20万あたり 1Gbit/s ですから 1GB/sあたり 160万となります。

こうやってみると、ASCI 計画には何か問題があった、ということは明らかです。高価で時代遅れ
と言われてきた (私も何度となくここで書いている)ベクトルプロセッサに比べてさえ、実はより高
価になってしまっているからです。高価になった理由は色々ありますが、

� 物理共有メモリによるコスト増加と、開発費の増加

� SMP 構成であるにもかかわらず汎用の PCI バス等に依存したための I/O 速度の不足

の 2つが重要でしょう。要するに、メーカーが何も ASCI 用の開発をしないで漫然と製品系列の中
から最も高いものを沢山並べて貧弱なネットワークでつなぐ、という感じで作ったから駄目だったわ
けです。

まあ、こんなことは今から振り返れば自明なことですが、アメリカはその結果 1000億ドル近くを
ドブに捨てることになりました。日本の次期計画が、アメリカの悪いところをコピーするようなもの
にならないことを祈るばかりです。
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26.6 地球シミュレータ以後 2005年以降

さて、 2002 年に地球シミュレータがでると、さすがに ASCI は何かが間違っていた、ということに
アメリカは気が付くことになります。まあ、実はその少し前から気が付いていたと思われるわけで、
この時期にいくつか新しい研究プログラムが始まり、 ASCI 自体も ASC に名前を変えるわけです。

研究プログラムとしては HPCS が重要そうに思われるのですが、これについてはまた後で議論す
るとして、2006 年までに新しくはいった大型システムを見ることにしましょう。一つは Sandia Red
Stormです。 Sandiaは Pentium Proベースのメッシュネットワーク機 ASCI Redをいれたところで
あり、 Red Storm はその後継です。しかし、 ASCI Red は Intel SSD (Scientific Systems Division)
が作ったのに対して、Red Storm は新生 Cray がやりました。

Cray については Cray Research, Cray Computer についてすでに触れましたが、XMP 系列をやっ
ていた CRI が 1993 年に T3D をアナウンスします。これは、当時最速の RISC マイクロプロセッ
サであった DEC Alpha 21064 をベースにした超並列機ですが、非常に高速な 3 次元メッシュネッ
トワークと高密度な実装で、 CM-5 等を押しのけて超並列機のマーケットをほぼ支配します。さら
に 21164 ベースの T3E/600 が続き、これは 21164 チップのクロックが 300MHz から最終的には
600MHz まで上がったことにあわせて T3E/1200 まで次々に性能向上版がアナウンスされることに
なり、5-10年に一度しか新製品がでなかったベクトルプロセッサとは違う世界のもの、という印象
を与えました。

ところが、1996年に CRI は経営が成り立たなくなりシリコングラフィックス (SGI)に身売りしま
す。SGI は MIPS ベースのグラフィックスワークステーションから出発した会社ですが、この頃は
分散共有メモリシステムによる Origin という大規模システムに力をいれていました。 T3x の製品
系列は直接 Origin 系列と競合するわけで、整理されてしまうことになります。

MIPS は、 Stanford RISC チップの直系である正統派 RISC プロセッサですが、R10K になってほ
ぼ開発がストップします。1996 年段階では H1, H2 といったものがロードマップに存在していたの
ですが、結局 2003 年に Intel Itanium ベースの Altix システムの出荷を開始するまで、 R10K のク
ロック速度をあげただけの R12K, 14K, 16K といったプロセッサで製品を構築することになりまし
た。これは、結局開発費に見合った売り上げが期待できなくなったため、ということはあると思いま
す。これについても次章でまた触れることにします。

SGI はそのようなわけでスーパーコンピューター市場で有効な製品戦略を構成できず、 2000年に
は Cray 部門を Tera Computer に売却します。

Tera Computer は Burton Smith が率いる、当時は Tera MTA というものを開発していたはずの
会社です。 Burton Smith はこの業界では結構古い人で、1970 年代に Denelcor HEP という非常に
複雑な仕掛けの並列計算機を開発していました。 あまりに複雑なのでここでは詳しい説明はしませ
んが、それでも 1982 年には実際にマシンが完成し、 4 プロセッサ並列で 40Mflops の理論ピーク性
能をもったようです。これは 8台製造され、少なくとも 5箇所に納入されています。但し、この性能
では Cray や、その安いコピーと勝負にならないわけで、 1985 年に Denelcor は倒産します。これ
でこんな計算機はおしまいかと思うと何故かそうではなく、 1988 年に Smith は Tera Computer を
設立します。 で、ずーっと Tera MTA という、 HEP の発展版のような機械を開発していました。
1998年には 2プロセッサのシステムを San Diego Supercomputer Center に納入したようです。こ
れは、1プロセッサあたり 900Mflops というもので、この時点で DEC Alpha とかに比べてどのよう
な意味で競争力があるのか疑わしいものでしたが、Tera は開発資金を調達することに成功し続けて
きました。これがどのようにして可能であったのかは私には良く理解できていません。

HEP にしても、 Tera MTA にしても大きなセールスポイントはシーケンシャルな Fortran プログ
ラムからほぼ自動的に並列性を検出して実行でき、プログラムの書き換えが必要ない、ということで
した。 これはまあ研究費を取りやすいテーマですが、実際にそれが売り物の製品がマーケットで大
きなシェアをとったことはスーパーコンピューターの歴史の中で一度もありません。これはなかなか
興味深いことで、歴史的には Cray-1 と Star-100, Cyber の比較で見たように、それまでの世代より
も使いにくくなると、多少性能が上がっても使いやすい (今までと同じように使える)ものに負ける
のですが、今までよりも使いやすい、というのが売りのものは性能が悪ければ決して売れたことはあ
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りません。

これだけなら、時間がたってもスーパーコンピューターは使いやすくも使いにくくもならないので
すが、よろしくないことに、圧倒的に性能が上がれば使いにくくてもそちらが売れる、というのは歴
史が証明しています。つまり、時間がたつと、スーパーコンピューターは必ず性能はいいけど使いに
くいほうに進化する、ということになります。まあ、どうやっても性能がでないものは売れることは
ないわけですが。

話がそれました。Crayと Teraです。 2000年に Crayを買収すると、Teraはただちに社名を Cray
Inc. に変更します。これにより、アメリカにおけるスーパーコンピューター開発の正統である、と
いう地位を確立しました。ほぼ同時期に T3x の後継といえる Sandia Red Storm の開発契約を得た
わけです。 SGI 傘下では開発できなかったものが Tera にいって可能になったわけで、これは極め
て重要な結果といってよいと思います。

Cray は開発が遅れたものの、 2005年には 1万プロセッサ、 40Tflops のシステムを稼働させます。
これは Cray XT3 として商品化され、かなり順調に売れているようです。

もうひとつ重要なものは、 IBM BlueGene プロジェクトです。これは元々1999 年頃に始まったも
ので、地球シミュレータとは何の関係もありません。

タンパク質の構造・機能のシミュレーションはこれから非常に重要なものになっていく、というこ
とはしばらく以前からはっきりしています。私達がやっている GRAPE も、理化学研究所で発展し
た MD-GRAPE シリーズはタンパク質シミュレーションが 1つの目標です。 IBM でも、それをター
ゲットとして BlueGene というプロジェクトを始めました。

余談になりますが、 IBM 社内で大がかりに始まった研究プロジェクトで、順調に進んだものはそ
れほど多くはありません。スーパーコンピューター関連では既にでてきた 7030, 360/195 と失敗作
を無理矢理商品化したものから、ACS のように中止になったもの等があり、研究プロジェクトでは
無数にいろんなものがあります。

BlueGene も初期は失敗のほうに分類される運命と思わせるものでした。 1 チップに 32個のプロ
セッサ、自己修復するソフトウェア、等ととても現実にできるとは思えない目標が掲げられていたか
らです。

2002年になって、この BlueGene から公式に方向転換したとはいっていないのですが、「より近い
目標」として BlueGene/L (L は Liteの略) という計画がスタートしました。 これは、コロンビア
大学のグループが 格子 QCD 計算用に開発していた計算機 QCDOC に、

� 製造プロセスを 180nm から 130 nm にシュリンク

� プロセッサを 1から 2に増やす

� プロセッサの浮動小数点演算能力もクロック当り積和演算 1つから 2つに増やす

� ネットワークは 4(+2) 次元から 3次元に単純化、その代わり放送等のための専用ネットワー
クを追加。またルータも多少洗練されたものに改良

という程度の変更をして、BlueGeneという名前をつけた、という感じのものです。 IBMは QCDOC
より BlueGene/L に力をいれたので、 BlueGene/L は順調に開発が進み、また LLNL に 360Tflops
のシステムを納入する契約も取り付けることができて、 2004 年になってついに地球シミュレータが
2年にわたって守ってきた Top 500 首位の座を奪取しました。この時はまだ全体の 1/4しかできて
いなかったのですが、現在は全体が完成して Linpack 280Tflops を実現しています。

BG/L のお値段は 1 億円当り 3-4 Tflops 程度と想像されます。これに対して Cray XT3 は 1ノー
ド 100万前後ですが、今だと 2.4 GHz 2 コアとかをつけられますからほぼ 10 Gflops、1億円あたり
1 Tflops が実現できます。こうなると、差は結構小さいのでアプリケーションが決まっててそれが
BG/L で走るとわかっているケース以外では Cray XT3 のほうが、ということになるでしょう。

Cray はベクトル機も実はまだ作っていますが、次はすでにない模様です。
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現在進んでいる日本の京速計算機プロジェクトは、これらのアメリカの新世代のシステムに対して
ASCI マシンに地球シミュレータが示したような優位性を実現することが望まれているわけで、これ
は並大抵のことではありません。



Chapter 27

マイクロプロセッサの歴史
(2006/7/28)

で、マイクロプロセッサです。これがどのように発展してきたかについての一般的な解説とかはいく
らでも良い本があるので、ここではそれがスーパーコンピューティングにとってどういう意味がある
か、という偏った観点からの話をします。

マイクロプロセッサというものが考えられたのは、良く知られているように日本の会社である ビジ
コムが、電卓に搭載するためのカスタム LSI の開発を当時はメモリくらいしか作ってなかった Intel
に依頼したところから始まっています。このあと色々経緯があるわけですが、インテルの技術者とビ
ジコムから出向いた嶋が共同で、カスタム LSI の代わりに基本的なプログラムできる計算機の機能
をもった 4004 チップを開発することになります。これは 1971 年のこと、 pMOS プロセス 10µm
ルールで、わずか 2300 トランジスタのものでした。まだ CMOS ではないのですが、 MOS プロセ
スを採用することで低速ですが集積度の高い LSI を実現できたことが 1チップで 2300 ものトラン
ジスタを集積することを可能にしたのです。

この時期最新鋭のスーパーコンピューターであった CDC 7600 は LSI どころか IC 以前の設計であ
り、 1976 年の Cray-1 で初めて IC が使われました。しかし、それはわずか 4 ゲート程度、 16 ト
ランジスタ相当のものでした。つまり、この時点でチップ当りのトランジスタ数は 100 倍ほど違っ
たことになります。

もっとも、動作クロックは Cray-1 の 80MHz に対して 4004 は 108kHz でほぼ 1000 倍違いまし
た。従って、この時点では処理能力という観点では Cray-1 で使った IC のほうが高いものであった
わけです。単純に考えると処理能力は速度とトランジスタ数の積になるわけですから。

その後の進歩はしかし非常に違うものとなりました。重要な点の 1つは、CMOS ではプロセスを
微細化してトランジスタを小さくすると動作速度も速くなる「スケーリング則」があるのに対して
Cary-1 で使われた ECL 等のバイポーラ技術ではあんまりそういうことはなく、速度は配線遅延で
決まるところが大きくて、配線の長さは発熱密度で決まる、というふうになっていたことです。

このため、 CMOS 技術を使ったマイクロプロセッサでは LSI としての潜在的な処理能力、つまり
トランジスタ数と速度の積ですが、は非常に急激に増加します。

いわゆるムーアの法則では、計算機の速度は 1.5 年で倍、となってますが、上の意味での処理能力
の進歩はもっとずっと速いものです。 1990 年をみてみると、CMOS プロセッサは 1µm ルール、100
万トランジスタ、50MHz の動作速度に達しています。トランジスタ密度では 100 倍にしかなってな
いのにトランジスタ数は増えているのは、チップサイズが大きくなったのが主な理由です。動作速度
は 500倍にもなっていますが、これは 4004 が遅かったためでその後継 (正確にいうとさらのその次)
で 8 bit プロセッサになった 8080(1974年) では MHz を超えています。なので、その後の 15年間
では 10倍程度、ということになって、スケーリング則から大きくはずれていません。
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いずれにしても、20年間でトランジスタ数は 500倍、クロックも 500倍になって、25万倍です。
ムーアの法則だと 20年間でほぼ 1万倍なので、だいぶ低い数字になります。

ここで、スーパーコンピューティングという観点からは、浮動小数点演算の速度が重要です。CMOS
VLSI で意味がある速度を実現したのは AMD Am7902 等 (要確認)ですが、ここでは Intel 8086 16
ビットプロセッサのコプロセッサとして開発された 8087 を取り上げることにします。 8086 は 8080
の拡張版であり、ビット数の少ないプロセッサを無理矢理倍に拡張するという、その後 64 ビットプ
ロセッサになった現在までひきずることになる方針で成功を収めたものです。

Intel がどういうマーケットを想定して 8087を開発したのかは明らかではありませんが、 8087の実
装は IEEE 標準で現在はあらゆる計算機で使われている浮動小数点形式をほぼ初めて実装した (8087
の実装は IEEE 標準確定前に行われた)ものとしても重要な意味があります。それまでは、例えば
CDC 7600 の浮動小数点形式は IBM 360/195 の浮動小数点形式とは違っており、また丸めのやり方
も 0にむかって切り捨てるとかマイナス無限大にむかって切り捨てるとか色々でした。 IEEE 標準
では、「バイアスのない四捨五入」を定義して、理論的におかしなところがない丸めを標準化した他、
無限大、非数等の概念を導入した、いくつかの超越関数に対して、「最終ビットまで正しい」ことを
標準として要求した、等重要な意義がありました。もっとも、これらの標準は、速度よりも精度を重
視するきらいがあり、アプリケーションによっては個々の演算の精度が多少落ちても速く計算できる
ほうが結局良い精度になる場合もある、といった重要な観点が抜け落ちている、という問題はありま
した。

さて、 8087 です。 8087 はビットパターンによって演算にかかるサイクル数が変わる代物なので演
算性能がいくつ、といいにくいのですが、 30kflops 前後であったようです。これに対してほぼ 10年
後の 1989 にでてきた 80860 は 60Mflops で、 2000倍になっています。これは、この時期までは上
で述べたトランジスタ数とクロック速度の積にほぼ比例して性能が向上していた、ということを意味
しています。実際はそれよりもう少し高いです。

このように急速な性能向上が実現できた理由は簡単で、 80860 までは 1つの演算器の速度を上げる
のに増えたトランジスタを使うことができたからです。

浮動小数点演算には乗算と加算がありますが、普通に人間が筆算するのと同じで乗算のほうが大変
であり、早くやるにはそれだけのハードウェアがいります。計算機での乗算の方法というのは、基本
的には人間が筆算するのと同じで、一方の数字と、他方の数字の 1桁を掛けたものを桁数だけ作っ
て、それらを全部加算するわけです。 単純には、ビット長だけの加算器が 1つあって、それがビッ
ト長だけのサイクルを使って加算する、ということになります。加算器を 2つ使って 2個づつ積算す
れば、時間は半分ですみます。 ビット数だけ加算器を並べて一辺に加算すれば、1サイクルで加算
できることになります。但し、加算の順番を工夫しないと時間がかかります。順番を工夫し、さらに
パイプライン化することでサイクルタイムを短くする、というふうに普通しています。

このように、1つの演算をなるべく速くする、ということができる範囲では、演算速度はトランジ
スタ数の増加以上に増えます。 これは単に、加算器の数を倍にしてもトランジスタ数は倍にならな
いからです。他の制御回路や、レジスタファイル等は演算器が大きくなっても回路規模は比例しては
増えません。

これは、実は Cray-1 までのスーパーコンピューターの進歩を繰り返したことになります。スーパー
コンピューターと結構違うのはクロックがどんどん上がったことですが、計算機の構成自体は、特に
浮動小数点演算につてみる限り、要するに 1サイクルで演算ができて完全パイプライン動作するよう
になるまで大きくする、というだけです。

なお、 x86 系では 32ビットになった 386, その高速版の 486 と進化したわけですが、パイプライ
ン化した浮動小数点演算器をもつのはその次の Pentium からになります。

その後 15年の、 2006年現在までの進化を考えてみましょう。2006年夏の時点では Intel Core 2
Duoが浮動小数点演算ピーク性能は高く、1チップに 2コアあってそれぞれ 4演算づつするので 3GHz
クロックのもので 24 Gflops のピーク性能を持ちます。 これは 40MHz の 80860 の 400倍で、必ず
しも悪くはないのですが問題がないわけではありません。トランジスタ数は 300倍 (チェック必要)に
なっているのに、クロック当りの演算数は 4 倍にしかなっていないからです。これに対して、クロッ
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ク周波数は 75倍になっていて、半導体の速度向上以上に上がっています。これは、 Cray-1 以降の
スーパーコンピューターの進化とは非常に異なっていて、その違いが、何故現在スーパーコンピュー
ターは普通の PC のマイクロプロセッサを並べるものになったのか、ということの理由になってい
ます。

バイポーラ素子を使ったベクトル機では、クロック周波数が 1GHz を超えるものは実現していませ
ん。これには色々な理由がありますが、結局はチップ間に沢山配線があるものでそこまでクロック
を上げるのは現実的ではないし、といって 1990年代前半のバイポーラ素子では 1チップにベクトル
計算機の全ての機能を収めるのは困難だったからです。これに対して、CMOS マイクロプロセッサ
では始めから 1チップですから、外とのデータ交換のことを考えずにクロック速度をどんどん上げ
てしまうことができます。これが必要になったのは Intel では 80486 からで、外部バスに対して内
部動作クロックが 2倍とか 4倍のものができました。もちろん、これにより演算速度に対して相対
的にメモリデータ転送速度は遅くなるので、ベクトル計算機が得意とするような単純な配列演算で
は速度が低下します。が、まあ、頑張ってキャッシュとか使うプログラムを書ければそんなに速度は
落ちないはず、という話だったわけです。まあ、これは一般にはそんなに上手くいかないのですが、
とにかくマイクロプロセッサの設計はそういう方向で進んでいくことになりました。

これは Intel x86 だけに限ったことではなく、基本的にあらゆるマイクロプロセッサはこの方向に
いくことになりました。 80860 ではまだこの考え方はなく、メモリから 1クロックサイクルに 1語
転送可能という Cray-1 並のシステムだったのですが、その後急速に相対的なメモリ転送能力は低下
することになります。

この時期のもうひとつ重要な変化は、Intel x86 系のシステムが最初は価格性能比、そしてすぐに絶
対性能でも、より高価な RISC プロセッサを上回るようになったことです。

RISC というのは新しい考え方ではない、というのは Cray が設計した CDC 6600 の項で既に述
べたことですが、実は 1980年前後の初期の RISC (Stanford MIPS や Sun SPARC の原型となっ
た Berkley RISC) は CDC6600 よりもさらにシンプルなもので、 6600 は 90 年以降にでてくる
superscalar 型プロセッサに近いものになっています。

RISC とはではどういうものか、というと、以下のような特徴をもつプロセッサアーキテクチャで
す。これはあまり厳密なものではないですが、

� 命令が固定長である。

� 実行パイプラインが固定段数である。つまり、命令はマイクロコードではなくハードワイヤー
ド論理で実行される。

� 汎用レジスタを持ち、演算はレジスタ間、メモリ・レジスタ間は転送命令である。

� 1クロックに 1命令が投入される。

� 条件分岐もパイプライン処理される。

つまり、このような特徴をもたないものが非 RISC、あるいは CISC と呼ばれる計算機アーキテク
チャである、ということになります。

ここで重要なのは、マイクロコードを基本的にはもたない、ということです。マイクロコードとは
そもそもなにか、というのが問題ですが、これは、非RISC な計算機アーキテクチャでは、「機械語」
というのがそのまま実行されるわけではなく、多くの命令は実際にはより低いレベルのサブルーチン
のようなものの呼び出し、という形で実行されていて、そのサブルーチンのことをマイクロコードと
いう、というような感じのものです。サブルーチンといっても、普通のソフトウェアでのサブルーチ
ンと違ってそこから先はハードウェアで解釈されるので結構高速です。例えば、ハードウェア乗算器
をもたないプロセッサで乗算するのは、加算器を繰り返し使うわけですが、そのためのマイクロコー
ドからしか使えないレジスタとかがあってそれを使うプログラムを書いて乗算するわけです。また、
メモリ転送とかでも長さを指定するオペランドがあって、その指定に従ってループを回る、といった
ことがマイクロコードではできます。
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VAX アーキテクチャでは、多項式評価命令、なんてものがあって、それを使うと浮動小数点演算ユ
ニットの理論ピークに近い性能がでる、逆にいうと普通のプログラムではまず性能がでない、といっ
たこともありました。この、マイクロプログラム方針というのは、比較的複雑な、あるいはハード
ウェアで実現しようとすればハードウェアが大規模になりすぎるような命令を、小規模なハードウェ
アで実現することを可能にしたもので、 IBM 360 や DEC VAX のような、同じ命令セットで性能
が違う製品系列を作ることを可能にする、あるいは世代が変わっても前の命令セットと互換性をとる
ことを可能にする、というような意味で、機械語プログラムの再利用性を高める重要な技術でした。
もちろん、機械語でのプログラム開発自体も、1つの命令が複雑な処理をしてくれる分容易になりま
す。また、機械語が短くなるので、少ないメモリでプログラムが収まる、というのも重要なメリット
でした。

但し、コンパイラを使うことを考えるとそういう複雑な命令が可能なことがいいかどうか、が問題
になります。例えばコンパイラが Fortran や C のソースプログラムをみて、「これを多項式の計算
だ」と判定して多項式の計算機命令を出す、なんてのはあまりありそうにない話だからです。もちろ
ん、言語自体がそういう表現をもっていれば、その表現を命令に変換することはできます。しかし、
それでは言語が特定のプロセッサアーキテクチャに依存することになって、移植可能性に制限がでて
きてしまいます。

そういったことを考えると、コンパイラはあまり複雑で多機能な命令はどうせ使えないんだから、マ
イクロコード自身みたいな基礎的な命令だけあればいいんじゃないか？ということになります。RISC
の基本的な考え方はそういうものでした。これにより、コンパイラは結局より効率が良いコードを出
せるようになり、ハードウェアは単純になって性能が上がり、と 2重に良いことがあったわけです。

80年代の終わりから 90年代の初めにかけては、これらの RISC プロセッサがそれまでの RISC で
はないアーキテクチャのシステム、 インテルの 80386 やモトローラの 68K 系、 DEC VAX、 IBM
の 370 アーキテクチャといったものに比べてクロック当りで高い性能をより小規模なハードウェアで
実現し、さらにクロックも上げることに成功しました。その結果、 80386 以外の非 RISC プロセッ
サは、少なくとも汎用コンピュータ用としてはほぼ絶滅します。その中には日本の TRON プロジェ
クトで開発されたプロセッサもありました。

しかし、 RISC プロセッサが高い性能を出すようになった時期というのは、実はその後の発展の方
向が見えなくなった時期でもありました。浮動小数点演算については、既に述べたように Intel が開
発した RISC プロセッサ 80860 が 1 チップでほぼ完全な浮動小数点演算パイプラインを実現しまし
た。整数演算についてはもっと初期の RISC で完全なパイプライン化が実現されています。そうな
ると、さらに沢山のトランジスタが使えるようになった時にどうすればいいか？という問題が生じる
わけです。

そこでとられた開発方向の 1つがスーパースカラでした。これは、要するに、ハードウェアは 2つ
とか 4つとかそれ以上の命令を並列に実行できるように作る、命令は順番に並べるけど、実行時に解
析して実行できるものから実行し、可能なら並列に実行できるものは並列に実行する、というもので
す。これは、とても大変な上に先がない技術で、例えば 4 個実行ユニットをつけても 1 つだけの単
純な RISC に比べて 1.5-2倍くらいしか速くならないのですが、ハードウェアは 4倍どころか 16倍
くらいいる、という感じのものです。

もうひとつは、実行パイプラインを深くして (段数を増やして)クロック周波数を上げる、というも
のです。 結局、 RISC であったプロセッサでもこういうことを一杯してどんどん複雑になることに
なりました。

さて、CISC は 80386 とその後継の 486 以外は殆ど絶滅した、というのは既に述べたわけですが、
これら x86 プロセッサは絶滅しませんでした。その理由の 1つは単純に MS-DOS や Windows はこ
れらのプロセッサでしか動かなかった、ということでしょう。 もう 1つは、これらのプロセッサは
沢山作られたせいもあって非常に安価で、安い計算機というのは値段に比例以上に性能が落ちても
売れるからです。そういうわけで、 386、486 と安いけれどあんまり速くないプロセッサ、という存
在であったわけですが、 1993 年の Pentium から話が変わってきます。浮動小数点演算に関する限
り、完全パイプライン化した演算ユニットを持ち当時のいくつかのスーパースカラ RISC プロセッ
サ、特に SuperSPARC に比べてむしろ高い性能を発揮しましたし、整数演算でもスーパースカラを
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採用してそこそこ高い性能を実現したからです。これは、当初 0.6 µm のプロセスで 500万ものトラ
ンジスタを集積することで可能になったものです。

1995 年に投入された Pentium Pro、その改良版の Pentium II となると、もっとすさまじいことに
なります。これらは普通 P6 アーキテクチャと呼ばれますが、P6 アーキテクチャでは x86 命令がそ
のまま実行されるのではなく、命令がキャッシュから読み出された時点で RISC 風の命令に変換さ
れ、そのRISC 風の命令がスーパースカラな実行ユニットで実行される、という仕掛けになったので
す。これにより、同時期の多くのRISC プロセッサに匹敵する速度を、しかしはるかに安価に実現し
たのです。しかも、1978年に投入された 8086 と相変わらず互換性をもったままでそれを実現したわ
けです。

この方式は、ある意味でマイクロプログラム方式の復活みたいなものですが、変換されたマイクロ
プログラムがスーパースカラユニットで実行時に並列動作することで、互換性を維持したままで高い
性能を実現できるようになりました。互換プロセッサメーカーであった AMD も K5, K6 といった
プロセッサで同様な方式を導入しました。歴史的には、最初にこの方式を導入したのは Nexgen 586
だったようで、この会社は次の Nx686 の開発中に AMD に吸収され、 AMD は K6 の名前でこれ
を販売します。さらに、その開発チームが AMD K7 (Athlon) を完成させ、 Pentium Pro 系列の最
終版である Pentium III を上回る性能を発揮することになります。

この頃になると、半導体工場の建設も多額の費用を必要とするようになり、元々半導体工場をもっ
ていなかった Sun や MIPS はともかくとして、自分で工場まで作っていた DEC や HP はプロセッ
サ開発を続けることが困難になります。DEC は会社自体がなくなって Compaq に吸収され、その
Compaq 自体が数年のうちに今度は HP に吸収されることになりました。インテルは巨大な販売額
を背景に、半導体プロセスの進歩で他のマイクロプロセッサの 1歩も 2歩も先をいくことになりま
す。さらに、自社で論理設計から半導体製造までやっていること、莫大な開発費をかけられることを
生かして、他のマイクロプロセッサでは困難な非常に高いクロックでの動作を実現します。

つまり、P6 アーキテクチャになって x86 の命令セットとスーパースカラな実行ユニットが切り離
された時点で、 RISC か CISC かという命令セットの違いは殆ど意味をもたなくなり、実行性能は
回路設計や半導体工場自体にかけられるお金で決まる、というのに近い状況になってきたわけです。

そうなると、生産量が少ない分開発費がかけられない x86 以外のプロセッサが死滅するのは時間の
問題、ということになります。それをもっとも象徴的に表しているのがインテル自身が開発してきた
Itanium プロセッサでしょう。

Itanium は 1994 年頃からインテルと HP が共同開発してきた、 64ビットVLIW プロセッサです。
VLIW (Very Long Instruction Word) は、 RISC をもっとも力任せに並列動作させようというもの
で、複数の実行ユニットに対する命令を 1つの「長い命令語」としてまとめて、それがクロック毎に
投入される、というものです。80年代終わりに Multiflow といった会社で開発されていました。一
見よさそうにみえますが細かい技術的な問題が一杯あります。レジスタファイルをどうするか、条
件分岐命令をどうするか、機械語プログラムがやたら長くなるのをどうするか、といったものです。
レジスタファイルの問題は特に深刻で、実行ユニットが 2つあってパイプライン動作できるために
は、演算だけを考えてもレジスタファイルから同時に 4語読出して 2語書ける必要があります。アク
セスポートが 6個いるわけです。メモリ転送命令もあるので必要なレジスタファイルの能力はもっと
増えます。また、結局同時に沢山アクセスされるので、トータルのレジスタファイルの語数も大きく
ないと効率がでません。そうなると、ハードウェアのサイズは語数とアクセスポート数の積くらいで
大きくなる (実装によりますが最近はそういうのが多い)ので、実行ユニット数の 2乗くらいに比例
してレジスタファイルが大きくなってしまいます。

条件分岐も問題で、実行時に条件分岐を少なくするようなコンパイル手法などが研究されています。

そういうわけで VLIW はなかなか上手くいかないのですが、インテルは x86 とは別に 64 ビット化
した新しいアーキテクチャとして Itanium の開発を始め、それに VLIW を採用したのです。 VLIW
といっても Multiflow で開発されていたような 7 命令とか 14 命令とかではなく、 3 命令にすぎな
いものでした。

しかし、その開発は難航し、製品がでるころには自社の x86 プロセッサに価格性能比で全く対抗で



108 CHAPTER 27. マイクロプロセッサの歴史 (2006/7/28)

きない、という状態が最初の製品の出荷を始めた 2001 年 (当初は 1999年に出荷開始予定)からずっ
と続いています。難航した一つの理由は、3命令では並列度が足りなくて、スーパースカラな実行方
式もとりいれることになった、ということでしょう。それではなんのために VLIW にしたのかわか
らないわけです。

結局、1つのプロセッサに使いきれないほどの沢山のトランジスタが 1チップに載るようになった
時点で、命令セットの違いを実行時のコード変換で隠蔽することが可能になり、その結果アーキテク
チャの違いにあまり意味がなくなった、というのが現状です。このため、沢山お金をかけて頑張って
作ったところが勝ち、みたいな状況になってしまっているのです。

スーパーコンピューティング、という観点から見ると、しかし、これはなんだかつじつまがあわな
い話になっています。単純な話として、1989 年の 80860 に比べて 2006年のマイクロプロセッサは
トランジスタ数が 500倍なのに、演算器の数は 4倍にしかなっていないのは何故か？もうちょっと違
う方法はないのか？というのにあまり理解できる説明はないからです。

次章では、スーパーコンピューターではそもそもどんなことをしているのか、という観点から、も
う一度その辺りを検討することにしましょう。



Chapter 28

スーパーコンピュータで何をするのか
(2006/7/30)

私達はなんのためにスーパーコンピューターを作り、それを何に使っているのか、というのは、スー
パーコンピューティングの発展の歴史と今後の方向を考えるなら基本的に重要な問題である「はず」
です。ここで「はず」と書いたのは、話はそんなに簡単ではないからです。

スーパーコンピューターというのも道具で、特に良くできた道具というのは大抵作った人が考えた
こと以上にいろんなことに使われるものだからです。これは、そもそも最初コンピューターの 1つで
ある ENIAC にあてはまることです。 ENIAC は元々弾道計算のための常微分方程式を解くことを
目的として開発を始められたのですが、完成が第二次世界大戦がおわった後になったこと、フォン・
ノイマンという天才が途中からとはいえかかわったこと等があって、もっとはるかに広い応用があ
る、ということが早い時期に理解されることになります。

つまり、「機械的に手順をふんでいって解くことができる問題」であれば、原理的にはなんでも計算
機で解くことができ、しかも人間が解くよりも何千倍、何万倍も速くできる、ということがわかった
わけです。

これは、科学のあらゆる分野に大きな影響を与えることになります。その理由は簡単です。自然科
学の法則は普通数学の方程式の形、具体的には時間変化を与える微分方程式の形で書かれるのです
が、その方程式が紙と鉛筆で計算して答がでる、ということはほとんどないからです。しかし、大抵
の方程式は計算機を使って近似解を求めることはできるので、それで様々な実用的な目的、あるいは
学術的な目的にも、役に立つことになります。

フォン・ノイマンとメトロポリスは ENIAC を使ってマンハッタン計画 (原爆の開発)に関する計算
をした、と記述している資料もありますが、詳しいことは不明です。水爆の計算にも使われたよう
ですが、能力、特にメモリ不足であまり良い答がでなかった、という資料もあります。しかし、フォ
ン・ノイマンが指導して作られた多くの計算機の中で、特にロスアラモスに設置された MANIAC
(Mathematical Numerical Integrator and Computer, あるいはMetropolis and Neumann Invented
an Awful Computer) は、エドワード・テラーらによって水爆の開発のために必要な計算に使われた、
というより、そもそもそのために開発された、とされています。

ベーテ1によると

Early in 1952 the MANIAC at Los Alamos came into operation and was

immediately put to work in the thermonuclear program. This machine

had been built with thermonuclear calculations specifically in

mind. In the program leading to Mike and later to Castle, the

1http://www.fas.org/nuke/guide/usa/nuclear/bethe-54.htm
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resources of the new machines were taxed to the limit.

ということです。既に述べた IBM 7030 はこの MANIAC の後にロスアラモスに納入された機械で
あり、主目的は同じです。一方、フォン・ノイマン自身がプリンストン高等研究所で開発した IAS コ
ンピュータは、水爆の計算にも使われましたが天体物理の計算 (星の内部構造の方程式を解く)、気
象計算 (流体計算による天気予報)から、初期の人工生命の研究まで、極めて多様な目的に使われる
ことになります。

この、非常に多様な目的にスーパーコンピューターが使われる、ということは現在になっても本質
的には変わっていないのですが、 IAS コンピュータの時代と現在では一つ大きな違いがあります。
つまり、IAS コンピュータの時代には、それ以外に計算機というものはなかったので、計算機が必要
であるようなあらゆることがそれらでやられたわけですが、現在では普通のパソコンというのはど
こにでもあり、計算が必要といっても大抵のことはそれでできてしまう、ということです。

実際、現在のパソコンの能力は、1990年代前半の NEC SX-3 や Cray C-90 といったベクトル並列
計算機の時代の最後を飾るシステムとほぼ同等になっています。このために、これらの計算機ででき
ていたことは、実際に現在はパソコンでできます。そうなると、パソコンでできることにスーパーコ
ンピューターを使うかどうか、という問題になります。

実は、もうちょっと本質的な問題があります。それは、「演算性能当りの値段」です。パソコンの値
段はピンキリですが、今だとまあ 20万円出すと最新のプロセッサをのせた、ほぼ最高性能の近いも
のが買えるでしょう。2006年 8月だと、Core 2 Duo を搭載して理論ピーク性能が 16 Gflops、といっ
たところになります。つまり、大雑把にいって 1 Gflops が 1万円で買えるわけです。

これに対して、この 3 月に高エネルギー加速器研究機構が導入したスーパーコンピューターは、日
立の SR11000 (2.15Tflops) と IBM BG/L (57.3Tflops) の合計 60 Tflops で、レンタル費用は 5年
間合計で 35 億円と言われています。つまり、 1 Tflops が 6,000万円、1Gflops で 6 万円、となり、
BG/L という現在のスーパーコンピュータの中で最も価格性能比が良いものをもってきてもハイエ
ンドの PC を買うより 4 倍ほど価格性能比が悪いわけです。パソコンの場合、さほど性能を下げな
いで値段を 10万以下にすることはそれほど難しくないので、4倍というよりは 10というほうが正
確です。もしも、 BG/L ではなく SR11000 や NEC SX-8 をメインにしたシステムにすると、価格
性能比は 50倍以上違うことになります。

実は、現在の瞬間では、このことがどういう計算がスーパーコンピュータでされているか、を決め
ています。つまり、安いパソコンを沢山買ってきて並べるのではできない、あるいはできないことに
なっている、あるいはできるかもしれないけどまだ誰もやっていない、といったところのもの、ある
いは計算機を買う人と使う人が全く別で、使う人はお金のことをあまり考えなくていいところになっ
ています。

膨大な計算能力が必要であるはずなのに、それをスーパーコンピューターではなくパソコンを沢山
もってくることで解決している典型は Google でしょう。2006年時点で Google のサーバは数十万台
規模だそうで、アメリカのどの研究所にあるどのスパコンよりも大きい、というよりそれらを全部合
わせたくらいあるわけです。 Google の競合と比べた優位性にはいくつかの理由がありますが、計算
機の性能当りのハードウェアコストの低さ、というのは結構大きな要因です。

では、実際にどういうところに売れているのか、というのを見るため、代表的なスーパーコンピュー
タといえる NEC SX-8 がどんなところに売れているのか少し調べてみました。これが実はなかなか
すぐにはわかりません。 NEC のプレスリリースでは、英国気象庁、北陸先端科学技術大学院大学、
ドイツ HLRS (シュトゥットガルト・ハイパフォーマンス・コンピューティング・センター)、電力中
央研究所、大阪大学レーザーエネルギー学研究センター、スズキ株式会社等です。この中で 2006/6
の Top 500 リストに入っているのは HLRS だけです。阪大のシステムは結構小さい (理論ピーク
96Gflops)ものなので、まさかこれだけしか売れていない、というわけではないと思いますがそんな
に数がでているわけでもないようです。ただ、私が知っているだけでも京都大学基礎物理学研究所、
東北大学流体科学研究所、とまだいくつかのセンターにははいっているので、受注毎に全て発表して
いるわけではないと思います。しかし、発表されているものの例えば 10倍以上売れているか？とい
うとそういう感じではありません。結局、スズキ以外は「役所」であり、コスト・ベネフィット意識
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が薄いところである、といってしまってもそれほど間違いではないと思います。

実は今年度から私が代表ということになっている国立天文台のスーパーコンピューターシステムに
ついても、 2001 年には富士通のスーパーコンピューターVPP-5000が納入されています。まあ、そ
の、5年前には今程パソコンとベクトル計算機の価格性能比の差は大きくなかったので、これはま
あ、、、というところもあります。

しかし、現在の時点でパソコンより 50 倍割高な機械を買うべきか、というのはなかなか問題で
しょう。

もちろん、一つの大きな要因は、ソフトウェアをどうするか、誰が書くか、ということです。国立
天文台もそうですが、大学や国立研究所のスーパーコンピューターのユーザーの多くは自分達でプロ
グラムを書いています。例えば 5 年毎の計算機の更新の度に、今までのプログラムが全く使えなく
なったのでは書き直す間研究がストップしてしまいます。 また、一人の研究者がある計算機アーキ
テクチャやそれ用のソフトウェア環境に慣れて性能が引き出せるようになるには数年はかかるので、
その意味でも計算機がくるくる変わったのでは話になりません。

ちょっと余談になりますが、私達が GRAPE プロジェクトを始めた時の、私個人の結構大きな動機
は、まさにこの、汎用計算機では数年毎にもっとも性能がでるアーキテクチャは変わってしまうの
で、それについていくためだけにプログラムを書き直すのはなんだかむなしい、というものでした。
自分で専用計算機を作るなら、その作った部分についてはそもそもプログラムを書くとかしなくても
性能がでるようにハードウェアを設計すればいい、と思ったわけです。

現在、古典的なベクトル並列や Cray XT3 のような高価な並列計算機がどういう分野に使われてい
るか、ということは、必ずしも対象とする問題の性質や計算法の性質だけで決まっているわけではな
く、ソフトウェアの蓄積がどの程度あるか、あるいはソフトウェア開発にどの程度費用とマンパワー
をかけられるか、といった経済や研究コミュニティの文化の問題が大きい、ということにはもっと注
意が向けられるべきだと思います。

もうちょっと違う言い方をすると、「現在、こういった計算がスーパーコンピュータでは行われてい
ます」と紹介することは、ある程度まで「こういった分野ではソフトウェアの進歩がハードウェアの
変化に対応できなくなっています」ということを示すことになってしまうわけです。

次回には、では、ただパソコンを沢山並べたものとスーパーコンピュータには違いはあるのか、と
いうことをもう一度考え直してみましょう。





Chapter 29

パソコンとスパコン、その2
(2006/8/9)

前回の話のテーマは、要するに昔はスパコンのほうが値段当りの性能が良かったのに、今は逆転して
いて普通のパソコンが一番値段当りの性能が良くなっている、ということでした。

技術的には、そうなった理由は簡単です。IC の集積度が低くて、1つの浮動小数点演算器を沢山の
素子、リレーでも真空管でもパラメトロンでもトランジスタでも IC でも LSIでもいいですが、で構
成していた時代には、素子の数を倍にすると計算機の性能は倍以上になりました。これは、増えた素
子の多くを演算器の性能を上げることに使えたからです。このために、値段が高い計算機のほうが値
段当りの性能が良かったのです。これには グロシュ (Grosch) の法則という名前がついています。

ところが、実はスーパーコンピューターという言葉を定着させた Cray-1 の出現後、この法則は成
り立たなくなりました。もうちょっと正確にいうと、パイプライン化してクロック毎に 1とか 2演算
できる計算機がある値段で構成できるようになると、グロシュの法則はそれよりも安い計算機では成
り立つけれど高い計算機では成り立たたなくなります。クロック毎に 2演算よりも性能を上げるに
は、乗算器や加算器を複数使わないといけないのですが、そのためには演算器以外の余計な回路が普
通は演算器の数以上に増えてしまうからです。

半導体技術はどんどん進むので、過去 30年の間、というよりは実際には 1975 年から 1990年まで
の間に起こったことは、 グロシュの法則が成り立つ領域が 1チップのマイクロプロセッサまで降り
てきてしまい、実際上消滅した、ということです。その結果、なるべくお金をかけないでマイクロプ
ロセッサを沢山並べるのが、最も効率的に高い性能の計算機を構成する方法になってしまったわけ
です。

もちろん、ただ沢山買ってきて並べただけでは、それぞれを別の計算に使うならともかく、全部を
使って 1つの計算、例えば流体シミュレーションやタンパク質のシミュレーションをするには使えな
いので、なんらかの方法でつなぐ必要があります。それも、しかし、今ならマザーボードにおまけで
ついてくるギガビットイーサネット (GbE) インターフェースを使ってつなぐのが値段的には安いの
で、それで性能がでるならそれですまそう、ということになります。というより、それより少し速い
ものを要求するといきなり値段がパソコン本体よりも高くなるのでなかなか難しいわけです。

それでも、結局現在はそういうもの、つまりパソコン用のマイクロプロセッサを使って、それを少
し速いネットワークでつないだ計算を、 Cray という名前がついた会社でさえ売っている、という状
況になっています。それ以外に色々過去の化石のような製品がまだありますが、それらは古いソフト
ウェアを動かす必要性とかくらいしか理由がなくなってきています。

ソフトウェアが問題になるのは、ソフトウェアの開発には結構時間がかかるのに、ハードウェアは
10年もたつとデバイス技術、というより単純に使えるトランジスタの数が 100倍変わるので、本来
最も性能がでるような計算機構成法は全く変わってしまうからです。
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この状況を非常に大雑把にまとめると、以下のようなことがいえるかもしれません。

1. ある時点でもっとも価格性能比が良いスーパーコンピューターは、大体 10 年くらい前のデバ
イス技術に最適なアーキテクチャになっている。普通に使われているものはさらに 10年くら
い前のデバイス技術向けである。

2. ソフトウェアは、多くの場合に 10年くらい前のハードウェア向けであり、しかも十分に最適
化されているわけではない。

しかし、突然こんなことを言われても納得できないですよね？スーパーコンピューターで使われる
ソフトウェアはどんなものでどんなふうに作られるか、というのを、私の経験を中心にまとめてみ
ます。



Chapter 30

スパコンのソフトウェア (2006/8/13)

私がスパコンといえるようなものを初めて使ったのは 1985年の終わり頃で、修士課程 1年の時でし
た。その頃は (今もやってるのですが)球状星団の N 体シミュレーションというものをやっていまし
た。これは、やりたいことは非常に単純です。

なにもない真空中に、質点 (質量はあるけれど数学的な意味では大きさがない、つまり無限に小さ
い、点)を適当にな形に一杯おいて、ある瞬間に手を離したとします。そうすると、それぞれの質点
は他の全ての質点からの重力を受けて運動します。

もちろん、最初にそれぞれの質点に全く速度を与えておかないと、重力で引き合うので全体として
つぶれていってしまいます。適当に速度をランダムに与えておくと、全体としてはつぶれていかない
ようになります。球状星団というのは、実際ににそういう具合に 100万個くらいの星が集まってで
きているものです。銀河系の中に 100個以上あります。そういったもののシミュレーションを計算で
やろう、という研究をしていたわけです。

球状星団のシミュレーションをしてどんな素晴らしいことがわかるか、という話は長くなるのでこ
こではしません。修士の最初の半年くらいは、国立天文台の汎用計算機を使っていました。これは単
純に計算機使用量が安かった (実はタダだった)ためです。東大の大型計算機センターの汎用計算機
は国立天文台のよるずっと性能が良く、さらにそれよりも数十倍性能がでるスーパーコンピューター
もあったわけですが、始めからそんなのをどんどん使えるほど研究室に (というか指導教官に)研究
費の手持ちがなかったのです。

計算プログラムは、ケンブリッジ大学天文学研究所に Sverre Aarseth という人が書いた NBODY5
という名前のついたプログラムを使いました。これは Fortran 77 で書かれた 5000行程度のもので
す。元々 Aarseth はミニコンである DEC VAX 用に書いていましたが、京都大学の稲垣さんが京都
大学の計算センターの富士通 M-380 で計算していたのでそのプログラムを磁気テープでいただいた
記憶があります。

使う質点粒子の数が増えると計算時間は粒子数の大体 3乗で増えるのですが、100粒子くらいの計
算だと 1時間かからない、400体だと数十時間かかって国立天文台三鷹では限界、となりました。野
辺山宇宙電波観測所には三鷹よりだいぶ早い計算機があったので、そちらを使わせてもらう、とかい
うこともして、ある程度結果がまとまってきたのででは東大センターのスーパーコンピューターで大
きな計算 (1000粒子)をやろう、ということになりました。

そのため、まず計算プログラムをスーパーコンピューターで性能がでるように書き直す必要があり
ます。具体的には、計算量が多い DO ループを、「ベクトル化」ができる形、さらには単にベクトル
化される、というだけでなく性能がでるように色々な変形を行います。これは、東大センターのほう
で色々詳しい資料やガイドを準備してくれていたので、それを参考に変更してはプログラム解析プロ
グラムやベクトル化コンパイラにかけたり、実際に短い計算で時間を測定したりして段々改善してい
きました。
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これにかけた時間が 1ヶ月くらいだったと思います。その後実際に大きな計算を始めます。スーパー
コンピューターは沢山の人が使うので、1人が 1つの計算に占有 (実際には数人で分割)して計算で
きるのは最大 CPU 時間で 1時間、と決まっていました。実際にはもっと長時間の計算をしたいの
で、1時間くらいたったところで計算の中間状態をファイルに落としておいて、次はそのファイルを
読み込んで計算を続ける、ということをするわけです。

結局、15時間程度の計算をしたはずです。1日 1時間以上はなかなか使えないので、これだけの計
算に実時間では数週間かかりました。

まあ、このへんはどうでもいいのですが、ここでは元々ベクトル計算機ではない計算機用のプログ
ラムがあり、それをそのプログラムの元々の開発者ではないユーザーの私が修正してベクトル化して
使う、ということをやったわけです。

その後、 1989 年に GRAPE プロジェクトを始める前までのことを考えると、Cray-XMP, CDC
Cyber205, ETA-10G, NEC SX-1, 日立 S-820、富士通 VPP-400 と色々なベクトル計算機を使いま
したが、どの場合でも基本的には上で述べたような、既にあるプログラムを少し手直しして使う、と
いうことができました。

もっとも、この中で結構駄目だったのは CDC Cyber205/ETA-10G で、書き換えの範囲は結構広
いし、場合によってはアセンブラ命令を使うとかしないとなかなか性能が上がりませんでした。

これらのベクトル計算機と並行して、色々な並列計算機を使ってみる、というのもやっていました。
慶応の川合先生のところにあった PAX-64J (32CPU版だったと思いますが)、 Thinking Machines
CM-2、といったものです。特に CM-2 は、1988年の秋から冬に寒いボストンに送り込まれて、あ
んまり知り合いもいないところで一人淋しくコンパイラのバグをとるなかなか暗い日々だったので
すが、そういうことを抜きにしても並列計算機とベクトル計算機では使いやすさに雲泥の差があり
ました。というのは、単純な話、人が書いた Fortran プログラムを受け付けるようなコンパイラが
そもそも存在していないからです。

PAX-64J では SIMPLE-P (？、確認必要)という PASCAL ライクな言語が動いていました。CM-2
では並列 LISP (*Lisp) と並列拡張がある C (C*)、それらから直接呼べるアセンブラ、といったも
のでした。

もしも、これらの計算機で先程述べた NBODY5 を動かそうと思ったら、その頃 5000行くらいあっ
たプログラムの全部を、Fortran からこれらの計算専用の言語に移植する必要があったわけです。し
かも、同時に元々やってなかった並列処理をして、しかも沢山のプロセッサ間で通信して並列処理を
するのですむように必要ならアルゴリズムも変更して、ということになります。こんなのはもちろん
実際には不可能で、これらの並列計算機で私がやったことは、計算アルゴリズムの複雑なところは後
回しにして基本的な部分だけを移植し、性能評価をする、という感じのことでした。

5000行というのはさほど大きなプログラムではありませんが、しかし、別の言語、別のアーキテク
チャの機械で書いて同じ答がでるようなものを有限の時間で作れるようなものでもありません。問題
は、ソフトウェアの変更の鉄則である

「一度には一ヶ所しか変更しない」

を守ることが不可能である、というよりなにもかもを全部変更しないといけない、に近い状態になる
ことです。

この、NBODY5 というプログラムは多少の変更を経て NBODY6 という名前になり、2006年の現
在も当初からの開発者である Aarseth によって開発、メンテナンスが続けられています。 NBODY6
はシングルプロセッサ、あるいは共有メモリの計算機用であり、分散メモリのシステム用には MPI
を使って並列化した NBODY6++ というプログラムが 90年代中頃からハイデルベルグ大学のグルー
プによって開発、メンテナンスが続けられています。このコードは、 NBODY6 の元々のプログラム
のほとんどのところは並列化しないで、 MPI で動いている全部のノードで重複した計算をします。
計算量の多い粒子間の重力の計算のところだけは並列化する、というアプローチをとることによって
並列化のためのプログラムの変更を最小限にし、上に書いた
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「一度には一ヶ所しか変更しない」

というアプローチで NBODY6 から開発されてきたものです。それでも、NBODY6 での改良点を取
り込んでいくのは難しくなってきています。

私達は GRAPE という、こういったシミュレーション向けの専用計算機を作る、と試みを 1989年
に始めました。この場合もアプローチは NBODY6++ と同じで、というか私達のほうが先ですが、
計算量の殆どを占める粒子間の重力の計算だけに自分達で作った専用計算機を使い、それ以外のと
ころは普通の汎用計算機、最初の頃はワークステーションで今は普通の PC ですが、を使う、その
ため計算コードの 99% は Aarseth が書いたものをそのまま使う、というふうにしてきています。ま
た、幸運なことに Aarseth 本人が GRAPE を気にいってくれて、GRAPE のためのプログラム開発
もやってくれています。その結果、球状星団のシミュレーションについては、最新鋭の GRAPE で
初めから Aarseth のプログラムが動く、という状態になっています。

もちろん、このやり方には限界があります。並列計算機にしても GRAPE にしても、相互作用の計
算があまりに速くなると、どんなにその部分の計算量が多くても、いつかはそれ以外の残りの部分が
問題になってしまいます。これは、良く知られたアムダールの法則というものです。

アムダールの法則とは、ある問題を解くあるプログラムを考えた時に、全体の計算量を 1 として
α(< 1) の部分だけを β 倍速くできるような計算機を考えると、 βがどんなに大きくても計算全体と
しては 1/(1− α) 倍しか速くならない、というものです。例えば 99\% の部分を 10倍速く計算でき
たとしたらほとんど 10倍速くなりますが、 100倍の時は全体としては 50倍、1000倍の時でも 90
倍にしかならないわけです。

この法則の算数は自明ですが、それが計算機の作り方、使い方にとって何を意味しているかはそん
なに自明ではありません。上は、ある問題を、あるアルゴリズムで解く、あるプログラムについて、
の話であって、例えば問題を変えなくてもアルゴリズムを変えれば話は変わるし、アルゴリズムは
同じでもプログラムの書き方によって話は変わるし、また、問題自体も見方によっては変わるから
です。

1つの例として、重力 3体問題を考えてみます。重力 3体問題とは、お互いに重力を及ぼしあう 3
つの天体がどう運動するか、という問題です。天体が 2つの時には数値計算しなくても答が求まる、
というのはニュートンの偉大な業績ですが、では 3つ以上では、というか、まず 3つではどうか？と
いうわけです。

もちろん、例えば太陽系の惑星の運動だって、惑星が複数あるから単純に 2体問題というわけでは
ありません。しかし、この場合にはまずそれぞれの惑星の運動を太陽からの重力だけを考えて解いて
おいて、それを基準にしてそれからのずれの部分を計算する、という方法で、精度良く計算できま
す。そういう方法を使って、 ラプラスやラグランジュといった人達は惑星の未来の位置を精度良く
予測することに成功したのです。こういうやり方を摂動法といいます。

が、そういう方法は、「基本的には 2体問題とみなせる」という特別な状況でしか使えません。例え
ば、地球の質量は太陽の 100万分の 1、最大の惑星である木星でも 千分の 1です。そういう時には、
木星の重力の地球の運動への影響は小さいので、上に述べたような扱いができます。しかし、例えば
月の運動になると話がややこしくなります。月は地球を回っているわけですが、太陽は遠いとはいえ
大きいのでその影響は大きいですし、また地球からも近いので地球が完全な球ではないことの影響
も受けます。これらのために、月の軌道を正確に遠い将来まで計算するのは結構難しいことです。

地球に近付く、あるいは衝突するような小惑星や彗星だと、その軌道計算はもっとややこしくなっ
て、基本的には計算機で数値計算するしかなくなります。また、惑星の軌道でも、非常に遠い将来の
ことまでを考えると、上で述べた摂動法が正しい答を出すかどうかが問題になって、数値計算も必要
になってきます。これらの問題では、天体 3個とか、太陽系全体でも 10個とかの非常に小さい系の
計算をする必要があります。これは並列計算機には普通に考えるとあまり向いていません。

並列計算機の考え方は、要するに沢山の計算機をつないで、それらで分担できるような仕事があれ
ば分担することで早く終わらせよう、というものです。例えば 3体問題の数値計算では、普通の計算
機では以下のような手順で計算します。
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最初の天体の位置、速度を決める。
以下を繰り返す。

天体同士の重力を計算する
求まった重力を使って、少し先の時刻での天体の位置、速度を計算する
計算終わってよければ終わる。そうでなければ繰り返しに戻る

これは、基本的には 3体でなくて天体がもっと沢山あっても同じです。さて、この中で何が並列にで
きるか、ということですが、まず、重力計算は 3個の天体同士の 3個の相互作用を計算して、それぞ
れを 2つ合計して 3個の天体の加速度を計算します。3個の相互作用の計算は分担してすることが可
能だし、また 1 つの相互作用の計算の中でも 3次元座標の 3成分の計算は分担できるので、理想的
な並列計算機では並列処理が可能です。その次の位置、速度の計算も、3天体の 3成分を並列に、と
かできますから、結構並列にできる部分があります。

しかし、現実問題としてはだから 3 体問題を例えば 9 台の計算機で並列処理できるかというと、そ
うはいかないのが現状です。これは、作業を分担するには計算機同士がデータをやりとりする必要が
あるのに、それには結構時間がかかるからです。

例えば、今のマイクロプロセッサは 3GHz 程度のクロックで動いていて、クロック毎に 2 ないし 4
演算します。つまり、大雑把にいって 100ピコ秒に 1演算しているわけです。ところが、計算機同士
を例えば普通のギガビット・イーサネット (GbE)でつないだとすると、一方の計算機がデータを送
りはじめてから他方に実際にデータが届くまでには大体 30マイクロ秒かかります。 GbE のハード
ウェアはそのまま使っても、ソフトウェアを書き直して早くすればこれが 5マイクロ秒くらいになり
ますし、高価なインフィニバンド (IB) や QSNet といったものを使えばさらに 1マイクロ秒くらい
までこの時間を短くすることも可能です。しかし、それでも 100ピコ秒と比べると 1万倍という全く
話にならないほどの違いがあります。 このために、普通のやり方で 3 体問題を解く時には、普通の
並列計算機を使うというのは現実的ではありません。

普通でないやり方で計算するか、あるいは普通ではない並列計算機を使えば、なにかできないとも
限りません。スーパーコンピュータのソフトウェア、ハードウェアの開発とは要するにそういうこと
なわけです。

ソフトウェアのほうですが、最も極端な、しかし極めて有効なアプローチは、沢山の 3体問題を並
列に解く、ということです。多くの場合、3体問題を計算機で解くのは、1つだけ計算しておしまい、
というわけではありません。というより、そういう場合ももちろんありますが、その時には最近の速
い計算機なら並列計算するまでもなく計算がおわってしまうので、あまり難しいことを考える必要は
ありません。沢山計算機を使って並列計算までして速度を上げたいのはそもそも沢山の 3体問題を解
きたいからだったりします。

何故そのようなことをしたいか、ですが、これには色々な例があります。私達がやった割合最近の
研究では、カイパーベルト天体の連星がどのようにして出来たものかをシミュレーションで調べる、
というものがあります。

こういったところでシミュレーションで調べるというのは、多くの場合に「こういうふうにできた
としたらいろんなことが上手く説明できるのではないか」という理論というかシナリオというか、そ
ういうものを考えて、それで本当に上手くいくのかどうかをシミュレーションで調べるわけです。

この研究の場合には、説明したいことは以下のような観測事実でした

� カイパーベルトで見つかっている連星は、2つの天体の大きさがあまり変わらない。これに対
して小惑星の場合は連星というよりは主天体と衛星で、大きさが全く違う。

� 軌道も、カイパーベルト天体は 2つがかなり離れているが、小惑星は非常に近い。

� 離心率 (軌道がどれくらい楕円になっているか)も、カイパーベルトでは大きい。

カイパーベルトというのはそもそもなにか？という話をしないといけないのですが、これは海王星
の軌道の外側にある第二の小惑星帯です。普通の小惑星帯は主に火星と木星の間にある小天体から
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できているわけですが、カイパーベルトはずっと外側にあるものです。 1993年まではそういうもの
があるべきということが彗星の起源を説明す rために予想されていたのですが、実際に天体が見つ
かってはいませんでした。しかし、 1993年に最初の天体が見つかってから、現在ではすでに 1000
個以上のそういう天体が見つかっています。その中で、1998年に発見された 1998WW31 というカ
イパーベルト天体が連星であるということがその後に判明して、それが小惑星帯で知られていたよ
うな主天体と衛星、という形のものとは全く違う、ほぼ同じくらいの大きさのものがお互いの周りを
回っている、というものだったので、これはどうやってできたのか？が議論されてきたわけです。単
に連星の起源がどういうものか、というだけではなくて、そもそもカイパーベルト全体がどのように
進化してきて現在の姿になっているか、ということも、連星がどういうふうにできたかがわかるとあ
る程度わかるので、こういった特別な天体の起源を明らかにすることは重要なのです。

ここで私達の考えたシナリオは、小惑星であるような質量比の大きな連星系、というか天体と衛星
からなる系が、もうひとつの天体と近接遭遇して、その結果小さな衛星のほうがはじき飛ばされて
大きな 2つが連星になる、というものです。実際にそういうことが起こりそうかどうかを調べるた
めに、衛星をもつカイパーベルト天体ともうひとつの天体の近接遭遇を、軌道を変えて何百万、何
千万というケースについて調べることで、どういうものができそうかを調べました。この場合には、
3体問題を何千万個も解くわけです。こういった場合には非常に沢山の計算機で並列処理することが
できます。

まあ、この場合には実際は研究室にある数台のパソコンで分散処理して数日で終わったたくらいな
のですが、一杯使えたらもっと早く終わらせることはもちろんできたはずです。このような、1つ 1
つはそれほど時間がかかるわけではないけど、同じようなことを非常に沢山やる必要があり、しかも
それぞれは別々にやっていい、というような問題は計算機の応用としては結構色々あります。

こういうのを並列計算、というとなんか詐欺のような気もしますが、実際には非常に有用な応用に
なっているわけです。こういう場合には、先程述べた計算と通信で 1万倍速度が違う、ということも
全く問題ではなく、もっと大きな差があってもかまいません。また、この方法は、実は並列計算機に
限らず、ベクトル計算機やあるいは普通の PC の場合でも有効です。というのは、例えば SSE 命令
を使うと 1命令で 2演算されるわけですが、それを最も有効に使う方法は 2つの 3体問題を同時に
解くことだからです。ベクトル命令でも、ベクトルの要素数だけの 3体問題を並列に解くというのは
効率の良い方法です。

1つの 3体問題の数値計算自体を並列に計算するような方法も色々研究はされています。が、頑張っ
ても数倍で、例えば 1000台の計算機で 1つの 3体問題を効率良く解く方法なんてものは今のところ
ありません。これに対して、3体問題が 1000体とか 1万体とか 100万体問題になれば、沢山の計算
機を使って 1つの問題を解く、というのが現実的に意味がある話になってきます。そういうわけで、
この節の初めに述べたような、すでにあるプログラムの一部の変更である程度の並列処理は可能に
なります。また、 GRAPE のような専用計算機で計算量が最も多いところだけを速くする、といっ
たこともできるわけです。

しかし、非常に並列性が高い計算機が使えるとか、あるいは GRAPE のほうが非常に速くなるとか
いったことが起こると、アムダールの法則によってまだ並列化とか GRAPE で実行とかができてい
ないところが計算時間を使うことになってしまい、それを解決するためには簡単なプログラムの変更
ではすまず、大がかりなプログラムの書き換えが必要なのが現状です。

何故そのような大がかりな書き換えが必要なのか、ということを次回には整理してみます。





Chapter 31

並列計算機のプログラミングモデル
(2006/10/1)

すでに何度も繰り返したように、現在スーパーコンピューターといえるような速い計算機を作るに
は、なんらかの方法で並列処理する計算機を作るしかありません。歴史的には、並列計算機には色々
な種類がありますが、使い方、つまりソフトウェアの観点から重要なものは分散メモリか共有メモリ
か、というものです。

分散メモリの計算機とは、要するに普通の PC をイーサネットでつないだようなもののことです。
これをどうやって使うかというと、普通は MPI のようないわゆるメッセージパッシングによるプロ
グラミングモデルで使うことになります。

メッセージパッシングというのはどういうモデルかというと、なんということはなくてそれぞれの
計算機ではバラバラにプログラムが勝手に走っていて、メモリ空間も自分のメモリしか見えないので
すが、番号を指定して他の計算機にデータを送ったり、送られれてきたデータを受け取ったりするこ
とができる、というものです。

単純な例として、オープンソースの MPI 実装である MPICH についてくるサンプルプログラムを
少し整理したものをみてみましょう。

#include "mpi.h"

#include <stdio.h>

#include <math.h>

double f(double);

double f(double a)

{

return (4.0 / (1.0 + a*a));

}

int main(int argc,char *argv[])

{

int done = 0, n, myid, numprocs, i;

double PI25DT = 3.141592653589793238462643;

double mypi, pi, h, sum, x;

double startwtime = 0.0, endwtime;

int namelen;
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char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];

MPI_Init(&argc,&argv);

MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs);

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myid);

MPI_Get_processor_name(processor_name,&namelen);

fprintf(stdout,"Process %d of %d on %s\n",

myid, numprocs, processor_name);

if (myid == 0) {

n=100000000;

startwtime = MPI_Wtime();

MPI_Bcast(&n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);

}

h = 1.0 / (double) n;

sum = 0.0;

for (i = myid + 1; i <= n; i += numprocs){

x = h * ((double)i - 0.5);

sum += f(x);

}

mypi = h * sum;

MPI_Reduce(&mypi, &pi, 1, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0, MPI_COMM_WORLD);

if (myid == 0) {

printf("pi is approximately %.16f, Error is %.16f\n",

pi, fabs(pi - PI25DT));

endwtime = MPI_Wtime();

printf("wall clock time = %f\n", endwtime-startwtime);

fflush( stdout );

}

MPI_Finalize();

return 0;

}

これから、 MPI に関係する部分を取り除いて 1台の計算機で走るプログラムにしたら以下のよう
になります。

#include <stdio.h>

#include <math.h>

double f(double);

double f(double a)

{

return (4.0 / (1.0 + a*a));

}

int main(int argc,char *argv[])

{

int n, i;

double PI25DT = 3.141592653589793238462643;
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double pi, h, sum, x;

double startwtime = 0.0, endwtime;

n=100000000;

h = 1.0 / (double) n;

sum = 0.0;

for (i = 0; i < n; i ++){

x = h * ((double)i - 0.5);

sum += f(x);

}

pi = h * sum;

printf("pi is approximately %.16f, Error is %.16f\n",

pi, fabs(pi - PI25DT));

return 0;

}

中身の説明はここではしませんが、長さがほぼ半分になっているのがわかると思います。 MPI 版
のほうでは、最初に MPI 関係の初期設定のために色々な関数を呼び出し、さらに計算処理が、自分
の番号が何番であるかをみてどういう計算をするべきか各計算機が判断し、最後に各計算機が求め
た結果を合計するための MPI 関数を呼び出し、番号 0 の計算機が結果を出力する、という具合にな
ります。 MPI では、このように、各計算機が何をするべきかを全てアプリケーションプログラムを
書く人が指定することになります。

これに対して、共有メモリの計算機とは、例えば 2CPU の Intel や AMD のサーバーや、あるいは
現在ではデュアルコアの CPU のような、複数の CPU が単一のメモリを物理的に共有しているもの
です。ここでどのようなプログラムを書くかは色々なのですが、例えば最近普及してきた OpenMP
なら、理屈では

#pragma omp parallel for reduction (+:sum)

という 1行を for ループの前に書くだけでいいはずです (試してないので駄目だったらすみません)。
古典的なベクトル計算機の場合でも、基本的には同様にコンパイラがベクトル命令を使うかどうか
判断してくれます。

実は、このサンプルプログラムではあまり違いがわからないのですが、普通のプログラムではもっ
と根本的なところで差がでてきます。つまり、例えば流体計算で 3次元空間を 3次元配列で表す、と
いう場合に、並列化していないプログラムなら単純に 1つ配列をきればよいですし、 OpenMP のプ
ログラムでも同様です。ところが、 MPI では計算したい領域をさらにプロセッサ数で分割し、それ
ぞれのプロセッサが小さい配列をもつことになります。で、計算力に自分がもっていない隣のデータ
が必要になりますが、それは MPI の関数を使った通信でもらってくるわけです。従って、配列宣言
自体が変わるし、また隣のデータをもらってくるとか、それに対応して隣にデータを送るとか、その
ための準備とか後始末とかいった処理が一杯発生します。まあ、それらは単に面倒なだけともいえる
のですが、問題はこれまでの並列化されていない、あるいはベクトル計算機では動いていたプログラ
ムを少しづつ変更していって動くようにする、というわけにはいかないことです。

これは、単純にはデータ構造が変わるから、ということになります。これまで、1つのプログラム
からデータ全体が見えていたのに、 MPI でとした時点でそうではなくなります。このために、プロ
グラムの殆ど全ての箇所でなんらかの変更が必要になるのです。この違いのために、 MPI を使って
今までにあるプログラムを並列化できるように書き換える、というのはなかなか困難で、多くの場合
に始めから新しく書いたほうが早い、ということになります。ところが、そうはいってもこれまで何
十年もかけて開発されてきた、ノウハウの塊のようなプログラムが使われているわけで、それと同じ
ように動くものを新しく作る、というのは不可能ではなくてもとてもとても大変な作業になります。

このようなわけで、原理的には分散メモリの並列計算機で実行することがそれほど難しいことでは
ないと思われるようないろんなアプリケーションで、現実問題としては既にベクトル計算機や普通
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の共有メモリ計算機用に書かれた大規模なプログラムを移植することが実際には不可能に近い、と
いう状況になっています。もちろん、この状況をなんとかしようという研究開発は昔から一杯あり
ます。そのなかで、ある程度使われた/使われているものの一つは CM-Fortran, VPP-Fortran, HPF
(High-Performance Fortran) といった、配列を自動的に分散配置して、演算も並列実行してくれる
ようなシステムです。

もうひとつのアプローチは分散共有メモリと呼ばれるもので、物理的には分散メモリの計算機なん
だけれど、ハードウェア、あるいはソフトウェアの仕掛けをつけることで並列計算する計算機全体
でグローバルなメモリ空間を論理的に用意しようというものです。これは、スタンフォード大学の
グループ等が 90年代に色々研究しており、 SGI から商品化されたものもでています。これはハー
ドウェアで論理的な共有メモリを実現するものです。ハードウェアの場合は通常 2次キャッシュの
キャッシュラインが共有の単位になります。つまり、具体的には 32 バイトとか 64バイトとかいった
単位で、自分のメインメモリにないものにアクセスがあるとそれを他のプロセッサにもらいにいっ
て、キャッシュに記憶するわけです。ソフトウェアの場合には通信の単位がキャッシュラインでは小
さ過ぎるので、ページ単位、つまり 4k バイトとか 8k バイト程度を単位に通信されます。

HPF のようなシステムでも分散共有メモリでも、重要なことはとりあえず今まであるプログラムを
一から書き直さなくても (速度がでるとは限らないですが) 実行は可能である、ということです。こ
のために、前節で書いた

「一度には一ヶ所しか変更しない」

という原則を守る形でプログラムを作ることが可能なのです。これは MPI でのプログラム開発との
根本的な違いです。

分散共有メモリの利点は、コンパイラが通信の面倒を見る必要がないのでシステムを作ること自体
は簡単である、ということですが、欠点はなかなか性能がでないということです。つまり、キャッシュ
ラインとかページとかを単位に通信を行うし、またそれが必要になったところでリクエストがでる
ので、例えば配列の処理を始める前にあらかじめ隣のプロセッサのデータのうち必要な部分だけを
もらってくる、ということが効率良くできるわけではないのです。もちろん、色々やって効率良くす
ることはできますが、それは結局 CM-Fortran でやっているような通信をソフトウェアで実現する、
というのに近付いていくことになります。

しかしながら、 CM-Fortran, VPP-Fortran はそれぞれ今はなき TMC CM-2/5 や富士通の VPP
でしか実行できないわけで、そういった計算機がなくなったら困るわけです。というか、これは現在
現実にいろんな人が困っています。もっとも、これらから HPF への移行はそれほど手間ではないの
で、 HPF が動作する機械への移行は可能です。ところが、 2006年現在では、 HPF で書いたプロ
グラムでちゃんと性能がでる機械は事実上 NEC の SX だけ、という感じになっています。大きな問
題は、 MPICH のようなオープンソースの実装が存在せず、 NEC、富士通といった計算機メーカー
と、PGIのようなコンパイラメーカーの実装しかないことです。NEC や富士通はもちろん自分のと
ころの計算機で動くことが重要なので、他の計算機で動くものを作ってはくれません。 PGI は競争
がないのでなかなか性能が上がってこない、というのが過去 10年くらい続いていてなかなか進歩が
ありません。

現状では、 NEC SX のような分散メモリベクトル並列計算機は PC クラスタに比べて非常に価格
性能比が悪い、というのは何度も何度も書いてきたことですが、その理由の一つは HPF コンパイラ
が出す必ずしも非常に高度に最適化されていない通信パターンでも計算に対して通信が間に合う程
度に高速な通信ネットワークをつけているから、いうことはあります。 MPI で書き直す時には使う
ほうが余計な通信はしないしなるべくまとめて通信するように書くわけですが、コンパイラによる
自動変換ではなかなかそうはいかないわけです。

つまり、現在では、安くて速い並列計算機は PC クラスタという形で構築可能だけれど、その上で
ちゃんと動くプログラムを作るためには MPI で開発する必要があり、これまでのプログラムがその
ままでは使えないし余計なことを一杯書かないといけないので開発効率が極めて低い、ということ
になります。これに対して NEC SX のようなベクトル並列計算機では HPF のような MPI よりは
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はるかにましな開発環境が使え、従来のプログラムとの互換性を保った形で開発することも可能なの
ですが、ハードウェアの価格性能比が極めて悪い、ということになっているわけです。

もちろん、3体問題を沢山やる、といった処理なら、 PC クラスタのほうがむしろ簡単で効率がで
る、ということになるのですが、そうではなくて本当に 1 つの問題を並列化して早く計算したい、と
いう場合だとそれではすまなくて大きなデータを分散メモリなり共有メモリなりでなんとかする必
要がでてくるわけです。

実は、もうちょっとややこしい問題があります。それは、 HPF のような明示的に並列処理を記述
する言語で、プロセッサ数に独立に動作するように書かれたプログラムは、原理的にキャッシュの再
利用等が起こりにくい形に書かれることになるのでベクトル機のようなメインメモリのバンド幅が
演算速度に対して十分にあるアーキテクチャでないと性能がでないのですが、 MPI で書いてしまえ
ば通信部分以外のプログラムは 1つの CPU で普通に走っているのでいかなるチューニングでもでき
る、ということです。これは、スーパーコンピュータを使う目的の大きなものは速く計算することで
あるのに、 HPF のような言語を使ってかいたプログラムではメモリ階層が深い計算機で速くするた
めのチューニングが困難であるということを意味しています。

おそらくはこのことが理由となって、アメリカでは HPF はあまり人気がなく、その代わりに Co-
Array Fortran という MPI のようにプロセッサが自分のローカルなデータをもつけれど、他のプロ
セッサのデータを MPI よりはわかりやすい形でアクセスできる言語がある程度使われるようになっ
てきています。これはもともと Cray T3x 上で開発された言語であり、比較的速いネットワークがあ
るので通信をある程度適当にやってもいいけれど、プロセッサの主記憶は計算より遅いので 1プロ
セッサの中でのキャッシュへの最適化は非常に重要である、という環境に適した言語になっています。

これは結構本質的な問題で、大規模計算のためのソフトウェア開発をどのような形で行うべきか、
という原理的な問題であるともいえます。性能がでなければ意味がない、というのが必要条件として
あった上で、計算機アーキテクチャが変わる毎に始めから全部プログラムを書き直すわけにはいかな
いという条件がさらにつくわけです。

この時、全体を MPI で書く、というのは現時点では現実的な選択肢であることはもちろんです。当
面、 MPI が動かないような並列計算機というのも考えにくいから、これで書いておけばプログラム
全体としての構造は計算機が変わっても使い回すことができ、しかも各ノード計算機では普通のプロ
グラムで普通にコンパイルされるので、その中でアーキテクチャに特化した最適化とかチューニング
はできることになります。

しかしながら、 MPI は極めて制限が多く、機能も少なくて書きにくい開発環境であるのは疑いな
いところであり、もうちょっとまともな何かが必要なことは間違いありません。これは、重要な課題
であることは確かだと思います。しかし、現実に PC クラスタ等では MPI 以外に現実的な解は存在
しません。

富士通 VPP や NEC SX、特に SX-6 以降のマシンのような、比較的小規模なノードからなる分散
メモリシステムは、 VPP-Fortran や HPF のようなユーザーからみて非常に生産性が高いプログラ
ミング環境をサポートしてきたわけで、そのことの意義はもっとちゃんと評価される必要があります。

とはいえ、どう評価してどうするべきか、は難しい問題です。

一つの考え方は、実際にそのような生産性を実現してきており、そのために例えば地球シミュレー
タでも完成して比較的短い時間でちゃんと大規模計算に使えるようになったわけですから、今後も是
非ともそういうソフトウェア環境が使えるハードウェアの開発をつづけるべきである、というもの
です。

これはまあ理屈は通っていなくもないのですが、ではハードウェアのコストが 100倍になってもい
いのか？と言われるとそれはちょっと違うのではないかと思います。

理想的には、十分に良い価格性能比がある、例えば PC クラスタと比べて優位に競争できるハード
ウェアで、しかも富士通 VPP や NEC SXであったようなそれなりに使いやすいプログラミング環
境をサポートすればいいわけでです。

これはでは不可能か？ということを考えてみましょう。





Chapter 32

スーパーコンピュータのハードとソフ
ト (2006/10/2)

スーパーコンピュータを、大規模な数値計算、つまり、小規模な独立な問題を沢山並列に解くのでは
なくて一つの問題、例えば地球全体の気候とか、あるいは宇宙の大規模構造とかをなるべく高い空間
分解能で計算する、といった問題に使うことを考えてみると、それにはどのような形でプログラムを
書くのがハードウェア、ソフトウェアの観点から見てよいということになるでしょうか？

1970年代から 80年代にかけて日本で独自の並列計算機を開発していた川合先生、星野先生達は、
このような大規模シミュレーションを 3種類に分類しています。

1. 近接型

2. 遠隔型

3. 不規則型

近接型とは、基本的に偏微分方程式の離散近似によってでてくるものです。つまり、例えば流体力学
であれば方程式はナビエ・ストークス方程式で、空間の各点での流体の速度変化、つまり時間微分が
その点での圧力や速度等の空間勾配、つまり空間微分の関数で与えられています。

離散近似では、例えば空間 1次元であれば空間座標で等間隔に数値解の値を表現する点を並べて、
それらの点での値から空間微分を計算します。時間方向も、ある時刻 t での値とそこから少したった
t+∆t の値、あるいはその前後のいくつかの値を使って時間微分を表現し、それから t+∆t での解
を求めます。2次元とか 3次元では、簡単には他の方向も同様に規則的に切ります。

この場合、数学的な構造としては、離散近似された方程式では空間のある点、つまりあり格子点で
の変数の新しい時刻での値は、その点に近いいくつかの格子点の値から計算できます。

これに対して、遠隔型のもっともわかりやすい例は重力多体問題で、ある一つの星は他の全ての星
からの重力を受けます。数値計算でも、単純にはある星の加速度は他の全部の星からの重力を計算し
て合計することで求めます。

最後の不規則型はこのどちらにもならないようなものです。簡単な例は大規模な回路、例えばマイ
クロプロセッサとかのシミュレーションで、あるトランジスタは他のいくつかのトランジスタにつな
がっていますがそのつながり方は設計によっているわけで物理的に近くのトランジスタがつながって
いるというわけではありません。

星野先生、川合先生は、このような分類をした上で、「直接写像」、つまり、問題に対して自然な数
値解法、自然なハードウェアを使う、ということを提唱されました。それが PAX の考え方で、近接
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型の問題には近接結合の計算機を、というものです。他の問題では違う形がありえるかもしれないけ
れど、実は近接結合で結構良い性能がでる、というのも彼らの主張です。

歴史的には、その頃までの多くの並列計算機がもっと複雑なネットワークを使おうとしていたのに
対して、 PAX の非常に単純な 2次元ネットワークは研究としてはあまり面白いものとはみなされな
かったようです。しかし、実用上はそうではなく、例えば Intel iPSC のハイパーキューブ型の計算
機は 1990 年頃に PAX と同様な 2 次元ネットワークに移行します。 Cray の超並列機も初めから 3
次元ネットワークでした。これは XT3 になって復活をとげています。

しかし、ここで少し注意しないといけないことは、上の分類は一応対象とする系の性質ではありま
すが、実は人間の認識の問題でもあり、従って数値計算法がどうなるかは対象とする系を表す方程式
の見かけだけからは決まらない こともある、ということです。

また重力多体問題を考えます。沢山の粒子の間の重力相互作用はもちろん全部の相互作用を合計す
ることでも計算できますが、それだけが計算方法ではありません。粒子の数が十分多い時には、その
粒子全体が作る重力場を考えて、それぞれの粒子はその重力場の中で運動する、と考えることができ
るからです。この時は、重力場が満たす方程式はポアソン方程式という空間微分だけの微分方程式に
なり、空間格子を切って質量分布を求め、それから重力場を計算することができます。この時には、
元々の方程式は遠隔型であったとしても、それを近接型に書き換えることができたわけです。

このような書き換えまではやらなくても、例えばツリー法や FMM (高速多重極法) といった速い
計算法は、基本的には遠くのほうの粒子からの力はまとめて計算する、という方法です。この場合に
は、遠くのほうからの情報はあまり必要ではなくなるので、元々の方程式の数学的形式は遠隔型で
あってもプロセッサ間の結合としては近接型に対応するようなもので十分ということもあります。

逆に、方程式は近接型であっても計算法としては遠隔型的なものが必要になるような場合もありま
す。その典型的な例が高速フーリエ変換を使う計算法です。

フーリエ変換とは、簡単にいうとある関数を沢山の三角関数の合計で表すことです。フーリエ展開
ともいいます。ある区間で与えられた関数を定数、その区間が周期の三角関数、周期が区間の半分の
三角関数、 1/3 の、、、と無限に短い周期のものまで使って表すわけです。一旦そのような展開を行
うと、例えば前にでてきたポアソン方程式を解くのは、密度分布が三角関数なら重力場も三角関数
で、比例係数が周期によるだけなので微妙方程式は解けていて、展開係数にこの比例係数を掛けてで
てきたフーリエ展開を逆変換してやるとポアソン方程式の答がでる、ということになります。

ある一つの波長についてフーリエ展開係数を求めるには、元の関数にその波長の三角関数を掛けたも
のを区間全体で積分します。このため、普通にやるとN 項目、つまり波長が区間の大きさの 1/N ま
での展開係数を求めるには N2 に比例した計算量が必要になりますが、それを上手くやってN logN
の計算量ですます方法が知られています。これを高速フーリエ変換、あるいは FFT と呼びます。並
列計算することを考えると、これは全結合ではないのですが、例えば N = 2p のサイズの FFT を
n = 2q (N > n, p > q) のプロセッサでやると、各プロセッサは自分と 1, 2, 4 ... 2q−1 だけ離れたプ
ロセッサと通信する必要がおきます。

これは遠隔型かと言われるとそうでもないのですが、プロセッサを 2 次元とか 3次元の格子に並べ
て隣だけとつないだのでは上手くいかない例になっています。

もっとも、通信がそこそこ速く、ノードプロセッサの台数があまり極端に多くなければ、 2 次元や
3次元の格子でも FFT で結構良い性能を出すことができます。しかし、そのためには結局演算速度
と通信速度の比が 1 に近い必要があり、例えば 100:1 とか 1000:1 といった構成では使いものになり
ません。

また、近接型の問題で、実際に FFT でなくて空間微分を計算するものであれば 2次元や 3次元の
規則的なプロセッサ結合でいいかというと、これも必ずしもそうではありません。工学的な問題で複
雑な形状のものを扱うとか、あるいは必要な精度に応じて空間分割を変えるようなことを考えると、
規則的な格子ではなくて適当な形の三角形や四面体で空間を切る、という方法が具合が良いです。こ
の時は、切ってできた点に番号をつけると、点同士がどうつながっているかは番号だけからはわから
ないわけで、不規則型になってしまいます。もっとも、この場合でも、空間的に近いもの同士しかつ
ながっていない、というのは間違いないので、並列計算を考えると空間をおおむね規則的に分割し
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て、自分が担当する領域にはいっている点は自分が面倒を見る、という形にするとプロセッサ間の通
信は隣あったプロセッサ同士だけで大体済むことになります。

なんだか話がまとまらないですが、要するにこれは、対象とする問題、数値解法、ハードウェアの
関係は単純ではない、ということです。ある問題に対して数値解法を決めてしまえば、並列計算をす
る時にハードウェアにどのような要求がでるかとか、またどのようにプログラムすれば良いかはほぼ
決まります。しかし、本来はハードウェアをどのように作るかと、数値解法をどうするかは独立の問
題ではなく、両方を同時に変えてなるべくベストに近いやり方を考える必要があるわけです。

とはいえ、ハードウェアも数値解法も、開発には時間がかかり、現時点で利用可能なものは過去の
歴史をひきずっています。これは、過去の歴史を無視したものを開発しようとすると結局歴史を繰り
返すだけの時間がかかる、ということでもあります。

まあ、でも、なんかそんなことを言われても良くわかんないですよね？もうちょっと具体的に考え
るため、次章では私達のやってきた重力多体問題専用計算機の開発の歴史を振り返ってみましょう。





Chapter 33

GRAPE の開発—前史 (2006/11/4)

GRAPE (GRAvity PipE) は、私達が 1988 年頃から開発を続けてきている一連の重力多体問題専用
計算機です。どういうもので、なんのためにやっているか、ということを、私の個人的な視点からま
とめます。ここは事実を客観的に書くべきところですが、当事者である以上そんなのは無理なので書
く本人の意志としては客観的であろうとしていますが読む人はそんなことはないかもと思って読ん
で下さい、というものです。

私が重力多体問題というものにかかわるようになったのは大学院の修士課程に進学した時です。少
し昔話になりますが、私の進学した大学院は当時の名前は東京大学大学院総合文化研究科広域科学
専攻というところで、この名前からは全く何をするところかわかりません。ついでにいうと学部は東
京大学教養学部基礎科学科第二というところです。これも名前だけでは意味不明ですね。この学科
や大学院がどういうところであったかという話は長くなるのでしませんが、この学科は卒研が 2つ
ありました。1つは 11月頃までにやるもので、普通に研究室に配属されてやる研究、もうひとつは
それが終わってから 3月まで、研究室に属するのではなく 4年生でグループを作ってやるもの、と
なっていました。後者のものについてはここではいいことにして、前者のほうでは私は気候モデル、
特に二酸化炭素の温室効果を数値シミュレーションする、というのをやってました。指導教官がそう
いうことの専門家であったわけでも必ずしもなく、手探りで始めた研究で、実際にやったことは当時
既に古典であった真鍋先生の 1960 年代の仕事の再現、という感じのものです。

そういう研究を続けていればもうちょっと人類の役に立つことができていたかもしれませんが、修
士に進学する時にテーマと指導教官を変えることにしました。これは色々理由があったのですが、そ
の 1つはきっちり答がでる問題をしたかったこと、もうひとつは、その、なんというか、指導教官と
研究テーマと自分の相性みたいなものです。変えた先が杉本大一郎で、私が選んだ修士の研究のテー
マは重力多体系の進化、というものです。研究対象はある意味では非常に単純なもので、同じ質量の
沢山の星からできた星団みたいなものが、十分時間がたった時にどういうふうになるか、というもの
です。

これは、星と分子を置き換えると、普通の気体とはどういうものか、という、熱力学や統計力学の
基礎と同じ話です。但し、違うところは 2つあって、一つは星同士の相互作用は重力だけなのに対し
て、普通の気体はまあ大雑把にいって分子とかは大きさをもった粒子で物理的にぶつかってはねかえ
るものであることです。この結果、星同士はぶつかってはねかえることで熱平衡になる、というわけ
ではなく、もうちょっとややこしい、お互いの重力で軌道を変えるような効果で熱平衡に向かう進化
をすることになります。

もうひとつは、これも相互作用が重力であることによるのですが、断熱壁や等温壁で囲まれた密度
一様なものを考えるわけではなくて、自分自身の重力でまとまっているものを考える必要があるとい
うことです。

この話と計算機との関係は、こういった系の研究ではなるべく沢山の粒子を使いたい、ということ
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と、でも粒子の数を少し増やすと計算量がどーんと増えるので計算は急速に大変になる、ということ
です。

例えば、箱の中の気体分子、というものだと、 1000個も分子がある計算をすれば熱平衡の性質を
大雑把に見るには十分な場合もあります。これは、結局、みたい性質が熱平衡状態で、これは、定義
としてどの分子をみても十分長い時間みれば同じだし、またどの場所をみても同じ、というものだか
らです。

重力多体系ではそう簡単ではないところがあります。この辺は少し難しい話になりますが、大雑把
にでも説明しないと何故そもそも速い計算機が欲しいか、というのがわからないと思いますので少
しお付き合い下さい。

断熱壁でできた箱の中に気体が入っている、という設定は普通の熱力学と同じですが、箱がものす
ごく大きくて気体の重力が効くような場合、言い換えると太陽のような星 1つを断熱壁で囲んだも
のを考えてみます。もちろん、星一つを囲むような断熱壁というのは SF の中でしかありえません
が、まあ、そういうものも考えるのが理論的な科学研究です。

四角い箱だと計算が面倒なので、球形の箱だとすると中のガスも球対称に分布し、重力があるので
中心のほうが密度、圧力が高い状態になります。この状態で、全体を冷やしていくことを考えてみ
ます。つまり、なんらかの方法でエネルギーを抜くわけです。そうすると、もちろん温度は下がりま
す。また、圧力は減ります。この結果、重力の効果は大きくなるので、中心によりガスが集まって中
心のほうは密度が上がり、外側は下がります。つまり、横軸にエネルギー、縦軸に中心密度を書いて
やると、エネルギーが下がるほど密度はあがるわけです。

ところが、エネルギーをどんどん抜いていくと、あるところでそのエネルギーに対応する熱平衡状
態がなくなります。これは、物理的にありえないような気もするかもしれませんが、そうではありま
せん。このことは、極限的な場合を計算してみるとすぐにわかります。極限的な場合の一つは、中心
密度が無限大になる場合です。温度一定で中心密度が無限大の場合、密度や圧力が中心からの距離
の 2乗に反比例することになります。この場合も、重力エネルギーは有限の値を持ち、温度も有限で
す。従って、エネルギーをどんどん抜いていった極限は、密度無限大の極限とは違うものなのです。

では、密度無限大の極限にいく時に、系のエネルギーはどう振る舞うか、ですが、これは、振動し
ながら極限の値に行く、ということが数値計算するとわかります。これは、解析的にわかることでは
なく、密度構造を数値的に求める必要がありますが、まあ、ここではそうなっていると思って下さ
い。振動するということは、エネルギーはどこかで最小値がある、ということです。このため、そこ
を越えてエネルギーを抜くと熱平衡状態がなくなります。

熱平衡がなくなる、とはどういうことか、というと、元々温度勾配がないところで勝手に熱が流れ
だし、その結果温度差がもっと大きくなる、ということです。これは普通の物質とは逆で、普通は温
度勾配があると温度が高いほうから低いほうに熱が流れ、その結果温度が高いところは温度が下が
り、低いところは上がって、温度勾配がなくなっていくわけです。これは、普通は比熱が正であるこ
とに対応しています。

つまり、熱平衡がない、ということは、比熱が負になっているところがある、ということに対応し
ています。 もちろん、ガス自体は仮定した性質を持つわけで圧力一定とか密度一定なら比熱は正で
す。しかし、重力を考えると話はそんなに簡単ではなくなります。中心の重力が強い領域を考える
と、そのへんから熱を抜くと圧力が下がって全体としては収縮するのですが、その結果重力が強く
なってかえって温度があがる、ということが起きてしまうからです。

そうなると、ますます温度差が大きくなって、中心は収縮しながら温度がどんどんあがる、という
ことがおきます。これは、普通の星でも星団でも同じで、実際にそのようなことが起こります。が、
ひとつ違うことがあります。それは、星では密度があがると熱が流れにくくなることです。この時に
は、中心部といってもある程度大きな領域がそのまま全体として縮んでいきます。また、縮む速度は
段々遅くなります。これに対して、星団だと密度があがると熱が流れやすくなり、この時には縮む領
域が小さくなり、質量も小さくなるのと、その速度がどんどん大きくなり、ある時刻で密度や温度が
無限大になります。

さらに、星の場合には、密度が十分あがると核融合反応が始まって、流れ出す熱を補って定常状態
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にある太陽のような普通の星ができることになります。元々の理想化した問題で断熱壁があるとその
分全体として温度が上がってしまいますが、実際の星では光の形で外にエネルギーを捨てているわけ
です。

では、星団ではどうか、ということになります。実際の星団だと星の大きさとかがありますが、理
想化した質点の場合を考えてみます。星団の中心部の密度がどんどんあがると、核融合と同じよう
なことがおきます。2つの星が連星になるのです。これは、たまたま 3つの星が近づいた時に、その
2つが連星になって、その分の重力エネルギーをもう一つの星の運動エネルギーと自分自身の重心運
動のエネルギーに変換する、ということです。さらに、一度連星ができると、それが他の星と相互作
用したら連星の軌道半径が縮まって、その分の運動エネルギーがまた他の星の運動エネルギーに変換
されることもあります。

核融合との違いは、例えば水素原子がヘリウム原子核になった時にでるエネルギーは決まっている
のですが、重力では (ニュートン力学の範囲では)無制限にエネルギーを取り出すことができること
です。これは、量子力学でなないので基底状態がない、ということによっています。また、重力は距
離の 2 乗でしか落ちないという意味で遠距離力であり、核力と違って遠くまで影響するので、連星
ができたあとの進化を計算する時に連星の内部の星の軌道運動と周りの星の運動との相互作用も結
構常時計算しないといけなかったりします。

と、だらだら要領を得ない話をしてきましたが、いいたかったことは何かというと、要するに重力
多体系の研究では、理想化された単純な問題の場合でも本当に多体問題を数値的に解くことが研究
の重要な道具になる、ということです。

何が起こるか、ということが基本的にはわかっている場合には、現象の本質を取り出してモデル化、
ということができますし、それが科学研究の基本的なやり方であることはいうまでもありません。し
かし、「ニュートン重力で相互作用する質点の系では何が起こるか」という、問題設定としては極め
て単純でニュートン自身だって問題にできたようなことで、実際に 10 年ほど前に大規模な数値計算
ができるようになるまではわかっていなかったことがあったのです。

私が大学院生になった時は、指導教官であった杉本が、星団の進化について新しい発見をした直後
でした。杉本は、星団の進化を実際に星の運動を解くことで計算するのではなく、星の内部のような
流体力学的な近似をする方法で研究していました。当時は、連星ができることで中心の収縮が止ま
る、というのがわかってきた頃で、では連星ができたあとの星団の構造や進化はどうなるのか、と
いうことが問題でした。一つの星では、主系列段階といっても中心で水素の核融合反応が始まって、
あまり大きさとか明るさが変わらない状態が長い間続きます。これに対応する状態はあるのか？とい
うことです。

このような問題に早い時期にアプローチしたのはミシェル・エノンです。エノンはニース天文台の
天文学者ですが、天文学の研究よりもカオス的な力学系の研究の先駆者としてのほうが有名かもし
れません。エノン・ハイレス系と言われる単純な平面内の運動で、エネルギーの値によっては運動が
強くカオス的になることを見いだしました。

星団の進化の研究に対しての貢献はカオス力学への貢献ほど有名ではないかもしれないですが、重
要さでは決して劣るものではありません。1960年代初頭にエノンはモンテカルロ法と呼ばれている
星団進化の計算方法を確立しました。これは、多体問題をそのまま時間積分するのではなく、それぞ
れの星の軌道の進化を一旦確率微分方程式の形に直し、その方程式をモンテカルロシミュレーション
することで星団の進化を計算する、という方法です。これによって、それまでは全くわかっていな
かった星団の熱力学的進化というものが計算できるようになったのです。モンテカルロ法はプリンス
トン大学やコーネル大学の研究者にも使われるようになりました。

それはともかく、 1970年代に入るとエノンはモンテカルロ計算に上の連星によるエネルギー生産
の項も取り入れたシミュレーションを始めます。その結果は、基本的には星団全体が膨張する、とい
うものでした。主系列段階の星と基本的には同じなのですが、エネルギーが光子の形で逃げていって
しまうことはないので、生産されたエネルギーの分だけ星団全体のエネルギーが増えて膨張するの
です。膨張すると進化のタイムスケールが遅くなるので、結局無限に時間がたっても無限に大きくな
るだけで星団は存在できることになり、理論的な問題としての星団の最終状態はどういうものか、に



134 CHAPTER 33. GRAPE の開発—前史 (2006/11/4)

は一つの答がでた、と当時は考えられたと思います。その後、違った手法でも同じような結果がでま
した。直接の $N$ 体計算では、扱えた粒子の数が 200 個とかその程度で、一つの連星のエネルギー
が星団全体のエネルギーと同じ程度、という状況だったので、結果をどう解釈すればよいかわからな
い、という感じだったように想像します。

しかし、 1982 年になって、杉本と当時の共同研究者であったベトウィーザーは奇妙なことに気が
付きます。彼らも、基本的にはエノンと同じように連星のエネルギー生産をいれた計算を、しかしモ
ンテカルロ法ではなく流体近似でやっていました。彼らの計算では、中心部の密度が、5-6桁にもお
よぶ非常に振幅の大きな振動をするのです。連星のエネルギー生産は非常に密度が高くなった瞬間に
だけ起きていて、密度が低くなる (膨張する)時には中心部に外側から熱が流れこむ、すなわち中心
のほうが外側より温度が低くなっていて熱が流れこみ、その結果膨張して一層温度が下がる、という
ことが起きていました。

これはしかし、他の人の計算結果とは全く違っていたので、本当に彼らの計算や解釈は正しいのか、
というのが大論争になります。私が大学院に進学する前の年、 1984 年にプリンストン高等研究所で
開かれた国際研究会、 IAU シンポジウム No. 113 では中心的な話題になったようです。この時点で
は、振動解を出していたのは杉本とベトウィーザーのグループだけ、振動しないで全体が膨張する解
は、エジンバラ大学のダグラス・ヘギー、プリンストン大学のジェレミー・グッドマン、同じくプリ
ンストン大学のハルダン・コーンといった、複数のグループが別々の方法で得ていました。どう考え
ても振動解のほうが旗色が悪いところです。

しかし、この研究会での彼らの議論から、予想外なことがわかります。ヘギーの計算結果とベト
ウィーザーの計算結果を比較していた時に、杉本が、ヘギーの計算では時間積分のタイムステップ
を長くとりすぎていて、振動を抑えこんでしまっている、と指摘したのです。ヘギーによると、杉本
は、彼の計算コードの出力をしばらく眺めたあと、 ”Your timestep seems a bit large” といったそ
うです。では、というのでタイムステップを短くして再計算したら、ヘギーの計算コードでも振動が
起きました。

何故このようなことが起きたかというと、数値計算の標準的な方法では、タイムステップは、「そ
の間に密度があまり変化しない程度」にとるからです。この方法では、不安定現象があっても、その
成長より長いタイムステップでは不安定現象を抑えこんでしまうことがあります。後から考えてみる
と、このような熱力学的な不安定現象を数値計算で出すためには、中心部の熱力学的なタイムスケー
ル、つまり温度勾配があったとして熱が流れるタイムスケールより十分に短いタイムステップをとる
必要があるのは当然なのですが、長いステップで計算して答がでてしまったのでそんなことには気が
付かなかったのです。

こう書いてしまうと、杉本とベトウィーザー以外の研究者が単に間抜けであっただけでは、という
印象を持つ読者もいるかもしれませんが、これは決してそうではないです。科学の発展というのがそ
もそもこういうもので、後からみたらこんなことは当たり前、ということがなかなかわからないもの
だからです。

杉本はこの振動に「重力熱力学的振動」という名前をつけていたのですが、この研究会をきっかけ
にこの言葉は世界に受け入れられていくことになりました。

さて、そういうわけで、流体近似した計算では振動が起こる、というのは 1986 年頃までには広く
認められるようになったのですが、では実際に星からできた星団でそんなことが起こるのか？という
のが次の課題になりました。結局のところ、それを確認する、もっとも確実な方法は実際に近似が入
らない多体系の数値計算をする、というものです。ベトウィーザーと杉本は、1983 年にはそのよう
な計算を始めていたのですが、粒子数が少なかったこともあってなんだかよくわからない、というの
が周りの研究者の評価でした。

さらに、上にもでてきたグッドマンが、流体近似の範囲内ですが厳密な解析を行って、振動が起こ
るかどうかは粒子数で決まる、ということを見つけだしました。大体粒子数が 8,000 くらいのとこ
ろに境界があり、それより下では振動はおきない、というのです。このため、多体計算をするとすれ
ば、それくらいまでやらないと本当のところはわからない、というのが予測されていたわけです。

多体計算の計算方法は基本的には力任せで、1つの粒子の加速度を計算するのに他の全粒子からの
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力を計算します。もっとも、粒子毎に時間刻みを独立に変えることで、中心部で密度が上がってタイ
ムステップが短くなっても外側のほうは長いタイムステップであまり計算量が増えないような方法を
使っていました。これはケンブリッジ大学で学位をとったアーセス博士のアイディアによるもので、
彼はそのあと 40年以上にわたって多体計算のプログラム開発をリードしてきました。

熱力学的な進化のタイムスケールは、粒子数が増えるとほぼそれに比例して長くなります。このた
め、計算量は粒子数のほぼ 3 乗に比例して増加することになります。私が大学院修士 1年生だった
時、最初は国立天文台の三鷹キャンパスのメインフレームで最大 400体、その秋には野辺山宇宙電波
観測所のもう少し性能が高いメインフレームを数十時間使って 1000体の計算をしました。さらに、
12月から 1月にかけて、東大の大型計算機センターのスーパーコンピューター、日立の S-810 を使
うことになり、プログラムのベクトル化などの作業をしたあと 10時間程度の計算時間でやはり 1000
粒子の計算をしました。

これらの計算を色々解析することで、振動の原因となる不安定性は働いているかもしれない、とい
う兆候は見えたものの、決定的な結果とはいいがたいものでした。この後しばらく、私も実際にもっ
と粒子数が大きい計算をする、ということよりむしろ、将来そういう計算ができるようになるための
原理的な問題の解明や、新しい計算法の開発をやっていました。

この直接のきっかけは、1986年、私が修士 2年の夏にまたプリンストンで開かれた研究会にいって
きたことです。数年前にプリンストン高等研究所の教授になったばかりのピート・ハット、これは 84
年の研究会の主催者でもあったのですが、が、星団や銀河の研究に大規模なスーパーコンピューター
を使う可能性について議論しよう、ということで 1986年夏に研究会を組織しました。この直接のきっ
かけの一つは、 NSF (アメリカの国立科学財団、日本では文部科学省がやっている科学研究費の配
分のうち、軍事等に関係しない基礎科学の部分を担う)がアメリカ国内 5 箇所にスーパーコンピュー
ターセンターを作り、その 1つがプリンストンに出来たことです。サンディエゴ、イリノイ、ピッツ
バーグ、コーネル、プリンストンの 5大学にでき、当初はコーネルが IBM のメインフレームに付加
ベクトルプロセッサをつけたもの、プリンストンが ETA システムズの ETA-10 (但し、センター設
立には間に合わずその前身の CDC Cyber-205 が納入された)の他は Cray の機械が入りました。

プリンストン高等研究所はフォン・ノイマンの本拠地であり、彼が ENIAC, EDVAC にかかわった
あと自力で開発を始めた IAS コンピュータが設置されたアメリカの計算機科学、計算科学の起源と
もいうべき場所なのですが、 1986 年当時は計算機といえば DEC VAX-11/780 があるだけでこれ
はとても強力な計算機といえる代物ではありませんでした。当時の国立天文台の計算機に比べても
1/10 以下の能力です。しかし、突然 NSF のスーパーコンピューターセンターが近くに建設される
ことになり、そのような大規模計算によってどんな新しいことができるか、というのを議論しよう、
ということでピートは研究会を組織し、杉本も招待しました。しかし、杉本は当時大変忙しかったの
かなんか知らないですが、とにかく私に代わりにいく？といってきて、私がいって東大の計算セン
ターの日立 S-810 でのベクトル化の話をすることになりました。

ちょうどその前後に、アーセスが日本にきて、2人で東大センターで彼のコードのベクトル化のテ
ストもやっていたので、多分その時点では私はアーセスのプログラムのベクトル化について世界で
ももっとも経験があった、ということになります。まあ、こう書くとすごそうですが、要するに世界
中でそんなことに手をだしたのが 2-3人しかいないようなあんまり研究者の多くない分野だった、と
いうことでもあります。そういうわけで、1986 年 6月にプリンストンにいってその話をしました。
ピートは私の話を聞いて何に感心したのか、もう 2 週間ほど余計に滞在して計算量評価について論
文を書こうといってくれて、その時、それからその夏に彼が京都に来た時、次の年の夏と色々議論し
たりテスト計算をしたりして、こういった計算コードの計算量が粒子数にどういう依存するかの結
構きちんとした理論モデルを構築しました。そういうのは当時は、というか今でもそうなのですが、
あまり「研究」とは一般的にはみなされてなくて、これを論文にして専門誌に載せるのは色々大変
だったのですが、その後の GRAPE の開発等にはこの理論的な評価が非常に重要でした。

年があけて 1987 年春には杉本がプリンストンにいきました。その時に、彼はピートから「これから
は並列計算だ、特に Connection Machine が有望」という話を聞いてきます。Connection Machine
(以下 CM)というのは、MIT の AI Lab で学位をとった W. D. ヒリスが博士論文で提案したマシ
ンで、当時のVLSI 技術を使って単純な 1 ビットプロセッサですが最大 65,536 台 (1チップに 16 プ
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ロセッサなのでチップ数では 4096)を 1台の SIMD 計算機に構成したものです。最初は AI 用とい
うことで並列 LISP とかの実装が考えられた、というより、元々並列 LISP である CM-LISP の概
念が先にあって、それを実現するハードウェアとして CM を考えたものです。ピートは 1985 年に
当時プリンストン高等研究所のポスドクだった J. バーンズと有名なツリーコードを発明したのです
が、これを CM 上に載せるというのを 86 年の夏から秋にかけてやっていました。その話を杉本は
聞いたわけです。

CM は元々は上に述べた通り 1 ビットのプロセッサを大量につけたもので、あまり数値計算向けで
はありませんでした。クロックサイクルが 5MHz 程度で、浮動小数点演算には数千サイクルかかっ
たので、1プロセッサは 1kflops 程度、マシン全体でも 100Mflops 程度の性能しかなかったからで
す。しかし、R. ファインマンの助言などがあり、浮動小数点演算専用 LSI を搭載した CM-2 が生ま
れます。これはプロセッサチップ 2つにつき 1セット、最大 2048 セットでしたが、 1 セットが 10
Mflops 程度の演算能力を持っていたので最大構成 (といっても 1辺が 2m もない立方体ですが)では
20Gflops と、1986 年時点ではベクトル機を上回り事実上世界最高速の計算機でした。

なんだか自分の話が多くてすみませんが、 1986 年の夏に私はツリーコードの話を聞いたので、これ
は面白いと思ってその秋から冬にかけて自分で書いてみたりしていました。これは、今はなき Borland
の TurboPASCAL とかで書いたものです。そうこうしているうちに夏になり、 Piet から論文仕上げ
るとか色々するからプリンストンにこい、と言われて 2ヶ月ほどいきました。この時にはツリーコー
ドのアルゴリズムををベクトル機で実行できるように書き直す、ということにも手をだしました。こ
れは、1986年には Los Alamos にいたHernquist が Barnes が書いたツリーコードを Cray XMP 用
の CIVIC Fortran コンパイラ (Los Alamos で開発しもの)で動くようにしたものを、プリンストン
の CDC Cyber 205 上の FTN200 Fortran コンパイラで動いて性能がでるようにしよう、という話
です。

CIVIC は良くできたコンパイラで、Fortran のくせに再帰が使えたりポインタがあったりしたよう
です。が、ベクトル化機能は大したことはなく、当時の日本メーカーのベクトル化コンパイラのほ
うがはるかに優れていました。問題は、 Hernquist のベクトル化法ではスカラ実行に比べて性能が
2倍程度にしかならなくて、あまりよろしくない、ということと、上の事情で再帰を使っていたので
FTN 200 では動かない、ということでした。再帰については、バーンズ自身が明示的にスタック操
作をすることで再帰をループに変換したプログラムを書いてとりあえず動くようにしたのですが、性
能がでないのはそのままでした。

ツリーコードは、N体系をツリー構造で表し、ツリーを辿っていくことで 1つの粒子への力を計算
します。ツリーを辿るアルゴリズムの自然な表現は再帰的アルゴリズムなのですが、別に自然でなく
ても計算機で実行できて速ければいいので色々な方法が実は可能です。

再帰的アルゴリズムには、 Fortran ではそもそも実行できない、ということの他、ベクトル化もで
きないという問題がありました。再帰的アルゴリズムには実は自然な並列性があるのですが、関数呼
び出しのない DO ループしかベクトル化しないベクトル化コンパイラではそんなものは扱えません。

結局、この時には私、バーンズ、ハーンキストの 3人がそれぞれ違う方法でのベクトル化を考えつい
て実装しました。まあ、その、最初に成功したのは私だったということはちょっと主張しておきたい
ところです。この時は Cyber 205 でなるべく性能を上げようということであまりコンパイラに頼ら
ずに、チューニングが必要なところではベクトル命令のアセンブラを直接呼ぶようにしました。が、
これでは Cyber でしか使えなくなるので、日本の機械でも使えるように、それ用に普通のベクトル
化コンパイラ向け Fortran で書いたものも同様なチューニングをしました。

この時のベクトル化の原理は、要するに違う粒子への力は並列に計算できる、ということからベク
トル化するループを力を受ける全粒子に対して回るものにする、ということです。普通に書くと、外
側のループで全粒子を順番に見て、内側のループでは現在見ている粒子への力を再帰を反復に書き
換えたもので計算します。

しかし、ベクトル化は普通もっとも内側のループにしかしてくれないので、このままではベクトル
化できないわけです。ベクトル化するには内側のループと外側のループの順番を入れ替える必要があ
ります。 元々全粒子への力は並列に計算できるのだから、そういう入れ替えはちゃんと必要な一時
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変数 (スタック)を粒子の数だけ用意すればできます。もっとも、実際にはツリーを辿るのにスタッ
クは必要なくて、現在どこにいるかから、下の階層に行くのでなければどこの行くべきかは一意的
に決まります。従って、その行くべき場所へのポインタがあれば良いわけです。このようにすると、
プログラムが簡単になって、しかも余計な仕事が減るので速度も上がりました。

以下に当時書いた Cyber 205 用のコードを示します。

C***

do 40 i = 1, 3

maxnod2=maxnode

dxs(1,i;npnnul) = poscp(1,i;npnnul)

& - q8vgathr(pos(1,i;maxnod2), pnodes(1;npnnul); npnnul)

40 continue

stols(1;npnnul) = q8vgathr(sizetol2(1;maxnod2),

& pnodes(1;npnnul); stols(1;npnnul))

masss(1;npnnul) = q8vgathr(mass(1;maxnod2),

& pnodes(1;npnnul); masss(1;npnnul))

nexts(1;npnnul) = q8vgathr(nxtpos(1;maxnod2),

$ pnodes(1;npnnul);nexts(1;npnnul))

childs(1;npnnul) = q8vgathr(fstchd(1;maxnod2),

$ pnodes(1;npnnul);childs(1;npnnul))

rsqs(1;npnnul) = dxs(1,1;npnnul)**2 + dxs(1,2;npnnul)**2

$ + dxs(1,3;npnnul)**2

bstom(1;npnnul) = (rsqs(1;npnnul) .ge. stols(1;npnnul))

where (bstom(1;npnnul))

npnods(1;npnnul)=nexts(1;npnnul)

otherwise

npnods(1;npnnul)=childs(1;npnnul)

endwhere

where ((.not. bstom(1;npnnul)) .or.

& (ptclcp(1;npnnul) .eq. pnodes(1;npnnul)))

& masss(1;npnnul) = 0.0

rsqs(1;npnnul) = 1.0/(rsqs(1;npnnul) + eps2)

phims(1;npnnul) = masss(1;npnnul) *

& vsqrt(rsqs(1;npnnul); npnnul)

phicp(1;npnnul) = phicp(1;npnnul) - phims(1;npnnul)

phims(1;npnnul) = phims(1;npnnul) * rsqs(1;npnnul)

do 90 i = 1, 3

acccp(1,i;npnnul) = acccp(1,i;npnnul) -

$ dxs(1,i;npnnul) * phims(1;npnnul)

90 continue

bnewcp(1;npnnul)= (npnods(1;npnnul) .ne. null)

j=q8scnt(bnewcp(1;npnnul))

if(j .lt. npnnul) then

nend=npnnul-j

endlst(1;nend)=q8vcmprs(pindex(1;npnnul),

$ .not. bnewcp(1;npnnul);endlst(1;nend))

do 230 i=1,nend

k=endlst(i)

pbody=ptclcp(k)

phi(pbody)=phicp(k)

termcnt(pbody)=termcp(k)

acc(pbody,1)=acccp(k,1)
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acc(pbody,2)=acccp(k,2)

acc(pbody,3)=acccp(k,3)

230 continue

if(j .ne. 0) then

ptclcp(1;j)=

$ q8vcmprs(ptclcp(1;npnnul),bnewcp(1;npnnul);j)

phicp(1;j)=

$ q8vcmprs(phicp(1;npnnul),bnewcp(1;npnnul);j)

termcp(1;j)=

$ q8vcmprs(termcp(1;npnnul),bnewcp(1;npnnul);j)

do 240 k=1,ndim

poscp(1,k;j)=

$ q8vcmprs(poscp(1,k;npnnul),bnewcp(1;npnnul);j)

acccp(1,k;j)=

$ q8vcmprs(acccp(1,k;npnnul),bnewcp(1;npnnul);j)

240 continue

endif

endif

if(j .ne. 0) then

pnodes(1;j)=q8vcmprs(npnods(1;npnnul),

$ bnewcp(1;npnnul);pnodes(1;j))

endif

npnnul=j

こちらは、アルゴリズムの基本は同じですがあんまり邪悪なチューニングをする前の基本的なプログ
ラムです。ループの入れ替えをした後の最内側ループを示しています。

C***

do 40 i = 1, pcount

pbody = pfirst + i - 1

if (pnode(i) .ne. null) then

p=pnode(i)

dx = pos(pbody, 1) - pos(p, 1)

dy = pos(pbody, 2) - pos(p, 2)

dz = pos(pbody, 3) - pos(p, 3)

rsq = dx**2 + dy**2 + dz**2

if (rsq .ge. sizetol2(p) .or. p .eq. pbody) then

if(p .ne. pbody) then

rsq = rsq + eps2

r2inv = 1.0/rsq

rinv = sqrt(r2inv)

phim = mass(p)*rinv

phi(pbody) = phi(pbody) - phim

phim = phim * r2inv

acc(pbody, 1) = acc(pbody, 1) - dx*phim

acc(pbody, 2) = acc(pbody, 2) - dy*phim

acc(pbody, 3) = acc(pbody, 3) - dz*phim

endif

pnode(i)=nxtpos(p)

else

nodediv = nodediv + 1

pnode(i)=fstchd(p)
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endif

endif

40 continue

Cyber 用のコードは 3倍くらいの長さになった上、なんだか意味がわからないものである、というの
はわかるかと思います。これはコンパイラの能力の問題、ということもできなくもないのですが、下
のプログラムから上のプログラムに対応するようなアセンブラ、というか上のプログラムは q8xxxx
というのはそのままベクトル命令に変換されるのでほぼアセンブラなのですが、を出すことをコン
パラに期待するのはなかなか現実的ではない、というかコンパイラを書く人にそんなことをやってと
いうのには無理があるかもしれません。

まあ、とにかく、そういうわけでツリーコードのベクトル化も結構上手くできました。そこで、CM
でもやってみよう、という話になって、 87年の秋から冬にかけて 3ヶ月ほどボストンの MIT AI Lab
の近くにある TMC で机をもらってました。

TMC は、数値計算機のための計算機に何をもたせるべきか、というのは全然考えずに人工知能屋
さんがハードウェアとソフトを作っていた会社でした。 86 年にもバーンズが CM 上にツリーコー
ドの実装をしたのですが、その時に使えた言語は *Lisp という、 Lisp に CM 上のアセンブラ呼び
出し機能をつけただけのものでした。

但し、元々 Hillis は人工知能屋で、言語設計には G. L. Steele 等の人が入っていたこともあり、ア
センブラといっても上の FTN200 なんかに比べると全く次元が違うものでした。CM のハードウェ
ア、ソフトウェアの画期的な点は、仮想プロセッサの概念を導入したことです。それまでの SIMD 並
列機や、あるいはベクトル機をアセンブラでプログラムする場合もそうですが、ハードウェアの並列
性、つまり何個プロセッサがあるか、というのがプログラマに見えます。このため、例えば 8192 粒
子のシミュレーションをするプログラムを書く時、使えるプロセッサが 256個だったとすると、 1
プロセッサが 32個の粒子を分担することになって、そのための配列宣言とかループ構造をももった
プログラムを書くとかそういうことをする必要が起きます。 これに対して、 CMは 1つの物理プロ
セッサが複数の仮想プロセッサの実行をエミュレーションする、というのを SIMD の実行レベルで
行う、という仕掛けがありました。このため、上の例では、アセンブラで書く時でも 8192 個のプロ
セッサを使うことができます。これはプログラムの生産性を非常に上げるものです。

なんだか話がそれていきますが、とにかくこの時は CM 上の C* という、C++ のクラスの機能を
使って C に SIMD 並列実行機能をつけた言語でツリーコードとかを書いてました。これは、上の仮
想プロセッサのおかげでかなり複雑な処理が比較的簡単なプログラムで実現でき、まあまあの性能が
でました。ここでまあまあというのは理論ピークの 10パーセントとかそれくらいです。ベクトル機
でもそんな程度なので、価格性能比の高い CM では十分競争力がありました。

但し、これは性能評価くらいにおわって、あんまり実際のシミュレーションには使いませんでした。
シミュレーションには、プリンストンにはいった ETA-10 とか、当時リクルートがもっていたスー
パーコンピューター研究所のCray XMP や NEC SX-1 を使っていました。このスーパーコンピュー
ター研究所はなかなか不思議なところで、とても採算がとれるあてはなかったのではと思うのですが、
Cray XMP、NEC SX-1、富士通 VP-400 等の大型スパコンの他、研究所に Alliant FX-8、 Ardent
Titan、PAX-64J、Intel iPSC/2 等の並列機がありました。大型スパコンは計算サービス部門のもの
ですが、結構研究所の関係者には使わせてくれました。当時東大の大型計算機センターのスーパーコ
ンピューターを使うと 1時間 1 万円ほどしたので、これは極めてありがたいものでした。

と、そんなことをしていた 1988年の秋、指導教官の杉本から 4ページほどの研究会集録原稿のコ
ピーみたいなものを渡されました。当時野辺山宇宙電波観測所にいた近田の、「計算機を使う、計算
機の技術を使う」という原稿です。近田がその年の天文・天体物理若手夏の学校という、大学院生が
中心となって組織する勉強会みたいなものに講演者として招待されて話をしたものをまとめたもの
です。

野辺山宇宙電波観測所は世界で初めて 5 素子のミリ波干渉計を動かしたところです。干渉計という
のは、複数の電波望遠鏡からの信号を計算機の上で合成することで口径の大きな電波望遠鏡と同じ
分解能を実現しようとするものです。そのための計算機の能力は望遠鏡の台数が多いほど、また観測
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する波長が短いほど高いものが必要になり、野辺山の場合は 100Gflops ほどが必要でした。ベクト
ル機の能力が 1 Gflops なかった時代の話です。

まともに計算機を買ったのではとても無理なのですが、近田たちは信号処理用の専用計算機を作る
ことでこの処理速度を実現しました。出来たものは FX という名前で、基本的には望遠鏡からの信
号を FFT (高速フーリエ変換) する専用回路です。データのビット長を FFT の部分は 6 ビット程度
とすることでハードウェアの規模を小さくし、さらに完全専用回路とすることで 100Gops (浮動小数
点ではないので fl をつけない)の速度を普通のメインフレーム程度の規模の回路で実現しました。

近田の原稿の主旨は、そのようなやり方をシミュレーションでも使えばよい、というものでした。
見出しだけを引用すると

「昨日、今日、明日」

「性能は値段に大体比例する」

「実はオーバーヘッドの多少によって性能/価格は 3桁違う」

「効率の良い implement しやすいアルゴリズムを選ぶことが大事」

となっていて、基本的な思想はこれだけでわかるかと思います。但し、杉本にとって大事だったの
は、近田が単に例として「こんなハードウェアができます」とブロック図を書いたものが粒子間の重
力を計算する専用回路で、まさに私達が必要としていたものだったことです。杉本は早速近田と接触
し、PAX の慶応の川合、その時大学院合格が決まっていた伊藤、私の 3人と一緒に野辺山に出かけ
て近田の話を聞きました。

その時にどういう話をしたか、というのは私は実は殆ど憶えていないのですが、基本的には伊藤が
修士の間に設計する、いろいろわからないことは近田に聞く、というような話をしたはずです。近田
の原稿を引用すると

具体的イメージをつかんでもらうために、例として図 2にパソコンにつない
で N 体問題の重力を計算する回路の概念を示します。 10MHz クロックで間
口がパラレルのパイプライン式で 32bit固定小数点で計算させるとすると、
市販の IC で 200個、0.1 立方米くらいの嵩で、250MOPS のスーパーコン
ピューター並みの性能が得られるでしょう。値段としては自作で 400万円
位でしょう。もし億円オーダーの金をかけて、大型計算機につなぐような
バンとしたものを作る場合は、高性能を狙って専用 IC を作り、 IC 5000

個、 4 byte 浮動小数点演算、 20MHz クロック、20立方米、 100Gflops、
10万体問題を 4万ステップ 1 日に計算できる。

とあります。
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伊藤は早速デジタル回路の勉強や、平方根回路の設計等を始めました。私のほうは、これを作るのは
伊藤が、と杉本が決めたので、では私はどうしようか、、、という感じで、「トランジスタ技術」とか
を買ってデジタル回路の基礎を勉強したりしてました。 そうこうするうちに、伊藤が、初めから近
田が提案したような大規模な回路を作るのは大変なので、パイプラインの構造としては同じなんだ
けれど計算精度 (データのビット幅)を減らしたものを作るのはどうか？といってきました。伊藤に
よると、ビット幅を 8 ビットにすれば、2入力の任意の演算を 512kbit の ROM (読み出し専用メモ
リ)でできるので、回路が非常に簡単になるというのです。

杉本はではそれでやろう、といったように思います。私はというと、もちろん最初に作るものはそ
れでいいけれど、それでなんかシミュレーションできたらそのほうが嬉しいな、、、といった感じの
ことを考えていました。

8ビット精度でシミュレーションなんて全然無理ではないか？というわけですが、実はそうでもな
いのです。例えばツリーコードを使う場合、重力加速度の誤差は 1% とか、もっと大きいこともあり
ます。そんな精度でいいか？というと、 1% の誤差といってもステップ毎にランダムに変わるので、
求まった軌道の精度はもっと高いということがあり、球状星団の計算のような何千周期、何万周期と
計算するような問題には使えないのですが、例えば銀河の合体過程をシミュレーションするような、
短い計算ではこれで十分なのです。

もっとも、 8ビットというのは、浮動小数点表現の全部を合わせて 8 ビットなので、例えば指数を
5 ビット、符号を 1 ビットとする仮数は 2 ビットになって誤差は 25% ということになります。これ
は上のツリーコードの 1% よりずっと大きいのですが、ここでもうひとつ大事ことは、1つの粒子へ
の力は他の沢山の粒子からの力の合計であるということです。 粒子数は例えば 1万個程度です。こ
の時に一つの粒子からの力の誤差がランダムだとすると、 1 万個合計した時に力の大きさは大雑把
にいって 1万倍になりますが、誤差は平均すると 100倍にしかならず、精度は 2桁あがることにな
ります。一般に、このような誤差がランダムなものを積算すると、誤差は積算した項数の平方根でし
か増えないのです。

つまり、途中の計算がいい加減でも、積算のところだけ高い精度でやると結構良い精度がでること
になります。後は、最初の 2tの粒子の座標の引き算にも精度がいります。これは、原点から遠く離
れた 2粒子の座標を引き算した後で有効数字がのこっている必要があるからです。もっとも、これは
固定小数点にしてしまえば LSI 1つで済み、 16 ビットもあれば十分でした。入力の座標を 16 ビッ
トにすると、積算の前の答は 32ビット、積算器は桁あがりがあるのでもうちょっと必要になります。

途中の計算をいい加減にやっても本当に大丈夫か？というのは、理論的にはそうであってもやって
みないと信じられません。これは、普通の計算機でシミュレーションしてみれば確認できます。早
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速、そういうプログラムを書いて実験してみたところ、確かに途中の精度を 4 ビットとかまで落と
しても計算精度に大きな問題は起きないことがわかりました。

それなら、というわけで伊藤に、最初と最後だけ固定小数点でビット長を長くできない？というよう
な話をしたら、できそう、という答でした。それで、座標 16ビット、積算 48ビットという GRAPE-1
の回路構成が基本的に決まりました。

ホストインターフェースには、 RS-232C や SCSI 等も検討したのですが、安くでき、設計も割合簡
単な上にそこそこの速度がでるはずのもの、ということで GPIB (IEEE-488) を採用しました。これ
は、学部の学生実験で使っていて PC-9801 用のボードが実験室から借りてこれた、というのも理由
でした。これは、大体 10KB/s の速度が出れば、粒子数が大きい時にはまあまあの性能がでるとい
う見積りだったからです。 RS-232C では不足でした。 SCSI は理論ピーク 5MB/s で十分なのです
が、難しそうだったので使いませんでした。また、当時研究室に 1台だけあった Sony NEWS ワー
クステーションにも GPIB インターフェースカードがあったので、ちゃんと動いたらそっちにつけ
ることできる、というのが利点でした。もちろん、 SCSI インターフェースも NEWS にはあるので
すが、これはハードディスクや光ディスクドライブをつないでいたので、それらとは別に GRAPE
をつけて動かせるかどうか、 OS の中身をいじる必要がないか、とか良くわからなかったというこ
ともあります。

GPIB は TI の 9914 というインターフェース IC があり、伊藤はまずそれをのせた簡単な基板を
作って石の動作を確認したあと本番のボード設計に入りました。GRAPE の名前はそのころに杉本
が提案したものでした。最初は名前がなくて近田パイプとか呼んでましたが、もっと格好いい名前が
ないといけない、というので皆が色々考えたのですがあまり良い案がなくてしばらくしたある日に
GRAvity PipE で GRAPE でどうか？と杉本がいって、それは良いとなったものです。

GRAPE-1 について、そういうわけで実際の設計や配線、デバッグは全部伊藤がやっていて、私が
したことは当時助手で着任した戎崎と相談しながら使う部品を検討した (主に、注文してから速く届
くとかそういう観点で)こととか、伊藤が当時川合研究室の助手だった朴のところに設計した回路を
見せて意見を貰うのについていったとか、それくらいです。 夏の間にいつのまにか回路ができてい
て、8月の終わりころに、回路ができて動いたから ROM テーブルの中身を作ってくれと伊藤にいわ
れて慌てて作って渡したら、なんだかあっというまに重力計算ができるようになっていました。

ホスト計算機は最初 PC-9801 (多分 VM2という、CPU は V30 のモデル)であり、最初のプログラ
ムは N88-BASIC で書いていました。ハードウェアのデバッグ、テストにはこれで十分なのですが、
数千粒子とかでシミュレーションするには速度が足りません。なので、まずは MS-C を使って動か
すことにします。NEC が売っていた純正の GPIB インターフェースボードを使っていたので、これ
は ROM に GPIB インターフェースライブラリが入っていて、ソフトウェア割り込みで使うことが
できました。これはそこそこ高速で、ある程度のシミュレーションができたはずです。

しかし、実際に研究に使うような計算をしようと思うと、MS-DOS が動いているだけの PC-98 で
はなかなか大変です。初期条件を作ったり結果を解析したりするプログラムは NEWS 上の UNIX
で動いているからです。 UNIX の機械の間では NFS でファイル共有ができていましたが、 UNIX
と MS-DOS の間ではまだそんな気の効いたものはありませんでした。

そこで、 NEWS につなぐことにしました。ライブラリを使ってプログラムを書いてみると、、、
PC-98 を使っていた時の 1/10 くらいのスピードしかでません。これは一体どういうことか、と調べ
てみると、話は単純でメーカーの提供してくれた GPIB のライブラリが遅い、ということがわかり
ました。何故遅いか、ということですが、 GRAPE-1 では、ホストからの転送は 6バイト単位で動
いていました。コマンドやアドレスにあたるものが 4バイト、データが 2 バイトです。で、ハード
ウェアはこの 6 バイト毎に GPIB のハンドシェイクをするようになっています。このため、ホスト
のプログラムは 6 バイト毎に転送するライブラリルーチンを呼ぶようになっていました。

ところが、NEWS のほうのライブラリはそんな短い転送長では全く性能がでないものでした。大
雑把にいって、1度ライブラリを呼ぶとデータ長に無関係に 1 ミリ秒くらいかかるので、 6バイト
単位でライブラリを呼ぶと 6KB/s くらいしか出ないわけです。

これでは使いものにならないので色々姑息な方法を考えました。今ならハードウェアといってもこ
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ういったインターフェース回路は FPGA で組むので、 6 バイト単位ではなくもっとまとめて受け取
れるようにそっちをプログラムするのですが、 GRAPE-1 では 6 バイト受け取ってハンドシェイク
する、という回路を 74系の標準 IC (CMOS のHC シリーズでしたが)のカウンタ IC とかシフトレ
ジスタ IC とかを配線して作っていたので、そんな器用なことをさせるのはボードから作り直す必要
がありました。

色々考えたのですが、結局 2つの非常に違うアプローチをしました。一つは、NEWS のライブラリ
ルーチン自体を書き直すことです。最初使っていたNEWS-821 は CPU に 68020 が 2個ついたモデ
ルで、ユーザプログラムや OS カーネルは一方の CPU で走るのですが周辺装置の制御はもう一方
が行うというものでした。当時やそれ以前のメインフレームでは CPU の他に I/O プロセッサがあ
るのが当たり前で、そういう構成になっていたわけです。

そんなのだと、ライブラリをいじるには I/O プロセッサのほうのプログラムをいじる必要があっ
て、そんな資料はメーカーから簡単にはでてこないしでてきてもやりたくないわけですが、ちょうど
そのころソニーは新しく 68030 を使った廉価版の NEWS を発売しました。これは I/O プロセッサ
とかそういった邪魔ものはなくなっています。

教養学部宇宙地球科学教室の少ない予算から廉価版の NEWS を買ってもらって、早速 GPIB ボー
ドをさして GRAPE-1 につないでみました。すると、なんと今までの I/O プロセッサつきの NEWS
よりさらに遅くなっていて全く話になりません。今度は、データ長に無関係に 1KB/s くらいしか出
ないのです。

これは、I/O プロセッサがなくなったので、 1 バイト読むのにハードウェア割り込みを使って OS
カーネルに制御を渡し、 終わるとスケジューラに戻す、ということをしているかららしい、という
ことはすぐにわかったのですが、ではどうしよう？というのが問題です。

幸い、この NEWS はソニーの純正商品ではなく、ハードウェアはソニーなのですが、普通の UNIX
を載せたモデルは東京エレクトロンが独自に販売していたもので、そちらにお願いすると OS 周り
の資料が色々でてきました。結局、その資料を頼りにデバイスドライバを書いてなんとかすることに
なりました。

といっても、デバイスドライバなんてものを書くのは初めてなので右も左もわかりません。参考
書 1冊と、サンプルドライバのソースコードだけが頼りです。とはいえ NEWS の GPIB ボードは、
GRAPE-1 で使ったのと同じ TI の 9914 チップが載ったボードだったので、石に何をすればいいの
かは良くわかっていました。問題は、そもそもデバイスドライバとはどういう仕掛けで書くものか、
とかそういうことです。

その辺が良くわからなかったので、なるべく安直な方法でやることにしました。具体的には、 9914
の制御レジスタをユーザプロセスのアドレス空間の中にそのままマッピングし、ユーザープロセスか
ら OS を介さないでそのままハードウェアをアクセスすることにしました。これは、セキュリティと
かシステムの安定性、つまり、ユーザプロセスが変なことをした時にシステムが落ちないかどうか、
といった観点からは問題があるわけですが、 GRAPE-1 の性能を出すことが目的で、ハードウェア
にアクセスするのはライブラリだけですからそれがちゃんとしてればいい、ということにします。

さらに、データがくるのを割り込みで処理するのではなく、単純にレジスタをポーリング、つまり、
データがくるのを CPU がループで待つ、というふうにしました。これは、マルチタスク OS では
やってはいけないことになっているのですが、別に GRAPE-1 のプログラムだけが速く走ればいい
のでそんなことは気にしません。

これらは劇的な効果があり、大変素晴らしい性能がでるようになりました。計算速度ですが、当時
我々は 2つの粒子間の重力相互作用の計算を全部で 30演算と数えていて、最初はクロック 4MHz
だったので 120 Mflops 相当といっていました。しかし、1996 年頃から Los Alamos のグループが
重力相互作用の計算を全部で 38 演算と数えるようになったので、我々もそれに合わせて性能を計算
するようにしました。この稿ではそれを使うことにすると、 152 Mflops ということになります。年
度末くらいには 8MHz でも動いて、 304 Mflops となりました。

速度の計算にこのような曖昧さがあるのは、平方根演算や割算をどう数えればいいかはっきりしな
いからです。普通計算速度を Mflops とか Gflops で書く時には、掛け算と足し算、引き算の数を数
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えます。しかし、割算は大抵の計算機で掛け算より時間がかかるので、これも 1演算として数える
と割算が必要な計算では計算機の性能が見かけ上非常に低くなってしまいます。これは、平方根や、
その他数学関数でも同じです。

Cray のベクトル機では割算の時間は掛け算の 7 倍くらいだったので、その程度で換算する、とい
うことが昔は良く行われましたが、最近の計算機はもう少しかかるものが多いのでもう少し大きい
目の数字を、Los Alamos の人達はしたようです。

ちなみに、 300Mflops という速度は当時の東大大型計算機センターの日立 S-820 のちょうど 1/10
で、ハードウェアコストはだいたい 1万倍くらい違うので結構お買い得だったことがわかるかと思
います。もちろん、ハードウェアコストに伊藤やその他関係者の人件費を適当に仮定して入れると
(実際には大学院生は給料貰うどころか授業料を払ってますから、人件費はマイナスですがそれを入
れると計算機の値段自体がマイナスになってしまいます)差は 100倍くらいまで減るのですが、そう
いう計算をするならベクトル計算機を使うにも人件費がかかるので人件費の差を計算する必要があ
ります。そうすると 1000倍くらいというのが妥当な数字でしょう。

GRAPE-1 は銀河の衝突のシミュレーションなどに使い、90年 4月に助手に着任した奥村さんや、
同じ時期に卒業研究で研究室にきた船渡さんがシミュレーションに使いました。また、銀河の合体や
銀河群の進化などのアニメーションを作って、ノート PC で見せる、といったこともやりました。

GRAPE-1 は伊藤君が中心で設計・製作したのですが、それと時期を同じくしてもっと計算精度が
高くて、球状星団の進化の計算もできるようなものを作ろう、と杉本が言い出し、国立天文台から
250万円ほどの研究費をもらってきました。

こちらは戎崎が中心になってやる、ということで、 GRAPE-2 という名前で開発を始めました。計
算精度を上げることと、球状星団のような系のための計算アルゴリズムである独立時間刻み法とい
うものを使うことが目的です。

計算精度を上げるのは、基本的には GRAPE-1 で使った ROM の代わりに普通の浮動小数点演算
ができる LSI を使う、ということになります。 CM のところで書いたように、当時はちょうどそう
いうものが利用可能になった数年後で、アナログ・デバイセズ、ワイテック、TI、LSIロジック等の
数社からそのような LSI がでていました。多くは 32ビットで価格は 2-5万円、64ビットのものはだ
いぶ高かったです。

なので、全部 64 ビットでやるのは諦めて、 GRAPE-1 で演算毎に精度を変えたのと同様に最初の
座標の引き算と最後の積算は倍精度、それ以外は単精度でやることにしました。汎用計算機では最近
になって SSE をもった x86 プロセッサ、CELL や GPU のような単精度が速いシステムがでてきた
ので、部分的に単精度で実質的に倍精度を実現するアルゴリズム、というのを研究しようという雰囲
気がでてきていますが、 GRAPE では 1990 年にこれをやっていたわけです。

ちなみに、SSE 等では演算毎に指定する、というレベルで単精度と倍精度を混ぜて性能を出すのは
困難で、それは精度変更自体が命令で、サイクルを消費するからです。 GRAPE のような専用パイ
プラインでは、精度変更は基本的には配線だけの話なので、演算毎に好きなように変えることができ
ます。

GRAPE-1 に比べると、計算精度が高く、実際に球状星団の計算に使えます。といっても速度は大
したことはないので、粒子数はあまり大きくできません。それで性能を出すには通信が速い必要が
あります。ということで、GPIB ではなく VME バスというものを使いました。これは基本的には
68000 のプロセッサバスをベースに汎用バス規格を作ったもので、当時の産業用コンピュータの他、
ワークステーションでも採用例が多かったものです。特に、また同じ研究室の NEWS ですが、これ
は VME バスのカードを挿すことができる拡張ボックスがありました。

GRAPE-2 は VME バスに対するスレーブとして、またバースト転送にも対応しない単純な回路で
やることにしました。と、自分でしたみたいに書いてますが、この辺は実は伊藤がまたやっていま
す。GRAPE-1 に少し遅れて戎崎が中心ということで初めたのですが、 GRAPE-1 が結構すぐに出
来て伊藤が時間ができたのでじゃあそっちも、ということになったものです。といっても、伊藤にも
なかなか難物だったようで、回路設計、製作が終わってからもかなり苦労してデバッグとかしていま
した。特に、なかなかノイズでの誤動作が消えない、ということがありました。今から考えてみる
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と、消費電力の大きな LSI のためのボードとしては電源周りの配慮が不足であったと思います。

最終的には、電源電圧を下げて動作速度を落としてノイズを抑える、という方法で解決したよう
です。

アーキテクチャの話に戻ると、 GRAPE-1 では空間座標の 3成分を計算するために 3 個の同じ回路
を用意して並列動作させて性能を稼いでいるのですが、GRAPE-2 ではそれはあまりに製作が大変だ
ということで 1 つの石で x, y, z の 3成分を順番に処理することで回路規模をほぼ 1/3 にしました。
で、クロックは 4MHz で、速度は GRAPE-1 の 1/3 の 50Mflops、ハードウェア費用は GRAPE-1
の 10倍ですが、これは人件費に比べて小さいとすると汎用スーパーコンピューターに比べて価格性
能比が数百倍よいというのはあまり変わらないわけです。GRAPE-2 は色々なシミュレーションに使
われました。

GRAPE-1 を始めた 1989年春に私は博士課程 3年だったのですが、この年に無事に学位をいただ
いて、さらに幸運なことに同じ東大教養学部の情報図形科学教室というところで職を得ることができ
ました。この時に同時に現在は東工大の教授になっている井田と、国立天文台の助教授になっている
奥村がそれぞれ基礎科学科第二と宇宙地球科学教室の助手として採用され、 GRAPE にもかかわっ
てくれることになりました。井田は早速惑星形成過程の N 体シミュレーションを始め、 GRAPE-2
を使っていくつもの重要な成果を上げました。また、91 年に卒業研究に来た小久保をこの分野では
世界をリードする研究者に育てています。井田は 92年には助教授となって東工大に移りました。奥
村は銀河の合体のシミュレーションと観測との比較等で成果を出すと同時に次の GRAPE-3 の開発
にかかわります。

GRAPE-2 の成果の一つは、中心にブラックホールがある銀河同士の合体で楕円銀河に見られる中
心の明るさがフラットな領域の存在を説明できる可能性がある、ということを初めてしめしたことで
す。 GRAPE-1 での計算で、銀河同士の合体で楕円銀河の色々な性質を良く説明できる、というこ
とは確認できたのですが、一つどうしても上手くいかなかったことがありました。それは、コア半径
があわない、というものです。

楕円銀河は一般に中心ほど星の密度が上がり、明るくなるのですが、中心の狭い領域ではそれほど
密度が上がらなくなる傾向があります。小さい楕円銀河では、望遠鏡の分解能の限界までみても明る
くなっているものが殆どなのですが、銀河団の中心にあるような大きな楕円銀河では必ずしもそうで
はなく、あるところから密度が上がらなくなるのです。

この密度がほぼ一定になる領域のことを核 (コア)といいます。大きな楕円銀河については、銀河自
体の大きさとコアの大きさにほぼ比例関係があることがわかっていました。ところが、銀河同士の合
体をさせると、出来た銀河のコアは最初の銀河のコアから大きくなりません。銀河全体のサイズは大
きくなるので、これは観測で見つかっている比例関係がシミュレーションでは再現できない、という
ことになります。これまでもそういうことを示唆する結果はあったのですが、 GRAPE-1 で今まで
やられていなかったような大規模で精度が高い計算をしても結果は同じでした。つまり、何かが正し
くなかったのです。

戎崎、奥村と牧野の 3人で色々議論しましたが、あんまり展望は開けませんでした。観測の分解能
の問題とかを考えても、大きな銀河でコアが大きくなるというのは分解能のせいだけではなさそう
でした。

ある日、戎崎が、「中心ブラックホールがあったら影響しない？」といいました。私は言下にそん
なのは質量もたいしたことないし効くはずがない、と返事をしたような気がするのですが、戎崎は、
そうじゃなくて、質量は結構大きい、楕円銀河だと星の質量の合計の 0.1 パーセント以上とかある
のも珍しくない、と教えてくれました。そうすると、話は全然変わります。球状星団では連星ができ
る、という話を前のほうで書きましたが、そういう連星では連星の重力エネルギーは他の普通の星の
100倍近くまでもあがることがあります。合体する 2つの銀河が両方ともブラックホールをもってい
ると、それらは重いために「力学的摩擦」という効果が働いてできた銀河の中心に沈み、連星をつく
ります。もしもブラックホールの質量が星の質量の合計の 0.1 パーセントもあるなら、その重力エネ
ルギーは銀河全体の重力エネルギーの 10パーセント近くまで増えることができるのです。これは、
コアどころか銀河全体の構造に影響するほどの膨大なエネルギーです。
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それなら、ということで、できたばかりの GRAPE-2 で合体過程の計算をしました。GRAPE-1 の
時には計算プログラムは全く新しく書いたのですが、GRAPE-2 ではより複雑なプログラムを使う
ので、ゼロから書くのではなく元々スーパーコンピューターで使っていた、ケンブリッジのアーセス
が書いたプログラムを重力相互作用計算のところだけ GRAPE-2 を使うようにしたものを使います。
この、部分的にだけプログラムを修正する、という方法は、GRAPE を使う時の基本的なアプロー
チになります。

結果は。見事にブラックホールなしの合体だとコアが大きくならないけれど、ブラックホールありだ
と大きくなる、となりました。この計算結果は Natureに論文として発表することができ、GRAPE-1
の論文自体が Nature に載ったのにつづいて 2 本目の Nature 論文、ということになりました。

この研究にはずっと続きがあり、巨大ブラックホール連星の進化とその親銀河の構造への影響、と
いうテーマは観測的にも理論的にも大きな分野に成長しました。もちろん、これは私達だけの貢献で
はないし、私達が最大の貢献者というわけですらないのですが、親銀河の構造への影響、という観点
を持ちこんだのは私達、といっても主に戎崎ですが、の貢献だと思います。

GRAPE-1 と GRAPE-2 で、実際にこういう計算機を作ってちゃんと研究に使って成果を出すこと
ができる、ということは十分にわかったのですが、それができるとなると次はもっと速いものを、と
いうことになります。当時は LSI を試作するのは 1-2千万円でできたのですが、さすがにこれは教
室の予算や、天文台からもらってこれる開発費では足りません。また、それ以前にそもそも LSI を
設計するっていうのはどういうことでどうやってやるのかも誰も知らないわけです。

お金がどれくらい、というのを見積もるにも、どんなものを作るか決めないとメーカーと相談にも
なりません。ということで、伊藤が GRAPE-2 をやっていた 89年末、私は博士論文を提出して時間
ができたので LSI を作るとしたらこんなもの？という回路図、といってもそんなに詳細ではないブ
ロック図レベルのものを書いていました。これを、半導体開発もやっていた東京エレクトロンに持ち
込んで、費用とかの見積もりをしたのです。それででてきた数字が、GRAPE-1 の精度を少しあげた
くらいのものだとまあ開発費が 1500万円位という感じでした。プリント基板等にもお金がかかるの
で、 2000万くらいいることになります。この頃に、本郷で並列計算機の開発をしていた田中先生の
研究室にお邪魔して、 LSI 開発の様子を教えてもらったりもしました。

杉本は科研費を申請していましたが、これは当たって 700万円位の枠で出していてとても足りませ
ん。そこで、最初は色々違うことを考えました。

一つは、GRAPE-1 の回路をそのまま、あるいは少し改良した上で、10枚くらい作って、並列処理
で性能を上げる、というものです。材料費は安いので不可能ではありません。が、性能はなかなか上
がらないのがつらいところです。

もう一つは、 FPGA、あるいは当時は LCA (Logic Cell Array) といっていた、中の論理回路を変
更可能な LSI を使ってパイプラインを実現することです。当時使えた FPGA は代表的なのが Xilinx
の XC3000シリーズというもので、公称 9000 ゲートというものでしたが実際には到底そんなもので
はなく、数個使って GRAPE-1 相当が入るかどうか、という程度であまりメリットはなくて断念し
ました。当時、東大物理の大学院生だった泰地が FPGA を使って統計物理のシミュレーション用の
専用計算機を作っていたので、その話も聞いたりしたはずです。

実際に LSIを作ると、チップ 1つに GRAPE-1 や、あるいは GRAPE-2 相当の回路を入れることが
計算上はできます。で、ボードだと我々の技術では 10MHz で動かすのも大変だったのですが、チッ
プにしてしまえばもっとクロックを上げるのはそれほど難しいことはありません。これは、単に長い
配線とかがなくなるの、高速で出力しないといけないチップはメモリくらいになってノイズもでにく
くなるからです。しかし、もっとも大事なことは、ボード上に沢山チップを載せて並列化できること
です。

GRAPE がすることは重力計算だけです。重力計算では、単純なアルゴリズムでは全部の粒子が他
の全部の粒子からの力を受けます。従って、これをハードウェアで計算することを考えると、沢山の
粒子への力を沢山のパイプラインで並列に計算する時に、力を及ぼすほうの粒子は同じものでかま
いません。つまり、メモリユニット 1つに沢山のパイプラインチップをぶらさげる形で並列計算機が
構成できるわけです。
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このやり方だと、普通の並列計算機や、あるいは GRAPE-1 のボードを複数作る、というやり方に
比べて、極限まで回路全体に対する演算パイプラインの割合を高くすることができます。この頃の普
通の並列計算機だと、ボード 1枚に CPU が 1つ載って、他にメモリや周辺チップ等が数十個載って
います。で、クロック毎に 1-2 演算するわけです。これに対して、カスタム LSI を使った GRAPE
だと、数十演算するチップを数十個ボードにのせて、 1000 演算程度させることができます。つまり、
ボード当りの性能が、クロックが同じなら 500 倍程度違うわけです。クロックが数倍違ったとして
も 100倍以上は性能差がでます。

システム全体の価格を考えると、 LSI チップの量産費用は普通はそんなに大きくなりません。普通
の大きさのボードを作ると、量産コストが普通なら 100 万円程度になるのに対して、チップの量産
コストは当時ならせいぜい 1-2万円だったからです。このため、数十個 LSI を載せてもコストは倍
にもならないのです。しかし、性能は汎用計算機に比べると 1000倍近く、専用パイプラインを汎用
チップで作るのに比べても数十倍になるので、チップ開発の初期コストさえなんとか工面できれば素
晴らしく高性能なシステムを実現できます。

というようなわけで、89年末から絵を描いていたわけですが、90年度に使えそうな研究費では普
通にメーカーに LSI 試作を頼むには十分ではありませんでした。杉本は 90年には特別推進研究とい
うもしもあたったら総額 3億円という予算申請をします。これは、専用 LSI を作って数千個並べて、
テラフロップスを超える計算速度を実現する、という計画です。が、そんなのをいきなりやるのも大
変なので、もしも 90 年度の予算で LSI の開発をやってみることができれば非常にありがたかった
のです。

このあたりは杉本の本が詳しいのでここでは繰り返しませんが、杉本や戎崎が色々努力した結果、
富士ゼロックスの研究所と共同で LSI を開発する、という話が 90年の 9 月くらいにまとまりまし
た。この研究所は SCS (シリコン・コンパイラ・システムズ) という会社の LSI 自動設計ツールの
ユーザーで、そのソフトウェアを使って開発するということになりました。

そうすると、結局 LSI 設計の細かい作業はゼロックスのほうでやってくれるので、こちらは詳細な
動作記述、特に演算部分の仕様とシミュレータを作るのが主な仕事になります。これは 10月にやっ
て仕様とシミュレータをゼロックスのほうに回しました。

これは、最初であるということもあってあまりチップサイズを大きくしたくなかったのと、設計も
簡単にしたかったので GRAPE-2 相当ではなく GRAPE-1 相当を LSI 化することにしました。と
はいっても、実は GRAPE-1 そのままでは LSI 化はできません。これは、 GRAPE-1 では演算に
ROM を使っていたからです。 ROM には 512kbit とか 1Mbit のものを複数使っていたので、これ
をそのまま LSI 化すると膨大な面積になってしまいます。

GRAPE-1 の設計の時からこういう問題はあるというのはわかっていました。もしも LSI 化するな
ら演算器をもっと小さくする必要があったわけです。

ROM はどんなところに使っていたかというと、例えば最初に固定小数点で引き算した結果を対数
表現に直すところです。 ROM では引き算の結果をそのまま入力にすれば良いので簡単なのですが、
ちゃんとハードウェア設計するならもっと小規模にできます。つまり、普通に固定小数点形式から浮
動小数点形式に変換するのと同じように、まず先頭の 0 の数を数えて指数分を求めて、それから小
数部をシフタに入力して取り出し、求まった小数部を対数形式に変換すればいいわけです。

こうすると、小数部の変換には ROMテーブルを使ったとしても、そのテーブルの大きさは小数部
が 5 ビットとして 32しかなく、 512 kbit の ROM は 8bit 64 k語なのでそれに比べると 1/2000 の
サイズになります。もちろん、シフタや 0 を数える回路が余計にいりますが、これらはテーブルに
比べるととたいしたことはありません。他の ROM も同様な考え方で論理回路と組み合わせること
で小さくできました。そのような回路構成と動作記述はこちらでやり、実際に SCS のツールで物理
設計や配置配線といった作業をするのはゼロックス側でやりました。SCS の設計ツールは、加算器、
シフタといったユニット毎に物理的なトランジスタ配置を生成するもので、当時一般的だったゲート
アレイを使うものではなく、例えばシフタならシフタに最適化されたトランジスタを使った物理設計
を生成するもので、理論的には小さなチップサイズと高い性能が実現できるはずですが、その代わり
に回路生成のアルゴリズムは単純で、例えば乗算器やシフタでは遅延時間がビットサイズに比例する
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ものになるという欠点もありました。その辺も気になっていたのであまりビット長が大きくない回路
ですむ GRAPE-1 相当で設計をしました。

これに先だって、 VME インターフェースを使って高速化した GRAPE-1 であるGRAPE-1A とい
うのを、これは伊藤と、この年に卒業研究できた福重が開発していました。上の回路構成は部分的に
は GRAPE-1A のために考えたものです。これは 90年の終わり頃には完成していたはずです。

チップは 91年の春頃には完成して、それを載せるボードは奥村が設計して、チップより少し先に
出来ていました。ボードはプリント基板ではなくラッピング配線で、動作クロックは 10 MHz 程度
でしたが 40cm 角のボードに 24個チップを載せて 9.1 Gflops と GRAPE-1 に比べると 40倍の性能
を出し、さらにこのボードを 2枚並列動作させて 18Gflops の理論ピーク性能を実現しました。当時
の最高速のスーパーコンピューターは NEC SX-3 の 22 Gflops ですから、ほぼそれに匹敵するとこ
ろに到達したことになります。 SX-3 のクロック周波数は 340 MHz で、 GRAPE-3 は 10 MHz な
ので 1/34 ですが、それだけ沢山の演算器を並列動作させた、ということです。

GRAPE-3 では、インターフェースは GRAPE-2 と同様の VME インターフェースを使い、 VME
カードが入るように設計された UNIX ワークステーションである SUMIStation S-300 というもの
を使いました。これは CPU が MIPS R-3000 で、OS は RISC-OS の珍しいマシンでしたが SUN
Sparc に比べて高速で、VME がついて安価なマシンということで導入したものです。

さて、杉本は 90年にも大規模システムを作るための予算申請をしたわけですが、これは落ちまし
た。が、GRAPE-3 で、我々にも LSI を作ったりできる、とわかったので、杉本はもう 91 年にもう
一度申請します。杉本の本「手作りスーパーコンピューターの挑戦」はちょうどその時期に書かれた
ものです。

この年にはまず面接審査まで進むことができ、それには私も鞄持ち、というより実際に GRAPE-3
のボードを運ぶ役で杉本にお伴しました。この面接でのプレゼンテーションはかなりインパクトが
あったと思われ、結果的には 92 年度から大規模並列システムの開発をスタートさせることができま
した。これが GRAPE-4 となります。

GRAPE-4 では当初 GRAPE-3 を一緒にやったゼロックスのグループと一緒に、という方針で検討
していましたが、これはちょっと難しいということになりました。技術的な理由は、ビット長が長い
乗算器やシフタは SCS のシステムでは大きくなりすぎて性能がでないので、別の会社を使う必要が
あった、というものです。大抵のプロジェクトでは技術的に望ましいことでも政治的な事情とか経緯
とかでその方向にいけない、ということになるのですが、杉本の決断で技術的にやりやすい方向で進
めることができました。

GRAPE-4 では、 LSI ロジックを使うことになりました。半導体プロセスとしては決して最新では
なかったのですが、乗算器を始めとするライブラリの自動生成ツールが優れていて、試作コストが安
かったことが大きな選定理由です。GRAPE では演算毎に精度を変えたり、入力データの範囲が制
限されていることを使って専用の演算回路を作ったりすることで性能を上げるわけですが、そのた
めには乗算器、加算器、シフタといった演算回路の構成要素をビット長や必要速度を指定すると自
動生成してくれるツールが不可欠です。そのあたりが充実しているメーカーというと、少量多品種
の経験がある LSI ロジックのような米国企業、ということに当時はなりました。もうひとつの理由
は、我々は全部で 1000 個とかいう話をするのですが、国内メーカーの多くは月何万個くらい作りま
すか？という話をしていて 2桁くらい話があわなかった、ということです。

GRAPE-4 では GRAPE-2 相当をチップ化するわけですが、色々計算すると GRAPE-3 でやった
ような x, y, z 3成分を並列処理ではチップサイズが大きくなりすぎて大変だとわかってきました。と
いっても、では x, y, z を順番に処理では性能が低くなりすぎます。目標を 1テラフロップスとした
ので、あんまりそれを大きく下回ると恥ずかしいわけです。

まあ、計算機に限らず、いろんな研究開発のプロジェクトで、予算が予定の数倍かかって性能は数
分の 1ということはあるわけですが、下をみればきりがないので志は高く持つ必要があります。

というわけで色々考えたのですが、とった対策の一つは、「重力の時間微分も計算する回路をつけ
る」ということです。ちょっと数学的な話になってすみませんが、球状星団の計算では高い精度がい
るので、今までは加速度を積分するのに前の何ステップかの加速度をとっておいて、それらを滑らか
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につなぐような近似式を作り、その近似式を積分する、という方法を使っていました。この方法では
ステップ数を増やすと精度があがる、正確にはステップサイズを小さくした時の精度のあがりかたが
良くなります。通常は 4ステップを保存する方法を使います。

しかし、時間積分の精度を上げる方法は他にも色々あり、その一つはステップ毎に重力だけでなく
その時間微分も計算し、それを使って近似式をつくることです。この方法では、普通にやると 4ス
テップ必要なのと同じ精度が 2ステップででるので、結果的に計算を速くすることができます。この
方法がそれまで何故つかわれていなかったのかは良くわからないのですが、1988 年に Piet Hut と
そういう方法もあるのでは？という話をして、実際に性能評価もしてうまくいくことはわかっていま
した。

この方法には、ハードウェアでやる時にには特別なメリットがあります。重力の時間微分は重力自
体に比べて小さいので、結果の精度を同じにするため必要なビット長は短くなるのです。重力の精度
を 24 ビットとすれば、時間微分のほうは例えば 19 ビットもあれば十分です。乗算器の回路規模は
ビット長の 2乗に比例しますから、 19 ビットでいいと回路規模が 40% くらい小さくてすむことに
なります。

さらに時間微分の時間微分、といったものも計算すればもっと精度はあげられるし、ハードウェア
の場合には回路規模はあまり増えません。今良く考えてみるとそういう計算法もありな気がします
が、とりあえず当時はそれは考えませんでした。

この方法を使うことで、1ミクロンの設計ルールで 14mm 角、 40万トランジスタのチップに演算
20個相当の回路を入れることができました。このチップの実際の設計は先にでてきた、現在理研で
チームリーダーを務めている泰地が行いました。泰地は 92 年に学位をとったのですが、ちょうど井
田が東工大に転出した後に助手で採用することができました。このチップの設計は、泰地が赤坂に
あった LSI ロジックのデザインセンターで LSI ロジックのツールを使って行い、回路図入力からシ
ミュレーションまでやっています。最後の配置配線は LSI ロジックのエンジニアがやりました。

なお、 GRAPE-4 では重力計算の他に「予測子」といって他の粒子の位置を計算する回路も作って
いて、これもチップには入りきらなかったのでもうひとつチップを作りました。これは牧野がやった
のですが、浮動小数点演算器等の要素回路は全部泰地が設計したのを流用したので設計は 1ヶ月ほど
で終わりました。

これらの LSI 開発に先行して、浮動小数点 LSI を並べたパイプラインでこの時間導関数を計算す
る方式のものも開発しました。これは今は国立天文台助教授になっている小久保がやって、彼はこの
時修士 1年でした。これには HARP-1 という名前をつけています。

この頃に「半自動配線ツール」というのを開発していたように思います。ラッピング配線では、人
が基板の裏側のピンの間を専用のツールで配線していくのですが、どことどこを配線するかを回路
図から見ていたのでは時間がかかるし間違いも発生します。設計自体は CAD を使っているので、石
のピン配置や基板上での位置をデータとしていれておけば、どこを配線するべきか計算機に指示さ
せることができます。これを画面上で指示するだけでなく、 XY プロッタに腕をつけて基板上で直
接位置を指定させるようにしたのです。これによって間違いが少なく、確実に配線ができるようにな
りました。

91 年から 2 年にかけては他にも色々なものを作っていて、そのなかで重要なのは GRAPE-2A で
す。これは、 GRAPE-2 を速くするというのと、分子動力学計算に使えるようにするということが
目的で、大正製薬の研究グループと共同で開発したものです。実際の設計は例によって伊藤がやりま
した。これはコピーも作ったりしてあちこちで使われました。

もうひとつ重要なものは GRAPE-3 のプリント基板です。GRAPE-3 はなかなか速いので、コピー
が欲しいという話があちこちの研究グループからきました。色々経緯があって、その頃助手で京都大
学から移ってきた蜂巣がプリント基板の設計をし、最終的には動作するものを完成しました。これ
は、オリジナルの GRAPE-3 で 24 個のっていたプロセッサチップを 8 個に減らし、基板サイズも
小さくして標準的な VME カード用のラックに入るようにしたものです。動作クロックもも上がっ
て 20MHz で動作したので、随分高い性能になりました。

これはその後、ロジックハウスという商社の方に紹介していただいた企業から商品化し、特に海外
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に合計 100枚近く売れたようです。

話は戻って GRAPE-4 です。93年春には 2つのチップが完成し、まずそれらが載る評価用ボードを
これもラッピング配線で作りました、というと私がやったみたいです gこれも泰地です。夏頃にはこ
のボードが無事に動いて、GRAPE-2 の 10倍以上の計算速度を実現しました。このボードは VME
接続です。さらに、このボードをプリント基板化したものも泰地が作りました。

さて、 GRAPE-4 では最終的に 2000個近くのチップを作って並列動作させ、1 台のシステムとし
て動作させる必要があります。普通に基板を作ると頑張って大きな基板にしても載る LSI の数は 20
から 30なので、少なくとも 60枚程度の基板を作る必要があるわけです。また、これらの基板をど
うやって制御して、プログラムをどうやって走らせるか、という問題もあります。また、 60枚の基
板をどんな箱にいれて、どうやって電源供給してどうやって冷却するか、といったことも考えないと
いけません。

まず、ホスト計算機をどうするかを考えないといけません。計算速度がテラフロップスくらいしか
ないので、システムが完成する 1995年頃の汎用 CPUの速度を多少楽観的に見積もると、ホスト
CPU 1 つでも計算速度は十分だとわかりました。問題は通信速度ですが、これも当時のワークステー
ションのいくつかの専用バスなら大丈夫でした。当時使えた高速ばバスは Sun の Sbus と DEC の
TURBOchannel です。 IBM の MicroChannel も検討しましたが、規格が複雑で良くわからなかっ
たのでパスしました。 Sbus と TURBOchannel はどちら比較的簡単に作れるもので、また開発キッ
ト等も用意されていました。この 2つでは、 CPU がより高速なものがあった DEC のほうが良いで
あろう、ということで TURBOchannel にしました。

TURBOchannelは理論ピーク転送速度が 100MB/sです。この速度を出すためにはカード側が DMA
転送する、つまり、アドレスを出してデータを出すなり受けるなりするのをカード側がする必要があ
ります。

一般にはこういった周辺機器が DMA をするのは色々難しいことがあります。一つは、GRAPE-1
の時にもあったように、割り込み制御をするかどうかです。割り込みを使うと周辺機器が DMA し
ている間に CPU は他の作業をして、周辺機器のデータ転送が終わったら処理を戻す、ということ
ができます。これは、OS がマルチタスクで動いていて、DMA の間に他の人の他の計算をしたい、
というような場合には有用ですが、1つの計算に CPU の全能力を使う時にはあまり意味がありませ
ん。むしろ、割り込みの度に OS に制御がいってしまって、実行プログラムから見るとオーバーヘッ
ドになります。

というような理屈をつけて割り込みのような面倒なことはしないことにします。DMA をするの
も、GRAPE-1 の時に 9914 をユーザープログラムから直接制御したのと同様に、こちらで作った
TURBOchannel カードを直接制御します。 DMA を起動するために OS に制御を渡したりはしませ
ん。これにより、ソフトウェアによるオーバーヘッドを根絶することができます。

最後に問題になるのは、ではカードに、メインメモリのどこをアクセスしろといえばいいか、とい
うことです。 MS-DOS の PC-98 ならともかく、 UNIX が動いているワークステーションでは仮想
記憶方式を使っています。 これは、つまり、アプリケーションプログラムが見ているメモリアドレ
スは、実際に CPU やデバイスのアドレス線が出す物理的なアドレスではなく、 CPU の中で変換さ
れたものだということです。このため、例えばアプリケーションプログラムから見えているあるアド
レス (仮想アドレス)に書いて欲しい、という時には、その仮想アドレスに対応する物理アドレスが
どこかをなんらかの方法で発見して、そこに書けという指示をカードに送る必要があるわけです。

この辺は DEC の資料にもあまりちゃんと書いてなかったのですが、サンプルプログラム等をみて
それらしい関数を呼んで見るとちゃんとその場所にデータが入るのでまあ良かったということにしま
した。仮想アドレスと物理アドレスの対応は 4KB毎なので、 DMA の最大サイズを 4KB にするこ
とにします。実際には、TUBROchannel の仕様で 256ワードを超えてはいけないというものもあっ
たはずです。

この方法の問題は、仮想アドレスに対応する物理アドレスがない (まだ割り当てられていない)と破
綻することと、いつのまにか対応する物理アドレスが変わってしまうような場合にも破綻することで
す。この辺はまあ実際に作って動いたらいいかな？というふうにやってました。
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Linux では、この辺はずっとわかりやすくなっていて、カーネルの機能としてこういった DMA 用
の領域をはじめから割り当てらるようになっています。このため、ユーザープロセスでとった空間の
物理アドレスを計算するのではなく、逆にあらかじめ物理アドレスをとっておいた領域をユーザ空間
の中にマッピングしなおすことになります。この方法では、ページサイズを超えた連続領域を確保で
きるし、いつのまにかなくなってしまうといったことも起こらず安全です。

TUBBOchannel を使ってピークとしては 100MB/s と今まで使っていた VME に比べて桁違いに
高速な転送が可能になったのはいいのですが、まだ 60枚の基板をどうやって 1台のホストにつなぐ
か、という問題は解決していません。

GRAPE-4 では、まず、 MCM (マルチチップ・パッケージ)を作って 8 個のチップを 1パッケー
ジに入れることで、ボード 1 枚当り 48 個のチップを載せることにしました。ここでは京セラのお世
話になりました。パッケージの値段も数が減る分安くなり、基板の枚数も大幅に減ったのでこれはか
なりコスト削減に貢献しています。但し、8個いれたチップが全部動くとは限らないので、ボードの
上でどれか死んでいたらアドレスをつけかえて、47個動いているものとして使えるような仕掛けを
つけました。

これによりボードは 40枚ほど、ということになりました。 GRAPE-4 の最終案では、ボード 36 枚
を 9枚ずつに分けて、その 9 枚を 1枚の「制御ボード」といっていたものにつなぎ、それがさらにホ
スト計算機につながる、という構成になりました。4枚の制御ボードはそれぞれ別の TURBOchannel
カードとフラットケーブルでつなぎます。ここは TURBOchannel と同じ 32 ビット幅 25MHz 転送
です。さして速いわけではありませんが、とても高い同軸フラットケーブルを使ってみました。 4本
だけなので大した金額にはなりません。

制御ボードとプロセッサボードの間は単純な同期式バスです。バックプレーンとかを新規設計する
とまたお金がかかるので、 VME バスのバックプレーンをそのまま使います。しかし、カードは大
きいしまたそのままでは速度がでないので、 VME バスのバックプレーンを 3 枚使って、 32幅の
データを 3個並列に転送するようにしました。

制御ボードの重要な役割は、計算ボードから返ってきた答を合計することです。各ボードは勝手に
自分のところに送られてきた粒子への力を計算するのですが、ここで力を受ける粒子はボード間で
共通にすることを考えます。そうすると、各ボードで力を及ぼすほうの粒子は別にすることになり、
ボード上の粒子メモリでデータの重複がなくなるのでメモリが小さくてすみます。また、アルゴリズ
ム上も都合がよくて性能が上がります。

ここの合計の計算は、それほど速度は必要ないのですが FPGA でできるほどでもありません。こ
れは、結果が浮動小数点で返ってくるからです。まあ、固定小数点で返せばよかったのですが、作っ
てしまったものはしょうがありません。ここには、 GRAPE-2 で使った TI の 8847 を使うことにし
ました。トラブった実績がある石なので不安はあったのですが、電源部分を強化するとかで予定のク
ロックで動作はしました。しかし、なんだか数年たつと寿命がきたようで、結構どんどん壊れまし
た。バスが 3本あるので 8847 も 3個あるのですが、1つ壊れるとバス 2本で使うことになって性能
が 2/3 になり、結構もったいなかったです。

こういうわけで、 GRAPE-4 では 3種類の基板を開発しました。これらは泰地、福重と私が適当に
分担して設計、発注、デバッグをしています。 94年終わり頃にはそれぞれが完成し、95年春に 9枚
のボードで並列動作ができるようになりました。理論ピーク性能としては 270 Gflops に達しました。

この、95年春というのがどういう時期であったかというと、 93 年に航技研数値風洞が完成してい
ます。これは理論ピーク性能が 280 Gflops です。三好先生のアイディアで分散メモリベクトル並列
機を実現した画期的なマシンでした。また、Sandia 研究所の Intel Paragon が同程度のピーク性能
を実現していました。これは Intel 80860 を使った超並列システムです。そういうわけで、理論ピー
ク性能としては汎用で世界最高速のスーパーコンピューターと肩を並べるところについに到達した
わけです。

そういうところに来たので、少し宣伝をしよう、というわけで、ゴードン・ベル賞というものに応
募してみることにしました。これは、元々 DEC のエンジニアであったゴードン・ベルが、並列計算
研究を推進するために作った賞で、基本的には実際に科学技術的に意味がある大規模数値計算で最高
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速を実現したグループに賞が与えられます。スーパーコンピューターの性能比較で有名な LINPACK
は、大規模な連立一次方程式を解く速度を競う、というもので実用的な計算ではないので、それで速
度を測ることに意味があるのか？という批判がつきまとうのですが、ゴードンベル賞は意味がある計
算をしています。

まあ、GRAPE は重力計算しかできないので LINPACK の速度はだしようがないので、出せるゴー
ドン・ベル賞のほうに出した、というのが正直なところではあります。

応募は、毎年開かれている国際会議 SC|xx への発表申込みの形でやります。論文〆切がアメリカで
西海外時間の何時、というものなので、〆切の日は徹夜で計算してでた数字を論文にいれて投稿しま
した。 112 Gflopsだったと思います。

論文としては受理された、という連絡が 7 月にきて、その後最終の論文の時には 4箱 36 枚の全体
が動いていたので性能も上がり、実測で 529Gflops となりました。 11 月には会議中に賞の発表があ
り、 “Winner, Special-Purpose Machines” というなんだかよくわからない賞をもらいました。性能
の賞は数値風洞での QCD 計算で、 140Gflops くらいのものでした。GRAPE-4 は 96 年にも、今度
はちゃんと “Winner, Performance” と書いた賞をもらいます。 95 年の計算はブラックホールバイ
ナリがある銀河の進化、というもので、 96 年は暗黒物質が作る構造のシミュレーションです。特に
96 年の計算結果はその当時に広く信じられていた結果を覆す重要なものでした。

まあ、賞っていうのはどうしても色々な政治的な要因とかもあり、もらうにふさわしい人がもらっ
ていない、といったことはいくらでもあるのですが、この賞は速度という数字がでてしまうので比
較的おかしなことが起こりにくい (起こらない、というわけではないことは後で述べることになりま
す)賞です。

95 年夏には、杉本が主催して球状星団の進化に関する国際会議を東京で開きました。ここで、杉本
が発見し、私にテーマとして与えた、重力熱力学的振動が多体系で起きるかどうかを報告しよう、と
いうわけでです。研究会の準備は 2年以上前から始めていたので、研究会の時にまだ結果がでてな
かったら一体どうするつもりだったのか、今考えると恐ろしくなりますが、実際には 6月頃には良い
結果がでだして、8月の研究会では確かに振動が起きている、という発表をすることができました。

話が前後しますが、94年には GRAPE-2A を LSI 化した MD-GRAPE の開発を始めます。これ
は泰地が中心となって、産学共同のプロジェクトとして画像技研と共同で、東京都等から研究費を
もらってやったものです。これは画像技研から最初は VME、後に PCIカードとして商品化されま
した。

94 年になると、 DEC の方針が変わって PCI バスを採用したワークステーションがでてきます。
しょうがないので、 TURBOchannel を止めにして PCI インターフェースカードも開発することに
しました。これは 95年に修士に進学した川井 (現在埼玉工業大学助教授)が修士論文の研究として
やりました。TURBOchannel 等とは違い、規格が複雑でインターフェースを全部自分で設計できる
ようなものではないので、 PCIインターフェース専用の PLX 9080 という LSI を使います。これ
がバグだらけで川井は苦労したようですが、97年にはこれも使えるようになりました。この PCI イ
ンターフェースの LSI はその後 GRAPE-5、 GRAPE-6 でも使いました。 GRAPE-6 の開発の最
初の頃までは DEC Alpha を使っていましたが、そのうち DEC がなくなってしまったので x86 の
PC に移行します。これは 2001 年の話になります。

この頃、GRAPE-5の開発もスタートします。これは、ちょっとよくわからない経緯でついた予算で
始めたもので、福重が LSI 設計をしました。基本的には GRAPE-3 的な精度が低いパイプラインを 2
本チップに入れる、というもので、GRAPE-3 に比べて 8 倍の性能を実現しました。これは浜松メト
リックスというところから商品化されます。この時は、インターフェースカードは GRAPE-4 のもの
をそのまま流用することで開発するものを減らしました。ボードは川井が開発しました。GRAPE-4
は、商品として売るには大がかり過ぎるものになってしまったのであまり広くは販売とかしないこと
にしました。

さらにこの頃、戎崎は理研に移って、 MD-GRAPE をベースに大規模並列化したMDM の開発を
スタートします。
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さて、GRAPE-4 で最初の目標は達成されたわけですが、半導体技術はどんどん進むので新しいのを
作ればもっと速くでき、今まではできなかった研究ができます。なので、次をなんとかしましょう、
という話を杉本と始めました。杉本はそれなりに名前が通った研究者で、色々なところに知人も多い
のですが、なかなか良い話はありません。杉本は、「君が本郷 (東大)の理学部で教授ならなんとかな
るんだけどね」とか勝手なことをいいますが、そんなことを言われてもどうしようもありません (私
は駒場の教養学部で助教授でした)。で、杉本は 97年 3月で定年となります。その定年も近いある
日、杉本のところに棚からボタモチな話が飛び込んできます。未来開拓なんとか事業という新しい研
究費枠で、計算科学を一つのテーマとして推進することになったからその委員長になってくれない
か？というものです。

杉本は、委員長だと自分の子分にお金をつけるなんてあまりにあからさまだし、、、とか考えたのか、
委員長は別の人に譲り委員の一人となります。そういうわけで、 1997 年度から GRAPE-6 の開発
を始めました。この時の目標は、最初は 200テラフロップスとか書いていたような気がします。段々
下がって実際にできたのは 64 Tflops しかなかったのはちょっと私のプロジェクト管理がよろしくな
かったためもあります。

GRAPE-6 では、GRAPE-4 では 1/3 本だったパイプラインを 6 本と、別チップだった予測子も 1
チップに入れて、ほぼ GRAPE-4 のボード 1枚と同じ性能を 1チップで実現します。動作クロック
も 32 MHz から 100MHz に引き上げ、メモリインターフェースも内蔵してメモリチップ直結にして
必要なメモリバンド幅を確保します。この結果、ボード上の全チップからの力を合計する必要が起こ
るので、ツリー上の合計をとるネットワークを FPGA を使って構成します。

GRAPE-6 チップの開発は、 IBM と一緒にやることになりました。これは、戎崎の MDM がすで
に IBM と共同作業を始めていて、営業、技術者とも非常に優秀な方と一緒に仕事ができた、という
ことが大きな理由です。まあ、もっと基本的な理由は、 GRAPE-4 から使ってきた LSI ロジックが、
あんまりそういうのに対応してくれなくなったので別のメーカーと話をする必要があった、というこ
とです。日本メーカーともいくつか話をしたはずなのですが、不調だったようです。

但し、色々あって、設計は IBM のエンジニアがやるのですがチップ製造は東芝が、ということにな
りました。そのほうが安い、というのが IBM の営業の方の試算で、それはまあそうだったようです。

そういうわけで LSI 設計作業は 97年の秋くらいに始め、大体の目処は冬にはつきました。もちろ
ん、そこからが IBM のエンジニアの方は大変になるわけです。また、メモリとかホストとの I/O や
制御回路は福重がやったので、彼も大変だったと思います。が、とにかく 98年夏には論理設計は完
全に終了して、そこからは東芝のエンジニアの作業になりました。これは、配置配線というところ
で、 GRAPE-4 では CAD ツールがほぼ自動でやって 1日で終わったところなのですが、これが時
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間がかかりました。 11 月終わりに最初の配置結果がでて、まだ動作周波数が問題とかで色々修正し
て、結局年末ぎりぎりにテープアウトとなりました。

その後、なんだか色々あったようですが、3月中頃にとりあえず ES(エンジニアリングサンプル)の
チップが届き、6月初めには福重が作ったボードで動作確認ができました。これはインターフェース
に GRAPE-4 と同じものを使って 1チップだけ載せたボードです。

確認は出来たのですが、どうもクロックが上がらない、特に粒子数を増やすと途端に動かなくなる、
というので福重はかなり苦労していました。原因がよくわからなかったのですが、7月には福重は、
チップが計算を始めるとチップの出力の信号振幅が小さくなる、ということに気が付きます。これは
つまりどういうことかというと、計算を始めると消費電力が増えて流れる電流も増えるのですが、そ
うするとボード、パッケージ、LSI 自身の電源配線の抵抗のために実際に働いているトランジスタの
ところの電源電圧がさがってしまうわけです。このために、計算始めて何クロックサイクルかたつと
内部で電圧がさがって間違えるようになるわけです。

これは東大の我々のせいでも IBM のせいでもないだろ？ということで、東芝に色々変更をお願い
することになりました。ここではもちろんここはお前んとこのせいだとかそうじゃないとか色々議
論があるわけですが、まあ、とにかく、直してもらうしかありません。で、東芝が調べるとそもそも
(東芝の)設計ミスもあったとか色々でてきてこれはびっくり、みたいな状況になりました。

結局、ミス修正の他、電源層を増やす、パッケージを変えて電源配線を増やす、等で対応していた
だき、99年 10月末には動くチップがきて、まあ 100MHz で動かなくもない、という感じになりま
した。

東芝を待っている間に箱やボードの開発も進めるわけで、記録のよると 12月に設計データをだし
て、1月終わりにボードがきて、3月中頃にはボード 1枚で計算できるようになってます。で、10枚
ほど製造して、テラフロップスに到達してまたゴードンベル賞にだそう、というなかなか無謀なス
ケジュールですが、なんとか 4月中に 992 Gflops までの数字を出して論文投稿しました。この時に
は、ボード 1枚に 16チップを載せて、大体 500Gflops のピークがでるはずのものです。これを 4 枚
そのまま 1台のホストにつないで、とりあえず理論ピークは GRAPE-4 より速いところまでいきま
した。この年には、夏には 1.34 Tflops まで数字を上げて、これが最終審査に使われました。理研で
戎崎がやっていた MDM もたまたま全く同じ 1.34 Tflops になって、性能の賞を分けあうことにな
りました。

実際に動かして問題になったのはまた電源周りです。この時には 4枚のカードに 1つの電源ユニッ
トから電源供給していて、600A とか 1.5KA とか供給できるユニットを使っていました。能力自体
はそれで良いのですが、計算している時としていない時で急激に電流が変わるのにこの電源装置が
対応できないのです。こんなふうに急激に消費電力が変わるのは最近のマイクロプロセッサでもみん
なそうなっていて、それに対応した応答速度の速い電源ユニットというのがマザーボードの重要な
特性になっています。 GRAPE-6 では、最初は大きなコンデンサをつけることでなんとかしようと
しました。これで改善はするのですが、計算している間に電源が全く電流変化に対応しないのでは
どうしようもありません。当時のマイクロプロセッサは今みたいに 135W とかいうものではないの
で、マイクロプロセッサ用の電源回路ではまだ対応が困難でした。

もちろん、チップ 1つの消費電力は 10W くらいなので、チップ 4個とか 8個毎にDC/DC コンバー
タをつける設計にすれば問題はなく、今考えると明らかにそうするべきだったのですが 6年前にはそ
こまで気が付かなくて、市販の DC/DC コンバータユニットで大電流、高速応答のものを色々捜し
ました。結局、 Vicor 社のものを並列に使うことにして、ボード毎に電源ユニットをつけました。

さて、GRAPE-4 では 36 枚のボードを 単純な 1階層のツリー構造で 1台のホストにつないだわけ
ですが、 GRAPE-6 ではどうするか、が問題になります。速度が 100倍ほど速くなり、しかもホス
ト計算機は 5年たっても良くて 10倍、この時期は実はそんなに上がっていないので、どうしてもホ
スト側も並列化する必要があります。転送速度も並列化によって上げる必要がありました。

この時、普通に考えるとホスト計算機の間を汎用ネットワークでつないで、ホストと GRAPE-6 の
間はそれぞれ専用バスでつなぎます。しかし、このやり方で単純に並列化すると、1台のホスト当り
の計算量は減っても通信量は減りません。複数のホストが粒子を分割して持つとして、自分がもって
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いる粒子への力を計算するには他のホストがもっている粒子全部のデータが必要になるからです。こ
のため、他のホストがもっているデータはもらってきて、さらにそれを GRAPE のほうにも送る必
要がでてきます。

色々工夫すると、ホストの台数の平方根に反比例して通信量を減らせることがわかります。しかし、
そのためにはホスト計算機が 100台くらい必要になり、その時に考えていたホスト計算機は 1台 300
万円くらいのワークステーションだったのでそれだけで予算がなくなってしまいます。

今考えてみると、安い 20万円くらいのパソコンでなんとかすればよかったわけで、最終的にはそ
うしたのですが 1997年にはそういう解は思いつかなかった。まあ、もう少し正確にいうと、100台
くらいのパソコンを並べた上にそれを 1Gb/s 程度のネットワークでつなぐ必要があって、やっと
100Mb/s の Fast Ether が普及したころだった 1997 年には 1Gb/s のネットワークを 100 ポート用
意するのは予算的に厳しいと思っていたこともあってそうしたのです。

ネットワークが高いだろうという想定はまあそんなに外れてはいなくて、2002 年になってプロジェ
クトが終わるころになってやっと GbE インターフェースは普及しだしました。 2001年にはある程
度の規模で動かす必要があったので、GbE のようなものが安くなる、と想定して始めたら面倒なこ
とになったでしょう。

インターフェースとしては PCI-X ではなく、通常に PCI を使うことを想定したので、ホスト 1台
との通信速度は 100MB/s 程度であり、それを 16 本程度出すことが必要になります。また。カード
のトータルの枚数は 100 ないし 200 枚になり、それらが 100MB/s 程度のツリーとメッシュを組み
合わせたようなネットワークでつながることが必要になります。このため、 100MB/s 程度のポート
を持ち、安価で、しかもボードに載っているのと同様な結果を合計しながら返す機能をもったネット
ワークノードを作る必要がありました。

まず問題は物理的なリンクをどうするかです。これは、パラレル・シリアルの変換機能をもった
LVDS インターフェースのチップを使うことにしました。これは、信号 3本と共通クロック 1本で、
350MHz 程度の転送速度で 1Gbps 程度の速度を出すものです。シリコン・パラレル変換でクロック
を 7 倍にするので、パラレル側は 21ビット幅で 50MHz 程度です。チップは 100MHz で動作する
のですが、インターフェース部分は 1/4 の 25MHz クロック、32ビット幅の 100MHz で動作するよ
うにしたので、これで十分です。インターフェースカードは 98年に修士に入学した古賀が作ったも
のです。コネクタとかをどうするかも問題ですが、これは速度的には十分なはずの普通のカテゴリ 5
のイーサネット用ツイストペアケーブルと RJ-45 コネクタを使います。これで本当に信号伝送がで
きるかどうかはとても心配だったのですが、古賀は結構順調にボードを作ってくれて、99年夏頃に
は使えるボードができました。最初は、ケーブルが少し長いとエラーが増える、ということが続いて
いたのですが、そのうちに古賀が、普通のイーサネットケーブルではコネクタのピン配置がなんだか
ややこしいもので、こちらが想定していたものとは全然違う、ということを発見しました。

今から考えるとそんなのは当たり前なのですが、私も良くわかってなくて、ツイストペアの 2本の
線はコネクタの連続したピンに割り当てられているものとばっかり思っていたのですが、実際には
1-2 3-6 4-5 7-8 がペアになる配置だったのです。これは、もちろんケーブルを作り直せば済む話で、
それで解決しました。

ここでの通信プロトコルは何か汎用の規格というわけではなくて独自のものとして、ネットワーク
ノードも FPGA を使った簡単な基板 1枚でプロセッサボード 4枚につながるようにしました。ネッ
トワークカード間の接続はツイストペアケーブルで、ネットワークカードとプロセッサボードの間は
ツイストペアケーブルとバックプレーン接続を選択できるようにしました。また、プロセッサボー
ドはネットワークカードなしでホストインターフェースカードに直結もできるようにします。こうす
ることで、 GRAPE-4 よりは手軽にカード 1枚のシステムを構築できます。また、数枚のシステム
ならネットワークカードなしで動作するわけで、 2000 年の段階ではそこまでしかできていませんで
した。

バックプレーンは独自のものを業者さんに設計してもらいました。これは、まあ、その、GRAPE-4
の時よりは予算に余裕があったからです。350MHz の信号をコネクタ経由でバックプレーンに流す
わけで、そんなものが本当にに動くかどうかは結構心配でしたが、これは特に問題になりませんで
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した。

プロセッサボードやネットワークカードの設計を始めた時期に私は東大教養学部から理学部天文学
科に異動することになり、その辺もあってプロセッサボードやネットワークカードは大体私が設計、
デバッグする羽目になりました。あんまりボードの設計とか得意ではないので大変だったのですが、
まあなんとかなって 2000年の年度末には複数のボードを複数のネットワークカードから制御、とい
うのもなんとか動くようになりました。2001 年のゴードンベル賞にはまずこれで応募します。 4 月
の段階での実測性能は 2.9 Tflops でした。

これから夏にかけてもう少し大規模にして性能を上げるわけですが、この時にホスト計算機を
GRAPE-4 の時からずっと使っていた DEC (その頃は Compaq) Alpha から x86 の PC に移行
しました。これは、要するに Alpha の打ち切りが決まったからです。これは Pentium 4 が出始めた
ころで、 Athlon にするか Pentium 4 にするか、というところだったのですが最初は P4 にしまし
た。これは、 CPU の性能よりも PCI インターフェースの性能が大事で、 DMA やプログラム I/O
でまともな数字がでるかどうかが問題です。一般に DMA はあまり速くなく、特に DMA read、つ
まり インターフェースカードがメインメモリを読む時の速度はあまり良くありません。 Alpha の場
合は、 DMA read よりも CPU が PCI バスを読み書きするほうが速い、といったことがあり、結
果的に性能が高いライブラリが簡単に作れるというメリットがあったのですが、x86 ではその辺の事
情がチップセットや BIOS によってコロコロ変わるのでマザーボードを買ってきて使ってみないと
なんだかわかりません。P4 の場合、初期の i850 チップセットでは PCI の PIO の性能は非常に良
かったので、しばらくこれを使っていました。

ただし、 2001年前後は Athlonや Athlon XPのほうが P4よりも色々性能が良かった時期で、 2001
年の秋から冬には AMD で色々評価しました。結果的には、当時のチップセットでは AMD760 と
SiS 745 だと性能がでるマザーボードがある、という感じで、2002 年初めには結局 ECS K7S6A と
いうマザーボードを大量に買って 16 ノードノードのシステムを組みました。 DEC Alpha とは違っ
て、そもそもマザーボードにメモリと CPUを挿した団結で、まともに安定して動くかどうかは自分
でテストしないとわからない、というものでなんだか疲れるのですが、まあ、安いし、新製品がどん
どんでるからしょうがないのでしょう。

ホストが複数台になったので並列化もしないといけません。MPI を使った並列プログラムは 2001
年 3月にドイツにいった時に書き始めたものがあって、それを GRAPE-6 が使るようにして動かす
だけなのですが、まず MPI の性能を測ってみると全然駄目だということがわかって愕然としたのが
記録によると 2002/4/8 です。この時は Planex GE1000TC というとても安価な GbE カードを使っ
ていたのですが、これで MPI での通信速度を測ると 8MB/s とかで全く話になりません。

この前の年当りから色々お付き合いがあった情報の平木先生のところでネットワークの速度を測る
プログラムがあるというので、それを使うと 40MB/s くらいでます。理論ピークは 100MB/s なの
でまだ低いのですが、まあとりあえず使える程度です。 NIC を Netgear GA620T にするとずっと
速くなりますが、このカードは高いのであまり嬉しくなかったわけです。

とにかくゴードンベル賞の〆切に間に合うようにある程度の性能を出す必要があったので、プログ
ラムを書き換えて速度が必要な通信部分には TCP/IP のソケット通信を使うようにしました。せっ
かくなので、ある程度汎用性があるライブラリの形にして、MPIを使っているプログラムで、OS が
Linux なら簡単に使えるようにしてみています。 これは、さっきでてきた平木研の下見さんが作っ
たプログラムを適当に改変して通信ライブラリっぽいものを作った、という代物です。

この前に CERN のグループが作っている MPI の速い実装である GAMMA とかも使ってみました
が、その時サポートされていた GA620T では性能が今 3つくらいだったので捨てました。今はもう
ちょっと安定して性能がでるカードもあるようです。

この頃から、 PC を組むのに箱に入れるのは面倒なので裸のマザーボードをワイヤラックにのっけ
るだけ、というやり方をするようになりました。これは見苦しいとかまともな機械に見えないとか
色々評判は悪いのですが、メンテナンスが極めて楽であるという利点はなかなか大きいと本人は思っ
ています。

ホスト計算機はこのあと 2003年初めには 2.53GHz P4 に、さらに 2004年末には Athlon 64 3500+
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に載せかえています。

2001 年は最終的には 11Tflops の実効性能でゴードンベル賞をいただくことができました。 2002
年には 30Tflops まであげたのですが、この年は全ての賞を地球シミュレータがもらっていきました。
2003年には、2002年と同じ計算でちょっと速くなっただけでもう一度応募したのですが、何故か賞
をいただくことができました。なかなか賞というのも奥が深いものです。

GRAPE-6 は GRAPE-4 のように「重力熱力学的振動」という明確なゴールがあったわけではあり
ません。その代わり、もっとも現実的な星団の進化、惑星形成過程の研究、宇宙論的構造形成といっ
た様々な分野で成果を上げ、また、国立天文台で共同利用計算機として国内の研究者に計算時間を提
供していることを始め、筑波大学、東京工業大学等国内の研究所、ケンブリッジ大学、アムステルダ
ム大学などの海外の研究所でも多数使われています。





Chapter 36

GRAPE の開発 —GRAPE-DR
(2006/11/4)

GRAPE-6 では 0.25ミクロンのプロセスを使って、 800万トランジスタを 1チップにし 1チップ当
り 30Gflops 相当のピーク性能をだしました。チップが完成したのは 99年のことですから、2006年
の現在からは既に 7年前です。汎用のマイクロプロセッサは、1チップでは 2006年になって出荷が
始まった Intel Core 2 Duoが、クロック 3GHz だと 8 演算で 24 Gflops となり、ほぼ GRAPE-6 の
1チップ程度、消費電力は 5倍程度となり 7 年前のプロセスを使っているのにいまだ GRAPE-6 の
ほうが効率でも優れています。

半導体プロセスは現在では 65nm となっていて、GRAPE-6 に比べて 20倍程度の数のトランジス
タを使い、 3-4倍のクロックで動作するものをつくることができます。つまり、大体 100倍性能を
向上させ、 1 チップで 3 Tflops、GRAPE-6 のように 32 チップのったボードを作ればそれ 1枚で
GRAPE-6 全体よりも速く、最大構成の BG/L にもボード 4 枚で勝つことができるようなものを作
るのは不可能ではありません。次をつくる、というのを考えはじめたのは 2002年です。この時には
まだ 130nm ですが 500 Gflops 程度のものは作れるわけで、同じプロセスルールの BG/L チップに
比べると大体 100 倍の性能になります。

が、ここでの問題は、どうやって予算をとってくるか、ということになります。GRAPE-6 までは
要するに杉本がお金をとってきていて私はあんまり役に立ってなかったのですが、さすがに杉本にお
願いしてなんとかしてもらうわけにもいきません。

もうひとつの問題は、必要な予算額自体がどんどん増えてきている、ということです。 GRAPE-4
の時には、2500万円ほどで LSI ロジックが 14mm角の LSI の試作までやってくれて、ダイ 1つの
量産価格は 1万円以下だったのですが、GRAPE-6 では試作コストが 1億以上、チップ量産価格が 3
万円くらいになりました。大雑把にいって試作コストはプロセスルールに反比例して上がってきてい
て、90nm で 3億、 65nm で 5億といった辺りになります。これはどこのメーカーと話をするかで
も変わってくるのですが、現在カスタム LSI では TSMC が世界最大のシェアをもっていて、さすが
に安いです。 IBM はこれよりずっと高いですが開発ツールとかは信用できます。国内メーカーは現
状では価格は高いてプロセスルールやライブラリの充実度では海外メーカーに 1歩遅れる、という
感じになってしまっています。

これはこれで日本の半導体産業の将来、というよりは現在の大問題なのですが、GRAPE プロジェ
クトとしては元々日本の半導体メーカーはあまり使えなかったのであまり関係ありません。いずれに
しても問題は LSI 試作までの費用が莫大になってきたということです。つまり、1億円程度までなら
文部省の科学技術研究費補助金という、研究者が文部科学省に申請する種類のお金でなんとかなり
ます。 GRAPE-4 はそういう研究費でやりました。 GRAPE-6 では、既に述べたように運良くもう
ちょっと大きな額の予算を使うことができました。しかし、その次にはもっと大きな予算が必要にな
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ります。チップを作るだけで 5億円とするなら、10億円くらい使わないと全体としての価格性能比
があまり良くならないからです。

日本の天文学も、野辺山の 45m、ミリ波干渉計やハワイのすばる望遠鏡でビッグサイエンスになっ
てきたとはいえ、なかなか 1研究室の理論研究に 10億円というのは難しいです。というわけで、ど
うするのがいいかを色々考えてみました。

一つの方法は、少なくとも研究レベルで専用プロセッサをつくるとかはやめてしまうことです。2006
年の現時点でも GRAPE-6 チップは汎用プロセッサに比べて電力当りの性能、価格当りの性能の両
方でかなり優れていますので、まだ数年は使えます。従って、このプロセッサを使ってまだしばらく
は世界をリードする研究ができます。その後のことはまた数年後に考えればいいでしょう。

もうひとつは、FPGAを使うことです。FPGAもどんどん実現可能な回路規模が大きくなり、2005
年時点だと GRAPE-6 相当はまだ無理にしてもそれに近くなっています。 後数年すれば GRAPE-6
よりも性能が高いものが初期の開発費ゼロでできるようになるわけです。なので、これを使うこと
である程度のことはできます。が、これは言い換えると 10年ほど進歩が止まるということでもあっ
てどうも面白くありません。

全く別な可能性として、天文学で使えそうな研究費以外のところからお金をとってくる、というも
のがあります。もちろん、そのためには天文研究以外にも使える、といえなければいけません。天文
以外に分子動力学によってタンパク質とかの研究に使えるというのは理研で戎崎や泰地が進めてい
て成果もでていますから、それと同じことを東大天文学教室でやるわけにはいきません。そうする
と、もっと違う方法はないか？というのが問題です。

結局、なるべくいろんなことができるようにしたいわけで、一つの方向は FPGA のようなプログ
ラマブルなものにすることです。この方向での研究は実は我々の他にも色々あって、10年ほど前か
ら reconfigurable computing という名前で盛んになってきています。

例えばの話、GRAPE-2 や HARP-1 では汎用の浮動小数点 LSI を基板上で並べて専用パイプライ
ンを作ったわけで、それと同様なことが LSI のなかでできればある程度の性能は出るはずです。つ
まり、汎用の浮動小数点回路を多数もった FPGA のようなものを作るということが考えられます。
実際に、そのような方向の研究は例えば九州大学の村上先生を中心とするグループによって提案され
ています。

この方法の問題は、ハードウェアの設計、ソフトウェアの開発の両方がとても大変であるというこ
とです。GRAPE-2 の場合、基本的には浮動小数点演算なのですが逆数平方根には専用回路を作って
います。また、メモリやレジスタもそれなりに必要です。そういったものをどういう割合でチップに
配分するか、また演算器間で必要なプログラム可能な配線をどういうふうに準備しておくか、という
のはハードウェアを設計する上で重要な決定ですが、どういう基準ですればいいのかよくわかりませ
ん。また、多数の演算器の間にプログラム可能な配線がある、というものになるので、動作クロック
を上げることは非常に難しくなります。例えば、 2004年にアイピーフレックスが富士通と共通開発
したDAP/DNA2 のクロックは 166MHz にとどまり、これは 16 ビットの乗算器を 56個しかもたな
いので乗算の理論ピーク性能は 7GOPS 程度となっています。

同じように演算器を沢山 1チップにいれるもうひとつの方法は SIMD 動作させることです。つま
り、複数の演算器をつないでパイプラインを構成するのではなく、それぞれの演算器を単純なプログ
ラム可能なプロセッサにして、それらが同じ演算を同じプログラムに従って実行するのです。

これは、気分としては TMC の CM-2 のようなものを 1チップで作る、ということになります。
1988 年には CM-2 のような SIMD アーキテクチャはベクトルプロセッサよりもはるかに高い価格
性能比を実現していたのですが、その後いくつかのシステムが開発されましたが 90年代前半には完
全に消えてしまいます。これが何故か、というのを理解しておかないと、 SIMD プロセッサを作っ
ても上手くいくはずがありません。

90年代初めに SIMD 並列計算機が成り立たなくなった理由は簡単で、演算器を多数チップに内蔵
させることはできるようになったとして、メモリバンド幅を必要なだけつける方法がなかったからで
す。 SIMD 計算機のプログラミングモデルはヒリスやスティールによるデータ・パラレルモデルと
いうもので、ここでは、大雑把にいうとベクトル計算機のベクトル化と同じように、例えば大きな配
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列全体を読み書きするような形のプログラムになってしまいます。この形では、メモリアクセスのバ
ンド幅がネックになって、沢山演算器をいれても有効に使えないのです。

しかし、私達が考えてるのは、そもそも GRAPE でやっているような演算のわりにデータ量が少な
いものを扱おうという話です。この場合はプロセッサを大きなメモリに対して高速で接続する必要は
全然なくて、例えば重力計算なら 20 語程度のレジスタファイルがあれば 2 粒子間の力を計算するの
には十分です。力を受ける粒子のデータはレジスタにいれておき、力を及ぼす粒子のデータはメモリ
から全プロセッサに放送すればいいわけです。実際、 CM-2 で直接計算のプログラムを書いた時に
はそういうふうにしたわけですから、違うところは全くありません。

SIMD の計算機でも、プロセッサ間をどのようにつなぐかは問題ですが、GRAPE のように使う、
ということを考えると特につなぐ必要はなく、単純に制御部からデータとプログラムが放送でき、結
果は各プロセッサを指定して読み出す機能があれば十分です。まあ、GRAPE-4 や 6 ですでにやっ
ている、複数のプロセッサからの結果を合計しながら出力できるようなツリーネットワークがあると
色々便利です。これも実は CM-2 であった便利な機能の 1つです。

CM-2 では、1チップに 16プロセッサが入っていて、ネットワークはチップ間だったので 16プロ
セッサが 1つの出力ポートを共有し、その中での合計はネットワークとは別に行うようになっていま
した。これと同様に、チップ内でもプロセッサを適当ににグループ各して、ツリーネットワークには
グループから 1本しか出力をつけないようにすることでツリーネットワークの部分のハードウェア
は小さくなります。これは、この部分の演算器の数がプロセッサの数ではなくグループの数程度にな
るからです。

この、ツリーネットワークは結構色々な場合に有効であることがあとになってわかりました。特に、
Top 500 で必要な LINPACK ベンチマークで高い性能を出すためにはこのネットワークが有効で
した。

ということで、このやり方で結構色々できそう、という気がしてきました。演算器毎にレジスタファ
イルをつけないといけないので、純粋な専用回路で作る GRAPE に比べると 5倍程度は損になりま
すが、まあそれでも他のやり方よりは圧倒的に良いでしょう。

この考え方で研究費に応募してみたのですが、面接での審査員の対応は、「こんなの本当にできる
の？」という感じのもので、結局採択られませんでした。これは、考えてみるとまあ当然で、今まで
プログラム可能な計算機を作ったことがない全くの素人が、突然世界最高速でしかもプログラム可能
な計算機を作りますから 15億円よこせ、といってきても私が審査員だったら絶対信用しません。

ではどうすれば信用できる提案になるか、というのが問題です。結局、審査員が見るのは過去の実
績ですから、こちらにプログラム可能な計算機を作った実績がなければ決して認められることはあり
ません。なので、そういう実績がある人との共同研究にすることを考えました。日本の大学で計算機
アーキテクチャ研究について実績があり、また動く計算機を作ったことがある人といえば東大情報の
平木です。早速、平木にこういうのを共同でやってみませんか？というお伺いを立ててみました。幸
いなことに平木はのってきてくれて、 GRAPE-DR プロジェクトが始まったわけです。2003年に、
科学技術研究費補助金の特別推進研究の枠 (こちらは牧野が代表で申請)と、振興調整費の枠 (こちら
は平木が代表)での申請をしました。幸運なことに、振興調整費の枠は面接までいき、そこで平木が
非常にインパクトがあり設定力があるプレゼンテーションを行ったことで予算獲得に成功しました。

こうして、GRAPE-DR プロジェクトが始まりました。その後の開発過程についてはまたの機会に
書くことにしたいですが、とりあえず 2006年 11月現在でチップは完成し、1つ載ったボードができ
て実際に GRAPE の役割をするプログラムも実行でき、そこそこの性能もでている、という状況で
す。 GRAPE-6 の開発と同じようなスケジュールで進んでいます。

できあがったチップは 500MHz 動作の 512 プロセッサを集積し、単精度だと 512Gflops のピーク
性能、倍精度だとその半分の 256 Gflops となりました。消費電力は 60W 前後です。とりあえず、
現在動作しているチップとしては世界最高の演算性能を持つプログラム可能プロセッサ、といえるで
しょう。SIMD 並列プロセッサという私達のアイディアは基本的には実証された、といっていいと思
います。





Chapter 37

GRAPE と汎用スパコン
(2006/11/8)

ここまで GRAPE の歴史を振り返ってみました。計算機を作るとはどういうことか、を多少とも感
じてもらえたら幸いです。まあ、 GRAPE はあんまり計算機ではありませんが、そうはいっても回
路設計から箱の設計までをやってますから計算機の設計の全部をある程度見てきているわけです。

GRAPE-6 までの専用プロセッサとしての GRAPE では、設計の思想は単純で、重力多体計算で、
しかもアルゴリズムも決めた上でそれを与えられた予算と使える人的資源の範囲で最も高速にでき
る方法を考える、ということになります。GRAPE では 1台毎にそういう、ある種の最適化問題を解
くようなことをしてきました。

これは、普通の計算機の設計方法とは実は全然違います。というのは、普通の計算機では殆どの場
合に後方互換性というものが問題になるからです。後方互換性とは、要するにその会社の前の世代の
計算機用のプログラムがそのまま走る、ということです。そのかなり極端な例はインテルの x86 プ
ロセッサ系列で、現在の最新のプロセッサでも命令セットの基本は 20年近く前の 80386 のそれであ
り、しかも 80386 の命令セット自体、 8ビットプロセッサの 8080をほぼ命令互換のまま 16 ビット
にした 8086 の命令セットをさらに 32ビットに拡張したものになっているわけです。もっとも、現
在の x86 プロセッサでは、命令セットで定義された命令がそのまま実行されるわけではなくて変換
されてから実行されるので、変換された後の命令セットや実行アーキテクチャは半導体プロセスの特
性や設計能力に合わせたものが使えます。そのように命令セットと実アーキテクチャを切り離してし
まったことによって、中途半端に後方互換性にしばられることになる RISC プロセッサよりも速く
性能向上することに成功したわけです。

まあ、そうはいっても勘弁して欲しいような命令セットというのもあり、その代表が浮動小数点演
算の x87 命令セットでした。これはスタック型の実行マシンというものを想定していて、レジスタ
が明示的に指定されないで演算命令はスタックからオペランドをとりだして実行される、というもの
でした。8087 プロセッサではレジスタ操作よりも演算自体に時間がかかったのでこれで問題なかっ
たわけですが、クロックサイクル毎に演算器にデータが投入できるようになるとこれでは全く話にな
りません。それでも工夫することで性能を出すこともできなくはなかったようですが、 2001年にイ
ンテルは SSE2 命令セットを導入し、 x87 命令セットよりは少し性能を出しやすい命令セットにし
ます。

このように後方互換性にしばられるのは x86 プロセッサだけではなく、 Cray のベクトルプロセッ
サでも同様でした。実は Cray 本人は Cray-1 の後それと互換性のない Cray-2 を作ったのですが、
これの開発があまりに遅れたため、互換性のある XMP, YMP の系列が製品としては生き残ってし
まいます。その結果、最後まで互換性を保つしかなくなったようです。

GRAPE の場合、毎回アーキテクチャは大きく変更しましたが、ユーザープログラムは元々殆どが
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汎用ホスト計算機の上で走っていて、 GRAPE のほうは関数呼び出しです。このため、その気にな
ればライブラリ API を同じにすることで、コンパイルしなおすだけでアプリケーションプログラム
がそのまま走るようにはできます。バイナリがそのまま走るようにするのも、ライブラリを実行時
にリンクするようにしておけば原理的には可能です。まあ、原理的には可能というだけで実際には
そういうものは提供していないのですが、 OS からなにから走る必要がある汎用プロセッサではな
く、 GRAPE を使っているアプリケーションだけの話なのであまり互換性が大問題にはならないわ
けです。

つまり、GRAPE では後方互換性を無視したわけではなく、互換性が必要な部分の殆どは汎用プロ
セッサにまかせたので互換性を気にする必要がそもそも少なくなっている、ということです。

GRAPE のやり方のメリットは、開発コストが、ハードウェアもソフトウェアも極限まで切り詰め
られることです。欠点は汎用プロセッサや接続バスの性能がシステム全体の性能のボトルネックにな
りえることです。このようなやり方が良いかどうかは、汎用プロセッサや接続バスの性能がどの程度
のものであり、目的に十分かどうか、ということに依存するわけです。

現在の時点では、汎用プロセッサの速度自体はボトルネックになることはまずありません。その理
由は簡単で、 シングルスレッド性能で x86 プロセッサより速いプロセッサは現在存在しないに等し
いからです。もちろん、これが 30年前なら状況は違ったわけで、汎用プロセッサというものは大変
高価で、安く買えるミニコンは高いスパコンに比べると価格当りの性能が低いものでした。このた
め、ミニコンの部分の性能がボトルネックになってしまうと、スパコンの価格性能比を超えられなく
なる可能性があったわけです。現在は、価格当りの性能で x86 やその他のマイクロプロセッサを超
えるのはそれ自体容易ではありません。従って、専用プロセッサ等を考える時に、専用プロセッサが
効率的ではないところは汎用マイクロプロセッサにやらせるのがもっとも価格性能比が良い方法に
なります。

さて、問題は接続バスの性能がボトルネックにならないかどうかです。これはプロセッサ性能より
ももう少しややこしい話になります。というのは、こちらはなかなか上がらないからです。 PC 用の
バスだと、 ISA バス、PCIはそれぞれ 10 年以上使われました。 PCI バスの速度は ISA のせいぜい
15 倍です。この 20年間に汎用プロセッサの速度はほぼ 1 万倍になったことを考えるとこの 15倍と
いうのはいかにも小さいです。 PCI-Express にしても、現在容易に利用できる 4 レーン程度のもの
だと PCI バスに比べておよそ 10 倍であり、 20年前の ISA バスに比べて数百倍でしかありません。

もっとも、これは接続バスだけの問題ではなく、メインメモリそのものの問題です。つまり、マイ
クロプロセッサのメモリインターフェースや主記憶の速度がそもそも数 GB/s しかなくて、接続バ
スの速度はそれに近いものになっているのです。従って、汎用マイクロプロセッサを使う限り、接続
バスに汎用のものを使うので十分なわけです。

GRAPE の場合、アプリケーションの特性として、粒子間相互作用を計算する、ということがある
ので演算速度のわりに必要なメモリバンド幅は小さくなります。このため、汎用マイクロプロセッサ
に汎用バスを通して専用プロセッサをつなげる、というアプローチが理想的に機能しました。 これ
は、アプリケーションが川合先生の分類では「遠隔型」になるものだから、といっても間違いではな
いでしょう。

川合先生の分類ではあと近接型、不規則型とあるわけですが、計算が大規模になっていくと不規則
型は遠隔型か近接型のどちらかに近付いていきます。従って、重要なのは近接型です。近接型につい
ては少し議論しましたが、単純な例を考えるとベクトル計算機のような、演算速度に対してメモリバ
ンド幅が高いものだと性能がでる、ということになります。

だからそういうハードウェアを作ってしまえばよろしい、というのはもちろん一つの考え方です。
地球シミュレータや、 QCDOC のような QCD 計算のためのシステムは実際に基本的にはそのよう
な思想で設計されているわけです。QCDOC は比較的安価で、地球シミュレータは高価ですが、そ
の違いの殆どはQCDOC ではメモリバンド幅を 1チップにメモリを集積することによって実現した、
というところからきています。 QCDOC は 1 Gflops の演算速度に対して 8GB/s ものメモリ転送速
度を持ち、地球シミュレータが 8Gflops に対して 32GB/s でしかないのに比べて比率では高いので
す。これが IBM が商品化した BG/L ではそこまではありませんが、地球シミュレータと同等である
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というのは間違いありません。

オンチップメモリを使うことの欠点は、メモリ容量が小さいことです。QCDOC の場合はチップ当
り 4MB しかありません。。もちろん、これは 180nm という古いプロセスを使っているからで、例
えば 90nm ならその 4倍の 16MB、つまり 128Mbits になるわけですが、ビット当りの価格では汎
用 DRAM に比べて 100倍ほどになるので、メモリが大量に必要な場合には全部オンチップでとい
うのは非現実的です。 QCD 計算では大した量はいらないのでこれですませたわけです。オンチップ
メモリを使うことにすると、結局その速度で性能がきまるのでプロセッサをどうするかはあまり問題
ではなくなります。 QCDOC では IBM が設計をもっていた PowerPC 440 の浮動小数点演算部分
を少し強化して使っているわけです。これは、コンパイラ等に出来合いのものが使えるというメリッ
トがあります。もちろん、Power でなくて ARM や MIPS でもかまいません。

本当に大量のメモリに対して高いバンド幅でアクセスしたいなら、それを優先したシステム設計を
するべきと考えられます。例えば、 2006年現在ならGDDR4 規格の DRAM は 1チップで 10GB/s
程度のバンド幅ですから、8個つければ 100GB/s 程度と NEC SX-8R 以上のバンド幅になります。
これは実際に最新のビデオカードがやっていることで、3万円程度のカードで 64GB/s 程度のバンド
幅をすでに実現しています。 GDDR 規格の DRAM は通常の DDR2 とかに比べて高価なことは確
かですが、オンチップ DRAM に比べると桁違いに安価です。

結局、プログラム可能な計算機を作る時に考えるべき最も重要なことは、演算器とメモリの間をど
うやってつなぐか、ということです。並列計算機だと沢山の計算ノードの間をどうつなぐかという問
題がさらに発生しますが、ここではそれは考えないことにします。というのは、ここでは、普通に
PCを買ってくるよりも価格性能比が良い計算機を作ることを目標にしますが、そのためにはまず並
列化以前に 1チップの性能で普通の PC より良くなければ話にならないからです。

もっとも、実際に現在売られているスーパーコンピューターと称するもので、価格性能比で普通の
PC より良いものは殆どありません。例えば BG/L の価格は 1Tflops あたり 2000万円程度のよう
で、これは 50万円で 25Gflops ですから、最新の PC ならもう 2-3倍はいける、という数字です。こ
れが Cray とか NEC のベクトル機だと、将来目標が 1Tflops 1 億円ですから全く話になりません。
しかし、このように価格性能比が低い、ということが、ベクトル機をニッチマーケットのものにし
ているだけでなく、大規模数値計算による科学研究の進歩自体を阻害している、ということはもう
ちょっとちゃんと理解されるべきでしょう。

つまり、 1 億円で PC を買えば 10Tflops はそんなに難しいことではないのに、その 10倍以上の値
段の計算機を使っている、ということは、同じ時間にそれだけ小さな計算しかできていない、という
ことです。それなら、計算機ハードウェアにかけるお金は 1/10 にして、それだけのお金で雇える人
を PC クラスタで性能がでるアルゴリズムの開発や実装に使うほうがおそらくは効率的です。まあ、
1/10 までしなくも、半分にすれば莫大なお金をソフトウェア開発に使えることになります。

少し話がそれたかもしれません。とにかく、ただ PCを買ってくれば済むなら買ってくればいいわけ
ですから、それより何か良いところがあるものを作るのでなければ意味はありません。 GRAPE-DR
では、メモリバンド幅はそこそこにしておいて、演算能力だけを極限まで上げる、というアプローチ
をとっています。このやり方は、少なくともそれで性能がでるアプリケーションに対しては極めて上
手くいく、というのは、 GRAPE ではすでに実証されています。

上の、考えるべきこと、という観点から整理してみます。 GRAPE-DR では、非常に沢山の演算器
それぞれに少しだけメモリをつけました。これは、例えば粒子間相互作用や密行列の乗算といった、
データ量に対して計算量が多い処理だけをするのには最適な構成です。このやり方ではとにかく極限
まで演算器の比率を上げるので、これよりも高い価格性能比を実現するのは原理的に困難です。もっ
とも、GRAPE-DR の実物では設計の最適化にかける人手がないとかそういった理由で動作クロック
は低いので、他のアプローチでも対抗する余地がありそうに見えています。

では、メモリバンド幅が必要なアプリケーションに対してはどうすればいいのでしょうか？本当に
必要ならばバンド幅をつけるしかありません。この時には、なるべく安くバンド幅を稼いで性能を
出すにはどうするか、という問題になります。例えば、現在だと GDDR4 メモリで、メモリチップ
が 2000円くらいだとして 1万円で 50GB/s 程度のバンド幅が得られます。これに対して、普通の
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DDR2 DRAM モジュールだと 1万円で 6.4GB/s なので 10 倍程度良くなります。また、システム
にすると安い PC でも 30万円で dual channel 12.8GB/s とすれば 1万円当り 0.4 GB/s なので、1
万円で 50GB/s に近いバンド幅を実現できるなら 2桁近く上げる余地があるわけです。

問題は、ではメモリの値段がメインになるようなシステムを実現できるか、ということです。まあ、
グラフィックカードは既に述べたように出来ているので、量産効果が期待できるシステムならそれほ
ど難しいことではない、ということになります。

チップとしてはどんなものになるでしょうか？例えば GDDR4 メモリ 4個で 50GB/s 程度の速度を
想定してみます。演算速度はこれに対応させるとせいぜい 50Gflops、真っ当なベクトルプロセッサ
なら 6Gflops です。ここでは、25Gflops を想定してみます。これには、例えばクロック 400MHz で
32組の演算器があればいいですから、 GRAPE-DR の大体 1/16 で 4mm角程度で演算器とレジス
タファイルが構成できます。メモリインターフェースは沢山ピンがいるのでパッケージのピン数とし
ては電源も入れると 700ピン程度で結構大きいですが、ダイサイズはそれほど大きくならない、ま
あ 90nm かあるいはもっと古い世代の 130nm とかでも 7-8mm角でできるでしょう。この場合、量
産コストでチップ当り 1万円を切るのは不可能ではないと思います。

まあ、実際にこれから設計するなら 65nm を使って 2-3年後にできるものに競争力があるか、と
いう話になるのですが、メモリインターフェースをどうするかとか予測が難しいので現在 130nm で
作ってどうか、という見積りにしてみます。この場合、結局チップコストがプロセッサ 1万、メモリ
チップが 4個でこれも 1万、合わせて 2万です。消費電力は殆どメモリインターフェースで、20W
程度になってしまうでしょう。これを 4組のせて PCI-X インターフェースをつけたボードは量産コ
スト 15万円というところでしょう。売値は 25万から 50万の間です。

メモリバンド幅は 200GB/s 程度なので、最も高いケースの 50 万円でも PC に比べてまだ 10 倍程
度良く、演算速度も 100Gflops 程度あり、メモリも 1 GB 程度は載ります。

このシステムはそんなに悪くないように見えなくもないですが、では売りものになるか、というと
結構微妙です。というのは、

1. 値段当りのメモリバンド幅に特化したので、演算性能はそんなに高くない

2. 既存の例えばベクトルプロセッサ向きのプログラムがそのまま走るわけではない

という問題があるからです。1のほうは、もうちょっと演算器を増やしてしまえば良く、それは結局
コストにたいして影響しないので最大 200-400Gflops まで演算速度をあげてしまえばいいのですが、
プログラムのほうは問題です。GRAPE では、結局演算量の一番大きいところはプログラム全体の
ほんの 1部であるということを信じて、そこで互換性がなくなってもプログラムのほとんどを占める
他の部分は互換性があるから我慢してね、というふうにしています。

では、メモリバンド幅がいる計算の典型である流体コードではどうか？というと、本当はそんなに
事情は変わりません。計算コードは結構膨大なサイズになりますが、その全てに演算時間が同じよ
うに分布するわけではもちろんないからです。結局、計算量の大半は単純な差分計算であったりしま
す。特に並列化するとか、適応格子にするとかになると、計算コードのほとんどの行はそういった、
数値計算とは無関係な処理をするわけで、それらには大した時間はかかりません。

しかし、流体コードの面倒なところは、だからといって GRAPE でやっているように計算コードの
ほとんどはそのままホスト計算機で動かして、計算が重いところは専用機で、というわけにはいか
ないことです。その理由は、格子点データ当りの計算量は粒子コードのようには大きくないので、ホ
スト計算機のメインメモリと専用機のメモリの間をステップ毎にデータ転送していたらそれだけで
もう性能がでないからです。このため、あまり極端に面倒なことをしないで性能をだそうと思うと、
格子点データをボード側に載せたままで、ホスト計算機のプログラムからそこそこ高速にアクセス
できればいいような気がしてきます。

実は、落ち着いて考えるとこれは何か変な話です。というのは、例えば PCI-Express 16 レーンを
使うと双方向で 4GB/s の転送バンド幅があるわけですが、これは現在の PC の主記憶の理論ピーク
性能と大して変わらないからです。実際に問題がないかというとそうでもなく、それは特にランダム
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読み出しが非常に遅くなるからです。 PCI-Express で特に転送幅が大きいものはグラフィックカー
ドが主な用途なので、 CPU 側からの書き込みは結構な速度がでるように出来ていますが読み出しは
あまり必要がないので非常に遅いのが普通です。このため、単純に PCI-Express ボード上のメモリ
を主記憶にマッピングして CPU がアクセスするので性能を出す、というのはちょっと難しい話にな
ります。もっとも、この辺はソフトウェア分散共有メモリのシステムで使っているようなページ単位
でキャッシュする仕掛けで済むかもしれません。もうひとつの方法は、チップ側に CPU をのせてし
まうことでしょう。大して速いものでなくていいわけですから、演算速度も大していりません。

ここまで書いてようやく気が付きましたが、これは、要するに IBM Roadrunner そのものですね。
CELL が、非常に演算性能は高いけどどうやってプログラムを書くつもりなのか想像がつかない 8
コアのプロセッサと、まあ普通な PowerPC アーキテクチャのマイクロプロセッサを統合したチップ
で、でもこれだけだとなんかまともに使える気がしないので Opteron もつけてみました、というも
のだからです。RoadRunner 自体プログラミングモデルをどうするつもりかとかは不明です。が、流
体計算とかでまともな性能を出すためにはにはデータは CELL につながったメモリに置く必要があ
るからです。この構成だと、例えばネットワークの制御とか OS を走らせることとかにはOpeteron
が使えるのでその辺の開発の手間が省けるのが利点です。

そういう観点で見ると、CELL の問題はメモリバンド幅が PC 並でしかないことと、そのためにメ
モリバンド幅を同じにした時の価格や発熱があまり PC と変わらないことです。まあ、これはつま
り、 PS2 の時と同じで、数年チップが速くならないということもあって x86 系に追いつかれる、と
いうだけです。もちろん、細かく見ると、浮動小数点演算性能、メモリバンド幅ともに中途半端で、
HPC に使うならもうちょっと上げるべきであった、ということになります。ゲームにそんな性能が
本当に必要かどうかは疑問ですが。

ここでの結論を整理すると、結局のところ

� 非常に高いメモリバンド幅 (GPU 並以上)

� そこそこの浮動小数点演算性能 (チップ当り 50-100Gflops)

� 簡単だけどコンパイラがある CPU

を組み合わせ、

� 今どきのハイエンド GPU よりは低い発熱

を実現するようなチップを例えば 130nm プロセスで作るのは必ずしも不可能ではなく、その辺が
あると GRAPE-DR ではカバー出来ていないアプリケーションも結構速く走る、ということになり
ます。

AMD は ATI を買収して CPU、 GPU を統合するので、 GPU 側をもうちょっと HPC で使いや
すいものにすれば上が実現されます。なので、この方針で何か作るならそれと競争して勝てるかどう
か、という話になるでしょう。

AMD の場合の鍵は、結局統合した GPU の側が普通にプログラムできるようなものかどうかにな
ると思います。

メモリバンド幅を増やすのはどうしてもプロセス技術、チップ製造技術、パッケージ技術といった
ものに投資する必要があって、チップの中身だけではすまないので、そういう技術が全部既にあって
それを組み合わせればすむ、というのでない限りお金がかかります。

大学とか国の研究所とかでお金も人手もないところで AMD とかにまともに対抗しようというのは
国家プロジェクトになって湯水のようにお金がふってくるとかいう話でなければ現実的ではありま
せん。

まあ、これは結局のところ私が流体計算の専門家ではないから良くわからない、というだけの話で、
誰かがちゃんと考えればいいのかもしれません。





Chapter 38

今後の方向性 (2006/11/27)

京速計算機プロジェクト (最近は次世代スーパーコンピュータープロジェクトというようですが)は
相変わらず方向性が定まらず、9月にあった官製シンポジウムに合わせてNEC・日立連合と富士通が
それぞれ概念設計をし、その結果をみて 2006年度末に設計を決定すると発表されました。元々は 3
月に出させた提案を 7月に評価して 8月には決める、という話だったのを、先送りにしたようです。
それでも、総合科学技術会議の評価では、これは大変重要なものだからということで S評価 (最高ラ
ンク)がつき、来年度の予算 87億円はほぼ通るものと思われます。

まともな設計をするのには半年という期間はいかにも中途半端で、延ばすことにどういう意味がある
のかは理解しかねます。NEC が SX 後継以外の提案をすぐにするはずはないし、富士通は VPP5000
系を今更復活させるはずもないので SPARC でのスカラで提案するわけですから、時間をかけてた
から良い提案になる、ということがあるとすれば完成年度を遅らせたのでムーアの法則に従って性能
があがる、というくらいの理由しかありません。

まあ、どこかがひそかに ClearSpeed を買収してそういう提案をするとか、あるいは BlueGene 的
な提案をするとかがあればまた話は違いますが、上の 2 者が残っているということは既にそういう
提案はあったとしても採用されなかったということを意味しています。

そういうわけで、日本の、しかも政治的なプロジェクトがどうこうという話をみているとスーパー
コンピューティングの将来はどっか別のところに落ちているのかなあ、という気がしてきます。

ごくごく普通に x86 系は 2011 年あたりにどんなものになっているかを現在の数字から外挿して
みましょう。 2006年 10 月現在で、まあ普通のチップというのは Core2Duo 3GHz というところで
しょう。浮動小数点演算は 2コア 4演算づつなのでクロック当り 8 演算で、 24 Gflops です。5年
前の 2001 年だと、 Pentium 4 が発表されて 1年ほどたったところで、クロックは 2GHz、2演算で
4 Gflops ですから、大体 8 倍になっています。ソケット 478 になったころですね。さらに 5年前は
Pentium Pro が Pentium II になるころで、クロック 200MHz 1演算 200Mflops ですから、この 5
年間は 10 倍です。まあ、この頃だと Alpha とかのほうが速かったですが値段もそれなりだったの
で、ここでは考えないことにします。

というわけで、 2011 年には 24Gflops のさらに 8 倍、 200Gflops になっていると想像されます。こ
れは、例えば現在 2コアのものを 16 コアにする、あるいは 8 コアで演算数、クロックを少しづつ上
げる、ヘテロジニアスマルチコアにして簡単なものを沢山入れると色々な実現方法がありますが、プ
ロセスは少なくとも 32nm、場合によってはその先になるわけですからトランジスタ数は十分です。

メモリバンド幅がどうなっているかとかは全然不明ですが、グラフィックカードでは現在 90GB/s
程度ができているのですから、デスクトップ用で 50GB/s 程度を想定するのはそれほど無理ではな
いでしょう。まあ、現在見えているDDR3 1333 程度では 2本でも 20GB/s ですが、 FM-DIMM み
たいな余計なことをしないで速くするのは XDR 直結にしてしまえばできるわけで容量が少ないと
いうのを別にすれば問題はありません。デスクトップでは容量はそれほど重要な要因ではなくなって
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きていますから、そういうので 50GB/s くらいを実現するのはありえないことではないでしょう。

FB-DIMM の何が余計かというと、結局現在の Intel Xeon では CPU-North Bridge-AMB-Memory
と CPUとメモリの間に 2段チップがはさまっていて、チップの I/O としては 1つのアクセスで 3
回チップ間を渡るので、ピン数も 3 倍だし消費電力も少なくとも I/Oに関係する部分は 3 倍増する
ということです。正直なところとても理解できない方針です。

話がそれましたが、大雑把にいってメモリバンド幅で現在の NEC SX-8R のちょっと下、演算性能で
8倍程度の機械が、デスクトップ PC としてなら 10-20 万円程度になります。 Crat XT3/XT4 のよ
うにネットワークとかが高くて 1ソケットあたり 100万円程度になったとして、1億円で 20Tflops、
1000億で 20Pflops です。頑張ってノード 50万なら 1000億で 40Pflops にもなってしまいます。

普通の x86 系でこんなものなので、例えば IBM Power 系でも同様でしょう。これはベースライン
の、なにも技術革新も新アーキテクチャもなかった場合の推測ですから、ちょっと何かあれば価格当
りの性能は 2倍程度にはすぐになります。

例えば、 Los Alamos は 9 月に CELL ベースのスーパーコンピューターの納入をアナウンスしま
した。 2008 年までに 4 ソケットの Opteron マザーボードに 4枚 CELLがそれぞれ 2個づつ載った
カードを 1GB/s の IB でつないだもの全体を 2階層の IB でつないだものを作る、というものです。
CELL は倍精度を強化したとして 100Gflops 程度のようで、 2008年に 100Gflops なら x86 でもい
いのではないか、という気もしますが、アメリカではそういう新しい試みに投資している、というこ
とがここでは重要です。

つまり、一人の研究者とかいったレベルでは、どれかのアプローチに一点賭け (少なくとも数年と
かいったタイムスケールでは)して、当りを引けばラッキー、でもいいのですし、その時にはちょっ
と考えて上手くいきそうにないものでも実は上手くいくかもしれないから、そういうのに賭けると
いうのはありえる選択でしょう。

しかし、国の計画という時に、目標自体が技術のトレンドを見た最低線のさらに下に設定され、し
かもそのための開発をシングルアーキテクチャに絞るというのは印象としては不可解というしかあ
りません。

また、 Cray は MTA の後継である XMT をアナウンスしましたが、ここでは AMD の Torrenza
イニシアティブに乗ることで Opteron ソケットにはめられるプロセッサにする、つまりネットワー
ク部分その他は XT4 と完全に共通化することで開発費を削減しています。それでも、 Cray の発表
資料を見てもそもそもどこにもピーク性能が書いてない辺りが Cray のこの製品に対する姿勢を表し
ていて、それは要するに義理で作ったけど売れるとは思ってません、というものだと想像されます。

他方、注目すべきものは nVidia 8800 GPU です。これは 90nm、500mm2 にも及ぶと言われる巨
大なチップにそれぞれキャッシュとかもっていて nVidia の説明では「スカラ方式」であるプロセッ
サが 128個載ったものです。動作クロックは 1.35GHz で、単精度ですが乗算と加減算のペアと、も
う一つ乗算の 3演算をし理論ピークは 518 Gflops ということになります。メモリは 384ビット幅の
GDDR3 メモリで 90GB/s 程度の理論転送速度を持ちます。つまり、単精度ですが上に述べた 2010
年頃の x86 マイクロプロセッサ以上の性能を 2006年時点で実現しているわけです。

まあ、 GPU がこの程度の性能なのはしばらく前からであまり驚くような話ではありませんが、こ
れは少なくとも話としては汎用に近い、 C で書いたプログラムが動くというものなのでそういう意
味でのインパクトはあります。せっかく単精度乗算器が 2つもあるなら、ちょっと工夫した回路設計
にすれば 2 サイクル毎に乗算 1つくらいはできるわけで、加算器もなんとかすれば倍精度 170 Gflops
と 2006年時点としては極めて高い性能を実現できたわけですが、そういうことはしていません。し
かし、 CELL がそうしたように、こちらも次の世代で倍精度演算をサポートしてくる可能性はでて
きています。現在のダイサイズ、消費電力とも巨大なのでそんなにどんどんは性能が上がらないとは
思いますが、5年で 5倍くらいはありえるでしょう。

そうなってくると、ピーク性能としては 1Tflops 近く、一応プログラムを書くことも可能なものが
数年後にはデスクトップ PC に載るわけです。 8800 は nVidia ですが、 AMD に吸収された ATI
が同様なものを作るなら CPU と統合する可能性もあります。とすると、それは結局 x86 系のコア
が複数とグラフィック用の単純なコアを沢山いれた、今の CELL をもっと性能をあげたようなもの
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になるわけです。こういうものができてきたとすると倍精度での性能は少なくとも 500 Gflops 前後
になるでしょう。 x86 で単純にコア数を増やすのより速くなければ意味がないからです。

つまり、グラフィックカードとしてか CPU に統合されてかは別として、デスクトップの PC に
500Gflops から 1 Tflops 程度の演算速度がつく可能性はかなり高い、ということです。そうなると、
1000台で 1 Pflopsで、 1万台にすれば、価格としては高いほうに見積もっても 100億で 10Pflops
になってしまいます。それ以前の問題として、安価に構成すれば 15万円程度で 1台作れるわけで、
1500万円で 100Tflops となります。もちろん、この機械の弱点はメモリサイズで、1TB がせいぜい
でしょう。しかし、それはスーパーコンピューターの応用の相当広い部分で十分以上なメモリサイズ
でもあります。つまり、例えば 1日で終わる計算を考えると、 100Tflops では大体 1019演算、ピー
クの 10%しかでなかったとすれば 1018 演算しかしません。1TB のメモリは倍精度としても 1011変
数ですから、変数当り 107 演算にしかならないわけです。これはシミュレーションでは変数当りの
計算量もステップ数も少ない部類です。

これから数年のスーパーコンピューター技術、というものを考えると、結局 x86 CPU や GPU の
ような、おそらくはコンシューマ市場に存在しているであろうものをただ買ってくるのに比べて利点
があるかどうか、というのがまず検討されるべきことです。「日経エレクトロニクス」の 2006/10/23
号に「ペタコン技術が家電を磨く」という特集記事がありましたが、中身を読んで見るとまさに Cell
のような家電用の技術がスーパーコンピューターに使われる、という方向性のものでした。

非常に大雑把な話として、計算機の性能は

� 演算性能

� メモリバンド幅、レイテンシ

� ネットワークバンド幅、レイテンシ

で決まります。もちろん、これらが高くても実際には性能がでない阿呆なシステムというのはありえ
ますが、それは基本的に作りかたが間抜けなせいです。なんらかの方法で実際のマシンで演算性能や
メモリバンド幅を実現できるなら、プログラムの工夫で実際のアプリケーションでの性能がこれらの
どれかでリミットされるところまでチューニングできるはずです。

さらに、基本的にはアプリケーションとアルゴリズムを決めると演算性能に対してどれだけメモリ
バンド幅が必要か、またネットワークバンド幅やレイテンシに対する要求がどういうものかも決まり
ます。従って、どういう計算機にするべきかは自動的に決まるわけです。

もちろん、これは、専用化すれば性能があがる、というのとほぼ同じことです。あるアプリケー
ションにかぎっても、開発費がでるならそれでいいわけですが、例えば天文シミュレーション用の
GRAPE で問題になったのは LSI の開発費が大きくなりすぎたということでした。

ここで技術的に正しい解決策は LSI の開発費を下げるようなら研究開発をすることですが、私がそ
んなことをいっても誰かが聞いてくれるわけではないのでもうちょっと汎用にする方向を考えてみま
しょう。

汎用といっても、本当に何に使われるのか全くわかりませんでは設計のしようがないので、なんか
適当に考えるしかありません。一つの方法は、定量的アプローチと称するものです。この考えは現
在計算機アーキテクチャの標準的な教科書であるいわゆるヘネパタ本、”Computer Architecture: A
Quantitative Approach” のタイトルにもなっているわけですが、ここでの考え方は実際に使われて
いるアプリケーションを分析して、それが速く実行できるように計算機を作る、というものです。そ
のために、命令セット、コンパイラを組にして開発します。アプリケーションは C とかのコンパイ
ル言語で書かれたものをそのままもってきます。

この方法は、計算機設計に定量的な考え方を導入したものとして高く評価されているらしいです。
つまりは、それ以前には定量的な考え方はあまりなかったということかもしれません。

さて、この方法がスーパーコンピューター開発に適当でしょうか？ここでは、結局アプリケーショ
ンを選んだところでそれら専用の機械になりますし、さらにそのアプリケーションがあるアルゴリズ
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ムを実装したものであったとして、さらにそのアルゴリズムを特定の言語で特定の誰かが実装したも
ので、変数のメモリ配置とかその他無限に細かいレベルで書かれかたが決まっています。

しかも、普通のプログラムは現在使っている計算機で速く動くように色々チューニングされていま
すから、このような「定量的」アプローチを無自覚に採用すると現在の主流のアーキテクチャを自
動的に継続することになり、計算機アーキテクチャは進化の袋小路に陥ることになります。まあ、現
在の商用マイクロプロセッサは基本的にそういう状態にあるわけです。この方向で性能を上げるには
膨大な開発費を投入して半導体の性能やデコーダやスケジューラの機能を増やすくらいしかありま
せん。

「定量的」と称するアプローチはそういうわけで駄目だとすると、どうすればいいでしょうか？アー
キテクチャ設計はアートであってエンジニアリングではない、とか芸術家をきどる方法もありえます
が、それで予算をとるのは難しいしそれ以前にそんなので成功するかというと、そういう人が一杯い
ていろんなことをすれば誰かは成功するかもしれませんが、特定の一人を見た時に成功する可能性
は低いでしょう。そういうのに比べると定量的な方法のほうがましに決まってます。

いうまでもありませんが、定量的に設計を最適化しようとすること自体が問題なわけではありませ
ん。問題は、何を前提にするか、何を最適化するか、といった設定にあります。つまり、ヘネパタ本
的な考え方では、結局、今あるプログラムに最適な設計を考えようとするので、それらのプログラム
が今あるプロセッサで効率的に実行されるように出来ていると、それらに対して最適なプロセッサ設
計は今あるプロセッサに近いものになるわけです。

自分の例をもってくるのは自慢話みたいでみっともないですが、例えば GRAPE の場合には、全
体的なアーキテクチャは毎回くるくる変わっています。「粒子の座標を受け取って相互作用を計算し
て返す」という概念は GRAPE-6まで変えていませんが、逆にいえば変わってないのはそれくらい
で、プロセッサのアーキテクチャは浮動小数点フォーマットといった低レベルのところから始まって
ネットワーク構成にいたるまでなにもかもを変えています。変えることによって半導体技術の進歩を
有効に使ってきたわけです。 GRAPE では、基本的には独立時間刻み、直接計算のアルゴリズムに
対してどういう並列化をし、どういう実装をし、ハードウェアをどんなふうに作るか、というのを、
設計者が考えつく範囲で色々な可能性を検討してきています。

これに似ていなくもないのはグラフィックカードで、OpenGL とか DirectX のような API が規定
されていて、それをどう実現するかは全く GPU メーカーまかせなわけです。このために、数年のタ
イムスケールで見るとハードウェアアーキテクチャは結構くるくる変わってきています。

これはつまり、最適化を考えるにはレベルがある、ということです。天文シミュレーションを例に
するなら、例えば星団のシミュレーションでは

1. モデル化の方法。流体近似、フォッカープランク近似、それ以外の連続体近似、多体計算

2. 多体計算を使うとしてその基本的計算スキーム。独立時間刻み、数値積分公式 (古典的線形多
段階法、エルミート法、その他) 、直接計算、ネイバースキーム、ツリー法、高速多重極法、そ
れ以外の多重極展開法、

3. 例えば独立時間刻みとエルミート法の組み合わせにしたとしてその実装方法。並列化の手法、
並列計算機向けのアルゴリズム

4. 言語の選択

5. プロセッサアーキテクチャ向けの最適化。ベクトル化とか SIMD ユニットの利用とか

というところで、ある言語で書かれたプログラムに対してそれで最も性能がでるようなプロセッサを
作る、というのは 1-5 を全部固定して、それでもできることだけをする、という方針になるわけで
す。これに対して、 GRAPE の場合には 1 は固定した上でアーキテクチャを考えていますが、それ
以外は結構動かしています。 QCD 用の計算機でも事情はあまり変わらなくて、格子 QCD という
定式化は上でいうと 1 のレベルで、そこから下は色々変えています。
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1-5 を全部固定してしまうアプローチの良いところは、固定した中身はもう与えられたものなので
そのよしあしについて考える必要がない、つまり思考停止できることです。これを少し違う言い方を
するとか、アプリケーションにしばられない一般化、抽象化した計算機アーキテクチャを純粋に研究
できる、ということになります。実際、「計算機アーキテクチャの研究」というものをそれ自体とし
て、つまりアプリケーションに対する知識を前提としないで研究分野として成立させるためにはその
ような分離が必要になってきます。

そういう研究には意味がないかというと決してそんなことはなくて、そういった分離をすることで
新しいアプローチが可能になるという良い面もあることはもちろんです。実際、 Intel や AMD の
x86 系プロセッサは、このようなアプローチで色々な専用計算機を含めた他の様々な計算機アーキテ
クチャを蹴散らしてきたわけです。

それはそれで悪いことではないのですが、同じことをやっていたのでは少なくとも同じだけ努力を
しないと勝負にならないわけで、大変です。もうちょっと楽になんかできる方法はないか？というと、
結局上の 1-5 のなるべく上のほうまで制約を外してしまって、設計の自由度を広くすることが重要
になってきます。

QCD 用計算機や GRAPE の場合には、アプリケーションを 1つに絞り込むことで 1 はおいておい
たとしてそれ以外の全てのレベルで最適化を考えることが少なくとも原理的には可能になりました。
汎用計算機でもそういうことはできないものでしょうか？原理的にはそういうことは考えられるは
ずで、ベンチマークで使っているようなアプリケーションセットが実際の応用を代表しているなら、
それらを与えられたプログラムとしてみるのではなくなるべくアルゴリズム、数値スキーム、モデル
化の方法といったレベルで解析することでどのようなハードウェアを作ってどのような数値計算法を
使いそれをどのように実装するのが最適かを決めることはできるはずです。

もっとも、原理的には可能であっても現実的に可能か、というと難しいところかもしれません。
GRAPE の場合は、ハードウェア設計にかかわった人は基本的に上の 1-5 の全部のレベルを一人で
カバーするわけです。まあ、それぞれのところで一流というところまではいかなくて三流かもしれ
ませんが、しかし一人でカバーする、というところが重要であるような気がします。というのは、結
局どこにどういう自由度があるかはそこで何がやられているかがわからないとわからないからです。
その意味では、時々言われる計算機科学者と応用分野の科学者の共同研究なんてものは殆ど意味があ
りません。

しかし、これを複数のアプリケーションでやろうとするなら、結局対象とするアプリケーション全
部について一人の人がそこでのモデル化から具体的なプログラムの構造まで全部わかってないとい
けない、という話になり、レオナルド・ダ・ビンチ的な超人が必要というような話でなかなか無理な
話という気もします。もっとも、私の大学院の時の指導教官だった杉本によると、自然科学というの
は 1つの分野でちゃんとわかれば他の分野のことは全部わかるように出来ていて、例えば流体力学、
電磁気学、量子力学は全部同じである、とのことでした。私は不肖の弟子なのでそういう境地には達
していないのですが、本来そういうものなのかもしれません。

しかし、落ち着いて考えてみると、アプリケーションに最適化というのは「汎用計算機」というの
とは原理的に矛盾しています。汎用というのは本来はどんなアプリケーションでも高い性能がでると
いうことであると思われますが、いくつかのアプリケーションを選んでそれに最適なアーキテクチャ
にしたということは、結局それら専用に作っているわけです。

そういう作り方をするなら、それぞれのアプリケーション専用のハードウェアを作って高速化して
はなぜいけないのか？という疑問がわいてきます。もちろん、これに対する教科書的な回答は、そう
いうのは全然見当違いの考え方であって、そもそも汎用でプログラム可能な計算機の総合的な性能を
測るために複数のアプリケーションという多次元的な尺度を構成した、その尺度は、それで性能が出
ればそれからある程度外れた中間的なアプリケーションでも性能がでるように作った、ということに
なります。そういうわけなので、尺度毎に別の計算機を作ったのでは全然意味がないということにな
ります。

さて、そういう「万能な」計算機を 1種類作る、という前提の上で、どう設計するのが本当は良い
のでしょうか？





Chapter 39

最適な設計とは？ (2006/12/7)

もう一度、大雑把な話として、計算機の性能は

� 演算性能

� メモリバンド幅、レイテンシ

� ネットワークバンド幅、レイテンシ

で決まる、という話に戻ってみます。明らかに、これらのそれぞれに対する要求の程度はアプリケー
ションによって違います。違わなければ計算機はそれに合わせた 1種類でよくて、こんな話を考える
必要もありません。そうすると、結局、色々なアプリケーションでまんべんなく性能がでるようにす
るためには、これらに同じくらいづつ資源を配分するのが最適な設計になります。つまり、極めて大
雑把にいって資源の 1/3 を演算器、 1/3 をメモリバンド幅、 1/3 をネットワークバンド幅につかう
わけです。レイテンシは資源を使って減らせるものではあまりなくて、むしろ余計な資源を使わない
単純な設計にすることのほうが大事です。

こういう観点からすると、現在の普通の計算機は PC クラスタにしてもベクトル計算機にしても全
く論外です。例えば資源を CPU 上のトランジスタにかぎったとしても、その中で演算器に使われて
いる部分は限りなく 0 に近いからです。倍精度浮動小数点演算器 1セットは 10万トランジスタも
あればできますが、最新のマイクロプロセッサは数億トランジスタを使って 2-4 セットの演算器し
かもっていません。 GRAPE-DR では 512 セットの演算器を数億のトランジスタで実現していて、
20% くらいが演算器です。

まあ、GRAPE-DR でも 20% で、これはメモリバンド幅とかネットワークを限りなく無視した計
算機ですから、もうちょっとまともな計算機を作った時に CPU 面積の数%以上を演算器にするのは
困難である、というのが現実かもしれません。しかし例えば GRAPE-DR の 20% が上限だとして
も、それの 1/3 よりずっと少ない演算器しかもたないようなプロセッサがあったとすると、演算器
を増やすことで性能をあげられるようなアプリケーションがかなり色々あるはずです。

つまり、例えば 90nm でチップ内の演算器が 100個以下の設計は、上の意味では最適から遠い、と
いうことになります。1/3 だと 170個ですが、まあもうちょっとということで 100 にしてみました。
65nm だと 200 個、 45nm だと 400個です。 Intel の 4 コアのチップは 65nm で 8 個なので、大体
最適値の 1/25 という辺りです。 NEC SX-8R も同様です。富士通の SPARC64-VI は 90nm で 4 個
なのでこれも同様です。IBM Power6 は 65nm で 4 個しかなく、1/50 まで落ちます。もっとも、こ
れらは 2-4 GHz と高いクロックで動作しており、そのために浮動小数点演算器もパイプライン段数
が増えているので、演算器に必要なトランジスタの数はいくらか増えています。しかし、それは「い
くらか」であり、 25倍とか 50倍という数字がたいして変わるわけではありません。
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さて、上の話は、資源を CPU チップの中のトランジスタ数だけで評価した場合の話です。実際に
計算機を作ると、例えば基板とか箱とか電源とか、ネットワークの配線とか建物とかにもコストがか
かるので、演算器、ネットワーク、メモリといったものが全体としてどれくらいコストに影響してい
るか、ということを考えて物事を決める必要があります。そうするとどうなるか、というと傾向を予
測するのは簡単で、メモリは CPU 以外にそもそも DRAM チップを別につけるとか、基板上の配
線とかパッケージのピンとかでコストがかかっていますし、ネットワークはケーブルとか基板とか
でまたコストがかかります。これに対して演算器は結局チップの中だけなので、全体からみたコスト
の割合は、電源とか箱とかを考慮しても CPU チップ内のトランジスタの割合よりも低くなります。
つまり、上の数字よりもうちょっと頑張って演算器を増やしたほうが得になる、ということです。

ここまでの話は、アーキテクチャとか命令セットとかを一切考えずにしてきました。これは要する
に私が計算機アーキテクチャの専門家ではないからです。「これからが面白いプロセッサアーキテク
チャ」という研究会1での五島正裕氏のプレゼンテーション2とかを見ると、計算機アーキテクチャと
いうのはなかなか大変な分野だというのがわかります。

少し本題から外れますが、このプレゼンテーションは興味深いもので、スライド 19 では計算機科
学の専門家が並列言語とか並列化コンパイラとかを作ったけれど誰も使ってくれなかった、と書いて
あるのですが、スライド 21 を見るとその理由がまったく理解されていない、ということがわかりま
す。並列化言語とか並列化コンパイラを誰も使わなかったとすればそれはそれらが使いなれた言語で
はない上に遅くて話にならなかったからで、そのために実際に並列計算機を使う人は、ベクトル並列
機のような素晴らしいコンパイラとハードウェアの組み合わせが用意されていた環境以外では MPI
のような低レベルだけれど性能は出る環境を使わざるを得なかったわけです。

並列計算機で良いプログラムというのは速いプログラムのことですから、性能がでないような並列
化コンパイラとか並列言語というのはまるで存在意味はありません。

と、本題に戻って、アーキテクチャとか命令セットはどうするの？というわけです。そういうのは、
餠は餠屋で専門家におまかせするべきなわけですが、ではチップ上のトランジスタの 20% が演算器
であるような計算機で、ちゃんと実用アプリケーションで性能がでるようなものを設計してくれ、と
いわゆる計算機アーキテクチャの専門家にお願いしたら作ってくれるか、というとそういうことはな
いわけで、そんなことを考えるの自体が素人のあさはかさであると教えてくれるのがせいぜいです。
もちろん、上の同じ研究会の発表の中にはメディア処理で１２８コアを使い倒そう3というものもあ
り、ちゃんとそういう方向を考えている専門家もいるわけです。

もちろん、画像処理は Illiac-III の頃から SIMD 並列計算機向きの仕事だったわけで、現代でもそ
れが有用なのは当然という面はあります。大体 1980年代中頃までの計算機は、主記憶まで含めても
1チップに入るようになってきていますから、データ規模が小さい画像処理は、 I/O 速度に比べて
演算が十分複雑なら SIMD 方式のメリットがあります。また、十分な数の演算器をもたせることで
低クロック、低消費電力化できれば組み込みシステムではさらにメリットが大きいわけです。また、
プログラム可能とはいえかなり特定処理に近いもので、画像データの供給のされかたも決まっている
からこういうのができる、とはいえます。

しかし、それなら科学技術計算でも、全く何に使われるかわからないものを作るのでなければその
辺どうするかを考えて作ればいいわけです。

1http://www.arch.cs.titech.ac.jp/event/fit2006.html
2http://www.arch.cs.titech.ac.jp/event/fit2006/fit2006 goshima.pdf
3http://www.arch.cs.titech.ac.jp/event/fit2006/fit2006 kyo.pdf
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さて、ベンチマークです。計算機アーキテクチャに対してなんらかの方法で定量的な評価をしながら
作るとすれば、結局それはベンチマークをするということです。

問題は、ではどうやってベンチマークを選び、どうやって測定するか、ということです。どういう
方法が正しいか、というのは良くわからないので、まず現在どういう方法がやられていて、どういう
問題があるか、というのを考えてみましょう。

ここ 15年ほどの間、複数の計算機アーキテクチャ間の比較に使われる標準的なベンチマークとい
うと spec でした。これは、

� なんらかの意味で「代表的」あるいは「標準的」なアプリケーションを 10 個くらい選ぶ

� それらはソースプログラムレベルで固定で、コンパイルオプションくらいは変えてよい (アプ
リケーション毎に変えるか、全アプリケーション共通かの選択肢あり)

� ベースラインになる機械での実行時間との比で計算速度を出す

� 全体値は調和平均で出す

というものです。現在まだ広く使われている specCPU2000 では、整数演算向きベンチマークとして

浮動小数点演算向きベンチマークとして

168.wupwise QCD

171.swim 浅水波
172.mgrid マルチグリッド。 NAS parallel の MG が元
173.applu 楕円型偏微分方程式。 block SSOR

177.mesa OpenGL 風何か
178.galgel 非圧縮 CFD。スペクトラルガレルキン法
179.art ニューラルネットワーク
183.equake 地震波
187.facerec 画像認識
188.ammp 古典分子動力学
189.lucas 素数判定 (FFT)

191.fma3d 有限要素法
200.sixtrack 加速器の中の粒子軌道シミュレーション
301.apsi 気象計算

177
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の 14 個が使われています。CPU2000 の場合はそもそも並列化されてなくてあんまり意味がないの
で、並列化された HPC アプリケーション用の HPC2002 とかを使うべきという考え方もあります
が、これは殆ど誰も使ってないのでここでは取り上げません。

上のアプリケーションを見ると、いくつかのものは単純な行列演算とか FFTといった処理が計算
量のほとんどを占めますし、分子動力学のように、粒子間相互作用の計算が計算量の大半を占めるで
あろうものもあります。そういったものは、本来は計算量が多いルーチンを最適化するとか、あるい
はアーキテクチャに適したアルゴリズムに変更することで与えられたアーキテクチャで高い性能を
出すことができます。

しかし、SPEC ベンチマークではソースプログラムを与えているので、そういう最適化はコンパイ
ラでできることしかできないわけです。それが十分かといえば、多くの場合に十分ではありません。
このような、ソースプログラムを与えるベンチマークでは、そのようなわけで何を測っているのか
はあまり明確ではありません。もちろん、実際の使い方がそういうものなのだから、ハードウェア、
コンパイラを合わせた総合性能が大事であってチューニングしたら性能がでる、というようなピー
キーなアーキテクチャでは困る、という立場もありえます。

一方で、ハードウェアの色々な高速実行機能をコンパイラが殆どサポートできていないような場合
でも、アプリケーションを与えた時のアーキテクチャに人手で最適化することは、そのアプリケー
ションの中身とアーキテクチャの中身が両方良くわかっている人にはそれほど難しいことではないで
しょう。実際問題として、世の中の色々な計算量が多いアプリケーションはそういうふうに最適化さ
れています。

これに対して、 SPEC はそのようなアーキテクチャ固有の最適化をなるべく排除するという思想で
設計されてきています。その極端な例が SPECfp92 からのmatrix300 で、これは単なる行列乗算の
ルーチンなのですが、これくらいならコンパイラで素晴らしく最適化して浮動小数点演算器の理論
ピークに近い性能がでるようになりました。これが高すぎるというのでベンチマークから外されて
しまいました。

これとは全く逆の思想なのが Top500 で使われている HPC Linpack です。これは、「直接法で密行
列の連立 1次方程式を解く」ということが指定されているだけで、ソースコード指定どころか、指定
は入力の行列の生成方法と最終結果の精度、あとは「演算量が減るようなアルゴリズムを使っては
いけない」というだけで、それ以外は一切なにも規定がありません。従って、並列化の方法の工夫、
演算順序の変更、ループ構造の変更、データ構造の変更といったあらゆることが許されています。

このため、ある程度「まとも」な設計がされている機械ならピーク性能の 7-8 割とかそれ以上はで
ます。現在のところ、 Top 10 の効率は

順位 機械 速度 効率 備考
1 BG/L 280 0.765 IBM Bluegene/L

2 Red Storm 101.4 0.796 Opteron (Cray XT3)

3 BG/L 91.3 0.796 IBM Bluegene/L

4 ASC Purple 75.8 0.817 IBM Power 5

5 MareNostrum 62.6 0.665 PPC 970

6 Thunderbird 53.0 0.85 Xeon 3.6GHz

7 Tera-10 52.8 0.828 Itanium 2

8 Columbia 51.9 0.851 Itanium 2

9 Tsubame 47.4 0.577 Opteron+Clearspeed

10 Jaguar 43.4 0.784 Opteron (Cray XT3)

....

14 ES 35.9 0.875 Earth Simulator

という感じです。効率は大体 80% 前後にきていることがわかります。参考に地球シミュレータの数
字を出しましたが、特異的に高いです。なお、効率最低は東工大の TSUBAME システムで、60% を
切っています。ちなみに、2006年 6月にはこのシステムはピーク 50Tflops Linpack 38.2 Tflops で
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76.6% の効率を出しており、効率がさがったのは ClearSpeed を動かしてピーク性能が 6割以上つみ
あがったのに Linpack の数字は 25% しか上がらなかったからです。

この数字は結構厳しいものにもみえますが、アクセラレータを用いたヘテロ型スーパーコンピュー
タ上の並列計算1 という発表資料によると以下のような話のようです。

� ClearSpeed カードは 360枚利用

� 1枚の理論ピークは 89.5Gflops (2チップ、クロック 233MHz、384演算)

� 行列積演算では最大で 40Gflops 程度しかでない (クロック 250MHz 時)

要するに、名目 90Gflops のカードで行列積演算では実は 35Gflops 程度しかでないので、どんなに
頑張っても 13Tflops 程度しか性能向上はできないわけです。その状態で 10Tflops 近い性能向上を
実現したのですから、東工大の関係者は素晴らしい仕事をしたと思います。また、行列積の計算が速
くなればそれだけ全体の性能を上げることができることが示されたという意味でも大きな意義があ
ります。

少し話がそれましたが、そういうわけで現在では HPC Linpack はピークの 80% 前後の数字がで
るのが当たり前で、だからベンチマークとして意味がないといった意見も聞かれるわけです。しか
し、ほんの 3年ほど前を見ると、Top 20 の中に効率 50% 前後のシステムが多数あり、またアメリ
カの ASCI プロジェクトで調達された機械はどれも 60% 前後で決して高くないものでした。効率が
上がったのは、Linpack ソフトウェア自体の効率化もあるかもしれませんが、行列乗算ライブラリの
チューニング、ネットワーク通信ライブラリのチューニング、ネットワークトポロジの効率化といっ
た努力の成果と思われます。

ネットワークに関しては、例えば現在 Infiniband スイッチの最大手メーカーである Voltaire 社で
は、相当な大規模ネットワークでも Clos ネットワークをとることを推奨しています。Clos は 3段に
ネットワークスイッチを接続することで大規模ネットワークを構成する方法ですが、中間層のポート
数を端より大きくすることで任意のノードから任意のノードに、決して他のノードの通信ん邪魔さ
れることなくて通信できる (ノン-ブロッキング)という理想的な性質をもたせることができます。昔
は、ノン-ブロッキング Clos なんてのは理論的には可能だけどネットワークのコストが高すぎてあん
まり現実的ではない、と思っていたわけですが、多ポートのスイッチが 1チップでできるようになり
非常に安価になってきたので結構大規模なものが現実的な値段でできるようになったのです。

もちろん、並列化やアルゴリズム自体のチューニングも進んで、結局現在では HPC Linpack は演
算に関しては行列乗算さえ速ければ性能がでる、というところまできています。このため、行列演算
と FFT 以外はチューニングされたライブラリが存在しない Clearspeed でも理論限界に近い速度が
実現できるわけです。

まあ、そういうわけで、 HPC Linpack で性能を出すなら行列積専用計算機を作ればいいんだから、
そんなのは汎用計算機の性能とは無関係である、という主張は

� 原理的には行列積さえ速ければいいという意味では正しい

� 現実には、それもできてないような汎用計算機が一杯あったという意味では正しくない

というところになります。もっとも、もうちょっと大事な問題は、では行列積専用計算機というのは
どれくらい専用か、ということです。

行列積専用計算機というのは、文字通り、行列積

C = A×B (40.1)

1http://www.ieice.org/iss/cpsy/jpn/presentation/2006 10/cpsy10 endo.ppt
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あるいは

cij =
∑
k

aikbkj (40.2)

を実行するものです。例えば ClearSpeed のような、加速ボードの形式のものについて単純に考え
ると、

1. 行列 A と B をホストメモリからボードメモリに転送する

2. 計算する

3. 行列 C を回収する

という手順で計算すればいいことになります。もっとも、少し考えてみると

1. 行列 A を送る

2. B を 1行送る

3. 1行分計算する

4. C 1行を回収する

というふうにすればよくて B, C はボードに全体を置く必要はないし、また上の 2-4 は全部並行して
できるので、ボードメモリに A, B, C を全部置く必要はなくて A だけ置ければいいことがわかりま
す。さらに、複数の行列積を計算するとすれば計算している間に次の A を送ることができればピー
クに近い性能がでます。また、ここでの A, B よりも大きな行列積をするとすれば、A を送ってから
長方形の B を送って計算、C を回収、ということができます。この時には、

� A 1つしかメモリに入らない

� Bを送り C を回収する転送速度と計算速度がちょうど釣り合う

という条件下で、行列サイズを大きくしていけばピークに漸近する性能が実現できます。

例えば、現在の ClearSpeed のように転送幅が 1GB/s の場合を考えてみると、これは B を送るの
と C を回収するのに 500MB/s、つまり 62.5MW/s の速度ということになります。行列のサイズを
n とすると、1語あたりの演算量は 2n なので、例えば行列サイズが 512 なら速度は 62.5Gflops ま
で、4096 なら 512Gflops までは転送速度が追いつくことになります。

逆にいうと、ClearSpeed では行列サイズが 800 もあれば理論ピーク性能がでてもいいのですが、
そうなってはいません。なぜそうなっていないかをアーキテクチャの面からもう少し検討してみま
しょう。

ClearSpeed ボードは CSX 600 チップが 2個のっています。1チップには 6KB のメモリが 96 ブ
ロックあり、全部で 72 K語、つまりチップ 2 つではサイズ 384 の行列を格納できます。もしも、こ
のチップ内のメモリだけを使って行列乗算をしようとしたら、理論的にはピークの半分しかでないは
ずということになります。

でも、これで計算があっているかというとそんなことはありません。オンボードで 3.2GB/s と高速
なメモリをチップ毎につけていますから、チップに載せる行列は 128 程度のサイズで十分です。もっ
とも、オンボードメモリを有効に使うにはかなり複雑な処理が必要です。

まず、チップレベルでどうやって行列乗算を実現するかを考えてみます。単純なアルゴリズムでは、
例えば CSX600 の PE の 6KB のメモリ一杯に A の 1行をいれます。この時、行の長さは 768 に
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なるわけです。これが 96 本あります。 これと B の 1 列との積を計算することを考えると、単純に
は B の要素をクロックサイクル毎に全 PE に放送して、A の要素と乗算、積算すればいいことにな
ります。ここで、 B の長さを 1500 程度にとっておけば、 C は 1500 サイクル計算したあと 96 要
素しかでてこないですから、 PCI-X で 2チップ分を回収しても十分間に合うはずです。

これは チップだけの話で、外部メモリにいつデータを送るかを考えていないのですが、その辺まで
ちゃんと考えると、以下のような手順になります。

1. まず、適当なサイズの行列 B をホストからオンボードメモリに送る

2. 次に、 A の一部をオンチップメモリにホストから直接送る。

3. 送り終わったら B をオンボードメモリからチップに送り、行列計算をする。B を 1列送る毎
に C が 96要素求まるので、ホスト側に送り返す。

4. この間に A の 次の 768 × 96 要素をホストから外部メモリに送っておく。この間は計算でき
ない。

5. B の計算が終わったら、 A を外部メモリからオンチップメモリに転送してステップ 2 に戻る

この手順で、例えば A B 共に長い辺が 3072 だったとすると、

B のホストからの転送に 38ms

計算は 76ms

A の外部メモリからの転送に 6ms

ホストからの A の転送と C の回収は両方合わせても 計算時間より短い

となり、効率は 63% 程度です。但し、これは実は A, B の長い方の辺のサイズに依存しません。ま
あ、 PCI-X で 1 GB/s がでたと仮定しているので、この仮定がこけると 50% くらいまで落ちるか
もしれません。

ここで、行列サイズが 3072 の正方行列どうしの乗算をすることを考えると、B を 1度送ってから
A は 4回送って計算することになりますから Bの転送にかかる時間は相対的には 1/4 になり、効率
は 83 % 程度まで向上します。ボード上の 2つのチップで同じ B を使うことを考えるとここはさら
に半分になるので、87% 程度の効率は期待できるはずです。さらに、B ひとつを計算している隙間
の時間に次の B を送ることも可能なので、さらに効率を上げることが可能なはずです。

ところが、実際の効率は 45% 程度なので、上に書いたような調子では計算できていなくて、どこ
かにボトルネックが発生していると思われます。

ここでいいたいことは何かというと、行列積演算というのはそんなに簡単なものではなく、例えば
加速ボードのようなものはボトルネックが起きないように注意深く設計しないとできてからびっく
り、といったことが起きるということです。

行列積を計算するシステムを設計する時に特に問題になることは、演算チップのオンチップで高速
アクセスできるメモリ量と演算チップの入出力バンド幅で実現可能な速度が決まってしまうという
ことです。例えば、 1Tflops のチップに、入出力双方向 2GB/s の転送速度、つまり 250MW/s の速
度をもたせたとすると、データ 1つに 4000 演算必要になりますから オンチップで持つ行列サイズ
が 2000 必要になり、 32 MB もの巨大なメモリが必要になります。

もっとも、必要なメモリサイズは入出力速度の 2 乗に反比例するので、 4GB/s にすれば 8MB、
8GB/s にすれば 2MB となってだいぶ減ります。しかし、8GB/s の場合でも、例えば 512 プロセッ
サとすれば 1プロセッサあたり 4KB、つまり 32Kビットのメモリであり、 メモリ 1ビットに 6 ト
ランジスタとすれば 200K トランジスタにもなります。 これは乗算器のサイズ以上です。

そういうわけで、行列積ができるような「専用」チップを作ると、どうしても演算器に対してメモ
リが大きいようなものになってしまいます。それなら、後は演算器とメモリをペアにした単純なプロ
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セッサを沢山並べてしまえばいいわけで、 ClearSpeed や GRAPE-DR でやっているように SIMD
プロセッサにしても特に損をするところはありません。

つまり、実際にハードウェアを作る、という観点からは、 Linpack 専用機というのは殆ど意味がな
いもので、プログラマブルな計算機に比べて有利になりません。これは GRAPEの場合とは非常に違
います。GRAPE の場合は、オンチップメモリは必要ありませんし、相互作用計算に完全に専用化し
たパイプラインを構成することで、一つ一つの演算器をかなり小さくすることができます。具体的に
は、普通の計算機にもたせるには無駄が大き過ぎる $¡x̂ {-1.5}$¿ を計算する専用回路を搭載できると
か、2乗しかしないとわかっている乗算器はサイズを半分にできるとか、場所によっては浮動小数点
加減算を固定小数点に置き換えることでサイズを小さく、速度も大きくできるとか、さらにはビット
長を演算毎に必要な精度に対応させるとかいったことができます。これにより、GRAPE-6 では 0.25
µm ルールで 400個もの演算器をいれたわけで、20倍程度のトランジスタを使った GRAPE-DR で
1000 個しか演算器がないのに比べると 10 倍近く効率が良いわけです。

Linpack 専用機では、倍精度乗算、加減算は必須であり、またメモリも必要なので GRAPE のよう
な最適化の余地はほとんどありません。

少し話が散漫になったのでまとめると、ハイエンドの計算機をつくろうというときにベンチマーク
に頼るのは、例えば HPC Linpack のようななんでもありのベンチマークにしないと非常に危険で、
アーキテクチャの進歩を阻害します。特にソースプログラムを固定するものはスーパーコンピュー
ターのベンチマークに使うべきではありません。

また、 HPC Linpack も行列積の性質上

� 倍精度乗算の速度

� オンチップメモリの量

に重点を置くものになってしまい、多くのアプリケーションでこれらが本当に必要かどうかはアルゴ
リズムを詳細に検討しなければわかりません。

定量的なベンチマークにもとづいて計算機を設計するべきという理念は美しいのですが、実際にそれ
を適用する時にはそれで何をしたいのかという方向を見失なわないようにする必要があるわけです。

GRAPE-DR の場合には、基本的に これまでの GRAPE でできたことができた上で行列積も理論
ピークに近い性能がでるように、という方針で設計しました。それでは他のアプリケーションには
使えないか？というと、最近色々な人と色々な検討をしているのですが、意外にそうでもなくて色々
なアプリケーションで結構高い性能がでる、ということがわかってきています。実際に、チップの通
信バンド幅やメモリサイズに対する要求は、行列積はかなり厳しいほうになります。

もっとも、もっとはるかに厳しいものに FFT があり、GRAPE-DR では FFT で高い性能を出す
ことは初めから断念しています。

スーパーコンピュータ用のベンチマークとして最近提案されているものに HPC Challenge という
ものがあります。

これは以下の 7 種類のベンチマークプログラムから総合的な性能を評価しようというものです

HPL: 要するに HPC Linpack

DGEMM: 純粋な行列積
STREAM: ローカルなメモリバンド幅のテスト
PTRANS: 並列行列転置
RandomAccess: ローカルなメモリランダムアクセスのテスト
FFT: 大規模な FFT

Communication bandwidth and latency: 色々な通信パターンでの性能テスト

これは色々要領を得ないベンチマークで、 HPL があるなら DGEMM を別に測ることに意味はなか
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ろうとか、PTRANS と FFT も同じようなものなので意味はないとか、これらはどうせ通信バンド
幅を測っているだけなので別に通信バンド幅を測るのは意味不明であるとかいう問題がありますが、

� 計算速度

� ローカルなメモリバンド幅

� 通信バンド幅

という基本的な性能要件をそのまま測っているもので、意味ははっきりしています。が、 HPL は
HPC Linpack のような無制限なチューニングを許してはいないようなのでやはりコンパイラのでき
や、ソースプログラムとの適合性がみえるものになっています。具体的には、 HPL の数字も HPC
Linpack の数字に比べて最適化を許す結果でも 10% 程度低くなっています。また、原因ははっきり
していないのですが、 FFT の数字は NEC SX-8 でも HPL の数字の 1/7 程度と極度に低くなってい
ます。 地球シミュレータでは大域 FFT でピークに近い数字がでていましたので、 HPC Challenge
の FFT の数字は最適化したバージョンでも実用コードの数字とはかけ離れたものになっているわ
けです。他の多くの機械では HPC Challenge の数字は HPL の 1/50 から 1/100 程度まで落ちてい
て、いくらなんでもここまで低いものではありません。

普通はベンチマークは実用アプリケーションではありえないほど高い性能がでて、だからベンチマー
クはあてにならない、というものなのですが、 HPC Challenge では今のところベンチマークのほう
が実用アプリケーションよりもはるかに低い性能になっていて、全く意味がないわけです。

既に書いた通り、スーパーコンピューターの特性は、計算速度、メモリバンド幅、通信バンド幅で
ほぼ決まるので、ベンチマークは、

� それらの基本的な特性

� それらの基本的な特性が実際のアプリケーションで実現可能か

をみれば十分です。考え方としては、これらの基本的な性能から、実際のアプリケーションの性能は
予測できますから、予測したものと実際のアプリケーションでの実測値がずれていればそれはどこ
か、ハードウェアなりソフトウェアなりにおかしいところがあるわけで、改善の必要があるわけで
す。実際のアプリケーションは、ちゃんと基本的な特性のそれぞれが影響するように複数選定する必
要があります。





Chapter 41

汎用スーパーコンピューターの作り方
(2006/12/20)

ベンチマークプログラムをどうするか、という以前に本当に問題なのは、前章で議論した基本的な特
性、もう一度書くと

� 計算速度

� ローカルなメモリバンド幅

� 通信バンド幅

のそれぞれにどのような性能目標を設定するか、ということになります。現在のベクトル並列型計算
機、例えば地球シミュレータや NEC SX-8 はメモリバンド幅が計算速度と桁では変わらず、通信バ
ンド幅もメモリバンド幅と桁くらいでしか変わらない、というものです。当然のことですが、このよ
うなハードウェアでは演算に対してメモリアクセスが比較的多く、またメモリアクセスに対して通信
が比較的多いようなプログラムでも高い実効性能がでますし、またメモリアクセスや通信が少なく
てももちろん高い実効性能がでます。

しかし、これは、実効性能を普通はピーク演算性能に対する実効演算性能の比、と定義するからで
す。計算機なんだから計算速度が問題、というのはそうなのですが、例えば演算器はフルに働いてい
るけれどメモリもネットワークも寝ているような計算では、計算機が有効に使われているとはいい
がたいでしょう。有効かどうか、というのは結局はコストの問題ですから、例えばメモリバンド幅や
ネットワークバンド幅にお金をかけた計算機を作って、それらを全然使わないけれど演算器は目一杯
働くような計算にしか使わなければそれはお金の無駄です。

このように考えると、アプリケーション毎に色々計算機を作るなら、問題をきめたらそれに必要な
割合で上の 3要素を組み合わせればいいということがわかります。もしも、どういうアプリケーショ
ンに使われるかわからないものを作るなら、3要素のそれぞれ 1/3 づつお金を掛けるのが無難な選
択でしょう。どんなアプリケーションでも、最適ケースの 1/3 くらいの性能は出る、ということに
なるからです。これに対して、あるアプリケーションに最適な構成にすると、他のアプリケーション
では桁で性能がでない、ということがありえます。

具体的には、 GRAPE-DR のようなシステムでは、通信バンド幅で性能がリミットされるようなア
プリケーション、例えば FFT では、値段当りの性能が例えば PC クラスタの半分や 1/3 程度にな
ります。これは PC クラスタに GRAPE-DR カードをつけても大域的な FFT は殆ど速くならない
のに、値段は 2-3倍になるからです。

これに対して、地球シミュレータのようなベクトル並列計算機では、演算中心でメモリバンド幅や通
信バンド幅がいらないアプリケーションでは値段当りの性能が GRAPE-DR のようなものの 1/100
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程度まで落ちています。(同じテクノロジーを使った場合の推定値)これは、コストの 90% 以上がメ
モリバンド幅とネットワークにいった上に、少量生産のため高価なシステムになっているからです。

さて、では、

� 計算速度

� ローカルなメモリバンド幅

� 通信バンド幅

の 3要素に、それぞれどういうものを使うべきでしょうか？計算速度の部分は、GRAPE-DR のよう
な、計算速度に専用化したものを作ることによって価格性能比を例えば普通の PC に比べて改善す
ることができます。後の 2つについてはどうでしょう？

メモリバンド幅については、バンド幅志向で改善したものが特に統合シェーダになった GPU であ
るということができます。つまり、普通の PC と同等の量産規模を前提とするなら 1桁程度改善す
ることは可能です。これは、逆に、量産規模が小さい場合は難しい、ということです。 GPU くらい
沢山作るのでなければやめておいたほうがいいといえます。

では、ネットワークはどうでしょうか？ハードウェア製造コストとしては、ネットワークはスイッ
チ、アダプタ共にかなり極限までコストがさがっています。つまり、アダプタ側はチップ 1つだし、
スイッチもかなりポート数の大きいものがやはり 1チップなわけです。これは、もうコストを下げる
のは困難である、ということを意味しています。

結局、メモリバンド幅もネットワークバンド幅も、基本的にはチップの I/O バンド幅で決まりま
す。これに対して演算速度はチップ内のトランジスタをどれくらい有効に演算器に使っているかで決
まります。汎用のマイクロプロセッサで演算器に使われているトランジスタの割合は極めて少ないの
で、演算速度は改善の余地が大きいのですが、パッケージのピンの大半はもちろん I/O に使われて
いるのでここは改善の余地があまりないわけです。大きく改善するには大きくピン数を増やすしかな
く、そうするとコストが上がってしまうからです。

まあ、その、私が GRAPE-DR をやっているから手前味噌な結論を出しているのかもしれないので
すが、上の議論は、要するに、現在普通の計算機ではトランジスタのうち演算器に使われている部分
はほんのちょっとなので、そこをある程度増やせばアプリケーションによっては性能がどーんとあが
る、というのをもっともらしく書いただけで当たり前のことです。当たり前のことでも、誰かが実証
するまで誰も信用しない、というのはまあそういうもので、別に計算機の人が特別に頑迷であるとか
いうわけではありません。「理屈はそうでも、そんなに上手くいくのかよ？」という疑問は健全なも
のです。

とはいっても、全ての人がそういう意味で健全であるとなんの進歩もないので、誰かが冒険をしな
いといけないわけです。でもまあ、じゃあ誰がやるか？というと、そういうところをやるのが国の研
究所とか大学であるのが本来の姿ですが、まあ、日本の現状は違う、というより、大部分の国の大部
分の研究機関はそういうことはしていません。



Chapter 42

BlueGene/P と RoadRunner
(2007/1/2)

若干旧聞になりますが、 SC06 で IBP は BlueGene/P のボードを展示していたようです。安藤さん
の記事1で写真が紹介されています。これは 72k ノードで 1ペタフロップスといわれているとのこと
で、チップ単体性能を BG/L にくらべ 2.5 倍ほどにしています。これを、

� コア数を 2倍にする

� クロックを 1.3 倍にする

という程度で実現しようとしていると見られています。上の写真をみると、BG/L ではアルミだっ
たヒートシンクが銅に変わっていたり、また BG/L ではドータカードに 2つ載っていたプロセッサ
チップが 1つに減って、ドータカードの数が倍になっていたりするのがわかります。ボード中央にあ
る巨大なブロックは DC/DC コンバータとのことで、かなり消費電力、発熱密度が上がっているこ
とが想像されます。例えば 1.5 倍程度になっているとすると、電力当りの性能は 1.5 倍程度にしか
なっていないと思われます。つまり、 BG/L は 1Gflops あたり 4W 程度でしたが、これが 2.5 W に
なる程度でしょう。1Pflops システムでは従って消費電力が 2.5MW ということになります。

ちなみに、 CELL の倍精度強化版を使うと発表があった IBM RoadRunner は IBM な人のブログ2

によるとピーク 1.7Pflops で電力は 6MW になる見込みのようです。BG/P と大した差ではないの
で、どっちか止めてしまってもいいような気がしますが、それでも両方進められるところが IBM の、
というかアメリカの懐の大きなところです。

Ken Kochのプレゼンテーション資料3にもう少し細かい情報がありますので、少し詳しくみてみま
しょう。 スライド 9 では、2007年末に倍精度拡張版の CELL を作る、となっています。スライド
11 で 1ノードの構成がでていて、AMD Opteron 4 ソケットのノードに 2 チップの CELL ノード
を 4個、合計 8 個の CELL チップをつけるとなっています。ピーク性能は CELL 側で 800 Gflops、
Opteron 側で 40 Gflops 程度を想定しているようです。

これはなんだか不思議な構成で、 2008年なら Opteron は 4コア 4演算になっているので 1ソケッ
ト 50 Gflops は軽いので、 CELL の 100Gflops と倍しか変わりません。消費電力もあまり差はない
でしょう。あえて 2008年になっても 2コア 2演算の Opteron を使うつもりなのかもしれませんが、
なんか割にあわない話です。もっとまっとうな方針は Opteron 4 ソケットを止めて 2ソケットにす
ることです。 これは非常に大きくコスト減になるし、また性能について不確定要因が減るので望ま
しいことと思われます。

1http://journal.mycom.co.jp/articles/2006/12/11/sc1/002.html
2http://hpc.livedoor.biz/archives/50429557.html
3http://www.cs.utk.edu/∼dongarra/cell2006/cell-slides/04-Ken-Koch.pdf

187



188 CHAPTER 42. BLUEGENE/P と ROADRUNNER (2007/1/2)

とはいえ、2008年時点で性能・消費電力で倍精度版 CELL の Opteron に比べたメリットはかなり
小さくなっていると思われます。そうすると、それを Opteron と組み合わせたシステムの有効性は
あるのか？というのは気になるところ、というのは修辞表現で、まあ、早く止めたほうがいいのでは
ないかと私は思います。

もっとも、IBM の計画では CELL は汎用のブレードラックに入るように設計されて、接続も汎用
の IB なので、これを本当に Opteron ブレードに交換するだけでより使いやすく、安価で実効性能
も高いシステムに即座に切換えられるし、また Power 6 とかでブレードを出すならそっちにも交換
できるわけです。その意味では、良く考えられたリスクが少ない計画だと思います。

RoadRunner システムの問題点はなんだか一杯あるのですが、基本的なことは元々 CELL チップ
の中に PowerPC コアと SPE コアがあってどう使えばいいかわからないのに、なぜさらにOpteron
を追加してもっとややこしくて使いかたがわからないシステムにしないといけないのか？というこ
とでしょう。もちろん、 PowerPC コアの性能は汎用プロセッサとして見劣りするものなので、もう
ちょっとなんとかしたい、というのはわからなくはないですが、さらに Opteron を追加することで
使いやすくなるかというとそれは難しいわけです。倍精度版にするついでに PPC コアも強化するほ
うが無難だったように思います。

あ、話がすっかり RoardRunner のほうにいきました。このように問題だらけに思われる Roard-
Runner にくらべて BG/P はどうでしょうか？おそらくクロック 900MHz 程度、4コア 4演算で 14.4
Gflops と Intel Core 2 Quad や今年後半には登場すると思われる AMD K8L コアのプロセッサに比
べて 1/3 以下の性能です。消費電力はシステムとして 1チップ当り 35-40W 程度でしょうから、ま
あ、うーん、というところです。現在の 4 コア Intel chip で作ったシステムに比べて倍程度はいい
かもしれません。

CELL にしても、 BG/x にしても、基本的な問題は製品開発サイクルが長いことです。 CELL は
2005年始めにはチップが動いていたわけで、あまり性能が上がらず倍精度になるだけのために 3年
以上かかったわけです。普通の 10年で 100倍のトレンドではその間に周りは 5倍性能があがるので、
始めによほど大きな性能メリットがないとできた頃には陳腐化するのは当然です。 BG/x もやはり
3年程度の開発サイクルになるので、元々 PC と差がない分いっそう厳しい状況におかれます。x86
プロセッサの開発方向が急激に変化して、高い性能を目指すのを止めるのでなければ、これらのシス
テムは HPC マーケットの中でも決して主流にはならないでしょう。

まあ、その、色々な実験をするのはいいのですが、成功する可能性がもうちょっと高いものを考え
てみてもいいような気もします。



Chapter 43

GRAPE-DR の次 (2007/1/3)

GRAPE-DR の開発は今までのところ意外に順調に進んでいます。大体私がチップを作ると結構びっ
くりするようなポカをしていてあれ？ということがあるのですが、GRAPE-DR では今のところそ
ういうものは見つかっていません。

これは、今回チップの物理設計をやってくれた Alchip のエンジニアが経験豊富で優秀であったこ
とも大きいと思います。もちろん、チップ設計・試作の初期コストが上がったので、より慎重に色々
シミュレーションしてから作るようになった、という面もあります。もちろん、そのために開発コス
トがかさんでいるというところもあるのですが。

とはいえ、チップができて、ボード量産をしよう、という段階になってくると、このチップではど
ういうところで失敗していたか、というのが大体わかってきます。もちろん、アプリケーションがま
だ色々あるわけではないので、特に応用範囲については難しいのですが、それ以前の、性能とか製造
コストとかいったところについては現在頭を悩ましているところであり、次をやるならこうするべき
だった、というのは色々でてきます。

これは、 GRAPE-DR の設計段階でこうしておくべきだった、という反省、というわけでは必ず
しもありません。 GRAPE-DR は、我々のグループが初めて作るソフトウェアでプログラム可能な
計算機であり、 1 チップ超並列というコンセプトの実証、という意味合いが大きいものだからです。
このため、多少量産コストが膨らむことになっても開発が容易になることを優先しました。

具体的には、

1. 演算性能を上げるためにあまり無理をしていない

2. メモリコントローラを内蔵していない

3. ホストインターフェースも内蔵していない

4. 命令制御も、水平型マイクロコード自体をチップの外から投入する代物で命令フェッチとかす
る回路をもっていない

5. メモリバンド幅、ホストとの通信バンド幅ともに小さい

といった辺りが、開発期間の短縮と開発コストの削減のためにとった戦略になっています。実際、今
回はそれでも開発コストと量産コスト (システム全体の)はあまり変わらない状態ですので、決して
最適から遠い選択ではなかったと考えています。

とはいえ、もしも次があるなら、同じものを作るわけではないのは当然です。順番にみていきま
しょう。
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まず、演算性能です。 GRAPE-DR の PE は 500MHz 動作、乗算器は 25x50 ビット、加減算器は
倍精度 (仮数 60ビット)です。このため、倍精度乗算には乗算器と加算器の両方を使って、2サイク
ルに 1演算しかできません。乗算のためには加算器は 2サイクルに 1度しか使わないので、あいた
時間に普通の演算ができますか。このため、倍精度だとピーク性能が 1クロック 1演算になっていま
す。作ってみたら乗算器は結構小さかったので、これを倍にして倍精度乗算が 1サイクル 1演算でき
るようにするのはそれほど難しいことではありません。

もっとも、アプリケーションでの必要性という観点からは、倍精度乗算の性能がそんなに重要かと
いう問題はあります。例えば GRAPE では相互作用計算は最初の座標の引き算と最後の積算以外は
単精度ですましてきたわけで、それで殆どの場合に精度が問題になることはありませんでした。従っ
て、 GRAPE でやってきたような粒子系の応用を考えるなら、倍精度演算を速くするより単精度演
算を速くするほうが、必要なハードウェア量がずっと少ないので効果的です。

もっとも、単精度演算と倍精度演算を両方使って効果的に性能を出すためには、両方の演算器が同
一のレジスタセットにアクセスできることが望ましいですし、そもそも同じ演算器がハードウェアを
あまり肥大化させないで両方の演算ができることが望ましいです。単精度の演算器と倍精度の演算器
を別にもつと、両方の演算数がちょうど両方の演算器の速度比と釣り合っていなければどちらかの演
算器は遊んでいることになり、全く無駄だからです。

様々なアプリケーションでの実効性能を最も高くする、という観点からは、おそらく望ましいのは現
在の 25x50ビットの乗算器を 25x25ビットの乗算器 2つにして、単精度乗算 2個を並列にできるよう
にし、さらに単精度の加減算器を追加して 1クロック当り単精度 4演算にすることでしょう。これに
よる PE の面積増加は数パーセント程度のはずですが、テクノロジーが変わらないとして単精度での
性能を 1 Tflops まで上げることができます。但し、倍精度の性能はあがりません。当面 LINPACK
性能とかも大事だとすると、やはり乗算器は倍精度 1サイクルができるところまで強化するのが妥
当でしょう。この場合面積は 15パーセント程度増加しますが、倍精度 512 Gflops となってかなり
余裕ができます。

上の数字は、現在の GRAPE-DR と同じ 90nm プロセスで作った場合の話です。これから作るなら
もちろん最悪でも 65nm になりますから、ほぼ倍のトランジスタが使えます。 従って、全くクロッ
クが上がらなかったとしても倍精度 1Tflops、単精度 2 Tflops に到達できることになります。クロッ
クを 50% 上げることができたら倍精度 1.5Tflops、単精度 3 Tflops という辺りが、現在利用可能な
技術で実現できる数字ということになります。

演算器を頑張ってパイプライン段数を増やすとかで動作クロックを上げることも可能かもしれませ
んが、消費電力当りの性能を上げるためにはクロックを上げても意味はないのであまりクロックはあ
げないですませたいところです。また、レジスタやメモリがあまり高速動作できるものは半導体メー
カー側で用意していないかもしれないので、あまり動作クロックを上げようと頑張るのは見返りが少
ない話になります。

量産コスト、という観点から GRAPE-DR で問題なのは、1チップにつける他の部品が多いことで
す。現在の GRAPE-DR チップは

� 外付けのデータメモリ

� データメモリを制御する何か

� 命令を供給する何か

� ホストとのデータのやりとりを仲介する何か

といったものを必要とします。普通に作ると、これは DRAM と、その DRAM を制御するチップで
す。大雑把にいって、現在の Intel プロセッサではノースブリッジといっているようなものが必要に
なるわけです。

メモリバンド幅がどの程度必要かはアプリケーションによりますが、例えば LINPACK で性能を出
すためには GRAPE-DR のチップ 1つ当り 4GB/s 程度です。現在の Intel プロセッサ用のノースブ
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リッジチップは 12.8GB/s といったメモリ転送速度を持つものものあり、カスタムチップを作るな
らこの程度の I/O 能力をもたせることは不可能ではありません。この場合はノースブリッジ 1つに
対して GRAPE-DR チップが複数接続する構成もありえます。しかし、GRAPE-DR の場合はこの
部分を FPGA ですることが必須です。これは、もう 1つチップを作るための予算も人手もないから
です。

FPGA も最新のものを使うと十分な速度の DRAMインターフェースをもたせた上で GRAPE-DR
チップに必要な信号を出すのは可能ですが、結構高価なものになり、しかも GRAPE-DR チップ 1
つに FPGA 1つが必須、という感じになります。

FPGA は x86 マイクロプロセッサ以上に競争が厳しいところで、現在は Xilinx と Altera の 2 社
が 65nm プロセスを使った製品の出荷を始めたところです。どちらもファブレスメーカーで、Altera
は TSMC を使っていますがXilinx は UMC と東芝を使っています。 FPGA は最先端プロセスで大
きなチップだと 100万円以上とかのありえない値段がつきますが、同じ製造プロセスでも量産向けの
少し速度や機能が低いものはかなり安価に供給する、という戦略を両社ともにとっており、 Altera
では Stratix と Cyclone、 Xilinx では Virtex と Spartan となっていますが、どちらも高いほうは
65nm の出荷が始まりましたが安いほうはまだ、という状況です。高いほうを使えばボード作れるけ
ど、量産コストが、、、という状況になっています。

コストの面で大きいのが、メモリインターフェースです。GRAPE-DR では、4GB/s のデータレー
トで外付けメモリからデータがくるアーキテクチャになっています。この部分の動作速度は 500MHz
(250MHz DDR) で、現在の PC のメモリインターフェースとほぼ同等の速度です。メモリインター
フェースを FPGA にやらせると、 FPGA にはメモリとの間で 4GB/s、 GRAPE-DR チップとの間
で 4GB/s の合計 8GB/s もの速度がいるわけで、結構大変になります。

もしも、メモリが GRAPE-DR チップに直結できるように作っていたら、 FPGA のこの部分はまっ
たく不要になるわけで、量産コストはかなり下げることができます。さらにもっと安くする方法は、
メモリ内蔵にすることです。

GRAPE-DR を設計して、色々なアプリケーションでの性能を予備評価してみて結構発見だった
のは、

オンボードで大きなメモリをつけてもあまり役に立たない

ということです。メモリがどれくらいいるかは加速ボードとしての使い方によるわけですが、加速
ボードの基本的な使い方は、ある程度の量のデータをまとめてホストから送って、それに対してなに
か計算させて結果を回収する、というものです。この場合は、全体のデータはホスト側にあることに
なります。そうすると、ボード側にいるメモリの量は、アプリケーションによりますがそこでのデー
タ量と計算量の関係で決まることになります。

例えば重力のような粒子間相互作用計算の場合には、メモリ量の 2乗に比例した計算をすることに
なりますのである程度大きい必要がありますが、この場合のある程度というのは MB 程度のオーダー
です。行列乗算だとメモリ量の 1.5 乗でしか計算量が増えないので、もう少し必要ですがせいぜい
64MB とかです。

これに対して、メッシュで流体計算とかの場合にはメモリ量と計算量が比例します。しかし、この
時には結局通信時間と計算時間の比がメモリ量に無関係になってしまうので、大きなメモリがあって
も役に立ちません。

流体計算を加速ボード側で行って有効に加速するのはそういうわけで困難です。全計算を加速ボー
ド側で行うことにすればいいですが、この場合には結局オンボードメモリと GRAPE-DR チップと
の転送バンド幅が問題になります。これを桁で上げることができなければ、普通の PC のほうがメ
モリバンド幅あたりの値段は安いからです。

とはいえ、メモリバンド幅を画期的に上げる方法がないわけではありません。1つの方法は、メモリ
をプロセッサと同じチップに集積してしまうことです。例えば BG/L では 130nm プロセスで 4MB
のメモリを結構小さいチップに集積し、22GB/s のバンド幅を実現しています。これは内蔵 DRAM
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を使っており、 CMOS ロジックとの混載は結構面倒で初期コストもあがるものですが、同じような
キャパシタによるメモリでありながら標準 CMOS プロセスで実現できる 1T-SRAM1や Z-RAM2 の
ような技術もあります。特に 1T-SRAM は任天堂の GameCube や Wii でも使われており、十分確
立した技術です。90nm プロセスで 1.8Mbits/mmsq 程度の密度を実現していますから、 65nm なら
3.5Mbits/mmsq となり例えば 128 Mbits (16MB) ですますなら 40 mmsq ですみます。これはもち
ろん小さくはないですが、例えば 15mm角のチップが 16.2mm角になる程度です。

チップサイズとコストの関係についても少し議論しておきましょう。一般に大きなチップは高くな
りますが、これは 2つの要因があります。

一つは、単純に 1枚のウェーハからとれるチップの数が面積に反比例して減ることです。これはし
かし、あまり大きな要因では実はありません。はるかに大きな要因は、良品率です。1枚のウェーハ
から沢山チップができますが、製造時の色々な欠陥のために動かないチップがでてきます。欠陥がラ
ンダムにウェーハの上に分布するとすれば、チップサイズが大きい極限では良品率がチップサイズの
指数関数で小さくなります。これは、以下のような考えれば納得できます。

あるサイズのチップを作った時に、欠陥がない確率が p だったとしましょう。これの 2倍の面積の
チップをつくると、欠陥がない確率は、元々の大きさで 2つならんだチップで両方とも動く確率と
同じですから、 p2 になります。3倍になれば p3 です。例えば p = 0.3 だったとすると、 p2 = 0.1、
p3 = 0.03 ですから、面積を 3倍にすると良品率が 1/10 になり、1枚のウェーハからとれるチップ
の数は 1/30 になる、つまり製造コストが 30 倍になるわけです。

もちろん、元々の p が 1 に近いならこんな急激なコスト上昇は起きないのですが、原理的に最先端
プロセスは商業的に使えるか使えないかのぎりぎりのところで作りますから p は 0.5 よりもずっと
小さいのが普通です。

しかし、上の議論は、チップに 1箇所でも欠陥があれば使えない、ということを想定しています。
メモリマクロは普通冗長性があるように設計するので、欠陥があっても予備を振り替えて使うことが
できるのでメモリで面積を増やしても必ずしも良品率は下がりません。

なお、 GRAPE-DR のような超並列チップの場合には、プロセッサにも同様な冗長性をもたせる、
つまり予備をいれておいて不良があれば切換える、ということが原理的には可能です。設計やテスト
のツールがそういうのに対応してくれるか、という問題はありますが、このために原理的にはチップ
サイズと良品率は殆ど無関係になり、巨大なチップでも有効に使うことが可能です。

もちろん、外付 DRAM に比べて内蔵 DRAM や 1T-SRAM のビット単価は非常に高価です。普通
の DRAM なら 1GB が数千円であるのに、 1T-SRAM は数万円のチップに 32MB がせいぜいです
から 100倍以上高価なわけです。しかし、プロセッサ部分のほうがもっと高価であるとか、チップ
からメモリインターフェースを出す配線コストも無視できないとか、そもそも 1GB も必要ではない
といった要因を考えると、ビット単価が安いことはあまりメリットにはなりません。逆に、バンド幅
あたりでは内蔵メモリのほうが安価になります。

GRAPE-DR でメモリインターフェースをつけなかった大きな理由は、つないで動くかどうか自信
がなかったからです。 FPGA は、高速インターフェースのための I/O セルでタイミング調整とか
色々する仕掛けがあるので、こちらで作るチップが適当でも FPGA のほうで調整が効きます。メモ
リはそんな余裕はないので、こちらで調整しないといけないわけです。

が、内蔵にしてしまえばそんな面倒な話もなくなります。メモリインターフェースを無くしてしま
うと、あと残るのは

� 命令を供給する何か

� ホストとのデータのやりとりを仲介する何か

ですが、例えば PCI-Express のインターフェース自体を内蔵して完全に 1チップだけで動くように

1http://www.mosysinc.com/classic macros/
2http://www.innovativesilicon.com/en/technology overview.php
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するのでない限りこの辺は必要です。完全に 1チップで動くのがいいかどうか、という問題を少し考
えてみましょう。

1チップでボード 1枚の、グラフィックカードのようなシステムだけを作ることを考えるなら、PCI-
Express まで集積というのは魅力的な話です。ボード価格を極限まで下げることができるからです。
しかし、多数チップを使って大規模なシステムを作ることを考えると、 PCI-Express カードにチッ
プ 1つだけ、というのは実装密度や消費電力から不利です。1台のホスト PC にせいぜい 2 枚しか
PCI-Express カードはつかないので、電力の半分くらい、スペースの殆どをホスト PCに使われて
しまうからです。複数チップがのるカードを作るなら、それらとホストの間を中継する何かはどうし
ても必要になります。設計コストを考えると、やはりこの辺まで 1チップというのは現実的ではあり
ません。

ここまでの話をまとめると、仮に 65nm プロセスで GRAPE-DR を作り直すなら

� ピーク性能倍精度 1-1.5 Tflops、単精度だとその 2倍

� メモリは 16-32MB 程度をオンチップ

� 命令シーケンサ、ホストインターフェースは FPGA

といったものになるでしょう。チップの消費電力は現在の GRAPE-DR とあまり変わらないと期待
されます。 4チップが載ったカードを作ると、 300W とかいうアレな消費電力にはなりますが、実
現不可能な値ではありません。製造原価はハイエンドのグラフィックカード並なのですが、量が少な
いので数倍の値段になってしまいます。まあ、 50-100 万円ですね。1チップのシステムなら 20-30
万にできるかもしれません。タイムスケールは、 65nm なら 2008-9年にはできるかなあ？というと
ころです。もう 1-2年後で 45 nm になれば性能の数字はほぼ倍になるでしょう。

まあ、この話の要点は何かというと、現在の GRAPE-DR の設計はかなり改善の余地が多いものな
ので、製造プロセスがあまり変わらないとしても色々やって性能当りの量産コストを 1/3-1/4 程度
にするのはそんなに難しいことではない、ということです。





Chapter 44

国家プロジェクト (2007/1/7)

1981年度からの 9 年間にわたって、通産省主導で「科学技術用高速システム」プロジェクトという
ものがあったようです。「ようです」というのは、その成果がどんなものだったか私もほとんど知ら
なかったからです。2000 年にでたこのプロジェクトの追跡評価報告書1というものをみると、大体ど
んなものだったかわかります。この報告書の 4ページをみると

化合物デバイスを用いた汎用スーパーコンピューターの開発、という旗印は
様々な事情の下で掲げられたものであったとはいえ、実現しておらず、目標
設定の妥当性には問題が残る。

と書いてあって、まあ、その、要するに、そもそも目的設定が間違っていた。これは結果論かもしれ
ないので始めた時点でどうとは言えないかもしれないけど、というものです。

平木らの SIGMA-1 の開発もこのプロジェクトの中で行われたものであり、これはアーキテクチャ
の実験的なシステムとしては画期的な成果だったと個人的には思いますが、そのあと続きがなかった
のは確かです。但し、結局この時期に日本の各メーカーはシリコンバイポーラ技術でのベクトルプロ
セッサを開発、製品化していったわけで、この国家プロジェクトは直接の製品開発にはまったくつな
がらなかったことは間違いないところです。このプロジェクトの総予算は 230億円とのことです。

さて、このプロジェクトが終わると、 1992 年に通産省は技術研究組合・新情報処理開発機構 (いわ
ゆる RWCP)をスタートさせます。これは何が目的だったのかよくわからないプロジェクトなので
すが、 10年間で 600億円が投入されました。初期の計画では、計算機アーキテクチャについては以
下のような目標が掲げられています。

1. モデル 複数のパラダイムをサポートする柔らかな実行モデルは、言語モデルとハードウェアの
問題を埋める能力が必要である。また仮想的なコンピュータを実要素プロセッサにマッピング
することを許容するような柔らかさが必要である。

2. アーキテクチャアーキテクチャは様々なパラダイムを効率良くサポートする必要がある。した
がって特定の応用を指向したものではなく、汎用のアーキテクチャでなければならない。超並
列システムの効率的な実現のためには、将来のデバイス技術や実装技術を考慮したハードウェ
アアーキテクチャを研究することも重要である。

3. 相互結合網 相互結合網は計算速度と同等の高速な通信を提供しなければならない。また、動的
な負荷分散、全体的な同期、全体的な優先度制御もサポートする必要がある。高速な相互結合
網はシリコン技術による実現だけでなく光技術についても研究されるべきである。

1http://www.meti.go.jp/policy/tech evaluation/e00/03/h12/065.pdf
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4. 頑健性・信頼性 超並列システムで予想される部分的な故障に耐えるようなハードウェア指向の
頑健性が研究されなければならない。システムを構成する要素は、自己診断、自己修復機能を
持つ必要がある。システム全体はメンテナンスのためのアーキテクチャや機能を持ち、システ
ムの信頼性を維持しなければならない。

とあります。このために、電総研で RWC-1 というシステムが開発されていました。どのようなもの
かは例えば RWC-1 の実装と評価2という論文が参考になりますが、 0.5µm ルールで 20万ゲート、
20mm角の巨大なチップで 50MHz、100Mflops というものだったようです。 20 mm 角にしてはゲー
ト数が少なすぎる気がしますが、それはともかくこのチップで作ったシステムが 1998年時点でまだ
評価中では、実用的な意味がすでにないのは明らかです。 Alpha なら既に 1Gflops を超える性能を
実現した時期だからです。

そういうこともあって、このプロジェクトは 5年目で方針転換をします。研究目的が

マルチプロセッサシステムのハードウェア性能を効果的に利用するための並列
化ソフトウェア技術を確立するとともに、様々なアーキテクチャの計算資源を、
それらのアーキテクチャの相違を意識することなく利用することができる並列
計算環境に必要な基盤技術等を確立する。また、先端的な並列アプリケーショ
ンの実証的な開発を行う。

となっていて、新しいアーキテクチャを開発する、という目的自体がなかったことにされたわけで
す。この後期のプロジェクトからは、SCore、PM、SCASH といった興味深い成果がでています。こ
の辺は、要するに Linux ベースの PC クラスタのためのソフトウェアです。まあ、その、 600億円
の成果としてはどんなものかなあ、、、という気もしなくもありません。

さて、では、国家予算が日本のスーパーコンピューター開発に役に立っていなかったのか？という
と、決してそんなことはありません。富士通で初期から計算開発に関わった三輪の FACOM 230-753

をみれば、富士通最初のベクトルプロセッサである 230-75APU の開発には初めから航技研の三好が
関わっていたことがわかります。三好はその後の VP-200、数値風洞 (VPP500)、さらには NEC に
よる地球シミュレータ (SX-6)と、商品に直結するスーパーコンピューターの開発につながる計画に
関わりました。

また、筑波大学で上の RWCP と同時期に始まった CP-PACS 計画も、 1996年には 600Gflops の
マシンを完成させ、 SR-2201 として開発を担当した日立が商品化することになります。

地球シミュレータにせよ、 CP-PACS にせよ、後知恵で評価すればこんなことはしないほうが良
かったのに、という点は色々あるわけですが、 それでも完成時に汎用でプログラム可能な計算機と
して世界最高速を達成し、ちゃんと商品になるものを開発できたのですから、そのような成果があっ
たわけではない RWCP や科学技術用高速システムプロジェクトとは比較になりません。

これらのプロジェクトを比べると、成功したものはアプリケーションを絞って開発目標をはっきり
させたもの、あまり成果がでなかったものは良くわからない目標を掲げたもの、となっています。こ
こで重要なことは、アプリケーションを絞ったからといってそれにしか使えない計算機ができたわ
けではないということです。この辺はまあ GRAPE とは違うところで、我々はアプリケーションを
絞って本当にそれしかできない計算機をつくってきたわけです。GRAPE は通産省のプロジェクト
とは 1-2桁予算が違うささやかなものなので、同じ基準で比べることに意味があるとも思わないです
が、まあ、その、商業的に大きな成功を収めた、というわけではありません。 GRAPE-6 は商品化
もされて、今までに 60Tflops 分くらい出荷されたようなので演算能力では例えば地球シミュレータ
の製品版の SX-6/7 より大きいかもしれませんが、演算能力あたりの価格が 1/100 なので市場規模
としてはそんな程度です。

もちろん、科学技術用高速システムプロジェクトの場合は、そもそも要素技術の開発が目的であっ
たわけで実際の計算機を作ることが主目的ではなかったから、直接商品になるような計算機ができな

2http://citeseer.ist.psu.edu/rd/2885582%2C120544%2C1%2C0.25%2CDownload/http://citeseer.ist.psu.edu/cache/papers/cs/5671/http:zSzzSzwww.mtl.t.u-tokyo.ac.jpzSzResearchzSzpaperzSz1998zSzJ98-kenkyukai-sakai-2.pdf/implementation-and-evaluations-of.pdf
3http://homepage2.nifty.com/Miwa/Story4/12-5.html
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かったからといって批判されるいわれはない、という主張もありえます。しかし、まあ、そういわれ
るとじゃあ要素技術はなんかできたの？ということになって、事後評価で「実現しておらず」といわ
れてしまってるわけです。

そういえば、現在も 将来のスーパーコンピューティングのための要素技術の研究開発プロジェク
ト4というものが進んでいることになっていました。これは年間予算が 20億くらいだったと思いま
す。これの成果は次世代スーパーコンピューターに使われる、ということが期待されているそうです
が、2005年度から 2007 年度までで開発する要素技術をどうやって 2006年度に概念設計が終わる機
械に使うのかよくわからない、という問題はあります。もちろん、 2005年の時点でできるとわかっ
ていることにお金を出したのならそれはそれで良いのですが、次世代スーパーコンピューターのアー
キテクチャ自体がろくに決まっていない現状ではその前に要素技術といってもあまり意味があるとは
いいがたいでしょう。

スーパーコンピューターに関する限り、そういうわけで日本の大規模な国家プロジェクトが有効で
あったかどうかは怪しいわけですが、まあ、だからといって、国家プロジェクトにはあんまり意味
がないというような結論にいくべきかどうかは難しいのかもしれません。というのは、基本的にほ
とんどの計算機開発のプロジェクトは失敗しているからです。最近のアメリカの例を上げるなら、
ASCI Blue, White, Q にいたる一連のマシン、BG/L が表にでてくる前のオリジナルの BlueGene や
BlueGene/C、Tera MTA等枚挙に暇がありません。Intelにしたところで、 iAPX432, i860, Itanium
と x86以外の開発計画は全て商業ベースでは成功したとはいいがたいわけです。だからといって Intel
にとってこれらの開発が全て無駄であったかといえばそんなことは多分ないわけです。

しかし、そうすると、そもそも計算機の開発プロジェクトというのは失敗するものなのか？という
辺りを考えておくべきかもしれません。

4http://www.jst.go.jp/keytech/02it/kenkyu.html





Chapter 45

計算機開発は失敗するものか？
(2007/2/16)

さて、計算機開発は失敗するのが普通か？という問題です。

私の考えは、基本的に 1 チップマイクロプロセッサが完全にパイプライン化した乗算器を持ち、そ
れまでより高速だったベクトルプロセッサよりも高いクロック、演算速度を実現した時点で、計算機
開発で成功することは極めて困難になった、というものです。

これは要するに、 COTS クラスタに価格性能比で勝つのは難しい、というだけのことです。Intel
のマイクロプロセッサの累計生産数は 20億に到達しようとしています。これは、年に 2-3億個とい
うことです。それだけの生産量を背景に、他の (IBMと AMD以外の)半導体メーカーにはとても不
可能な高クロックで動作する、膨大な開発費がかかっている製品を、恐ろしく安い価格で売っている
わけです。

この状況のために、Intel のマイクロプロセッサ単体の性能よりも高い性能が必要な領域では、Intel
の (まあ AMD でも大して変わらないですが)マイクロプロセッサを大量に並列に使う、というアプ
ローチに比べて価格性能比を上げることは困難になっています。性能が低くていいほうでは、もっと
簡単なプロセッサを作ることで、性能に比例しては値段が下がらなくても安くなればいいわけなの
で、現状では例えば携帯電話に x86 という話にはまだなっていません。

GRAPE の話をすると、1993 年に GRAPE-4 のプロセッサチップを泰地君が作った時には、初期
コストが 2500万円で量産コストが (ダイだけですが)1チップ 1 万を切ってました。チップは 14mm
角で 10万ゲートで、まあ、そこそこ先端技術です。クロックは設計最悪値が 33MHz で、典型的に
は 40MHz くらいで動作しました。これは、当時のマイクロプロセッサに比べてそんなに悪い値では
ありません。最小の Pentium は 66MHz でしたし、当時の RISC プロセッサも既に 200MHz に近
かった DEC Alpha を例外として、他はその程度でした。

その後、GRAPEでは概ねいわゆる CMOSスケーリング則にそって動作速度をあげてきました。つ
まり、プロセスルールにほぼ比例してサイクルタイムが短くなってきました。GRAPE-6は GRAPE-4
に比べてプロセスルールが 1/4 になったのにクロックは 3 倍弱ですが、これは電源周りの設計ミス
もあっての話です。 GRAPE-DR では GRAPE-4 に比べてるとプロセスルールが 1/11、クロック
周波数が 15倍となっています。

ところが、 Intel マイクロプロセッサのクロック速度の上昇は、CMOS スケーリング則にあってい
ません。 0.6µm の Pentium で 90MHz程度だったのに、 90nm の Pentium 4 や Xeon で 3.8GHz
となっています。プロセスルールが 1/7 にしかなっていないのに、クロックは 40倍以上になったわ
けです。 もちろん、そうはいっても 0.8µm で 200MHz を達成していた Alpha に比べるなら、 1/9
で 18倍となってまあそんなにずれてはいません。
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これは、 Intel はアーキテクチャをいじりまわして高いクロックで動作可能なものにすることで、
CMOS スケーリング則以上の動作速度向上を実現した、ということです。IBM、Sun 等の、汎用計
算機用プロセッサを作っているところも、同様な努力をしてクロックをあげてきています。これは、
論理設計からプロセスチューニングまでの、全レベルで努力をすることで成り立っています。

もっとも、 Intel が Pentium より後の世代で高いクロック周波数を実現できた要因はもう 1つあっ
て、それは Pentium Pro 以降は x86 命令を実行時 (命令フェッチの後)に RISC 的命令に変換して、
その変換したものをスケジュール、実行するアーキテクチャに切換えたことです。このアーキテク
チャ自身は Intel の発明ではなかったようですが、ともかくこの方法によって x86 プロセッサは同時
期の RISC プロセッサに対して性能的に優位に立てるようになりました。R4000 や SPARC のよう
な、元々の RISC のアイディアそのままのプロセッサは、バイナリ互換性を保とうとすると CMOS
スケーリング以上に性能を上げる余地があまりありません。まあ、それでも Out-of-order 実行をと
か色々するわけですが、なかなか大変です。

IBM や Sun がどうやってるかはともかくとして、大学や国の研究所でどうか？ということを考え
てみます。 15年前までなら、1000万円もあれば結構大きなマイクロプロセッサを作ってみることが
できました。もちろん、これはその当時の最高速のベクトルプロセッサにはクロックサイクルでは
及ばないものでしたが、同じく 1チップのマイクロプロセッサとはそれほど差がありませんでした。
そのようなわけで Stanford MIPS プロジェクトや Berkeley RISC プロジェクトのような大学の研
究で高速な RISC プロセッサを作ることができたわけです。

もちろん、これは現在になって過去を振り返るからいえることで、25年前に前にを作ろうという時
に、8086 プロセッサをみて同じようなものを作ろうとしていたのでは駄目です。しかし、この時に
は CDC 6600 や 7600 といったお手本があったのも確かです。 しかし、それ以前の問題として、普
通のゲートアレイやセルベースの LSI で実現できる動作速度が、商用の大量生産されていたマイク
ロプロセッサの動作速度とあまり変わらなかった、少なくとも桁では変わらなかった、という状況が
ありました。このため、アーキテクチャで例えば 2倍とか、あるいは 50% とかでも性能を改善でき
たものは少なくとも研究レベルとして「成功」とみなすことができました。

ところが、現在はもしも頑張って大学でプロセッサを作ったとして、億単位のお金をなんとかして
予算獲得してそこそこ新しいプロセスでフルカスタムの LSI を作ったとしても、 x86 プロセッサの
1/10 くらいのクロックで回るものしか作れません。 従って、クロック当りの性能が 10倍以上のも
のでないと

それ、 x86 より遅くて高いけど、どういう意味があるの？

という話になるわけです。それでも数年前なら x86 プロセッサはクロック当り 1-2 演算だったので、
20演算もできるアーキテクチャを考えればよかったのですが、最近は x86 でもチップで見ると 16演
算とかになってますから 200演算とかしないと話になりません。

しかも、多くの、というか普通に書いて特殊なチューニングをしていないアプリケーションでは、
必ずメモリバンド幅が性能をリミットします。 x86 プロセッサはメモリバンド幅も結構快調に上げ
てきていて、2007年現在で 12.8GB/s とかそれ以上になっているわけです。これを大きく超えるも
のでないと、普通のプログラムで性能がでることにはなりません。

まあ、普通のプログラムで性能がでなくてもかまわないと私は思いますが、それにしても 200 演算
もするようなものを作らないといけないといわれたらまともなアーキテクチャ屋さんならやってら
れないでしょう。

つまり、現状では、インテル以外のメーカーにしても、大学や研究所でのプロジェクトにしても、
あるいはインテル自身にしてさえ、 x86 以上の価格性能比をもつプロセッサを作ることは非常に困
難になっているわけです。実際、Intelは x86 プロセッサを置き換えるべく様々な努力をしてきたわ
けですが、現在のところ全て失敗におわっています。まあ、 Itanic、ではなくて Itanium はまだ開
発を続けていますが、 Opteron や Xeon に比べて絶対性能でもメリットがなくなってきています。

Intel 自身でさえできないことを他のところにできるか？というわけです。非常に明らかなことは、
同じようなアプローチでは駄目、ということです。例えばの話、まともにはやってられなくてもなん
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でも 200演算するチップを作らないといけないわけです。





Chapter 46

Intel 80 core プロセッサ
(2007/2/17)

今年の ISSCC で、Intel は昨年の IDF でも見せた 80 コアプロセッサを発表しました。中身をみる
と、ちょっとこれは何に使うつもりなんだか？という感じの代物ですが、少し紹介してみます。

1つのコアは 120万トランジスタだそうで、かなり大きなものです。が、チップサイズはそれ以上
に巨大で、65nm で 275sqmm となっています。1つのコアは 3sqmm だそうです。

1つのコアの構成は以下の通りです

� 32-bit FP Multiply-and-add unit 2 つ

� 32-word 10-port register file (32bit長？)

� 2KB data memory

� 3KB instruction memory

� router unit (on-chip mesh network)

私から見て興味深いのは、この構成は我々の GRAPE-DR に非常に近いことです。GRAPE-DR は

� 64-bit Multipler (throughput 0.5)

� 64-bit Adder

� 32-word 3-port register file

� 2KB data memory

となっていて、Intel 80 core と比べると

� 単精度演算ユニット 2つの代わりに倍精度 1つ

� レジスタファイルのポート数ずっと少ない

� データメモリのサイズは同じ

� SIMD なので命令メモリはなし
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� ネットワークは階層構造なのでもっと単純

という感じになります。演算器、レジスタファイル、メモリの公称のサイズはほぼ同じです。 しか
し、面積は違います。 GRAPE-DR 1PE は TSMC の 90nm プロセスで 0.5sqmm です。仮に 65nm
でやったら半分でしょうから、0.25sqmmとなって Intel 80コアの 1コアの 1/12 となります。

ダイの説明資料によると、面積のほぼ 1/3 が 2つの FP ユニット、1/5 がルータなど、残りがレジ
スタファイルを含むメモリ関係となっています。32ビットの演算器 1つだけで GRAPE-DR の PE
全部の 2倍になる計算です。

トランジスタ数は GRAPE-DR がいくつだったかの詳細は実は良く知らないのですが、PE1つで
400K トランジスタくらいのはずです。なので、Intel プロセッサはやることがあんまり変わらない
のにトランジスタ数で 3倍あって、面積は 10 倍あることになります。

そんなものなので性能は大したことはないか？というと、しかしこれはそうではありません。そんな
に無理に電圧を上げないでも 4-5GHz と GRAPE-DR のほぼ 10倍のクロックで動作し、単精度演算
器の数は 1/3 なので性能はほぼ 3 倍となっています。消費電力は、3 GHz 動作の時に GRAPE-DR
とほぼ同じ 60W で、この時には GRAPE-DR に比べて消費電力当りの演算性能が単精度ならほぼ
2倍です。

なお、現在のところ Intel プロセッサは、一体これをどうやって何に使うのかは明らかではありま
せん。命令メモリが 3KB で命令長が 12 バイトなので、256 命令しかメモリに入らないのですが、
チップ外の命令メモリにアクセスする仕掛けがあるとかそういうものでもないらしいからです。もち
ろん、なにも考えていないはずはないと思うのですが、、、また、チップ外との転送インターフェー
スや、転送方式の詳細も不明です。

但し、一つ興味深い特色として、演算器の方式が、加算器はアキュムレータになっていて一方の入
力は乗算器、他方はフィードバックに固定されている、ということがあります。これによりレジスタ
ファイルのポート数を減らしています。また、加算器は倍精度になっていると思われるので、やろう
と思えばこれで倍精度の行列乗算をすることが可能です。もちろん、倍精度乗算するのには少なくと
も単精度 4演算はいるので速度は落ちます。3GHz の時に 256Gflops です。まあ、 GRAPE-DR と
同じですね。

今のところ、これでなにをしたかったのか、どうやって使うつもりなのか、よくわからない不思議
なチップです。 IDF の段階では、このチップと SRAM チップを積み重ねて、大量のパッドで直接
接続することである程度の規模のメモリを TB/s 以上のバンド幅で接続する、という話があったよ
うな気がします。そうなると、1チップで超並列で、メモリバンド幅もベクトルプロセッサ並、とい
う面白いものになります。それがでてくれば、 GPGPU とか日本の次世代スーパーコンピューター
計画とかには大きな影響があるでしょう。今のところはまあ上手く動いて GRAPE-DR 並、という
感じです。

なお、あまりメモリをつけないでこういう感じに 2次元に簡単な PEを並べよう、というプロジェク
トはMIT の RAW1とかテキサスの TRIPS とか一杯あって、あまり良い成果は聞いたことがありま
せん。しかし、その大きな理由はこれらが大学のプロジェクトでチップ動作速度が極めて遅い、例え
ば RAW は IBM SA-27E (150nm) を使って 250MHz でしか動いていないし、もっと新しい TRIPS
でも 500MHz であることです。なので、Intel が作って 10倍のクロックで動くなら、結構使えるも
のができるのかもしれません。

もちろん、極めて遅いのは我々の GRAPE-DR も同じで、 90nm で 500MHz でしか動いていない
のですが。 まあ、こちらは非常に無理をして 512 PE を押し込んだので、ある程度の競争力はある
と思っている、というより、基本的にはGRAPE-DR は現行の GRAPE-6 の後継なので、まあ、そ
の役に立つことが大事です。そういう観点からすると、5年もたって性能が 16 倍にしかなってない、
というのがなさけないところです。で、消費電力は 5倍ですから。もちろん、完全に専用化したチッ
プと、曲がりなりにもプログラムできるものでは差が大きくのは当然ではありますが、3世代もテク
ノロジが違うんだからもうちょっとがんばって作っても良かったかもしれません。

1sow.csail.mit.edu/2001/proceedings/mbt.pdf
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と、ちょっと話がずれてますね。Intel 80 core に関する限り、当面、見守ってあげて下さい、とい
うところと思います。





Chapter 47

nVidia 8800 を使ってみました(私で
はないけど) (2007/3/5)

単精度の演算性能では汎用 CPU を大幅に上回る、ということになっている GPGPU ですが、実際
の性能はどんなものか、というのはなかなかよくわかりません。というのは、大抵の論文では、

� あるアプリケーションについて、

� どの程度チューニングされたかわからない汎用 CPU との速度比較が

のっているだけだからです。汎用 CPU の理論ピーク性能が例えば 10 Gflops だったとしても、実際
のアプリケーションでは適当なコーディングでは 1 Gflops も出ない、ということは珍しくない、と
いうか普通ですから、例えばその 3倍性能がでました、といってもそれは 3Gflops なわけです。汎用
CPU のプログラムをちゃんとチューニングしたらそれくらいの性能はでてしまうのかもしれません。

そういうわけで、性能比較が実際に役に立つためには、

� どういう性能なのか

� 何故その性能になっているのか

が理解される必要があります。こんなことは当たり前だと言われるとそうなのですが、しかし、実際
には特に後者の、「何故その性能になっているか」はなかなかわかりません。

例として、 GPU で重力 N 体計算をしたという論文1を取り上げてみます。この論文の筆頭著者は
98年から 99年にかけて私の研究室にポスドクできていた人で、現在はアムステルダム大学の助教授
(くらいだと思います)になっています。

この論文では、 GRAPE でやっていた N 体計算を、同じような方法で GPU を使うコードを作っ
て、その性能を比較しています。使った GPU は nVidia 8800GTX と Quadro FX1400 です。これ
らでは、基本的に同じ Cg 言語を使ったプログラムを書いた、となっています。

実装の詳細は後で議論するとして、まず速度です。N 体計算の計算量は基本的には粒子数N の自乗
に比例するわけですが、 GRAPE を使う計算ではこの N の自乗に比例するところだけを GRAPE
でやり、粒子数にしか計算量が比例しないところは普通の PC(ホスト計算機) でやります。また、こ
のためにホスト計算機と GRAPE の間に通信が発生し、その量は粒子数に比例します。

1http://jp.arxiv.org/abs/astro-ph/0702058
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このため、 GRAPE を使った計算では、粒子数が小さいところではホストでの計算や通信のほうに
時間がかかるので、計算時間が粒子数に比例します。粒子数が大きくなると GRAPE の速度が見え
てきます。普通の PC を使った計算では、非常に小さい粒子数 (10程度)でなければ計算時間は粒子
数の 2乗に比例するので、 GRAPE を使った計算は粒子数が非常に小さいところではホストより遅
く、粒子数を大きくしていくと GRAPE は Nに比例してホストは Nの 2乗に比例するのである範
囲では N が大きいほど GRAPE が相対的に速くなり、 N が非常に大きいところでは速度差が一定
になります。

この論文では、 GRAPE-6 の 4 チップモデル (ピーク性能 130Gflops くらい) とホスト (3.4GHz
Xeon)を比べると、 256 粒子で既に GRAPE が速く、 N が大きい極限では 100倍程度 GRAPE が
速くなっています。これは、ホストのほうはほぼ 1.3 Gflops 程度でている、ということで、 3.4GHz
Xeon で特別なチューニングをしていなければこんなものでしょう。問題は GPU です。論文の図 1
をみていただければ (少なくとも 2007/2/16 版では)、

� FX1400 はあらゆる粒子数で Xeon より遅い

� 8800GTX はあらゆる粒子数で GRAPE-6 の 25 から 70倍遅い

� 8800GTX が Xeon と同じ速さになるのは 16000粒子くらい

となっています。これからわかることは、

� FX1400 は計算速度自体が Xeon より遅い

� 8800GTX は計算速度自体は Xeon よりかなり速い

� おそらく、通信速度が 8800GTX は GRAPE-6 の 1/70 程度である

ということです。通信速度のハードウェアの性能としては、 GRAPE-6 は 32bit PCI でつながって
おり、理論ピークが 132MB/s です。実際には 50MB/s 程度であることがわかっています。つまり、
GPU はどういうわけか 1MB/s もでていない、ということになります。

理論的には、 GPU は 16 レーン PCI-Express でつながっているわけですから、通信には PCI で
接続された GRAPE-6 の 30倍の速度がでてもいいわけです。従って、どういうわけかハードウェア
の理論性能の 1/2000 くらいの通信速度しかでていない、ということになります。

問題は何故このように極度に通信が遅いかですが、まだコードを公開したくないとのことなので理
由は良くわかりません。が、これが GPU とか Cg 言語の実力、というわけではないと思います。と
いうか、思いたいところです。

現在のところ、あまりに通信が遅いので 8800GTX の計算速度は評価困難です。が、ホストの 10
倍程度はでているようにもみえます。もちろん、単精度なので精度不足、という問題もあるのです
が、これは数値評価を工夫することで (演算数はかなり増えますが)、GRAPE と同じことをやらせ
るなら実効的に倍精度にするのは難しいことではありません。元々、GRAPE でも最初の座標の引
き算と最後の積算以外は単精度でやっていますから、同じようなことをすればいいのです。

まあ、それでも、1999年に作ったチップの GRAPE-6 に比べて同等かやや劣る速度で消費電力は
数倍、という感じで、なかなか微妙な線かもしれません。現在の 4 コアの Intel チップなら、チュー
ニングしたコードでは 20-40 Gflops 程度はでるでしょうから、 8800GTXとの差は殆どなくなって
しまいます。

なかなか、 GPGPU も簡単ではないようです。

さて、この話には後日談というか続きがあります。まともにやればもっとまともな性能がでるとい
う、、、乞御期待。



Chapter 48

nVidia 8800 を使ってみました(私で
はないけど) その2 (2007/3/11)

ちょうど前回の記事を書いたころに、 PGR(FPGA のプログラム生成システム) をやっている濱田
君から、GPGPU で N体計算をやる論文1 の草稿が送られてきました。

実装の詳細は論文を読んでいただくとして、粒子数が 2048 程度と少ないところでも 150Gflops 以
上と、かなり良い性能がでています。 GRAPE-6 だと 2048 粒子では (計算コードにもよりますが、
独立時間刻みとかのホスト計算量が多いコードの場合)20 から 30Gflops 程度しかでないので、独立
時間刻みでないとか単精度なので通信量が少ないとかいう違いがあるにしても 5 倍以上というのは
良い性能です。

まあ、これは GPU の演算性能というよりは PCI-Express の通信性能が見えているのですが、前
回紹介したアムステルダム大学のグループの論文と違って、まともな通信性能がでているわけです。
演算方式が単精度だとか、そういう違いもあるのでこのまま実用的な計算に使えるかどうかは検討
の余地がありますが、そうはいっても GRAPE-3 等に比べると高い精度があるので問題によっては
十分です。

演算性能については、漸近的な速度が 256Gflops 程度まではいっており、GRAPE-6 に比べるとす
れば、 4 チップの PCI カードである GRAPE-6Af よりは速く、 32 チップをのせたボード版よりは
遅い、というところです。電力効率は GRAPE-6 よりかなり悪いですが、値段は圧倒的に安くなっ
ています。

とはいえ、値段が安くなると、相対的に電力コストが上がってきます。消費電力がどれくらいで、
それがどれくらいのコストになるかをちょっと見積もってみましょう。東京電力で普通の家庭用だと、
1kWh 20円 くらいです。8800GTX のフル動作時の消費電力は 200W を超えるようで、1時間当り 4
円、1年間フルに動かすと 35000 円、5年使うと 17万 5千円です。この 200W は変換損失等を考慮
していないので、実際の数字はもうちょっと高くなります。さらに、空調のコストも入れると 1.3-1.5
倍になります。もちろん、業務用電力はこの半分程度なので、GPU だけでは年 2万円程度ですが、
色々考えると業務用でも年 4万円程度、2年も使うと電気代のほうが高い、という代物であることは
要注意です。 8800GTX の現在の価格は 8万円程度なので。

つまり、スーパーコンピューティング用、ということを考えると、現在の GPU はコストの大半を
電力コストが占めかねなくなっています。ここまでハードウェアの値段が下がると、電気代のほうが
大きくなるわけです。

将来とも GPU がこんな気違いじみた消費電力の設計をつづけるのかどうかは不明ですが、性能競
争を続けるなら電力はなかなか下がりません。汎用プロセッサとの差をみてみると、 Intel Core 2

1http://jp.arxiv.org/abs/astro-ph/0703100
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Extreme QX6700 は 2.66GHz クロックで単精度なら 85 Gflops の理論ピーク演算性能を持ち、消費
電力が CPU だけなら 130W です。8800 は演算性能の理論ピークで 6 倍、電力消費で 2倍といっ
たところであり、電力効率では理論ピークで比べて 3倍しか良くないわけで、将来どうなるかは微
妙なところになります。Xeon 5320 の低電力版だと 50W で 60Gflopsと計算上はなります。まあ、
FB-DIMM なメモリが一杯電気を食うので意味がある比較かどうかは難しいですが。

ちなみに、理論ピーク性能がほぼ同じ GRAPE-DR は、チップだけだと 65W 前後で 8800GTX の
3倍程度電力効率がよくなっています。どちらも TSMC 90nm プロセスなので、これは、チップサ
イズの差と動作クロックの差から見て妥当な数字です。GRAPE-DR と 8800GTX で、動作クロッ
クが 500MHz と 1.3GHz で約 3倍、チップサイズは 8800GTX のほうがやや大きいからです。

とはいえ、 GRAPE-DR の消費電力もちょっとなさけないほど大きいものです。GRAPE-6 チップ
の電力消費は 15W 程度であり、その 4倍以上になっているのに性能は 15 倍くらいしかなく、プロ
セスが 3世代違うわりには差が小さいからです。専用プロセッサとプログラム可能プロセッサの違い
があるとはいえ、もうちょっとなんとかしたいところです。

と、話がそれました。本題は、 GRAPE でできるようなことをやらせるならGPU は素晴らしい性
能を出すことが実証された、ということです。ホストとの通信は PCI-Express の性能が十分にでて
いるとは思えないですが、まあそこそこです。これが 10万円以下なのですから、 GRAPE も大変
な時代になりました。濱田君は GPU のコードを GPL で公開する予定ということなので、広く使わ
れるようになると期待します。



Chapter 49

「ペタフロップス・コンピューティン
グ」 (2007/6/3)

培風館から「ペタフロップス・コンピューティング」という本がでました。監修は東大工学部原子力
工学科 (システム創成工学科とか色々名前が変わったような気もします)におられた矢川さん、編著
が地球シミュレータに関わった谷さん他 4名です。矢川さんは GRAPE-6 の予算の元であった未来
開拓学術研究推進事業「計算科学」推進委員会の委員長で、大変お世話になったので悪いことは書き
たくないのですが、、、

表紙も裏表紙も地球シミュレータで、それがこの本の性格を極めて良く表現しています。要するに、

「ピーク性能に対する実効効率が高いベクトル計算機は素晴らしい」

と書いてある本です。消費電力や価格当りのピーク性能がアーキテクチャによらずに同じならばその
通りなのですが、まあ、その、なんというか、そうではないわけです。それは何故で、その条件下で
どうするのがいいか、ということをここでは考えてきたわけですが、まあ、そういう観点とは別の観
点も世の中にはある、ということですね。

要素技術等についても色々調べて書いてはあるのですが、「調べて書いた」という感じです。まあ、
その、アーキテクトが書いてるわけではないから、、、こういうのこそ、例えば理研の渡辺さんあた
りがちゃんと書けばいいいのに、と思います。

211





Chapter 50

次世代スーパーコンピューターは一体
全体どうなってるのか？ (2007/6/12)

さて、1年ほど前に京速計算機はどうなってるか ( 24 ) というのを書いたわけですが、それからど
うなってるか、、、というお話です。

1年前には「しかし、このような評価・調整作業には時間がかかります。最初の、アプリケーショ
ン毎の検討も、そもそもアーキテクチャのほうがまだよく決まっていないし、アプリケーションが選
定されたのは 4月ということですから、まあ、少なくとも半年、出来れば 1年程度の時間を掛ける
べきでしょう。」と書いたわけですが、別に私のいうことを聞いたというわけでは全然ないと思いま
すが 1年後の今になってもアーキテクチャは決まっていません。どれくらい決まっていないかとい
うと、次世代スーパーコンピュータ概念設計評価作業部会が 秘密会議1で 7回目になるくらい決まっ
てないわけです。元々この評価部会なるものは 3 月には結論を出していたはず2で、それがまだでて
ないということが現在の状況を物語っています。この評価部会は、文部科学省の委員会です。で、現
在次世代スーパーコンピューターの開発は理研の「次世代スーパーコンピューター開発実施本部」と
いうところが進めていて、この実施本部が 2007年 1月くらいに開発計画を決め。それをこの評価部
会で承認する、というのが手続きです。通常は、こういった事前評価というのはかなり儀式的なもの
になります。理由は簡単で、「あまり反対しないような委員を選ぶから」です。評価といったところ
で委員は文部科学省が選定し、また開発計画自体も文部科学省の下にある理研の研究者が作るわけ
ですから、調整もされて事前評価なんてものは形式的なものになります。

これは別にいけないわけではなくて、少なくとも計算機の設計なんてものはそもそも委員会でやっ
てはいけないものです。IBM のように組織が少し大きいだけでも Cray のチームに決して勝てなく
なって、「なぜ勝てないんだ」なんてメモを社長が書く羽目になるわけですから、これが国家レベル
で委員会なんてものを作った日には、もしもそれが形式的なものでなければ破綻します。つまり、評
価委員会なんてものは、せいぜい go/no-go の 1 ビットの判断をするに留めるべきもので、委員会で
設計をいじるようなことは決してあってはなりません。

それにもかかわらず評価委員会が長引いているのは、基本的には「調整に失敗した」ということを
意味しています。もちろん、今回のプロジェクトに限っては、調整に失敗することは過去にも起きて
います。つまり、そもそも 2005年夏の段階で総合科学技術会議 (こちらは内閣府の機関ですが)から
「もうちょっとちゃんとアーキテクチャ検討しろ」というので 1年猶予になり、2006年夏にはそれに
もかかわらずまだ結論がでない、というのでさらに半年延ばしているからです。

現状は、延ばしたあげくに次世代スーパーコンピューター開発実施本部側で作成した開発計画に、
文部科学省内で作った評価委員会でさえ OK を出せていない、ということです。なぜこんなことに

1http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/kaisai/07052315.htm
2http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/shiryo/006/07013004/003.htm
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なってしまっているのでしょうか？

評価委員会の名簿はこんな感じです。

主査 情報科学技術委員会委員 土居　範久 中央大学　理工学部　情報工学科　教授

委員
浅田　邦彦 東京大学　大規模集積システム設計教育研究センター長
天野　英晴 慶應義塾大学　理工学部　教授
小柳　義夫 工学院大学　情報学部長
笠原　博徳 早稲田大学　理工学部　教授
河合　隆利 エーザイ株式会社　シーズ研究所　主幹研究員
川添　良幸 東北大学　金属材料研究所　教授、情報シナジーセンター長
鷹野　景子 お茶の水女子大学大学院　人間文化研究所　教授
土井　美和子 株式会社東芝　研究開発センター　技監
中島　浩 京都大学　学術情報メディアセンター　教授
南谷　崇 東京大学　先端科学技術研究センター　教授
松尾　亜紀子 慶應義塾大学　理工学部　助教授
米澤　明憲 東京大学大学院　情報理工学系研究科　教授、情報基盤センター長

科学官
西尾　章治郎 大阪大学大学院　情報科学研究科長

これをみてすぐに気が付くことは、地球シミュレータやその他大型スーパーコンピューターを使って
大規模なシミュレーションをしている人が殆どいないことです。大学関係の人は殆ど計算機科学が専
門で、スーパーコンピューターのユーザーではありません。天野さんは並列計算機の専門家だし、南
谷さんは非同期回路でプロセッサを作る人、笠原さんはコンパイラ、米澤さんは色々な研究をしてま
すが、大規模数値計算を使う側でも計算を作る側でもありません。

このような委員選定をすれば、スカラー計算機のほうをベクトル計算機よりも高く評価することに
なるでしょう。ベクトル計算機に高い評価を出したければ地球シミュレータを使って計算して成果を
あげている人を評価委員に選ぶべきです。

このような委員選定をした、ということは、以下の 2つのうちどちらかを意味していると単純には
想像されます。

1. スカラー計算機中心の案になっていて、それを通すための委員選定をした。

2. ベクトル計算機中心の案になっていて、それを落とすための委員選定をした。

しかし、このどちらも極めてありそうにない話です。前者なら通っているでしょうし、後者なら時間
をかけてもしょうがないからです。従って、別の可能性を想定するべきでしょう。それは、

どちらとも決めかねている

というものです。元々、 2005年くらいの段階では文部科学省は複合型という主張をしていました。
これは、ベクトル、スカラー、「準汎用」を組み合わせる、というものです。これによりメモリバン
ド幅が必要な計算ではベクトルを、そうでなくて演算中心なら準汎用を、またその中間的な計算や、
あるいはベクトル中心や準汎用中心の応用でも、それらで上手く処理できないところをスカラーで
やる、というものです。準汎用、というので文部科学省の人々が何を考えていたかはさだかではあり
ませんが、 GRAPE-DR は候補の 1つだったようです。

これは私としては必ずしも悪い案ではないと思います。既に何度も書いたように、スーパーコン
ピューターに必要な物量は
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� 計算速度

� ローカルなメモリバンド幅

� 通信バンド幅

です。で、この 3つを同時に全部必要とするアプリケーション、というのはなかなかなくて、アプリ
ケーションによっては主に計算速度だったり、主にローカルなメモリバンド幅だったり、主に通信バ
ンド幅だったりします。そうすると、それらのアプリケーションの特性に合わせて複数の計算機を作
るのが、国家プロジェクトで様々なニーズを満たすなら必要なことです。

私個人の考えはこれとは違っていて、計算速度は他のものより圧倒的に安いのだから、アプリケー
ションのほうが工夫して計算速度を有効に使うことで他の 2つを少なくすませるべきだ、と思いま
す。が、まあ、アプリケーションによってはそううまくいかないものもあるのかもしれません。

この案に対して、総合科学技術会議からついた文句は、「アーキテクチャ1つに絞れ」というもの
だったようです。結局、ここで間違えた、ということだと思います。

と、この辺まで 6/3 に書いたのですが、 6/12 になって「三社連合でやる」とアナウンスがあった
模様です。これはおそらくアーキテクチャを 1つにはしなかった、ということですから、私としては
間違った方向ではないと思います。2つなり 3つなり作ってそれがちゃんと相補的なものになってい
るかどうかが課題でしょう。問題は、一つに絞ろうとした段階で無理がきていないかです。

無理の例は Cray Blackwidow です。これはベクトル機ですが、メモリバンド幅を上げずにピーク
性能を上げるためにキャッシュをつけています。しかし、これは結局ベクトル化できるように書いた
プログラムでは性能がでにくいことは既に議論した通りです。 ベクトル化とは違った性能向上のた
めのアプローチが必要になり、それならスカラーでいいではないか、となるわけです。

(ここから 6/13)というようなことを書いたら、「総合科学技術会議はこんな文句いってないぞ」と
文句のようなものがつたわってきました。2005/11/4 に開かれた総合科学技術会議評価専門調査会
で配布された総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価「最先端・高性能汎用スー
パーコンピュータの開発利用」について（原案）3 をみてみると、要点は 6ページの

「大規模処理計算機部」、「逐次処理計算機部」及び「特定処理計算加速
部」の構成をとる必要性は、まだ明確になっていない状況である。

というものであり、3つ作る意味がわからんとは書いてあるけれど 1つに絞れといったおぼえはない、
といわれればそれはその通りかもしれません。この評価がでたあと文部科学省・理研は一つに絞る方
向で動いたのですが、それは総合科学技術会議の意図そのものでは必ずしもなかった、と。つまり、
私が上に書いたところは、

この案に対して、総合科学技術会議からついた文句は、「アーキテクチャ3つ作る意味がわからん」
というものだったようです。これに応えて理研は 1つに絞る方向で、各社に多数のアプリケーション
での性能評価をさせます。結局、ここで間違えた、ということだと思います。

とするのが総合科学技術会議の側からは正しいのかもしれません。まあ、19ページの個別意見の中
には 1つに絞れとかベクトルにはお金掛けるなとか GRAPE-DRはいかがなものかとか書いてある
けど、それはまあ総合科学技術会議としての文句ではない、ということなんでしょう。

まあ、ここでも、理研には別に 1つに絞るつもりはなくて、アーキテクチャ提案をしてきた各メー
カーが勝手に 1つでそれなりに全部できるようなものをもってきた、とかいう主張も可能ではあり
ます。

と、こんなことを議論しているようでは計算機は作れない、というのは確かです。

3http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu50/siryo4.pdf





Chapter 51

次世代スーパーコンピュータ概念設計評
価報告書(2007/6/27- 2007/7/9追記)

次世代スーパーコンピュータ概念設計評価作業部会の 報告書1が 6/13 にでました。

安藤さんのところ2、マイコミジャーナルのはこっち3に概要の紹介と解釈がありますが、要するに、
評価報告はあるけど評価されるものがなんだかわからないので良くわからない、という話です。

まあ、とはいえ、行間を読んで見るとなかなか面白いレポートで、例えば p13 に

従来のベクトル型の課題を解決する新規のアーキテクチャによる CPU を搭
載するベクトル部

なる記述があります。これは、つまり、地球シミュレータの

� 2演算に対して 1語 (Byte/flops で 4) の高いメモリバンド幅

� 8プロセッサ程度での共有メモリ

� 単段 (かどうか知らないけど)クロスバー

の 1つあるいはおそらくそれ以上を諦めた、ということでしょう。さらに p14 には光インタコネク
トについて奥歯にものがはさまったような

特に光インタコネクト技術は、少なくともシステムワイドなネットワーク
技術として発展する可能性が高い

という評価がでています。素直にシステムワイドネットワークに光を使うシステムならこんな妙な表
現にはならないので、これは少なくとも評価のためにでてきた案ではシステムワイドでないところ
に光が使われていたという意味になるでしょう。つまり、メモリ-プロセッサ間は光であるというこ
とです。ということは、複数プロセッサでのメモリ共有は従来の通りであり、おそらく他の 2つ、つ
まり高いメモリバンド幅とクロスバーは断念した設計になっているのでしょう。

ネットワークはまあ大した問題ではなくて、問題はどこまでメモリバンド幅を落としたかです。 SX-
8R で SX-8 や地球シミュレータの半分に落としてきたわけですから、新規アーキテクチャという以
上もっと落としたと思われます。つまり、

1http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/toushin/07061321/all.pdf
2http://www.geocities.jp/andosprocinfo/wadai07/20070616.htm
3http://journal.mycom.co.jp/articles/2007/06/21/supercomputer/index.html
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SX-8 1語/2演算 (4 B/f)

SX-8R 1語/4演算 (2 B/f)

次世代 1語/8演算以下 (1 B/f 以下)

となるわけです。この、 1 B/f というのはかなりすさまじい数字で、最初の Pentium 4 は 3.4Gflops
(1.7GHzのもので) に対して 3.2GB/s ものメモリバンド幅がありましたから、これとほぼ同じです。
つまり、Pentium 4並のものに「ベクトル」という名前をつけてるわけです。まあ、例えば STREAM
で SX は 64GB/s と本当にこのバンド幅がでますが Pentium 4 あたりだとせいぜい 6 割なので、倍
くらいは違う、と思うべきかもしれません。

ちなみに Cray Blackwidow では load は 2B/f、 store が 1B/f 程度のようですから、実は SX-8R
と大差ありません。

なお、49 でも書いたように、ピーク性能に対する実効性能が高いことは良いことである、という、
私の考えでは誤解である考え方があるわけですが、そのような考え方の問題点が明確に現われてい
るグラフがたるさんのパソコンフィールド4にありました。興味深いものなのですみませんが紹介さ
せていただきます。

図は「ベクトルとスカラのクロスポイント」というもので、要するに価格性能比はメモリバンド幅
要求が低いところでは PC が有利、高いところでは地球シミュレータのようなベクトル機が有利、と
いうものです。

実際に数字をいれてみればすぐにわかりますが、この図5は定性的に正しくありません。地球シミュ
レータは 32GB/s のメモリバンド幅が 1200万円、つまり 1GB/s が 38万円だったわけです。これ
を PC と比べると、2002年なのでまだ Pentium 4 ですが、これは実効 2GB/s のものが 20万円で
買うことができましたから、1GB/s が 10万、つまり

メモリバンド幅が性能を決めるアプリケーションでも P4 のほうが ES の
4倍価格性能比が良い

のです。まあ、これが Cray XT3 のような並列機になると 1ソケット 100万程度ですから、メモリ
バンド幅あたりの値段は当時 XT3 があったとすれば ES と同等です。現時点では Opteron のソケッ
ト当りのメモリバンド幅は P4 のほぼ 4倍になっています。SX-8R は ES の 2倍しかないので、相
対的には悪くなっていて、アプリケーションの B/f がどんな数字でも SX-8R のほうが XT3 より価
格性能比が悪い、という状態です。

図 51.1 に状況を示してみました。ベクトル機のほうが価格性能比が良い領域がある、と思ってい
る、ということは、ベクトル機は図の赤線のように振る舞う、つまりはメモリバンド幅当りの価格が
PC より安い、と思っている、ということです。これは 15年前にはそうだったかもしれませんが、今
はそうではなくなっています。

話を戻すと、次世代で提案されている「ベクトルプロセッサ」は大体緑の破線で書いたような、 B/f
が低いところで少し性能がましになったものになりそうです。あらゆるところで PC より悪い、と
いうのは改善されないでしょう。このシステムの意義は、基本的には性能ではなくソフトウェアやア
ルゴリズムの連続性、つまり、今あるプログラムがまあ動く、というものです。これはこれで極めて
大事なことで、それを前面に出した主張でこのようなベクトルとスカラが両方必要、という議論を組
み立てるべきではないかと思います。それをしなかったために両方をうまく使うアプリケーションを
開発するとかいった机上の空論を述べる羽目になっているのです。

(以下 2007/7/9 追加)というようなことを書いたところ、上の、たるさんのパソコンフィールドに
新しい記事6 がはいっています。私のこの文章は元々「思いつくまま」に書いたもので、必ずしも多
くの読者にわかりやすい、というふうにはなっていないとは思います。例えば、上のグラフに「黒
は普通の PC を 1ノード 100万で買った時の値」と書いたわけですが、これは、普通の PC はノー

4http://www.ne.jp/asahi/comp/tarusan/main166.htm
5http://www.ne.jp/asahi/comp/tarusan/BF5.gif
6http://www.ne.jp/asahi/comp/tarusan/main167.htm
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Figure 51.1: アプリケーションの要求するバイト/フロップス値 (B/f、横軸)と価格性能比 (P/C、縦
軸)の関係。黒は普通の PC を 1ノード 100万で買った時の値。赤はメモリバンド幅当りの価格が
PC より安い、現実には存在しないベクトルプロセッサ、緑は現実のベクトルプロセッサ。

ド 20万であり、これを 5 倍の値段で買うというのは Cray XT とか、あるいはまともなネットワー
クをつけたものを買う、というのが書いたほうの意図でした。が、この記事7では、「ノード当り 100
万」というところは省略されて

しかし、今回のように京速計算機レベルを議論している場合に、PCの図を
直接書き込んで判断する事に問題はないのであろうか？

という疑問がでています。もちろん、これに対する答は、そういうことをしていたとすればそれは問
題だが、上の図はそういう図ではない、ということです。

SX-8R は大体 1Tflops 4億くらいでしょう。1GB/s 当り 20万円です。 Cray XT4 はどうもノー
ド当り 100万よりちょっと安いようですが、 100万だとして DDR2 800 がつくなら (つくかどうか
知らないですが) 12.8GB/s ですから 1GB/s 当り 8万円です。これが上の図での黒線 (XT4)と緑線
(SX-8R)の関係です。ついでに、

ただし、当サイトの考えではベクトル機の B/F比が低いと言うことは、そ
の分価格も安いという事を意味すると思う。

とありますが、これも上の図にある通りです。 B/f を下げることで、緑実線を緑破線のように左上
方向に持ち上げることができます。が、もちろん、これをしてもあらゆる領域でベクトルがスカラ並
列機よりも悪い、というのは変わらないわけです。念のため、普通の PC を図にいれたらどうなる
か見てみましょう。

いうまでもないことですが、黒破線は黒実線の 5倍上にきます。

この辺は、まあ、結局、なんにしても正しい理解をうながすのは難しい、ということなのですが、
それでおわっては話にならないので稿を改めてもうちょっと論点を整理してみたいと思います。

7http://www.ne.jp/asahi/comp/tarusan/main167.htm



220CHAPTER 51. 次世代スーパーコンピュータ概念設計評価報告書 (2007/6/27- 2007/7/9追記)

Figure 51.2: 上の図に、1ノード 20万の普通の PC を黒破線で加えたもの。黒実線は Cray XT4 等
のそこそこ高いスカラ並列機、赤は現在に存在しない極めて価格性能比の良いベクトルプロセッサ、
緑実線は現実に存在しているベクトルプロセッサ、緑破線はベクトルプロセッサの今後の方向 (推定)。



Chapter 52

スーパーコンピューターを 20万円で創
る (2007/7/28)

集英社新書から「スーパーコンピューターを 20万円で創る」という本がでました。これは、GRAPE-
1, 2 の開発の中心であった伊藤が、当時のいきさつその他を彼の視点から書いたものです。彼の視点、
といっても、この本をみていただければわかるように伊藤は漫画「栄光なき天才たち」「Brains」の
原作者でもあり、単純に本人の手記、というものではなくちゃんとした読みものに仕上っています。

まあ、その、私としては、自分のことが「コンピュータの天才」とか「早熟の天才」とか「神童」
とか書いてあると、その、わかりやすくて面白い話にするためにはそういうふうなことにするのかも
しれないけどなんか違う、という気もします。

もうひとつ、ちょっとというかこれはかなり違うという気がするところは、戎崎の貢献が過小評価
されている、ということです。伊藤と戎崎の間の関係は非常に円滑、というわけではなかったことは
本を見ればわかる通りで、そのために直接の接触が少なかったためかもしれません。伊藤の 2年後輩
で GRAPE-1A の開発をした福重によると、福重が学部 4年になって研究室に配属された時、伊藤
は相変わらず夕方まで大学にこない、というサイクルを保っていたそうです。

本の中で、楕円銀河の形成の謎を解明、みたいな話がでてきます。これは私がやったみたいに書い
てありますが、確かに計算したのは私ですがそういう問題をやろう、というテーマ設定は戎崎がした
もので、そのための文献や他の人の研究のサーベイといったことも戎崎が中心になってやっていま
す。GRAPE-2 を使った研究でも、戎崎が中心的な役割を果たしていることは既に 34 で書いた通り
です。

なお、「スーパーコンピューターを 20万円で創る」というタイトルは詐欺で人件費がはいってない
じゃん、というようなコメントもネット上にありますが、このタイトルは伊藤の望んだものではなく
出版社側の強い希望によるものである、ということはここに書いておきたい気がします。
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Chapter 53

ベクトルとスカラ？ (2007/7/28)

51 でベクトル機とスカラ機の優劣について論点を整理する、と書いてみたわけですが、実は、とか
いうまでもなくこの文章の前のほうでそんなことは何度も繰り返して議論しています。なので、繰り
返しになってしまいますが、ちょっと書いてみましょう。

ベクトルアーキテクチャの基本的な問題点は、それが 30-40年前の半導体技術、計算機製造技術を
想定したもので現在の半導体技術にはむかないものであるということです。

いくつかの設計上の選択から、この点を検証してみましょう。まず、 Cray-1 の場合のベクトルレ
ジスタです。Cray-1 は 64語のベクトルレジスタを 8 本もちます。これは 16ビットの容量を持つ
IC で構成されたので、1語が 4チップ、全部で 2048 チップです。これに対して、例えば乗算器は少
なくとも 2万ゲート程度必要です。 Cray-1 で使った論理 IC は 4ゲート相当程度なので、少なくと
も 5000チップが乗算器に使われています。なお、パッケージピン数はどちらも 16ピンだったはず
です。つまり、回路規模として乗算器だけでベクトルレジスタの数倍あったわけです。

ところが、現在の集積回路でベクトルレジスタを構成するとサイズはこんなものではすみません。
レジスタに安直にフリップフロップをつかうと、 1 ビットは 10 ゲートにもなるのでそれだけで
64× 64× 8× 10 = 327680 で、32万ゲートにもなり乗算器の 10倍の面積になります。マルチポー
トメモリセルで実装すればある程度は小さくなりますが、乗算器よりも小さくするのは困難です。つ
まり、 Cray-1 のアーキテクチャでベクトルプロセッサを作ると、現在の技術ではチップ上でベクト
ルレジスタのほうが演算器よりもかなり大きくなります。言い換えると、演算器の数を増やしても
チップ面積も消費電力も大して増加しません。

これはに対して、 Cray-1 の時代ではそうではなく、演算器がベクトルレジスタよりも大きかったわ
けです。このため、 64語 8 本というサイズはハードウェア設計として無理がないものといえます。

なお、日本のベクトル機のベクトルレジスタは Cray-1 のものよりはるかに巨大です。これは、1980
年代初めには適切だったのかもしれませんが現在はそうではありません。

次に主記憶です。 Cray-1 のメモリは最初は 1kbit チップです。主記憶は 1M 語ですから、7万 2千
個ものメモリチップを使ったことになります。(メモリは ECC があったようです)メモリアクセスタ
イムは 50ns で、演算器のクロックの 4倍です。 これを 16バンクにすることで十分なデータ転送速
度をもたせています。メモリチップの数からは回路規模を大して増やすことなくもっとバンク数を増
やせるしメモリのピーク転送速度も上げることができますが、必要ないのでしていない、というもの
です。

チップ数としては乗算器の 10倍程度です。まあ、その、メモリが大きいのはしょうがない、と思う
とこんなところでしょう。

まとめると、 Cray-1 では大きなベクトルレジスタと、バンド幅の大きな主記憶をもたせています
が、これらはコストを上げる要因にはなっていない、ということです。主記憶の容量自体はコストに
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影響していますが、バンド幅はそうではありません。言い換えると、 Cray-1 の設計は、ベクトルレ
ジスタの大きさや主記憶の転送速度が製造コストを圧迫しないように、という観点でなされている
のです。

ところが、現在の半導体技術で演算器とベクトルレジスタの大きさ、演算速度と主記憶の転送速度
を Cray-1 と同じ比率にしようとすると、まずベクトルレジスタが演算器よりもはるかに大きくな
ります。主記憶の転送速度はさらに問題が大きく、 NEC の SX-8R 後継で実現するといわれている
100Gflops 程度の速度の場合、 Cray-1 並なら 50ギガ語/秒程度、つまり 3.6Tbits/s の転送速度が
必要です。 PCI-Express 並の 2.5Gbits/s の線を使ったとして 1500本となります。これはすでに大
変です。が、CPU チップのほうはこれはできるかもしれないとして、DRAM は例えば DDR-2 800
を使うと 1モジュール当り 6.4GB/s ですから、少なくとも 64モジュールないと転送速度が足りませ
ん。Cray-1 並の実効的バンク多重度にするとさらに 4倍の 256 モジュール、DRAM チップの数で
2000個にもなります。

NEC のベクトルプロセッサの場合、元々プロセッサチップのトランジスタの殆どを演算器以外の何
かに使っています。殆どを演算器に使うなら、 45nm プロセスで 2000個くらいの乗算器を入れるの
はそれほど困難ではなく、仮に 2GHz のクロックで動作させれば加算器と合わせて 8Tflops の速度
になります。そうすると必要なメモリバンド幅は上の数字の 80倍になって、メモリチップが 16万
個になってしまいます。このような設計は明らかにばかげているので、違う方向が必要なわけです。

では、スカラプロセッサはどうか、というわけですが、プロセッサチップのトランジスタの殆どを
演算器以外に使っている、というのはベクトルプロセッサと変わりません。が、キャッシュ等を使う
ことで演算速度当りのメモリバンド幅を落としていることと、 Intel x86 のような量産されているプ
ロセッサの場合にはシステム全体として製造コストが低いこと、さらにはマルチバンクにすることを
諦めて連続アクセスしかしないことでメモリバンド幅当りのコストを引き下げていることで、ベク
トルプロセッサに比べれば演算性能当りの価格は大きく下がっているわけです。メモリバンド幅当り
の価格も上の 2つの要因のため下がります。1チップでの、パイプライン演算器をもったスカラープ
ロセッサが可能になったのは 20年ほど前ですから、その時点で上の状況になっています。

従って、現在は、あるいは 20年くらい前からそうなわけですが、スカラプロセッサが伝統的なベ
クトルプロセッサよりも価格当り演算性能でも価格当りメモリバンド幅でも有利、という状況になっ
ています。が、別にこれはスカラプロセッサの機械が最善である、というわけでは全くなく、例えば
価格当りの演算性能を最大にするならもっと違うアプローチがあるし、価格当りのメモリバンド幅を
最大にするのでも、 GPU でやっているようなアプローチもありえるわけです。

つまり、「ベクトルかスカラか」という議論自体が既に 20年前の半導体技術に対する議論であり、
現在はそんなことを今更議論している場合ではない、ということです。

もちろん、これは純粋にハードウェアからの議論で、ソフトウェアのことは考えていません。



Chapter 54

次世代、ペタスケール、T2K
(2007/8/12)

次世代スーパーコンピューターは、CSTP 評価専門調査会1には報告原案2がでたとのことで、まあ
承認されたものと思われます。文部科学省の評価なんとかではゴタゴタした割にはこちらはすんな
りいったようです。まあ、委員の面子を見るとそんなものかなという気もします昨年 10月のレポー
ト3の「フォローアップ検討会名簿」と比べると、土居さんと小柳さんが外れて、その代わりに中辻
さんという人がはいっています。つまり、計算機ハードウェアや HPC の専門家はいなくなった委員
会で評価を行ったわけです。

まあ、土居さんと小柳さんは文部科学省のほうの委員会に入ってたからこっちは外れたのか、と思っ
たら VDEC の浅田さんははいったままですね。なんかそんなのでいいのかという気がします。

そんな委員会ならシャンシャンで終わったのか、と思うとどうもそうでもないようで、上のレポー
トの「補足 3 評価コメント」とかを見ると

提案する概念設計は当初の速度性能目標達成可能性において「あり得る
一つの形態」と判断され妥当は範囲と考えられる。代替案に比較して性
能上大きな差は見られないものの、(以下略)

とか他にも結構凄いことが色々書いてあって、CSTP としてはこれが上手くいかなかった時に「だ
からいったじゃないか」と責任のがれができるような方向にまとめているように思います。(評価報
告としてはこれは当然のことで別に責任のがれが悪いとは私は思いません)

が、そんなこんなで日本のプロジェクトが足踏みしている間にアメリカでも同じような話が進むわ
けで、 NSF のペタスケールの話がリリースされました。HPC wire の報道4によると

� 2011 年完成

� IBM Bluewater を イリノイ大学に

� ピーク性能は 10 ペタフロップスらしい

とのこと。これは、CMU-Intel の 40Pflops、UCSD-IBM(BG/Q) 20Pflops、U Tennessee/ONRL-
Cray 20Pflops を押しのけて採択されたものだそうです。で、「何故こんな選択を」とか「決定プロ

1http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu67/haihu-si67.html
2http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu67/siryo2.pdf
3http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu59/siryo2.pdf
4http://www.hpcwire.com/hpc/1717690.html
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セスが不透明すぎ」みたいな声がでてるとか。どっかで聞いたような話です。一つのポイントは、し
かし、このペタスケールの話は「わずか」 2.08億ドルの話だということで、日本の次世代とは速度
が同じで値段が 1/5 なわけです。もちろん、これは DARPA がお金を出した HPCS の成果をその
まま買ってくるから、という面もありますが、HPCS 自体もそれほど巨額ではないので、何故日本
ではそんなにお金がかかるんだ？という点はやはり問題です。

さて、次世代スーパーコンピューターへの対抗、という意味合いもあって日本の大学の計算センター
は色々やっているわけですが、その中でも大きなものが T2K、あるいは「オープンスパコン」の名
で知られるプロジェクトです。これは、今年度終わりから来年度初めにかけての時期に、筑波大学、
東大、京大の 3大学でほぼ共通仕様のスパコンを入れる、というものです。

スーパーコンピューターの導入というのはなんだかとても面倒で手数のかかるものです。今年度国
立天文台でも導入しますが、 入札公告5にある通り

� 5/25 公示

� 7/27 入札書受領期限

� 9/14 開札

で、実際の納入、運用開始は年度末あたりを予定しています。実はその前にさらにステップがあって

� 資料等の提供招請 大体公示の 1年前

� 仕様書案に対する意見招請 公示の数ヶ月前

というようなことをしないといけません。スーパーコンピューターの定義は、少なくとも天文台で検
討を始めた昨年度は 1.5Tflops 以上、というもので、GPU なんかどうするんだろうと思いますがま
あそれはそれとして、クラスタとか買う時には結構面倒です。

T2K では「資料等の提供招請」は こんな感じ6です。(2008/1/4 注記:左のリンクは現在見えなく
なってます。ここ7から「資料等の提供招請」、「スーパーコンピューター」、「東京大学」、「2006/1/1-
2007/1/1」を選択して下さい」)「要求要件」が問題ですが、以下の通りです。(どうでもよいところ
は省略してます)

　 (6) 調達に必要とされる基本的な要求要件

　　Ａ　今回導入するスーパーコンピュータシステムは、超並列型スー
　　　パーコンピュータシステムである。超並列型スーパーコンピュー
　　　タシステムは複数ノードで構成される高並列型計算機であること。
　　　ここで、ノードとは、主記憶を共有する１台以上の CPUから構成さ
　　　れるコンピュータシステムであると定義する。ノード単体あたりの
　　　理論ピーク演算性能が 160 GFLOPS以上（倍精度浮動小数点演算）で
　　　あり、かつ理論ピーク演算性能の総和が 150 TFLOPS以上（倍精度浮
　　　動小数点演算）であること。実効演算性能については、ベンチマーク
　　　により評価する。
　　Ｂ　ノード単体あたりの主記憶容量は 32 GByte以上であり、かつ総主記憶
　　　容量は 30 TByte以上であること。全ノードの内、16ノード以上は 128

　　　 GByte以上の主記憶容量を有すること。
　　Ｃ　 CPUは 64ビット拡張された IA32アーキテクチャに基づくものであるこ
　　　と。
5http://www-gpo3.mext.go.jp/kanpo/gporesultm.asp?idno=D0026488
6http://www-gpo3.mext.go.jp/kanpo/gporesultm.asp?idno=B0002952
7http://www-gpo3.mext.go.jp/kanpo/gposearch1.asp



227

　　Ｄ　各ノードが備えるノード間接続のためのネットワークリンクのデー
　　　タ転送速度の理論ピーク値が、１ノードあたり５ GByte/秒以上である
　　　こと。
　　Ｅ　ノード毎に総計 250 GByte以上の物理容量を有する磁気ディスクドラ
　　　イブ群を備えること。当該の磁気ディスクドライブ群は RAID-１による
　　　運用が可能であること。
　　Ｌ　全ノードのうち半数以上のノードがフルバイセクションバンド幅で
　　　接続されること。残りのノードにおいては、多数のノードでフルバイ
　　　セクションバンド幅が確保されることが望ましい。

これは「資料提供招請」であって仕様書ではないものですが、文章の最初に

次のとおり物品の導入を予定していますので、

とあり、この段階で書いた要求要件と最終仕様が大きく違うようでは資料提供招請の意味がないの
で、あまり変えることはできません。つまり、

� 1ノードは 160Gflops 以上、メモリ 32GB 以上

� CPU は x86-64

� ネットワークはノードのところで 5GB/s 以上

� 全ノードの半分以上が「フルバイセクションバンド幅」で接続

� 拡張ノードに 250GB 以上のディスクを 2 台以上

というあたりはほぼ固定されたものです。ノードは、今年から来年にかけてでるものでの選択肢は

� Intel Tigerton + 7300 チップセット、 4 ソケット

� AMD Barcelona 、 4 ソケット

で、クロック 2.5 GHz 以上必要、となります。消費電力の観点ではメモリ回りで滅茶苦茶電気を食
う FB-DIMM を使う 7300 チップセットは避けたいところですから、普通は AMD を使うことにな
ります。メモリバンド幅やレイテンシでもかなり大きな差があります。が、AMD は 2.5 GHz の出
荷が一応年内となってますが数はそろうんだろうか？みたいな情勢です。そうすると、システムが納
入可能かどうか難しいところになります。

で、少なくとも公開資料からは何がどうなってるかわからないのですが、T2K システムについて仕
様書案に対する意見招請もまだでていない段階のようです。普通に考えると年度内の納入はありえな
い、というところです。まあ、事務処理には色々ワザがあるんでしょうから、なんとかなるのかもし
れません。

この情報提供招請のもうひとつの特徴は

既存の製品を排除する要求要件になっている

ことです。まず、 4 ソケットということで Cray は入りません。次に、ネットワークが 5GB/s 以上、
というところでほぼ自動的に各社が持っているブレードや高密度サーバは仕様を満たすものではな
くなり、新規にマザーボードや場合によってはスイッチも開発が必要になります。まあ、スイッチは



228 CHAPTER 54. 次世代、ペタスケール、T2K (2007/8/12)

Sun の Magnum スイッチでもいいのですが、とにかくこのプロジェクト用に色々新規開発してくれ
るところでないと入らないわけです。

ノード当り 5GB/s もの速度がどういうアプリケーションで必要なのかどれほど検討したのか知り
ませんが、オープンスパコンといいながら既存製品では駄目、という仕様を書くのはちょっといって
ることとやってることに差があるような気がしなくもありません。

と、人のところの調達に勝手なことを書いてますが、実際、国立天文台の仕様書はこういう細かい
指定はなしで、適当にある機械をもってくればいい、でもベンチマークで性能はもってきてね、とい
うものにしています。で、とりあえず入札とかのプロセスはスケジュール通り進んでいます。

おそらく、「オープンスパコン」という言葉の意味は、計算センタースタッフが設計した機械をどこ
かのメーカーに作らせる、でも、チップとかの新規開発はなしで出来合いの部品を使う、というもの
なのでしょう。これはこれで悪い方針ではないと思うのですが、設計は悪いと思います。まず、4ソ
ケットを必要条件としているところで恐ろしく高価なものになります。Intel の現在/将来の価格は、
そこそこクロックの高いモデルで大雑把にいって

1ソケット用 (Core 2 Quad) 5万円
2ソケット用 (Xeon 5000) 10万円
4ソケット用 (Xeon 7000) 20万円

といったところで、4ソケットのノード 1つには CPU だけで 80万円ですが、1ソケット 4ノード
なら 20万円ですむわけです。もちろんネットワークとかがあるのでこれだけで価格が決まるわけで
はないですが、1ノードの中で収まるような計算しかしないのならともかく、 4000ソケットも導入
するなら全部 4 ソケットノード、というのは価格性能比的にどんなものかと思います。もちろん、
TSUBAME のようにどういうわけか知らないけど恐ろしく安い、というものならその限りではない
のですが、T2K は現在のレンタル料金 (東大の場合月額 1億以上)から見るとそれほど安くはならな
いと思われます。単純に 5 年レンタル、60億、4000ソケットとすると 1ソケット 150万円になるか
らです。この 150万円の中で CPU を買ってくる値段が 1/8 以上を占めるわけで、全体価格を引き
上げることにかなり貢献していると思われます。

が、単に 4ソケット、というだけなら高いにしても各社製品をもっているので、価格競争が成り立
ちます。しかし、さらにネットワークで独自仕様とかにすると作ってくれるところが限られ、さらに
初めからそういう、作ってくれるといったところがいってきた価格を想定したような資料提供招請の
要件になっているわけです。

こういうのは結果が問題でプロセスは本質的ではないのですが、プロセスを始める時点で結果がそ
こそこでしかないとわかり、しかもそのそこそこの結果も予定通りにはいかない、というのはちょっ
とどんなものかと思います。
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国立天文台の次期システム
(2007/10/11)

国立天文台では今年度末にスーパーコンピューターの機種更新を行うことは前回等にも書いていま
すが、9月に入札結果がでました。官報にでてるはずなので公知のことで、私がここでなんか書いて
問題はないはずなのでちょっと書きます。あと、日経とかから取材もあったので。

落札したのは NEC で、システムは NEC SX の次期システム (未発表)と Crayの XT4, NEC のは
要求仕様が 1.6 Tflops 以上、XT4 はクレイジャパンの資料によると 824 ノード、 29 Tflops のシス
テムです (予備ノード含む)。レンタル費は月額 2000万ちょっとで 60ヶ月なので総額 12億円となり
ます。XT4 と SX 次期システムのレンタル費の配分は内緒なのですが、 SX 分が例えば 2 億円とす
ると (これは実際の数字ではありませんが)、 XT4 は 10億となって 1 Tflops 3400万円です。 SX
の数字が正確ではないのでこの数字は誤差があり、かなり値段が高い目の推定値です。

この値段が高いか安いかというのはなかなか難しいところがありますが、前回推定したように東大・
筑波・京大 (T2K)の「オープンスパコン」は 1Tflops 4000万以上なのでこれに比べるとそこそこ安
くなっています。

とはいえ、今回の我々の調達は値段だけで選んだわけではなく、ベンチマーク、特に実際に納入され
る程度のノード数での並列実行での性能を重視しています。とはいっても、実際に納入される CPU
で実際に納入される規模のシステムでのベンチマークというのを要求すると、最新の CPU を使った
ものがこない、ということになるので、今回はノード数 (ないしコア数)は同じ程度で、世代が古い
CPU での実行結果から、実際に納入されるシステムでの性能を推定して出すこと、という形にして
います。

ノード数が大きいクラスタシステムではなかなかアプリケーションの性能がでない、というのは割合
良く知られた問題で、これはアプリケーションのスケーラビリティだけの問題ではなく OS のチュー
ニングができているかとか通信ライブラリはどうかといった結構細かいところが効いてきます。その
辺がちゃんと出来ています、という実績を要求したわけです。

国立天文台の要求仕様は東大・筑波・京大のような新規開発を要求するものではありません。私達
は要求仕様を各社のスカラ並列システムや PC クラスタにインフィニバンドネットワークをつけた
もので仕様を満たすことができるように設計しています。その代わり、実際にユーザーのプログラム
で性能がでることを示して下さい、という要求をつけたわけです。もちろん、これは大学の計算セン
ターではなく、天文台を研究する国立天文台のセンターということで代表的なアプリケーションプロ
グラムを選ぶのがそれほど難しいわけではない、という事情もあります。

結果的に今回はメインシステムが Cray XT4 となりました。この文章の最初のほう ( 3 )でも書い
た通り、 XT4 は微妙な位置付けのシステムであり、PC クラスタにインフィニバンドネットワーク
をつけたものに本来ならば価格では競合できるものではありません。実際、Cray の本国であるアメ
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リカでは価格ではクラスタと競合できないけれどスケーラビリティでは圧倒的に優れている、という
ことで大口カスタマーに採用されています。しかし、現在のところ日本では大規模な PC クラスタ
の値段が恐ろしく高いものになっており、さらに大規模な PC クラスタでアプリケーションをチュー
ニングした実績を持つベンダがあまりない、という状況になっています。上に述べたように、T2K
の「オープンスパコン」が Cray よりも安くなかったりするわけです。これは、国内の大手メーカー
が非 x86アーキテクチャのマシンを HPC向けには出してきていた、ということにもよっており、国
内の大手メーカーに技術力がないわけではないけれど価格性能比的には非 x86 アーキテクチャのマ
シンは話にならないので競争力を急速に失いつつある、ということでもあります。

例えば T2K システムのようなものを基盤に、国内メーカーが大規模クラスタでのアプリケーショ
ンや OS チューニング技術を早期に確立し、さらに価格的にも競争力があるシステムを構築できる
ようになることが早急に必要です。

しかし、 Cray の現状をみていて思うことは、やはり HPC マーケットでその他大勢ではないプレ
イヤーであるためにはなんらかの独自技術が必要である、ということです。 XT4 では、アーキテク
チャとしてはネットワークだけに独自性があり、そこに集中していくことで現在の地位を築いたわ
けです。これは T3x の 時と本質的には変わっていません。結局超並列システムではネットワークが
最大の問題ですから、これは正しい選択でしょう。 CPU はその時点でマーケットにある最も良い、
あるいは少なくとも最も良いものとの差がひどく大きくないものを使えばそれでよい、というわけ
です。

ここで日本メーカーがするべきことは、本来は過去の日本のやり方、良く言えば競争相手の良いと
ころを吸収すること、悪くいえば真似をすること、に立ち戻ることでしょう。理研の次世代スーパー
コンピューターにしても、そういった展開も視野にいれて技術開発をしていかないと競争力がないも
のを国の税金で開発した、という結果になってしまいます。

なお、私は x86 でスーパーコンピューター、というのが唯一の正しい方針とは思っていません。国
立天文台のスーパーコンピューターシステムも、SX/XT4 の他に GRAPE-DR も共同利用システム
として導入し、ピーク性能やピーク性能での価格性能比に関してはそちらのほうが良いものになり
ます。 但し、GRAPE-DR は現在振興調整費で開発中であり、レンタル契約に含まれる性格のもの
ではありません。そのために今回のレンタル契約には含まれていません。

GRAPE-DR も稼働するようになった時点での国内天文台のシステムは、ベクトル、スカラー、
GRAPE-DR の 3種類のアーキテクチャの複合型で、 GRAPE-DR の部分が非常に計算インテンシ
ブな粒子系アプリケーション等を主に実行し、スカラ部分はスカラー並列に対応したチューニングが
できている大規模な流体コード等、ベクトル部分はベクトル向けに最適化された既存の流体コード
等、とアプリケーションの種類や開発状況で使いわける、というシステムになります。理研次世代で
当初計画されていた複合型の理念に近いものです。

理研次世代では、前に書いたようにシングルアーキテクチャに絞る方向で検討を進めた上で結局絞
りきれなくなって 2種類、となり、しかしその 2種類の間に明確な差を見つけにくいものになってい
ると推定されます。これはあまりに危険な方向であり、2種類にするならそうした時点でアーキテク
チャの再検討をするべきでしょう。
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T2K (2008/1/5)

54 で東大、筑波、京都の T2K システムについて書きましたが、昨年 12/25 に落札結果がアナウン
スされました。東大が日立、京都が富士通なのは予想通りですが、日立と富士通の闘いになると思わ
れていた筑波大学ではなんと Cray Japan が落札するという意外な結果になりました。

詳しい話を筑波大学の朴さんとかに聞いてしまうとあまり勝手なことが書けなくなるので、ここで
はとりあえず詳しい話を聞く前に想像で色々書きます。

Cray 本体は仕様を満たす製品をもっていないので、 Appro のクラスタシステムを CJ が運用する
となる模様です。Appro はそれなりに実績のある会社で、最近ではTri-Lab Linux Capacity Cluster1

の契約をとったことでニュースになりました。Tri-Lab システムの仕様は基本的には T2K と大して
変わらない 4ソケット Opteron サーバですが、ネットワークで無理をしないで 288ポートのスイッ
チでつなげられる範囲 (144ノード)を SU という名前の単位にして、それを複数納入、という仕様
です。T2K はその辺、ノード当りでのネットワークバンド幅の要求が妙に高いもので、 IB ポート
を沢山つけないといけないところが少し大変です。

4ソケットのラックマウントサーバやブレードサーバーはもちろん Sun, IBM, HP といったところ
も製品をもっているわけですが、特にブレードサーバーでは IB ポートを増やすためには再設計が
必要なので、 T2K のためだけに開発するというのは確実に注文をとれるわけでなければやりにくい
ところです。しかし、噂では Sun も筑波には応札した模様です。Sun の 8000シリーズ (いわゆる
Andoromeda) ブレードサーバーの仕様を良くみてみると、これは 4ソケットのブレードから x8 が
4本、 x4 が 2本でています。なので、ブレード自体ではなくネットワークモジュールだけを作れば、
結構コンパクトなものが作れる計算です。

Appro の場合、2U サーバー2で PCI-Express 16 レーン 2 スロットをサポートするので、16レーン
スロットを 8レーン 2スロットに変換した上で Mellanox の 4x DDR IB カードをつけるようなこと
をすればネットワークの速度は十分です。チップセットが nForce4 Professional 2200/2050 なのがな
んだか時代遅れな感じもありますが、 Opteron の場合はチップセットはネットワークとか I/O の速
度にしか関係しないのであまり問題はなさそうです。チップセットが古いのは Sun の Andoromeda
も同じです。

ということで、私が 54 で書いたことはそんなに正しくなくて、新しくマザーボードから作らなく
ても T2K 仕様に対応することは可能だったようです。その割には東大、京大を国内メーカーが落札
できたことがむしろ不思議、ということかもしれません。3大学共通仕様なら、 Tri-Lab のように 1
メーカーが全部落とせそうなものですから。

ここで興味深いのは Cray Japan の落札価格でしょう。筑波大学は現行の VPP5000/80 のレンタ
ル料金は月 4000万程度で、東大がおそらく月額 1億以上をもってきているのに比べると数字が小さ

1http://www.appro.com/company/view3.asp?Page=1&Num=101
2http://www.appro.com/product/server 2Uxserver opteron.asp
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く、京都も 6000万程度のはずです。T2K では東大 150TF、 筑波 95 TF、京都 66TF ですから筑
波は 7-8000万は必要になり、計算があいません。学長がどこかから予算配分したのかもしれないで
す。しかし、 Cray や Sun の応札価格はそんなに高くないはずです。Sun の場合には TACC、Cray
では他に沢山ある XT4 の価格から極端に外れた価格にするのは問題があるからです。(2008/3/8 追
記: 60 に更新した情報を書きました )

Cray にとっては T2K はなかなか難しい話で、本来ならば単純に XT4/5 を入れたかったところで
しょう。実際に大規模計算を多数ノードでやるという観点からは XT4 に比べて Appro のシステム
に何かメリットがあるわけではありません。4ソケットで共有メモリの範囲が広いので、4ソケット
までで計算するならプログラムが楽だ、というくらいです。

とはいえ、日本の大学計算センター及び国内計算機メーカーにとっては、今回の T2K で 1箇所に
は Cray がはいったというのは実は良いことであるように思います。チューニングや運用に関して、
Cray ではこうやっているというのがわかるからです。別に Cray が圧倒的に進んでいる、というわ
けではありませんが、Red Strom, や XT3 は大規模システムでちゃんと性能を出しているものであ
り、現在の国内メーカーで同等のことができているかというと少し難しいでしょう。もちろん、実際
に大規模なシステムを納入し、チューニングすればできるようになる話ですが、まあ、既にやったと
ころがあるならそこから学べることは学んだほうが得です。



Chapter 57

求人公告 (2008/1/24)

日記にも書いてますが、ひょっとしてこっちを読んでおられる方の中に興味を持つ人がいるかもしれ
ないので。

国立天文台天文シミュレーションプロジェクト (CfCA)では、「専門研究職員」というものを現在 2
名募集中です。詳しい情報は CfCA のサイト1にありますが、

� ファイルサーバ、ネットワークの構築・運用

� PC クラスタ、 GRAPE-DR クラスタの構築・運用

をおこなっていただく方で、給与は国立大学等の助教 (助手の名前が変わったもの)相当となります。
国立天文台には多数の観測所等に専門研究職員が在籍していて、機器開発、運用の重要な部分を担っ
ておりますが、 CfCA でもそのような形で職員の増強を図っていくものです。上のような業務内容
ですので、天文学研究の経験が必須、というわけではありません。もちろん、計算機を使ってどんな
研究をしているか、ということの理解が、良いシステム構築のためには必須ですが、これは実地に経
験していけばよいことと思っています。また、博士号も必須ではありません。

本来ならばこのような職は常勤 (任期なし)の技術職員等が担うべきものですが、国家公務員定員削
減や国立大学、国立研究所 (正式には「大学共同利用法人」) の予算削減が一律、無定見に行われる
なか、運用業務、研究開発を続けていくためにはどこでも非常勤職員の増強が必須となっています。

CfCA では、今年度 4月から、

� NEC SX-9

� Cray XT4

� GRAPE-5/6/7

� GRPE-DR

� 汎用 PC クラスタ

と多種の計算システムを持つことでこれまでの大学・国研の計算センターに比べて低コストで高い計
算能力を多様なニーズを持つユーザーに提供する、という新しい方向性を目指していきます。そのよ
うな新しい HPC のための計算センターのありかた、また GRAPE 等のハードウェア、ソフトウェ
アの開発等に興味がある方は是非応募を検討していただければと思います。職務内容等についての問
い合わせは牧野まで直接でも結構です。

1http://www.cfca.nao.ac.jp/

233





Chapter 58

池田信夫氏の京速批判 (2008/2/3)

池田信夫氏という、経済学者であるらしい人の京速計算機批判1で、私の文章があたかも彼の主張を
サポートするものであるかのように引用されています。

スパコン GRAPEを開発した牧野淳一郎氏も指摘するように、ベクトル型の寿
命は 20年前に終わっているのだ。

とか

追記：牧野氏が、京速計算機についてきびしい評価をしている。「 2010年
度末には大体のシステムを完成させる、ということになっています。プロ
セッサから新しく作るのであるとまあ 5年はかかりますから、これは、既
に時間が足りない、ということを意味しています」。つまり「新たに CPUか
ら作る」という計画が、ムーアの法則を無視した愚かな発想なのだ。

とか。まあ、その、専門家でない人が書くことですし、別にどうでも良いかと思っていたのですが、
最近池田氏が色々な主張をするのに、私のこの文章が彼の主張の根拠であるような書き方をしてい
て、それは若干違うのではないかと思ったので少しこちらにも書くことにします。主張の具体的な内
容と、その適切さについては最近の池田氏の文章2と、それに関係する色々な Web 上の文章をみて
いただくことにして、ここでは、とりあえず、京速計算機批判3にある

このようにコスト・パフォーマンスが大きく違う最大の原因は、アメリカ
のスパコンが AMDの Opteronや IBMの PowerPCなど、普通の PCに使われるスカ
ラー型 CPUを多数つないで並列計算機を実現しているのに対して、日本が
特別製のベクトル型プロセッサを新規開発するからだ。

というところを取り上げておきましょう。これはかなり基本的な事実誤認です。というのは、確かに
今回の京速計算機のプロジェクトではベクトルプロセッサも開発することになっていますが、性能の
大半はスカラープロセッサが担うことになっているからです。もちろん、ベクトルの分を全部止めに
すれば価格性能比を 2倍程度にはできるかもしれませんが、それ以上にあがるようなものではあり
ません。つまり、京速計算機プロジェクトに問題がないわけではないですが、ベクトルを新規開発す
ることが最大の問題、というわけではありません。ついでにいえば、 PowerPC は普通の PC に使わ

1http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/7a0b5fd9f33ff6d2be7f8e8255b7007f
2http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/976e4283567f163f7f92c02cc1e6cddc
3http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/7a0b5fd9f33ff6d2be7f8e8255b7007f
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れるスカラー型 CPU ではないし、IBM BlueGene の CPU は PowerPC そのままではありません。
つまり、この 1文の中に少なくとも 3つの間違いがあります。

それから

そもそも、このプロジェクトの発端は、地球シミュレータの年間維持費が
50億円と、あまりにも効率が悪く、研究所側が「50億円もあったら、スカ
ラー型の新しいスパコンができる」という検討を始めたため、ITゼネコン
があわてて次世代機の提案を持ち込んだことらしい。

というのはもう事実誤認とかそういうレベルではなく、全くデタラメとしかいいようがない代物です。

京速のプロジェクトに全くなにも問題がなく、素晴らしいプロジェクトである、というわけではな
いですが、このような無知と事実誤認に基づいた批判は、結果的に「批判は無知と事実誤認に基づく
ものである」という反論を容易にさせるものであります。また、ついでにいえば私の文章もそういう
ものであるというようなトンデモ議論をする人もでてくることになるわけで、かなり迷惑なもので
はあります。

まあ、こういうことは良くあることなのでしかたがないのですが。

(以下 2/4 追記) 池田氏の新しいエントリー4(2/4 00:29:59のコメント)に

彼も、私の記事をちゃんと読んでないみたいですね。私は「京速計算機がす
べてベクトル型だ」と主張したことはありません。前にもみたように、調査
会の批判を受けてベクトル型だけでやる計画が後退し、スカラー型が混在す
るようになったので、ますます何をやるのかわからないものになってしまっ
たのです。

と書いてあるのですが、私には池田氏が「ベクトル型だけでやる計画が後退し、スカラー型が混在す
るようになったので、ますます何をやるのかわからないものになってしまった」と、このエントリー
そのもの以外のどこで主張されているのかわかりませんでした。ついでにいえば、CSTP のレポー
トがでるずっと前からベクトル・スカラ (+準汎用)の複合型の計画であったので、「調査会の批判を
受けてベクトル型だけでやる計画が後退し、スカラー型が混在するようになった」というのは事実誤
認であると思います。むしろ、批判を受けて 1つに絞ろうとしたけれどできなかったように見える、
というのは 50 に書いた通りです。

とはいえ、私は池田氏が「京速計算機がすべてベクトル型だ」と主張した、それが事実誤認だ、と
いっているわけではありません。単に

このようにコスト・パフォーマンスが大きく違う最大の原因は、アメリカ
のスパコンが AMDの Opteronや IBMの PowerPCなど、普通の PCに使われるスカ
ラー型 CPUを多数つないで並列計算機を実現しているのに対して、日本が
特別製のベクトル型プロセッサを新規開発するからだ。

という池田氏の書かれた文には事実誤認がある、といっているだけです。

ちなみに、池田氏は「神戸の関係者から聞いた話」として以下のようなことも書いてます。

もともと、このプロジェクトは富士通が受注したが、日立と NECが政治家を
使って割り込み、3社の共同受注ということになった。随意契約なので、
1150億円という予算は、地球シミュレータの「倍」という大ざっぱな基準で
決まり、さしたる根拠はない。

4http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/976e4283567f163f7f92c02cc1e6cddc
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これも全くデタラメですので、、、、政治家が色々動いているのは確かですが、「もともと、このプロ
ジェクトは富士通が受注した」というようなことは、4 年ほど前にさかのぼってもないです。なお、
もしも最初に F が受注してればベクトル型ではないでしょうから、この主張は、仮に池田氏がどこ
かで「ベクトル型だけでやる計画が後退した」という主張をしているとすれば、それと矛盾するもの
です。

とはいえ、

最大の問題は、税金の無駄づかいよりも、ただでさえ経営の悪化している
日本の ITゼネコンが、こういう時代錯誤の大艦巨砲プロジェクトに莫大な
人的・物的資源を投じることによって、世界の市場から決定的に取り残さ
れることだ。

という辺りは重要なポイントで、全くその通りだと思います。 HPC は既に IT 産業の牽引力には
なっていない、ということを、スパコン開発計画を立てる側がきちんと認識している必要があるの
に、京速計算機ではそのような認識が曖昧なまま中途半端にお金を使う計画になっているのです。重
要な主張が、技術的な詳細に関する事実誤認等のために埋もれてしまっているのは残念なことです。

(ここから 2008/2/7 追記) 池田氏の別記事の新しいコメントエントリー5(2/7 17:15:10のコメント)
に

「全くデタラメ」とは聞き捨てならない言葉ですが、牧野氏は次のような
CNETの記事もデタラメだとおっしゃるのでしょうか。

>時系列にニュースを見ると、まず、地球シミュレータ・センターは汎用スカ
>ラ系スパコンへの機種変更は可能と判断し、安価な機種への変更を示唆した
>ところ、次に、納入業者は、あわてて、最大の顧客を失っては一大事とばかり、
>CPU入替案を持ち込んだ、と言うことのように思えるのである。

http://japan.cnet.com/blog/petaflops/2007/11/18/entry_25001820/

とあるのですが、CNET ブログの記事6 (「CNET の」記事ではありません)を読めばわかるように
これは 100Tflops (京速計算機の 1/100) の地球シミュレータ後継の話で、京速の話とは無関係です。
2つのプロジェクトを混同されているように思われます。

これについて私が兵庫県の ITゼネコン関係者に再度、確認したところ、
「富士通というのは勘違いだった。もとは NECが地球シミュレータの延長
で、ベクトル型単独で受けたのを、他の 2社が割り込んで共同受注に持ち
込み、スカラー型と混在する設計になった」とのことです。

については、既に何度もここにも書いた通り、元 「々複合型」の計画が提案されていた (これは CSTP
の報告や文部科学省情報科学委員会の資料にいくらでもでてきます)わけです。複合型のうち準汎用
とかについてはメーカーが強く推進したとかいうこともないですから、「兵庫県の ITゼネコン関係
者」の方の誤解ではないかと思います。

私が何度も問題にしている、1150億円ものプロジェクトが随意契約で決ま
り、しかもプロジェクトリーダー（地球シミュレータと同じ）が調達先の
NECからの「天上がり」であるという利益相反については、牧野氏はどう
お考えでしょうか。

5http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/7a0b5fd9f33ff6d2be7f8e8255b7007f
6http://japan.cnet.com/blog/petaflops/2007/11/18/entry 25001820/
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については、随意契約とか利益相反とかいった話はここではさておき、技術者としてずっとベクトル
並列をやってきた人を、その時点では「複合型」計画で、ピーク性能の大半を準汎用から出すことに
なっていたプロジェクトのトップにすえる、という選択は私には理解しがたいものです。私が従来通
りのベクトル並列を開発するプロジェクトのトップになるようなものですから。

以下は全くの憶測です。CSTP に文部科学省がそのころに出した資料にはそんなことは一言も書い
てないのですが、文部科学省の中のどこかに実はベクトル一本で進めるつもりの人がいた、というこ
とはひょっとしたらありえるのかもしれません。上の「兵庫県の ITゼネコン関係者」の方は、そう
いう人から偏った情報を得ていたのかもしれません。

実際、2006年度から 2007年度にかけてかなり一本に絞る方向で努力したけれども上手くいかなかっ
たように見える、というのは、繰り返しになりますが 50 に書いた通りです。渡辺氏の正式な着任は
2006/1/1 でした。とはいえ、この段階では N 単独で受けるとかそんなことは正式にはなにも決まっ
ていませんでした。

それから、国のスパコン開発のプロジェクトの場合、最終的にメーカーに開発委託をするとしても、
NWT や地球シミュレータを推進した三好氏や、CP-PACS 等の代表であった岩崎氏のような、使う
側の人間がトップでなければ上手くいきません。これは、メーカーの人かどうか、ではなくて、使う
側か作る側か、ということです。大学や国研のプロジェクトでも、作る側だけでやって上手くスパコ
ンができた例はなかなか思い付きません。富士通の VP-200 やそれ以前の 230-75AP ベクトルプロ
セッサにしても、そもそも三好氏が要請した、というのは色々な資料に書いてある通りです。その意
味で、今回の京速の技術的な面での大きな問題点の一つが、池田氏の指摘されている

「何を計算するのか」という目的がないまま、1150億円というハコモノの
予算だけが決まったことだ。

であることは間違いありません。「何を計算するのか」が決まっていれば、その計算をしたい人がトッ
プになるのは極めて自然なことだったでしょうから。



Chapter 59

富士通半導体分社化 (2008/2/4)

2008/1/22 に富士通は半導体部門を分社化すると発表しました。EETimes Japan の記事1。

� 2008/3 に半導体子会社を設置。

� 45nm の開発はあきる野テクノロジーセンターから三重工場に移転

という感じです。普通は分社化というと切り捨ての準備かな？と思うわけでですが、今のところそう
いう話はでていません。しかし、富士通の半導体事業がかなり大変そうであることは、 Via Isaiah
プロセッサに関する Via の関係者の発言からも推測されたりします。発言はこの記事2の真ん中辺で
すが、

我々は複数のファブを検討した。性能はもちろんだが、コストパフォーマ
ンスが高いことも重要だ。その結果、我々は 65nm世代に関しては富士通が
ベストだと判断した

ということで、性能よりも値段重視で富士通を選択した、という内容です。かなり安い価格が提示さ
れたものと思われます。TSMC あたりに比べても安いならかなり激しいものです。そういうわけで、
富士通が 45nm 以降も独自開発を続けるのか、あるいは何度も噂にでているように東芝を中心とし
た連合に参加するのか、というのはかなり微妙な話になってきています。

そうすると、ここでの問題は、富士通の HPC 向け製品は一体どうなるか、ということです。

結局のところ、自前のファブなしでハイエンドプロセッサを作れるか？というのはかなり疑問です。
特に、高いクロックのものを作ろうとするならそうなります。単純な話、現在ある程度以上に高いク
ロックで動作しているチップは全て自社ファブで作られているからです。といっても例えば 2.5GHz
以上で動作しているプロセッサは今のところ AMD, IBM, Intel のものしかないわけで、自社で作っ
たからといって何かできるかどうかも明らかではありません。

とはいえ、そういう意味では自社ファブでいいのはクロックをあげられるということくらいです。
Windows 用でシングルスレッドの性能が高い必要がある、というのでなければ別にクロックをあげ
る必要はないわけで、特にどうせ並列化する HPC アプリケーションではシングルコアの性能には殆
ど意味がありません。

富士通は SPARC64 VII ではチップ内のコア間の通信や同期のオーバーヘッドを他社製品に比べて
非常に小さくする努力をしているようで、これが実際のアプリケーション性能にどのように反映され

1http://www.eetimes.jp/contents/200801/30205 1 20080122155412.cfm
2http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0124/ubiq208.htm
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るかは非常に注目されます。天変地異でもなければ JAXA の機械はこれになるでしょうから、そう
遠くない将来に数字がでてきます。本当は、そういう方向をもっと進めて、低い動作クロックと高い
並列度でなんとかしたほうが良いわけです。

まあ、そういう方向は Sun が Niagara/Rock で追求しているわけですが、Sun のは HPC 向けで
はなくて細粒度並列処理に関するサポートとかももちろんありません。ですから、富士通がそういう
方向を追求することは意味があり、メモリバンド幅や実効性能あたりの価格で x86 系をある程度で
も上回ることができるならそれなりにマーケットはあるでしょう。

とはいえ、ここで何度も書いたように、ソケット当りの性能が若干良くても値段が 10倍では話に
なりません。値段 10倍で売るならメモリバンド幅と演算速度の両方をそれなりに高くしておく必要
があり、演算性能が低いままメモリバンド幅だけを上げて HPC 向けといってもマーケットは限られ
てしまいます。自社ファブにしてもそうでないにしても、 SPARC64 は、 HPC 向けに真面目に売
る気があるならもうちょっとなんか考えるべきでしょう。

JAXA に入るはずの富士通の次期機種は SPARC64 VII で 2.5GHz、 4 コア、4 演算で 40Gflops
に対してメモリバンド幅が 40GB/s 程度と発表されています。ハイエンド PC では DDR3-1600 が
現在既に利用可能で、名目では 2チャネル構成ではメモリバンド幅は 25.6GB/s に達します。まあ、
Intel の場合は現状では FSB が 64ビット幅 1600MHz なので実際にこのバンド幅がでるわけではあ
りませんし、AMD のほうはまた DDR3 のサポートは Shanghai かそれ以降なのですが、しかし、
x86 とそれほど差が大きいわけでもない、というのも確かです。

まあ、それでもソケットあたりの値段を 100万以下にできれば Cray XT5 あたりとは対抗できなく
もないわけですが、小規模ないし中規模の PC クラスタとは対抗するべくもありません。この辺は
1ノード 10万で組むことができるわけですから。 Cray のようにハイエンドだけを相手にするなら
ともかく、プロセッサから作るならもうちょっと数を出す必要があります。で、そのためにはやはり
価格性能比が問題です。



Chapter 60

T2K その後 (2008/3/8 —
2008/5/28)

T2K の落札価格がでています。

東大 月額 1億 2600万 69 ヶ月 140TF 5400万/TF 日立
京都 総額 38億 9600万 46 ヶ月 61 6386(4900) 富士通
筑波 月額 4200万 60 ヶ月 95 2652 住商/Cray Japan/Appro

ということで、共通仕様のはずですが、3大学で落札したところがバラバラ、価格もノード仕様が基
本的には同じなのに 2倍以上の差がでる、というなかなか面白い結果になりました。前に 56 では

ここで興味深いのは Cray Japan の落札価格でしょう。筑波大学は現行の
VPP5000/80 のレンタル料金は月 4000万程度で、東大がおそらく月額 1億以上
をもってきているのに比べると数字が小さく、京都も 6000万程度のはずです。

と書いたのですが、えーと、月額で見ると京都の数字が間違ってますね。上の数字を 46 で割ると、
8500万にもなるので。これは、京都が 4 年契約、というのを考慮してなかったためで、推定総額 40
億弱から 5年と思って計算したからです。すみません。なお、京大の金額総額は M9000 7 ノード
9TFを含むもので、これはいくらか不明ですが適当に 1TF 1 億としてみると、京大の T2K 分の総
額は約 30億になって東大と同等か若干安い程度です。

と、それはともかく、筑波の価格は従来の VPP5000/80 と同等の 4200万で、それで 95TF を入れ
る、という、東大・京大と比べると結構差が大きなものです。基本的には、これは Appro のサーバ
を Cray Japan がインテグレータになり、契約は住商情報システムが行う、ということで、4ソケッ
トOpteron サーバをアメリカで大量導入している実績がある Appro が安価に供給できた、というこ
となのだと思います。

結果的には、筑波は東大・京大と同様なノード単価であれば 2倍程度の価格であったであろうシス
テムを、従来の通りのレンタル月額で導入した、という興味深い結果になっています。天文台の新シ
ステムは、単純に SX と XT4 の性能を合計して Tflops 単価をだすと 4000万強になって結構高い
ですが、まあ、その、SX の値段分を適当に考慮すると、XT4 分は上の筑波の数字と大きくは変わ
りません。4ソケットノードであることを優先するか、ネットワークが高速で実績もあることを優先
するか、という思想の違いはありますが、まあ、同じメーカーが関係すると同じような値段になる、
ということだと思います。

JAXA は予想通り富士通の新 SPARC を使った FX1 です。Tflops 単価とかで書くとアレですが、
40Gflops に対して 40GB/s と 1B/F を実現する高いメモリバンド幅をもちます。 Opteron では
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2.3GHz, DDR800 として 0.35B/F なので あたりの価格では FX1 は T2K のどれよりも良い、と
なっており、アプリケーションの種類によっては必ずしも悪い選択ではないでしょう。

まあ、その、個人的には、アプリケーションや基本的なアルゴリズムが同じであっても、 B/F が
低いほうが演算性能あたりの単価が安いのだから、色々工夫して B/F が低い機械でも性能がでる努
力をしたほうが良いのではないかと思います。従来のベクトル機向けのコードが高い B/F を要求す
るのは、本質的には高い B/F になったとしてもベクトル化できる形にしたほうが性能がでる、とい
うハードウェアの要求からきているもので、そのほうがアプリケーションプログラムが書きやすいか
らというわけでは元々はありません。

もちろん、20年もそれでやってくるとそちらが自然な思考法になって、ベクトル化に適したやり方
が容易でわかりやすい、と感じられる、という面はあるし、また、並列計算でしかも多階層のキャッ
シュを考慮しないといけないような機械向けのプログラミングは、ベクトル化を考えないといけない
にしてもあとはメモリ 1階層な機械むけに比べるとはるかに複雑であるのは議論の余地はないわけ
ですが、まあ、そうはいっても、出来合いの計算機を買ってきて使うなら、それでそれなりの性能が
でるようにするのが、個々のユーザーはともかく計算機センターとしては努力すべき目標になると思
います。

といっても、現状では結局アプリケーションプログラム自体の書き換えが必要で、それを個々のユー
ザーの努力に期待する、となってしまうとそれ以上話は進まないわけです。一方で、計算アルゴリ
ズム自体は、例えばメッシュ計算でも一様メッシュから nested grid, さらにはアダプティブな AMR
へとどんどん複雑になっていくわけで、複雑なアルゴリズムを複雑な計算機に実装、というのが急速
に個人の能力の限界を超えたものになりつつあります。では、多人数のチームでそういう開発をする
のか、というと、もちろんそういう方向のプロジェクトも色々あるわけですが、なかなか汎用性と効
率を両立させることはできていません。

GRAPE-DR の場合には、例えば行列乗算とか、多数の粒子間の相互作用の計算といった、粒度が
必ずしも大きくない (演算数がそんなに大きくない)けれども潜在的な並列性は高い (演算数と同じ程
度の演算器を使うことが原理的には可能)な操作に対して、SIMD 演算器と縮約のための付加ハード
ウェアで実際に高い効率を出す、というのが基本的な設計思想になっています。これはこれで悪くは
ないのですが、その上のレベルでの並列化や、AMR 等のアルゴリズムの複雑化にどう対応するか、
というのは GRAPE-DR でも明確な方向性があるわけではありません。



Chapter 61

地球シミュレータ後継 (2008/6/15)

5/12 地球シミュレータのリプレースの落札結果がでました。JAMSTEC のプレスリリース1による
なら

システム概要
ベンダー：日本電気株式会社
方式：ベクトル型プロセッサアーキテクチャ（共有メモリ型マルチノード）
ピーク性能※１：131テラフロップス（現行：40テラフロップス）
アプリケーション実効性能※２：現行の 2倍（予測）
主記憶容量：20テラバイト（現行：10テラバイト）
更新時期：平成 20年度下半期

です。 SX-9 80 ノードですが、興味深いのはメモリ容量で、 20TB と、SX-9 の仕様 (1ノード当り
1TB または 512GB)には存在していない、1ノード当り 256GB のものです。地球シミュレータは
SX-6 相当 640 ノードだったのがノード数で 1/8 なのでコンパクトで消費電力が少ないシステムに
なったかと勘違いする向きもあるかもしれないのですが、そんなことはなくて消費電力は 7割程度ま
でしか落ちていないようです。これは、 ES/SX-6 では 8プロセッサで 1ノードだったのを 16 プロ
セッサで 1ノードとしたので 1ノードが大きくなっていることが大きな理由で、物理的にも 1ノー
ドの匡体サイズは大きいもので、消費電力も大きくなっています。

レンタル費用は 6年レンタルで 189億とのことで、 1Tflops 当り 1.4 億です。他のところにいれた
価格よりも若干安いめな気がしますが、 NEC の公式の説明はメモリが小さいので安い、というのだ
と思います。もうひとつ興味深いのは

アプリケーション実効性能※２：現行の 2倍（予測）

というところで、ピーク性能は 3.2 倍なのに実行性能は「予測値」で 2 倍に過ぎないとなってます。
これが予測であるのはとりあえずさておいて、ピーク性能に対する実効性能が 60% まで落ちるのは
どういうわけか、ということですが、単純にには ES では (SX-8まで) B/f が 4であったのが 2.5 に
落ちるからそうなるはずである、というのとあってます。なので、これは本当に予測であって実マシ
ンでどうという数字ではまだなさそうです。

天文台では 3月に Cray XT4 と NEC SX9 が納入されて、運用が始まっています。どちらも提案
書の性能には達しているものの本来の数字にはちょっとまだ、というところがあるのでここで 2つの
マシンの直接の比較はまだしませんが、流体系の、富士通 VPPや地球シミュレータに最適化された
コードで、Cray XT4 (Quadcore Opterion, 2.1GHzクロック)の性能はコア当りで SX-8 1プロセッ

1http://www.jamstec.go.jp/j/about/press release/20080512/index.html
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サの大体 1/10 といったところになります (ばらつきはもちろんあります)。プロセッサチップ当りで
比べると大体 1/2.5 というところ、ピーク性能に対する実効性能の比にすると、5倍程度の違いにな
ります。

つまり、 SX-9 では、同じピーク性能の Cray XT4 と比べた実効性能の違いは、流体系のコードで
3倍くらい、となるわけです。粒子系等では (大域 FFTを使うものを除いて)この差はずっと小さく
なりますし、流体系でもベクトル向きに最適化されたコードをスカラー向きに最適化しなおせば 3倍
の差はもっと小さくなるでしょう。

とはいえ、 SX-9 には Cray XT4 にはない大きな魅力があることも確かで、それは 1.6Tflops, 1TB
という強力な演算性能と広大なメモリを、共有メモリで並列化するだけで利用可能である、というこ
とです。全てのプログラムが MPI 等で分散並列化されるわけでもないので、このような機械という
のはあるとありがたいものです。

しかし、計算のほとんどは分散メモリでできて、しかも高度に並列むけに最適化されたものである
はずの地球シミュレータセンターで、1ノード当りの性能やメモリサイズが重要かというとそれは疑
問です。地球シミュレータセンターならまあこういう選択になるであろうというのは予想された通り
だったわけですが、使ってシミュレーションする人に本当にベストな選択だったのかどうかは難しい
気がします。

例えば、ベクトル計算機は地球シミュレータ程度の演算性能はもたせ、これを 80億程度ですませて
あとの 100億をスカラー機に使ったとすると、天文台や筑波程度の価格なら 400Tflops ほどになり、
並列化がちゃんとできるならベクトル向けに最適化されたままのコードでもこれだけで現行の地球
シミュレータの 2倍程度の性能は実現できる計算になります。

計算センターとして、アプリケーション、ユーザーの多様な要求に応えることを考えると、シング
ルアーキテクチャで大きな機械をいれる、というのが最適かどうかは難しい問題だと思います。もち
ろん、そういった計算センターがいくつもあり、(応用分野ではなくて)計算アルゴリズムやコード毎
に使いわけることができれば話は違うのですが、現在では例えば天文台の計算センターは天文学研
究者の様々な要求に応える必要があり、これは地球シミュレータセンターでも同じでしょう。

天文台では実際に複数の計算機システムを用意するという選択をしたわけですが、もちろん運用コ
ストは計算機の種類に比例する成分があり、また計算センターの予算の構造的な問題として、計算機
レンタルの費用と運用スタッフの費用の間の使いかたの自由度がないと、運用コストをレンタルコス
トの中にいれざるを得ず、そうすると複数のアーキテクチャを混ぜたシステムの運用をベンダー側に
やって貰うことになりコスト的に見合わない、といった問題もでてくることになります。

歴史的には国立大学や国立の研究所の計算機システムの予算は「レンタル費」として査定されてお
り、それ以外の目的に使えなかった (独立法人化以前には) のだそうです (私が計算機センター運用に
関わる以前のことなので良く知らないですが、例えば 電子計算機借料の契約に関する要望書2を参照
のこと)。このような、現在となっては非合理的な予算配分のシステムが残っていたことが国立大学
や研究所の計算機センターのありかたに大きな悪影響をもたらしてきたことは明らかですが、独立
法人化されてそのような制約がなくなった現在ではもう少し違う考え方をするのが計算機センター
の責任であるともいえます。

2http://www.tuat.ac.jp/∼imc/downloads/external/nipc/files/yobo20001124.pdf
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1Pflops (2008/6/15 )

Los Alamos の Roadrunner が Linpack 1Pflops を突破しました1。 1Pflops という数字に特別な意
味があるわけではありませんが、競合であった Bluegene/P や、 2007/11 に Top 1 の可能性があっ
た Texas Ranger を押しのけて Top 1 に立ったことにはそれなりの意義があるでしょう。

ノード構成ですが、2007/1 に書いた 42 で参照した資料から若干変わっていて、 4 ソケットの
Opteron ブレードに CELL 4 ブレード (8チップ)ではなく、その半分の Opteron 2 ソケットのブ
レードに CELL ブレードを 2枚、となっています。もっと大きな違いは、昔の資料では Opteron-
CELL 間の接続が IB だったのですが、この資料の 16ページ2にあるように Opteron-CELL 間は
PCIe 16 レーン接続になり、このためにもう 1枚ボードをつけて 4ボードで 1組の構成に変わって
いることです。

IB 接続を PCIe に換えたのは、要するに LINPACK を含めたアプリケーションである程度の実行
効率を出すためにはバンド幅が必要だからと考えられます。LINPACK を例にとると、例えば行列の
ブロックサイズが 2048 だとして、乗算には 200 Gflops で 86ms かかります。転送される行列デー
タはほぼ 100MB なので、この転送を 86ms 以内に終えるためだけでも 1.16GB/s 以上の速度が必
要になり、IB では理論的には可能かもしれないけど、、、という数字です。PCIe 16レーンだと理論
ピークは双方向 4GB/s で、実効で半分くらいしかでないとしても余裕で、ブロックサイズをもっと
小さくすることも可能です。ある程度の実行効率をだそうと思うとブロックサイズ 2048 はちょっと
大きいので、通信速度はもうちょっと欲しくなります。

ちなみに、 GRAPE-DR の場合にはこの問題ははるかに深刻です。GRAPE-DR ボード 1 枚で
CELL ブレードの 5倍の 1Tflops がでてしまうからです。接続は PCIe 16 レーンですが、それでも
Roadrunner で使ったブロックサイズのさらに 5 倍程度のブロックサイズが必要です。さらに、我々
はお金がないので高価な 2ソケットマザーボードをホストに使うといった選択はありえないので、4
コア 1ソケットの CPU で 2 ボードを制御、となりシステムが組み上がった直後の LINPACK 効率
は、例えば 80% とかは結構難しいことになります。

まあ、ホスト計算機は 1年もたてば速くなるし搭載メモリも増えるので、ホスト計算機の更新がで
きればこの問題は 1年後くらいには解決します。GRAPE-DR の場合 1 Pflops をホスト 512 台程
度で実現するので、ホスト 1ノード 10万としても更新だけで 5000万もかかるのが問題ではありま
すが。

と、それはともかく、 Roadrunner のノード構成で興味深いのは、 Opteron が Dual Core で、か
つ極めて低クロックのものを使っているように思われることです。多様なアプリケーションの性能を
上げるためには Opteron のところもなるべく強力にするべきなのに、あえて旧式の K8 コアで低ク
ロックにしているのは消費電力を押さえるためでしょうか。

1http://www.lanl.gov/orgs/hpc/roadrunner/index.shtml
2http://www.lanl.gov/orgs/hpc/roadrunner/pdfs/Roadrunner-tutorial-session-1-web1.pdf
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仕様書上は K8 Dual core の Opteron HE と K10 Quad core では K10 のほうが TDP が小さく
なっていますが、実際の数字は逆かもしれません。もちろん、それ以外の問題として K10 コアには
まだ色々問題があるために確実に動作する K8 コアを使った、ということもあるでしょう。

とはいえ、やはり、ボード 4 枚も使って CELL 4 チップ、400Gflops というのは、Opteron とか
Xeon だけのとどれくらい違うの？というのは非常に微妙なところでしょう。 同じボード 4枚構成
で、Quad Core Xeon E5450 が載った IBM HS21 を使えばほぼ同じ性能が消費電力も大きな差なし
で実現できそうだからです。まあ、現行の Xeon でメモリが FB-DIMM だとそうはいっても若干電
力は厳しいかもしれませんが、Opteron なら多少クロックは下がりますがそれ以上に電力は下がる
ことになります。

x86 だけで全部の計算能力をまかなうのではなく、アクセラレータで演算能力を上げる、というア
プローチ自体にはとっても賛成なのですが、価格性能比で上がってなくては使いにくくなるだけで意
味が薄い、という気もします。

BG/P より早く組みあげて性能を出した、というのは素晴らしいことですが、CELL という特定の
チップに関する限り、倍精度版が発表された瞬間である現在で x86 チップに比べた価格メリットが
殆どないわけで、今後の発展があるかどうかという観点では極めて厳しいでしょう。



Chapter 63

計算基礎科学シンポジウム
(2008/6/16)

計算基礎科学シンポジウム1というものが東京駅近くのコンファレンスホールであり、私も発起人の
1人でもありなんかパネルで話せ、といわれたのでいってきました。

位置付けがはっきりしない研究会なのですが、要するに素粒子とか原子核といった基礎物理で計算
機を使うところに京速計算機とかちゃんと使わせろ、というための圧力団体の発足式で、宇宙物理と
かもおまけにはいってます、という感じです。

このような圧力団体というのはアカデミックでは意外に重要なもので、このような活動によって、
多くの研究者が資源を必要としているとかこれによって成果がでるとかそういう話を作らないと文
部科学省は動かない、ということなんだそうです。

こういう活動はもちろん重要なのですが、個人的にはあまり熱心になれません。この文章の前のほ
うに書いてあることから想像されると思いますが、私は京速計算機にそれほど魅力を感じていない
からです。このことはすでに文部科学省主催のシンポジウム等でもいったことですが、 1100億もか
けて 10Pflops では、その中で天文学の研究に使える分が、 GRAPE-DR とか以前に天文台の次期ス
パコンの能力に比べてどうか？というのが問題です。

計算能力に関する限り、 3-4年後に 1000億 10ペタフロップスというのはちょっとありえないほど
高価です。これは 1Tflops 1000万円ですが、現在の Cray XT4 の日本での価格で 1Tflops 3000万以
下だからです。3-4年後なら性能当りの価格は 1/5 以下になるわけですから、倍程度は違うことにな
ります。また、 Roadrunner の値段は 100-200億といわれており、これは既に 1Tflops 1000万円程
度を実現しています。

もちろん、既に何度も書いている通り、計算機の値段は演算能力よりはメモリバンド幅とインター
コネクト、それから開発コストで決まるわけですが、そのことを考えた時に演算性能に対してメモリ
バンド幅を高く維持するという方針に、「実行効率が高いように見える」ということ以外のどのよう
な意義があるのか、というのは私にはよくわからないのです。

と、京速のことはさておいて、はこの項の話が進まないわけですが、素粒子とか原子核の分野では
京速はどうか？というのが 1つの問題でしょう。 KEK は BG/L を導入しており、筑波大学はもち
ろん PACS/CS を擁する日本における数値計算むけ計算機開発の中心というべき場所なわけです。

まあ、QCD 専用計算機開発の今後はどうかというのはすでに 23 に書いた通りで、やればできるの
ですがチップへの初期投資をどうするか、と見返りは十分にあるか、という問題になってきている面
もあります。しかし、 QCD 専用計算機の果たしてきた歴史的な意義を考えると、ノウハウと実績の
あるグループが今後も開発を続ける、というのは必要なことであり、少なくともベクトル計算機に国

1http://suchix.kek.jp/ccfuns/workshop.html
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家予算を使うならその 1/10 くらいは使ってもよいのではないかと思います。

が、問題は、 QCD のグループには独自開発の意志がなさそうに見えることでしょう。これは別に
日本だけでなく、 APE のグループもコロンビアのグループも現在のところ独自開発の計画はもって
いません。新たに LSI チップを開発するのは人手も予算も大変なので、というのはありますが、そ
もそもやりたいといってなければお金がふってくることもないので、これでいいのかな？という気も
します。



Chapter 64

GRAPE-DR の現状 (2008/7/18)

GRAPE-DR の商品版がアナウンスされています。プロジェクトとしての大きな機械はまだ完成し
てないわけですが、計算機は生ものなのでなるべく早く御賞味下さい、というわけで製品化もしてい
ます。これは GRAPE-5, 6 も同様で、早い時期に商品版をだしています。

現在受注・出荷を開始しているのは 1 チップカード1 で、Altera Arria GX を使って PCIe x8 のイ
ンターフェースをつけています。

ここで FPGA の仕様にある程度詳しい人ならば？？と思って欲しいところで、Altera の資料2 に
は Arria は x1, x4 のみサポート、と書いてあります。 x8 サポートは KFCR の独自開発です。独
自開発することで、安価な FPGA で x8 の高いバンド幅を実現しただけでなく、ペイロード長等の
チューニングも容易にしています。

とはいえ Arria には問題もあって、それは動作クロックがあまり高くないことです。特に DDR メ
モリインターフェースが「最大」DDR466 (233MHz クロック)でしか動作しないことは結構問題で、
SING チップに必要な 500MHz 64ビットデータ供給には若干不足します。が、値段の安さにはかえ
難く、プロジェクトの量産版にも Arria を採用しています。

実際、ボード開発が遅れているのは、Arria の発表・サンプル出荷を待たざるを得なかったからであ
るといっても過言ではありません。現在、実際問題として採用できる可能性がある FPGA を作って
いるメーカーは Xilinx, Altera の 2社しかないわけですが、これらの会社の安価なローエンド FPGA
で 400MHz を超える動作速度を公称でもっているものは昨年時点で (現在でも) Altera Arria GX の
みとなっています。 Altera Cyclone III も、 Xilinx Spartan 3 もメモリ動作速度は低いものとなり
ました。

当初は、 DDR DRAM ではなく QDR SRAM を使うことで、FPGA の必要ピン数を削減すると
ともに高速動作の必要も回避する方向の設計を考えており、これはこれでよかったのですが PCIe を
使ったホスト計算機との実効転送速度が名目ピークの 50-60% 程度しかでないのではないかという
ことが明らかになってきたのでメモリを大きくする必要が発生し、そのために DRAM を使うことに
したものです。

まあ、ホストとの通信速度、オンボードメモリの動作速度への要求が割合に厳しいものになっている
のは純粋に LINPACK (DGEMM) だけのためであり、粒子系シミュレーションや量子化学計算では
これらはそれほど必要ではありません。つまり、GRAPE-DR プロジェクト全体として、 LINPACK
での数字にとらわれ過ぎている (まあ、その、主に私のせいですが)という面がないわけではありま
せん。

とはいえ、まあ、現時点では GRAPE-DR は 1チップで実測性能で DGEMM 世界最高速を実現し

1http://www.kfcr.jp/gdr450.html
2http://www.altera.co.jp/literature/hb/agx/agx 51002 j.pdf
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たわけで、まあ、数千億掛けたという話もある Cell とかに比べてもピーク性能、実効性能、電力当
り性能のどれも高い、というところで結構悪くないものができたのではないかと思っています。

値段で GPU には劣るのが、普及という面からは問題なのですが、 GPU もサポート付きで買うと
1枚 30万円ですから、それほど差はありません。また、電力当り性能は数倍違っていて、 GPU は
現状では数年使うと電気代のほうが高いような代物ですから、総合的には悪くないとは思います。

が、本当に優位にたつためには価格で 10倍程度の差が欲しいところで、これは現在の GRAPE-DR
カードでは実現できていません。これには色々な理由がありますが、結構大きいのは結局設計がよろ
しくなくて周辺チップが多数必要である、ということです。 GRAPE-DR チップの他に、 PCIe イ
ンターフェースとメモリインターフェースをする巨大な FPGA、DRAM メモリ、それらへの電源回
路、といったものが必要になり、ボード 1枚の製造原価がチップ量産単価の 3倍程度になっているの
です。その他にアーキテクチャが今一つでトランジスタ効率がまだ 2-3倍悪いとか、結局そういう理
由でチップ製造数が少ないので単価が高いとか、色々あるわけです。

まあ、 4 チップ版ボードも動くようになったので、一応今年度末には (といっても今年度の予算で
ものを買うと自動的に納入が 2月末になるので組み立てはもうちょっと先ですが)そこそこのシステ
ムが組み上がることになります。RoadRunner が既に 1Pflops 突破をしてしまったので、世界一に
なるのはちょっと予算追加とかがないと無理ですが、まあ、2-5位のどこかはなんとかなるでしょう。

なにしろ予算が足りないので、たかが 512台のホスト計算機にもそれほどお金を掛ける余裕がない
辺りが苦しいところで、これはどうしても例えば LINPACK の実測効率を下げるほうに働きます。
ホストのメモリの量、主記憶速度が直接性能に影響するので、、、マルチノードでの LINPACK で
は、 GRAPE-DR カード 1枚当り大体 5GB/s の実効転送速度を必要とするので、2枚挿すと実効
速度が名目速度の 6割としても 15GB/s の名目速度が必要になり、 DDR2-800 2チャネルでは不足
で 950MHz 以上で動作して欲しい、という話になります。逆に、12.8GB/s だとそこだけで効率が
80% を超えることが困難だとわかるわけです。

ホスト計算機にお金を掛ける余裕がない理由はネットワークの価格がここ数年であまりさがってく
れなかったことです。GRAPE-DR カードをいれてマルチノードで LINPACK をやるにはノードあ
たり 10-20Gbps の速度が必要なのですが、2008年くらいにはこれが 10GbE でそこそこ安価に実現
できるかと思ってたら全然そうはなってない、ということですね。これについては次の項でまた議論
します。



Chapter 65

ネットワークをどうするか
(2008/7/20)

20 に、インフィニバンドネットワークは安くなるかなあみたいな楽観的な話を書いたわけですが、
それから 2年半近くたった今でも 10Gbps 程度のネットワークは相変わらず高価です。これは結局
10GBASE-T がまだ普及まできていないことによります。

まあ、来年くらいにはその辺なんとか、という気もするわけです。実際、10GBASE-T の製品は
Broadcomm, Intel あたりから出荷は始まっています。が、この辺の会社が売っているうちは国内価
格で 10万円はきらないわけで、なかなか大変です。スイッチのほうも、 Fulcrum の 1チップスイッ
チが去年発表されているのでそろそろ安くなってもいいような気がしますが、これは安いカードがで
てきてからもうちょっと先になるでしょう。

GRAPE-6 を作ってた時に GbE カードがやはりそんな感じで、2001 年の段階ではまだ全く買える
値段ではなかったのですが、2001年度終わりくらいにはカード価格が 2万円程度、その次の年には
数千円になったりマザーにのったりしていました。スイッチも、2002年度初めだと 24 ポートが 40
万 (出荷遅れてましたが、、、) と、買える値段になってました。

100BT は、DEC 21140 のボードは 1995年頃にはぼちぼちあったような記憶があるので、100BT
が普通になってから 1000BT が普通になるまでは 7 年かかっています。ですから、 1000BT から
10GBASE-T までにさらに 7年というのはそんなものでしょう。「ネットワークの速度の向上は計算
機の速度向上よりも速い」といったことがまことしやかに主張されていることがありますが、値段あ
たりではそんなことは全然なくて、100倍になるのに 14年かかる、ということです。

また、電力消費当りの通信速度では向上はもっと小さいと思われます。というわけで、後知恵で見
ると 10GbE がなかなか普及しないのはまあ当然なのですが、 HPC にとってはこれはなかなか問題
です。 GbE はバンド幅、レイテンシともにあまりに性能が低いからです。

価格は安いので、例えば 5本とか 10本とか並列にできればバンド幅の問題は解決可能ですが、10本
もマザーボードにつける安価な方法がない、というのが問題です。また、バンド幅がなんとかなった
としてもレイテンシは特にスイッチが入るとどうしようもなくて、イーサネットの場合 cut-through
のスイッチなんてものは存在しないに等しいのでパケット長に応じてそれなりのレイテンシがスイッ
チステージ毎に必ず発生します。さらに、イーサネットは適当な規格で、ルータで衝突が起きたらパ
ケットを落としてもいいよ、というものなのでなかなか使うのは簡単ではない、というような問題も
あるわけでです。

結局、 GbE が安くなった後でも、バンド幅ではそれほどメリットがなかった Myrinet 2000 や
Quadrics Elan が HPC マーケットでは高いシェアを維持できたのは イーサネットの規格、スイッ
チの実装に HPC 用途では問題があるからです。
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このことは、 10GBASE-T が今年終わりや来年あたりに安価になったとしても、なかなか HPC 用
としては使いにくいままである、ということと、このために QsNetII や IB の値段は高いままに止
まる、ということを意味しそうな気がします。

そのような状況下で、もうちょっとネットワークをなんとかできないか、ということをここでは考
えてみます。

普通のマザーボードを使って PC クラスタを作ることを考えると、一つの方法は高速なネットワー
クカードを作ることです。頑張って安い FPGA を使えば材料コスト 5-8万円程度で 20Gbps 程度の
インターフェースがついたカードを作れなくもありません。但し、スイッチも別に作るとなると大変
過ぎるし値段もあがるので、スイッチが不要な 1次元や 2次元のメッシュやハイパーキューブといっ
た構成を考える必要があります。

もうひとつの方法は、マザーボードに既についているインターフェースや、安価なカードがあるイ
ンターフェースを使ってスイッチ側だけを作ることです。大抵の PC のマザーボードには USB 2.0
や SATA IIといった高速シリアルインターフェースが載っています。 USB 2.0 は 480Mb/s であり
高速というのはちょっと厳しくなりましたが、その代わり来年くらいには 3.0 になって 5-6Gbps に
なる模様です。 SATA は現行で 3Gbps、SATA 3.x では 6Gbps で、これも今年から来年にかけてに
なる (USB より多分先にでる)でしょう。Seagate は既に SAS 6Gbps をサポートする Savvio 10K.3
をアナウンスしており、SATA でもそんなに遠くないでしょう。

SATA 6Gbps 6 コネクタとかをサポートするマザーボードでは、計算上は 3.6GB/s にもおよぶディ
スク転送速度がでることになって、主記憶が例えばDDR3 1600 2 チャネルで 25.6GB/s だとして名
目はその 15% 近くになります。まあ、どっちも実効で半分くらいとすれば比率では変わらないわけ
です。

そうすると、 USB 3.0 や SATA 3.x で接続する HPC 向けの安価なネットワークスイッチ、という
ものを考えることができます。

USB 3.0 はまだしばらく先で、 SATA はターゲット側を開発するためのデザイン例が (特に FPGA
用が)殆ど存在しない (SOC 用は Synopsys が発表したばかり1)で、簡単には使えないというのが一
つの問題です。SATA-PATA の変換チップはいくらでもあり、 PATA なら低速・安価な FPGA で
も容易に実装できるので、スピードに問題はあるにしても開発はできます。

USB や SATA を使うまでもなく、どうせシリアル信号である PCIe 自体を延長できないか、とい
う気もしますが、これは現状では受信側でイコライザが必要になるようでどうしてもノード 1つに
ボード 1枚を追加する必要が発生します。USB や SATA のメリットは、マザーボードにケーブル接
続に対応したコネクタが既に沢山ついてくることです。また、追加のポートも非常に安価です。

従って、スイッチを、スイッチ単価は結構高くてもポート単価が低いものにできれば、総合的には
非常に安価なネットワークを構築できる、と計算上はなるわけです。 SATA-PATA 変換部分は安価
なモジュールを買ってくればよいので、PATA デバイスインターフェースが沢山ある FPGA ボー
ドを作ればそれでよいわけです。 Acard AEC-7923 辺りは安いのに、規格上存在してるかどうか疑
問な PATA 200MB/s なんてものをサポートしてます。 PATA だと双方向同時ではないと思われる
(SATA は原理的には双方向同時が可能なはずですが実際にサポートしてるかどうか不明ですが、、、)
のでそんなに速くはないかもしれないですが、使いかたとして双方向同時がどれか必要かというの
はまた簡単な話ではないので。

まあ、こういう話はいつもあって、 5-10 年前だと IEEE 1394 で、という話も研究レベルではあり
ました。が、 1394 にはそのままでネットワークを構成できるというメリットがあったものの、速度
が今一つとか USB 2.0 につぶされたとか色々あったわけです。 SATA は 10GbE に価格当り速度
で負けることはなかなかなさそうなので、かなり魅力的なネットワーク方式になりえるように思い
ます。

1http://synopsys.mediaroom.com/index.php?s=43&item=595
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eASIC (2008/10/22)

eASIC1 という会社があります。これはいわゆる Structured ASIC というものの 1つを開発してい
る会社です。

私にはこの Structured ASICと昔のゲートアレイの違いがよくわかってないのですが、昔のゲートア
レイはトランジスタは作ってあってメタル配線は製品毎に、という感じだったのに対して Structured
ASIC ではどちらかというと FPGA 的に、単にトランジスタではなくて LUT とかメモリブロック
までが作りこんであって配線 1-2層だけを変更とか、そういう感じでやるようです。

FPGA に比べたメリットはなにかというとゲート密度が高く消費電力が少ないこと、フルカスタム
に比べるとメリットは初期コストが圧倒的に低いこと、となります。

デメリットは、 FPGA に比べると設計変更が後ではできないこと、フルカスタムに比べるとゲー
ト密度がずっと低いこと、となるわけです。

GRAPE-DR のボード設計時に、DRAM インターフェース等を eASIC でできないかというのを検
討したのですが、当時はまだ 90nm の製品がサンプル段階で価格も結局 FPGA と大差ないとなり、
そのわりに設計変更ができないのが大きなデメリットということで採用できませんでした。

チップサイズは、ゲート換算で 3.5M といっていて、それほど大きくは見えないものでした。

しかし、 eASIC は先週 45nm の製品をアナウンスしました。2006年度初めに 90 nm がサンプル
だったことを考えると、2年ちょっとで 2世代進んだわけです。ここのところ大体 1世代 2年ですか
ら、かなり速い進歩です。この大きな理由は単純に 90nm の開発が早かったとはいいがたい富士通か
ら、IBM との共同開発で 45nm の開発を早い時期に終了した Chartered に乗り換えたことでしょう。

90nm から 45nm に移行することで回路規模は 4倍になりますが、eASIC はもうちょっと色々頑張
ることで回路規模を 6倍、 20Mゲート相当まで増やしています。まあ、 20MG が大きいかという
と 1億トランジスタ程度ですから、例えば GRAPE-DR チップの半分くらいですが、現在の最大規
模の FPGA (65nm) に比べて 6倍程度、次世代の FPGA に比べても 3倍近くと大規模な回路になり
ます。FPGA の場合最大規模のチップは 50万円とか 100万円とかするわけですが、 eASIC の場合
はもうちょっと現実的な値段だと期待されます。こうなると、生産量が少ないところではフルカスタ
ムと FPGA のどちらに比べてもかなり大きなメリットがあることになります。

フルカスタムのチップに比べると、面積効率では 5-8倍程度悪いことになります。消費電力へのイ
ンパクトが同じ程度だと結構大変ですが、そこがそれほど大きくなければ初期コストの違いのほう
が開発プロジェクトにははるかに重要です。例えば GRAPE-6 程度に完全に専用化したプロセッサ
を開発することも現実的な話になるわけです。机上の計算では GRAPE-6 チップに比べると 10-15
倍程度の回路規模になるので、動作クロックが 5倍とすれば性能は 50-70倍で、 1.5-2 Tflops 程度
です。消費電力は GPU のように 300W とかいうことはないわけですから、かなり競争力があるも

1http://www.easic.com
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のになります。

もうひとつ面白いのは、非常に多数の高速シリアル I/O をもった製品が計画されていることです。
FPGA ではせいぜい 16チャネルですが、6.5Gbps 56チャネルといったものが資料にはのっていま
す。これは、例えば以下のような応用が考えられます。

� ネットワークインターフェース

� ネットワークスイッチ

� 流体や QCD 専用計算機

例えば QCDOC のチップは 500MHz のシリアルリンクを 6次元分、12本もって、1Gflops の演算
に釣り合わせているわけですが、eASIC のチップの場合、動作速度はたいして変わらないと思いま
すが 100-200個程度の演算器を入れ、200-300Gflops 程度を実現できるかもしれません。通信速度は
13倍速いリンクが 5倍の本数あり、大体 70倍ですから釣り合ってはいませんがそんなに遅いわけで
もありません。計算アルゴリズムの進歩があれば十分なんとかできると思われます。

そうすると、15Gflops しかでない BG/P チップの 10-20倍程度の性能を 1 チップで実現できるこ
とになり、かなりチップ当りの値段が高くなったとしても開発にかかる時間が短ければ競争力がで
ます。

Structured ASIC は何年も前からある技術ですが、 Altera Hardcopy のような製品はゲート密度
から魅力が低く、 Structured ASIC 専業の製品は理論的には良いけれど半導体技術が最新の FPGA
に比べて 1-1.5世代遅れだったために現実的には競争力がないものになっていました。 eASIC 45nm
品が本当に今年中に出荷できるなら、Structured ASIC の歴史で初めて FPGA や FPGA ベースの
製品に対して明らかに優位に立つ製品である、また膨大なシリアルリンクによって新しいアプリケー
ションを開く可能性がある極めて興味深い製品です。

Structured ASIC の問題点の一つは、現在残っているメーカーが事実上 eASIC 一社になったこと
に現われているようにこれまで上手くいってなかった、ということです。これは結局は半導体プロセ
スの進化に合わせて新しい製品を開発・出荷できているか、ということで、専用計算機の話と同じで
スケールが小さいことのデメリットが大きく、スタートアップが生き残ることが極度に難しいから、
ということだと思います。マイクロプロセッサが 2社、FPGA も 2社になったのと基本的には同じ
で、 Structured ASIC では FPGA とも競合するので一層難しいわけです。

eASIC は 90nm ではかなり微妙な位置にいるわけですが、45nm が今年や来年前半に本当に出荷で
きるなら生き残れる可能性はあり、そうなると専用計算機といったものが当面現時点的な解として復
活するかもしれません。
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NEC SX9 (2008/11/20)

国立天文台に NEC SX9 がはいって既に半年がたちました。性能の数字とかを少しだそうかと思っ
ていたのですが、なかなか忙しくて時間もとれませんでした。少し時間があることにして以下書き
ます。

ベクトル機なので、興味はまずメモリバンド幅、ということで、 STREAM です。8PE で

----------------------------------------------

Double precision appears to have 16 digits of accuracy

Assuming 8 bytes per DOUBLE PRECISION word

----------------------------------------------

----------------------------------------------

STREAM Version $Revision: 5.6 $

----------------------------------------------

Array size = 1600000000

Offset = 0

The total memory requirement is **** MB

You are running each test 10 times

--

The *best* time for each test is used

*EXCLUDING* the first and last iterations

----------------------------------------------

Number of Threads = 8

----------------------------------------------

----------------------------------------------------

Your clock granularity/precision appears to be 52 microseconds

----------------------------------------------------

Function Rate (MB/s) Avg time Min time Max time

Copy: 1757524.1824 0.0152 0.0146 0.0162

Scale: 1512653.3078 0.0172 0.0169 0.0174

Add: 1701974.7400 0.0226 0.0226 0.0227

Triad: 1827251.6972 0.0211 0.0210 0.0213

----------------------------------------------------

Solution Validates!

----------------------------------------------------

で、Scale だけ何故かちょっと低いですが、他は大体 1.7TB/s 以上でていることがわかります。この
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数字はよいのですが、16PE になると

----------------------------------------------------

Function Rate (MB/s) Avg time Min time Max time

Copy: 2713319.2429 0.0095 0.0094 0.0096

Scale: 2759552.3619 0.0094 0.0093 0.0096

Add: 2695856.8827 0.0143 0.0142 0.0144

Triad: 2760214.4539 0.0141 0.0139 0.0144

----------------------------------------------------

となって 2.7TB/s になってしまいます。実はこの数字は 10月に測定したのですが、低いのは何かお
かしいかと思って公表を控えていました。が、 NEC が HPCC ベンチマークの数字として発表した
ものがやはり 2.7TB/s だったので、まあ、本当にこの数字、ということのようです。

NEC の公式の数字は 16PE で 4TB/s なので、2/3 です。ベクトル機なんだから STREAM でピー
クの 90% 以上がでるのは当然、と思っていたのですが、SX9 はバッファメモリとかがついた関係か、
そうなっていないようです。

これを x86 PC と比べると、例えば Opteron で DDR2-800 2 チャネルだと理論値は 1ソケット
12.8GB/s ですが実力はまあ 7GB/s くらい、これが Core 2 になると同じ理論値で実力は 5GB/s 程
度まで低下します。

これは面白い状況で、 x86 並列機をソケット 100万で買うとメモリバンド幅 1GB/s 当りのコスト
は 14-20万円ですが、 SX9 が 1ノード 2億円だとすると (地球シミュレータセンターの買い値はも
うちょっと安いです)1GB/s 当りの価格は 7万円となって、大きな差があるわけです。

これは、 SX9 のソケット当りのメモリバンド幅が SX8/8R に比べてほぼ 3倍改善されて、ソケッ
ト当りの価格は (多分)あまり変わっていないからです。

まあ、地球シミュレータの時期に比べると、 SX は 32GB/s が実力 170GB/s になって 6年間で 5.3
倍、x86 は P4 で名目 3.2GB/s、実力 2GB/s くらいだったのが 3.5倍にしかなってないので、今の
瞬間では相対的にベクトルが良くなっているわけです。

もちろん、来月になって Nehalem がでてくるとメモリバンド幅の実力が Core 2 に比べて 3倍程度
になるようなので、SX9 と同等になり、メモリバンド幅当りのコストとしては地球シミュレータ当
時と同様に x86 ベースの高い計算機とベクトル機で同等、 x86 で安く上げることができれば 1桁良
い、ということになります。

結局相対的な性能比は変わってないので、1年前に 51 でした議論はあまり変わらないわけです。但
し、1年前の議論で若干問題だったのは、 x86 のメモリバンド幅を理論ピーク値で評価しているこ
とです。Opteron (少なくとも 1ソケットや 2ソケットなら)はまあ実力がピーク 6-7割がでるので
それほど大きな乖離はないのですが、 Core 2 は 4割くらいしかでないので結 2.5倍の差になり、2
倍程度の差を議論している時には結論が変わってきます。

これは、HPC でベクタ向けに書かれたアプリケーションだと、Opteron のほうが Core 2 よりも速
いこともある、ということでもあります。

ちなみに、SPARC64-VII を搭載する富士通の最新鋭 HPC 用サーバ FX1 は、名目メモリバンド幅
40GB/s なのですが実力 (STREAM 実測)は 13.5GB/s とのことで 3割程度のようです。もうちょっ
とがんばってないと、、、という感もあります。

この辺はやはりキャッシュありの共有メモリマルチプロセッサの難しいところで、キャッシュコヒー
レンシを維持するためにはプロセッサ間で複雑なやりとりが必要になり、そのためにメモリアクセス
レイテンシが増えると実効バンド幅もさがってしまう、ということがあるように思われます。

この意味では、GPU ライクな構造をもたせるのにコヒーレントキャッシュで、しかもプロセッサ間
はレイテンシの大きなリング結合をもつ Larrabee でアプリケーションの性能がでるのかどうかはと
ても興味深いです。
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ファイルサーバ (2009/1/1)

スーパーコンピューティングというからには、計算結果とかも大量にでる、ということが普通はある
わけで、高速で大容量のストレージ、というものが必要になってきます。現在私がセンター長 (正式
名称は「プロジェクト長」)をやっていることになっている国立天文台のシミュレーション用計算機
センターである「天文シミュレーションプロジェクト」のストレージシステムを例に、HPC 用計算
機センターにおけるストレージシステムの需要はどんなもので、どのようなシステムを提供するべ
きか、というのを考えてみます。

その前に、他のところはどんなふうか、というのをみてみます。筑波大学の T2K システム1では、
DDN のデュアルヘッドのファイルサーバ S2A9550 を 5台用意し、それぞれに 240台づつディスクを
つけて、RAID6で合計 800TBのシステム、と書いてあります。ディスクが 750GBとすると 800TB
は多いし、 1TB とすると少ないのですが、まあ、その辺りのディスクを多数つけたシステム、とい
うことです。接続は 9550 と OSS(Lustre ファイルシステムにおけるデータノード)の間が多分ファ
イバチャネル 4 本で、16Gb/s とか、5台合計で 80Gb/s (デュアルヘッドの使いかたによってはこ
の 2 倍)となります。ディスク容量は東大で 1PB、京都が 800TB と、なかなか足並みがそろった構
成です。転送速度もそれぞれ 10-20GB/s と思われます。

9550 は 4U のユニット 1つに 48台ディスクが入るような気がするので、ラック 1 本で 480ディス
クまでいけるのではないかという気もしますが、、、、全部は埋めてないということでしょうね。

さて、この 10-20GB/s というのはどういう速度かというと、ピークがでるなら 1分で 1TB, 1 時
間で 60TB 転送できる速度ですから、フルスピードで書くと 10時間でディスクを全て一杯にできる
速度です。これは、明らかに

� 転送速度が大き過ぎる

� ディスクの総容量が小さ過ぎる

のどちらか、おそらくは両方を意味しています。

実際問題としてシミュレーション用の計算機センターのストレージがどういうものであるべきか、
というのは、現代においては非常に難しい問題になっています。これは、大容量低価格のオフライン
デバイス、というものが事実上存在しなくなったためです。

20年ちょっと前、私が東大の計算機センターを使っていたころのことを考えると、ユーザーに割り
当てられたディスクスペースは標準では 10MB で、なんか申請したら 40MB に増えたような記憶が
あります。それ以上は、1週間毎に消去されるワークディスクと、磁気テープです。当時の磁気テー
プはオープンリールの、6240 bpi, 2400フィートのものでしたからこれで 170MB くらい書けた計算

1http://www.ccs.tsukuba.ac.jp/workshop/t2k-sympo2008/file/boku.pdf
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です。が、私がいた駒場にあった計算機のテープドライブは 1600BPI しか読み書きできなかったの
で、私が使っていたのはそっちで、40MB くらいが書けた、ということになります。まあ、1600BPI
しか使えなかったのは駒場にいたからで、普通は 6250BPI が使えます。そうすると、当時の S-810
の主記憶が 256MB だったので、主記憶一杯くらいのデータがテープ一本に書けたことになります。

現在はテープはどういう感じかというと、例えば HP の StorageWorks (と書いてあると旧 DEC で
すね、、、)では、 LTO4 という形式のテープが使えるそうで、これは 1巻 800GB です。で、それは
良いのですが、価格が現時点で 18,000 円となってます。つまり、少なくとも 2009年初めの時点で
は、このテープは SATA のハードディスクよりもビット単価がかなり高いわけです。現在は 1TB や
1.5TB のディスクはGB単価が 8円前後ですから、ほぼ 1/3 です。速度、信頼性でディスクが劣る
ことはないですし、SATA のインターフェースがついてきて別にドライブもいらないわけですから、
現在はテープというものは全く意味がないものになっているわけです。まあ、多分、少し軽い、とい
うことはあるかもしれませんが、 2.5インチ 500GB のディスクでもビット単価でテープより安いの
で、これも現在ではメリットになりません。

昔の計算機センターで、ユーザがテープに書いてデータを研究室に持ち帰ったりしていたのは、別
に研究室にテープドライブがあるからではなくて、単に計算機センターに置き場がないから、という
ケースのほうが普通だったと思います。もちろん、自分が普段使っている計算センターとは違うとこ
ろで大量に計算した時には結果をテープで運ぶとかするわけですが、基本的には保存したデータを
また処理する時には計算センターにテープをもっていってディスクにコピーするわけです。

もちろん、最近はユーザーの手元にも強力なパソコンがあるので、データを運ぶ方法としてディスク
を、というのは現実的な話です。ネットワークは SINET3 のバックボーンでも結果のところ 10Gbps
くらいなわけで、通常のユーザーが現実的に使えるのは運が良くて 100Mbps といったところでしょ
う。これだと 1TB に 1日で、もうちょっと運が悪いと 1TBに何日もかかるわけです。

まあ、これは、アカデミックなネットワークでこういうご家庭でも使えるような速度しかでないの
が問題ではあるのですが、とりあえず当面これは急激に改善されるというわけにもいかないと思わ
れます。

こういう状況下で、計算センターとしてはどのような対応をするべきなのか、というのは、まだどこ
でもあまり考えられていないような気がします。つまり、上の T2K システムがそうであったように、
今年度調達の国内のシステムだと典型的には 100 Tflops に対して 1PB 程度のディスクを 10GB/s
オーダーの速度で、となっています。海外の例でも ORNL Jaguar が 1Pflops に対して 240GB/s、
10PB というところです。システムの価格が 50-200億なわけですが、生のディスクのコストは 0.2%
程度になります。もちろん、これらのシステムを調達した時にはディスクは現在の価格の 2-3倍しま
したが、それでも 0.5% というところです。つまり、生のディスクの価格で見る限り、ストレージに
掛けているコストは恐ろしく小さいのです。

もちろん、上で繰り返し「生のディスクの価格で見る限り」と書いたのは要するにそういうことで、
実際の調達価格はだいぶ違うでしょう。例えば、富士通のディスクアレイ ETERNUS8000 のフル
サイズのラック 1本のモデル (モデル 1200) は、値段が 1億 2000万から、となっています。これで
ディスクは 1000台しか入らないので、ディスク 1台あたり 12万円するわけです。つまり、これを
買うだけで生のディスクの 10倍のお金を払っていることになります。ディスクのほうが匡体より安
いということもないとすると、ディスクも 1台 10万円くらいで売っているのではないかと思われま
す。そうすると、生のディスクのが大体 20倍のコストがかかっていることになり、システム全体に
占めるコストも 5% 程度で、まだ小さいような気もしますがそれなりに普通のところです。ちなみ
に、DDN の機械は ETERNUS に比べて桁でとはいいませんがはるかに安い、というのはここで強
調しておきます。

このことが意味しているのは、大規模なディスクアレイ装置というのが、コスト的に見合うもので
はなくなった、ということです。その大きな理由が、ディスクドライブの単価の低下です。20年前に
は大容量のディスクドライブは 1台 100万円とかしたわけですから、それを 1000台、あるいは 100
台でも入れることができる機械が 1億円してもなんの問題もありませんでした。しかし、10年前に
はビット単価が最も安いドライブの価格は 2万円前後となっており、それが最近は 1万円を切るよ
うになっています。ですから、1000台のディスクをつける装置は 1000万円を大きく切るのでない
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と、ディスクよりも箱やコントローラのほうが高い、という良くわからない状況になってしまうわけ
です。

例えば、Dell のサイトで PowerVault MD3000 を選んで 1TB ディスクが 15 台はいった構成にす
ると 150万円とかでてきます。箱が 50万、ディスクが 1台 6万 5千円です。デスクトップの機械に
1TB のディスクをつけると 3万円ちょっとなので何故 2倍もするんだと思いますが、ビット単価に
すると Dell ですらディスクだけの販売価格で秋葉原価格の 8-9倍、箱を入れると 12倍になるわけ
です。

もちろん、実際に Dell の営業にきいたらもっと全然安い、とかそういう話もありますが、しかし、
それはせいぜいファクターで、10倍違うのはどうにもなりません。また、 Dell ですらこの状況です
から、他のメーカーや SIer はこれよりもさらに高いものを提供してくれているわけです。

では、構築の手間その他を度外視した場合に、例えば 1PB 程度のストレージはどの程度のコスト
で組むことができるのでしょうか？実際問題として、こういった話は真っ当な計算機センターの人よ
りも 2ちゃんねる自作板の住人のほうが適切な情報をもっていたりするようです。以下は私の経験に
基づくもので、完全に一般性があるわけではありません。

安く大量にディスクを動かすためには、まず安い箱、というのが重要です。これは、実は殆ど選択
肢がありません。殆どの箱は現在のディスクの価格から見るととても高価なものだからです。かろう
じて許容範囲なのはセンチュリーの「裸族のマンション」くらいでしょう。これは 5台収納で 3000
円以下です。

ディスクを制御するには基本的には単に普通の PC を使えばよいわけです。で、これに本当に沢山
ディスクをつけるなら、 SATA ポートマルチプライア対応の raid カードをつける、ということにな
ります。ポートマルチプライアは、玄人志向のものや MAXSERVE の NA-910C で、5ポートで 1
万円前後です。Raid カードは色々ありますが、例えば Highpoint RR2522 とかだと 8ポートで、最
大 32台ディスクがつくとメーカー Web サイトには書いてあります。なお、この RAID カードは現
在のところ 5万円くらいして、PC1台よりも高い、というところには注意するべきかもしれません。
とはいえ、 PCIe x8 が 4枚くらいささるマザーボードを使えば、これでディスクが 128台、8台毎
に RAID6 にする構成でも 1.5TB ディスクを作るなら 144TB になり、これを 7台で 1PB を超える
ことになります。

この構成だと、1組みあたりコストは

1.5 TB ディスク 1.2万 128台 154万
ポートマルチプライア 1万 32個 32万
RR2532 raid カード 5万 4枚 20万
ホスト PC 5万くらい？
電源ユニット 2万くらい 8個 16万
合計 230万くらい
ディスク 1台当り 1.80万

となって 1500万円くらいで 1PB のストレージになります。但し、このシステムの最大の弱点は、
ネットワークです。まあ、それでも、PC それぞれに 10GbE のカードをつければ、100万円程度の
追加コストで 70Gbps にはなるので、 T2K システムくらいの性能はハードウェアとしては出ること
になります。少し違う例としてポートマルチプライアを使わないで多ポートの raid カードを使うこ
とにすると

1.5 TB ディスク 1.2万 64台 77万
RR2340 raid カード 5万 4枚 20万
ホスト PC 5万くらい？
電源ユニット 2万くらい 4個 8万
合計 110万くらい
ディスク 1台当り 1.712万
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で、ノード数が増えるのですがこっちのほうが少し安いです。オンボードの SATA ポートが 8ある
マザーでマルチプライアをつけると

1.5 TB ディスク 1.2万 40台 48万
ポートマルチプライア 1万 8個 8万

ホスト PC 5万くらい？
電源ユニット 2万くらい 3個 6万
合計 67万くらい
ディスク 1台当り 1.675万

となってさらにほんの少し安くなります。但し、性能的には、Raid カードを複数つける構成のほう
が余裕はあると思われます。

保守とかいろんなことでこういう構成には問題がないか？というのはもちろんあって、富士通とか
がサポートしてくれるわけではないので人手がかかりそうです。が、所詮 PC 10台とか 20台なの
で、経験がある人なら一度組んだ後のメンテは 0.x 人くらいでできる話でしょう。もちろん、それに
はスペアの適切な構成とか、障害の自動通知、予備的なディスク交換とかのノウハウが必要です。

ディスクが 1000台ともなると、消費電力も大きな問題です。これは、

� 起動時の最大電流

� 通常運用時の平均、ないし動作時最大電流

の 2つの問題があり、例えば必要な電源容量を決めるのは前者だったりします。2ちゃんねるの報告
では Seagate の現在の 1.5TB 品は起動時 35W、アイドルでも 12W なんだそうで、アクセスして
いると 20W くらいかもしれません。そうすると、1000台あるだけで 12KW と、決して馬鹿になり
ません。Seagate のデータシートにはアイドル 8W、シーク時 10W、スタンバイ 0.9W、スリープ
0.9W と書いてあるらしいので、スタンバイにできれば 1000台でも 1KW となってまあ小さいこと
になります。これは、RAID カードのほうがサポートしているようなので、例えば数分アクセスがな
ければスタンバイになるようにしておいて、OS が邪魔しなくてちゃんとスピンダウンすればよい、
ということのようです。1Wまで落ちるなら、それ以上頑張る必要もなさそうです。

さて、生で容量や速度があるのは良いとして、ユーザーからどう見えるべきでしょうか？もちろん、
なるべく単純なほうがよい、という考え方からすれば、例えば、ユーザーから見えるディレクトリは

/home/foo

/work/foo

の 2つくらいで、/homeはソースプログラムや実行ファイル、/workは計算結果等を置いて、Lustre
や PVFS、 pNFS 等を使った並列ファイルシステムになっているのがよいのかもしれません。しか
し、サポート、メンテナンスにあまり人手を使いたくない時にそういうシステムがよいか、という
のは難しい問題です。特に問題なのは、 (pNFS は知らないですが Lustre, PVFSは)基本的に耐障
害性のための機能はなく、各ノードがちゃんと動くことを前提にしていることです。つまり、もちろ
ん RAID 等でなんとかしているはずとはいえ、ノード 1つがなんらかの事故によって完全に失われ
ると、全てのユーザーの全てのデータが死んでしまう可能性があります。まあ、もちろん、これは
全ノードを使って単一の Lustre や PVFS システムを組んだ場合の話で、分割すればよいのですが、
元々10-20ノードしかないのであればそれを複数の並列ファイルシステムにするのもどんなものかと
いう気がします。逆に、ノード毎に別のファイルシステムにして、各ノードになるべく少ない人数の
ユーザーを置くようにすれば、どれかのノードが完全に死んでも、そこを使っていたユーザー以外に
は被害がないわけです。
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容量の観点からは、この方法であまり問題はありません。ノード 1つで全体システムの 1/10 程度
あるわけですから、大口ユーザーでも十分です。問題は速度です。まあ、 1GB/s で書き込みができ
れば、100TB でも 1日で一杯にできるわけなので実はあまり問題がないような気もします。

もちろん、国立天文台でも約 800 ノードの Cray XT4 をもっているわけで、これが計算結果を書
き出す先としては 1GB/s はいくらなんでも貧弱です。現在の天文台の構成では 1 ラックの DDN シ
ステムがあり、 4Gbps の FC 8本で XT4 の I/O ノードにつながっています。これは 60TB のディ
スクをもち、他に大容量のデバイスが低速にしてもオンラインで利用可能ならワークエリアとして
は十分でしょう。

実は、今回のシステム調達では、この 60TB (仕様書には 20TB と書いたような気もします)の高速
ディスクはレンタル契約に含まれるのですが、大容量のストレージやテープドライブは仕様に含めて
いません。これは、2年前に我々が仕様を作っていた段階でも、 SATA ディスクドライブのビット
単価が急激に低下するので、5年レンタルでそんなものを導入するべきではないこと、また、通常の
HPC ベンダーからディスクを導入した場合には恐ろしく高価なものになることがはっきりしていた
からです。

思い付くままに書いたのでかなり長くなりました。要点を整理すると

� 大容量オフラインデバイスとしてテープは成り立たない。 3.5インチや 2.5 インチ HDD のほ
うがビット単価が安い。

� が、普通の HPC ベンダーや、あるいは Dell でさえ、ディスクアレイを購入すると生のディス
クの価格の 10倍になる。

� 部品を選ぶなら、コストが生ディスクの価格* 1.4 程度 (ディスク 1台当り 5000円)で速度も
十分あるシステムを組むことは可能。

� ソフトウェアは大きな問題。特に、 HPC 用の並列ファイルシステムはまともな耐障害性が
ない。

といったことになります。

耐障害性を高める方法は、

� Google File System のようになんでも 3重にコピーする

� 並列ファイルシステムのサーバ間で Raid6 を組む

といった方法が考えられます。商品では、Panasas のシステムは実効的にネットワークにつながった
サーバーノード間での Raid になっており、信頼性の高いシステムを提供しているようです。

なお、RAID5 システムの結構大きな問題は、再構築に失敗する可能性がそんなに低くない、とい
うことです。どういう場合にこれが起こるかというと、どれかディスクが死んだとして、それを交換
して残りのディスクから再構築をするわけですが、残りのディスクのどこかにセクタエラーがあると
かいう場合です。原理的には、これは、 RAID を単純なパリティ方式ではなく ECC にすれば解決
するような気がします。 その昔の Thinking Machines の DataVault ディスクでは、39台並列動作
するディスクで 32ビットデータをとる方式でディスク間 ECC を実現していました。例えば 16+6
とか (8+5はメリットが低いような気がするので、、、原理的には 11+5が可能？) の構成では RAID6
で 6+2 に比べて大きなデメリットがあるわけではないので、こちらのほうが明らかに望ましいよう
な気がします。

現在の Linux Software Raid はパリティディスクしかサポートしていませんが、これを ECC にす
るのは原理的にはさして難しいこととは思えないのですが、、、、

まあ、今時なら、 iSCSIか NBD の上に並列ファイルシステムを実装して、そこで ECC を、とか
いう話かもしれません。FUSE で誰か作るとか。もちろん、並列ファイルシステムって既に一杯ある
ので、新しく作るのは？という気もしますが、HPC 用のってデータベース用とかとは全然違って、
必要な機能が根本的に少ないので、専用に実装するほうが簡単そうです。





Chapter 69

x86 プロセッサの将来 (2009/2/28)

以前に、 38 で今後のスパコンなり専用計算機なりの開発では、とにかくまず x86 や GPU にどう
やって勝つのか？というのが問題、という話を書きました。その時に前提にしていたのは、デスク
トップ用の x86 プロセッサ、つまり、もっとも生産量の多いところの x86 プロセッサの性能が、少
なくともムーアの法則程度であがりつづける、ということです。

半導体技術的にはそうなっていけない理由は全くないのですが、現実の x86 プロセッサの進化はそ
ういう単純なものではなくなってきているようです。

その 1つの現れが Atom プロセッサです。これは、Intel がおそらく当初のねらいとしては高機能
の携帯電話のようないわゆる「組み込み」マーケットを対象に、それほど性能が高いわけではない
ですが非常に安価で消費電力も少ないプロセッサとして開発したものです。要するに、折角 DEC か
ら 買った StrongARM をものにできなかったので、組み込みマーケットは依然 ARM のものである
のをなんとかしてもうちょっと Intel も PC 以外に進出しよう、というわけです。ところが、これが
ASUS の安価なノート PC (EeePC) に Dothan の後継として採用されたことから話がおかしくなっ
てきます。ASUS は元々 AMD Geode + Linux という想定で非常に安くしよう、としていたわけで
すが、Intel, MicroSoft のそれぞれが、そういう非常に安い PC 向けには安価に CPU+Chipset や
OS を提供してきたわけです。

この ASUS EeePC が大ヒットしたのは読者の皆様もご存知の通りで、多くの日本メーカーを含む多
数の PC メーカーがこれに追随しました。これがいわゆるネットブックで、ATOM CPU、945チッ
プセット、 1024x600 の液晶画面、Windows XP というのが共通仕様です。しかし、もちろんこの
ネットブックの成功は、新しいマーケットを作ったわけではなくて単に B5以下 のモバイルノート、
例えば Let’s Note R、T の売り上げを食っているわけです。同時に、それは、高価なノート用低電圧
Core 2 プロセッサの売り上げを、値段が 1/10 以下と思われる Atom プロセッサが食う、というこ
とでもあります。 Intel にとってこれはもちろん好ましいことではありませんが、放置すれば AMD
や Via (ネットブックに極めて近い構成の HP 2133 は Via C7 プロセッサ採用でした)にマーケット
をとられかねないのでやむをえない選択だったのでしょう。

さて、この、性能が低いプロセッサを搭載した安価なノート PC が、性能が高いプロセッサを搭載
した高価なノート PCの売り上げを食う、というのは、要するにもうノート PCには高性能のプロ
セッサが必要ではなくなってきている、ということです。実際、おそらく最も CPU パワーを使う
アプリケーションは、3D ゲームをするごく一部のユーザー以外にとっては動画再生であり、それは
Atom でも十分に行えます。また、3D ゲームにしても CPU の能力よりむしろ GPU が問題で、 945
チップセットの代わりに nVidia ION とかにすれば十分かもしれません。

マイクロソフトは Vista でなんとか OS を重くして、速いプロセッサが必要であることにしようと
努力したようにみえますが、遅いだけでなにもよいことがみつからない Vista はさすがにユーザーに
不評で、今でも「XP にダウングレード済」が売り文句になるような状態が続いています。さらに、
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Windows 7 は Vista よりも軽く「XP 並に軽快に動く」とか。

現在のところ、この、Atom ですます傾向はノート PCに留まっていますが、デスクトップ PC で
も大した性能が必要なわけではないことに変わりはありません。実際、国内メーカーのデスクトップ
PCのラインアップを見ると、CPU は Celeron 440 とか E1400 あたりが採用されていて、 Core i7
とか Core 2 Quad とかはどこの国の話だろう？というようなものです。4コアもあっても日常使う
IE や Word が速く起動してくれるわけでもないし、画面表示が速くなるわけでもないので、 Core
i7 の素晴らしいメモリバンド幅も、その辺のアプリケーションにはさして意味がないわけです。

このような傾向は、Intel、AMD 両社の今後のプロセッサロードマップに既に反映されています。つ
まり、Intel にしても AMD にしても、8コア (Nehalem-EX) や 6-12 コア (Istanbul, Magny-Cours)
が今年から来年にかけて予定されていますが、これらはサーバ用でデスクトップ用ではありません。
デスクトップ用では 8コアがロードマップにはいっているかどうかすらさだかではありません。こ
れは、長期にわたって x86 ベースではデスクトップ用とサーバ用のソケット当りの性能差がないか、
どちらかというとデスクトップ用のほうが性能が高い傾向にあった過去 10年とは全く違う状況です。

これはつまり、電卓の性能向上が必要でなくなったようにデスクトップやノート PC の性能向上も
必要ではなくなった、ということを意味しています。結局、10年前に比べて普通の人の PC の使い
かたはさして変わっていないでしょう。ところが、20年前だと大きく違います。20年前には、ウィ
ンドウシステムが動く計算機というのは Sun とかのワークステーションで、日本で買うと 500万円
くらいしました。200万円で買える Sony NEWS が画期的に安かったのです。2-30万円の PC はシ
ングルタスクの、OS というとちょっと違うんでは？という感じの MS-DOS が動いていて、その上
でワープロソフトを使う、というのが PC の主な用途だったでしょう。大学等でもネットワークはま
だできはじめた頃で、メイルも普通には使われていませんでした。つまり、90年代の 10年間に PC
の使われかたは大きく変わったのですが、2000年代にはそれに比べるとたいした変化がなかったわ
けです。

使われかたにたいして変化がなかった 10年間に PC の価格はゆっくりと下がり続けてきました。も
ちろんこれは量産効果で安くなったからでもありますが、結局は高価で高性能なものが必要なくなっ
たからでもあります。

これに対して、サーバシステムで必要な処理能力はどんどん上昇します。Google に代表されるよう
なサービスでは、結局処理能力が高いとそれだけ色々なことができるからです。但し、これはもう超
並列処理が前提で、さらに、結局人間相手のサービスなので、 HPC と違ってレイテンシはそれほど
問題になりません。しかし、巨大なデータベースアクセスになるのでメモリの量とバンド幅は重要と
いうことになります。ここでは K8 や Nehalem の高いメモリバンド幅は有効なわけです。

つまり、Web サービスとかそのバックエンド処理のためのサーバ用 CPU は今後も順調に性能向
上します (浮動小数点演算性能が必要かどうか不明ですが) が、 Intel も AMD も現在の製品ロード
マップはこれらは デスクトップ用とは別の製品 (CPU コアは同じでもコア数やメモリ階層、外部メ
モリインターフェースの数等が違う)になります。

コアが同じなので、別アーキテクチャの製品ほど開発コストがかからないとはいえ、デスクトップ
のように数がでるわけではないサーバ用 CPU をわざわざ作るならば高く売って儲けをださないと意
味がありません。このために、サーバー用 CPU は高価なものになります。この 10 年間は、サーバ
用とデスクトップ用で実質は同じもの、あるいはサーバー用のほうが性能が低いのに、2ソケットや
4ソケットで使える CPU は 1ソケットのデスクトップ用の 2倍とか 10 倍とかの値段になっていま
した。今後は性能が低いわけではありませんが、値段が高いのは変わらないでしょう。

このような x86 プロセッサの開発状況の変化は、 HPC に対してどういう影響があるでしょうか？

まず、小-中規模な PC クラスタを安く組む、というのが困難になります。安いデスクトップ用 CPU
だと随分沢山並べないと 2-4 ソケットのサーバに比べて良いことがなくなってしまうからです。 1
ソケット 100万で PC クラスタを買う人には別になんの変化もありませんが、同じ性能を 1ソケッ
ト 10万でだそうと思っている人には冬の時代です。

GPGPU や Larrabee がデスクトップに依然高い浮動小数点演算性能を供給し続ける、という可能
性もありますが、これは少し疑わしいのではないかと思います。理由は、結局デスクトップ CPU と
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同じで、高性能の GPU はそんなに需要がないからです。結局、 nVidia のような会社が、 GPGPU
に会社としてそれなりに投資すること自体が、ハイエンドの GPU はコンシューマ向けだけの商売で
は厳しくなっている、ということの現れです。 HPC 用といって売れば、コンシューマ用では 1 枚
4 万円のボードを 30万円で売れるわけですから、金額としてのマーケットが小さくても利益率が高
いわけで、チップメーカーから見るとおいしいマーケットです。

もちろん、ハイエンドのゲーム用 PC というのは存在を続けますが、それは Intel SkullTrail のよ
うな、ミッドレンジサーバの構成で GPU へのインターフェースは高速にする、というものになるの
ではないかと思います。そうすると、結局そのクラスのものが最も価格性能比が良いところになり、
比較的高価なプラットフォームになるわけです。

まあ、AMD のほうでは Fusion という話があり、これは結局のところミッドレンジのデスクトップ
CPUとミッドレンジの GPU を 1チップなり 1パッケージなりに集積してコストダウンとインター
フェースの高速化による性能向上を図る、という感じになるようです。ミッドレンジの GPU とハイ
エンドのサーバ用 CPU では処理能力に大差ないか、ヘテロジニアスな並列処理に伴うオーバーヘッ
ドを勘定にいれると CPU のほうが速いでしょう。ハイエンドのCPU+ハイエンドのGPU でなけれ
ば GPGPU という話は成り立たないので、ハイエンドの GPU が高価なものになるとあまりメリッ
トが見えなくなります。

nVidia の IR 向け資料を見ると N 体計算では GPU は CPU の 100倍速いとか書いてあって頭が
痛くなりますが、要するに GPGPU というのはその程度の hype である、ということです。

もしも、上でみたように x86 や GPU といった「COTS」が、これからはおそらく高価で高性能な
ものと安価だけどそこそこの性能のものに分化するとするなら、これは HPC に対する「COTS」ア
プローチ、というもの自体が成り立たなくなることを意味しています。CPU や GPU メーカーが、
開発にかけた投資自体を HPC マーケットでの売り上げで少なくともある程度回収する必要がでてく
るからです。

アーキテクチャ的な観点からも、 x86 プロセッサの現在の方向が限界にきている、というのは実は
はっきりしています。マイクロプロセッサの発展は別に何か新しい道を開拓しているわけではなく
て、基本的に 20-25年前のスーパーコンピューターの発展を後追いしています。25年前には巨大な
システムだったものが 1チップになる、というだけです。その意味では、 4-8 コアというのはちょう
ど 80年代後半の Cray XMP/4 や YMP/8 の時期にあたっており、 Cray の場合はその次の C/90
の 16プロセッサで事実上製品としては終了しています。NEC はそのころになってやっと 4プロセッ
サの SX-3 を投入し、2002年の 32プロセッサの SX7 まで引っ張りますが、共有メモリで性能をだ
すというのが有利なアプローチではなくなったというのは 5 で書いた通りです。つまり、マイクロ
プロセッサの発展は、歴史において初めて全くお手本がないステージにはいったわけです。

スーパーコンピューター開発については、90年代は ASCI プロジェクトに代表されるような混迷の
時代だったわけで、結局同じことがマイクロプロセッサ開発でも繰り返されるのかもしれません。と
いうよりも、90年代の「正しい」方向は、分散メモリ並列機であったわけですが、1チップマイクロ
プロセッサでの「分散メモリ並列」というのは、外付のメモリが普通にあるなら意味をなさないし、
外付のメモリへのバンド幅が不足している、という問題を解決できない、というのが問題です。

GPU や Core i7 に見える進化の方向は、それでも一生懸命がんばって外付メモリバンド幅を増や
せるだけ増やす、というものですが、これが消費電力の上昇を招いているのは明らかです。これらは
はそれでもまだ C(G)PU とメモリが直結なので少しはよいはずですが、サーバー用の Nehalem EX
となると FBDIMM2 なのでさらに消費電力が上がります。

既に何度も書いてきたことですが、ここでの将来の方向は、やはり、メモリバンド幅をそこそこに
留めて演算能力を上げ、アプリケーションやアルゴリズムをそちらに適応させる、ということだと思
います。でも、それはデスクトップやノート用の CPU/GPU の方向でも、サーバ用の CPU の方向
でもない、ということです。





Chapter 70

GRAPE-DR の HPL 実効性能
(2009/5/9書きかけ)

GRAPE-DR も予算は今年 3月でおわって、色々性能の数字とかもでてないといけないのですが諸
般の事情でまだでていません。というか、現在まだ「調整中」というところです。

ピーク性能が GRAPE-6 に比べてそんな上がってるわけではないので、天文シミュレーションで理
論ピーク (というか、重力計算ループの性能)の例えば半分程度の性能を出すのはそれほど難しいわ
けではなくて、実際にボード単体ではでているのですが、折角 HPC Linpack を実行できるように
作ったのでこれについてまあまあの数字をだそう、という作業をしています。

(というわけで、 2009/5/7の段階ではまだ実効性能の数字はこの文書を最後まで読んでもでてきま
せん。数字はもうちょっとお待ちを)

6月の Top 500 の発表に間に合うかどうかは厳しいところですが、それはともかく今月中には一応
動いた、という数字は出せると思っています。

で、今回の数字については、結構 Top500 の歴史に残るほど「効率」は低いものになる見込みです。
これは、

� 元々の設計思想がそういうものである

� ホストに掛けるお金が足りなくなった

� チューニングが追いついてない

という 3つの理由があります。元々の設計思想というのは、GRAPE-DR の場合天文アプリケーショ
ンを含む様々な応用プログラムで高い実効性能を出す、というのが目的で、これは必要な性能要求が
比較的演算能力に偏っていてホストのメモリ量やネットワークのバンド幅への依存が小さいもので
す。現在のGRAPE-DR のホスト計算機の構成は、Core i7 (920) に 12GB メモリ、ネットワークは
x4 DDR IB というものですが、HPL を十分に高い効率で動かすには

� 主記憶量

� ネットワークバンド幅

が若干不足します。元々大雑把なみつもりでは 20Gb/s のネットワークだと 32GB 程度のメモリが
必要なのですが、メモリの値段はともかくそんな量のメモリをつけられるマザーボードやそれにつく
CPU はやたら高い、というのが問題です。開発を始めた 5年前には、10GbE がもうちょっと安く、
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少なくとも IB よりも安くなって、主記憶もデスクトップマザーで 16GB、2ソケットのサーバー用
なら 32GB は安価につくと期待したのですが、それが 2008年度内に、というのは少しみつもりが甘
かったと思います。まあ、その、実はNehalem EP でDual Tylersburg の SuperMicro X8DAH+ だ
と値段的にもぎりぎりで、性能も問題ないのですが、これは 2008年度の予算で買うのは不可能だっ
たのが問題です。AMD だと Shanghai での DP マザーではどうか、となりますが、これは DDR2
で、800 までなのでメモリバンド幅がちょっと厳しいところです。例えばThunder n6650W や ASUS
KFN32-D SLI のような nForce 3600+3050 なものだと PCIe Gen1 で我慢するならこちらの要求仕
様を満たさないわけでもないのですが、できれば Gen2 16 レーンが 2枚使えるマザーが欲しかった、
ということもあります。ということで、今回使ったマザーは P6T6 WS Revolution で、DDR3 で
4GB のメモリはまだ買える値段ではないので 2GB x 6 で 12GB となっています。この、 12GB し
かないことが今回は大きく性能をリミットしています。

来年くらいには 4GB DDR3のモジュールも安くなると思うので、なんらかの形で 24GBとか 48GB
まで増強すれば効率はかなり上がることになります。

HPC Linpack の性能は、基本的には以下のように書けます。

HPLの性能 =
演算数

(DGEMM時間) + (それ以外時間)
(70.1)

ここで、基本的には DGEMMの時間は行列サイズの 3乗に比例し、それ以外のところは 2乗に比例
します。行列サイズは例えばメモリ 12GB の 1ノードでの実行では 3万程度ですから、3乗と 2乗の
差は結構大きく、DGEMM 以外のところは殆ど問題にならない、というのがまあ紙の上の理屈です。
が、実際には話はそれほど簡単ではありません。というのは、 GRAPE-DR をつけると DGEMM
がすさまじく速くなるのに対して、それ以外のところの時間を決めるのはホスト PC の演算速度で
はなく、メモリアクセスの速度、特に不連続アクセスの速度だったりするからです。

現在動作している GRAPE-DR のクロック 380MHz でも、カードを 2 枚つけた時演算速度は
1.5Tflops にもなり、ホストの Core i7 920 の 40 倍近くになります。メモリバンド幅は連続アク
セスで 16GB/s 程度、つまり 2G語/秒程度ですから、演算速度とはほぼ 1000倍の差が連続アクセ
スでもあるわけです。ところが、HPL の場合、メモリアクセスは連続にはなりません。というのは、

� ピボット探索のための列方向アクセス・小さい幅での列パネル変形

� ピボット行交換のための行方向アクセス

が基本的に同じ量あるので、配列の格納をどっち順にしてもどちらかは不連続アクセスになるからで
す。普通の計算機では、DGEMM の速度とメモリアクセスの速度の差はせいぜい 20倍なので、行
列サイズが 1000 から 10000 あれば、不連続アクセスで速度がさらに 1/10 -1/100 程度まで落ちて
もこれらの速度は問題にならないのですが、GRAPE-DR の場合にはこれが問題になるわけです。

並列版になると、これらは通信にもなるのでもうちょっと面倒ですが、本質的には議論は変わりま
せん。まず、計算量やメモリアクセス量の比は、1ノード当りの行列サイズで決まる、というのは
落ち着いて計算すればわかります。 P × P のプロセスグリッドを考えると、行列サイズは P 倍、
DGEMM の速度は P 2 倍、ピボット探索や行交換の速度は P 倍だからです。

現在の通常の HPL の実装・実行では、行列は列方向が連続になるようにメモリに格納します。こ
の結果、ピボット探索を高速化し、行交換は速度が落ちてもやむをえない、としているわけです。1
ノードの場合には、これはそんなに悪い選択ではありません。1列毎に入れ替えをする形のループに
することで、ある程度までメモリアクセスの局所性を保つことができるからです。但し、並列版では
普通に書くと行方向のアクセスになるので大きな間隔でのストライドアクセスになって性能がかな
り低下します。

現代の計算機でのストライドアクセスの性能低下の理由は、キャッシュラインの一部しか使われな
いことと、 TLB ミスです。 TLB ミスは 2MB とか 4MB のいわゆる Huge TLB を使うことで抑
えることができますが、キャッシュラインの一部しか使われない、というのはメモリ格納オーダーを
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変えるしかありません。最近の機械はラインサイズが 64バイトになっていて結構大きいので、TLB
ミスがなくても不連続アクセスの速度は 1/8 まで落ちることになります。

格納オーダーを変えるのは色々考え方があって、一つはペアノ曲線やモートンオーダーを使った再
帰的な配置にすることです。ペアノ曲線の場合には大雑把にいって、縦方向のアクセスでも横方向の
アクセスでも、半分が隣接、1/4 が 2倍離れ、、、、というような感じになるので、どちら方向でも性
能低下か 3 倍程度に抑えられるはずです。実際にこのようなアクセス方式で Level 3 BLAS を自動
チューニングする、といった研究もあります。

しかし、そうはいってもペアノ曲線とかではデータがどこにあるのかすぐにはわからない (HPL 専
用プロセッサを作るならアドレス変換をハードウェアでやるといった可能性もあります。これはビッ
トシャッフルだけなので本当は時間かからないので)ので、もうちょっと単純な方式を使いたいとこ
ろです。例えば、サイズ 2とか 4の短いベクトル単位で行方向に格納し、それを列方向に格納する、
といった形の行列を考えてみます。

この場合には、サイズを m とすると最大値探索の速度は単純な列方向格納の場合の 1/m になり、
行交換の速度は m 倍になります。列パネル変形は微妙で、上手く書けばあまり変わらないはずです。
最大値探索と行交換のどっちが元々大変か、というと、最大値探索は行列全体の半分を read するだ
けですが、行交換はやはり半分について、交換なので 2回 read, 2 回 store となり形式的には 4倍の
アクセスになります。実際にはキャッシュヒットがどれだけか、というのがあるので 4倍にはならな
いですが、それなりに多いはずです。

と思うと、元々行方向に格納しておけばよいのではないかという気もします。が、 HPL のコード
は入力行列については必ず列方向格納をする (分解後の L, U については選択できる)ので、これは
HPL を全部書き直さないと実験できません。

何故 HPL のコードが列方向格納になっているかというと、これはおそらく歴史的な理由ではない
かと思います。つまり、 Linpack benchmark というと 100x100 とか 1000x1000 であった時代、つ
まり、シングルプロセッサのスカラ機やベクトル機がベンチマークの対象であった時代には、使われ
ていたアルゴリズムもせいぜい縦ブロックガウス消去法くらいなので、基本的に演算量の多い操作で
はベクトル化の方向が縦 (列)方向になります。なので、列方向格納でないと性能的には全く話にな
らないわけです。

しかし、現代的なアルゴリズムでは、そもそも演算量の多いところは殆ど全て行列乗算に置き換わっ
ているので、演算ではないピボット操作とか行入れ替えが究極的には問題になるはずです。なので、
これらの時間を最小化するようなデータ配置が望ましいです。もちろん、実際には、そんなところが
問題になるところまで行列乗算の性能を引き上げてしまったのはアクセラレータ付きシステムの中
でも GRAPE-DR が初めてであり、このために従来のシステムでは全く問題にならなかったところ
の実行時間が問題になってきているわけです。

ずっと上で述べたように、このようなところの実行時間が問題になるもうひとつの理由は単純にホ
スト計算機のメインメモリ容量が不足していることですが、やはり、根本的な問題はこれまでの他の
システムでの経験の蓄積がないところまで行列乗算を高速化した、ということ自体にあり、このため
に従来なされてきたのとは違う部分の高速化が必要になっているわけです。

というわけで、現在のところ DGEMM 本体についてはピーク性能の 75%以上がでるところまで
チューニングできていますが、 HPC Linpack についてはもうちょっとお待ちを、、、という状況です。

DGEMM 以外のもの、としてピボット探索と行交換をあげましたが、実際にはこれらが全てでは
もちろんありません。一つのポイントは、 GRAPE-DR では (実は、ClearSpeed 等のアクセラレー
タや、また GPU を使う場合でも事情は同じですが)、 DGEMM が速くなるための条件があるので
す。それは、行列の幅が大きいことです。行列乗算を式で書くと

cij =

k∑
p=1

aip · bpj (70.2)
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となります。ここで A は M行 K 列、 B は K 行 M 列の行列だとします。C は M 行 N 列の行列
です。単純な内積形成のプログラムだと以下のようになるはずです。

for(j=0;j<N;j++){

for(i=0;i<M;i++){

C[j][i]=0;

for(p=0;p<K;p++){

C[j][i]+= A[p][i]*B[j][p];

}

}

}

この形で実行したのでは性能がでないので色々するわけですが、アクセラレータの場合には計算する
には基本的に行列 A,B をホスト計算機が I/O バス経由でアクセラレータボードに送り、アクセラ
レータボードが計算して、計算結果を返す、という手順が発生します。

例えば ClearSpeed CSX600 の場合、CSXL User Guide for 3.11によれば性能が、大体

行列サイズ 速度 (Gflops)

1000 8

2000 28

3000 42

4000 52

5000 56

という感じです。行列サイズが 2000 の時には、演算数が全部で 16G になりますから、 0.6秒くらい
で計算がおわっています。データ転送の総量は 96MB ですから、この時に計算と通信がほぼ半々だっ
たとすると、データ転送の実効速度は 300MB/s 程度と推測されます。 PCI-X を使ってる割には遅
い気がします、、、と、それはともかく、通信量に比べて演算量が多い必要がある、ということです。

LINPACK ででてくる DGEMM では、 M, N の値はホスト主記憶にはいる行列の大きさできまる
のですが、 K は実行時に指定できるパラメータです。従って、アクセラレータで性能を出すには K
を可能な限り大きくすることが望ましいわけです。CSX600 の推奨値は 1152 であり、GRAPE-DR
の場合は 2048 です。しかし、ここまで K を大きくすると、 N3 ではない処理、といっていたとこ
ろが馬鹿にならなくなります。それは、実はその部分の処理の中に計算量が N2K に比例するところ
があるからです。これは、パネル分解と呼ばれる、ブロックサイズまでのガウス消去をするところで
す。もっとも、その部分についても再帰的にブロックサイズを小さくしていくことで、殆どの計算量
を DGEMM に回す方法が知られていますが、この場合にはもちろん K が小さくなるので性能は落
ちます。とはいえ、この部分は大したことはない、というのが理論的にはわかります。 GRAPE-DR
のように性能が K に単純に比例するシステムの場合、 N2K の部分の時間に再帰の深さに比例する
係数がつくことになります。このため、再帰が無限に深いと計算時間が発散しますが、実際にはホス
ト CPU で計算したほうが速くなるところで再帰を止めるので、ここの部分の係数はホスト計算機と
GRAPE-DR の速度比の 2を底とする対数程度になるわけです。

ClearSpeed のようにホストに比べてそもそも速くないとか、あるいは RoadRunner のように計算
全体を実は「アクセラレータ」側でするのでなく、非常に速いアクセラレータを細いバンド幅で PC
につなぎ、さらにメモリも小さい (N と K の比を大きくできない)、時にこの部分は問題になります。
現在の GRAPE-DR のホストでは、カード 2枚つけると速度比が 40程度、2を底とする対数は 5 で
す。これに対して N/K は 15 前後なので、結構大きな影響があることになります。メモリが 32GB
もあればこの影響は半分になります。

1http://support.clearspeed.com/resources/documentation/CSXL User Guide 3.1 Rev1.B.pdf
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さらに、まだ DGEMM で表現できていない部分があります。これは DTRSM と呼ばれる、3角行
列を解くのを多数の入力について行う、というもので、行列で書くと

X = AB (70.3)

を解くのですが、計算量の大半は A がランク K の上三角行列、Bは列数が K で行数はもっと大
きい (主記憶サイズで決まる)ものです。3角行列なので、下から順番に解く、つまり、

for(j=0;j<M;j++){

for(i=K-1;i>=0;i--){

for(p=K-1;p>i;p--){

B[j][i] -= A[p][i]*B[j][p];

}

}

}

というような感じのことをするわけです。普通の計算機でも、この形のままで性能を出すのは面倒な
ので、最近は GEMM-BASED と言われる、なるべく行列乗算の形の演算を括り出してそこには最
適化された DGEMM ルーチンを使う、というやり方が多いようです。これは、上のコードでいうと
まず j のループと i のループの順番を入れ替えて、全部の列をまとめて処理するようにします。さ
らに、i, p のループをブロック化して、何行か処理したら、それの上のほうへの影響の処理はまとめ
て、という形にするとそれが行列乗算になっているので DGEMM を使う形に書き換えるわけです。

さて、アクセラレータの場合には、なるべく行列サイズを大きくしたいわけですが、その観点から
すると単純なブロック化は好ましくありません。元々の DTRSM に渡された行列が大きくても、ブ
ロック化アルゴリズムで指定した小さなサイズの行列が DGEMM に渡ることになるからです。

ここで、真っ当な方法で可能な限り行列サイズを大きくするには、再帰的な処理をすることになり
ます。つまり、まず下半分を処理してからそれを上半分に適用する、という形にして、さらに下半分
と上半分をそれぞれまた半分に分けて同じことを繰り返すわけです。このやり方は、上に述べたパネ
ル分解への再帰的な DGEMM 適用と同じで、計算時間が GRAPE-DR の速度とホスト計算機の速
度の比の対数で増えてしまう、という問題があります。初めから DGEMM を使うほうは、ピボット
交換が関係するのであまり他に良い方法がないのですが、DTRSM のほうは単純に 3角行列の処理
で、別に面倒なことはないのでもっとよい方法があります。それは、 A の逆行列を作ってからそれ
を B に掛けることで、一気に X を求める、という方法です。

この方法では、DGEMM に渡る行列サイズは元の行列と同じなので、もっとも高い効率がでます。
しかし、3角行列の逆行列にして、それをなにも考えずに DGEMM ルーチンに渡すので計算量が 2
倍になるのが問題です。まあ、3角行列の逆行列はやはり 3角行列なので、それ向けの DGEMM を
作ればよいわけですが、GRAPE-DR の場合にはどうせ通信リミットなのでがんばって演算量を減
らしてもあまり意味はありません。この方法の場合、再帰の場合にでてくる 5 とかのファクターが
2になるので、かなり効果的です。この方法は演算量が増えるので普通の計算機ではおそらく使われ
ないのか、文献では報告がない方法ですので、一応新しいアルゴリズム、ということになります。

但し、最初に逆行列を求める必要があり、これが新たなオーバーヘッドになります。この部分は、入
力行列が単位行列なので計算しなくてもよいところを減らすと計算量が単純に DTRSM を使う場合
の 1/3 になり、さらにその形の処理に対して再帰的アルゴリズムを使うことで殆どを DGEMM に
置き換えることができます。ブロックサイズが小さいのであまり速度はでないですが、そもそも計算
量が非常に減っているのであまり問題ではありません。

結局、並列化によってでてくる通信を別にしても、GRAPE-DR で HPL を実行すると、普通の計
算機や、遅いアクセラレータでは問題にならなかった

� ピボット探索や行交換の速度
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� 再帰的パネル分解での、サイズが小さい DGEMM の速度

� DTRSM の速度

が問題になるわけです。上にみたように、 DTRSM についてはあまり問題にならないところまで (と
いっても、計算量が 2倍になっているので K/2N の程度、つまり 3-5% 程度の効率低下にはなりま
す)下げることができますが、パネル分解はその数倍、ピボット探索や行交換もそれなりに、、、とな
ります。総合的には、現在のホストでは、単一ノードの HPL で効率 50% は結構大変、というとこ
ろです。

ホストにお金をもうちょっと使えて、32GB とか 48GB のメモリをつければそれだけで効率が 70%
程度にはあがるのですが、、、

と、こういった文章をだらだら書くのは、自分の頭の中を整理するためでもあるというかそれが主
なのですが、書いていると実際によりましなやり方を色々思いつくわけです。

ピボット探索と行交換の速度を両立させ、なおかつ BLAS 等の普通のライブラリとの親和性を犠牲
にしない方法としては以下のようなものが考えられます。

� 基本的な格納は行方向にする。このため、行交換ではメモリバンド幅のピークがでる。

� ブロック縦消去の時には、例えば 8 とか 16列程度でまとめて、一旦転置して処理してから元
に戻す。転置しているのでピボット等の処理でもメモリバンド幅のピークがでる。

ブロックサイズがキャッシュラインの幅程度あり、さらに TLB ミスがあまり起きないような large
page が使われていれば、転置のオペレーション自体にもほぼメモリバンド幅のピークがでます。特
に、列方向に格納する行列は小さいので、L3 にははいることになり、この部分の変形の速度はメモ
リアクセス速度でリミットされなくなり、ほぼ無視できる計算になります。そうすると、キャッシュ
ラインサイズ単位での読み出しや書き込みになる転置と、連続アクセスになる行交換だけが速度を
決めることになり、結構大きな速度改善が可能なはずです。

最初に書いたように現在の HPL は列優先の格納しかできないので、このためにプログラムを全部
書き直して実験する必要があります。これは 6月の Top 500 には間に合わないので、次回に御期待
を、となってしまいます。



Chapter 71

次世代スーパーコンピューター計画見
直し (2009/5/14)

私のところで GRAPE-DR の調整でバタバタしている間に、衝撃的なニュースがきました。NEC、
日立が次世代スーパーコンピューターの製造から撤退を表明、それを受けて計画全体の見直し、とい
うものです。

2年くらい前に、現在の計画の方向になる時点で、 50 や 51 でベクトルの開発の方向の問題点を指
摘した私としては、何故今頃になってそういうことを、、、と思うわけですが、まあ、巨大プロジェク
トというのはそういうもので、手遅れにならないと方向転換ができないものだということでしょう。

NEC のプレス発表には

今後、次世代スーパーコンピュータ・プロジェクトが製造フェーズへと移行す
る中で、製造フェーズに参画した場合、本体製造に関連する投資が相当額発生
することが見込まれ、この費用負担が今年度の業績に多大な影響を与える規模
となることが確実と見られることから、今般、同プロジェクトの製造フェーズ
の契約には参加しないこととしたものであります。

と書いてあります。これはつまり、理研が出してくれるお金では計算機を作れなくて、だいぶ赤字に
なる、それは現在の経済状況からやってられないのでおりる、ということです。

この内容を額面通りにとると、そうはいっても元々総額いくらというのは知っててそういう提案を
してきていたのに、途中まできて開発フェーズのお金を全部もらった後でやっぱり作れませんという
のは一体どういうこと？と思いますが、これは外部のものにははかりしれない色々な事情があっての
ことだと思います。

結局のところ、 50 に書いたように、当初の複合型の案がこけて、各社にシングルアーキテクチャ
で全方面をカバーするような提案を出させ、スカラもベクタもその長所を失うようなアーキテクチャ
にさせて、それにもかかわらずさらにスカラもベクタも採用する、という迷走が今日の結果を招いた
ように思います。

とはいえ、手遅れ感はあるにしても製造フェーズにはいる前に構成変更の決断をした、ということ
自体は、高く評価してもよいのではないでしょうか？
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June 2009 Top 500 (2009/6/23)

2009/6 の Top 500 リスト1がでました。とりあえず自分のところの話を書くと、70 に書いたように
まだ効率がでていないのと、建物その他の関係もあってまだ 128ノード、1ノード 1カードで動いて
いるので理論ピーク 85Tflops、実測 22 Tflops と低い数字です。まだチューニング作業その他の真最
中、というのが現状で、秋にはもうちょっとまともな数字にもっていけると思います。が、これは主
に場所の手配が間に合うかとかそういう話です。

GRAPE-DR のエントリーの特色は、 Nmax が 368640 と、非常に小さい、ということです。1位
の RoadRunner は 2329599、2位の ORNL Cray XT5 は 4712799 ですから、 10倍程度違い、メモ
リ量で 100 倍、計算量では 1000倍以上の違いがあります。これは、もちろん、我々がGRAPE-DR
のホスト計算機に掛けるお金をけちっていて、メモリがあまり沢山ついていないからです。この、メ
モリが少ない、ということが、HPL の実行効率が低いもっとも大きな要因であるのは既に 70 に書
いた通りです。 GRAPE-DR システムは、あくまでも天文を含む様々な大規模シミュレーションの
ために構築したシステムで、 LINPACK 専用機ではないので、実際に使う時にあまりいらない大き
なメモリにお金を使ってもしょうがない、ということもあります。

この数字から色々雑音を立てる人もいるとは思いますが、まあ、効率はあと何割かはあがると思い
ます。で、動作クロックは現在既にかなり上げて動くようになったので、これもいけるとは思います。

まあ、実際上の意味として重要なのは、現在のあまりチューニングが進んでいない段階でも、ホス
ト計算機の性能をアクセラレータを使うことで 5倍程度引き上げることに成功した、ということだと
考えています。アクセラレータ、といっても、例えば TSUBAME のようにアクセラレータのほうが
遅いのでそんなに大きな効果はないシステムとか、 RoadRunner のように HPL が全部そっち側で
走ることができるので Opteron の側が (HPLに関する限り)むしろ意味がないシステムとかと違っ
て、実際に汎用の x86 PC にアクセラレータを搭載し、DGEMM だけを加速した上に HPL のソー
スコードを一部変更するだけで 5 倍の加速を実現した、ということは、アクセラレータの有用性を
十分に示すものと思います。

まあ、もうちょっとメモリがあってチューニングすれば 5倍ではなくて 20倍くらいに、、、というの
は繰り言になってしまいますね。Top 500 のリリース文からは

Energy Efficiency and Other Trends

As energy efficiency becomes a more critical issue for

supercomputing centers, the TOP500 list now provides data on energy

use, expressed as the number of megaflop/s per watt. While the most

energy efficient supercomputers are based on IBM QS22 Cell processor

blades (up to 536 Mflop/watt), A GRAPE-DR custom accelerator system

1http://www.top500.org/lists/2009/06
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(429 Mflop/watt) and IBM BlueGene/P systems (up to 372 Mflop/watt),

the Intel quad-core blades are catching up fast, with the

Nehalem-based system achieving up to 273 Mflops/watt and

Harpertown-based systems up to 265 Mflop/watt.

というところで、現在の恐ろしく低い実行効率でも energy efficiency では Cell 以外の全てのシステ
ムにまさる、ということになります。さすがにあと 2 倍くらいはあがるので、そうするとしばらく
Energy Efficiency ではトップになれるといいなあ、と思います。

世界では、上位のシステムはあまり変わりがなくて、BG/P が増えたとかくらいですが、国内では
色々変化があります。天文台までの日本のシステムは

22 JAMSTEC SX-9 122.4 131.07

28 JAXA FX-1 110.6 121.28

40 RIKEN Xeon 87.89 96.75 <--- Nehalem EP

41 TIT ??? 87.01 163.19

42 U-Tokyo Opteron 82.98 113.05

47 Tsukuba Opteron 77.28 95.39

65 NIFS IBM 56.65 77.00

69 U-Tokyo Xeon 54.21 69.12

78 Kyoto-U Opteron 50.51 61.24

93 NIMS Xeon 42.69 45.88 <--- Nehalem EP

259 NAOJ Opteron 22.93 28.58

277 NAOJ GDR 21.96 84.48

で、天文台は 11位、上位 10位は Xeon が 3、 Opteron 3、後は SX-9, FX (Sparc), Power 6 (IBM),
東工大のヘテロジニアス、となります。数字をみて感心するのは Nehalem-EP のシステムの驚異的
な実行効率で、 SX-9 や FX-1 に見劣りしないものになっています。これは、なんといっても、素晴
らしく高いメモリアクセス性能が貢献していると思います。基本的に、コードを一切いじらなくて
も、行列乗算以外のところの速度が Harpertown とかの数倍になっているわけですから。

この、素晴らしく高いメモリアクセス性能は、 GRAPE-DR のホストとしては理想的だというのは
既に述べた通りですが、普通に使う上で一体何の役に立つんだろう？というのは疑問でなくもないで
す。まあ、 HPC では多くのアプリケーションがメモリバンド幅リミットなので、大変素晴らしいプ
ロセッサです。HPC 以外でも、例えばデータベースサーバとかならやはりメモリアクセスリミット
でしょうから、方向性としては良いのだと思います。



Chapter 73

Stream Processing モデルと
GRAPE-DR モデル (2009/8/4)

日経 BPの英語版に nVidia の Bill Dally の講演概要1がでてます。日本語記事2はユーザー登録がい
るのかな？

ここで強調されているのは要するに Stream Computing で、 Dally 先生がまだ Stanford の教授
だったころにやっていたMerrimac3 です。これはどういう話かというと、数式っぽく書くなら要す
るに

yi = f(xi) (73.1)

を、沢山の xi について並列に計算する、というものです。まあ、ベクトルレジスタが大きなベク
トルプロセッサと全く同じですが、それに何か違うものであるかのような名前をつけて人を騙してい
るわけですね。ベクトルプロセッサの場合には、そうはいってもレジスタ数があまり多くなく、また
プログラミングスタイルの問題もあってあまりレジスタがメモリバンド幅要求を小さくすることに
貢献できていないというのは既に何度も議論した通りですが、 Stream Computing のモデルの場合
にはベクトルプロセッサ並のメモリバンド幅は諦めて、例えばメモリアクセス 1語につき 100演算
くらいはして欲しいな、とするわけです。これにより、ベクトルプロセッサや、あるいはメインスト
リームのマイクロプロセッサに比べても、 B/F を落としています。例えば Merrimac の設計が書い
てある論文では、 128Gflops に対して 20GB/s のメモリバンド幅です。まあ、最近の普通の GPU
と同程度です。

問題は、この程度の B/F (0.1 程度)でも、GPU をみればわかるように実現するのは容易ではない、
ということです。例えば GRAPE-DR の場合には 256Gflops に対して 4GB/s と、Merrimac に比べ
るとさらに 1桁 B/F を落としていますが、それでもボード設計は容易ではありませんし DRAM の
コストも馬鹿になりません。2003年の Merrimac の論文を見ると 20GB/s を 1つ 1ドルの DRAM
チップ 16 個で実現するとかいうおちゃらけたことが書いてありますが、そんなことは今でも難しい
わけです。

しかし、この Stream computing のモデルを 2015 年まで外挿した結果、Dally 先生は 11nm プロ
セスになってもピーク性能 (単精度？) 20Tflops に対してメモリバンド幅は 1.2TB/s と、Merrimac
とあまり変わらない B/F を想定しています。貫通電極でも使えば実現できますが、GDDR のよう
な技術、あるいは XDR のようなシリアル技術をつかってもピン数、消費電力的には無理な気がし
ます。

1http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS EN/20090731/173702/
2http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090730/173642/?ST=lsi
3http://merrimac.stanford.edu/
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AMD から分社した GlobalFoundries では 22nm から DRAM 接続用に TSV (貫通電極)を、とい
う話もありますが、これは汎用 DRAM ではなく IBM のプロセスでの SOI 基板用 eDRAM との接
続です。そうすると、 GPU といえどもメインメモリ全部に使うのは無理で、スクラッチエリア的な
小サイズ高速メモリに、となります。そうすると、 GPU のレジスタ-ローカルメモリ-オンボードメ
モリの 3階層にもう一つ加わるわけで、 Stream computing 的なモデルでは上手く使うことは困難
です。

GRAPE-DRでは、そういう観点からすると計算モデルが実は違います。GRAPE-DRでのモデルは

zi =
∑
j

f(xi, yj) (73.2)

と書くべきもので、 j についての和、という概念がはいってきます。そうすると、 yj の数に反比
例してメモリバンド幅を減らすことが可能になるわけです。和の演算をハードウェアで実現するため
にチップ内のプロセッサ配置を階層化し、reduction tree とかももたせています。上のモデルは計算
量が O(N2) になるものにしか適用できないようにみえますが、実際には O(N3/2) である行列乗算
とか、 O(N logN) になるような様々なアルゴリズムにも上手く適用でき、 Stream computing のモ
デルに比べて大きくメモリバンド幅要求を下げることができます。我々の見積もりでは、結構多くの
アプリケーションについて、次世代以降のチップではシリコンの 1/4 から 1/2 程度を eDRAM に当
てることで、オンボードメモリを省略してホスト計算機の主記憶に頼ることで十分なバンド幅を得
ることができます。

このような、基本的な思想の違いのために、同じメニーコア的プロセッサといっても GPGPU と
GRAPE-DR ではトランジスタ利用効率や電力あたり性能が大きく違い、GRAPE-DR は 90nm デ
ザインでも 40nm の GPU と同等の性能、となっているわけです。まあ、同等では商売にならない、
というのは問題で、次世代の開発も必要ですが。完全に専用化した GRAPE-6 の場合には、250nm
のプロセスのチップで電力性能比では 45nm の x86 や GPGPU よりまだよい、という状態なわけ
で、もうちょっとそっちに近付けるような、効率の向上が重要です。



Chapter 74

GRAPE-DR 上の LINPACK
(2009/11/17 追加)

今日は、次世代スーパーコンピューターが民主党政権下の「事業仕分け」というもので、「来年度の
予算計上見送りに限りなく近い縮減」だか「事実上の凍結」だかになった、という話題もあるので、
これについても思うことを少し。

スーパーコンピューター開発は日本の科学技術にとってとっても大事であり、ちゃんと進めるべき
であるから見送りとか凍結はおかしい、という意見はまああると思いますが、行政刷新会議の録音と
かを聞いてみると結構プロジェクトが迷走した過程等を問題にしていて、そのまま進めるよりは見直
すべきでは？という発言がでていることがわかります。ここでも何度も何度も書いてきたことでもあ
りますが、当初の 3種混合から途中で 1つに絞ろうとしたり (いや、そうではない、とかいう話もあ
りましたが)、結局絞りきれなくて 2つになって数年たったあとで、結局ベクトル側が N の経営上の
都合とかで撤退という形になったり、と、いうことをやってきた上で、N が撤退したのでもっとお金
が必要になりました、という概算要求をだす、という過去の経緯からは、これからマシンを完成でき
るのかどうか自体が疑われてもしかたがないところとは思います。

三好さんが強いリーダーシップをとった数値風洞・地球シミュレータのように進んでいれば随分違っ
たのではと思います。私は地球シミュレータが技術的に正しい選択だったとは思いませんが、それで
も、次世代のように猫の目のようにプロジェクトリーダーのいうことが変わる、というようなことは
なかったわけですから。

但し、民主党議員の人、松井さんといったところからは、「世界一である必要はあるのか」という質
問がでていましたが、本当に質問するべきことは、「世界一になるのに 1100億どうしても必要なの
か」ということであったのではないかと思います。メモリバンド幅やネットワーク性能とか色々考え
ても、高々10Pflops に 1100億は 2012年の数字としては高価にすぎ、この性能当りで高いというこ
とが日本の計算科学の将来に明らかな悪影響をもつからです。

悪影響というのは、要するに、同じお金で遅い計算機しか使えない、ということです。結局、計算
機に使えるお金自体がさして増えるわけではないので、値段当りの性能が低く留まっては多少大型
予算がついてもなんにもならないし、将来にもつながらないわけです。メーカーが今までやってきた
ようなやり方の延長で開発するにはお金がかかる、ということであるとすれば、それは今後につな
がる方向への投資なのか？ということが問題にされるでしょう。実際、NEC の古典的ベクトルプロ
セッサの方向は地球シミュレータの時点で破綻していたもので、それにこだわったのが次世代プロ
ジェクトの迷走の大きな要因であったことは NEC が撤退した今となっては誰の目にも明らかなこと
でしょう。

で、まあ、では GRAPE-DR は将来につながるのか？ということですね。

HPL については、今年 6月の Top500 に出した数字はクロック 330MHz で効率 26 %、1ノード当
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り 170Gflops 程度といかにも低いものでした。今日現在の数字は、カード 1枚の単体ノードではク
ロック 400MHz まで引き上げた上で効率 47.5%、380 Gflops まできています。この性能向上は、

� GRAPE-DR ライブラリの効率化、特にホストからのデータ送信と計算の並列実行の実現

� LU 分解のプログラム自体の全面的な書き換えによる効率向上

によるものです。上の数字はメモリ 12GB のマシンで行列サイズ 34K で実測したものですが、メモ
リ 24GB だと控え目にみて 420Gflops 程度まではあがる見込みで、この場合の数字も数日中には報
告できると思います。効率 50% は実現できる、というところです。128GB とかつけたら 70% くら
いになる計算です。

一応、 11/16 現在で、メモリ 16GB まで使って 410Gflops で、効率 50% 以上になりました。この
速度だとチップ 1つ当りで SX-9, ATI Radion 4870 での実測のどちらも上回り、世界最高性能を実
現しています。GPU の数字は 2009/11 Top 500 での中国の天河の数字は 5120 GPU + 5120 Xeon
で 563 Gflops、Xeon+GPU 1 セットあたり 110 Gflops ですが、Xeon でも計算しているのでGPU
の部分は 70-80Gflops 程度と思われます。

この、効率 50% 前後、という数字をみて低いとか失敗だとかいいたい人がいるのは想像できます
が、私の立場は元々、演算器は現在の普通の計算機ではもっとも高価な部分ではないので、そこだけ
の効率を云々するのはあまり意味がない、というものであることはこの文章の前のほうも読んだこと
がある人なら理解していただけるかと思います。 GRAPE-DR で対象にするアプリケーションの中
では、LINPACK はもっともネットワークバンド幅や主記憶バンド幅を要求するものです。このた
め、LINPACK で演算器のピーク性能が出るようにシステムを構成することは、他の多くのアプリ
ケーションでは不必要な程度までネットワーク・主記憶バンド幅・主記憶サイズといったものに資源
を投入し、その結果システムとしての消費電力も大きなものになることを意味し、あまり賢明な選択
ではありません。

その意味では 20-30% の効率でも別に問題ではないといえなくもないのですが、そういうことが多
くの専門家と称する人に理解されるわけでもないので少しがんばってプログラムの書き直し等もし
てある程度の性能はでるということを示した、というのが今回の単体ノードでの数字です。

複数ノードになると、MPI 版の HPL を全面的に書き直す必要があり、これはベースになるコード
はできていて並列動作もしていますが、まだ調整というかチューニング中で性能測定までにはきて
いません。こちらでは、演算性能に比べてどうしようもなくメモリが小さい、ネットワークが遅い、
というのがネックになります。1Tflops 近い性能に対して、現在のところ 20Gbps の IB でつないで
いますから、50Gflops の Core i7 で、 GbE でネットワークを組んで動かすようなもので効率をだ
すのは簡単ではありません。特に、現在の HPL では横方向の通信は計算と並行して実行しますが、
縦方向は並列にやらないので完全にオーバーヘッドになります。この部分だけで 2-3割の性能低下に
なり、これでは高い性能が原理的に期待できません。

原理的には、縦の通信も計算と並行に行うことができればよく、特にGRAPE-DR のようなアクセ
ラレータを使う場合にはそれが原理的には不可能ではないので、そのような形でのコードの書換え
を行ないます。このためには、縦の通信で発生する行交換の主記憶への負荷を下げることが必須であ
り、つまりは行列のメモリへの格納順序を変更する必要があります。

通信も、縦と横の両方を計算と並行して行う、というのは縦の通信と横の通信が同時に起きる必要
がある、ということであり、それを MPI でどうやって実現し、競合やデッドロックが起きないよう
にできるのか、というのは自明ではありません。理屈ではマルチスレッドで独立に動かして、NIC
なりカーネルなりが適切なキューイングをしてくれればよいのですが、実際に MPI をマルチスレッ
ドで使おうとしてみると TCP/IP ではマルチスレッドで動くけど IB のネイティブライブラリでは
動かなかったりして話になりません。まあ、そういうのをなんとかして、近いうちに数字を報告でき
るとは思いますが、11/13 時点ではまだこの改善された並列コードでの数字はとれていないので、残
念ながら今回の Top500 ではあまり上がっていない数字がでます。今月中には並列コードの性能も 1
ノード用コードから大きくは見劣りしない程度まで改善できれば、と思っています。

しかし、一応、現時点で、単一ノードの計算では、LU分解で
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� 1ソケット PC+アクセラレータの構成では世界最高速

� 世界最高の電力あたり性能

を実現できています。1チップ当りの性能も、 24GB メモリでの数字が出れば世界一です (今日現在
では SX-9 のほうがわずかに上)。振興調整費のプロジェクトとしてどうであったかはそのうち評価
報告が公開されるでしょうから、それに任せるとして、GRAPE-DR というプロセッサの開発自体は
それなりの成果を上げることができたと思います。





Chapter 75

2009/11 Top500 (2009/11/15)

2009/11 の Top 500 がでました。 Top1 は予想通り 6 コアに入れ替えた ORNL Jaguar で、ピーク
2.31PF, 実測 1.759PF, 効率 75.5% です。Top 10 では後は中国の Tianhe-1 が Xeon + HD4870 で、
GPU で初めて高いシステム性能をだしてきたこと、Top 20 に韓国の Sun Constellation ベースのシ
ステムがはいったこと辺りが注目かなあと思います。日本は

31 JAMSTEC ES2 122.4

36 JAXA FX1 110.6

45 U. Tokyo T2K 101.74

47 RIKEN Xeon Cluster 97.94

56 TSUBAME 色々 87.01

62 Tsukuba T2K 77.28

81 NIFS SR16K 56.65

84 UT/IMS Xeon Cluster 54.21

92 MRI SR16K 51.21

95 Kyoto U. T2K 50.51

114 NIMS SGI 42.69

142 Honda Xeon Cluster 37.39

206 IMS Xeon Cluster 31.18

241 Nagoya U. FX1 28.51

429 NAOJ XT4 22.93

445 NAOJ GRAPE-DR 21.96

というような感じですね。うーん、GRAPE-DR の数字は若干あげたものを登録してあるのですが、
集計に間に合っていません、、、とはいえ、 30T いってないので国内での順位には (天文台の XT4
より上にはいきますが)あまり影響はありません。次まで、というより今年中にはまともな数字にし
ます。

それはともかく、今回は 6月に比べて新しいシステムというのは、中国の Xeon+GPU だけといっ
てもよいと思います。 4870 で性能をだしてきたわけで、これは注目に値するものです。次回には
5870 ベースのシステムがでてくるのでしょうか？NVIDIA Fermi は間に合うかどうか微妙になって
きているので。
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Chapter 76

2009/11 「仕分け」雑感
(2009/11/25)

74 で仕分けについて少し触れました。そのあとドタバタしてまだ結論がでていませんが、現状で思
うところを少しまとめておきます。

個人的には意外だったのは、マスコミの論調・ネット上での色々な人の感想が今回の理研の次世代
スーパーコンピュータプロジェクトへの評価を、民主党の科学技術に対する態度の現れ、要するに科
学技術を重視しないということである、というようなものであったことです。

これまでに何度も書いた通り、このプロジェクトはこれまでに方針設定のミスを繰り返してきてい
ます。もっとも大きな問題なのは、開発プロジェクトでは必須な、適切な技術状況の理解を背景にし
た強力なリーダーを欠いていたことで、そのために開発実施本部が文部科学省内の評価委員会や総
合科学技術会議内の評価 WG に振り回されたあげく、全ての関係者がみんな不幸な、中途半端な複
合型でプロジェクトを始めることになったわけです。そのような推進体制・過去の経緯に対して文句
がついた、ということは、現政権 (財務省という話もありますが)が良く内情を理解し、正しい方向
に向かうべく指導している、という面もあると思います。

まあ、そういう状況でもメーカーさんはあまりブレることなく着実に開発を続ける、というのは日
本の「国家プロジェクト」と称するものではありがちなわけで、途中で一抜けたした N の内情は不
明ですが、 F は着実に開発を進めてきています。

2012 年 (2011年度末)の段階で 45nm で 128Gflops というのは Intel, AMD に比べると 2年遅れ
くらいになるのは確かです。Intel は 2010 の早い時期に 8 コアの Nehalem-EX で 100Gflops 程度、
AMD も同時期に 12 コア Magny-Cours でやはり 80 Gflops 程度までは到達しそうだからです。こ
のことにより、価格性能比で x86 ベースのシステムに比べると 2倍程度になると思われます。

しかし、重要なポイントは、それでも N, Fの現行の、7大学の計算機センターや JAMSTEC, JAXA
の納入されたシステム、つまり SX9 と FX1 に比べると飛躍的性能向上を実現するはずである、とい
うことです。SX9 は一声、1チップ当りの価格が 1千万で、100Gflops 程度の性能、メモリバンド幅
は 1チップ当り実力で 170GB/s 程度、FX1 は 40Gflops で 500万、メモリバンド幅は 名目 40GB/s
実力 xxx なところです。これに対して、次世代スーパーコンピュータでは少なくとも 8万チップの
システムを建物までいれても 1200億で構築するわけで、チップ当りの調達コストが 150万と FX1
の 1/3、建物が 1/2 とかいう話を信じるなら 1/6 まで下がり、演算性能は 3倍、メモリバンド幅も
いくらなんでも名目で 2倍弱、実力では名目の 1/2 以上くらいは出るように作るでしょうから、演
算性能で 20倍近く、メモリバンド幅でも 10倍近い向上です。かける時間は 3年弱なので、ムーア
の法則に従うなら 4倍の性能向上がせいぜいのところを 10倍、20倍といった目覚ましい性能向上に
なっているわけです。

言い方を変えると、価格性能比に関する限り現在は 10倍近いギャップがあるのを 2倍程度までつめ
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る画期的な成果を、マネジメント側の迷走にもかかわらずメーカー側は実現しつつある、ということ
になります。まあ、チップ当りのシステムコストを 1/3 にどうやって引き下げたのかは私には良く
わかってないので、額面通りに受け取っていいのかどうか？なところはありますが。

少し前に書いたように、現在の x86 ベースのシステムの優位は、 1-2 ソケットノード、つまりはデ
スクトップ用の安価なプロセッサが 4 ソケットノード以上用の高価なプロセッサと実質同じもので
あり、はるかによい価格性能比を実現してきていた、という歴史的な事情に相当程度まで依存してい
ます。この、デスクトップ用プロセッサの優位、という状況は現在消滅しつつあります。サーバ用は
8-12 コアがロードマップに見えるのに、デスクトップは当面 6コアに留まり、 GPU との 1チップ
化に向かうからです。GPU が統合されるならそっちで計算は？と思っても、主記憶バンド幅はない
のでまあ N 体問題くらいしか使えません。

さらに、AMDの Bulldozerの開発方向が本当に報道されているようなものなら、AMDは x86 CPU
に関する限り HPC マーケットを放棄したに等しく、プロセッサアーキテクチャとしては P4 に比べ
てはるかに優れていたにもかかわらず SSE2 実行ユニットをもたないために HPC では売れなかっ
た、P4 出現後の K7 の状況になることがあらかじめ約束されています。このことは、Intel のハイエ
ンドサーバ向け x86 チップは高価なものに留まり、ソケット単価が現在のように安いものが 2011年
以降に構築可能かどうかは自明ではない、ということです。

おそらく、 Intel のこの状況に対する回答は Larrabee であり、それは NVIDIA の HPC マーケッ
トへの夢が Fermi であるのと同様に失敗を運命付けられています。これらは (GPU として成功しな
ければ) HPC 以外にマーケットをもたないものであり、HPC マーケットはプロセッサへの巨額な投
資を回収できるだけのマーケットサイズをもっていない以上、競争力をもつ価格でシステムを提供し
て利益を上げることは極めて困難だからです。

では、GPU としては成功するのか？というと、 GPU マーケット自体が統合チップセットや CPU
との統合によって縮小、消滅しつつあり、そのこと自体が NVIDIA が HPC マーケットに夢を托す
理由になっているのではないかと想像されます。これは 90年代前半に元々はグラフィックワークス
テーションメーカーであった SGI が HPC マーケットに追い込まれ、ついには Rackable Systems
に吸収されたのと同じ運命を辿らざるを得ないでしょう。

というような様々な状況を考えると、値段設定さえなんとかなれば Venusはそんなに悪くなく、マー
ケットでも戦えないとも限らないのでは、と思います。ただ、そのためには自社の 45nm ラインでは
量産能力・コストともに限界があり、早急に TSMC の 28nm 程度に移行する必要がありそうです。



Chapter 77

濱田君・似鳥君 Gordon Bell C/P 賞
(2009/11/29)

タイミングが絶妙だったこともあり、新聞・ネットでは濱田君・似鳥君 Gordon Bell C/P 賞受賞が
大きな話題になりました。SC09のサイトにある論文は今年 4月くらいの構成で、新聞等にでたの
は 11月に入って動くようになった最新のデータなので数字が違います。11月の時点での構成は、濱
田君の神戸での発表資料1にあるように Core i7 920 190 台の 1台毎に GTX295 を 2枚づつつけて、
GT200チップとして 760までもっていったという代物で、295はカードあたり単精度 1.2Tflops(ckock
1242MHz だとして)、倍精度 100Gflops のはずなのでシステムトータルとしては単精度 912 Tflops、
倍精度 76 Tflops ということになります。

やった計算は宇宙論的 N 体計算で、重力計算は直接計算ではなくて計算量が O(N logN) になる
Barnes-Hut のツリー法です。なので、特にGPU とホスト間の通信はかなり多く、 NVIDIA がデモ
で見せているような意味がない計算というわけではありません。

実現した速度もかなり impressive なもので、石山君 (現在 D3) が天文台の Cray XT4 用に実装し
た並列ツリーコードでは 1コア・1秒当り 43k 粒子くらいを時間積分できるのに対して 1 ノードで
230万粒子と、えーと、コアとノードで比べると 50倍、Cray XT4 の 1ノードは 4コアなのでノー
ド同士で比べると 10倍強、となります。

まあ、GPU 4 チップも使ってるわけで、それを何と比べるべきかは良くわからないです。価格とし
ては 1ノード 20万円程度で構成したわけですから、GPU つけなければ 4コアの CPU使ったノー
ドが 10万以下で構成できることを考慮すると、、、というようなところもなくはありません。が、ま
あ、それでも、同じ価格で 3-5倍程度の性能を実現しているわけです。XT4 は 2.2GHz の Barcelona
K10 なので、今なら安い 3GHz 程度の Phenom や Core i7 920 を 3 GHz くらいまで OC すると 1.5
倍くらい速くなって、値段当り 3-5倍が 2-3倍になるとかそういう話もなくはありません。

と、それはともかく、GPU での、実用に使えるような重力多体計算スキーム、具体的には独立時間
刻みやツリー法で性能を出す、という話は前にも書いたように世界中で色々な人がやっていますが、
濱田君や似鳥君が世界をリードしているといっても間違いではなく、特に似鳥君はケンブリッジ大学
やアムステルダム大学を始めとして世界のトップレベルの研究グループにコードやノウハウを提供
しています。つまり、リード、というのが、単に先に進んでいる、という意味だけではなく、実際に
指導的位置にあるわけです。

濱田君、似鳥君ともに私の研究室出身でして、「出藍の誉れ」、という言葉はこういう時に使うもの
ですね。

さて、上の濱田君の発表資料を見ると、GPU が動いている時間がそんなに大きくはないこと、特

1http://www.ssken.gr.jp/MAINSITE/activity/sectionmeeting/sci/2009-2/lecture-1/ppt.pdf
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に、通信がかなりの時間を食っていることがわかります。発表では、 Delegeted Allgatherv という
ものが言葉だけふれられていて、これは Allgatherv でやっている通信が、ある程度以上のノード数
では止まるので、1ノードで動いている 4プロセスのうち 1つだけがノード間通信をするように変
更する、というものです。彼らが使った MSI X58 Pro-E の NIC が Realtek 8111C なので、まあ、
あまり TCP セッションが多いと落ちるとかそういう問題かもしれません。それはともかくとして、
GbE を使っているわりにはまだ通信時間がかかりすぎで、使っているスイッチに問題があるかもし
れません。

ただ、このようなアクセラレータを使う計算や、そうでなくてもノード数が非常に大きな並列計算
の場合、通信のところはどうしても無視できなくなってきます。この時に一般的に有効な手法は、可
能なら計算と通信を並行に行うことです。

例えば、 HPL の場合にも、ある程度これは行われていて、横方向の通信はメインな行列乗算をす
るのと並行にやる、というふうになっています。HPL の場合には縦の通信もありますが、横が隠蔽
できるので縦が速く終わるように領域分割のトポロジを変えることができ、結構大きな効果があり
ます。

ツリーコードの場合、特に宇宙論的計算では、通信量の大半が、自分がもっている粒子への力を計
算するのに必要な情報を他からもらってくる、というものになります。濱田君・似鳥のコードでは非
周期境界用のアルゴリズムを使っていて、全ノードが他の全ノードの情報を (遠くのほうは圧縮され
た情報になりますが)必要としますが、石山君のコードでは TreePM という、遠距離成分は FFT を
使う方法を使っています。この場合は、物理的にある程度以上離れたところとは通信の必要がありま
せん。ただ、いずれにしても情報の殆どは近くのノードからくるものであり、さらにその情報は境界
近くの粒子への力の計算以外では殆ど使いません。

ということで、今書きながら思いついたのは、この情報転送をプログレッシブにやる、という方法
です。これが正気の沙汰かどうかはともかく、プログレッシブに、と書いただけで意味がわかる人に
はわかるでしょう。要するに、表面近くの粒子を別にすれば、そんなに細かい情報はいらないはずな
ので、まず粗い情報を送ってもらってそれで十分な範囲の計算を進め、それと並行して残りの情報を
送ってもらい、それがきたら表面近くの粒子の処理をする、というふうにしよう、ということです。
これによって、例えば通信の 90% 近くを後回しにするのは不可能ではないと思います。

このような、アルゴリズムに手を加えることで通信と計算の並行実行を実現する、という手法は今
後ますます重要になります。こういった手法の難しいところは、アプリケーション・アルゴリズム・
ハードウェアをやる人が分離していてはなかなか思い付けない、ということで、どうすればそういう
研究者が育つのか、というのが大きな課題です。



Chapter 78

Larrabee, Fermi (2009/12/26)

次世代スパコンは結局当初計画程度の予算 (報道されている 40億減は概算要求からで、概算要求が
元々当初計画から上載せされてたので)となって、仕分けの騒ぎがあまり意味がある結果につながっ
ていないような気がします。事実上最後の計画見直しの機会をまた無為に見送った、という感じで
すね。

この間にアメリカでは色々面白いことになっています。一つは、 Intel がずーっと前から宣伝して
いた Larrabee が事実上の凍結、ではありませんがとにかく去年くらいからの予定であった 2010 年
度にグラフィックスチップとして出荷、という予定がキャンセルになった、ということです。まあ、
その、普通にインテルのグラフィックス関係製品をみていれば、突然素晴らしい製品を出すなんてこ
とが起こるはずがないわけで Larrabee でグラフィックスを、というのは初めから無理に決まってる
と思うのが自然ですが、昔だと IBM がなんかいうとそれはみんな本当と思い込む人がいた、という
か、いまだに一杯いますが、のと同じで、インテルが「我々はこういう計画である」というとそれが
本当だと思い込む人というのは世の中に一杯いて、そういう人には驚きであったのかもしれません。

Larrabee の実チップがどういうものかの詳細は公式の発表はいまだないと思いますが、 SC09 では
SGEMM で 1Tflops を超える数字を出した、ということで、これが 2-3GHz 程度の動作クロックで
実現したとすればクロック当りの演算数は 512, 16 コアで 16 add + 16 mul ということになります
add+mul で一組とすると 256演算器です。この、512 という演算器数は GPU に対抗するにはいか
にも少ないもので、 GT200b あたり相当、 AMD Cypress の 1600 x 2 に比べると、、、というとこ
ろです。まあ、動作クロックがかなり違うわけですが、演算性能あたりの消費電力は動作クロックが
低いほうが必ず有利なわけで、 Larrabee も消費電力あたりの性能はそれほど良くはなかったものと
思われます。

GPU としては使えなくても HPC 用にはよいのでは、という期待もあるわけですが、インテルの
アナウンスでは結局 HPC 用としても現在実チップがあるものは製品としては出荷しない、というこ
とのようで、まあ、よほど色々な問題があるのでしょう。

NVIDIA GF100 (Fermi) ですが、こちらは 2009 年の春からずーっと「半年後に出荷」の状態が続
いています。Larrabee がなくなっても会社としては全く困ることはない Intel とは違って、GF100
がグラフィックスチップとして出荷できないようなことがもしもあれば NVIDIA の存続の危機です
から、キャンセルというわけにはいきません。とはいえ、これほど遅れ続けており、しかも現在のと
ころ出荷がアナウンスされているのは HPC 用の Tesla C20x0 だけで、GPU としての出荷について
は現在のところ時期すら明らかでないようです。

この Intel Larrabee、NVIDIA Fermi の話で共通しているところは、グラフィックスチップとして
の位置付けが大きく後退ないし遅延した、ということで、単純なアーキテクチャで並列度向上を実
現した AMD Cypress に比べてはるかに複雑なキャッシュコヒーレントな SMP 的な構成になった
Larrabee と Fermi のどちらも、ハードウェアかソフトウェア、おそらくはその両方に深刻な問題を
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抱えた、ということと想像されます。

まあ、その、 16 コアくらいから物理共有メモリは無理がくる、というのは Cray C-90 やその頃に
開発されていたものすごく沢山の共有メモリ型並列計算機でみんな起こったことで、その時に起こっ
た問題点をどう解決なり回避するか、というビジョンがあまり見えていない Larrabee や Fermi が
同じような問題に苦労するのは当然のような気もします。

C-90 は少し問題が違いますが、多コアの SMP で問題になるのはキャッシュコヒーレンシを維持す
るためのコア間のトラフィックです。ディレクトリ方式を使わない限り、リングバスでコヒーレンシ
プロトコルを実現するとトラフィックはコア数に比例するので、結局リングバスのバンド幅がコア数
に比例して増えないといけない、というような話になって結局資源がコア数の 2乗で増えることにな
り、16コアあたりで破綻がくるわけです。ディレクトリ方式にすればこんなふうにならない、とは
いえ、今度はコア毎に巨大なディレクトリ用のメモリとそれを操作するための複雑なハードウェアが
必要になり、オンチップマルチプロセッサでそんなのをやるのか？という話になります。

私は計算機科学の専門家ではないので、共有メモリ並列プロセッサでキャッシュコヒーレンシが必
要な理由がそもそも良くわかっていません。プログラムの並列実行、ということを考えると、まず
複数プロセスの場合にはそもそもメモリ空間が違うわけで、物理アドレス空間が共通とはいえ実際
にはページ単位でメモリは切り離しされているわけで、2つのプロセッサコアで走っている別のプロ
セスは同じ物理アドレスをアクセスしないわけですから、キャッシュコヒーレンシなんてものは少な
くともアプリケーションレベルでは意味がありません。もっとも、 OS との関係とかは面倒ですが、
まあ、 OS になるとどうせデバイスからのアクセスとかもあり、キャッシュが透過的に使えるという
ものではないので本質的な問題ではないような気がします。

ではマルチスレッドプログラムのような、本当に複数の CPU で同じ仮想アドレス空間を使い、物
理アドレスとしても同じところにアクセスする可能性がある時はどうでしょうか？計算機科学の側
で研究されていることは、キャッシュ間でデータが共有される、特に、同じキャッシュラインの別の
データを別のプロセッサがアクセスするので、論理的には依存関係がないんだけどハードウェアとし
ては変な依存関係がでてくる、いわゆる false sharing をどうやって解決するか、というのが大問題
になります。汎用プロセッサとしては、マルチプロセッサがマルチプロセスで走って、それぞれがマ
ルチスレッド、といったことを考えないといけないので一層厄介です。

しかし、HPC 用並列プロセッサでは、シングルタスクで使うのが当然で、割り込みが入るとすれば
OS の、通信とか I/O のためのものだけでアプリケーションがはいってくるようではそもそも使い
ものになりません。なので、キャッシュ制御で汎用プロセッサでは考えないといけない面倒なことの
大半はそもそも考える必要がありません。また、結局マルチコアでのマルチスレッドで性能を出すた
めにはキャッシュのデータ共有があってはいけないわけで、その観点からは本来はキャッシュコヒー
レンシの制御をハードウェアでするのはそもそも止めにして、アプリケーションが (というか並列化
コンパイラが)面倒みるようにすればハードウェアは非常に簡単になります。また、 HPC でチュー
ニングする、という観点からは、キャッシュはハードウェアの動作を予測困難にし、メインメモリの
バンド幅を無駄に捨てる邪魔物でしかなく、アドレッサブルでオンチップの高速メモリがあるほうが
よほど役に立ちます。こういう構成は CDC 7600 や Cray-2 でとっていたものです。特に Cray-2 の
場合にはローカルメモリが小さすぎたことと、メインメモリと直結でなくてスカラレジスタ経由と
いう明らかに何か間違えている構成のためにあまり有効ではなかったようですが、アプリケーション
を書く、特にチューニングする側としてはキャッシュがあって嬉しいことは殆どなく、 L1 や L3 も
たいがい邪魔なので L2 相当のある程度容量があるメモリを、レイテンシは多少あってもよいので本
数のあるレジスタファイルと高いバンド幅でつないでくれればよいわけです。まあ、オンチップメモ
リの範囲で古典的ベクトルプロセッサ (といっても、主記憶レイテンシがそんなに大きいわけではな
いのでベクトル長が 64 とかは不要と思いますが)で、主記憶とは明示的に転送制御して、というも
のですね。

この構成の場合、ネットワークインターフェースも主記憶にいくのではなくてオンチップメモリに
いれる、ということが可能になり、通信のレイテンシを非常に大きく下げることができます。現在す
でに通信のレイテンシのほとんどが PCIe のインターフェースチップや主記憶自体のレイテンシに
なっていて、これはネットワークを改良しても下がらなくなっています。
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まあ、これは要するにほとんど Cell ですね。Cell の駄目なところは Cray-2 と同じで、ローカルメ
モリと主記憶の間の転送方法に制限がありすぎたためにアプリケーション開発が困難だった、という
のが最も大きいと思います。その他に浮動小数点の演算方式がおかしいとか細かいものもありました
し、チップ間通信には適切な方法がなかったというような問題もありました。

まあ、その、こういうのは計算機科学の誰かが作ってくれることはないし F もやらないので、こっ
ちで作るしかない、というのが問題なわけですね。





Chapter 79

アムダールの法則 (2010/1/14)

アムダールの法則は、並列計算の効率についての法則と思って使う人が多いですが、ムーアの法則と
並んで誤用が多いものです。元々のアムダールの論文では、主張されていることはあるプログラムの
うち x の部分を P 倍速く実行するけど残りの (1-x) のところはそのまま、という計算機を作ったと
すると、プログラムの実行速度はもとの計算機に比べて 1/(1-x+x/P) 倍であり、 P が無限大であっ
ても 1/(1-x) である、というものです。

これは、まあ、 30年くらい前にベクトルプロセッサとかの議論をする時にはそれなりに意味があっ
たし、現在でも、例えば SSE 命令や AVX 拡張のような、命令セットの拡張、あるいは OpenMP
やスレッド並列のような共有メモリ並列化の効率を議論する際には十分に意義があります。

しかし、近年の、例えば MPI で大規模並列化されたアプリケーションでは、並列プログラムの実
行時間は上の 1-x+x/P という簡単なモデルで表すことはできません。理由は簡単で、このモデルに
は通信時間というものがはいっていないからです。元々のプログラムが 1プロセッサで動いていたな
ら、もちろん通信は起きないわけですが、分散メモリで複数プロセッサになった瞬間に必ず通信が発
生します。なので、実行時間は、例えば

T = Ccalc/P + Ccommf(P ) (79.1)

というような感じになります。ここで Ccalc は 1プロセッサの時の計算時間で、計算時間は理想的
に並列化されてプロセッサ数 P に反比例して減るものとします。つまり、アムダールの法則はすで
に無視しています。これでよいのは、ある程度まともに並列化されたアルゴリズムやプログラムなら
既に並列化されていない部分の寄与なんてものは殆どなく、逆にそんなものがあっては例えば 1000
プロセッサとかで効率良く動くはずがないからです。Ccomm は通信時間の定数で、f(P ) は通信時間
がプロセッサ数 P によってどう変わるかを示す関数です。

ここで問題なのは、 f(P ) の形がアルゴリズムを決めないと決まらない、ということです。例えば、
3次元メッシュを規則的に分割して、境界メッシュを隣と通信するようなアプリケーションなら

f3Dmesh(P ) ∼ c0 + c1P
−2/3 (79.2)

というような感じになります。 c0 は通信レイテンシによる定数で、第 2 項が通信量に比例する成
分です。この場合には、実行時間の下限がでるのでアムダールの法則的な議論ができないわけではな
いですが、問題は、その形の議論では暗黙にいわゆる強いスケーリング (strong scaling) が前提にな
ることです。ここで強いスケーリングとは、問題のサイズを変えないでプロセッサ数を変えた時の計
算時間がどうなるか、というものです。

速い計算機を使う目的の結構な部分が、遅い計算機ではできなかった大きな問題を解く、というこ
とですから、あるアルゴリズムや並列計算機が現実的かどうかを調べるには、現実的な時間で解ける
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ような問題サイズに対して並列性能がどうなるか、を調べないと意味がないように思われます。この
点の改善のために導入されたのが弱いスケーリング (weak scaling) ですが、これは、「プロセッサ当
りの問題サイズ」を一定にした時の効率、となります。上の、メッシュの例だと、 OS のジッタとか
で通信時間がばらつくとかそういう細かい話を無視すると、この時の実行時間は P に無関係になる
ので、並列化効率も一定、となるわけです。

この、弱いスケーリングにはまた大きな概念上の問題があります。単純にプロセッサ当りの問題サ
イズを一定にしたら、サイズが大きな問題が実際に実用的な時間で終わるかどうかはわからないか
らです。例えば、球状星団の N 体計算では計算量は N3.3 程度ですから、 P を N に比例させると
計算時間がN2.3 に比例して増えてしまって全く話になりません。

意味がある議論をするためには、問題サイズではなくて計算時間一定のスケーリング、つまり、 N
を変えた時に、 P をいくつにすればその時間で計算が終わるか、あるいは、 P を変えたら実際に
どれだけ大きな計算ができるか、ということを問題にしないといけないわけです。ここでは、このよ
うなスケーリングを実行時間一定スケーリング (constant execution time scaling) と呼ぶことにしま
しょう。数式としては、これは以下のように表現されます。

T = Ccalc(N)/P + Ccomm(N)f(P ) (79.3)

まあ、みての通り、 Ccalc とかが N の関数になっただけです。未知関数が 3個もあるので全く意味
不明ですが、2ー 3個例をもってきて考えてみます。

まず、メッシュ計算の場合です。タイムステップが、例えば CFL 条件で決まっているとすれば、
計算量はメッシュ数の 4/3 乗です。今簡単のために通信レイテンシを無視すれば、計算のところ
は O(N4/3/P ) で、通信は O(N/P 2/3) となるわけです。なので、計算時間を一定にしてみると、
P ∼ N4/3) となって、通信時間は O(N1/9) となり、段々通信時間の割合が増えることがわかりま
す。レイテンシの寄与はO(N1/3) なので、こちらのほうがよりきつい制限になる可能性が高いです。

HPL ではどうでしょう？計算のところは O(N3/P ) で、通信は O(N2/P 1/2) ですから、もしも計
算時間一定にしようとしたとすると通信時間が O(N1/2) になってしまい、実は流体計算等よりはる
かに厳しい問題である、ということがわかります。現在、 HPL で多くの計算機でピークに近い性能
がでるのは、メモリ一杯のサイズの計算機にすることで、大きな計算機では無制限に実行時間が伸び
ることを許しているからにすぎません。例えば、 1時間以内に計算を終える、という条件をつける
だけで HPL は現在よりはるかに通信負荷の高いベンチマークにできることがわかります。

通信時間一定のスケーリングは P ∼ N4 なので、レイテンシが無視できる範囲では計算機のサイズ
が大きくなればできる問題のサイズも大きくはなります。が、通信がリミットするようになると実行
効率は N に反比例して落ちるようになるわけです。まあ、これでは厳し過ぎる、というのが逆に問
題になりそうですね。

ついでなので球状星団の場合です。アルゴリズムとして似鳥君の Ninja を想定して、理想的に動い
たとしましょう、そうすると、計算のところは O(N10/3/P ) で、通信は O(N7/3/P 1/2) です。N1/3

を除いて HPL と同じスケーリングになっていることがわかります。まあ、現実問題としては球状星
団の計算の場合にはレイテンシがもっと強くきき、楽観的にみても O(N3/2) 程度になるために通信
レイテンシを引き下げないと大きな計算は実行不可能です。

さらに、宇宙論的シミュレーションの場合を考えてみます。タイムステップのスケーリングは良くわ
からないですが、O(N1/2) としてみましょう。そうすると、O(N3/2/P ) で、通信は O(N7/6/P 2/3)
です。計算時間一定では通信が O(N1/6) となるわけです。

上の例から一般的なことをいうのは無理がありますが、それでも無理に少しいうと、以下のような
ことがいえます。

プロセッサ速度一定、計算時間一定のスケーリングでは、プロセッサ数を増やすと

1. プロセッサ当りの必要メモリはプロセッサ数の弱いべきで減り

2. プロセッサ当りの必要通信バンド幅はプロセッサ数の弱いべきで増える
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今後コアのクロックがあがるわけではないですが、ノード当りのコア数は増えるわけです。そうする
と、上のが少し変わって

1. 演算速度があがるほどにはメモリは増えなくてもよい

2. ノード当りの通信バンド幅は結構増えないといけない

ということになります。少しわかりにくいですが、3次元流体計算の場合にこれをみてみましょう。
今までとは逆に、ノード数が一定で 1ノードの計算速度が速くなった場合に、通信時間はどうなるか
を考えます。これは、計算は O(N4/3/P ) で、通信は O(N/P 2/3) でした。今、計算速度を x 倍にす
ると、同じ時間で x3/4 だけ大きな計算ができます。通信を同じ時間でおわらせるためには x3/4 だけ
速くないといけません。つまり、P が一定の時には従って通信速度は計算速度の 3/4 乗と、非常にき
ついべきで増えないといけない、ということがわかります。HPL、球状星団、宇宙論ではそれぞれ、
2/3、7/10、7/9 となって、アプリケーションによらずに 2/3 から 4/5 程度の狭い範囲にきます。

まあ、べきが同じ、というだけで係数はアプリケーションで全然違うのですが、しかし、一般論と
してはこれは極めて深刻な問題で、マルチコア・メニーコア当で計算機の 1ノードが速くなった時
に、ノード間通信速度は比例までいかないにしても最低 2/3 乗程度で大きくなっていく必要がある、
ということです。

ここで問題になるのは主に電力です。3次元トーラスのような、もっとも配線が短くてトランシー
バーのドライブ能力が少なくて良いネットワークを考えても、半導体の集積度が上がったからといっ
て転送速度あたりの消費電力を減らすのは容易ではないからです。ケーブルの特性インピーダンスを
ドライブする必要がどうしてもあります。まあ、 LVDS だとドライバ自体は 0.1 W 程度で 10Gbps
くらいをなんとかできるようなので、 1Tbps 程度まではそれほど深刻ではありませんが、しかし、1
チップで 10Tflops はもう手の届くところですから、そうなると通信速度は 1Tbps 弱が必要になり、
そろそろ無理になってきます。それ以前に、ノード内で PCIe に出してさらに IB のインターフェー
スチップにいれて、さらにそれを光に変換、とかすると電力消費がすぐにオーダーで上がってしま
い、全く話になりません。つまり、近い将来の並列計算機では、計算ノードの CPU チップ自体に、
通信ケーブルのドライバまで含んで通信インターフェースを集積するのが必須ということになりま
す。前回は、レイテンシの面からネットワークインターフェースは集積しないと、と書いたわけです
が、バンド幅、消費電力の観点からも同じ、ということです。

ネットワークはもちろん結局は主記憶にデータがいかないといけないので、ネットワークインター
フェースがあるチップと主記憶インターフェースがあるチップは物理的に同じでないとそこの間で
消費電力やレイテンシの問題が発生します。これはつまり、こういう状態になるとアクセラレータと
CPU とネットワークインターフェースがそれぞれ別チップ、というような構成はもう駄目で、全部
集積しないといけない、ということです。 OS を走らせるのに x86 があってもよいですが、演算を
別チップがするなら x86 側の主記憶インターフェースにデータがあってはもう駄目で、別チップ側
にメモリインターフェースとネットワークインターフェースを置く必要があります。

まあ、プログラミングモデルとしては、 x86 側から別チップ側のメモリが見えればよいわけです
が、これはそうすると PCIe の向こう側のデバイスメモリをキャッシュコヒーレントな空間に置くと
か、そういう話になってあまり簡単ではありません。フレームバッファみたいに書くだけでよけれ
ばWC (write combining) な空間に置けばよくて、それは普通にやってるのですが、問題は読出しで
す。今は亡き DEC Alpha の PCI バスのインターフェースには、 read combinig というべき機能が
あって、連続アドレスのリーダーがバーストリードに変換されて結構なパフォーマンスがでたのです
が、 Intel はそういうのは嫌いなのか、 PIO read で性能がでる x86 用チップセットというのはみ
たことがありません。というか、Alpha と K7 で共通に使えた AMD750 でも Alpha でないと PIO
read も write もバーストで動かなかったし。

原理的には PIO readのレイテンシがいくら大きくても、 outstanding read を発行できるならキャッ
シュできるようにしてやればよいはずではありますが、まあ、少なくとも Intel x86 プロセッサにそ
んなことを期待しても無理です。AMD の場合には ccHT ならもちろんそういうのができるわけで
すが、コヒーレンシをとるならもちろんバススヌープのためにデータを送る必要があるので別チップ
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側のメモリアップデートを全て通信バスに流す必要があるということになってなんだか具合がよく
ありません。

これは、GPGPU みたいなものをキャッシュコヒーレントにできるか、というのと同じことですが、
GPGPU 側のメモリバンド幅が非常に大きいとすると、ディレクトリキャッシュにしていない限り
キャッシュラインのインバリデートだけでものすごい量のトラフィックが発生してしまいます。これ
は普通の共有メモリマルチソケットのサーバーで 16コアくらいからも破綻する、というのと同じ話
で、キャッシュがあると他のコアのメモリアクセスの情報が全部あるコアにこないといけなくなって、
性能がでなくなるわけです。Barcelona でのマルチソケットの AMD サーバーではメモリバンド幅
等に結構深刻な問題があったのはこれが原因でした。

ハードウェア的に、アクセラレータ側のメモリを x86 側から普通のメモリであるかのように、低レ
イテンシでしかも高速にアクセスできるようにする汎用的な方法、というのはなかなかないような
気がします。



Chapter 80

Anton (2010/1/14, 2010/1/16
追記)

Anton は、 D. E. Shaw Research (DESRES) で開発した古典 MD 専用計算機です。相互作用計算
のところは専用パイプラインでやるというもので、その辺はMD-GRAPE と同じですが、結構違う
のは、MD-GRAPE は相互作用計算以外はホスト計算機でやるのに対して Anton ではそれもやるた
めのプログラム可能なプロセッサコアも集積したことと、近距離相互作用計算を並列、高速に行うた
めの専用ネットワークも設計して、ネットワークインターフェースまでチップに集積したことです。

そこまでやった理由は、比較的少ない、 10 万程度の粒子数で非常に高速に計算したい、というも
のでした。その成果は結構なもので、 2 万原子程度だったと思いますが 1ステップを数十マイクロ
秒というところまで高速化しています。これは SC09 でゴードンベル賞を獲得しています。他の普通
の並列計算機では、BG/P とかでもまだ 1 ステップ 1ms 程度なので、桁違いに速いわけです。これ
だけ速くした、特にレイテンシを切り詰められたのはプログラム可能なプロセッサとネットワークま
で作りこんで、前回、前々回に書いたようなメモリ階層によるオーバーヘッドを避けたことが大きな
理由ではありますが、それだけでもありません。

論文1 にあるように、相互作用の計算の並列化に新しい方法を使っています。これにより、並列度
を上げた時の通信負荷を大きく下げて、現実的な配線本数でシステムを構築可能にしています。

どういう方法かを以下にまとめます。近距離相互作用なので限界距離があります。今、簡単のため
に並列化のための領域分割の領域の大きさ (一辺の長さ)がこの限界距離と同じだとします。そうす
ると、ある 1つのプロセッサは、自分への力を計算するためには基本的に周りの 3× 3× 3− 1 = 26
個のプロセッサから粒子をもらってくる必要があります。作用・反作用の法則を使うなら、もらって
くるのは半分の 13 個のプロセッサからにして、計算した力を送り返すようにすれば通信量はあまり
減らないですが計算量は半分になります。

今、もっとプロセッサを沢山使うために、領域のサイズを限界距離の 1/2 にしたとします。プロセッ
サ数は 8倍です。この時には、 26 個ではなくて 124 個のプロセッサからデータをもらってくること
になります。1プロセッサのデータ量は 1/8 になるので、1ステップ当りの通信量は 0.6 倍くらい、
計算量は 1/8 になるので、計算に対して通信を 5倍くらい速くしないといけないことになります。こ
れはつまり、プロセッサ数を領域数より多くするのは結構困難である、ということを意味します。

DESRES のグループは、「あるプロセッサが、もらってきた粒子同士の相互作用計算もできるもの
はする」というふうにすれば全部をもらってくる必要がなくなる、ということを使って通信量を減ら
しています。最初の、領域の一辺の長さが限界距離と同じ場合を考えます。自分の横にあるものは斜
めも含めて 8個もらってくるけど、上下は真上と真下の 2個だけをもらってきたとしましょう。そう
すると、例えば真上の領域の粒子と、自分と同じ高さの 9個の領域との相互作用を自分が計算する

1http://www.cs.utah.edu/hpca08/papers/6A 1 Larson.pdf
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ことができるので、これを計算して上のプロセッサに送り返すことができます。また、下のプロセッ
サについても、同様に下のプロセッサの領域と自分とその横の領域の相互作用を計算して、合計して
下に送り返すことができます。そうすると、逆に上下のプロセッサがそれぞれの横の領域と自分の領
域の相互作用を計算してくれるので、その分は計算しなくても合計された力が帰ってきます。横の領
域は対称性を使えば 4個だけでよいので、結局 6個の領域から粒子をもらってくればすむはずです。
元々の 13個に比べると半分以下です。さらに、プロセッサ数を 8倍にした時には、もらってくる必
要がある領域は 16個で、元々の 124 個に比べると 1/8 になるわけです。

漸近的には、プロセッサ数の大きな極限で元々の方法だとプロセッサ当りの通信量がプロセッサ数
に依存しなくなるのに対して、変更後の方法だとプロセッサ数の 1/3 乗に比例して小さくなります。
いいかたを変えると、プロセッサ数の 2/3 乗に比例して必要な通信速度が大きくなるわけです。こ
れはそんなに大きな効果ではないようにもみえますが、そうはいってもプロセッサ数が 100倍違う
と 5倍違うわけで、結構大きな効果になります。

まあ、そうはいっても通信は多いわけで、もっと減らす方法はないか、というのが今日のテーマです。

遠距離力の場合には、粒子数を固定してプロセッサ数を 4倍にした時に、通信速度への要求は 2倍
にしかならないアルゴリズムが知られています。プロセッサ数の平方根でしか必要な通信速度が増え
ないわけです。これは似鳥君によって実用的なものに改良され、 Cray XT4 で 1万コアを超えるよ
うなところで 6万粒子程度で性能がでることを実証しています。

この方法の原理は、プロセッサを 2次元の格子状に配置して、粒子を 1方向のプロセッサの数に分
割し、プロセッサ (i,j) はグループ i とグループ j の粒子の相互作用を計算する、というふうにする
ことです。対称性を利用するなら 2次元格子状といってもたとえ下半分の 3角形だけプロセッサをお
けばよくて、最初に対角線の位置のプロセッサ (i,i) がグループ i の粒子をもっていれば、それぞれ
が縦及び横に放送し、それから全プロセッサが相互作用計算し、計算した相互作用をまた縦横に合計
すれば対角線上のプロセッサに合計の力が求まります。

近距離力の場合に同じことをすることを考えてみます。最初の話のように限界距離の領域分割をし
たとして、領域数の 2乗のプロセッサを用意すれば遠距離力の場合と同じように近距離力も計算でき
ますが、近距離力なので計算が発生するのは対角要素以外のところは縦、横ともに 13個しか要素が
ない疎行列の形になります。なので、これらの、計算する必要があるところ以外のプロセッサを全部
とっぱらってしまえば、必要なプロセッサ数は領域数の 14倍ですみます。この時に、対角プロセッ
サの通信量を考えると、縦横に放送して結果が帰ってくるだけなので領域 2個分ですんで、 Anton
で使われているアルゴリズムに比べてさらに半分です。ここでは 14 倍の数のプロセッサを使ってい
ますから、計算量は 1/14 になってしまっていて、 Anton でプロセッサ数を 14 倍にすれば通信量は
やはり 1/2 程度になってあまり変わらないともいえます。

ここで、領域の 1辺を 1/2 にした場合を考えます。そうすると。通信量は 1/8 になるのに対して、
計算量は、プロセッサ数が 64 倍になるので 1/64 です。従って、遠距離相互作用の場合と同じく、必
要な通信速度がプロセッサ数の平方根でしか増大しない、ということになり、 Anton の方法の 2/3
乗に比べてさらに良いスケーリングとなっています。

(ここから 2010/1/16 追記)

と、書いたら Anton 関係の論文をちゃんと読んでなかったのがばれて似鳥君の twitter で嘘なとこ
ろを指摘されました。プロセッサ数を 8 倍でなくて 16倍にすることを考えて、z方向だけ 1/4 にす
るんだそうで、そうすると通信量は 1/4 になってプロセッサ数の平方根になり、スケーリングは同
じです。通信量がプロセッサ数の平方根というのはおそらく原理的な限界だと思うので、スケーリン
グという意味では同じです。

Anton の方法 (NT法)で、単純な分割だと z 方向の通信が xy 方向よりも少ないので、z 方向を増
やすことで xy 方向を減らすことができれば得になります。そのためには、領域を z 方向に薄いもの
にするべきなわけです。

というわけでスケーリングは同じなので、係数がどうか？というところです。どちらの方法でも、
相互作用計算は基本的に全部、外からデータをもらってきて相互作用を計算し、結果を全部外に送り
出す、ということになります。なので、通信量自体は同じです。実際に、それぞれが多数の領域を担
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当する (多数のプロセッサをもつ)複数のチップからなるシステムを考えた時にどうなるか、を考え
ても、まあ、あんまり変わらないです。

ハードウェア設計の手間は、 NT 法に比べて上の方法のほうが小さくはなります。通信が固定パ
ターンでの放送と総和だけなので、それ専用のハードワイヤドなネットワークでよいからです。NT
法では、効率を上げる、つまり通信レイテンシを下げるには 3次元トーラスの中で結構フレキシブル
に通信制御を行う必要があります。かなり複雑なルーティングと、ルーティングしながらの加算を行
うからです。

(ここまで 2010/1/16 追記)

まあ、上に述べた方法の問題というか未解決なところは、ネットワークのトポロジ自体が領域サイ
ズと限界距離の比に依存する、ということです。但し、限界距離は、分子間力なら定数ですが、クー
ロン力を PME (P3M) でやるなら変数であり、そっちのほうが限界距離が大きいのが普通なので、
PM のほうを調整すればよい、というところはあります。

Anton では 323 の FFT を数マイクロ秒でやっています。1メッシュあたりの演算を 150 とすれば、
これはテラフロップス程度で演算速度は大したことはありません。問題は例によって通信です。デー
タ量は単精度とすれば 128 kB ですが、これをマイクロ秒で通信するには 128GB/s の転送速度が必
要なわけです。

まあ、これについては、今考えたのは前のステップとの密度分布の差分をとって、それを低精度の
FFT で評価する、という方法です。1ステップが 1fs くらいだとすると、原子は 1 pm くらい動く計
算です。これに対して、シミュレーションボックスは 10nm とかの程度ですから、 10−4 程度、メッ
シュサイズに比べて 1/300 程度、カットオフ波長に比べると 1/1000 以下です。なので、まあ 10ビッ
トも精度があればいいと思うと、固定小数点なら通信が 1/3 ですが、まだそれほど嬉しいわけでは
ないですね。

密度場については時間の高階差分から予測子を構成するようにすれば、予測子の精度に応じて必要
な FFT の精度を下げることができるはずです。例えば、3ステップの予測子ならおそらく 3桁程度
の精度があるので、 FFT の精度はさらに 3桁下げることができて 2-3 ビットですむはずです。こう
なると、通信速度が 10GB/s、演算速度が 2-3bit の演算で Tops ということになって今の FPGA 1
つでもできる程度です。丸め誤差の累積が気になりますが、これは時々諦めて高い精度で FFT をす
ればよいでしょう。

ここでの予測は FFT の必要精度を下げるだけなので、時間積分の安定性や長時間誤差には影響し
ないはずです。まあ、適当な実装を作って精度評価してみる必要はあります。





Chapter 81

相互作用の予測 (2010/1/17)

80 で、FFT について密度場、ポテンシャルを予測すれば予測値との差分を計算すればよいはずで、
その場合には計算精度は低いものでよいはず、というアイディアを紹介しました。これと同じこと
が、粒子間相互作用でもできないものでしょうか？

FFT の場合は、 FFT 演算自体が線形の演算なので、元の密度分布の FFT に新しい密度分布との
差分の FFT を加えれば厳密に (丸め誤差以外は)新しい分布の FFT になるわけですが、粒子間相互
作用自体は位置の非線型な関数なので位置の差による力の差は簡単には計算できません。

とはいえ、原理的には多重極展開を計算すればよいわけで、相対位置が 1ステップで大きく動かな
いなら、ハードウェアを作るなら高次項のサイズはたかがしれていて、非常に小規模なハードウェア
で相互作用を計算できるはずです。但し、独立時間刻みとかツリーコードとかいう話では、そもそも
差分をとるための前のステップのデータが存在しないので、あまり上手くいきそうな気がしません。
MD 計算のように一定時間刻みでやるなら、前のステップの力との差分を高次項まで低い計算精度
で計算することで、実効的にハードウェアサイズを小さくするのは多少はできそうです。が、 FFT
の場合のように劇的にはなりそうにないです。

と、こういう観点からは、線形と非線型には本質的な違いがあります。FFT では線形になっている
のは、結局メッシュ、ないしは波数成分に密度をアサインする、という操作が多重極展開と同じく
空間座標での展開になっているからです。密度一様に近い系でのクーロン力については、時間差分を
とって FFT の必要精度を減らし、その分波数を増やすことで直接計算の分を減らす、というのが正
解ということになるのかもしれません。

もちろん、たとえ多少ビット数を減らしたところで、系全体での FFT は極めて通信負荷が高い操作
であり、大して波数を増やすことはできません。これについては、グローバルな FFT は大きなカッ
トオフ距離と少ない波数で行ない、比較的ローカルな FFT を波長の両側にカットオフをいれて実行
し、それのカットオフの内側を直接計算する、という 3段階法が考えられます。カットオフがある力
のローカル領域での FFT は、計算量は増えますがグローバルな通信は起きないようにして実行でき
ます。

水も置く計算であれば、分子間力のうち相手が水分子の水素、酸素であるものが計算量の大半にな
るので、この分だけでも遠距離分を FFT で評価してカットオフ距離を短くすれば相互作用の計算量
は大きく減るはずです。まあ、並列化効率が落ちるかもしれませんが、計算量減少の効果のほうがも
ちろん必ず大きいわけで、これは大した問題ではありません。

301





Chapter 82

求人公告 (2010/1/18)

国立天文台から以下の公募がでております。「研究技師」というのは、基本的には従来の技官的なも
のですが、待遇は助教と同じで任期はない (パーマネント)ポストです。ここを読んでいる方で、計
算機に関するスキルがあり、天文学の研究開発に関わってみたい、と思われる方々は御検討下さい。

　　　　　　　国立天文台研究技師公募について

国立天文台は、世界最先端の観測施設を擁する日本の天文学の
ナショナルセンターであり、天文学の進歩に必要な新しい観測手段の
開発等も行っています。本公募では、国立天文台が推進する
プロジェクトの実現、運用に必要な技術開発等を行う技術系職員を募集します。

１．職種及び公募人員：研究技師 (常勤職員)1名
２．所属機関：大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台

　　　　所属するプロジェクト室、センター等は、採用後決定。
　勤務地： 所属するプロジェクト室、センターに応じて、三鷹（本部）、

　　　　　　　水沢、野辺山、岡山、ハワイ、チリのいずれかになる。
３．専門分野：ソフトウェア技術、計算機による機器制御技術、機器の構造もしくは熱に　　　　　
　　　　　　　関する設計・試験を行うシステム技術のいずれか。
４．職務内容：国立天文台では、地球・太陽系から恒星・銀河・銀河団・大規模構造・膨張
　　　　　　　宇宙へとつながる宇宙の様々な現象の解明を目指し、様々なプロジェク　　　　　
　
　　　　　　　トの推進を行っています。本台において、採用後、いずれかのプロジェク　　　　
　
　　　　　　　ト室またはセンターに所属し、プロジェクト推進や運用等に必要な（ソフ　　　　
　
　　　　　　　トウェア開発、計算機による機器制御、機器の構造もしくは熱に関する
　　　　　　　　設計・試験のいずれかの）技術に関する業務に従事していただきます。また　　
　
　　　　　　　　将来的には、当初の配属先から他のプロジェクト室またはセンターへの配　　　
　
　　　　　　　　置換もありえます。
５．着任時期：決定後なるべく早い時期
　　任期：任期なし
６．応募資格：ソフトウェア技術、計算機による機器制御技術、機器の構造もしくは熱に　　　　　
　　　　　　　関する設計・試験を行うシステム技術のいずれかに関して 5年以上の実績
　　　　　　　もしくは顕著な業績を有する者で、大学・高等専門学校卒業、又はそれと
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　　　　　　　同等以上の学歴を有する者（ただし、天文学に関する専門知識は問わない　　　　
　
　　　　　　　 ）。
７．提出書類：（１）履歴書（写真添付、学歴は高校卒業から記載）
　　　　　　　（２）実績・業績報告書（現在までの実績（例えば、実務経験での具体的　　　　　
　　　　　　　　　　　内容）や業績（例えば、論文、特許、学会等での発表など）を
　　　　　　　　　　　明記）
　　　　　　　（３）志望動機と抱負
　　　　　　　（４）推薦書２通
８．応募締切：2010年 3月 26日（金） 午後５時（必着）
９．提出先：〒 181-8588 東京都三鷹市大沢 2-21-1

　　　　　　　　　　　　国立天文台長　観山正見
　 問い合わせ先：〒 181-8588 東京都三鷹市大沢 2-21-1

国立天文台総務課人事係長　野口知行
電話： （０４２２）３４－３６５７、３９２２、３６５８
＊職務内容に関する問い合わせ先
国立天文台　技術主幹　郷田直輝
電話：（０４２２）３４－３６１６
e-mail： naoteru.gouda ---at--- nao.ac.jp

１０．応募上の注意：応募書類は、封筒の表に「研究技師応募書類在中」と朱記し、郵送　　　　　
　　　　　　　　　　の場合は簡易書留で送付してください。
　　　　　　　　　　選考は、国立天文台運営会議で行います。
１１．勤務形態：専門業務型裁量労働制
　　　待遇：
　　　　給与、諸手当等：自然科学研究機構の規程による。助教相当。
　　　　健康保険：文部科学省共済組合
　　　　年金：文部科学省共済組合
　　　　雇用保険：加入
　　　　国立天文台の概要等については下記のホームページを参照してください。
　　　　　　 http://www.nao.ac.jp/

皆様よろしくお願いします。



Chapter 83

次世代スーパーコンピューター中間評
価報告書 (2010/1/23)

新聞報道によると、文部科学省は次世代スーパーコンピューター中間評価報告書の「全容」を公表し
たとのことです。毎日新聞の記事では以下のような感じです。

次世代スパコン：文科省、機密を公表　「競争に勝てない」--ＮＥＣ撤退前に

政府の事業仕分けで予算が大幅削減と判定され、その後復活した次世代スー
パーコンピューター（スパコン）事業で文部科学省は２２日、これまで機密
扱いで内容が一部非公表だった「中間評価報告書」の全容を公表した。

同事業では昨年５月、開発に参加していたＮＥＣなどが撤退。業績悪化が理
由とされたが、今回の報告書では、撤退以前に当時の日本の計画では「米国
との競争に勝つのは困難」と同省作業部会が指摘し、ＮＥＣ担当部分の開発
縮小、廃止の検討を求めていたことが分かった。

事業を統括する理化学研究所は競争に勝つため、１１０億円を予算追加し１
１年に完成させる新計画を提示。しかし事業仕分けを経て追加予算は削減、
完成時期も当初予定の１２年中に戻された。

報告書は部会が昨年７月に発表。しかし開発競争のため、内容の一部は政府、
関係企業など以外には公表されなかった。

まあ、「米国との競争に勝つのは困難」なんてのは初めからわかりきっていたことですし、ベクトル
はそもそも必要ないとか、複合型で両方をつないで使うのにも意味はないとか、今までの概念設計
評価報告書等にどうして書いてなかったのかが理解できない当然のことが普通に書いてある報告書
です。

委員会のメンバーを見ると、 50 の評価委員会とほとんど同じですが、以下の 2名が追加されてい
ます。

田中 英彦 情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科
研究科長、教授
平木 敬 東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授

相変わらず計算機を使う側の人はあまりいないのですが、それはともかくとして並列計算機を作る
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側の専門家を大幅に強化していて、ベクトル部分に対して否定的な報告を作るための構成変更、とい
うようにみえます。時系列としては、4/1 から委員会で検討を始めて、4/22 に早速委員会から構成
変更の検討の要請がでて、その直後にベクトル部分担当のNEC から経営上の判断として撤退、みた
いな発表がでた、というふうになっています。

渡辺さんのインタビュー記事1では、

NECから製造撤退の打診を最初に受けたのは、ゴールデンウィーク前のこと。
正直、非常に驚いた。国家レベルの重大な話なので何度も確認をしたが、
NEC の意思は変わらなかった。結果、5月 13日に東京・丸の内の理研オフィ
スを訪れた NECの矢野薫社長から、正式に撤退の報告を受けた。

となっていますから、「ゴールデンウィーク前」が 4/22 よりあとであるならNEC は構成再検討の要
請の直後に撤退の判断をしているし、前なら実はすでに撤退の打診があったけれど、委員会はそのこ
とを知らないで検討をしていた、ということになります。いずれにしてもなんだか不自然な話です。

まあ、プロジェクトとして何かを始めてしまった時に、後で方針変更をするのは規模によらず極め
て難しいことで、不自然に見えようがなんだろうが、最も問題の大きかったベクトル部分について中
止という判断ができたことはあまりに時期が遅いにしても結構高い評価ができると個人的には思い
ます。半導体技術の発展から 25年遅れくらいの設計思想だった計画が、15年遅れくらいまで前進し
ているからです。もちろん、問題はそれでもまだ 15年遅れくらいの、生産規模が大きいわけではな
い汎用プロセッサで並列計算機を構成するやり方の延長であることです。それでも、競合する相手は
結局のところ特別に HPC に適しているわけでもなんでもない x86 なわけですから、コストをまと
もなものにできれば競争力がないとも限らないと思います。

私は国立天文台に異動するまでいわゆる 3社、つまり NEC、富士通、日立との付き合いは殆どな
くて、x86 でない計算機を買うなら相手は Sun、SGI、DECといったアメリカ企業だし、 x86 だと
台湾企業のマザー等を買ってました、というか、今でも基本的には同じで、天文台のメインのスパコ
ンは入札の結果 Cray になったし、GRAPE-DR のホストは ASUS マザーです。国内メーカー、特
に 3社から買っていない理由は、単純になるべく性能が高いものを安く買おうとするとそれらの会社
以外のものになる、ということです。天文台にくると、スパコン以外にも色々な望遠鏡の制御やデー
タ処理の計算機というものがあって、それが殆ど国内メーカーの計算機レンタルを使っています。と
はいえ、計算機の中身は別に国内メーカー品ではなくて、90年代だと Sun だったりしましたし、今
だと単に x86 サーバーです。

こういう計算機の値段は全く驚くようなもので、見積書に 2ソケットのサーバー 1台が 400万円と
かディスクアレイが 1TB当り 100万円とか書いてあったりします。どうしてそういうのが可能なの
かと思って、試しに NEC の Express5800/R120a-1 のオンライン見積もりを作ってみたら、色々高
価そうなもの (SAS ディスクとか 16GB メモリとか)を選ぶと 400万円を超える構成が可能でした。
面白いので富士通でも、と思って RX300 S5 でやってみたら、8GB のメモリを選ぶと謎なエラーに
なるので 4GB にすると 200万円以上にするのは困難でしたが、まあ、メモリを高価なものにできれ
ば 400万とかにできそうです。そういう見積もりをもってくるのは、そういうので買ってくれる人
がいるからですから、買うほうに問題がある、ということではあります。国立大学の計算機センター
や、理研の次世代にしても結局は同じ問題、というところもあります。ハードウェアの思想が 15年
遅れ、というだけではなくて、計算機を買う側の意識が、計算機というのは大変高価なものであると
いう 30年くらい前の意識のままである、ということです。

1http://www.nikkeibp.co.jp/it/article/NEWS/20090514/329991/



Chapter 84

GRAPE-DR 上の LINPACK その2
(2010/5/30-6/1)

来週は ICS で Top 500 の数学がでるわけですが、例によって間に合わなかったのでリストにはでま
せん。が、 11 月に 74 に書いたところからは開発が大きく進んではいます。

現在の数字は GRAPE-DR 366MHz 動作で 64 ノードでの HPL ベンチマーク性能が 23.28 Tflops、
効率 49% となっています。昨年 5月の数字に比べるとノード数半分 (カード数も半分)でほぼ同じ性
能を実現できていて、実行効率がほぼ 2倍になっています。

電力あたり性能では大体 900Mflops/W というところで、微妙ですが QPACE より上にいけたかな
あ？というところです。上にいってたらもうちょっとちゃんと発表します。

この性能向上は、HPL のコードを 0から書き直すことで実現したものです。

既に 74 に書いたことの繰り返しですが、配布されている HPL のコードでは、 GRAPE-DR、とい
うよりもアクセラレータである程度 (アクセラレータ使わない場合の 5 倍程度以上)の性能向上を、
あまり大きくない主記憶で実現するのは極めて困難です。その理由は色々あるのですが、大きなも
のは

1. 行列格納が列優先になっていて、行交換が本質的に遅い。

2. ノード間の行交換、放送のための、いわゆる縦方向の通信が、計算と並行に動作しない。

というものです。我々が今回開発したコードでは、 1 の問題を解決するために行列格納順序を行優
先にしています。これにより、行交換のためのメモリアクセスではメモリバンド幅を 100% 有効に
生かすことができ、大きな性能向上を実現できました。

もちろん、 HPL で列優先の行列格納をしていることには理由があり、それはピボットサーチや、再
帰分解ステージでのブロック幅が小さくなった時の処理を速くするためです。行優先のままではこれ
らの処理がものすごく遅くなってしまい、実用的な速度にはなりません。

今回の我々の実装では、列幅が 16 程度になったところで行列を転置し、そこから先は転置した、
列優先で格納した行列を処理する、という方法でこの問題を解決しました。転置は一般にはあまり
速いオペレーションではありませんが、行列の話がキャッシュラインの倍程度あり、また HugePage
を使って TLB ミスを避けるならメモリバンド幅の半分以上の速度はでます。 LU 分解ではいわゆる
アップデート処理、つまり大ブロックサイズでの行列乗算と、いわゆる再帰的パネル分解、つまり、
ブロックサイズが再帰的にどんどん小さくなるところでの行列乗算やピボットオペレーションの双
方で複数回メモリ全体にアクセスするので、その殆どで連続アクセスででる性能に近い性能を実現
することがアクセラレータを使った実装での鍵になります。転置を使うアルゴリズムは理論上の最適
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解に近いものと我々は考えています。他に提案されている方法には、例えばモートンオーダーやペア
ノ・ヒルベルト曲線のような空間充填曲線を使った順序で行列を格納することで縦横どちらでアク
セスしてもある程度の速度は出るようにする、といったものがありますが、この場合縦アクセスで、
幅が小さくなった時にはどうしても大きなオーバーヘッドが生まれます。我々の方法では、転置オペ
レーション自体以外では常時オーバーヘッドなしで行列のアクセスができ、また転置でも主記憶の
ピーク程度の性能がでているので、これ以上の性能向上は原理的に困難と考えています。

次に、縦方向の通信ですが、HPL ではかなり難しいことをやって縦方向のネットワークが 1次元
リングでも性能がでるようにして、そのかわり計算と並行にするのは断念しているようにみえます。
我々の現在の実装では、縦方向の通信を単純な 1行毎の交換と放送に戻し、その代わりに計算や横方
向の通信と並行して進めるようにしています。主記憶の負荷が増えるので、行列乗算自体の速度が
10% 程度低下するのですが、それでも縦方向の通信が完全に隠蔽できる効果は非常に大きく、大き
な性能向上が実現できました。

なお、ClearSpeed のドキュメントにもあり、また Tsubame でもやっていることですが、アクセラ
レータを使う場合には縦方向の通信と計算の順序を変えるのが普通です。通常 HPL では、縦方向の
通信をブロックサイズ単位にして、ブロックサイズでの通信と、 DGEMM を交互に行います。しか
し、アクセラレータを使う場合にはこれでは DGEMM が細切れになって性能がでないので、行列全
体を一度に送ってから全体に対して DGEMM をするわけです。

しかし、この方法では縦方向の通信と計算を並行に行うことができません。従って、我々は縦方向
の通信を細切れにする方法に戻し、しかし、そのことが DGEMM の性能低下につながらないように
DGEMM の実装の変更を行いました。細切れにしたら性能が落ちるのは、毎回縦に長い行列を送る
必要があるので通信が増えるからですが、もちろんこれは実は毎回同じ行列を送っているだけなの
で、前に送ったものを再利用すればこのような問題はありません。何故 ClearSpeed の実装ではそう
していなかったのかわからないですが、我々は再利用することで細切れにしても大きな行列を処理す
るのと同じ性能を実現し、さらに通信とも並行動作させています。

これらの改良によって、かなり理論限界に近いところまで効率を上げることができた、と我々は考
えています。

今回それでは 64ノードでの数字に留まっている上にエントリーもできていないのはどういうわけ
かというと、まあ、その、64ノードの数字がでたのが 5/28 だからというのは結果で、まず今回使っ
たノードはメモリを 18 GB の増強できた 90台だけであること、もう一つは、カード 2枚で HPL 性
能を上げるのにまだ成功できていないことです。

行列乗算自体は、1枚での漸近性能が 650Gflops 程度であるのに対して 2枚では 1150 Gflops 程度
とかなり良い数字を実現できています。しかし、残念ながら HPL の今回チューニングしたコードか
ら使って速くするためにはまだ色々問題があることが判明しました。

問題は非常に色々あるのですが、基本的はホスト計算機の主記憶バンド幅と I/O 性能に関係するも
のです。一つは、GRAPE-DR カード 1枚だと DMA read と DMA write を並行して実行できし、
性能もあがるのですが、2枚で read/write 並列実行すると速度が上がらない上にホスト側でデータ化
けが起こる、というものです。これはしょうがないので read/write の並列実行は現在止めています。

もうひとつは、この、GRAPE-DR 側では DMA read/write 並列動作しない状態でも、2枚のカー
ドの通信負荷がある状態だとノード間の IB による通信がブロックされてしまって、並行動作させな
い場合に比べても遅くなってしまう、というものです。これに関しては、回避する方法があるかどう
かまだわかっていません。もちろん、現在の Core i7 920 + X58 + nF200 に比べて主記憶バンド幅
にもうちょっと余裕があるホスト計算機に交換するか、カード 1枚で動かせるだけのホストの台数を
確保できればよいのですが、そんなお金はないので。

さらにもうひとつある問題は、上に述べたように行列乗算の漸近性能は上がっているのですが、DMA
read によるホストから GRAPE-DR への転送についてはカード 2枚にすることで殆ど速くなってい
ない、ということです。これは原因も解決方法もわかっています。問題は、 DMA 転送の前に少し
複雑なデータの並べかえをホスト計算機で行っているのですが、これがカード 1枚しかない時には
DMA 自体と並行して行うことで性能を上げることができたのに対して、カード 2枚になると上の
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IB での通信と同様に並行して動かすとかえって遅くなる、というものです。 CPU による主記憶ア
クセスが、特に並べかえといった多少複雑な操作の場合にはメモリバンド幅を使いつくしてしまうの
で、 DMA の優先順位がさがってしまうようです。

これを回避する方法は言うだけなら簡単で、ホスト計算機側で並べかえをしているのをやめて
GRAPE-DR、具体的にはこの辺の制御を行う FPGA の側でこの並べかえをすれば済む話です。こ
のようにして、ホスト側での回避可能な CPU による主記憶アクセスを可能な限り避けることで、原
理的にはカード 2枚である程度の性能向上を実現することは可能であると考えています。

(以下 6/1 追記)

某巨大掲示板で、DMAR の代わりに PIOW を使えばどうか？というコメントがありました。あり
がとうございます。これは実はすでにテストしていて、カード 2枚でDMAW と並行動作させるとや
はりデータが化ける上に、 PIOW では PCIe のペイロードサイズが大きくならないのでスループッ
トが大きく低下する、という問題があり、DMAR を使うほうがだいぶましです。

(6/1 追記終わり)

まあ、楽観的にいってカード 2枚で効率 35-40%、カード 1枚での性能の 1.4-1.6倍程度で、196ノー
ドまでメモリ増強できれば 120Tflops(理論ピーク 294Tflopsで) というところです。

本当は少なくとも現在の 1カードででている程度の性能が 1年前くらいには実現できていないとい
けなかったわけで、これは完全に私のプロジェクトマネジメントにおける失敗、つまりは十分な人的
リソースをソフトウェア開発とチューニングに回すのが遅れた、ということによってます。

台数については、これもまあお金が一杯あればどうにでもなる話ですが、国立天文台の中で置く場
所をどうやって確保するかとか電気代をどうするかとかいった台内政治的な話もあり、解決の目処は
ついたところですがこれはこれで時間がかかっています。
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Top500, Fermi (2010/5/31)

というわけで Top 500の数字がでています。今回の注目はなんといっても2位にきた<a href=http://top500.org/site/systems/3131¿
NSCS の Nebulae¡/a¿でしょう。システムの詳細はまだ情報がないようですが、コア数の 120640 と
いう数字からは、Westmere 2 ソケットのブレード 1つ当り Tesla C2050 を 1枚つけて、コア数を 1
ノード当り 14 (C2050 の SIMD コアの数)+12 (Westmere 2 個) で 4640 ノードのシステムと思われ
ます。Tesla のピークが 515 Gflops、Xeon が 64 として、ピーク性能も 2.98Pflops になるので多分
これで計算があってます。メモリはおそらく 48 GB でしょう。

GRAPE-DR の 1ノードの構成に比べると、ホスト計算機の能力が 3倍、メモリバンド幅は 2倍、メ
モリ量は 2.67倍、ネットワーク速度は倍、アクセラレータの性能は 6割で、実行効率が GRAPE-DR
ではなんとか 49% ですが Nebulae では 42% と若干低くなっています。これだけ贅沢な構成なのに
効率が低いのは、前項で書いたように HPL の普通のソースを使っているための効率低下もあるかも
しれませんが、それ以上に Tesla 自体の行列乗算の効率があまり高くない、おそらく 70% 程度であ
る、ということではないかと思われます。

まあ、ピーク性能に対する割合、というのはそれほど意味があるものではない、というのはすでに
何度か書いた通りです。が、上の数学を Xeon だけの数字と比べると、Xeon だけで 590Tflops の
ピーク性能があり、Westmere ならピークの 9割くらいはでるでしょうから 540Tflops で、Tesla つ
けて性能 2.4 倍、消費電力 1.6 倍、価格 1.4 倍といったところでしょう。 価格当りでも電力あたり
でも性能は倍にはならないわけです。RoadRunner の時もそうでしたが、アクセラレータに意味が
あるのかどうかかなり微妙な数字です。特に、 AMD なら 12 コアの Opteron 6000 系がピーク性能
は Intel Xeon よりも高くておそらく安価に購入できるし、電力あたりの性能も若干は上と思われる
ので、差はさらに小さくなってしまいます。差が小さい根本的な理由は、アクセラレータによって性
能が 2倍ちょっとにしかなっていないことです。このため、アクセラレータ自体の価格性能比がかな
り良くても、ホスト計算機がお金や電力を食い潰してしまうわけです。

これを、アクセラレータというアプローチそのものに無理がある、と見るかアクセラレータはまだ
発展途上と見るかは人によると思います。私はもちろん後者です。 84 で見たように、適切なチュー
ニングやアルゴリズムの変更を行えば Linpack 性能をホストだけの場合の 10 倍程度に引き上げる
ことは可能であり、こうなって初めてアクセラレータの意味がでてきます。

まあ、Linpack ベンチマークにさほど実用上の意味があるわけではないので、これで数学が出ない
といけないというわけでもありません。が、Linpack ベンチマークは粒子法の色々な計算に比べると
主記憶バンド幅、ネットワークバンド幅のどちらも比較的高いものを要求するので、Linpack ベンチ
マークである程度の数字がでるならかなり色々な応用がある、という目安にはなると思います。

もっとも、現在の Linpack ベンチマークの一つの問題は、原理的に主記憶を大きくすれば主記憶バ
ンド幅、ネットワークバンド幅の問題を隠蔽できる、ということで、効率が高いように見える数字
がでていても巨大な主記憶で長時間かけた計算で結果を出しているものは実際に他のアプリケーショ
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ンで使えるかどうかは？なところがあります。



Chapter 86

Green 500 Little List (2010/7/5-7)

Green 500 の数字がでました。 GRAPE-DR は今回 Top 500 にははいってないので、Green 500 の
リスト自体にはのらないのですが、昨年から Little List という、過去 18ヶ月に載る性能のものなら
登録してよい、という リスト1ができたのでそれに申請したところ、 7/4 深夜にリストが更新され
て無事一位になりました。システムとして 10位までにくるものをあげると

1 815.43 GRAPE-DR accelerator Cluster

2 773.38 QPACE SFB TR Cluster, PowerXCell 8i, 3.2 GHz

5 536.24 BladeCenter QS22 Cluster, PowerXCell 8i 4.0 Ghz

9 492.64 Dawning Nebulae, TC3600 blade CB60-G2 cluster, Intel Xeon 5650/ nVidia C2050

10 458.33 BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 Ghz / Opteron DC

16 431.88 Mole-8.5 Cluster Xeon L5520 2.26 Ghz, nVidia Tesla

17 418.47 iDataPlex, Xeon X56xx 6C 2.8 GHz

20 378.77 Blue Gene/P Solution

35 368.07 BladeCenter HS21 Cluster, Xeon QC HT 2.83 GHz

41 345.2 Cray XE6 12-core 2.0 GHz

というような感じで、GRAPE-DR, QPACE はほぼ同様な数字、QPACE と同じ PowerXCell 8i を
使っても IBM のブレード QS22 では 2/3程度に電力効率が落ち、QS22/LS22 の Tribrade だとさ
らに落ちて、それと Fermi ベースの Nebulae がほぼ同じ、それとあまり変わらないところに Xeon
X5660ベースの IBM iDataPlex、その後に BG/P、Xeonがもうひとつあって Magny-CoursのCray
XE6 となってます。

Cray の数字は、12コアプロセッサのくせに 8470 コアで測定、と書いてあってなんだか謎ですが、
まあ、ソケット当り 220W くらいなのでこんなものでしょう。iDataPlex は Westmere Xeon でソ
ケット当り 140W になっていてちょっと本当かよ？という気もしなくもありません。まあ、でも、
32nm だし、TDP 95W なのでありえないわけではないと思います。

GRAPE-DR の数字は、前にも書いたようにまだかなり改善の余地があるもので、あと 1.5倍程度
はあげないといけません。GRAPE-DR のことはここではよいことにして他のシステムをあげつら
うと、 32nm の Westmere-EP、 45nm のMagny-Cours に比べて 65nm の PowerXCell がまだ倍
近い電力性能比を出しているということ、また Fermi + Xeon X5650 の Dawning Nebulae は GPU
をつけても Xeon X5660 だけのシステムに比べて殆ど電力性能比が上がっていないということ辺り
が興味深いところです。

ちなみに、過去の歴史をみてみると、 x86 での Green 500 のベストの数字は

1http://www.green500.org/lists/2010/06/little/list.php
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Nov 07 157MF/W Xeon 5335

Jun 08 266MF/W Xeon 2.5GHz

Nov 08 266MF/W Xeon 2.5GHz

Jun 09 273MF/W Xeon 5560

Nov 09 341MF/W Opteron 2.5GHz

Jun 10 418MF/W Xeon X5660

で、 65nm Clovertown の 5300 系から 45nm Nehalem-EP になったところで大きく改善し、さらに
32nm の Westmere EP であがる、となっており、逆にいうと 32nm のうちはこれ以上はなかなかあ
がりません。 AMD は 32nm になるのがもうすぐなので、そうすると 500MF/W 程度を実現してき
そうです。世代毎の改善は大体 1.6 倍なので、22nm になると Intel は 650 MF/W 程度、AMD は
800MF/W 程度ということになります。この辺まできてやっと 65nm の PowerXCell と同等であり、
大体 3世代、4倍の効率差がある、ということになります。

ちなみに、理研次世代の SPARC64 VIIIfx は Typcal 消費電力が 58W (Typ at 30C)とのことで
HPL 動かすともっと大きいのではないかと心配になりますが、楽観的に 60W 程度ですんで、シス
テムもチップの 1.6 倍程度ですんだとすると 100W で、 9割効率で 1.1Gflops/W となって 22nm
の Intel、まだ 32nm であろうと思われる AMD よりかなり良くなります。まあ、その、楽観的な数
字ですが、電力面からは極めて優秀なプロセッサである、ということです。もちろん、30度まで冷
やせば、、、ということで、空調に通常よりかなり電力がかかるはずなので、システム全体としては？
というところもあります。

あ、でも、 AVX というものがあるので、 Intel に関してはチップの電力をあまりあげないで浮動小
数点性能が倍になる可能性はあります。そうすると 32 nmで 700-800MF/W、22 nmでは 1.2GF/W
程度になります。2012 年には 22nm になるでしょうから、なかなか厳しいものはあります。

GPGPU は Fermi がなかなか難しい状態になっているので今後が不透明ですが、明らかなのはこ
のままでは x86 に比べてよいところがない、ということです。85 では、Fermi を使うことで Xeon
だけに比べて 1.6 倍程度は電力効率が上がっているのでは？と書いたのですが、そんな大きな効果
はなくて実際の向上は 14% しかなかったわけです。これは、松岡さんがどこかで指摘していたよう
に、行列サイズが妙に小さいために実行効率が低いことが原因の一部ではあり、あと 2-3 割は上が
る余地があると思います。しかしこれは半導体技術 1世代分にもならないわけで、現状の Fermi や、
そこから技術を外挿したものには将来性はない、ということになるでしょう。

GRAPE-DR については、もうちょっとチューニングができれば 2012 年までは x86 には負けない
わけで、その辺までには後継の計画を立ち上げたいところです。45 nm を使っても現在の比べて電
力当り性能を単純なスケーリングで 3-4 倍、色々設計のおかしいところを直すと 6倍程度にできる
ので、、、

(以下 7/7追記)

というわけで、前に書いた通りプレス発表をさせていただきました。結構反響が大きく、「世界一」
になることの意味というのはこういうことかと思わされました。この重要性というのはもちろん海
外のグループも良くわかっていて、QPACE のグループは一体なにをしたのか知りませんが、前回
の 732 Mflops/W から 773Mflops/W まであげてきています。このために、記事にしたところによっ
て、前回の一位を 5% 上回ったと書いてあったり 13% と書いてあったりしますが、「前回の一位」

2008 年に国立天文台のスパコン調達をやった時にも大問題だったのですが、最近のスパコンでは価
格よりも電力消費がサイズを決めかねない状態になっています。天文台の場合、電力を 300KW 以
下に、というのが上層部からきていた条件で、これは天文台の三鷹キャンパス自体の総容量の余裕を
相当食いつぶしてなんとか認めてもらったものです。

原理的には電源こみでどこか別の場所に設置して、レンタル経費に電気代もいれる、というやり方
もありますが、そうするとそこから SINET につなぐのはどうするかとか、その回線費はどうするか
とかいう話になってそれはそれでまた大変です。

このような電力消費の増加が起こっている基本的な理由は、過去 20年の間にマイクロプロセッサの
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消費電力が恐ろしいほど上がった、というものです。80486 の消費電力は 5-10W のレベルでした。
現在の高性能マイクロプロセッサでは 130W、GPGPU にいたっては 200W 以上になっています。
電気代は大雑把にいって 1W1年で 100円なので、これらは 5年間で 7-10万円、システム全体や空
調をいれるとその 3倍程度になり、ハードウェアの値段と電気代が大差なくなっています。常時稼働
させるわけではない個人のゲーム用ならともかく、365日 24時間基本的には計算しつづけるスパコ
ンで使うには大きな問題があるものになっているわけです。

GRAPE-DR も、かなり汎用化したせいとはいえ消費電力当りの性能が GRAPE-6 に比べてあまり
上がっていないことは大きな問題です。 GRAPE-6 プロセッサチップは 30Gflops を 10W 程度で実
現しましたが、 GRAPE-DR では倍精度では 200Gflops を 50W でやっと実現しており、電力効率
では倍も変わっていません。回路規模は 25倍程度、クロックは 5倍ですから 125倍の性能になって
いいところが 7倍しかなくて、汎用化して、特に倍精度演算で比べると 15倍程度トランジスタ効率
がさがっているわけです。

逆にいうと、トランジスタ効率の低下がなければ電力効率で 20倍程度は実現できたはずというこ
とになります。半導体技術は 3世代しかし違わないので、古典的な CMOS スケーリングからくる効
率向上は大体 20倍であり、少なくとも 250nm から 90nm までは半導体技術はそういう進化をして
きた、ということです。これは、逆にいうと、マイクロプロセッサの進歩が何か異常なものだった、
ということです。どう異常だったかというのは簡単で、 CMOS スケーリングで普通にできる以上に
無理をしてクロックをあげてきてたわけです。大雑把にいってデザインルールと動作クロックは反比
例するはずで、 1μm の時に 50-100MHz だったわけですから 180nm の Pentium 4 では 500MHz
がせいぜいで普通なら 2GHz なんかで回るはずがないのを、色々無理をしてクロックをあげたわけ
です。無理をしたのは並列度をあげないで性能をあげるためにがんばったからで、まあ、その、パー
ソナルコンピュータにはそういうのも必要だったのかもしれないですが、 HPC に使うプロセッサを
そんなふうに作るべきではなかった、というだけの話です。

まあ、その、問題は、そういうのを極めて電力効率の悪いものに比べても使いものになるような
HPC 向けの汎用プロセッサを作るのは容易ではない、というか、そもそもプロセッサを作ること自
体が予算的に容易ではない、ということなわけですが、、、





Chapter 87

消費電力(2010/7/14)

Little がつきますが一応 Green500 リストのトップに載った機会に、スパコンの電力が過去からどう
変化してきて、今後どうなるか、を考えてみます。以下の表は、かなり適当に作ってみたものです。

1946 ENIAC 150KW 14flops 0.00009flops/W (乗算の速度)

1976 Cray-1 115KW 160Mflops 0.72kflops/W

1991 Cray C90 500KW 16Gflops 32kflops/W

1997 ASCI Red 850KW 1.7Tflops 2Mflops/W

2011? BG/Q 6MW? 20Pflops? 3.3Gflops/W

2012 理研次世代 15MW? 10Pflops? 666Mflops/W

1995 GRAPE-4 20KW 1Tflops 50Mflops/W

2002 GRAPE-6 50KW 64Tflops 1.3Gflops/W

資料によっては ASCI Red が 1.2MW になっていたり、色々あります。が、大雑把にいって、電力
当り性能は Cray-1 から ASCI Red までの 20年間で 3000倍、それから理研次世代までの 15年間
で 300倍、となります。トータルの消費電力は 100倍になっていて、その一部はよりも高価で大規
模なシステムであるためですが、かなりの部分、大体 10倍程度が、計算機の価格当りの消費電力が
上がってきたことによっているわけです。

これに対して、1976 年までの 30年間は、計算機の消費電力は 100KW 程度であまり変わっていま
せんでした。このことは、本質的には、Cray-1 以前と以後で計算機アーキテクチャの進歩のしかた
が変わったことによっています。つまり、Cray-1 まではフルデコード乗算器は実現されておらず、計
算機が大きくなるに従って回路規模の増加以上に性能が上がってきました。これに対して、その後
は複数の演算器を使う必要があり、回路規模の増加の一部しか演算器の増加に使われないようになっ
た、つまり、計算機の回路の中で演算器が占める割合が急速に低下してきています。

もちろん、単純にトランジスタ効率が低下したら価格当りの性能上昇が遅くなってしまうわけです
が、マイクロプロセッサの価格低下が量産効果もあり技術進歩以上に速いものであったため、結果的
に価格当りの性能はあがるが電力もあがる、ということになっているわけです。

しかし、例えば「京」のような、比較的高価な計算機でも電力コストが無視できない程度になって
きており、PC クラスタや GPGPU では電力コストがハードウェアコストを上回ってきています。大
規模なシステムでは、演算性能をおとさずに消費電力を下げる方向にアーキテクチャを移行せざるを
得ない状況です。

BG/Q が上の表のような性能を本当に実現できるなら、それは非常に大きなセールスポイントにな
るでしょう。でもまあ、この資料1 を見ると、電力供給を 30MW にするとか恐ろしい話が書いてあっ

1http://www.lanl.gov/orgs/hpc/salishan/salishan2010/pdfs/Mark%20Seager.pdf
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て、 6MW しか喰わないならそんなにいらないのでは、と思われます。



Chapter 88

中国での GPU(2010/7/30)

GPU Solutions to Multiscale Problems in Science and Engineering Workshop1 という研究会に呼
ばれてハルピンにいってきました。まあ、私は GRAPE-DR とか Little Green500 とかそういう話
をしたわけですが、中国では結構大規模な GPU クラスタがどんどん構築されているのに感心しま
した。

日本には、中国の GPU クラスタは Linpack のためだけに作られている、というようなことをまこ
としやかにいう人がいたりしますが、現実はそれとは全く違うようです。むしろ、これまでの、過去
からあるアーキテクチャ用のソフトウェアの蓄積があまりないところで大規模な HPC システムを
構築し、それをプラットフォームにして新しく研究グループを立ち上げよう、という時に、現在の瞬
間に (まあ、見かけだけかもしれないとはいえ)もっと価格性能比が高い解が GPU クラスタである、
ということでしょう。

まあ、その、現在のところ研究レベルはまだまだで、似鳥君、濱田君や東工大のグループのほうが
かなり先をいっていますが、しかし、研究に関わっている人数、投入されているハードウェアの量は
桁で違っています。で、アプリケーションの種類も非常に多様です。

GPU だけがスーパーコンピューターの将来と思っているというわけではなくて、中国では自前の
CPU もやってます。日本との大きな違いは、日本では「次世代スパコン」が唯一の国家プロジェク
トとして走っていて、他のハードウェア構築や研究を立ち上げることすらできないというふうになっ
ているのに対して、自前の CPU もやるし GPU での大規模クラスタも数箇所に構築、アプリケー
ション開発はそこらじゅうでやる、という感じで広くやっていることです。

大規模なハードウェアがどんどん構築されているので、使っている予算は大きいか、というと、そ
れぞれが実は日本の 7大学センターの予算に比べて差はないと思います。この辺は、東工大の松岡さ
んがいっている通りで、そんなお金を払って、、、という話ですね。

ヨーロッパも結構色々やっている、という話を、ずーっと昔に TMC にいた Lennart Johnson がし
ていて、これも興味深いものでした。 GPU のほか、Clearspeed の大規模クラスタ、QPACE、また
低消費電力版の Opteron クラスタと、様々なものが試みられています。

まあ、要するに、日本以外はどこも、一つだけの国家プロジェクトにお金を全部いれて、他の芽をつ
ぶすようなことはしていない、というだけのことのような気もします。思想が 15年遅れのプロジェ
クトを続けることが悪いわけでは必ずしもないのですが、もうちょっと新しいことも並行してやらな
いと確実に将来はなくなるわけですから。

というようなことは機会がある度に、というか色々機会を作って理研や文部科学省の人にもいって
いるわけですが、まあ、手遅れになって 5年くらいたってから反応するのではないかと思います。

1http://gpu-smp.sccas.cn/
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「ポストペタスケール高性能計算に資
するシステムソフトウェア技術の創出」
(2010/9/4)

前回、

まあ、要するに、日本以外はどこも、一つだけの国家プロジェクトにお金を
全部いれて、他の芽をつぶすようなことはしていない、というだけのことの
ような気もします。

というようなことを書いたわけですが、まあ、その、日本は相変わらずである、というのを象徴する
ような予算枠ができました。ポストペタスケールの計算機を開発するのではなくて、それはまだどう
いうのかわからないけどそれに役に立つかもしれないシステムソフトウェアを開発する、という極め
て謎な研究領域です。ポストペタスケールがどういう計算機になるか、するか、の研究にはお金をつ
けてはいけないけど、何かはしないと、というようなところで始まったのかなと善意にとると解釈で
きないこともないかもしれないようなものですね。

中国では、「GPU クラスタを作ってなんかしろ」というので CAS からいきなりお金がふってくる
んだそうで、それはそれでどうなんだろうという気がします。色々話を聞くと官僚的な非合理性みた
いなのも一杯あるので。計算機の話ではありませんが、LAMOST という、技術的には最先端で規模
も結構大きな望遠鏡ができたところです。これがどういうわけか北京から近い、晴天率もシーイング
も悪くてさらに夜空が明るくてどうにもならないようなところに作られていたりします。天文学をす
る、という観点からは相当駄目な決定がどこか上のほうでなされてしまうわけですね。

中国のことはさておくとして、日本はこんな調子で、お金はあるのに政治なのかなんなのかよくわ
からないところで不可思議な決定がなされてしまうわけです。できればこの予算がなにかしら意味が
ある成果につながるようにしたいものです。皆様よろしくお願いします。
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Chapter 90

GPU と GRAPE-DR での行列乗算
(2010/11/14)

会津大学の中里さんが、GPU での DGEMM (倍精度行列乗算)の実装と性能評価についての大変興
味深い論文1を発表しました。これは、AMD の Cypress (HD58xx) GPU で、倍精度行列乗算カー
ネルで理論ピークの 87% を達成した、という論文です。

GPGPU で倍精度計算、というと NVIDIA Fermi が本命と普通には思うわけですが、Fermi での
DGEMM 実装は今のところドンガラ先生のグループが実現した 58%2が公式に発表があった中では
ベストな性能 (東工大のグループが 70% とか某氏が 80% とかの噂は流れていますが)なので、効率
で 50%、性能では (Cypress のほうが若干ピーク性能が高いので)さらに高いものになっています。

この 2つの論文を比較してみると、行列乗算の実装の考え方は殆ど同じです。どちらも

C ← C +A×B (90.1)

を計算するのに、C の正方形の部分行列をレジスタに持ち、 A, B の必要な行列 ( A は横長、Bは
縦長)要素をロードしては内積計算して積算、という形です。但し、実装の詳細は大きく違っていま
す。Cypress 用のコードでは、1つのプロセッサ (単精度の場合サイクル 5演算、倍精度では 1演算
の基本ユニット)に対して倍精度乗算の場合で 4× 4 の行列を明示的に割り当てますが、Fermi 用の
コードでは演算カーネルは 1要素に対する内積積算になって、多数のスレッドを発行するという形で
実質的に 1つの物理プロセッサに複数の行列要素を割り当てます。で、(私は良くわかってませんが
多分) スレッドのジオメトリの宣言をなんか上手くやると実効的にブロック化ができるものと思われ
ます。

考え方が同じなので、動作のしかたや、性能のボトルネックになるところも原理的には殆ど同じで
す。ボードの主記憶から一旦共有メモリに A, B の一部をロードし、各プロセッサが共有メモリから
それぞれ必要なデータをロードするわけですが、共有メモリとプロセッサの間が十分ではないよう
です。

中里さんの論文によると、Cypress では単精度で 8x8 のブロッキングだと若干不足、倍精度で 4x4
だとほぼぴったり、となります。Fermi の場合にも倍精度で 4x4 のブロッキングをすればバンド幅は
足りるように思われるのですが、上の Nath et al. ではスレッドブロック内のスレッド数が 256 と
なっていて、物理プロセッサの数は 32だと思われるので、実効的に 2x4 のブロッキングになってい
るようです。このブロッキングサイズでは、Fermi の共有メモリバンド幅が 1TB/s だとすると上限
性能が 341Gflops となり、実際にでている性能は 300 Gflops ちょっとなので大体そんなものかな？

1http://galaxy.u-aizu.ac.jp/trac/note/wiki/Fast GEMM Implementation On Cypress
2http://www.netlib.org/lapack/lawnspdf/lawn227.pdf
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と思います。

ブロッキングサイズを 4x4 とか 4x8 にすればちゃんと性能がでそうな気がしますが、レジスタ数
とかキャッシュサイズや共有メモリサイズの制限で無理なのかもしれません。Fermi はまだでてきて
日が浅いので、単純に実装が最適化されてないだけという可能性もあります。

GRAPE-DR のアーキテクチャは見かけ上 GPU ととても良く似ていて、特に Fermi と比べると、
32個のプロセッサからなるブロックが 16個 (まあ、GF100 だと 14個ですが)ある、という具体的な
数字まで同じです。が、DGEMM 実装の考え方は全く違います。Fermi や Cypress の場合には、C
の部分行列をプロセッサレジスタにおいて、 A, B をボードのメモリから読み込みながら計算する、
という方式をとっていますが、GRAPE-DR では B をレジスタ (実際には GRAPE-DR では「ロー
カルメモリ」といっている、プロセッサ毎に 256語あるメモリ)に格納します。格納した B のサイ
ズはチップ全体では 512x256 です。実際の計算ループでは、長さ 512の Aを 2行ロードし、計算し
て、長さ 256の Cを 2行出力します。B 行列の分割は、 512x256 を 32x256 の 16個のブロックに
分割し、そのそれぞれを 1つのプロセッサブロックが担当する、さらに 32x256 を 32x8 の 32個に
分割し、それぞれをプロセッサ 1つが担当、となります。

なお、 GPU での DGEMM 実装はいわゆる内積型であり、それに対してGRAPE-DR での実装は
いわゆる外積型に類似のものになっています。 GRAPE-DR の場合に外積型にしている理由は簡単
で、内積型では性能がでないからです。外積型では A をロードして C をだすのがメモリバンド幅
を食うところですが、内積型では A, B の両方をロードするのでロードのバンド幅が 2倍必要です
(そのかわり、ストアにはバンド幅不要)。GPU の場合は主記憶のバンド幅は余っているので主記憶
レベルではどちらでも多分大差ない (共有メモリのレベルではどっちがいいか良くわかりません)わ
けですが、 GRAPE-DR の場合には、メモリからの読み出しが 4GB/s しかなくて外積型でなけれ
ば性能がでません。これは、Cray-1 のような、ロードパイプ 1本、ストアパイプ 1本のベクトル機
で、DAXPY 型のオペレーションでないとピーク性能がでなかったのと同じ事情です。

GRAPE-DR の方式の場合、PE1つは 32x8 の B を持ち、 2x32 の A と掛けて 8x2 の Cをだしま
すが、実はこの C は部分和で、16個のプロセッサブロックにまたがって総和をとる必要があります。
GRAPE-DR はそのようなプロセッサブロックにまたがった総和等の縮約演算のための専用ネット
ワークをチップ内部にもっていて、チップから外にデータを出力する時にはこのネットワークを通し
ます。このため、レイテンシは若干ありますが、スループットには影響を与えることなく総和演算が
行えます。これは、ブロック間の総和には一旦メモリに書き出すしかない GPU とは大きな違いで、
バンド幅やレイテンシを無駄に増やすことなくプロセッサブロック間でのタスク分割ができるわけ
です。

Fermi の場合、共有の 2次キャッシュがあるので、原理的には類似のことができなくもないはずで
す。例えば、全体で 256x256 (以下面倒なので、プロセッサブロックは 14 ではなくて 16あるもの
とします。で、600MHz のクロックで 2 演算して 614Gflops の性能があるとします)の B行列を持
つと、A, C 1データ当り 512 演算するので、それぞれの入出力に必要なバンド幅は 9.6GB/s とな
ります。16個のブロックからのデータの総和は多分この 16倍くらいの場合幅があればいいはずで、
160GB/s くらい、バンド幅としては主記憶でも何とかならなくもないくらいです。

GRAPE-DR の場合には総和を専用ネットワークで行ない、さらに求まった C をボードの主記憶に
書き戻すことなく直接に DMA でホストメモリに戻します。また、そもそも C をホストから転送し
ないで、元々の C との加減算処理はホスト側で行ないます。これにより、GRAPE-DR 側の主記憶
の必要バンド幅、PCIe の必要なバンド幅の双方を減らしています。

これについては、GPU 側に転送するべきかどうかはホストの主記憶の速度と PCIe を通したDMA
の実効的なスループットの比によって決まります。ホストが加減算する場合には結局 C については、
カードから入ってくる、ホスト CPUがカードから入ってきたものと元々あったものを読み出す、そ
れらを加算して書き込む、と 4語アクセスですが、GPU に転送する場合には 2語アクセスですむか
らです。Intel Core 2 で X38 チップセットとかの場合だと、GPU に転送したほうが有利だったと思
われます。 Core i7 で X58 となると、CPU 側にメモリがあり、チップセット、PCIe を通したバン
ド幅はメモリ自体のバンド幅よりもかなり低いため、 C を GPU に転送しないほうが有利です。
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また、 A については 1つのプロセッサブロック内の 32プロセッサで同一のものを使いますが、こ
れは共有メモリからブロードキャストすることができます。このため、共有メモリ自体のバンド幅は
高い必要がなく、500MHz 動作の場合で共有メモリ 1つのバンド幅は 4GB/s(デュアルポートなので
実効的にはその倍) ですがこれで十分です。GPU の共有メモリは 1つで 100GB/s 近いバンド幅が
ありますが、行列乗算に関する限り本来そんな高いバンド幅は不要です。

GRAPE-DR の行列乗算カーネルの効率は、C の DMA による回収もいれた実際のDGEMM 関数
で 90.3%、漸近性能では 94% となっており、Fermi はいうまでもなく、Cypress に比べても高くなっ
ています。まあ、なっており、とえらそうに書いてますが、Top500, Green500 向けのチューニング
を色々やってやっと実現できたものではありますが。でも、チューニングは、殆ど GRAPE-DR 側
ではなくて、ホスト側のプログラム等を修正して DMA で性能がでないところを直す、とかいった
性格のものです。

このように、 GRAPE-DR チップでは、プロセッサブロック間の縮約や、プロセッサブロック内の
放送をハードウェアで実現することで、 GPU に比べて桁で小さいメモリバンド幅で高い実行効率を
実現しています。が、これらのハードウェアは別に行列乗算用につけたものでは全くなく、粒子間相
互作用に代表されるような相互作用型の計算、つまり

zi =
∑
j

f(xi, yj) (90.2)

という形で書けるような計算を効率的にサポートするためにつけたものです。これは以前に 73 で
書いたことの繰り返しですが、GPU でサポートする計算モデルは基本的に

yi = f(xi) (90.3)

を、沢山の xi について並列に計算する、というもので、 i が違うもの同士の相互作用や総和とい
う概念がないため、実際のハードウェアではそれらの実現はシリコンの面積からも消費電力からも非
常にコストが高いものになっているだけでなく、実行効率を落とす要因にもなっているわけです。

実際、4チップの GRAPE-DR カードは 400MHz 動作で理論ピーク 819.2Gflops、DGEMM での
性能 740Gflops 程度を実現しており、消費電力がほぼ同じ程度の Fermi に比べて 2倍以上の性能で
す。使っているプロセスが 90nm と 40nm で 2.5 世代の差があり、これは電力性能で 3 倍程度の違
いに相当しますから、同じテクノロジーでは 7-8 倍の差があることになります。別に GRAPE-DR
でないといけないというわけではないですが、 GPU よりもうちょっと電力効率がいい何かを将来、
というより今は考えるべきと思います。





Chapter 91

2010/11 Top500
(2010/11/15-2010/11/20 追記)

2010/11 の Top 500 リストがでました。上位は中国の GPU システムが 1, 3 を占めましたが、東工
大の TSUBAME2 が 1.2 Pflops を達成して 4位にはいったのは素晴らしい成果と思います。なんと
いっても、中国の Tianhe-1A, 2 ソケットあたり Fermi 1枚の構成ではなく、2ソケットに 3枚とい
うかなり難しい構成でちゃんと効率をだしてきたのはすごいことです。

GRAPE-DR は、前回とは違ってなんとか Top500 にはいっています。まあ、相変わらず性能とい
うか、 HPL を動かすことができたシステムの規模はあまり上がってなくて、100カードで 40Tflops
弱です。技術的な問題はまだ 1ノードにカード 2枚では満足な性能がでていないことです。単一ノー
ドでの LU 分解で、カード 1枚では 450 Gflops(24GB メモリ一杯まで使った時)でるのですが、2枚
にしても 700 程度までしか上がっていません。さらに、依然としてカード 2枚での計算と IB によ
る通信が干渉するという問題が解決出来ていません。これは力技でなんとかならないこともないの
ですが、力技にはお金がいるわけですね、、、

技術とあんまり関係ない問題は、今年度中に天文台内でもうちょっと電力と空調を確保するのに失
敗したことです。天文台上層部の方針ですから文句をいってもどうにもなりません。これは、もう
ちょっと色々な方策を考えています。

さて、Top 500 にははいったとして電力当りの性能はどうか？というわけですが、どういうわけか
Top500 の電力の数字はこちらが登録したのではないもの (というか、ちゃんとそこから計算していな
いもの)がはいっています。383 位にでている、 81 ノードシステムのほうの数字をみていただくと、

Rmax Rpeak kW

34.55 66.36 362.60

となっているのですが、天文台のどこに 362kWもあるんだよ？という話で、これはノード当り 362.6W
と書いたら何故かそれを 362kW とむこうが間違って変換した、というものです。なので、81ノー
ドシステムの消費電力は 29.4kW となっています。これは 100ノードシステムよりだいぶ低いので
すが、それは色々非常にいじましい努力をした成果です。なお、Green500 の〆切までにさらに色々
いじましい努力を積み重ねて、Rmax 自体および電力性能をさらにかなりあげています。上の数字
だと 1176Mflops/W なのですが、(平木先生からまだ書くなといわれてた気もしますが、1位でない
し、もういいですね？)

Rmax Rpeak kW

37.44 66.36 25.41

327



328 CHAPTER 91. 2010/11 TOP500 (2010/11/15-2010/11/20 追記)

で、1473Mflops/W です。まあ、Green500 にしても Top500 にしても、アメリカ人はあまり計算が
得意ではないようなので、ちゃんとこの数字でリストしてくれるかどうかわかりません。

というわけで、前回の Little Green 500 に出した 815 からは 1.8 倍と、前回のプレスリリース等
に書いた目標は達成し、さらに Top500 にももぐりこむことに成功はしたのですが、では Green 500
で 1位になれるか？というと今回おそらく駄目です。これは、 IBM BG/Q がでてきたからです。

Rmax Rpeak kW

65.35 104.86 38.80

で、100ラックくらいで 20PF という話からはまだラック半分くらいと思いますが、(ということは、
ラック 1本で 80kW ということで、これはこれですさまじい数字です。天文台の Cray XT4 がラッ
ク当り 20kW くらいなので、、、)

この数字は 1.68Gflops/W、実行効率 62% というところで、BG/Q の目標としていたところから
見るとちょっとアレ？と思うようなところはあります。我々の Green500 に提出した数字とは 14%
しか違わないわけで、それくらいなの？ならもうちょっとこっちも頑張って、次は、、、と思わなくも
ないわけですね。

元々、20PF、 6MW という話をしていたはずなのですが、効率 62% の段階でピーク 20PF にス
ケールすると 8MW になってしまっています。実行効率が上がった時に電力が増えない、というの
も考えにくいので、例えば 20% 向上して (62*1.2 の) 75% になった時には、電力も 10-20% 増えて
9-10MW になってしまいそうです。

まあ、Green 500 に IBM の連中がどういう数字をだしてくるか見てからいったほうがいいのです
が、もしもその数字が今回でてきた程度であるなら、それはBG/Q の最終的な数字と 1-2割程度しか
違わないとみてよい、つまり、 BG/Q の数字は 2012 年でも 1.9Gflops/W 程度になる、ということ
と思われます。この事情は次世代の「京」でも同様、というより、こちらはすでに 90% を超える効率
をだしてしまっただけにもう伸び代がなく、1Gflops/W を超えることはありません。 1.1Gflops/W
辺りまではいくかもと前にみつもってみたのですが、900 Mflops/W 辺りに留まりそうです。

Sandy Bridge は 32nm で

Core i7 2600K　 4-core/8-thread　 3.40GHz　 TDP95W　 SR00C

Core i7 2600　 4-core/8-thread　 3.40GHz　 TDP95W　 SR00B

Core i5 2500K　 4-core/4-thread　 3.30GHz　 TDP95W　 SR00T

Core i5 2500　 4-core/4-thread　 3.30GHz　 TDP95W　 SR00S

Core i5 2400　 4-core/4-thread　 3.10GHz　 TDP95W　 SR00D

Core i5 2400S　 4-core/4-thread　 2.50GHz　 TDP65W　 SR00Q

Core i5 2300　 4-core/4-thread　 2.80GHz　 TDP95W　 SR05Y

Core i3 2120　 2-core/4-thread　 3.30GHz　 TDP65W　 SR05Y

Core i3 2100　 2-core/4-thread　 3.10GHz　 TDP65W　 SR05C

Core i3 2100T　 2-core/4-thread　 2.50GHz　 TDP35W　 SR05C

というようなラインナップだそうで、これが来年 Q1にでるなら i5-2400Sを使うと TDP65W、システ
ム全体で 100W に収まるとそれだけで 80Gflops/100W となって、800Mflops/W と 6月の GRAPE-
DR なみになってしまいます。まあ、この 800Mflops/W というのは、AVX ならこの辺、と予想し
た値でして、これくらいでしょう。2012年の、 BG/Q や「京」が完成するころには Intel は 22nm
がでてきているので、そうすると 1.2Gflops/W までくることになります。

今の瞬間では BG/Q は結構素晴らしいように見えるのですが、システムが完成する時点では Intel
を使ったシステムのせいぜい 1.5 倍で、それは半導体技術が 2世代遅れになっているため、という
ことになり、 2008年頃の BG/P とあまり変わりません。まあ、 20Pflops/6MW ならだいぶ違うの
ですが、 15-16Pflops/9-10MW となると厳しい、という話です。
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さて、こうなってくると、アクセラレータは意外に悪くなさそうです。前項にも書いたようにGRAPE-
DR は DGEMM に関しては 750Gflops/250W(以下)、HD5870 も 500Gflops/200W, Fermi はよく
わからないですが 300Gflops/200W くらい、と、 DGEMM 性能に関する限り 1.5-3Gflops/W 程度
にすでにきているからです。来年のどこかには AMD, NVIDIA ともに 28nm になっているはずで、
そうすると 3-5Gflops/W 辺りまで計算上はくることになり (私としては GRAPE-DR が GPUに抜
かれてしまうというのは問題なわけですが)、汎用プロセッサ、あるいは完全に HPC 向けに作った専
用のプロセッサ (ここでは BG/Q のことを指します)を倍程度上回ります。 x86 と組合せて BG/Q
より良い数字をだすのは来年には容易でしょう。まあ、その、今回 (東工大がもっとよい数字でなけ
れば) GRAPE-DR は Green500 で 2位、となるわけですが、ホスト交換でもう一度ひっくり返すこ
とは原理的には不可能ではない (お金がない、という問題はありますが)わけです。

まあ、IBM の人々もこれくらいの計算はできるので、抜かれないように努力すると思います。そう
いった競争から進歩というものが生まれるわけですから、生産的な競争であると考えています。

(以下 2010/11/19 追記)

というわけで、よくない予想はちゃんとあたって、 SC10 BOF でアナウンスされた Green 500 List
では、 1473Mflops/W より低いものが 2位になっていたようです。

現在、Wuchun Feng に確認と訂正を依頼してます。

(以下 2010/11/20 追記)

まだ直っていないリストが公開されたので、さらに文句をいったら (私だけでなく平木さんが)、週
末のうちに皆で相談する、みたいなメイルがきました。現状では、Top500 の GRAPE-DR の数字は
29.37kW(1176Mflops/W相当）、Green500の対応するエントリーの数字は 362.6kW, 95.28Mflops/W
という状態で、2つのリストが全く違う数字を載せる、という非常におかしなことになっています。

まあ、今回、

� Top 500 のほうで計算間違いをした

� Green 500 のほうでこちらへの確認をしないで、こちらのエントリーを落として Top 500 のほ
うの間違った数字を採用した

という複数のミスがたまたま重なった結果なのですが、とはいえ、公表された Green 500 リストを
見ると、明らかに間違っていると思われるものが他にも大量にあるのはなかなか問題と思います。

例えば 468位のエントリー

468 48.35 IT Service Provider

Cluster Platform 3000 BL460c G6, Xeon E5520 2.26 GHz, GigE

921.20

というものは、Top500 リストでは 204位にはいっている HP のシステムですが、9400コアの Xeon
E5520 です。TDP 80W ですから、多めに 1 ソケット当り 200W としても 470kW にしかならない
のに、 921kW と倍以上、1ソケット当り 400W もの消費電力であるということになっていて、しか
も、これは Top500 のほうには電力の数字がでていないのでどういう根拠の数字なのか全く不明で
す。同じような構成の IBM のクラスタは 250位前後、130Mflops/W 程度となっていて、これくら
いの数字が本当でしょう。

Green 500 のサイトでベンダー毎の統計をだすと、

Manufacturer Average MFLOPS/W Average Green500 ranking

Hewlett-Packard 71.67 399

IBM201 218.99 165

と、HP と IBM で 3倍くらい電力効率が違う、という驚くべき数字がでてくるのですが、これは全
く意味がない数字である可能性が高い、ということです。なかなか困ったものですね。
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BG/Q(2010/11/23)

SC10 では、Green 500 のグダグダぶりがなかなかすごい、というかまだ文句をいっている最中なの
ですが、それはそれとして技術的に興味深いことは BG/Q が Top500 及び Green 500 にでてきて、
予想より効率が低く電力が高いものであったことくらいだったと思います。元々ピーク 20Pflops で
6MW という話だったのが、 Linpack に関する限り 16Pflops 8MW 程度、つまり、2Gflops/W 前後
になりそう、また名目ピークでも 2.5Gflops/W 程度になりそう、ということです。QCDOC に始ま
る BlueGene 各マシンについて、消費電力当りの性能を書いてみると

Year Mflops/W Design rule(nm)

QCDOC 2004 200? 180

BG/L 2004 211 130

BG/P 2007 357 90

BG/Q 2012 2000 45

というような感じで、デザインルールが 1世代上がると大体倍になる、という程度をほぼ維持してい
ます。 BG/P がかなり悪かったのを、 Q である程度回復した、というところですね。QCDOC の
数字は正確なものではないですが、デザインルールが 1世代古い割には良い数字になっているのは注
目に値します。

x86 系ではアーキテクチャが同じだと 1世代で 1.6 倍ですが、 5 年に 1度程度 SIMD の幅を広くす
ることで、2000年代の 10年間を平均するとほぼ同様な 1世代 2倍を実現してきました。また、最近
数年間では Intel の半導体プロセスは IBM を始めとする他のグループとの差を徐々に広げており、
Intel では 2012 年には 22nm になって、1.2-1.3Gflops/W あたりに到達します。

BG/Q と Sandy Bridge 世代のアーキテクチャでは、半導体テクノロジーが同じなら 5倍程度の消
費電力当り性能の違いがあるのですが、2世代違うことで 3倍程度つめられてしまって、2倍以下の
差になってしまう、ということです。それ以上に問題なのは、開発サイクルが 4-5 年と長いものに
なっていることで、こうなるとその間に x86 系の性能は 10倍、電力性能でも 3-4倍となり、発売直
後しか優位性を維持できないことになります。

BG/L については 5年前に 2 で

これからの動向をみていく必要はありますが、 BG/L やその後継が、汎用
の並列計算機として広く受け入れられる可能性はあまりない、と私は思っ
ています。

と書いたわけですが、これは基本的には正解だった、と思います。 L, P のどちらも、広く受け入れ
られた、というのとは全く違う状態に留まっています。これは、結局、価格性能比、電力性能比のメ
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リットが、アーキテクチャが違うものの導入を正当化するほどには大きくなかった、ということで
す。L, P に比べると Q の相対優位はさらに小さくなってしまっているので、商業的成功はさらに困
難になっていると思われます。

BG/Q プロセッサは

16 (18?) コア
1.6GHz

8演算 (4FMA?)/コア
204.8 Gflops

でチップ自体は 50W くらいかな？(システムとしてはチップ当り 60-80W)と思われます。130 nm で
8演算だった BG/L に比べると演算数は 8倍なので、単純に使えるトランジスタが増えた分演算器
が増えているようにみえます。その程度の性能向上では、QCDOC の発展形のプロセッサでは半導
体プロセスでリードを広げている Intel x86 に対抗できなくなってきているわけです。GRAPE-DR
と比べると、2世代先のテクノロジーで数倍のトランジスタを使い、演算器の数は 1/4、クロック 4
倍で同じ性能、消費電力もほぼ同じ、ということになります。なんだか不思議ですね。

まあ、結局のところ、 BG/Q も、開発サイクルの長さを勘定に入れると同じテクノロジーでの x86
に比べた優位性が 10倍以下ではプロジェクトは失敗する、という、 HPC 向け計算機開発の一般則
からのがれられてはいないように思います。10倍は価格性能比の場合で、電力性能は 10年で 30倍
にしかならなので 5倍以下では、となります。BG/Q は境界線上です。
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色々作文の季節でもあるので、専用器と汎用 (といっても GRAPE-DR ぐらいの) 機の利害得失を
考えてみます。ここでは、計算機の性能構成要素として重要な演算性能、ローカルメモリバンド幅、
ネットワーク性能のうち、演算性能だけを考えます。

GRAPE-6 では、250nm、 14mm角のチップにまあ大体 60演算するという勘定のパイプラインを
6本いれてます。そうすると大体 360個の演算器です。 GRAPE-DR は、90nm、18mm角で、倍精
度だとクロックあたり 512 演算の勘定です。トランジスタ数は大体 20倍で、演算数は 1.5倍ですか
ら、15倍程度損をしている計算です。

GRAPE-DR では 25x50 ビットの乗算器をいれて、単精度だと性能が倍になるようにしています。
あまりハードウェア追加しないで、この乗算器を 25ビットの単精度乗算器 2つにすると、単精度の
スループットを倍精度の 4倍にできます。単精度演算に関しては、ちゃんと作ってあれば GRAPE-6
に比べた損は 4倍程度ということです。

まあ、ちゃんと作ってあれば、というのは、 GRAPE-DR はそんなにちゃんと作ってない、という
ことでもあります。上に述べたように単精度演算ではハードウェアの効率が 1/2 になりますし、ま
た、逆数平方根近似用のハードウェアをもってないので初期値推定に余計なサイクルが必要です。ま
た、全部のサイクルで乗算器と加算器がフルに動くわけではないので、相互作用計算に関しては実行
効率の差は演算器の数の差よりさらに大きいなります。

逆数平方根近似命令ですが、これは、例えばニュートン反復 1回で 24ビット精度がでるように 13
ビット精度くらいをだす、というのが普通の実装です。で、近似命令を実行するハードウェア自体
は、浮動小数点演算器と同じスループットをもつようにするのが普通だと思います。

良く考えてみると、重力計算とかではどうせ 1相互作用に 16 サイクルとかかかり、その中で平方
根計算は 1度だけなので、殆どのサイクルで平方根演算用のハードウェアは遊んでいてなんだかもっ
たいないです。有効に使うには、このユニットを複数のプロセッサで共有すればよいわけです。例え
ば 16個で共有するなら、ニュートン反復ではなく区分多項式近似で逆数平方根を計算するようなユ
ニットをつけてもハードウェアの増加は 2-3% です。そうすると、ニュートン反復なしですむのでわ
ずかな追加ハードウェアで相互作用計算機については追加ハードウェアよりかなり大きな性能向上
が実現できます。

と、これは余談です。要点は、単精度のプログラム可能ハードウェアと、相対誤差単精度のGRAPE-6
を比べると、トランジスタ効率ではおそらく 4-8倍程度の差は避けられない、ということです。

計算精度を落とすとこの差はもちろんさらに大きくなり、例えば相対精度 10 ビット程度にすれば
さらには 5倍程度差が広がり、40倍前後となります。電力当り性能は 2年で 2倍にしかならないの
で、40倍の差は 10年に相当する巨大な差です。

ちなみに、 90nm の GRAPE-DR を同じ 90nm の例えば Athlon 64 (Prescott Pentium 4 と比べる
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のはあまり意味がある比較とはいいがたいので)と比べると、プロセッサチップだけでは GRAPE-DR
は大体単精度で 8Gflops/W、Athlon 64 3500+の 90nm版では TDP 67Wで同じ単精度で 8.8Gflops
なので 0.132 Gflops/W となり、60倍ほど違う計算です。あまり効率のよくない GRAPE-DR に比
べると GRAPE-6 のトランジスタ効率は 8倍なので、GRAPE-6 のような単精度での専用プロセッ
サでは 500倍程度、精度を落としたものなら 3000倍程度同じテクノロジーでの x86 プロセッサに比
べて電力当り性能を上げることができるということです。

32nm の Westmere-EP ではこれが E5620 で TDP80W で、2.4GHz 115.2Gflops なので 1.44
Gflops/W と 11 倍で、 65, 45, 32 と 3 世代なので 1 世代当り 2.2 倍というところです。ここ
10年間では Intel でも 1世代 2年なので、500倍の違いは 17年、3000倍だと 22年というなんだか
意味がわからないほど長い時間に対応します。これに対して、60倍だと 10年ちょっとです。まあ、
この計算はちょっと楽観的に過ぎるところがあって、その理由はホスト側の電力を勘定にいれていな
いことです。専用プロセッサやアクセラレータの場合、どうしてもホスト側があるので電力効率は
半分程度になります。なので、低精度 GRAPE、単精度 GRAPE、GRAPE-DR で 20年、15年、8
年というところになるわけです。GPU は総合的には電力当り性能を x86 CPU の倍程度にできるの
で、それに比べると低精度 GRAPE、単精度 GRAPE、GRAPE-DR で 16年、11年、6年です。

16年の差というのは、構造化 ASIC や FPGA で 10-100 倍電力効率が悪くても余裕でなんとかなる
数字です。まあ、そういうわけで現在は低精度GRAPEを eASIC で、というのをやっているわけで
す。単精度になると 11年なので FPGAではだめ、構造化 ASICで微妙、というところ、GRAPE-DR
は FPGA や構造化 ASIC ではだめで、カスタム LSI でないと電力性能、価格性能比で意味があり
ません。

8年だと、4年遅れのテクノロジーを使ってもまだ 4年先まで追いつかれないわけで良いのですが、
6年だと 4年遅れだと 2年しか先がありません。まあ、実際に 90nm の GRAPE-DR は 28nm の
GPU とほぼ同等の電力当り性能になってます。最大でも 5年に 1度しかチップを作れない研究プ
ロジェクトで、4 年遅れのテクノロジーで 2年毎にテクノロジーが変わる GPU に比べて良い数字
を 5年間維持するには GRAPE-DR に比べて 3倍トランジスタ効率を上げる必要があることにな
ります。GRAPE-DR のプロセッサエレメントのレイアウト図をみてみると、まあ、3倍は無理で
も倍なら簡単です。28nm で具体的な数字にしてみると、GRAPE-DR と同じくらいのチップサイ
ズ、1/3 を eDRAM に使うとするとトランジスタ数は 8倍、演算器数は実効的に 16 倍、クロック
700MHz くらいとして倍精度 6Tflops、単精度だと 12 Tflops、消費電力は 60-70W のものをチップ
としては 2012 年、システムを 2014年くらいに動かす、倍精度でシステムとして 50Gflops/W、HPL
で 20-30Gflops/W で、その頃の GPU が HPL で現在の 4倍として 4Gflops/W なのに比べて 7倍
くらいが実現可能、という計算ですね。まあ、5年間くらいは優位を維持できるわけです。

まあ、その、 HPL で 2014年に 20-30Gflops/W、というのは実際上はちょっと無理で、それは単純
にホスト計算機の速度が追いつかないからです。ホスト計算機に対して電力当り性能は 5-6倍程度な
ので、2014年にはいいところ 10Gflops/W です。その後ホストを更新すれば最終的には 30Gflops/W
程度まで、というのが、その、皮算用ですね。

上のは 2011 年度くらいになんか予算がつけば、の皮算用で、現実問題としては早くても 2013 年
くらいまで予算がつきそうにない、というのが問題です。「要望」ででていた来年の次世代スーパー
コンピューター関連予算は B 評価だったようです。そもそも文部科学省が要望にいれたものがあま
りに巨額に過ぎる現実的とはいいがたいものであったこともあって、文部科学省の要望には A評価
がないのですが、 B になった以上補正予算をいれても若干の減額となるでしょう。そうすると神戸
に建設中の「京」本体にほとんどのお金がいって、それ以外のアプリケーション開発とかは減り、次
世代の次のハードウェア開発なんてのは全くなし、という状況がしばらくは続きそうです。
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計算機科学とスーパーコンピューティ
ング(2010/12/31)

2011/1/17 に 次世代スーパーコンピューティング・シンポジウム 2010 および第 1回戦略プログラ
ム 5分野合同ワークショップ1というものがあって、「ポストペタスーパーコンピューティング-計算
機科学の立場から-」という講演を東大情報理工の米澤先生がすることになっています。

計算機科学と計算科学の関係がどういうものかというのはなかなか難しい問題です。これは、簡単
にいってしまうと、それは計算科学は本質的に学際的であるのに対して、計算機科学はそもそも学際
的でなくなることにより専門分野の確立を目指すものであるからです。

この辺の、計算機科学と計算科学の違いは、中里さんによる翻訳2がある Parallel Computing Works!
の 20章に書いてあるわけですが、この当時、彼らは、計算科学というものが学科や学部として成り
立ちえると考えていたように見えます。

で、実際にそういう、少なくとも計算科学とか Computational Science とかいう名前がついた学科
は当時いくつかできたし、また日本ではここ 1-2年の間に色々できています。

さて、計算科学というのが、色々な分野での計算機シミュレーションのやり方に共有するものを扱
うような学問である、というふうに思うとすると、そういうものを研究する研究者というのはどうい
うふうにして養成できるか？ということが問題になります。ある分野での計算機シミュレーションに
ついて意味がある研究ができるためにはその分野のことがそこそこ良くわかっていないといけない
のですが、そうすると、複数の分野にまたがって共通なものを扱うにはどうすればいいか、というわ
けです。もちろん、その複数の分野のことが全部わかるようなスーパー (ウー)マンを育てることが
できれば問題ありませんが、まあ、無理なわけです。

無理な理由は、普通は教えるほうがそういうスーパーマンではないからです。これはまあ当たり前
で、教えるほうの人はまあ例えば天文学者だとして、その中でさらに多体シミュレーションであると
か、あるいは流体シミュレーションとかいった個別の、割合狭い領域のことしか知らないわけです。
もちろん、稀には、複数の分野なり複数の手法なりその両方なりをちゃんとカバーできる人もいるわ
けですが、そういう人が計算科学とか Computational Science とかいう名前がついた学科の研究教
育スタッフの多くを占めるわけではありません。

もちろん、これは教える側にもわかっているわけで、そうするとどうするかというと、応用数学や
計算機科学の研究者に分野横断的なところをやってもらおうとするわけです。しかし、この人達はも
ちろん、例えば粒子法シミュレーションがどういう現象をどういうふうに計算しようとしているかな
んてことは全く知らないわけで、分野横断なんてことはできません。これは、数学や計算機科学とい

1http://www.aics.riken.jp/symposium2010.html
2http://galaxy.u-aizu.ac.jp/trac/note/blog/2010/9
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うものが、具体的な応用によらない一般的な何かを扱うことを目指すものだからです。

数学や計算機科学の立場からすれば、粒子法シミュレーションというのは要するに

1. 粒子間相互作用を高速・高精度に計算して、

2. 粒子の軌道を積分すれば

よい、ということになるでしょう。で、それぞれについて、別々に一般化するわけで、相互作用計算
は、グリッドを使うなら FFT やその他のポアソンソルバ、軌道積分は常微分方程式の初期値問題の
数値解法、ということになります。

が、実際には、天体の N 体計算にしてもプラズマシミュレーションにしても分子動力学シミュレー
ションにしても、そういうふうに物事を分割してしまっては使えるアルゴリズムを作ることはできま
せん。例えば高精度といっても、実際にどのような誤差ならはいってよいかは対象とする系の物理的
性質や、粒子系でモデル化した時の仮定によります。また、これは特に天体の N 体計算の場合に問
題になることですが、粒子の空間分布は一様から大きく (何桁も)ずれ、速度もそれに応じて変わっ
てくるので、高密度領域の粒子が必要とする短い時間刻みで全粒子を積分するのは無駄だし、またあ
る粒子への相互作用自体、近くの粒子からの相互作用と遠くの粒子からの相互作用を同じ時間刻み
で積分するのは無駄です。しかし、それではどういうふうにすればいいか、ということの検討には、
対象とする系の中で粒子がどのように振る舞うか、また数値計算によってみたい性質は何か、といっ
たことへの理解が必要になります。これは「計算機科学」の範囲の外になってしまうわけです。

で、現在では、上のような系の物理的性質、モデルの仮定といった対象側の要請、ポアソンソルバ、
常微分方程式の数値解法といった話の他に、さらに並列化とかメモリ階層とかいったところまでわ
かってないと有用なアルゴリズムを作るのはおぼつかないわけです。

並列化とかメモリ階層とかいった話 (要するにここでずーっとだらだら書いているような話なわけ
ですが)はなかなか大学での教育というのは難しいもので、というのは 5年遅れの話をされても困る
のに大学での講義というのは普通は 10-20年程度時代遅れだからです。

まあ、この辺は、何か良い方法がある、というわけではないのですが、上手くいかないことが実証
されたやり方に基づいて学科や研究組織を今になって作るのはどういうものかという気がします。
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年度末であり、また HPCI 戦略プログラムの予算がついた (政府案では)ということもあって関係す
る公募が色々でますが、私に直接関係するものを以下に

計算基礎科学連携拠点（筑波大学・高エネルギー加速器研究機構・国立天文台）においては、平成
２３年度から文部科学省の「ＨＰＣＩ戦略プログラム（※）」の分野５「物質と宇宙の起源と構造」
の戦略機関として全国の大学等と協力して研究を推進していく予定である。本プログラムにおいて
は、次世代スパコン「京」における主要な研究開発課題の推進と国内における計算科学技術推進体
制の構築を実施する。この公募は、分野５（素粒子・原子核・宇宙分野）で設定された研究開発課題
「ダークマターの密度ゆらぎから生まれる第１世代天体形成」の研究開発を担う研究員を募集するも
のである。

（なお、本公募はＨＰＣＩ戦略プログラムが予定通り実施されることを前提に前もって行うもので
あり、予算状況等によって変更されることがある。）

所属： 国立天文台天文シミュレーションプロジェクト，筑波大学計算科学研
究センター，千葉大学大学院理学研究科，東京大学理学系研究科，東京
工業大学理工学研究科のいずれかの機関

　（将来，次世代スーパーコンピュータ神戸拠点での勤務もありうる）

身分・待遇：　各機関の規定による（給与は概ね国立大学助教相当以上）。　　　　　　

　　　　　　　　 38.75時間/週 5日 勤務

　　健康保険は社会保険、年金は厚生年金に加入

任期 　：平成 23年度末 (平成 24年 3月末日)まで。

　　　　　　雇用契約の更新 4回（平成 28年 3月末日まで）可。

採用予定日：平成 23年 4月 1日
採用人員　：最大 5名程度

仕事の内容：

� 研究開発課題「ダークマターの密度ゆらぎから生まれる第１世代天体形成」の研究開発に関係
する業務
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� その他、「ＨＰＣＩ戦略プログラム（※）」の分野５「物質と宇宙の起源と構造」の実施に関係
する業務

所属、待遇、勤務地に関する注意。研究開発課題「ダークマターの密度ゆらぎから生まれる第１世
代天体形成」は国立天文台が中心となるが、筑波大学、千葉大学、東京大学、東京工業大学等の研
究者が参加する。このため、担当する研究課題によっては所属が国立天文台以外の研究機関になる。
この場合の選考は分野５「物質と宇宙の起源と構造」運営委員会で行うが、実際の採用手続き、待遇
は各機関の規定による。

天文シミュレーションプロジェクトについては http://www.cfca.nao.ac.jp/ を参照。

応募資格：
・博士号取得者または着任時までに取得見込の方

注意：　原則的に勤務時間の全てを業務にあてる職です。

提出書類：(1)履歴書
(2)これまでの研究と着任後の抱負（コード開発・大規模数値シ
ミュレーションの実績、関連する事項も記入すること、A4で
最大 2頁程度)

(3)研究論文リスト
　（4）主な論文別刷（3編以内，各１部）

(5) 希望する所属研究機関（上記注意を参照）：順位をつけて記
入すること。ただし、希望が優先されるとは限らない。

(6)出来るだけ迅速に連絡を取れる本人の連絡先 (複数可)

(7)本人に関して意見を述べられる方の氏名と連絡先 (二名以上)

応募書類には「天文シミュレーションプロジェクト専門研究職員応募」という旨を明記すること。

応募締切　：平成 23年 2月 16日 (水) 17時必着。

書類提出先：〒 181-8588 三鷹市大沢 2-21-1

国立天文台天文シミュレーションプロジェクト 牧野淳一郎
(応募書類封筒には「天文シミュレーションプロジェクト専門研究職員
応募」と明記すること。応募書類は原則として返却しない)

問い合せ先：国立天文台天文シミュレーションプロジェクト 牧野淳一郎
E-mail: makino -at- cfca.jp

FAX: 0422-34-3746

(問い合せを行う場合には「天文シミュレーションプロジェクト専
門研究職員応募の件」という旨を冒頭に明記すること)

個人情報の利用について：

本募集に関連して提供された個人情報については選考の目的に限り
利用する。選考終了後には選考を通過した者の情報を除き、全ての
個人情報を本プロジェクトが責任を持って破棄する。

「ＨＰＣＩ戦略プログラム」は、平成 22年度まで「次世代スーパーコンピュータ戦略プログラム」と
呼ばれていたもので、戦略的に取り組むべき 5分野について戦略機関を定めて研究を推進するもの
である。関連する情報は
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� （平成 21年度「次世代スーパーコンピュータ戦略プログラム」実施可能性調査（ＦＳ）実施
機関・分野５1　に行われた実施可能性調査に関する資料。最新の計画についてはホームペー
ジを準備中。）

� 計算科学研究機構　2

� ＨＰＣＩ3

も参照すること。

1http://www.ccs.tsukuba.ac.jp/NGS-project5/html/home.html
2http://www.aics.riken.jp/index.html
3http://hpcic.riken.jp/





Chapter 96

x86 プロセッサの将来と HPC 用プロ
セッサ (2011/2/20)

2年くらい前に x86 プロセッサの将来 96 というのを書いたわけですが、事態は大体書いた通りに推
移してるかな、と思います。

現状が 2 年前に私が書いたのと若干違うのは、Atom のネットブックよりもさらに CPU パワー
としては貧弱な iPad や Android のスレート PC が普及するきざしをみせていることです。重い
Windows というハンディキャップがなく、また Intel の統合 GPU のようなアレなものを使う必要も
ないのでグラフィックス性能は実質的にはずっと高いこれらのシステムは、少なくとも性能的には大
抵のことに十分な能力をもっています。

これは要するに、 x86 より性能・電力消費が少ないプロセッサが必要だった携帯電話マーケットを
支配してきた ARM プロセッサがもうちょっと上の PC 的な用途まで十分な性能を持つようになって
きた、ということです。つまり、Atom でそちら側への進出を狙った Intel の戦略は完全な失敗に終
わった、ということでもあります。

これは、メインフレーム、ミニコンピュータ、ワークステーション、Wintel PC、と移り変わって
きた計算機業界における主役が、ARM ベースのスマートフォン、スレート PC といったものに移り
変わるということでしょうか？iPad もスマートフォンも自分では使ってないのであまり実感がない
ですが、まあ、基本的にはすでにそうなってるのではないかと思います。

で、これがマイクロプロセッサの進化にどう影響するかというと、サーバー系では ARM が x86 に
とってかわるといったことは起こるにしてもまだだいぶ先だと思います。サーバーマーケット自体も
金額的には結構大きいのでしばらくはあまり影響はないかもしれません。まあ、RISC プロセッサか
ら x86 プロセッサへの交代も、90年代に結構急速に起こったわけで、同じようなことが起きないと
はいえません。プロセッサアーキテクチャがなんであろうと、サーバー向けのアプリケーションの性
能は結局主記憶やストレージの速度でリミットされるわけですから、主記憶やストレージのバンド幅
当りの値段や電力消費が問題になるからです。現在のところアーキテクチャが単純な ARM は x86
に比べてコア当りのダイ面積や電力消費では優位にあります。性能が低くてもそれはあまり問題にな
らないとすれば、急速に x86 にとってかわっても不思議ではありません。

さて、そうなると HPC マーケットはどうなるか？ということです。Intel は出荷にこぎつけなかっ
た Larrabee の後継をまだ開発していますが、HPC マーケットだけが対象では成り立たないですし
Intel 製品がグラフィックスマーケットで商売になるはずはないので長期的な開発継続は (Xeon を止
めにしてこっちだけにするとかない限り)困難でしょう。NVIDIA は ARM+GPU の統合プロセッ
サの計画をもっていて、これは一見よさげにみえます。基本的は同一アーキテクチャでスマートフォ
ンから HPC までカバーするからです。NVIDIAの問題はもちろん、現在もっている GPU コアが
Fermi ベースで電力・ダイサイズ的にアレだということと、それを改善する方向が見えていないこと
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です。個人的には Bill Dally 先生では厳しいのではないかと思います。とはいえ、そこそこのものは
でてくるのでしょう。

まあ、そうするとこれから数年間は x86 の発展、Intel MIC、 NVIDIA ARM+GPU とアーキテク
チャやトランジスタ効率・電力効率的にはなんだかなあ感があるものが HPC マーケットで戦うとい
うことになります。とはいえ、この辺のプロセッサが、今後の (というか本当は何年も前から)最大
の問題であるネットワークレイテンシについて何かがんばってくれる、ということもそんなに期待で
きないわけで、HPC 用プロセッサとしてはあまり面白い話にはなりません。

ということは、逆にいえばなにか新しいものを作る機会ではあるわけですが、日本でなんかいって
も 10年前には新しいアイディアであったかもしれないアクセラレータにやっと予算がつくくらいか
なあ、、、というような気もします。GRAPE-DR の最初の構想 (といっても実際に作ったものとほと
んど同じですが)は 2002 年、最初に予算要求したのが 2003年度の CREST でした。



Chapter 97

異動のご挨拶 (2011/3/3 書きかけ)

さて、私事ですが、 2011/4/1 付けで天文台を離れまして、東京工業大学理工学研究科理学研究流動
機構というところにお世話になることになりました。流動機構というのは名前の通り流動的である
ことを教員スタッフに要求するところでして、具体的には任期があります。任期は 5年間で、1回 2
年間にかぎって延長可能となっておりまして、7年たったらクビということです。

何故そういう任期付きポストにわざわざ移るのか、ということですが、これは、このポストがいわ
ゆるデューティ、つまり、学科運営や講義に関わる雑用がない (まあ、少なくともそういうことになっ
ている)ポストだからです。まあ、要するに理論的には研究に集中できるはずであるわけですね。実
際のところは学内の雑用がなくなっても、これを雑用といっては語弊がありますが戦略プログラム
とかから解放されるわけでもないですが、少なくとも天文台での天文シミュレーションプロジェク
ト (というのがスパコンを持っていて私が長である計算センターの名前です。英語名称は Center for
Computational Astrophysics, CfCA です)の運営に関連する仕事や、天文台で教授であることに伴
う雑用はなくなるはずです。

CfCA の長というのはなかなか大変な割には思うようにいかない仕事で、そうである理由の多くは
天文台の組織構造、その歴史的経緯に関わっています。現在の天文台は正確には大学共同利用機関法
人自然科学研究機構国立天文台というもので、法人化以前から大学共同利用機関でした。1988年ま
では東京大学理学部附属東京天文台だったわけで、それを東大から切り離して大学共同利用機関とし
たのはすばる望遠鏡の建設・運用主体を担うには東大附属では無理で、というような話からと聞いて
います。

天文台でのスパコンですが、実はこの 1988 年の時点では三鷹キャンパスにはスパコンはありませ
ん。メインフレームの富士通 M-380R があり、リプレースで 780 に置き換わる時期です。野辺山電波
観測所にはどういうわけかVP-200 が 86年か 87 年あたりにはいっています。私は 85 年に野辺山の
計算機を使うために 1週間ほど野辺山にいたのですが、この時はまだ M380 でした (三鷹の M380R
なるものより数倍速くて、ユーザ数も少なかったので三鷹ではできない規模の計算ができました)。

国立天文台になる時に、「理論研究系」というものを置くことになり、この研究系のミッションとし
て、理論研究を推進するだけでなく、大規模シミュレーションのための計算機の導入・運用を、とい
うことになったようです。現在台長である観山さん、野辺山から異動してきた近田さんらの努力の結
果、1996 年に三鷹キャンパス初めてのスパコンである富士通 VPP300/16 が導入されることになり
ます。

この計算機は、理論研究系ではなく「天文学データ解析計算センター」、すなわち三鷹キャンパス
に従来からあったメインフレーム等を運用していた組織によって運用されました。理論研究系からは
スタッフの一部が天文学データ解析計算センター大規模シミュレーション部門を併任する形で協力す
る、という形です。

その次のリプレースは 2001年に VPP5000 となりました。その次のリプレースは本来ならば 2006
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年に、となるところですが、天文台の上のほうの色々な事情で 2008 年まで延長となり、その間陳腐
化が進んだ機械を使いつづけることになります。牧野が着任したのは 2006年度で、結果的に仕様策
定等が始まる時期になりました。

その前、2004年くらいから「天文学データ解析計算センター」の組織変更の検討が天文台内で進ん
でいて、2005年度末にはこれの理論シミュレーションを担当する天文シミュレーションプロジェク
トとそれ以外のもろもろを担当する天文データセンターに分割することになり、着任したばかりの私
に天文シミュレーションプロジェクトの長がふってきたわけです。

「天文シミュレーションプロジェクト」というのは不自然な名前ですが、これは天文台が「プロジェ
クト制」というものを採用していることによっています。この「プロジェクト制」では、すばる観測
所や野辺山電波観測所といった大きな装置を持ち共同利用運用をしている部署が「Cプロジェクト」
そのための準備段階 (現在だと例えば ALMA 望遠鏡)が「Bプロジェクト」、もっと予備的な段階の
ものが「Aプロジェクト」ということになり、共同利用ではなく天文台内のインフラを提供するもの
には「センター」という名前がつくことになりました。そうすると、理論シミュレーションとスパコ
ンの共同利用を担当する組織は「Cプロジェクト」ですが、「計算機センター」という名前は日本語
ではつけられない、ということで「天文シミュレーションプロジェクト」という不自然な名前になっ
ています。英語名称は Center for Computational Astrophysics (CfCA) でこれにはおかしいところ
はありません。

さて、そういうわけで私の着任直前に新しく CfCA なるものができたわけですが、問題はこの組織
の基盤が極めて脆弱なものであることでした。上に述べた、理論研究系 (2004年から理論研究部とい
う名前に変わっていますが)を本務とするスタッフが CfCA を併任する、という形には変化がなかっ
たため (1名データセンターが本務で CfCA を併任する人もいます)、長である私を含めて CfCA に
は専任職員はなく、また技術系の常勤職員も 0、非常勤職員のための人件費も非常に低賃金の研究支
援員、事務支援員のみ (その他に中央予算での「研究員」2名)と決して安くはない計算機を運用す
るのに十全な体制とはいいがたいものでした。

2008年のリプレースを機に予算配分を見直し、技術系の非常勤職員を 3名増やした他、レンタル以
外の買取のファイルサーバ、PC クラスタ等にレンタル費用の 1/10 程度を当てることでアーカイブ
的な大規模ストレージやデータ解析のための計算機群を構築する、というような体制にしています。
常勤職員がいないという問題は根本的には解決できませんでしたが、非常に優秀で熱意もある非常
勤職員の方にきていただくことができ、サーバ整備・拡張という観点からも、ユーザーサポートの程
度からもかなり高いレベルの運用ができたと (若干自己満足ですが)思っています。

CfCA の内部的な運用については一定の成果を上げることができたと思っているわけですが、問題
は現在の天文台のプロジェクト制の中ではプロジェクトの長は (プロジェクトがずるずる縮小してい
くにまかせるのでなければ)天文台内の政治的活動に相当の時間と努力を割く必要がある、というこ
とです。まあいわゆる赤の女王的状況

「いいこと、ここでは同じ場所に止まっているだけでも、せいいっぱい
駆けてなくちゃならないんですよ。他へ行こうなんて思ったら、少なく
とも２倍の速さで駆けなくちゃだめ」

というやつで、縄張り争いがある官僚的組織は必然的にそうなります。これは簡単な話で、組織の中
でそういう行動をしないサブグループは淘汰されるからです。大学も官僚的組織ですが、大学自体
の予算や人事についてははるかに硬直的になっているために逆にほとんど学内政治には意味がなく、
研究のためにには外部資金を、となるのですが、共同利用機関、ということで日本の理論研究者の多
くが使うスーパーコンピューターに使える予算や人員が台内政治に左右されるわけでこれは結構大
変な話です。
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福島原発の事故 (2011/3/19-21)

この文書はスパコンについて考えるために書き始めたものなので、あんまり関係ないことを書くの
は違う気がしますが、一度考えをまとめておきたいのと、巨大プロジェクト、という意味でいろんな
思うこともあるので書きます。

2011/3/11 の東北関東大震災で、福島県にある東京電力の福島第一原発が重大な事故を起こしてい
ます。これについては色々な人が色々なことをいっていますが、原子炉の物理、核物理、放射性物質
の振る舞い、人体への影響といった様々のところいくつもが間違っているものが多いです。どのよう
なことが起こったのか、その影響は現在までどれくらいか、今後どうなるのか、といったことをまと
めてみます。

なお、3/30 くらいまでの状況については 100 に書いています。

98.1 核分裂反応と原子炉の基礎の基礎

原子炉の中での核分裂反応はどうやって起こっているか、ということをまず簡単にまとめます。基本
的には、235U ( 235U と書くべきですが以下面倒なのでこの表記。質量数 235 のウラン同位体です)
にあまりエネルギー (速度)の高くない中性子が当たると、原子核が不安定になって 2つに分かれる、
その時に平均 2.5 個の中性子を出す、というのが核分裂反応です。

ここで、でた中性子がまた 235Uにあたって吸収され、さらに分裂が起こるのが連鎖反応と呼ばれ
る現象です。これによってはネズミ算的に核分裂が進み、爆発にいたるのが原子爆弾です。

原子炉では爆発しては困るので、 平均 2.5 個の中性子のうち 1つだけが核分裂につかわれ、後の
1.5 個は別のことにつかわれるようにしています。別のことには 2つあります。

一つは核分裂しない 238U に吸収させることです。そうすると中性子を吸収した 238U は電子を放
出 (β崩壊)して 239Pu、プルトニウムに変化します。天然ウラン中では 99% 以上が 238U で、235U
は 0.7% しかないために、実はそのままでは 235U が放出した中性子は殆ど 238U に吸収されてし
まって、連鎖反応を継続させることができません。少なくとも 1個を 235Uに吸収させる方法は 2つ
あります。

一つは、中性子の速度を落とすことです。235U と 238U では中性子との反応の速度依存性が違い、
中性子の速度が遅いと 235Uと反応しやすくなります。速度を落とすには軽い原子核と衝突させま
す、水素・酸素からなる水や炭素 (黒鉛)が使われます。但し、普通の水だと、水素が中性子を吸収
してしまう、という問題があり、水を減速剤に使って天然ウランで原子炉を作ることはできません。
陽子 1つの原子核である水素 H の代わりに陽子と中性子からなる重水素 D でできた水 (重水)を使
えば、この問題を解決できます。このため、黒鉛や重水を減速剤に使えば天然ウランで連鎖反応させ
ることができます。
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天然ウランに比べて 235U の割合を高くした「濃縮ウラン」を使えば、水を冷却剤に使っても原子
炉を作ることができます。現在日本で商業発電に使われている原子炉は全てこのタイプで、「軽水炉」
と呼ばれるものです。

実際に連鎖反応をあるレートで継続するには、微調整をする必要があります。これは、燃料の間に
「制御棒」と呼ばれる、中性子を吸収しやすい物質で作った棒を挿入することで行ないます。基本的
には、制御棒を一杯に差し込むことで連鎖反応は急激に停止します。

但し、連鎖反応が止まっても、発熱は 0にはなりません。これは、核分裂でできた色々な原子核が、
安定ではなくてα崩壊やβ崩壊をして熱を出すからです。この発熱は、連鎖反応が停止して 0.1秒後
で元々の出力の 10%、1時間後で 1.5%、1年後でも 0.1% 程度になります。

福島第一原発の場合、2-5号機は同型で熱出力が 200万 kW、すなわち 2GW 程度なので、1時間
後で 30MW、1年後で 2MW 程度の発熱となります。「停止」したあとでも冷却を続けないと、燃料
はすぐに高温になってしまうわけです。

98.2 原子炉の構造

軽水炉には PWR (加圧水型)と BWR(沸騰水型)の 2つがありますが、福島原発は第一も第二も全
て BWR なのでまずそちらの話をします。ちなみに、1979 年にアメリカで事故を起こしたスリーマ
イル原発は PWR です。

BWR の場合、原子炉は基本的には湯沸かし器で、圧力釜の中に細長い「燃料棒」を整然と並べた
ものです。

燃料棒は金属 (ジルコニウムをベースにする合金)のチューブにいれた酸化ウランのセラミックの錠
剤を沢山いれたもので、直径が 1センチくらい、福島第一の場合長さ 4メートルくらいの燃料棒大
体 5000本くらいがはいっていて、燃料の総重量は 100トンくらいのはずです。

圧力釜、というかいわゆる圧力容器は、細長い、断面が円形のカプセルです。運転している時には
燃料棒からでる熱で水が沸騰し、それでできた高圧の蒸気をタービンに導いて発電し、タービンを
通ってでてきた温度・圧力がさがった蒸気をさらに 2次冷却水 (海水)を使った熱交換器で水に戻し
て圧力容器に注入しています。圧力容器の中では燃料棒は水面より下にありますが、沸騰していて泡
もまじった状態です。泡があると減速効率がさがって連鎖反応が進みにくくなるので、暴走的に連鎖
反応が進むことは BWR ではないとされています。

実際の原子炉では、この圧力容器が万一壊れた場合にに備えて、この全体を格納容器という、下半
分が球で上に太い首をつけた容器の中にいれています。

この容器の下には、ドーナツ型をした「サプレッションプール」と呼ばれるものがあって、太いパ
イプで格納容器とつながり、さらに圧力容器から緊急時に蒸気を逃がす弁からのパイプがここにはい
ります。このサプレッションプールの水の中に蒸気をいれることで水に戻し、冷却するわけです。

さらに、全体を頑丈なコンクリートで作った「建屋」と呼ばれる建物にいれています。

98.3 想定された事故と対策

原子炉の事故としては、考えられる限りのものを想定はしていたはずですが、基本的にはなんらか
の理由で圧力容器やその配管が壊れて、水がなくなってしまった、というのが最悪の事態です。これ
に対しては ECCS (緊急炉心冷却系) という、通常とば別系統で圧力容器に水をいれる系統を用意し
て、冷やすことにしています。
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さて、では何が起こったか、ということです。以下 1-3号炉の話です。

まず、地震を感知して原子炉は緊急停止しています。ここで、「停止」というのは、上に述べた通
り、制御棒がはいって連鎖反応が止まった、ということです。ECCS の動作も始まっていたかもしれ
ません。

しかし、その後、おそらく広域の停電により発電所外部からの電源供給が停止、その直後に津波が
きて非常用のディーゼルエンジンが水没ないし破損したか何かで動作しない状態になったようです。
その後、数時間はバッテリーでどこか (私は良くわかっていません)のポンプかタービンを回すこと
ができていて圧力容器の中の水を巡回させ、冷却することができていたらしいですが、それも同じ日
のうちに停止、電源車を接続してこの系統を復活させることに失敗したため、圧力容器から熱を逃が
すには格納容器に蒸気を出すしかないことになりました。これはただちに始まり、数時間で燃料棒が
露出する、という事態になると同時に、サプレッションプールの水ではでた熱を吸収しきれなくなっ
て、格納容器の中の圧力も上がりはじめます。次の節でみるようにこれが数時間で設計圧力を超える
ので、圧力を逃がす弁をあける必要があります。1号機では、圧力を逃がし始めた数時間後に爆発が
おきました。これは、建屋上のブローアウトパネルだけを吹き飛ばす小規模な爆発でした。

3号機では 13日にベントをしたのですが 14日はしていない、という発表で、何故か 14日に爆発が
起こって 1号機より大規模な、建屋の海側の横壁も吹き飛ばすような爆発になっています。

2号機は、3/15 にベントをした後に爆発が起こったのですが、この時にサプレッションプールが破
損したとの発表もあり、どういう爆発なのかはっきりしません。

ここから 3/21 注

某巨大掲示板での匿名の指摘によると、ベント、つまり、格納容器から建屋の中に (外にもいきます
が)気体を逃がす、というのを始めてから爆発が起こっている、とのことでした。指摘ありがとうご
ざいます。1号機ではベント/ バルブ開放の数時間後で、水素爆発である可能性が高いと思います。
3号機は公式発表ではベントは 13日にベント開放をして、14日にはしてないというのが公式発表だ
と思いますが、爆発は 14日に起こっています。また、爆発の規模が 1号機とは全く違ったので、「同
じ種類」という公式発表を信じるべきかどうか疑問な気もします。ということで、表現を修正しま
した。

ここまで 3/21 注

爆発のあと、1号機では「消火用ポンプ」で海水をいれています。報道では「炉内」に海水をいれ
る、となっていて、圧力容器か格納容器かよくわからないです。

2, 3 号機では爆発の前から海水注入をしています。

このように整理してみると現在のところ何が起こったかは正確なところは良くわからないです。

なお、3, 4 号機では、原子炉の他に使用済核燃料を水で冷やしながら保存するプールがあり、4号
機ではそこでも水素が発生して爆発が起こったとされています。

98.5 どんなことが起こったはずか

実際になにが起こったかは良くわからないので、シミュレーションでどうなったのかを見ることにし
ます。といっても、もちろん私がやったわけでではなくて、 原子力安全基盤機構原子力システム安
全部の報告書リスト1にある「地震時レベル 2PSAの解析 (BWR)」というものの中身を紹介するだ
けです。

この報告書では、1号炉に対応すると思われる BWR-4(電気出力 50万 kW)と 2-5号炉に対応する
と思われる BWR-4 を含む 7種の原子炉について解析を行っていて、特にこの 2つについては「電

1http://www.jnes.go.jp/gijyutsu/seika/2009 genshi.html
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源喪失」というまさに今回起こった通りのことをシミュレーションしています。

要点をまとめたところだけを書くと、 BWR-4(電気出力 50万 kW)では 2.4 時間後に燃料落下開
始、3.3 時間後に圧力容器破損、16 時間後に格納容器の破損となり、70時間後までのシミュレーショ
ンでは主に外に放出された放射性物質は CsI (ヨウ化セシウム)、元々炉心にあった量の 0.2 % です。
BWR-4 では起こることは殆ど同じですが、CsI のでる量がかなり多く、9% となっています。

圧力容器が破損するのは、溶けた燃料が底にたまって容器を加熱し、そこが弱くなって穴があくと
いうことと思われます。格納容器の破損メカニズムは良くわからないですが、設計限界を超えた 8気
圧程度になってから下がる、となっており、圧力容器と同等に下に燃料がたまってそこが破壊される
のか、もっと違うところが壊れるのかは私にはわかりません。

現在のところ建屋の中がどうなっているのか殆ど情報がないので、このシミュレーションに非常に
近いことが起こっていると考えるのが無難ではないかと思います。少なくとも、現在の日本の原子炉
の事故に対する最高の知識が蓄積されたシミュレーションコードによる予測なので、大きく違うこと
が起きたとは考えにくいです。

なお、早い時期に格納容器の圧力を逃がせていた可能性はあります。この時には、爆発は起きない
のですがその代わりに蒸気と一緒に一部の放射性物質は建屋の外まででたと思われます。

また、格納容器の破壊があったかどうかに無関係に、現在も、さらに今後数ヶ月から数年にわたっ
て燃料 (あるいはその残骸)からの発熱は続きます。大量に水を投入できないと、その熱は水が沸騰
して蒸発することで外に運ばれます。この水は損傷を受けた燃料棒と接触しているわけで、放射性物
質に汚染されています。

チェルノブイリでは減速剤の黒鉛が燃えて、それが極めて効率的に色々な放射性物質を大気中に巻
き上げました。今回の事故では蒸気なのでそんなに効率良くヨウ素やセシウムを運ぶわけではありま
せんが、微粒子の形で、例えば海風が塩を含むのと同じように運ばれます。シミュレーションでも、
格納容器破損のあと CsI の放出はだらだら続いており、放出は殆どこの段階で起きています。格納
容器破損時ではありません。それと同じことが現在進んでいるものと思われます。

使用済核燃料プールで起きていることも結局同じで、崩壊熱によって過熱した燃料棒が破損して、
水の中に放射性物質が流出、それが水の沸騰にともなって空気中にでているわけです。

シミュレーションは 3日間で終了ですが、実際には既に 1週間以上続いており、2, 3 号炉ではシミュ
レーションの結論である CsI の 9%より多量の CsI が大気中にでている可能性があります。チェル
ノブイリは熱出力 3GW あり、 1-3号炉の合計は 6GW と大体 2倍です。

1-3号炉の全てで 10%でたとすると、ほぼ全部がでたと想定されているチェルノブイリ事故の 1/5
程度が既に放出されているかもしれません。但し、ここは 1桁程度は不確定性があります。

実際には格納容器が破壊されていないかもしれないから、このシミュレーション結果とは全然違う
のでは？という意見もあると思いますが、これについては最後のほうに書きます。

98.6 今後どうなるのか？

水が完全になくなって燃料棒が露出すると、熔融した燃料が建屋の床や地面もとかして沈んでいき、
地下水層に達して水蒸気爆発を起こし、今まで環境中にはあまりでていなかったストロンチウム等や
プルトニウムも大気中にばらまく、というのが考えられる最悪の事態で、こうなるとチェルノブイリ
でも経験していないレベルの事態になります。そうならないためには建屋の床に広がっていると思わ
れる燃料を数ヶ月にわたって冷却し続ける必要があり、蒸発しない程度の大量の水をいれるなら放射
性物質が海に流れこむ、そうでなければ大気中へのヨウ素、セシウムの放出が続く、ということにな
ります。1ヶ月程度で大半が放出されるのではないかと思います。

もっとも理想的に全てが上手くいくと、1次冷却系 (緊急系でもなんでもいいが、熱交換器を通せる
閉鎖系のもの)と 2次系の両方が回復し、放射性物質をたれながすことなく炉心その他を冷却できる
ようになります。そうなると基本的に事故は収束、ということです。
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私は東京に住んでいるのでまず関東のことを書きます。現在のところ、関東にきている放射性物質の
量は (茨城県の一部を除いて)非常に低いレベルです。大雑把に平均すると 0.1-0.2uSv/h (マイクロ
シーベルト/時)程度上がっているものと思われ、これをもうちょっと普通の量であるキュリーに換算
すると、関東の面積を 4万平方キロとして 5-10万キュリー前後です。これは、地表に残っているヨ
ウ素やセシウムの値です。

この量自体は原発の事故としては決して少ない量ではなく、チェルノブイリで 5000万キュリー程
度、イギリスのウィンズケール事故で 2万キュリー、スリーマイルでは稀ガスで 200万キュリーで
すがヨウ素ではわずか 15キュリーといわれています。

しかし、幸運か不運かはともかく、関東の広い領域に広がったので、個々人が受ける被曝としては、
あくまでもいまのところ、ですが殆ど無視できるレベルです。ヨウ素 131は甲状腺に濃集するといっ
た効果もありますが、そういう効果を、危険が大きい小児、妊婦で考えてもまだ大きな危険ではあり
ません。

ウィンズケール、チェルノブイリ等の過去の事故からわかっていることは、放出された放射性物質
がどこに落ちるかは風と雨次第ということです。放射性物質は前に書いたように放出された水蒸気と
一緒にでます。水蒸気は高温なので上昇気流になり、地表から数百メートルまで上昇しつつ風にのっ
て運ばれます。運ばれている過程で少しづつ地面に落ちますが、雨になると一気に落ちることになり
ます。

3/19 までは、少なくとも関東については神風がふいているというべき状況 (もちろん、季節的にそ
うなる、ということでもありますが)で、福島原発から関東にむかって風がふいたのは 15日、16日
の短い時間に限られ、雨は伴わないものでした。このため、この 2日間に関東に飛来した放射性物質
の大半は、関東に落ちないでさらに拡散していったと考えられます。

風はほとんど西風で、太平洋にむかってふいていましたが、15日の午後に南東からの弱い風がふき、
さらにこの日の 17時から福島市一帯で弱い雨となりました。おそらくこのために、福島市の測定点
での放射線レベルは 20uSv/h と、自然放射線の 500倍 (γ線のみ数えた場合に)に上昇しました。ま
た、文部科学省の測定では、福島市と福島第一原発の中間くらい、原発から 30km 程度の場所では、
180uSv/h と自然放射線の 5000倍もの値が検出されています。放射線による急性障害でがでるのは
200mSv 程度からとされているので、それには 1000時間必要で急性障害の危険はありません。が、
長時間いたり、あるいは体内被曝では発ガンが増加する等の影響がでる可能性があります。

3/19 現在で放射性物質の放出は継続していると考えられるので、風下になる領域で、特に雨が降る
と高濃度に汚染される可能性があります。雨の時に外出していると特に危険で、衣類、皮膚が汚染さ
れる他、呼吸によって体内に入る恐れがあります。30kmの距離で測定された 180uSv/h もの値が関
東で広い面積にわたって発生することは考えにくいですが、福島市で見られた 20uSv/h 程度は風・
雨の具合によっては例えば関東の数パーセントの面積で、また、もっと高濃度の汚染も狭い面積では
ありえると思います。

もっとも、これも今後どの程度の放射性物質の放出があるかにもよっています。最悪のケースでは
これまでにでた量の 10倍程度が放出されるので、ありそうにはないですがもしもそれが全部関東に
きて雨で落ちると大変なことになります。現在まで、関東に落ちる量は放出された量の 1パーセン
ト程度に留まっていますが、これは幸運にも雨がなかったせいであり、一度雨にあたると容易に 10
倍程度増え、10パーセント程度になるかもしれません。確率的には、悪いほうでこれまでの 30倍、
300万キュリー程度です。このうち結構な量が関東の 1パーセント程度の狭いエリアに集中するとい
うようなことがもしも起こると、1mSv/h くらいにはなりえることになります (チェルノブイリでは
そのような高濃度汚染スポットが見つかっています) この程度になると、人体への影響が無視できな
いので、遅くても 1日、なるべく早くこのような場所を発見し、避難することが必要になります。も
う 1桁低いレベルでもなんらかの対応が必要になると思います。

とはいえ、これは、関東の多くの住民が深刻な被害を受ける、といったことは極めて考えにくい、
ということではあります。東北地方、特に福島県についてはわかりません。
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このレベルの放射線でもっとも問題になるのは農産物への影響で、植物がまず地面から濃縮し、動
物がさらに濃縮し、となります。これは福島県では既に問題になる地域があるレベルで、今後対応が
必要となります。また、 10uSv/h を超えるレベルになると、137Csについても 0.1-1uSV/h 程度あ
る可能性があります。131I は半減期 8日ですが 137Cs は 30年で、基本的に減らないのでそこにで
暮らす人はずっと影響を受けることになります。10年スケールでは人が住むことができなくなって
いる領域がある程度の面積であちこちに発生していると考えられ、特に福島県については早急によ
り空間分解能の高い測定が必要と考えられます。

98.8 本当にそんなに沢山の放射性物質がでた/でるのか？

チェルノブイリで 5000万キュリーと上に書いたわけで、もしもその 1/5 だとすると 1000万キュリー
です。本当にそんなに莫大な量の放射性物質がでたのかどうか、シミュレーションだけでなく測定値
から見積もってみましょう。関東にきて落ちた量は 10万キュリーですが、これと放出された量の比
の推定は難しいです。別の方法として、放出量が推定されていて、土壌汚染の程度もわかっている
ウィンズケール事故と比べてみます。

ウィンズケール事故では、原子炉から 50kmのところの汚染は典型的には 104Bq/m2 でした。これ
に対して、3/19における福島県での原発から 50kmのところでの典型的な測定値は 2-3uSv/h とい
うところです。私の換算が正しいと、 1Sv/h = 4× 1011Bq/m2 なので、これは 106Bq/m2 となり、
ウィンズケールの 100倍です。なので、100倍の 200万キュリーがでているわけです。但し、これは
西風で太平洋にいった分ははいってないので、実際にはこの数倍、と思うと 1000万キュリーは全く
間違っているわけではなさそうです。

98.9 色々

98.9.1 格納容器とか壊れてない、という発表だし、まだ放射性物質はでてないの
では？

確かに、シミュレーションに比べると水素爆発 (と発表されているもの) が起きるまでに数倍時間がか
かっているので、シミュレーションのシナリオの通り、というわけではありません。例えば、格納容
器の破壊の前にどこかの弁をあけて圧力を下げ、破損の前に海水注入に成功した可能性はあります。

但し、以下の理由から燃料棒の大規模な破損と放射性物質の大量放出は起こっていると考えるべき
です。

1. 燃料棒が大規模に破損していないとは考えられません。これは、そうでないと理解できない量
の I, Cs が放出されているからです。(1-3 全部かどうかはわかりませんが、多分全部。でなけ
れば水素は発生しなくて爆発も起きないので)

2. とすると、何が壊れているか、はあまり問題ではありません。注入した海水が蒸気になってし
まえば、(この辺化学に弱い私には断言できないのですが) おそらく I, Cs はある程度水蒸気に
も溶ける (特に高温の水蒸気には)し、また燃料表面で膜沸騰のような激しい沸騰状態になって
いたら、そこで濃縮された CsI が微粒子になって水蒸気にまざるといったことも起こると考え
られます。この水蒸気は、圧力容器、格納容器が壊れているかどうかに無関係に、基本的には
大気中に放出されていると考えられます。

3. 沸騰を抑えるだけの大量の海水を注入しているとすれば、それは溢れて地下水層か海に流れだ
しています。

ということで、現在の状態は圧力容器、格納容器が壊れていてもいなくても同じだと思います。壊
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れていなかったとしたら人為的に逃がす必要がある、それを閉じ込めるものはない、という状態な
ので。

98.9.2 チェルノブイリ事故に比べるとどうか？

放出された放射性物質の規模としては、そういうわけで 3/19現在の時点で 1/5 程度と思われます。
原子炉の事故で歴史に残っているものでは 2番目になることは間違いないレベルです。国際原子力
事故評価尺度ではだいたい 100万キュリー以上がレベル 7ですから、これまでチェルノブイリだけ
だったレベル 7となるべき規模の大事故です。

98.9.3 でも、そんなに人が死ぬとかないよね？

と思います。事故から 1週間、殆どの間は西風だったのは神風といってもよいと思います。また、早
い段階で 20km 圏から退避、としたのは適切な判断だったと思います。もっとも、体内被曝、特に
農作物にはこれから注意が必要です。ウィンズケール事故では汚染が大きい 500平方キロ範囲で牛
乳を廃棄する処置がとられました。今回 100倍以上の放射性物質がでており、また日本の現在の規制
値は当時のイギリスの 1/10 と厳しいものになっています。

98.9.4 再臨界はない？

私にはわかりません。但し、これまでに中性子線が測定にかかったことがあるので、連鎖反応があ
る程度起こったことはあるように思います。以下、全くの想像ですが、例えば水の中で燃料のかたま
り同士が接触して臨界になり、連鎖反応がある程度進むと、熱がでて水が沸騰し、かたまりが動いて
しまって臨界から外れる、といった感じで弱く状態で自動的に調整されるのではないかと思います。
溶液なので同列に議論してはいけないのですが、 1999年の JCO の臨界事故ではそのような形で弱
い臨界が維持されたようです。

逆に、強い爆発を起こさせるためには、連鎖反応を非常に速く増幅するよい環境を準備する必要が
あり、原子爆弾の設計が難しいのはそこにあるわけです。

つまり、再臨界は起こりうるが、それほど巨大な爆発になる、といったことはないものと想像します。

なお、減速剤がないから再臨界はおこらない、というのは以下の 2つの理由で間違いです。まず、
現在のところ核燃料の大半は水につかっています。また、既に述べたように相当量の 239Pu が生成
されていて、これは高速中性子でも核分裂します。また、3号炉の燃料棒の 1/3 は MOX 燃料とい
うもので、これは初めから 239Pu を 4% (資料によっては 9%と書いてあるけどこれはちょっと考え
にくい)ほど含んでいます。燃料の融解が起こると比重が違うのでプルトニウムとウランが分離し、
主にプルトニウムが下にたまる、ということも考えられます。

そうなると、上にウランの重い蓋があって、その下でプルトニウムの臨界が起こることになり、あ
る程度の規模の爆発が可能になるかもしれません。

98.9.5 アメリカの大学の先生が、大した事故じゃないっていってるけど？

アメリカ人には対岸の火事です。それを信じるかどうかはあなたの判断です。

98.9.6 どうしてイギリス、フランス、ロシアで全然いうことが違うの？

何故でしょうね？私もわかりません。





Chapter 99

福島原発の事故その2 (2011/3/25 書
きかけ)

前項が専門的すぎてなんもわからん、という絶賛の声を多数 (嘘だけど)いただいたので、わかるよ
うにかけるかどうかがんばってみます。

99.1 放射線とか放射能とかって何？

えーと、ですね、放射線というのは、電波とか光と同じ光子や、あるいは電子、ヘリウム原子核等が
高速で飛んでいるもののことです。

光子の場合は高速といってもあらゆる光子は全て光速で動くのですが、光子 1つの持つエネルギー
と波長 (私も良くわからないのですが、量子力学によると粒子と波は同じ、という例のアレです)に
関係があって、エネルギーの高い光子は短い波長をもちます。光子で非常にエネルギーが低いのが普
通の電波で、例えばギガヘルツ帯 (携帯等に使われているはず)では数センチです。目に見える普通
の光は 1ミクロン (1/1000ミリ)程度です。原発とかで関係するのはγ線という名前がついていて、
目に見える光よりさらに 6 桁程度波長が短く、エネルギーが大きいものです。大きなエネルギーを
持つγ線は、原子にあたると電子をはじき飛ばしたりします。そうするとその原子を含む分子が壊れ
たりするわけで、体の中のタンパクや、遺伝子を作っている DNA が壊れて、色々な害、特に DNA
が壊れてガンになったりするわけです。

ちなみに、代表的な放射線は α線、β線、γ線、中性子線です。

α線、β線、γ線は 19世紀末から 20世紀初頭に発見されたもので、これらは放射性元素からでる
ものだということがわかりました。α線はヘリウム原子核、β線は電子で、γ線は上に書いたように
光子です。

放射性元素の原子核は何かと反応するわけではなく、勝手にある確率でこれらの粒子を打ち出して
別の元素に変わります。例えば、131I、これは 131I と 131を上に書くのが本当で、陽子 51個、中性
子 80個の合計 131個から原子核ができていることを示すのですが、以下面倒なので 131I とします。
これはβ線とγ線をだしてキセノン (Xe) に変わります。β線を出すので中性子が一つ減って陽子が
増え、原子番号が 52 になるわけです。この、β線を出すことを、β崩壊ということがあります。β
崩壊というとβ線だけを出すのかと思いますが、γ線の他ニュートリノという殆ど観測できない素粒
子もだしたりします。

137Cs (セシウム) も同様にβ崩壊し、137Ba(バリウム)に変化します。放射性元素の中にはα崩壊
するものもあります。

353
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α線は (素粒子物理的には)大きな粒子で、簡単に他の原子とぶつかるので、あまり長い距離を飛ぶ
ことはありません。紙 1枚でさえぎられる、ということだそうです。β線は空気中では 8cm 程度し
か飛びません。γ線はこれらよりもずっと長い距離をとび、大気中では 200m程度で強度が半分にな
る、つまり、沢山同じ方向にγ線がとんでいると 200mくらい飛ぶうちに数が半分になります。

マスコミ等で、放射性の強度は距離の 2乗で小さくなる、とかいっていますが、そういうわけで、
どこかに塊である放射性物質 (放射性元素を含んだもの)からの放射線はもっと急激に小さくなりま
す。例えばβ線の場合 1mで 1/2000 になるわけです。γ線でも、2km で 1/1000、20km では 1000
兆分の 1 になるわけです。

99.2 じゃあ、どうして原発からずっと離れたところで放射線が？

これは、原発にある放射性物質からでる放射線ではなくて、離れたところまで風にのってとんできた
放射性物質からでる放射線です。原発で何度も起こった爆発の時にまきちらされたり、あるいは水蒸
気と一緒に舞い上がったヨウ化セシウムや水酸化セシウムの微粒子が、風ににのって何十キロ、何百
キロも飛んできているのです。

99.3 報道では、放射線の強度って上がってもすぐさがってるけど、
これはどうして？

主な理由は、風にのってきたものがそのまままた風にのってどこかにいってしまう、ということで
す。(多分)でも、一部は残っていて、福島県のある場所では最大 180マイクロシーベルト/時、関東
の色々なところでも事故前の値の 2倍以上になったりしています。

99.4 でも、段々弱くなってる、ってテレビでいってたよ？

これは、放射性元素がβ崩壊して、別のものになってそれはもう放射性をもたないものだからです。
131I は 8日間に半分が崩壊して、半分が残ります。なので、1日で 9パーセントくらい放射性強度
が下がることになります。3ヶ月たったら 1/2000 しか残りません。 137 Cs は 30年でやっと半分に
なります。

99.5 ミリシーベルト/時ってどういう意味？どれくらい危ないの？

大雑把にいうと、シーベルトというのは放射線の単位ですが、重量あたりのエネルギー、という少し
わかりにくいものです。

人が体重 1キログラムあたり 131I の原子核 20兆個が崩壊してできたγ線を吸収すると、1シーベ
ルトということになります。137Cs でも同じくらいです。どちらの崩壊でもβ線はγ線より高いエネ
ルギーを持つので、β線も入ると 1/3 程度の 6超個くらいです。体重 50キロの人が 1シーベルトの
被曝をした、ということは、131I でβ、γ両方だと大体 100兆個の原子核が全部壊れた分、という
ことです。

ミリシーベルト、というのは、上のシーベルトの 1/1000 の放射線を 1時間で、ということですか
ら、γ線だけだと体重 50キロの人で 3000万個の原子核の崩壊分です。



99.6. じゃあ、報道での強度って、γ線だけ？β線もはいる？ 355

99.6 じゃあ、報道での強度って、γ線だけ？β線もはいる？

測定しているのはγ線だけで、β線の分は数えられてないです。それは詐欺じゃないか、というと、
β線は遠くまで飛ばないので、遠くにある放射性物質からの被曝なら無視して大丈夫です。でも、空
気中のごく近くに放射性物質があるとか、地面にあるとか、服や皮膚についてしまったとかいうと駄
目です。131I, 137Cs とも、地面に残ったり、最悪の場合体内に取り込まれたりします。この時には
両方数えないとおかしいわけです。

99.7 比較している、自然放射線ってのは？

これは、宇宙線起源のγ線、β線や、身の周りの物質に微量含まれている放射性元素からでる放射線
です。β線は飛距離が短くて宇宙からこないし、γ線もそうでは？と思うわけですが、宇宙から飛ん
でくる宇宙線が大気の色々な原子と相互作用して色々ややこしいことをした結果β線やγ線を出す
のです。

報道ででていた日本での自然放射線の値は年間 1ミリシーベルト、とかが多くて、これは 1時間当
りだと 0.1 マイクロシーベルト/時です。一方、自然放射線の値、として報道ででていたものは大体
0.05-0.08 くらいになっていて、これはγ線だけ、残りはβ線と考えられます。あ、すみません、あ
と、食物からのもあります。

99.8 で、どれくらい危ないの？

1シーベルトくらいの放射線被曝から、すぐに死ぬ人がでてきて、6シーベルトで殆ど全部死にます。
これが急性障害というもので、報道でいう「すぐに人体に危険がある」というものです。

では、すぐではない人体への危険、ってのはどうか、というと、1シーベルト被曝して急性障害で
死ななかった人が男性、女性それぞれ 1万人いたとして、男性 800人、女性 1000人がこの被曝が原
因のガンで死ぬ、というのが、広島、長崎の被曝者の調査等からわかっていることです。

ガンになる割合は、調査データがある割合大量の被曝では、受けた放射線の量に比例するとわかっ
ています。なので、1ミリシーベルトでは 1万人に一人が放射線が原因のガンで死ぬ、ということに
なります。自然放射線は例えば 80年間に 200ミリシーベルトなので、1万人のうち 200人くらいが
自然放射線が原因のガンになっているかもしれません。但し、自然放射線と、原発からでる、人工の
放射性物質で効果が同じかどうかは不明です。

30キロ圏のだいぶ外側でも原発からの放射性物質のための放射線レベルが 20マイクロシーベルト
程度まで上がった地域がありますが、これは主に 131I からの放射線だとわかっています。131I は 8
日で半分になるので、8ミリシーベルトくらい受けることになり 131I だけでは大したことはありませ
ん。但し、まだはっきりしていませんが放射線強度としては 131I の 1/100 -1/200 程度の 137Cs が
あるかもしれなくて、半減期 (半分になる時間)が 1400倍違うので、受ける放射線の量は 10-50 倍、
もしも 50倍だと 400ミリシーベルトになって、100人に 4 人が原発事故の放射線が原因のガンで死
ぬ、ということになります。β線も考えるともうちょっと多いかもしれません。この辺で人間が住ん
でいいとはいいがたい、という感じで、その 10倍になると確実に駄目なレベルです。20キロと 30
キロの間にはそういう場所もみつかっています。

特に 131I の場合、体内に取り込まれると甲状腺に集まってここを集中的に攻撃してガンを発生さ
せる、という性質があります。なので、微量でも雨やチリに含まれた 131I を吸い込んだり、あるい
は農産物に含まれる 131I を摂取したりしないようにする必要があります。 3/19 くらいから、規制
値以上の放射性物質が色々な農産物で見つかっています。規制値は、上のガンになる割合がまあまあ
小さいように設定されている「はず」です。
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99.9 広島の爆心地だって放射線は大したことないのでは？

その通りで、福島第一原発の周りのは現在の広島の爆心地より放射線レベルが高いところができて
いるかもしれません。理由は 2つあって、広島原爆では核分裂を起こした 235U は 1kg 程度といわ
れていますが、原発では燃料は 100トン、そのうち 235Uが 3トン、核分裂を起こた分が 1トンく
らいあるので、半減期が長くてなかなか減らない物質が広島の原爆の 1000倍くらいあり、そのいく
らかが既に外にまきちらされたことが一つ。

もう一つは、原発からの放射性物質は風で運ばれて、雨が降った時に落ちる、ということがあり、
風向きや雨の降り方等によって放射性物質が集まって沢山ふる場所がある、ということです。これは
チェルノブイリの事故でも見つかっています。

99.10 チェルノブイリと比べて？

以下、単位の換算が正確ではないので、数倍間違っているかもしれません。そこに注意して読んで下
さい。

放射性物質が放出された量、というのはまともな発表がないので良くわからないのですが、放射線
の強さをあちこちで測定しているのでそれをチェルノブイリの場合と比べることができます。日本の
データは原発から 30kmの距離で、180マイクロシーベルト/時をしばらく記録した (131I がメイン
だと思うので段々下がる)というものです。

これにたいして、チェルノブイリの場合、30km圏境界での最大値がセシウムで 100キュリー/平方
キロ、というものです。キュリーというのは放射性物質の量をはかる単位で、一方マイクロシーベル
ト/時は放射線の強さですが、これは換算が可能で私の計算が間違ってなければ (若干自信がないで
す) 1マイクロシーベルト/時が大体 10キュリー/平方キロになります。なので、チェルノブイリの値
は 10マイクロシーベルト/時で、福島県の数字の 1/18 にしかなりません。

といっても、ここでびっくりしてはいけなくて、放射性元素が違います。チェルノブイリでは 131I
がなくなったあとの 137Cs を測っていて、福島では 131I がまだメインの状態です。最初の頃の放射
線強度としては 40倍くらい 131Iが強いので、チェルノブイリは最初は 400マイクロシーベルト/時
あったことになります。

なので、倍違う、ということです。倍しか違わない、ということでもあります。

最大値同士を比べて意味があるのか？という問題はあるのですが、大雑把な目安にはなって、10倍
違う、ということはないのではないかと思います。つまり、放出した放射性物質の量に関する限り、
チェルノブイリより多くはないかもしれないけれど、少なくとも 1/10 程度にはなっているであろう、
という感じです。

99.11 それって大変なことじゃない？

福島県の、上の 180マイクロシーベルト/時のところは大変です。セシウムで 5マイクロシーベルト/
時だとすると、年間 50ミリシーベルト/時になって人が住んではいけません。30年いると 1.5 シー
ベルトの放射線で、 100人に 12人がガンになる、というとんでもない数字だからです。

もっとも、セシウムの量がこれからどうなるかはまだわかりません、日本は幸いなことに非常に雨
量が多い国であり、セシウムは水に良く溶ける物質なので水に流されてくれるかもしれないからで
す。山間部では特にその可能性が高いと思います。チェルノブイリ近辺は、例えばキエフでの年間雨
量が 400mm くらいと、日本とは全く違う気候です。

核物理的な半減期は 30年ですが、そんなに長く待つことなく水に流れてくれるかもしれないわけ
です。とはいえ、これはそういう希望もある、ということで、時間がたってみないとわかりません。
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(ここから 4/3 追記)

少なくとも水田、畑ではあまり水に流れない、ということのようです。詳しくは 100 に。

(ここまで 4/3 追記)

で、現在の数字が 10マイクロシーベルト、1マイクロシーベルトのところはどうなんだ？というこ
とですが、これは、それぞれ (水に流れないとして)100人に 1人、1000人に 1人程度ガンが増える、
ということです。どれくらい増えるのを我慢するか、というのは、民主主義国家であるはずの日本で
は、本来主権を持つ国民全体、あるいは実際にに退避することになる住民が判断するべきことであっ
て専門家が適当に決めていいわけではないですが、他の色々な危険や、退避することのコストによっ
て決める、といったことになるのではないでしょうか？

(ここから 4/10 追記)

なお、低レベル放射線については、上に書いたより害が大きい、という議論もあります。詳しくは
100 に。

(ここまで 4/10 追記)

131Iが体内に入ると甲状腺に集まって甲状腺ガンを増やす、ということがあるわけですが、これに
ついては国際標準の規制値がきまっていて、年間 20ミリシーベルトとなっています。これらがどれ
くらいガンを増やす数字なのかは実ははっきりしません。

この 20 ミリシーベルト/年って、非常に大きい、と思ったのではないでしょうか？全身に受ける普
通の放射線については、規制値は 1ミリシーベルト/年なのでその 20倍です。これは、「シーベルト」
が人体の重量当りで、これは甲状腺の重量当りだからです。甲状腺は 15-20グラムぐらいで、そのこ
ととか他の色々を計算すると、20 ミリシーベルトは大体 100万ベクレル、となります。「ベクレル」
というのはキュリーと同じ放射性物質の量の単位ですが、1キュリーが 370億ベクレル、と定義され
ています。なので、100万ベクレルはは 0.03ミリキュリーになります。

牛乳や水の規制値が 300ベクレル/キロといった報道をみた人も多いと思います。私の計算がどこ
か間違っていなければ (しばしば間違えるのですが、、、)牛乳の 300ベクレル/キロは 100万ベクレ
ルになるには 3000リットル飲め、という量でなかなか大きいです。

もちろん、牛乳以外の色々なものが汚染されているかもしれないので、牛乳だけで規制値までになっ
ては駄目で、 1/10 から 1/100 程度でないといけません。

とはいえ、今回の原発からでた 131I は 8日で半分になってしまうので、実は 1年間飲むというこ
とはなかなかないはずです。という意味では、今回にかぎってはもう少しゆるい規制値にしてもよい
かもしれないという気もします。

なお、意外に危険かもしれないのが、地面に落ちたヨウ素が砂ホコリと一緒に風で巻き上げられた
ものを吸い込んでしまう、とか、アスファルトの道路で車が巻き上げたものを吸い込んでしまう、と
いったことです。1マイクロシーベルト/時くらいのところだと、 10キュリー/平方キロなので 0.03
ミリキュリーは 3平方メートル分です。1週間のうちにそんなに吸い込むことはない、というとそう
かもしれないですが、牛乳と同じでこれだけで規制値になっていいものでもないので。

99.12 原発は今どうなってるの？

詳しいことは 98 に書いたのですが、要するに、

� 少なくとも福島第一 2、3 号機では、原子炉で核分裂反応でできた色々なもののうち、131I,
137Cs は毎日相当な量がでている

� さらに、 3, 4 号機では、専用のプールで水で冷やしていた「使用済核燃料」からも色々でてい
るらしい。
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ということです。地震のあと、原子炉はちゃんと停止したのですが、ウラン (235U) の核分裂ででき
た色々な放射性元素がα崩壊やβ崩壊をして熱をだします。この熱が結構莫大なもので、事故後 10
日近くたった今で大体原子炉 1つ当り 5000キロワットくらい、水で冷やすとすると 1時間で 50ト
ンの水を 100度まで上げるか、10トンの水を蒸発させる必要があります。

燃料ウラン (酸素との化合物をセラミックにしたもの)は実際の原子炉では細い金属パイプの中には
いって水につかっています。普通はこの水が原子炉の中で沸騰して、それが蒸気タービンにいって
発電し、でてきた蒸気を海水で冷やしてまた原子炉の中に戻します。普通に原子炉を止める時には、
まず核分裂反応は起きないようにして、それでもでてくる熱は炉内の水を循環させて、それを海水
で冷やす、ということをずっと続けるわけです。でも、福島第一では原子炉を止めたあと停電があっ
て、ここが上手く回らなくなりました。さらに、自家発電用のジーゼルエンジンが 2台ずつあったの
ですが、これが 1-4 号機では全部故障し、さらに非常電源のバッテリーも数時間であがり、と原子
炉をひやせなくなりました。このため、別途水をいれないといけなくなったのですが、新しく水を
いれるには元々あったものを出す必要があります。というわけで、結局事故から現在までずっと、原
子炉の中に水をいれて、それが沸騰して蒸気になってでていく、ということになっているようです。
この蒸気に I と Cs がちょっとですがまざってでていっていて、福島県の色々なところとか、 3/20,
21 には関東の広い範囲に雨とともに降ってきています。

水をいれなければ水蒸気にならないか、というと、残念ながら今度は燃料自体が高温になって溶け、
一部蒸発したり、原子炉の底や建物の床を全部溶かして地面にもぐっていくかもしれません。そうす
ると地下水と接触して水蒸気爆発とか、極めて危険なことが起こるので、そうならないように今がん
ばって水をいれているわけです。

99.13 これからは？

発熱は 3年くらい立つと、1000キロワットくらいになり、放射線レベルもだいぶさがってきます。そ
のころになると、チェルノブイリでやったようにコンクリートで固められますが、これも外側から水
で冷やす必要があります。

3年間水を消防車でかけ続けるわけにもいかないので、発電所にあるポンプとかをなんとか復活さ
せよう、というのが 3/22 現在やっている作業、ということになります。海水を循環させられるよう
になれば、大気中にでてくる放射性元素はだいぶ減るでしょう。そのかわり、海にでていくことにな
ります。これを 3年間続けるのはよろしくないので、原子炉を冷やす水を、捨てるのではなくさらに
は別の水で冷やす、というふうに最終的にはする必要があります。

というわけで、まだしばらくは (数日か数週間か数ヶ月かわかりません)、福島第一原発のあちこち
から放射性元素のまじった蒸気か煙がでていて、風にのって動いて雨が降るとそこに沢山落ちる、と
いう日々が続くかもしれません。

99.14 放射性物質がふってくるって、それ、大丈夫なの？どっかに
避難しなくていいの？

色々なところ (最後に場所のリストをつけます)で放射性のレベルをモニタリングしていて、それに
よると大抵、1時間以内の短い時間で急激に上昇し、また下がるんだけど元には戻らない、というの
の繰り返しで段々上昇していきます。つまり、空からいつでも放射線がふってきているわけではなく
て、場所によって集中してふってくる時がある、ということです。地面に落ちてしまったものからの
被曝は、上でみたように 10マイクロシーベルト/時になったらだいぶ心配ですが、数時間でどうと
いうわけではありません。但し、数年にわたってそこに住むのは私には勧められません。

しかし、集中してふってきている時は、放射性物質がはいった雨が皮膚や服についたり、細かい雨
つぶが口ははいってしまう可能性があります。どこにどれくらいふってきそうか、というのは国のど
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こかで天気予報の計算結果をつかったシミュレーションで計算しているはずですが、公開はされてい
ません。

何もわからないのは気持ちが悪い、「安全」と言われても、、、と思うなら、色々な公開データを使っ
て自分で考えてみるしかありません。

なお、 3/22 くらいから、東京の水道水で基準以上の放射性物質が検出されるようになりました。
3/23 時点では金町浄水場で、これは江戸川から取水しているので 3/21-22 に降下した放射性物質が
でてきているものと思います。これは、しばらく水道水は大量には飲まないようにしたほうがよいか
もしれません。上の牛乳と同じで、今のところはそれほどの量ではないですが。

また、海水中に基準の 10倍とか 100倍のヨウ素、という報道もあります。これも、事故が始まって
以来放出され tあ物質が蓄積しているものと思います。

上に書いたように、地面に落ちた放射性物質からの放射線を直接浴びることによる被害は今現在で
はそれほど大きくはありません。が、農作物ではすでに規制値以上の放射性物質が検出されるように
なってきており、また食物連鎖の上のほうにいる動物や、海では大型の魚では、放射性物質が上のほ
うになるほど濃縮される、といった効果があります。

ふってくる直接の放射性よりも、水の安全、その他食品の安全、といったことがこれから大きな問
題になってくるものと思います。

99.15 色々

99.15.1 雨の影響って本当はどれくらいあるの？

3/24 現在まで、放射線レベルの大きな上昇が起こるのは、原発のほうから風がふいてきて、さらに
雨がふっている時になっています。例えば、東京では 3/21-22 と雨が続き、さらに弱い北風、東風
がふいた時間帯があって福島原発からでたものがきそうな感じでしたが、ちゃんとやってきて放射性
物質を落としていきました。

22、23、24日はまた西風と南風もふらふらするような感じでしたので、宮城県はどうか？と思っ
て文部科学省の県別データ1を見ると、残念ながら福島県と宮城県はデータがありません。宮城県の
データを見ると (単位はマイクロシーベルト/時)

日 山元町 白石市 仙台市
3/21 0.46 0.59 0.19

3/22 0.37 0.51 0.16

3/23 0.30 0.48 0.13

3/24 0.54 0.41 0.12

という感じになっていて、山元町では 3/24 にあがっていること、また、白石市での下がりかたがス
ムーズでなく、おそらく若干飛来があったことがわかります。ちなみに、山元町と白石市はどちらも
3/16 には 1 を超えた数字になっていました。また、相馬市役所のデータでは 3/22 午後に大きく上
がっています。原発の南のいわき市では 3/21 に大きく上昇しています。

文部科学省としてデータを載せていない、というのは何かの意図があるわけではないと思いますが、
結果的に汚染度の高い 2県が表にない形になっています。

99.15.2 MOX 燃料ってなに？危ないの？

MOX 燃料というのは、使用済燃料から回収したプルトニウムを主に使った燃料です。ウラン 235を
核分裂させると、それからでた中性子の一部がウラン 238に吸収されて、これがプルトニウム 239に

1http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm
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変化します。これが、ウラン 235と同様に核分裂する性質を持つので、燃料に使えるわけです。

危ないか、というと、四国電力の資料2を見ると色々書いてありますが、もちろん電力会社の資料な
ので結論は安全ということになっています。

但し、プルトニウムは自然界に存在しない物質です。何故存在しないか、というと、昔はあったの
ですが、放射線をだして別の元素に変わったからです。プルトニウムの中で特にプルトニウム 241は
14年と半減期が短く、α崩壊で大きなエネルギーを出すので発熱が大きいものです。なので、使用
済燃料と同じように、常に水で冷やす必要があるはずです。

もちろん、ちゃんと水で冷やすことができていれば問題ないですが、今回の事故のように水で冷や
すことができなくなると危険な発熱物になるわけでです。

また、プルトニウムはウランと違って、水のような「減速剤」がなくても核分裂できる、という、
燃料として危険な性質があります。これも、普段なら問題ないです。しかし、ウラン燃料の場合には
水がなくなれば制御棒がなくても核分裂は止まるのですが、プルトニウム燃料では必ずしもそうは
ならない、ということがあるわけです。3号機ではMOX 燃料が使われているので、色々悪いことが
重なると核分裂の連鎖反応が始まることが絶対にない、とはいいきることができません。

99.15.3 今 (2011/3/29)原発はどうなってるの？

1週間前から良くなったことがあるとすれば、時間がたったので燃料からの発熱がちょっと減った、
ということくらいで、良くなった方向の話は特にありません。

99.16 参考になるサイト

99.16.1 リアルタイムモニタデータ

� 茨城県モニタリングデータ3 http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

� 東海第二でのモニタリングデータ4 http://www.japc.co.jp/pis/tokai/trend2.htm

� 日野市モニタリングデータ5 http://park30.wakwak.com/∼weather/geiger index.html

� KEKモニタリングデータ6 http://rcwww.kek.jp/norm/

単位、表示方法がバラバラですが、例えば茨城県で急に数字があがると、風が千葉とか東京にまでく
る可能性が高いので、注意したいところです。 Gy(グレイ)はγ線、β線に関する限り Svと同じ単
位です。

99.16.2 もうちょっと遅いデータ

� 横浜市モニタリングデータ7 http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/saigai/

� 新宿モニタリングデータ8。 http://www.fujitv.co.jp/saigai/radiation graph.html

2http://www.yonden.co.jp/energy/atom/pulthermal/data/tackle 06.pdf
3http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html
4http://www.japc.co.jp/pis/tokai/trend2.htm
5http://park30.wakwak.com/∼weather/geiger index.html
6http://rcwww.kek.jp/norm/
7http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/saigai/
8http://www.fujitv.co.jp/saigai/radiation graph.html
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� 東電のモニタリングデータ9。 http://www.tepco.co.jp/nu/monitoring/index-j.html

� 福島県10 http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm

� 文部科学省の福島県データ11 http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm

� 文部科学省の県別データ12 http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm

� 各地のデータをグラフにしたもの13 http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html

� 東大モニタリングデータ14 http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/

� 茨城県15 http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/index.html

同じ時刻でも新宿と東大駒場では振る舞いが違ったりしていて、原発から 200 キロ離れていてもほ
んの数キロの距離でだいぶ違うことがわかります。

99.16.3 その他

� 牧野の日記とメモ。最新の情報はこちらに16 http://jun-makino.sakura.ne.jp/Journal/journal.html

� 東電原子力トップ17 http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html

� Weather report 33時間風予報18 http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/kanto.html

33時間風予報は、33時間後 (1日 4回更新のようなで 26時間後くらいまでしかない時もありますが
う)までの風向き、風速の予報データが見られます。放射性物質がこの通りにくる、というわけでは
決してありませんが、原発の上を強い西風がふいていればしばらくは大丈夫だし、自分のいるほうに
ふいていれば要注意です。

また、雨の予報もあります。こっちも細かいところはあまり信用できない気がしますが、大体の目
安になります。原発から風がふいている時の雨のふりはじめには気をつけたいものです。

この辺は、ちゃんと国が予報とか出すべきと思いますが、、、「ただちに健康に危険があるレベルで
はない」って、それ、ただちではないけど危険があるかもしれないの？というような疑問もでてくる
わけですから。

9http://www.tepco.co.jp/nu/monitoring/index-j.html
10http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm
11http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm
12http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm
13http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html
14http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/
15http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/index.html
16http://jun-makino.sakura.ne.jp/Journal/journal.html
17http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html
18http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/kanto.html





Chapter 100

福島原発の事故その3
(2011/3/29-4/10)

相変わらず原発の話です。まずは 3/25 以降どうなってるでしょう？的なところから。

100.1 今 (2011/3/29)原発はどうなってるの？

1週間前から良くなったことがあるとすれば、時間がたったので燃料からの発熱がちょっと減った、
ということくらいで、良くなった方向の話は特にありません。まあ、致命的に悪くなったわけでもあ
りません。

100.1.1 放射性物質が色々でてきてるけど、大丈夫なの？

これまでに放出したと推定される量からはまあそういうことが起こるのは当然というレベルですが、
福島県の土壌でチェルノブイリの強制移住基準を超えると思われる濃度の Cs-137 がでたとか、水で
でたとか野菜で、とか、そういう話がいよいよ増えてきています。

チェルノブイリでの強制移住基準は Cs-137 で 15Ci/km 2̂ 以上で、これは Cs-137 からの放射線強
度としてほぼ 1uSv/h にあたります。3/28 現在で放射線強度が 3-5 uSv/h を超えるところはこの強
制移住基準にひっかかっている可能性があります。現在、まだγ線測定では殆どがヨウ素 131の放射
線ですが、これは半減期が 8日なので事故の人から 3週間たって 1/6 程度になっています。 最初の
段階で放出されるのは 30:1 程度でヨウ素が多いと考えられているので、現在は 5:1 程度になってい
ると思われるからです。

新聞で原発敷地内で 1000uSv/h とか 1000mSv/h とかいった値が報道されたあとだと 1uSv/h なん
て小さくて全く安全ではないかとつい思ってしまうわけですが、食品の安全基準と比べるとそうも
いってられない量です。食品の安全基準は水で 300Bq/kg ですが、 15Ci/km 2̂ は 5.5E5Bq/m 2̂ で、
安全基準のところの水 1.8 トン分の放射性物質が 1平方メートルの地面に落ちている、ということ
になります。別の言い方をすると、5平方センチの地面に、水 1リットル分の放射性物質があるわけ
です。そうすると、外部被曝としては大したことはなくても、地面からまいあがったものを吸い込ん
でしまうとか、子供が公園の砂場で遊んでいて砂を口に、とかいったことがあると少なくとも食品の
安全基準程度の放射性物質を簡単に体内に取り込んでしまう可能性があります。

また、チェルノブイリでの強制移住基準が適切なものであったかについては議論があります。ここ
では、遺伝的障害についてまず書きます。色々な報告書での見積りでは子供の遺伝子的障害は大した
ことない、となっているのですが、チェルノブイリでの実地調査では大変大きい、という結果もあり
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ます。例えばこのレポート1 では、15Ci/km 2̂汚染で、結構な割合で新生児の先天性障害が増加して
ます。(表 2を参照)生殖細胞については女性だけが影響受けるわけではないので、妊娠可能な女性の
他、生殖可能な男性についても子供に先天性障害がでる可能性が高くなる、ということです。

100.1.2 原発自体は？

数日前は、電源系統が復帰すれば何もかもが解決する、という感じの報道がなされていましたが、制
御室に電気がついただけで、元々あった冷却系のポンプ等が使えそうになった、という話は一切でて
きていません。

タービン建屋の床に高濃度の放射性物質が溶けた水がたまっていて、これが燃料棒に接触した水が
圧力容器の外にでている証拠だ、といった寝ぼけた報道がなされていますが、これはもちろんなにか
の勘違いです。12日にセシウムが外で測定にかかった段階で燃料棒の中身が外まででていることは
明らかだったわけですから、今頃何を、という話です。もちろん、水がたまっているせいで作業が困
難になっている、とかいうことはあるわけですが、これも作業といっても今更何をするつもりだった
んだろう？と思います。

100.1.3 でも、放射線レベルさがってるんじゃないの？

あちこちで下がってはいます。但し、これは原発からの放出が止まっているからではなく、I-131 が
原発の中でも減っていっているのが最大の理由です。なので、半減期の長い Cs-137 については今も
1-2週間前と大きくは違わないペースでの放出が続いていると思われます。実際、 3/30 の未明には
海を回って関東に上陸するような風がふき、茨城、千葉、東京等各地で 10%程度の放射線強度の増
加が観測されました。29日にも若干の増加が見られます。もっとも、雨はなかったので増加は一過
性のものでした。雨が降ったら、 3/21 から 24 にかけてのような大きな増加になっていたかもしれ
ません。

100.1.4 プルトニウムは？

また、何故かプルトニウムについて測定していなかったのはおかしいとか隠していたのではないかと
とか色々な話がでていますが、黒鉛減速剤の火災が 1週間続いたチェルノブイリでさえ、プルトニウ
ムの放出はごくわずかで、健康被害は圧倒的にセシウム 137 によっています。なので、現在のとこ
ろプルトニウムについて特に心配する必要はないのではないかと思います。セシウムのほうが 10億
倍といった程度でより多くでているので、圧倒的に害が大きいです。

100.1.5 これからどうなるの？

何もしない、というか、ずっとやってきたような中途半端な注水を東電と国が続けるなら、放射性物
質の放出は続くことになります。適切な対策がとられなければ、年単位で続く可能性もあります。も
ちろん、1年たてば発熱は現在の 1/3 程度にはなるので、放射性物質の放出も 1/3 またはもうちょっ
と減ると期待できますが、累積の量としては現在の数倍になってしまいます。

もっとも、これは逆にいうと最悪の場合でも放射性物質による汚染は平均的には現在の数倍ですむ、
ということで、かなり様子が見えてきたように思います。

1http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Lazjuk-J.html
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100.2 4/2 くらいまで

ここ数日風は殆ど西風だったので、日本各地で降下した放射性物質はあまりなかったようです。ゼ
ロ、というわけではなく、例えば東京都 (新宿)では 3/29, 30 と若干の上昇が見られています。また、
原発近くの東京電力のモニタリングポストのデータでは、基本的に毎日数回上昇があり、西門データ
では東風の時に上昇、となっています。つまり、制御できていない放射性物質の放出が常時続いてい
て、風がふけばそっちにくる、というのが続いているわけです。

日本の会社が無人飛行機を使って 3/24 に撮影した写真が、何故かアメリカで 3/30 に公開されてい
ます。http://photos.oregonlive.com/photo-essay/2011/03/fukushima dai-ichi aerials.html2 です。3
号機は上半分がなくなっているだけでなく、下半分についてもかなり崩れていることがわかります。
おそらく、使用済燃料がはいっていたとされるプールなるものはすでに完全に壊れていて、そこに貯
蔵されていた大量の燃料棒は楽観的には建屋の床、まあその普通に考えると建屋周辺にガレキにま
ざって大量にとびちっている、というふうに考えるべきと思います。

農作物の汚染は関東を超えて静岡まで広がってきました。国際基準ではひっかかるレベルになって
います。ヨウ素 131だけでなく、半減期が長いセシウム 137 も多いので、今後数十年にわたって福
島県だけでなく関東、東北、静岡あたりまで農作物は難しいかもしれません。

(ここから 4/3 修正)

すみません、上の見積もりはかなり悲観的過ぎるかも、という気がしてきました。というのは、下
にでてくる核実験からの降下物の影響についての長期的な研究では、土壌に蓄積されたセシウム等を
農作物が吸収する分は結構少ない、ということを示唆する結果になっているからです。それよりも、
降下物が直接成長中の作物にあたって吸収される分がはるかに大きい、ということのようです。この
ため、例えばコメの場合、1.6E6 Bq/m2 程度と相当高い汚染をされた地域 (セシウムだけで 2uSv/h
にあたります)以外では 100 Bq/kg を超えることはないかもしれません。

チェルノブイリの放出物の影響についても、最初の数年で 1-2桁減る、という測定結果が得られて
います。なので、今後数十年にわたって農作物の汚染が続く、ということはなさそうです。

(ここまで 4/3 修正)

千葉の日本分析センター3 の分析結果では、実は Cs-134 が Cs-137 の 3倍程度あり、現在ではす
でに I-131 より放射線強度が高い、ということが明らかになりました。Cs-134 は半減期が 2年なの
で、あと 1年程度は既に降ったものだけでも目に見えて放射線強度が下がることはない、ということ
になります。また、食品等の測定は Cs-137 しか対象にしていないように思われるのですが、早急に
134 も測定するようにする必要があります。

従来、 134 があまり問題にされていなかったのは、核実験では Cs-134 は殆どできないからです。
Cs-134 ができるメカニズムは、核分裂でできた Cs-133 が中性子吸収して 134 になる、というもの
なので、核分裂が一瞬で終わる核実験では少ないのですが、何年にもわたって中性子を浴びる原子炉
中では結構な量ができます。また、 Cs-137 に比べて 3 倍程度のγ線を出すので、生体への害も大き
くなります。

と、いうようなことは私も今日色々調べて理解したのですが、、、

2http://photos.oregonlive.com/photo-essay/2011/03/fukushima dai-ichi aerials.html
3http://www.jcac.or.jp/senryoritu kekka.html
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100.3 色々 (4/3)

100.3.1 地表の放射性物質は雨でどうなるか？

これに関しては若干希望的観測を書いたのですが、「わが国の米、小麦および土壌における 90Srと
137Cs濃度の長期モニタリングと変動解析」4 という研究会によるとそうもいかないようです。少な
くとも水田や畑では、核実験の降下物の実測データから推測される、セシウムの減少のタイムスケー
ルは 10-20年 (水田のほうが若干は短い)で、崩壊による半減期の 30年とすごく大きくは違わない、
という結果になっています。

100.3.2 では、農作物の汚染は？

図 16によると 1990年の日本の水田の典型的はセシウム量は 1600Bq/m 2̂ で、コメのセシウム量は
0.1Bq/kg というところです。単純に地面の量と穀物にでてくる量に比例関係を仮定してよいかどう
かは疑問があります (測定結果は必ずしも比例ではないので)が、比例するとしても 100Bq/kg にな
るためには 1.6E6 Bq/m2 程度必要です。これは 2uSv/h 程度にあたるので、相当高い汚染をうけた
福島県の一部以外では、コメについては、地面から吸収する分によって規制値にひっかかるほど汚染
されることはない、ということを研究結果は示唆しています。

この研究では、核実験の降下物が 10年で 1桁というゆっくりしたペースで減っていて、核事件が
おわってから 25年くらいたって初めて土壌からの吸収が降下物の直接吸収より大きくなっています。
例えば来年とかの、大量に降下物があってすぐにの年と、25年後で土壌からの吸収の効率が同じか
どうかはこの研究からはわからないのですが、同じだとすれば農作物の汚染は、今年はともかく来年
以降はそれほど大変ではないと期待できるかもしれません。

また、チェルノブイリ事故による環境の放射性汚染5 という報告によれば、最初の数年はムギ、ジャ
ガイモの放射性物質のレベルは急速に下がっています。これは、今年、来年くらいについては 2uSv/h
よりずっと低いレベルでも作物の汚染は大きい可能性がある、ということでもあります。が、2-3年
後には下がると期待できます。

100.3.3 政府、東電は何をしているの？

私にもわかりません。

http://www.asahi.com/politics/update/0403/TKY201104030041.htmlには色々興味深いこと
が書いてあります。細野豪志首相補佐官の発言として

事故に伴う放射性物質の放出を止められる時期について「おそらく数カ月
後が一つの目標になる」と述べた。

「使用済み核燃料が１万本以上あり、処理するのに相当時間がかかる」

「事故発生直後は炉心溶融（メルトダウン）の危機的な状況を経験したし、
原子炉格納容器が破断するのではないかという危機的状況も経験した。し
かし、そういう状況は脱した。若干落ち着きを取り戻している」

従来と違って、若干ですが現実に近い認識になってきたように思います。

4http://bit.ly/g7ydN8
5http://www.enup2.jp/newpage31.html
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100.4 色々追加 (4/10)

100.4.1 何か進展は？

特によい方向の話は見えてきていません。但し、データがある範囲では、4 月にはいってから大量の
空気中への放射性物質の放出はないように見えます。一方、大量の水 (海水から淡水に切換えていま
す)の投入は続いており、蒸発していない分が海に溢れる、という当然のことが起こってきました。

建屋がどこからも水漏れしないようなしっかりした構造なら、数万トンの水がためられる計算で、
現在投入している 1日 500-1000トン程度の水ではまだ溢れない、というのが机上の計算ですが、ど
こからか漏れ出して高濃度に汚染した水が大量に海に流れ出しました。

私の個人的な意見としては、これは流し出してしまう、というのも一つの解だと思うのですが、今
のところその対応ではなく、どこかにためる、そのために漏れないようにする、という方針のようで
す。炉心に水を流し込んでいれば、良く水に溶けるセシウムの他、ストロンチウム等も若干は溶け出
すのではないかと思います。若干といっても、キログラム単位である放射性物質にたいして数千トン
の水をかけるわけですから、十分大量に溶けるわけです。

冷やすのは向こう数年間行う必要がありますが、問題は排水の放射性物質による汚染が今後どうな
るか、ということでしょう。とりあえず、現在すでにある数万トンについては、海に流さないなら蒸
発濃縮して体積を減らしたものをタンクに保管するしかありません。蒸発濃縮の施設は東海村と六ヶ
所村にあるわけですが、余震の影響もあって当分使えないでしょう。なので、かなり長期にわたって、
排水をそのままためる、ということにならざるを得ないのではないかと思います。

100.4.2 水棺って？

各紙で報道されましたが、格納容器・圧力容器に水を満たし、その蒸発熱で冷やすことで外に水を流
しださなくてよいことにしよう、という話です。

圧力容器・格納容器が壊れていないかもしれない 1号機ではひょっとしたらそういうこともできる
かもしれませんが、格納容器 (サプレッションプール)が破損したとされる 2号機、圧力容器まで大
気圧とおなじでどこかに穴があいている上に使用済燃料プールもおそらく破損した 3号機、そもそ
も使用済燃料プールで問題が起こった 4号機に対しては意味がある対応ではありません。

また、燃料棒が健全な状態ならばこれでもよいのですが、水に大量の放射性物質が溶け込んでいる
わけですから蒸発させたものを環境中に出してよいかどうかは疑問です。熱交換器を外に置いて循環
させるかことが結局必要なことでしょう。

100.4.3 放射性レベルがさがらなくなったみたいだけど？

これは、半減期が 8 日の I-131 が殆どなくなってきて、半減期が 2年の Cs-134、30年の Cs-137 が
メインになってきたためです。なので、土壌ではすでに浸透し、色々化合物を作っていて今後何年も
減らない、ということだと思います。コンクリート・アスファルトでは、水で洗い流すことで減るこ
とが期待できるので、雨を待つだけではなくそのような対応も考える時期と思います。

100.4.4 で、今、放射線は危なくないの？

アメリカによる測定では、福島第一から北西方向、福島市の方向に極めて汚染度が高い地域が細長く
伸びており、文部科学省等の測定でも浪江町津島で 20uSv/h、飯舘村で 10uSv/h、福島市の色々な
ところで 5uSv/h という程度になっています。これらは自然のγ線レベルの 100-400倍で、長期間
人間が暮らすのがよいこととは考えにくいです。

低レベル放射線、特に体内被曝の影響については、色々な規制・勧告ではいわゆる線形モデル、つ
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まり、 1Sv で 10% の人がガンになるから、1mSv ではその 1/1000、1万人に一人がガンになる、と
いう考え方によっているのですが、これが本当か、間違っているとすればどちら向きか、ということ
については議論があり、低レベル放射線は健康によい、という主張から全く逆に低レベル放射線は比
例以上に危険が大きく、対数的にしか効果が減らない (つまり、放射線強度が 1/10 になっても危険
は 1/10 でなく、ちょっとへるだけ)という主張まであり、どれももっともらしい証拠付きで主張さ
れている、というのが現状です。

今回の事故で福島・宮城から関東全域にわたって低レベルの被曝が起こりつつあるので、数年後に
はその影響が定量的にわかるようになってどの学説が正しいかわかるかもしれないのですが、それで
は手遅れなので、危険が大きいとする側の学説が正しいかもしれないと思って行動することを考える
べきではないかと思います。

関東域は大した汚染ではない、と言われていますが、東京都新宿区の測定では 3/21-22 に降下した
放射性物質の量は 1950-60年代の大気中で核実験が行われていた時期に降下した総量の数倍ありま
す。核実験についても、新生児の死亡率、低体重児の割合、乳ガンについて顕著な増加があったとい
う調査もあり (例えば http://gallery.harmonicslife.net/main.php?g2 itemId=204)、もしも
このデータが信用できるものなら関東でも大きな影響がでることになります。

また、東大柏キャンパスのデータでは新宿区の 10倍ほどの降下物があったようであり、大気中核
実験の時の数十倍になるわけです。これが全く無害なら大気中核実験禁止条約は全く無用なものだっ
たわけですが、、、

100.5 参考になるサイト (再掲)

100.5.1 リアルタイムモニタデータ

� 茨城県モニタリングデータ6 http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

� 東海第二でのモニタリングデータ7 http://www.japc.co.jp/pis/tokai/trend2.htm

� 日野市モニタリングデータ8 http://park30.wakwak.com/∼weather/geiger index.html

� KEKモニタリングデータ9 http://rcwww.kek.jp/norm/

単位、表示方法がバラバラですが、例えば茨城県で急に数字があがると、風が千葉とか東京にまでく
る可能性が高いので、注意したいところです。 Gy(グレイ)はγ線、β線に関する限り Svと同じ単
位です。

100.5.2 もうちょっと遅いデータ

� 新宿モニタリングデータ10。 http://www.fujitv.co.jp/saigai/radiation graph.html

� 東電のモニタリングデータ11。 http://www.tepco.co.jp/nu/monitoring/index-j.html

� 福島県12 http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm

6http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html
7http://www.japc.co.jp/pis/tokai/trend2.htm
8http://park30.wakwak.com/∼weather/geiger index.html
9http://rcwww.kek.jp/norm/

10http://www.fujitv.co.jp/saigai/radiation graph.html
11http://www.tepco.co.jp/nu/monitoring/index-j.html
12http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm
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� 文部科学省の福島県データ13 http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm

� 文部科学省の県別データ14 http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm

� 各地のデータをグラフにしたもの15 http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html

� 東大モニタリングデータ16 http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/

� 茨城県17 http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/index.html

同じ時刻でも新宿と東大駒場では振る舞いが違ったりしていて、原発から 200 キロ離れていてもほ
んの数キロの距離でだいぶ違うことがわかります。

100.5.3 その他

� 牧野の日記とメモ。最新の情報はこちらに18 http://jun-makino.sakura.ne.jp/Journal/journal.html

� 東電原子力トップ19 http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html

� Weather report 33時間風予報20 http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/kanto.html

33時間風予報は、33時間後 (1日 4回更新のようなで 26時間後くらいまでしかない時もありますが
う)までの風向き、風速の予報データが見られます。放射性物質がこの通りにくる、というわけでは
決してありませんが、原発の上を強い西風がふいていればしばらくは大丈夫だし、自分のいるほうに
ふいていれば要注意です。

また、雨の予報もあります。こっちも細かいところはあまり信用できない気がしますが、大体の目
安になります。原発から風がふいている時の雨のふりはじめには気をつけたいものです。

この辺は、ちゃんと国が予報とか出すべきと思いますが、、、「ただちに健康に危険があるレベルで
はない」って、それ、ただちではないけど危険があるかもしれないの？というような疑問もでてくる
わけですから。

13http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm
14http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm
15http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html
16http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/
17http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/index.html
18http://jun-makino.sakura.ne.jp/Journal/journal.html
19http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html
20http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/kanto.html





Chapter 101

福島原発の事故その4 (2011/4/10-17)

相変わらず原発の話です。

原子力安全委員会の発表でも放出した放射性元素の量が 3-11万テラベクレル、ということで、やっ
と INES レベル 6 ないし 7 であることを認めそうになってきました。これは海にいった分を無視し
た少ない目の見積もりだと思いますが、ようやく、というところです。

事故から 1ヶ月たったところで、色々振り返ってみたいと思います。

101.1 現状は？

大雑把な理解としては、2, 3 号機では炉心溶融が起きて圧力容器、格納容器ともに破損し、燃料が溶
けた (ペレットは生きているかもしれません)ものが格納容器の底にたまっている状態だと思います。
3、4号機ではさらに使用済燃料プールで火災ないし爆発が起こって建屋を吹き飛ばしていて、燃料
棒の破片を含む色々なものがが建屋の外までもばらまかれている可能性が非常に高いです。

1号機はまだ圧力容器の温度・圧力が高いことになっているので、まだ壊れていない可能性があり
ます。但し、圧力と温度のつじつまがあってないので本当のところは良くわかりません。

このような状態なので、放置すると燃料がどんどん高温になり、色々なものが蒸発したり火災になっ
たりします。なので、圧力容器・格納容器・建屋に水をいれて冷やしている、ということになってい
ます。水も十分にいれないと燃料棒と接触しているところで蒸発して、 I-131 や Cs を一緒に運んで
いくので、沢山いれたいところですがそうすると今度は溢れて海に流れでることになるので、それも
できない、ということで、結局現在は蒸発が起こる程度の少ない目の量をいれているようです。

このため、まだずるずる放射性物質の放出は続いているようにみえます。

と、上に書いたことは、色々な人がいっている、 3/15 以降は大きな放出がないとか 3/19 以降は
ないとかいうのと若干違うように見えるかもしれません。

しかし、「大きな」放出、というのを、その時にでた放射性物質の量でいうなら、矛盾するわけでは
ありません。当初主に放射線を出していた I-131 は 1ヶ月たった今では量が 1/10 になっていますか
ら、水蒸気を同じだけど出してもでる I-131 の量は 1/10 になるからです。さらに、発熱量も 3/15
の頃に比べると 1/3 程度にさがっているはずですから、水蒸気のでる量もこれに比例する程度には
減っています。従って、放射性物質のでる量は時間当りで 1/30 程度になっているわけです。また、
3/14 とかの最初の爆発では稀ガスもでていたはずで、これに比べるとさらに量は減ります (稀ガス
は短時間のピークを作るだけで地面にたまりはしませんが)。

但し、半減期の長い Cs-134, 137 は 1/3 程度にしかなっていないわけですから、これらに関しては
実はそれほど減っているわけではありません。以下に、文部科学省測定の茨城県 (ひたちなか市)で
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の Cs-137 の降下量を示します。(単位は Bq/m 2̂。資料には MBq/km 2̂ という不思議な単位で書い
てありますが、同じものです)

4/9 800

4/8 370

4/7 42

4/6 -

4/5 -

4/4 -

4/3 -

4/2 15

4/1 -

3/31 26

3/30 390

3/29 57

3/28 14

3/27 21

3/26 -

3/25 160

3/24 99

3/23 63

3/22 420

3/21 12000

3/20 13000

3/19 48

3/18 86

まず、 3/20, 21 に大量の降下があったことがわかります。千葉、東京他関東圏の汚染は現在のとこ
ろ殆どこの 2日間に降下したものによっています。が、その後の降下量の合計はこの 2日間の 6% 程
度あり、小さいとはいえ無視できない量です。 3/30 には原発から茨城県のほうに風がふいており、
その結果放射性物質がとんできた、というふうに考えるのが自然です。この日は雨ではなかったの
で、降下物の量としては少なくて済んだように見えます。まだデータがないのですが、 4/9 は雨だっ
たので、もうちょっと降下物が多いかもしれません。

と 4/10 に書いたのですが、 4/11 にでたデータをみたら本当に多くなっていました。 4/9 の分を
加算すると 3/23 以降の降下量は 3/21-22 の 10% 程度にまでなります。

101.2 もうちょっとなんとかならなかったの？

98 には以下のように書きました。

水が完全になくなって燃料棒が露出すると、熔融した燃料が建屋の床や地面
もとかして沈んでいき、地下水層に達して水蒸気爆発を起こし、今まで環境
中にはあまりでていなかったストロンチウム等やプルトニウムも大気中にば
らまく、というのが考えられる最悪の事態で、こうなるとチェルノブイリで
も経験していないレベルの事態になります。そうならないためには建屋の床
に広がっていると思われる燃料を数ヶ月にわたって冷却し続ける必要があり、
蒸発しない程度の大量の水をいれるなら放射性物質が海に流れこむ、そうで
なければ大気中へのヨウ素、セシウムの放出が続く、ということになります。
1ヶ月程度で大半が放出されるのではないかと思います。
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現在まで、蒸発しないと冷やせない程度の水をいれていて、ずるずる大気中へのヨウ素、セシウムの
放出が続いています。「1ヶ月程度で大半が放出されるのでは」と書いたのですが、これは蒸発によ
る場合にはどうもそうはいかないようで、まだ大半が建屋とかその辺に残っているように見えます。
で、理想的には、これも前に

全てが上手くいくと、1次冷却系 (緊急系でもなんでもいいが、熱交換器を通
せる閉鎖系のもの)と 2次系の両方が回復し、放射性物質をたれながすことな
く炉心その他を冷却できるようになります。そうなると基本的に事故は収束、
ということです。

と書いた通りですが、その方向の努力は現在のところ全て失敗に終わっているわけです。現在の (と
いうより 1ヶ月前からの)最優先の課題は、とにかくまず大気中への放出を止めることであったはず
で、そのためにはとにかくもっと沢山の水をいれて蒸発しなくても冷えるようにしないといけなかっ
たわけです。

そうすると、もちろん水がどこかに溢れだします。放置すると最終的には海に流れ出すわけなので、
そうならないためには溢れた水を建屋とかの中から吸いだして、どこかにためる、あるいはその水を
また戻すことで冷やす必要があるわけです。

現在、1時間に 10トン程度の水をいれていますが、蒸発しないで冷やすためにはこれを 5倍か 10
倍に増やす必要があります。つまり、1日 1000 トン以上、3機合わせると 3000トン程度にしない
といけません。現在、建屋にたまった水をくみだしてタンクにためる、とかいう話をしていますが、
タンクの容量は 1万トン程度で全く不足であり、ためるなら数十万トン分の何かが必要です。そのま
まためるよりは、それを戻してまた冷やすか、あるいは蒸発濃縮 (静かにやって、さらにフィルタも
つければ放射性物質が蒸気とともにでていくのはかなり防ぐことができます)して体積を減らしたも
のを保存するようにする必要があります。

後者の場合、建屋等にたまった放射性物質自体を外に出すことができるので、今後の処理も楽にな
るかもしれません。といっても年単位で先の話とは思います。

101.3 で、そういう対応ができてないのは一体どうして？

基本的な理由は、東京電力・政府機関が、現実を適切に認識できていないからではないかと思いま
す。原子力発電については、普通の意味での科学的事実と、電力会社や政府機関の公式の主張の間に
大きなずれがある状態が過去数十年続いています。

というと、それは反原発を主張する人の政治的な主張で客観的事実ではないのではと思う人がいる
かとと思いますが、別にこれは原子力発電に限ったことではなく、私の良く知っているところでは次
世代スパコンの話 (この文書の元々の主題ですが)でも、同じようなメーカー、政府機関の認識の実
態からの乖離が起こっています。

行政組織の中では、そのような現実からの乖離が起こるのはそれほど不思議なことでも珍しいこと
でもありません。というのは、形式的には、有識者からなる諮問委員会等が客観的・科学的な立場か
ら政策について意見を出す、ということになっているのですが、その委員会のメンバーを決めるのが
行政側だからです。このため、行政側の官僚が望む方向の答申を出す委員が選ばれる、あるいはそれ
以前に委員会の議論と無関係に官僚が作文したものが何故か答申になる、といったことが起こりま
す。スパコンについては、2009年の NEC 撤退の直前にあった委員会はそれまでと大きく違うメン
バーで構成されていて、何か今までとは違う結論をだしたかったんだな、ということがわかるように
なっています。この意味では、ある程度現実に対応したわけですが、十分な対応ではなかったと私は
考えています。

官僚はどういう人か、というと、エリートな人は 2-3年で色々な部署を回るわけですから、逆にい
うと極めて能力があって優秀ではあるけれどほとんど経験も知識もない素人が施策を決めるわけで
す。そうすると、自分が担当であるうちに現在の方針を変更しよう、という判断はなされません。上
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のスパコンのケースも実際にそうで、かなり色々破綻したのに中止はしないという答申がでるような
委員会を構成し、そのように進めたわけです。

そういう、 go, no-go の判断は政治家の仕事なわけですが、過去 20年間の政治家はエネルギー政策
について官僚からでてくること以上の独自の判断で政策を進めてきたようには見えないです。

そもそも、原子力発電を始める、というのは政治的判断によっていて、もしも事故がおきたら電力
会社には補償を負担しきれないほどの被害がでる、とわかっていたので原子力損害賠償法1 というも
のを作って、実効的に電力会社の責任を免除することで商業的な原子力発電というものをスタートさ
せたわけです。次世代スパコンについても同様に無理がある決定が政治家とそこにごく近い官僚に
よってなされたように見えます。

つまり、50年前に商業的な原子力発電を始めた人々、特に政治家や電力会社の人には原子力発電の
危険性、事故の時の被害の大きさは十分認識されていたと思われます。しかし、50年のうちにその
記憶が風化したのか、反原発運動に対抗するために「安全だ」と言い張ってきたらいつのまにか自分
でもそれを信じるようになったのか、あるいは安全でないとわかっていても安全であるという建前で
行動する二重思考的な行動パターンを身につけたのか、なんだかわからないのですが、結果として、
公式の主張である「安全である」という前提に基づいて色々な施策が進められてきたわけです。

実際に事故が起こっても、起こっていることが信じられない、あるいは、建前としての「安全であ
る」という前提に従った行動を続ける、ということになり、被害を非常に過小評価し、例えば電源が
回復すれば冷却系が動くとかいった、極めてありそうにない希望に基づいた作業で時間を無駄にす
る、ということをやってきたように見えます。

これは、官僚や原子力安全委員会のメンバー個々人の問題というよりは、現在の官僚機構自体の問
題、あるいは、無理とわかっていて原子力発電を始め、原子力発電を拡大する電力会社に都合の良い
施策をした政治家に問題があった、ということではないかと思います。

101.4 現状と今後 (4/13 追記)

実際の原発の状況のほうはなにも変わりはないのですが、現状の理解と今後どうなる/できるか、に
ついては色々間違っているように思われる主張が見られるのでその辺について。

結構多くの人が、放射性物質の放出は 3/15 がメインであって、その後はない、特に現在は止まっ
ている、と考えている、あるいは少なくともそう考えているような発言をしています。これは、以下
の 2つの理由で間違っているものと私は考えています。

まずはデータからです。 3/21-22にかけて関東にむけた風が吹き、雨もふったのですが、この時に関
東の広い範囲で大量の降下物があり、地表の放射線レベルが上がっています。東京都新宿区で I-131
で 7万 Bq/m 2̂ と、ウィンズケールの事故であれば高濃度汚染区域と分類される程度です。放射線レ
ベルとしては 0.15uSv/h 程度です。千葉県柏市の東大キャンパスやガンセンターの中では 0.7uSv/h
程度まで上がっていて、数十万 Bq/m 2̂ の降下物があったことになります。 3/15-16 にでたものが
1週間たっておちてきた、と考えている人もいるようですが、関東にこの 2日間で落ちた量は 20万
キュリー、10̂ 16Bq(1万テラベクレル)の程度で、それが 1週間もの間日本上空にとどまるというの
はありえないと思われます。なので、この 2日間に原発から放出があったと考えるべきです。

上に書いたように 3/21 以降現在までも関東に降下物はあり、福島からの風が吹いた日にあり、さ
らに雨が降ると多い、となっています。素直な解釈は、原発からの放出は、量は減ったが続いてい
る、というものでしょう。

次に、理論的、というか、原発自体の状態から、放出が止まっているとは考えにくいです。大気中
への放出は基本的に水蒸気の蒸発に伴うものと思っているわけですが、この蒸発量は基本的には燃
料にある放射性物質の崩壊熱に比例します。崩壊熱はいくつかのモデル計算では時間の 1/3-1/4乗程
度で減少し、2、3号炉で停止 1時間後に 20MW、1日後に 10 MW、1ヶ月後に 4-6 MW、1年後で

1http://www.fepc.or.jp/present/safety/saigai/songaibaishou/index.html



101.5. レベル 7 375

1-3MW です。つまり、現在で 1日後の半分、1年たってもさらに半分にしかならないわけです。

このため、蒸発する水の総量は今までの 1ヶ月に比べてこれからの 1年が 3-5 倍程度になります。も
しも、水蒸気に含まれる放射性物質 ( I-131 はそろそろ無視できますが Cs-137, 134) の量が今後もあ
まり変わらないなら、今後まだこれまでの数倍のセシウム等が放出される、ということになります。

何度か書いたように、この蒸発は、十分な量の水を投入することで抑えることができます。が、た
だ水を大量に入れるとそれは溢れて地下水や海を汚染するので、大量に入れるならどうしてもそれ
をくみあげて保管、あるいは濃縮処理等をする必要があるわけです。現在のような、蒸発熱でやっと
冷やせる程度の水の投入を続ける限り、放射性物質の放出は止まりませんし、今後でる量のほうが多
いわけです。

(ここから 4/17 追記)

安全委員会の推計2 でも、セシウムの放出の半分以上が 3/17 以降に起こっていて、3/21-22 の間の
放出量は数万テラベクレル、となっています。これは SPEEDI を使った計算だと思います。上の私
の、関東に落ちた量が大体 1万テラベクレル、というのと大体あってますね。

というわけで、 3/16 以降の放出が多い、というのは原子力安全委員会でさえ認める事実、という
ことになります。

(ここまで 4/17 追記)

101.5 レベル7

安全委員会、官房長官あたりから、 3 月下旬にはレベル 7 と判断する材料はあった、という発言が
でたようですが、まあ、もちろん 3/18 あたりには材料はそろっていたわけです。

そう判断していたけど公式には発表しなかった、ということだとなかなか大問題な気がするわけで
す。レベル 7だと早い段階でいったとしたらやるべきことができたか、というと、少なくとも避難区
域の設定等はより早期に適切なものにできた可能性があると思います。その意味では、これはかなり
大きな問題と思います。

101.6 参考になるサイト (再々掲)

101.6.1 リアルタイムモニタデータ

� 茨城県モニタリングデータ3 http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

� 東海第二でのモニタリングデータ4 http://www.japc.co.jp/pis/tokai/trend2.htm

� 日野市モニタリングデータ5 http://park30.wakwak.com/∼weather/geiger index.html

� KEKモニタリングデータ6 http://rcwww.kek.jp/norm/

単位、表示方法がバラバラですが、例えば茨城県で急に数字があがると、風が千葉とか東京にまでく
る可能性が高いので、注意したいところです。 Gy(グレイ)はγ線、β線に関する限り Svと同じ単
位です。

2http://www.nsc.go.jp/info/20110412.pdf
3http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html
4http://www.japc.co.jp/pis/tokai/trend2.htm
5http://park30.wakwak.com/∼weather/geiger index.html
6http://rcwww.kek.jp/norm/
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101.6.2 もうちょっと遅いデータ

� 新宿モニタリングデータ7。 http://www.fujitv.co.jp/saigai/radiation graph.html

� 東電のモニタリングデータ8。 http://www.tepco.co.jp/nu/monitoring/index-j.html

� 福島県9 http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm

� 文部科学省の福島県データ10 http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm

� 文部科学省の県別データ11 http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm

� 各地のデータをグラフにしたもの12 http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html

� 東大モニタリングデータ13 http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/

� 茨城県14 http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/index.html

同じ時刻でも新宿と東大駒場では振る舞いが違ったりしていて、原発から 200 キロ離れていてもほ
んの数キロの距離でだいぶ違うことがわかります。

101.6.3 その他

� 牧野の日記とメモ。最新の情報はこちらに15 http://jun-makino.sakura.ne.jp/Journal/journal.html

� 東電原子力トップ16 http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html

� Weather report 33時間風予報17 http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/kanto.html

33時間風予報は、33時間後 (1日 4回更新のようなで 26時間後くらいまでしかない時もありますが
う)までの風向き、風速の予報データが見られます。放射性物質がこの通りにくる、というわけでは
決してありませんが、原発の上を強い西風がふいていればしばらくは大丈夫だし、自分のいるほうに
ふいていれば要注意です。

また、雨の予報もあります。こっちも細かいところはあまり信用できない気がしますが、大体の目
安になります。原発から風がふいている時の雨のふりはじめには気をつけたいものです。

この辺は、ちゃんと国が予報とか出すべきと思いますが、、、「ただちに健康に危険があるレベルで
はない」って、それ、ただちではないけど危険があるかもしれないの？というような疑問もでてくる
わけですから。

7http://www.fujitv.co.jp/saigai/radiation graph.html
8http://www.tepco.co.jp/nu/monitoring/index-j.html
9http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm

10http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm
11http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm
12http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html
13http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/
14http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/index.html
15http://jun-makino.sakura.ne.jp/Journal/journal.html
16http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html
17http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/kanto.html



Chapter 102

福島原発の事故その5 (2011/4/24)

相変わらず原発の話です。

その 4 101 から 2週間たって、事態の収束にむけて何か進展があって欲しいところですが、残念な
がら具体的な動きはなにもありません。

102.1 東電の現状認識

動きらしいものは、東電が 4/17 に出したプレスリリース福島第一原子力発電所・事故の収束に向け
た道筋1 くらいではないかと思います。これも、6-9ヶ月で収束とありそうにないことが書いてある
のは問題ですが、別紙 1というものを見ると、

２． 目標
基本的考え方を踏まえ、目標として以下の 2 つのステップを設定する。
ステップ 1： 放射線量が着実に減少傾向となっている
ステップ 2： 放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている

（注）ステップ 2 以降は「中期的課題」として整理

と書いてあり、要するに、現在放射線量を減少傾向にできていないし、放射性物質の放出の管理も
できていない、と正直に書いてあるわけです。また、「ロードマップ」というほうを見ると

� 原子炉… 安定的に冷却できている

� 使用済燃料プールの冷却 … 安定的に冷却できている

� 放射性物質で汚染された水…放射線レベルが高い水を敷地外に流出しないよう、十分な保管場
所を確保する

� 大気・土壌での放射性物質の抑制 … 建屋/敷地にある放射性物質の飛散を防止する

といった目標があげられていることから、

� 原子炉が現在安定的に冷却できていない

� 使用済燃料プールを現在安定的に冷却できていない
1http://www.tepco.co.jp/cc/press/11041702-j.html
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� 放射性物質で汚染された水…放射線レベルが高い水の敷地外への流出を防ぐための十分な保管
場所が確保できていない

� 大気・土壌での放射性物質の抑制 … 建屋/敷地にある放射性物質の飛散の防止ができていない

というのが現状認識であることがわかります。かなり、現実的な現状認識になってきており、また事
態の収束も短期では無理、ということも公式に認めたわけで、具体的な動きにつながっているかどう
かはともかく、最初の 1ヶ月のような完全にピントはずれな対応、というわけではなくなってきてい
るかもしれません。

102.2 放射性物質の量は？

102.2.1 福島は安全なの？

4/19 に

文部科学省は、福島県内の学校の利用の基準について、大気中の放射線量
が 1時間あたり 3.8マイクロシーベルト以上となった学校などについて、校
庭や屋外での活動を制限することを決めた。

文部科学省は、福島県内の小中学校などに通う子どもたちについて、放射線
量を年間 20ミリシーベルト以下とするために、学校などの校舎・校庭の利用
判断の暫定的な目安を、1時間あたり 3.8マイクロシーベルト未満とすること
を決めた。

という報道がありました。これは、 3.8uSv/h 以下のところではなにも対策しないということに決め
た、ということでもあります。これは、子供でも 1年に 20ミリシーベルトも被曝させてもよい、と
いう判断であり、さらに外部被曝に対して内部被曝はせいぜい同じ程度にしか効かない、というかな
り楽観的な評価モデルに基づいたものです。このモデルは基本的には ICRP によるものです。

内部被曝の影響については、専門家の間で主張に 4桁程の幅があり、何が正しいのかの判断は困難
です。危険を大きいめに見積もる専門家 (委員会)としては、ECRR というものがあります。 ECRR
のレポート2だと、内部被曝の影響は外部被曝の数百倍あるかもしれないので、安全基準値は今まで
の 1/1000 くらいにせよ、ということになります。

もちろん、このレポートにはそんな馬鹿なことがあるか、的な批判も多く、本当に数百倍もリスク
が大きい、というわけではないかもしれません。が、ICRP の評価モデルからの予測に比べてチェル
ノブイリ周辺でのがんの発生率は桁で多い、という疫学調査結果はあるわけで、 ICRP モデルを無
批判に信じるのもあまり科学的な態度とは言えないのではないでしょうか。

102.3 もし ECRR レポートが本当なら？

大雑把にいって、内部被曝の影響が外部被曝の 1000倍、ということですから、福島からの放射性物
質による空間放射線強度が 0.1uSv/h あると、それは 100uSv/h と同じ効果になって年間では 1Svと
なり、1年いるとその後の一生のうちに被曝が原因のがんで死ぬ確率が 5-10% くらい、ということ
になります。例えば新宿では、今日現在の測定値が 0.07uSv/h で、3/11 以前は 0.03uSv/h 程度だっ
たので福島起源の分が 0.04uSv/hあり、これの内部被曝による影響は 400mSv/年、3/21 からの 1ヶ
月の分だけで (平均すると倍くらいの強度があったので) 100mSv 相当で、1% 前後がんで死ぬ、と
いうことになってしまいます。

2www.euradcom.org/2011/ecrr2010.pdf
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これは、いくらなんでも過大な見積もりではないかと私も思うわけですが、本当の影響がどれくら
いであるかは数年後にならないとわかりません。

極めて個人的な判断としては、 ICRP モデルを 1000 倍するのはやりすぎでも、10-30 倍程度は
多いと思っておいたほうがあとで後悔する可能性が低いのではないかと思います。つまり、新宿で
は 0.04uSv/h ではなく 1.2uSv/h で、年間 12mSv にあたる、千葉県柏市では 0.4uSv/s ではなく
12uSv/h で、年間 120mSv にあたる、と思っておきましょう、ということです。

102.4 放出量は？

新聞等で、「現在1日 154兆ベクレルの放出」という報道がありました。例えば http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20110423-OYT1T00667.htm

では、

内閣府原子力安全委員会は２３日、東京電力福島第一原子力発電所から大
気中に放出された放射性物質の量が、放出量が落ち着いた今月５日の時点
でも、１日あたり１５４テラ・ベクレル（１テラは１兆）に達していたこ
とを明らかにした。

５日に福島第一原発から大気に放出された放射性物質の推定値は、ヨウ素
１３１が毎時０・６９テラ・ベクレル、セシウム１３７が同０・１４テラ・
ベクレル。国際的な事故評価尺度（ＩＮＥＳ）で使われるヨウ素換算値で、
ヨウ素とセシウムの合計量を計算し直すと、放出量は同６・４テラ・ベク
レル（２４時間で１５４テラ・ベクレル）となることがわかった。同委員
会はこれまで、５日ごろの放出量について、セシウムとヨウ素の量を単純
に合計し、「毎時約１テラ・ベクレル以下」と低く見積もっていた。

とあります。これはなんだかよく意味がわからないですが、要するに

� I-131 が 0.69TBq/h

� Cs-137 が 0.14TBq/h = 3.4TBq/日

でている、と発表した、ということです。 154TBq/日になるのは、セシウムの量をヨウ素と比べる
ため、半減期が長いことを考慮して 40倍して足す、というのが INES のレベル計算の方法になって
いて、それを考慮したものです。さて、これが多いか少ないか、ということですが、同じ安全委員会
の 4/12 付けの放出量見積り3 では、Cs-137 の 4/6 までの累計放出量が 1.2E16Bqで、テラベクレ
ルでいうと 1万 2千テラベクレル、その大半が 3/17 以降に放出されています。つまり、 3/17 以降
今日までを平均すると、大体 300 TBq/日になって上の新聞報道の 100倍です。

3/17 以降の放出のほとんどは 3/20-21 (18-20 はデータがないですが、おそらくは東京等で大量の
降下があった 20-21 日に放出があったでしょう) と 3/30 となっており、放出量見積りがまだない
4/8,9,19 等に結構な量の降下物があるので、上の Cs-137 が 0.14TBq/h = 3.4TBq/日というのは特
になにもなかった、放出が特に少ない日の数字、と考えるべきでしょう。つまり、平均すると 1日
300TBq 以上, ヨウ素換算では 1万テラベクレル/日以上の放出が続いている、ということが安全委
員会の資料に書いてあることです。

時事通信の 14日の報道 (既にオンライン記事はないのですが)によると

福島第１原発事故で、経済産業省原子力安全・保安院は１４日、東日本大震
災で原子炉が停止した際に１～３号機にあった放射能量について、放射性ヨ
3http:/goo.gl/O5ch7
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ウ素で計６１０万テラベクレル（テラは１兆）だったなどとする推計を発表
した。

１２日に保安院が発表した総放出量と比較すると、放射性ヨウ素で約５０分
の１、放射性セシウムで約１２０分の１が外部に放出されたとみられる。

となっています。この見積もりは安全委員会の見積りの半分の量なので、安全委員会見積もりでは放
射性セシウムで 1/60 が外部の放出されたことになります。

私の個人的な意見としては、安全委員会の見積もりにはいっている放出量推定は陸に落ちた降下物
の量から逆算しているようなので、西風で海にいった分ははいっていないのではないかと思います。
そうすると、実際に放出された量は安全委員会見積もりの多分 5-10倍で、原発にあった総量の 5-10
分の 1くらいが既に放出されたのではないかと思います。

そこまででてしまっている、というのは実はよい知らせでもあって、これから何かあっても今まで
にでた程の量は簡単にはでません。

もちろん、これから数ヶ月にわたって放出が続くと、累計量では今までにでたくらいになるわけで
す。また、これから夏にむけて風向きが変わり、福島では北東からの風が卓越します。西風が卓越し
た 3月までとは様子が変わるので、陸に落ちる割合は増える可能性があります。

つまり、東北・関東に関しては、今までに降下した以上の量がこれから数ヶ月でくる可能性は決し
て低くはない、と考えるべきではないかと思います。

なお、これは、なんらかの爆発とか、大変なことが起きなかった場合の話です。なので、水に良く
溶けているヨウ素とセシウムが放出物の主体と想定しています。

1ヶ月ちょっとたった現在の時点では、まだ Ru-103, Rh-103, Zr-95, Nb-95, Y-91 といった様々な元
素がベクレル数では Cs-137 の 10倍程度あり、Cs-137 の放射性物質総量に占める割合は 1% 程度で
す。また、骨に蓄積するとされる Sr-90 も、現在のところ大気中に放出された分は少ないとされてい
ます。これからの事態の進展によっては、こういったものが放出される可能性もあるわけです。

現在までのところ、ストロンチウムの測定データはあまりないのですが、http://www.asahi.com/national/update/0412/TKY201104120522.html
では

発表によると、土壌のサンプルは３月１６、１７日に浪江町で２点、飯舘
村で１点が採取され、分析された。この結果、ストロンチウム９０は最大
で土壌１キロあたり３２ベクレルだった。半減期が約５０日のストロンチ
ウム８９は最大で２６０ベクレル。同時に分析されたセシウム１３７は１
キロ当たり５万１千ベクレルで、ストロンチウム９０の値は、この０．０
６％の量だった。

となっています。チェルノブイリではセシウムの 1/10 程度のストロンチウムが放出されたというこ
となので、現在のところ、この福島県のデータでは、ストロンチウムは少ないわけです。もしも、他
の日に他のところで降下した量も同様に少ないなら、現在のところストロンチウムによる汚染の危
険はそれほど大きくはないと思われます。

102.5 参考になるサイト (再々々 掲)

102.5.1 リアルタイムモニタデータ

� 茨城県モニタリングデータ4 http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

4http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html
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� 東海第二でのモニタリングデータ5 http://www.japc.co.jp/pis/tokai/trend2.htm

� 日野市モニタリングデータ6 http://park30.wakwak.com/∼weather/geiger index.html

� KEKモニタリングデータ7 http://rcwww.kek.jp/norm/

単位、表示方法がバラバラですが、例えば茨城県で急に数字があがると、風が千葉とか東京にまでく
る可能性が高いので、注意したいところです。 Gy(グレイ)はγ線、β線に関する限り Svと同じ単
位です。

102.5.2 もうちょっと遅いデータ

� 新宿モニタリングデータ8。 http://www.fujitv.co.jp/saigai/radiation graph.html

� 東電のモニタリングデータ9。 http://www.tepco.co.jp/nu/monitoring/index-j.html

� 福島県10 http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm

� 文部科学省の福島県データ11 http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm

� 文部科学省の県別データ12 http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm

� 各地のデータをグラフにしたもの13 http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html

� 東大モニタリングデータ14 http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/

� 茨城県15 http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/index.html

同じ時刻でも新宿と東大駒場では振る舞いが違ったりしていて、原発から 200 キロ離れていてもほ
んの数キロの距離でだいぶ違うことがわかります。

102.5.3 その他

� 牧野の日記とメモ。最新の情報はこちらに16 http://jun-makino.sakura.ne.jp/Journal/journal.html

� 東電原子力トップ17 http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html

� Weather report 33時間風予報18 http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/kanto.html

5http://www.japc.co.jp/pis/tokai/trend2.htm
6http://park30.wakwak.com/∼weather/geiger index.html
7http://rcwww.kek.jp/norm/
8http://www.fujitv.co.jp/saigai/radiation graph.html
9http://www.tepco.co.jp/nu/monitoring/index-j.html

10http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm
11http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm
12http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm
13http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html
14http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/
15http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/index.html
16http://jun-makino.sakura.ne.jp/Journal/journal.html
17http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html
18http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/kanto.html
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33時間風予報は、33時間後 (1日 4回更新のようなで 26時間後くらいまでしかない時もありますが
う)までの風向き、風速の予報データが見られます。放射性物質がこの通りにくる、というわけでは
決してありませんが、原発の上を強い西風がふいていればしばらくは大丈夫だし、自分のいるほうに
ふいていれば要注意です。

また、雨の予報もあります。こっちも細かいところはあまり信用できない気がしますが、大体の目
安になります。原発から風がふいている時の雨のふりはじめには気をつけたいものです。

この辺は、ちゃんと国が予報とか出すべきと思いますが、、、「ただちに健康に危険があるレベルで
はない」って、それ、ただちではないけど危険があるかもしれないの？というような疑問もでてくる
わけですから。



Chapter 103

福島原発の事故その6
(2011/5/29-6/10)

相変わらず原発の話です。

その 5 102 から 1ヶ月、事故から 2ヶ月半たって、事態の収束にむけて何か進展があって欲しいと
ころですが、残念ながら具体的な動きはなにもありません。

103.1 原発はどうなっているの？

一言で言えば、どうにもなっていません。相変わらず、核分裂生成物から出る熱で燃料が高温になっ
て、火災になったり爆発したりするのを防ぐためにとにかく水をいれて冷やしているわけです。もっ
とも、3ヶ月近くたったので、発生する熱量は熱出力の 0.1-0.2%程度までさがっています。停止の 1
時間後には 1-2% あったので、その頃に比べると 1/10 になっているわけです。なお、減少のしかた
は段々ゆっくりになって、1年後は現在の半分程度、2年後でさらに半分程度、となるはずです。

計算機でいうと完成時の次世代スパコン「京」から、現在の地球シミュレータ 2程度まで発熱が減
少した、ということです。この発熱の減少のため、最初の頃に比べて水をそんなに大量の蒸発させな
くてもすむようになっています。

単純に考えると蒸発量は 1/10 になって、原発 1機当で 1秒に 1キログラムくらいです。蒸発以外
で冷える分もあるので、実際にはさらに小さくなっていると思います。

103.2 放射性物質は？

単純に考えると蒸発量に比例して放射性物質がでてきていそうな気がしますが、実際の測定データ
からはもうちょっと少なく、現在は大量放出のあった 3月 15 日や 21日の 1/100 程度になっている
ようです。といっても、相変わらずまともな測定データがないので推定は難しいです。

本来ならば、原発の十分近くの全方向でダストサンプリングを行なうか、大気からくる分の線量測
定をおこなって大気中の濃度を推定する、さらに風向、風速をモニタして放出量を推定する、といっ
たことをするべきと思いますが、国・東電ともにそのような客観的データを取ることに極めて消極的
であるように見えます。

もちろん、我々にとって問題なのは、原子炉が何をだしているかよりは我々のところにどれだけふっ
てきているかです。しかし、これの見積りも極めて困難になってきています。

383
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例えば東京について、文部科学省の発表では新宿百人町にあるモニタリングポストのデータで、現
在 0.06uSv/h 程度で平常値の範囲である、というわけでです。

これには、3重くらいの間違いないしはごまかしがあります。

まず、「平常値」とは何か、ということですが、これは日本国内の色々なところを測定するとこれ
くらいばらつきがある、という話で、 3/11 以前の新宿の値がそうであった、というわけではありま
せん。例えば岐阜県では花崗岩が多くて、その分自然放射線線が多い、とかそういう話です。新宿の
3/11 以前の値は 0.03 程度でしたので、 0.03 程度のは原発からの放射性物質、現在では主に Cs-134,
137 によるものです。

自然放射線の範囲に収まっていれば安全で被害がない、という種類の宣伝が行われていますが、こ
れはγ線による外部被曝だけについて、さらにエネルギーの違いも無視した話なので、信じたい人は
信じればいいけど、という程度のものです。3/11 以前の人工放射線の安全規準は 1mSv/年だったわ
けで、0.03uSv/h は 0.3mSv/年になり安全規準の 30% に達しているわけです。

第二の問題として、このモニタリングポストでの測定値は信用できるか？ということがあります。
これにはさらに 2つの側面があります。

一つは、このモニタリングポストはビルの屋上にある、さらに、そのビルの屋上の端のほうで、横
に壁もある、ということです。詳しい計算はここでは省略しますが、そのような位置での測定では地
上での測定に比べて、放射線の強度が 7割から半分程度まで落ちる可能性があります。実際、測定結
果の説明があるページページ1 では、同じ測定器で屋上で測定すると 0.06、すぐ近くの地面で測定す
ると 0.08 となっていてかなり違います。自然放射線の分の寄与が 0.03 程度はあることを考えるとこ
の違いは大きいです。

ビルの屋上の場合、放射性物質は主に雨と一緒にビルの屋上に降ったものをみているわけですが、
これは新しく雨が降ると洗い流される分がでます。これはもちろん地上でもそうで、アスファルトや
コンクリートではそういう効果があります。一方、普通の地面では、セシウムが土壌の成分と水に溶
けない化合物を作ってしまって雨が降っても流れなくなります。このため、土がある地面とか砂場、
例えば公園とかの人家の庭、畑等の値は、降った量が同じだったとしてもこのモニタリングポストの
値よりずっと高くなるわけです。

もうひとつは、モニタリングポストの値が「東京都」全部の値か？ということです。前からここで
も書いていますが、東大柏キャンパスでは 3/22 くらいから 0.7 uSv/h (現在では 0.4弱までさがっ
ていますが)と新宿での値の数倍がでています。これについては東大は現在でも

平常時の東京大学敷地内の代表的な空間ガンマ線量率は、0.05～0.3μ Sv/時
程度の範囲に入ると見積もっています。使用した線量率計の評価精度も考慮
して、ここでは値をまるめています。測定地点の近くに天然石材や敷石など
がある場合には、0.3μ Sv/時に近い値を示す場合もあります。

と、 http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/ には書いていて原発からの放射線はなかったことになっ
ています。Q&A のページ2 までいくとやっと

これは平時の線量が若干高めであることと、加えて、福島の原子力発電所
に関連した放射性物質が気流に乗って運ばれ、雨などで地面に沈着したこ
と、のふたつが主たる原因であると考えています。

と、原発にもふれていますがまるで原発からの放射線はメインではなくて、元々高かったのが大きい
ような誤解を誘導する表現になっています。柏は 3/20、つまり 3/15, 16 の放出の影響があった後で
も 0.11 程度しかなかったものが 3/21 には 0.7 まで上がっているのにこういうことを書くのは問題
です。

1http://ftp.jaist.ac.jp/pub/emergency/monitoring.tokyo-eiken.go.jp/monitoring/sokutei/sokutei.html
2http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/QA.html



103.3. 東京は危険か安全か？ 385

この、柏近辺の値については、その地域の住民やボランティアの人の測定が多数でてきて、茨城県、
千葉県、東京都にまたがる広い領域で 5月になっても 0.3-0.5 と高い、ということがわかってきま
した。

国や自治体の動きは非常に遅かったのですが、やっと最近になっていくつかの市が独自に測定を始
め、やはり 0.3-0.5 程度はある、ということが確認されています。これは、外部被曝だけを勘定して
も 3-5mSv/年で安全規準を大幅に超えるものです。 0.5uSv/h は、その 1/3 が Cs-137 の寄与だと
して表面濃度に換算すると 8万ベクレル/平方メートルとなり、チェルノブイリ事故でスウェーデン
でもっとも高濃度に汚染されたエリアと同程度です。

ポイントを整理します。

� 放射性物質の量が同じだったとしても、屋上での測定では地上での測定の半分から 7 割程度に
低くなる。

� アスファルト、コンクリートでは雨で放射性物質が流れるが、土壌では流れない。5月現在で
は倍程度違う可能性あり。

� 東京都内、といっても新宿と東のほうの一部地域では 5倍くらい違う。

なので、自分の生活圏の十分に近いところ (理想的には 1キロメートル以内)程度に信頼できる観測
点がないと、実際にどの程度の放射性物質があるかは全くわからない、10倍くらいあるかも、と思っ
ておく必要があります。

例えば東京の西のほうに突発的に高いところがある、という可能性はそれほど高くはないと思いた
いですが、細かい測定をすると意外な結果がでてくる可能性は今のところ否定できません。

103.3 東京は危険か安全か？

柏近辺では 8万ベクレル/平方メートル程度のところが結構あるわけですが、この程度の汚染だと
ICRP/IAEA のがん死亡リスク評価では (外部被曝、γ線だけ考慮すると)1年あたり 0.025%(30年
住むと 0.75%)ですが、スウェーデンでの研究ではチェルノブイリのあとの 10年を調べただけでが
んリスクが 10% 増えたという結論がでているものもあり、どっちが本当に近いか、というのは現状
では判断することは困難です。

なお、 チェルノブイリ原発事故によるその後の事故影響3では、15Ci/km 2̂、つまり、50万ベクレ
ル/平方メートル程度の汚染で最初の 10年以下でもがん発生率が 3割程あがるかもしれない、とい
う推定になっており、スウェーデンでの調査とオーダーでは一致した結果になっています。逆にいう
と、 ICRP/IAEA のリスク評価とはオーダーであわない結果がここでもでているわけです。

なので、柏近辺の汚染レベルでのがんリスクは、30年間で 1% 以下かもしれないし 10% よりだい
ぶ大きいかもしれない、ということになります。人の命が関わるところでこんないい加減なことでい
いのか？と怒られて当然ですが、何故か現在の我々の理解のレベルはこの程度のところに留まってい
るわけです。

なお、これは全年齢平均の場合で、小さい子供に限ると数倍リスクが大きくなります。子供のまま
30年被曝するわけではないですが、最初の数年のリスクはずっと高い、ということです。

新宿辺りでも子供に限ると数パーセントかもしれない、ということで、こんなのが本当だったらど
うすればいいんだろう？という話ではあります。なので、こんなのが本当であるはずがない、という
主張が一杯でてくるのは理解はできます。が、その多くは科学的とも理性的ともいいがたい根拠のな
い主張であると思います。

(以下 6/10追記)

3http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/GN/GN9705.html
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放射線リスクの言説再考：牧野淳一郎さん、押川正毅さんの記事へのコメント4というものがでてい
ました。色々興味深い主張だと思いますので、少し詳しくみてみましょう。

この「とんでもないこと」というのは、たとえば Sweden の研究は ICRPの 10

倍で、子どもは大人の 5倍とすると、10%x10x5で、500％とかいう計算など
だと思います。つまり、子どもの全員が癌になるということです。しかし、
そんな「とんでもないこと」が、長崎・広島の後に起きなかったことは、
日本人なら体感として知っているはずです。チェルノブイリで起きなかっ
たかと言われると、「隠蔽されている」という陰謀論を信じる人を説得で
きる自信ははないですが、長崎・広島なら周囲の人は、それを「知ってい
ます」。（追記：長崎・広島の原爆と、チェルノブイリ・福島の被曝被害
は質が異なるから比較できないという指摘もあります。このあたりは、ぼ
くは勉強不足です。）

既に 2ヶ月くらい前に 99.9 で書いたことの繰り返しですが、広島・長崎でばらまかれた放射性物質
は今回の福島の 1/100 から 1/1000 程度です。実際、爆心地においても 1975 年の調査では見つかっ
た放射性物質はその後の核実験の降下物が主であり、1945年の原爆由来のものはほとんど見つかっ
ていません。

そうなった理由の一部は台風による豪雨で洗い流されたためといわれている (それ以前の測定がほ
とんどないので真偽不明)のですが、元々2桁程度違っていたことは確実です。

東京 (新宿)でも 3/21 だけで核実験の分全てを合わせたより多量の放射線物質の降下があったのは
ご存知の通りで、福島では 20km圏外でもさらのその 100倍程度降ったところもあります。

つまり、「質が違う」なんていう話ではなくて量が全く異なるのです。100倍以上違うものを並べて
「日本人なら体感として知っている」といっても、科学的に意味がある主張とはいいがたいのではな
いかと思います。

(6/10追記終わり)

103.4 福島県は？

福島県では 30km圏外、例えば福島市内でも 3-4uSv/h のところがあり、そういったところは柏に比
べてさらに 10倍程度です。がんリスクは IAEA/ICRP のもっとも楽観的な見積もりで 10%近く、大
きいめの見積りだとなんだかとんでもないことになるところで、子供すら避難もしないでいる、とい
う不思議なことが起こっているわけです。

103.5 今後は？

この項の最初に書いたように、原発自体の制御は全くなにもできていない状態ですから、今後も少
ないとはいえ放射性物質の放出は続きます。雨や風の具合では東北、関東の色々なところに降るわけ
です。

但し、1日にくる量が既につもっている量の 1/100 程度ないしそれ以下であることと、多くの測定
点では雨で流れる効果があることのために、放射性物質の降下があるかどうかの判断は、特に公式の
空間線量率の測定データをみただけでは困難になってきています。

なお、これからは空気中にはあまりでない、という可能性もないわけではありません。これは、単
純な話で既に膨大な量の水が炉心冷却に使われ、それが建屋の中とか色々なところに漏れているから
です。このため、水に良くとけるセシウムやストロンチウムの大半は既にどこかに漏れた水のほうに
移行している可能性が高いと思います。

4http://sleep.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/post-4d7b.html
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103.6 食べ物は？

関東の典型的には 1万ベクレル/平方メートル程度の汚染は外部被曝に関してはおおきめに見積もっ
てもまあ、、、というレベルですが、農作物についてはそうはいかないようです。例えば、神奈川県
相模川や東京都多摩川の天然アユで 5月末になって 200Bq/kg と暫定規制値の 4割にもなるセシウ
ムが検出されています。海産物でも、広い領域で高い数字がでるようになってきています。

野菜等でも、「暫定規制値を下回った」という程度のものが関東の様々なところで出荷されているの
が現状です。

暫定規制値はもちろん ICRP/IAEA のリスク見積もりによっているわけで、それを信じて安全と
思うか、そうは思わないか、というのは現在のところ個人の判断になると思います。

私個人としては、規制値が 1桁程度下がらないなら関東・東北の農作物は可能な限り避けたほうが、
と考えています。

103.7 国・研究機関は信じられるのか？ということ。

上に書いたように、例えば福島県の結構なエリアでは非常に高い健康リスクがある「かもしれない」
わけですが、避難等が指示されているのはごく狭いエリアに留まっています。

何故そのようなことになるのか、を、国や自治体の立場になって考えてみるのは有益かもしれま
せん。

まず、国として避難が必要といってしまえば、それにはお金がかかります。これに対して、避難し
なかったことでガンになる人が相当数発生したとしても、公害病や原爆症の場合と同じで、個別の
ケースについて放射線のせいであると証明できなければ補償しなければいいわけです。

がんになるリスクが倍になるような高レベルの被曝をしない限り、個別の人については被曝以外の
理由でがんになった確率のほうが高いわけですから、放射線のせいであると証明することは原理的に
困難です。

なので、お金勘定だけのことを考えると、仮に健康被害が大量にでたとしても、国としてはなるべ
く避難のためのコストをかけないほうが有利、ということになってしまいます。

もちろん、これは、民主主義国家の政府がお金勘定を優先させては困るわけで、国民の意志を優先
させてくれ、ということです。その意味では、政府・自治体に向けて声を上げていくことが重要、と
いうことになると思います。

103.8 研究者の情報発信はどうだったか？

上でみたように、国・東電が今回の事故について積極的に情報発信しないであろう、むしろ、放射性
物質の放出についても放出したものの影響についても可能な限り小さいめに評価しようとするであ
ろう、ということは、彼らの立場に立ってみれば極めて自然なことと考えられます。

そうすると、例えば原子力工学の研究者、学会、放射線医学の研究者、といったところにも (もち
ろん、個人差はあるにしても)同様なバイアスがかかることは避け難いと考えるべきでしょう。

一見すると、このような状況は、いわゆる相対主義的科学観に良くあっているように見えないこと
もないです。科学者の主張はその人の政治的な立場や信念によるものであり、「事実」を反映するわ
けではない、そもそも、そういうわけで「事実」が何かわからないのだから、科学が事実に近付くと
かそういう議論には意味がない、というのが (少なくとも強い形での) 相対主義的科学観と言われる
ものの主張です。

しかし、良く考えてみるまでもなく、ここで私は「可能な限り小さいめに評価しようとする」人々
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がいる、といっているわけで、これは「事実」がどこかにあって、それとは違うことをいっている
人々がいる、という意味です。この意味で、科学者の主張がその人の政治的な立場や信念に影響され
る、という主張は、ただちに (とか断り書きをつけなくても) 相対主義的科学観につながるものでは
ありません。

というような当たり前のことをわざわざ書くのは、科学者の主張がその人の政治的な立場や信念に
影響される、というと、それだけでそれは相対主義だ、というようなことをいう人が必ずでてくるか
らです。実際に研究の現場にいれば色々な研究者が間違ったことをいっていてそれがその人の信念に
よるものであるようなケースはいくらでもみているほうが普通であると思います。というのは、科学
の発展の歴史というのは、少なくとも一方では、そのような信念や思い込みによる間違いを少しづつ
にせよ「より正しい」もので置き換えてきた歴史だからです。逆にいうと、ある時点で少し前の時点
を振り返ると、研究の最先端で研究者がいったことは殆ど間違っているように見えるわけです。

で、政治的な立場とか色々なものがあると、色々な間違いとかが修正されにくくなるとか、新しい
間違いが生産される、とかいったことが起こるわけで、そのこと自体は別に、相対主義とかそんなこ
とを持ち出す必要なしに理解できることです。

さて、では、原子力工学・放射線医学等が専門というわけではではない研究者の発言、情報発信は
どうだったでしょうか？というのがここで少し振り返ってみたいことです。

振り返る、といっても、98 で書いたように、私の当初の認識は

2011/3/11 の東北関東大震災で、福島県にある東京電力の福島第一原発が
重大な事故を起こしています。これについては色々な人が色々なことをいっ
ていますが、原子炉の物理、核物理、放射性物質の振る舞い、人体への影
響といった様々のところいくつもが間違っているものが多いです。

というもので、残念ながらこの認識を大きく変える必要は感じていないのが現状です。このような
文章では事実を具体的に述べる必要があるので実名で書きますが、 3/12 くらいの段階では例えば東
大物理の早野さん、阪大の計算機センター所属の菊池さん、京都女子大の水野さんといった人々が、
メルトダウンはありえない、そういうことが起こるというのはまるで物理がわかっていない、という
ような発言をしていました。

http://twitter.com/y mizuno/status/46222019901136896

九州大学の吉岡斉さんは、原発関連の科学技術政策の専門家なのだけれど、
今回の福島原発で冷却できないとメルトダウンの可能性がある、などと言及
されるのは理解できないなぁ。どういう理解をされているのか、聞いてみた
い。そのコメントをするのであれば、関連分野の専門家を呼ぶべきでしょう。
残念。

http://twitter.com/hayano/status/46222811714433024

全くです．RT @y_mizuno: 九州大学の吉岡斉さんは、原発関連の科学技術政
策の専門家なのだけれど、今回の福島原発で冷却できないとメルトダウンの
可能性がある、などと言及されるのは理解できないなぁ。...そのコメント
をするのであれば、関連分野の専門家を呼ぶべきでしょう。残念。

http://twitter.com/kikumaco/status/46602299476418560

@MayaYamamoto どういう意味の熔融? 核反応の暴走という意味でのメルトダ
ウンは起きてないし、万が一のために、海水といっしょにホウ酸を注入中だ
から、大丈夫なのでは? 崩壊熱のほうは海水でいいのではないのかなあ
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もちろん、これらは「メルトダウン」についての、あるいは軽水炉での重大事故がどういうふうに起
こるか、ということについての基本的な知識の欠如からくる発言です。臨界、つまり、連鎖核分裂の
継続がなければ、原子炉からの発熱は大したことがなく、圧力容器、格納容器が破壊されるとか大量
の放射性物質が環境にでるとかいったことは起こりえない、と思い込んでいたようにみえます。

また、 3/16 くらいから、アメリカの Monreal なる物理学者の作った数々の重大な間違いを含むス
ライド5 を、日本語に翻訳しようという活動が KEK の野尻さん、理研の橋本さん他によって始まり
ました。http://ribf.riken.jp/∼koji/jishin/zhen zai.html

メッセージ：　素粒子原子核分野の研究者／院生の皆さん

今回の震災に起因した福島原発の事故について国民の不安が高まっています。
チェルノブイリのようになってしまうと思っている人も多いです。

放射線を学び、利用し、国民の税金で物理を研究させてもらっている我々が、
持っている知識を周りの人々に伝えるべき時です。

アメリカの Ben Monreal教授が非常に良い解説を作ってくれました。もちろん
個人的な見解ですが、我々ツイッター物理クラスタの有志はこれに賛同し、
このスライドの日本語訳を作りました。能力不足から至らない点もあります
が、皆さん、これを参考にして自分の周り（家族、近所、学校など）で国民
の不安を少しでも取り除くための「街角紙芝居」に出て頂けませんでしょう
か。

元々のスライドの問題点については 3/18に指摘しています6 が、念のため繰り返しておくと

� チェルノブイリ事故の理解がそもそも間違っていた。チェルノブイリでは臨界が数日維持され
たと考えていたらしい。もちろんそんなことはなくて、チェルノブイリでは最初の臨界事故が
爆発につながったがそのあとは崩壊熱と火災である。

� 被曝によるがんリスクについて、1年被曝の効果と一生被曝の効果をとりちがえていたため、
数十分の一に見積もっていた。

� 福島第一の状況を、 3/12-3/14 の爆発、3/15 の飯舘から福島市にいたるエリアでの高濃度の
放射性物質の検出以後であったにもかかわらず、放射性物質の環境への放出はほとんどないと
書いている。

� 崩壊熱について、数日から数週間後になっても極めて高いレベルであり危険なままであること
はグラフを見れば物理学者ならわかるべきであるのに、最初の数時間を乗り切ればあとは安心、
みたいなことを書いていた

注意して欲しいことは、これらは「後知恵」でいっているわけではなくて、このスライドが作られた
時点で公開されていた情報から、その時点で私が指摘していた間違いである、ということです。

私個人としては、このようなものに「賛同」し、あまつさえそれで「不安を少しでも取り除」こう
とするのは理解しがたいことなのですが、現実にそういうことが起こった以上、それにはそれなりの
理由があるはずです。ここで書いていることは要するにそれを理解しようという私なりの試みです。

5http://online.kitp.ucsb.edu/online/plecture/bmonreal11/
6../journal/journal-2011-03.html#18
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後知恵でみれば、私の書いたことも全体に楽観的に過ぎるものになっていてよろしくないのですが、
まあ、その、若干は間違いが少ないのではないかと思います。

で、以下自分のことは棚に上げて他の研究者の情報発信について書くと、他にも

� 例えば早野さんは、常に「現在は放射性物質の大きな放出はない」といっていて、 4/3 の時点
では、 3/21 には原発からの放出はなく、 3/15 にでたものが雨で落ちた、という印象を与え
る記述をしていた (5月末にはいうことが変わっている)

� 東大柏での高い空間線量率について、それが測定場所の問題であることを示唆する発言を複数
の人がした

http://twitter.com/hayano/status/54529275491123200 (4/3)

5 3/15だけなのか (1)？】福島県の放射線レベル http://bit.ly/hGo4VM が，
3/15に急増し，3/16以降単調に減っていることから，3/15の重要性は明らか
です．

http://twitter.com/hayano/status/55404814531706880 (4/6)

【グラフ更新 福島第一原発敷地内の空気中のヨウ素 131濃度】日々減少中．
新たな大量放出は起きていない． http://plixi.com/p/89833314

http://twitter.com/hayano/status/59749880985432064 (4/18)

【KEK（つくば市）の空気中の放射性物質の種類と濃度】
http://bit.ly/gFCQgx を見ても 3/24以降は大きな放出は検知されていな
い．http://bit.ly/gXCwHn

http://twitter.com/Mihoko Nojiri/status/59013377548230656

@wdb201126 なんか柏の東大が数値高いのも近くにガッツリ花崗岩が、、、

というような例があり (まだいくらでもあげられますが)、常に福島原発からの放射性物質の放出の
危険を過小評価する方向の間違いを繰り返していることがわかります。

(6/5 追記)

野尻さんから、上の一つだけを引くのはフェアではない、とのコメントを頂いたので、 4/16 の関係
しそうなものを以下全部引用します。元は http://twilog.org/Mihoko Nojiri/date-110416/asc

@wdb201126 なんか柏の東大が数値高いのも近くにガッツリ花崗岩が、、、

世界のたいていの場所より低いと思います。失礼ですが、そういう対策がひろまってるんですか？
RT @hamuko t: 早速のお返事ありがとうございました。図々しくて申し訳ありませんが、外遊びも
気にしないで大丈夫でしょうか？

[都内限定] 都内でお子さんをお持ちの方へ。放射線量は低い ( 0.2程度）と思うので、外遊びを禁
止するメリットは感じません。もし、本当に気にするのであれば、幼稚園の園庭（土）などの放射線
量調査を市や区に依頼されてはいかがでしょうか。

福島の 1/10 だとおもうんですよね、都内って。てえことは年間被曝線量で 2mSv （要するに世界
平均）くらいで、なんぼ不安だからって全部やれっていわれても行政対応できないというのはまあ
妥当。
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あれねー、東大柏いたずらに不安まいてるとおもうので、キャンパスの中くらいはかったらいいと
思ったり。石のそばだみたいな話はちょっと聞いたのですが。RT @SOSOAO: @Mihoko Nojiri ホッ
トスポット疑惑がうちの界隈（柏とか流山とか）みな不安がってるので顕著なんです。

でもこういっちゃなんだど、福島はすごく心配ですが、東京が高くても、全然関心もてないという
か、、、ご飯いきます。

ほお、これはそこそこでてますね。0.4uSv /year RT @t ton2: 柏の国立がんセンター東病院の調査
を見ると、3月 22日から上がっているのです。（21日は計測なし） http://bit.ly/gM60fh

0.5uSv/h で住めないというのは大げさなんじゃないかと。。。1mSvの許容線量というのは、環境
にある普通の放射線量を 2mSv/y とすると単に 1.5倍になるだけ。0.5Sv/h はそのまま外に入れば
3.5mSv/y ですけど、家にいる時間もあるので。　@SOSOAO

たとえばコンクリートの屋内だったら、柏の場合でも 1/10 なわけですから、計算としては外にい
る時間 x外の線量程度におもっておいてもいいのかもしれません。内部被曝については今 tweet し
ました。 @ubzm

要するにまとめると不安の元は 10mSv はいかないとはいっても自然線量とくらべると倍以上だし、
長期間にわたってこれが続くのか、それともまだまだ１／２くらいになるのか、とか、自分の家では
どのくらいに減っているのかとか、とか、工夫すれば減らせるのか、とか@SOSOAO

@nabeyasu1124 0.2ならね 。まあ東京はつくばよりひくいので (笑)

いや、僕にいわんでくださいよ。RT @ProfMatsuoka: 米国デンバー市は大体その位ですね。立派
に人が沢山健康に住んでますが。”@Mihoko Nojiri: 0.5uSv/h で住めないというのは大げさなんじゃ
ないかと。。。@SOSOAO”

0.2uなんけしからんとか年間 1mSv は多いとかいうなるとをいただいていますが、つきあいきれま
せん。十分自然放射線が少ないところを選んですんでください。 黄色以上のところはやめたほうが
いいでしょう。http://bit.ly/gap3N8

ちなみに原発からでた放射性粒子も自然放射線もαβγ線のどれかですから、原発からきたって地
面からしみ出してきたって同じです。

名古屋市内の高いところは木曽川の下流だったり　四日市の高いのは、上流からでしょうね。うー
んと拡大するとよくわかる。 RT @madone52fs: なるほど、ここ四日市って高いんだ。

(6/5 追記終わり)

国や東電、あるいは原子力工学の研究者の場合には、過小評価する合理的な動機があるわけですが、
特に利害関係がないと思われる他分野の物理学 (素粒子物理、原子核物理、物性物理等)の研究者が
同様な過小評価を繰り返してきているのは何故か？というのはなかなか理解が難しい問題です。

まず、仮にも物理学者である以上、意図的に事実をねじ曲げるようなことはしないであろうと仮定
してみます。そうすると、自動的に、本心からそのような過小評価を信じている、ということになり
ます。

既に書いたように、研究の現場に戻ってみると、研究者というのは (私ももちろんそうですが)思い
込みによる軽率な間違いを一杯するものです。で、その多くは、「誰か別の人がいったことをちゃん
と検討しないで鵜呑みにする」、「なんかおかしいと思ったけど、専門家がいうんだからそうだろう
と受け入れる」といったことによっています。

もちろん、専門家のいうことがおかしいと思って、自分で検討して、その途中で間違えることはもっ
と一杯ありますが、これは色々指摘されたりして修正されることが多いわけです。これに対して、専
門家、権威者の発言を鵜呑みにする、という種類の間違いは、基本的に修正するメカニズムが働き
ません。もちろん、事実が、専門家、権威者の発言と全然違う、ということが明らかになって、専門
家、権威者のいうことが変わるともちろんそれに追随するわけですが、この時には比較的大きな時間
遅れが見られることが多いです。

これは単に研究者というのは大抵保守的というか頭が固いというかそういう傾向があって、簡単に
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考えを改めない、ということによっています。実際に新しい研究をしようという時には、この「頭が
固い」という特性は実は必要なものであり、自分の信じるところをそんなに簡単にくるくる変えるよ
うでは新発見なんかできません。

さて、では、当初 (というか現在まで一貫して)福島の事故の規模、影響を過小評価してきたのは何
故か、というと、個人的には

� これほどの規模のものとは信じたくない、という感情

� 大きい、とは政府、東電を含めてみんないってないから多分小さいんだろう、という判断

があったのではないかと思います。また、「大きいんじゃないか」という発言をすると「権威である
××さんがそんなことはないといってるのにお前はデマを広げるのか？」といったたぐいのことを
いってくれる人が一杯いたらしいという話も聞きます (私は特にそういう経験をしていないので良く
わからないのですが)。

まあ、その、正常性バイアス、パニック神話、集団浅慮というようなキーワードで理解してしまっ
ていいのかもしれません。

103.9 私はどうだったか、ということ。

自分の個人的なことを若干書くと、日記には 3/12 から色々書いていたわけですがまとまった形の 98
を公開したのが 3/19 であり、上記の Monreal スライドの普及を、というメッセージが天文学会メ
イリングリストに流れたことへのコメントという形で天文学会メイリングリストにメッセージを流
したのが 3/20 です。その中身は以下の通りです。

国立天文台の牧野です。

福島原発の事故の程度については情報が錯綜しており、各国の専門家の評価
も事実上 INES 基準レベル 7とみているフランス、ロシアから、レベル 6と見
るアメリカ、現在まだレベル 5 と公式発表している日本まで、放射性物質の
放出量の見積もりに 4桁の差があります。

以下の資料は極めて小規模な事故であるという印象を与えるもので、そのよ
うな宣伝が適切なものかどうかは十分に考えるべきと思います。

牧野の大雑把な理解をまとめたものを以下に:

http://jun-makino.sakura.ne.jp/articles/future_sc/note098.html

これだけのメッセージですが、これを流すことには非常に大きな心理的抵抗がありました。そもそ
も、自分の利害、という観点からは、こういうことをいうことには全くなにもメリットはありませ
ん。まず、あまりその時点で他の人がいっていないことをいうわけなので、もしも間違っていたら 25
年の研究者人生で築いてきた (とまあ本人は思っている)理論研究者としての信用に傷がつくわけで
す。また、正しかったとしても、上に述べたように例えば国には影響を過小評価しようとする十分な
動機があるわけで、その意向に沿わない情報を発信することが国から給料も研究費ももらっている
研究者にとって何かメリットにつながるとは考えにくいでしょう。そもそも、あとで正しいとわかる
悪い予言とかアドバイスをして悲惨な目にあう話はカサンドラを始めとしていくらでもあるわけで、
賢い人はそういうことはしないものです。

まあ、その、全くメリットがないかといえば、そうでもありません。 3/19 時点で放射性物質の放
出は極めて深刻で、チェルノブイリと同じオーダーであるとかなり確信をもって見積ることができま
した。そうすると、過去の重大事故、特にウィンズケール (セラフィールド)、チェルノブイリの事例
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を見ると、いずれは被害状況が明らかになり、しかも今回に関しては実は当初から被害状況が推定
できるデータが公表されていたということも明らかになります。そうすると、まあ、国や東電や利害
関係のある研究者が公式には過小評価側の発表をするのはそういうもので、彼らが国民の信頼を失
う (元々はあったとして)のはやむをえないとして、利害関係がないはずの他分野の物理学者が同様
に信用を失う (これも、元々はあったとして、ですが)ことになるわけです。それに巻き添えをくら
うようでは、まず第一に、格好悪いわけです。

もちろん、同じ間違いをしていたら格好もなにもないのですが、事実がどうなっていたかを認識し
ていたにもかかわらずだまっていた、というのは間接的に間違った情報の拡散を助けることになりま
す。さらに、事実が明らかになってから後出しで「実は自分は気が付いてた」みたいなことをいうの
は非常にみっともないことと私は思うので、いうなら早めにいっておきたいわけです。

まあ、もうちょっとえらそうにいうなら、事実の正しい認識が広がるのを助けることで、今回の事
故の被害を少なくすることに多少でも貢献できれば、とか、色々言えないこともないです。

個人的には、原発は大体数十年に一度くらい大事故を起こすだろうと 30年くらい前から思ってい
て、チェルノブイリの次は、スリーマイル、チェルノブイリの後でも縮小の方向にいかなかった日本
で起こる可能性がもっとも高いし、日本は国内で大事故をやるまでは決して撤退の方向にはいかない
だろうとも思っていました。(これは後出しですね、、、) 今回撤退の方向にいかないと次の大事故ま
で撤退しないことになるので、まあ、その、それはできれば避けたほうがよいし、避けるのは不可能
ではないのではないか、と今のところは思っています。

3/11 くらいからなるべく情報を集めて状況を理解しようとしたのは、そんなえらそうな話ではなく
て単に自分及び家族が東京から避難するかどうかの判断のためです。国の避難勧告やマスコミの報道
が信用できるはずはないということは初めからわかっていますから、仮に東京を大量の放射性物質が
覆う、という事態になっても避難勧告はでないだろうと考えざるをえません。なので、運を天に任せ
るのでなければ自分で判断するしかないわけです。

国や東電がちゃんと情報を隠す気があればそうはいってもどうしようもなかったわけですが、結構
色々な情報がすぐにでてきました。といっても 14日くらいまではどんな情報があるかもわかってな
かったですが、風はとりあえず関東にはふかない予報だったので避難とかは、、、とおもっていたわ
けです。が、3/15, 16 は関東向きの風になるということが予報ででました。

3/14 の日記で引用したように、風向きその他によっては関東が壊滅的な被害を受ける可能性がある
わけですから、避難は現実の問題です。また、 3/14 には福島原発からかなり離れたところにいた米
空母ロナルドレーガンが逃げ出すということがあり、推定すると 100マイルの距離で 20uSv/h ない
しそれ以上が観測された可能性があるということがわかりました。

というわけで、3/15 の朝、茨城県のモニタが数値の上昇を示した時点でとりあえず西に移動しまし
た。計画停電で通勤も大変だし計算機も動かせないので、あまり出勤に意味がなかった、ということ
もあります。

日本、あるいは関東にとっては極めて幸運なことに、 3/15-16 の放射性物質放出はおそらく 3/14
に比べると少なく、また関東では雨にならなかったためにこの日の汚染は (福島はともかく、関東の
多くの部分では)それほど深刻なものにならず、また雨が降った 3/21-22 にはおそらく放射性物質の
放出はさらに少なかったと思われます。それでも柏など一部のエリアで 0.7uSv/h を超える高い汚染
になり、その半分程度が Cs-134, 137 であったために現在でも半分程度までしか減っていないわけ
です。

自分はどうしたかというと、週末には東京に戻りました。 3/15-16 の土壌の汚染はそれほど深刻に
ならなかったこと、また、東京にくるかどうかは茨城県のデータで数時間前にはわかるので緊急避難
はできることがわかったこと、による判断です。家族といっても子供はいないのでそれほど心配する
必要性が大分違う、ということもあります。
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103.10 色々。

なお、事故の後、色々な人が色々なことをいっています。例えば、

� 福島第一で深刻な事故になったのは設計が古くて安全機構がしっかりしていない BWR-IV だ
からで、もっと新型のではあんな事故は起きない

� 原発を止めると電力が不足するから、当面は運転する必要がある

� チェルノブイリでの強制退避区域は広過ぎた。実際には健康被害なんかでていない

といったたぐいのものです。新しいものが信用できるかどうかについては、浜岡ではもっとも新しい
5号機が運転開始以来トラブル続きで極めて稼働率が低く、先日停止させてみたら復水器が壊れてい
て一次冷却系に大量の海水が流入するという大事故につながりかねない事態になっていたことから
もわかるように、新しい原発では古いのとは違うところが壊れる、というだけの話です。

夏に電力不足、という話は、東京電力、中部電力に関する限り、その発電能力についての公式の発
表を信じるなら (水力や特に揚水発電所は名目能力の通り丸々発電できるわけではないことを考慮し
ても)なさそうに見えます。中部電力は元々浜岡が極めて信用できない代物で、特に 5号機完成のあ
と大幅に稼働率がさがっています。なので、原発抜きでは困るようでは話になりません。

東京電力については、今年の夏に柏崎を全部止めた状態ではさすがに若干不足する可能性はあると
思います。まあ、その、来年に向けては発電能力を増強する、という方向もないわけではないと思い
ますが、照明を LED に変えるとか、古いエアコンを使っているところで新型の熱効率の高いものに
変えるとか、建物の断熱性を上げる努力をするとかで消費電力の削減を図るほうがよいのではない
かと個人的には思います。

揚水発電所があるので、ピーク時以外の電力消費を減らすことにも十分意味があります。

チェルノブイリの強制退避区域は、ベラルーシでは 5年かかって徐々にレベルを下げたわけで、これ
はどちらかというと、いくつかの調査で無視できない影響が見えてきたのでやった、という面がある
ように思います。これらの調査は IAEA/ICRPの報告では取り上げられていないので、 IAEA/ICRP
の報告だけをみていればチェルノブイリでの強制退避は必要なかったということに当然なるのです
が、そんなものを信じるのか？と個人的には思います。

103.11 もう一度、国は信用できるのか？ということについて。

現在国、電力会社がやっていることは、極めて深刻な大事故が起こったにもかかわらず、その影響を
可能な限り小さく見積もって、可能なら原発の運用、新規建設を進めよう、ということであるように
見えます。実際、3/12 の時点で事態は深刻だったわけですが、東電も国もそのことをその時点で認
識していた、ということが最近になって明らかになってきています。

つまり、国・東電は、今までなりふりかまわずに事態を隠していたわけで、ということはおそらく
は今でも色々なことが隠されているわけです。そのようなことが起こるのは国・東電の立場に立つな
ら合理的なことですから、行動パターンが今後変わることは期待できません。そういう姿勢で原発
の運転、建設を続けられるとあまり遠くない将来に次の大事故が起こってしまいます。まあ、その、
国民が皆それでもいいと思うならしょうがないのですが、みんなそう思ってる、というわけでもない
と思いたいところです。

海外の事例から明らかなことは、今後、

� どれだけ被曝したかをなるべく正確に評価しないようにする

� 被曝の影響を可能な限り小さく評価する
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� 退避区域を可能な限り狭く見積もり、補償金額を抑える

� 農地、海洋の汚染を可能な限り小さく見積もり、耕作禁止区域の発生を避け、補償金額を抑える

というようなことが進むことです。これはもちろん、既に起こっていることでもあります。つまり、
信用とかそういう話ではなく、行動の理解と予測は十分に可能だ、ということです。その理解をベー
スにして自分はどうするか、ということが問題なわけです。

103.12 参考になるサイト (再々々 々掲)

103.12.1 リアルタイムモニタデータ

� 茨城県モニタリングデータ7 http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

� 東海第二でのモニタリングデータ8 http://www.japc.co.jp/pis/tokai/trend2.htm

� 日野市モニタリングデータ9 http://park30.wakwak.com/∼weather/geiger index.html

� KEKモニタリングデータ10 http://rcwww.kek.jp/norm/

単位、表示方法がバラバラですが、例えば茨城県で急に数字があがると、風が千葉とか東京にまでく
る可能性が高いので、注意したいところです。 Gy(グレイ)はγ線、β線に関する限り Svと同じ単
位です。

103.12.2 もうちょっと遅いデータ

� 横浜市モニタリングデータ11 http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/saigai/

� 新宿モニタリングデータ12。 http://www.fujitv.co.jp/saigai/radiation graph.html

� 東電のモニタリングデータ13。 http://www.tepco.co.jp/nu/monitoring/index-j.html

� 福島県14 http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm

� 文部科学省の福島県データ15 http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm

� 文部科学省の県別データ16 http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm

� 各地のデータをグラフにしたもの17 http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html

� 東大モニタリングデータ18 http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/

7http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html
8http://www.japc.co.jp/pis/tokai/trend2.htm
9http://park30.wakwak.com/∼weather/geiger index.html

10http://rcwww.kek.jp/norm/
11http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/saigai
12http://www.fujitv.co.jp/saigai/radiation graph.html
13http://www.tepco.co.jp/nu/monitoring/index-j.html
14http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm
15http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm
16http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm
17http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html
18http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/
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� 茨城県19 http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/index.html

同じ時刻でも新宿と東大駒場では振る舞いが違ったりしていて、原発から 200 キロ離れていてもほ
んの数キロの距離でだいぶ違うことがわかります。

103.12.3 その他

� 牧野の日記とメモ。最新の情報はこちらに20 http://jun-makino.sakura.ne.jp/Journal/journal.html

� 東電原子力トップ21 http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html

� Weather report 33時間風予報22 http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/kanto.html

33時間風予報は、33時間後 (1日 4回更新のようなで 26時間後くらいまでしかない時もありますが
う)までの風向き、風速の予報データが見られます。放射性物質がこの通りにくる、というわけでは
決してありませんが、原発の上を強い西風がふいていればしばらくは大丈夫だし、自分のいるほうに
ふいていれば要注意です。

また、雨の予報もあります。こっちも細かいところはあまり信用できない気がしますが、大体の目
安になります。原発から風がふいている時の雨のふりはじめには気をつけたいものです。

この辺は、ちゃんと国が予報とか出すべきと思いますが、、、「ただちに健康に危険があるレベルで
はない」って、それ、ただちではないけど危険があるかもしれないの？というような疑問もでてくる
わけですから。

19http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/index.html
20http://jun-makino.sakura.ne.jp/Journal/journal.html
21http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html
22http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/kanto.html
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相変わらず原発の話です。

とはいえ、元々スパコン話を書くとこだったのでちょっとだけ。ステルスモードで構築中だった「京」
が Top500 で一位を奪取しました。これは大変めでたいことと思います。実行効率が 93% と大変高
いのが特色ですが、これは、演算速度に対するメモリバンド幅、メモリサイズ、ネットワークバンド
幅から見るとそれほど驚くような値というわけではありません。メモリバンド幅に大変問題があった
FX でも 91% 程度はでていたので。

で、例によって Little Green 500 がまだでない Green 500 ですが、長崎大学の濱田君のグループが
1.3Gflops/W を超える値を叩きだして 3位になりました。Sandy Bridge + AMD Cypress の構成で、
Intel+Fermi では不可能であった 1Gflops/W を大きく超える値を実現しています。1位はメモリを増
強して効率をあげた BG/Qプロトタイプ、2位は増強前の BG/Q です。BG/Q は結局 2.1Gflops/W
と、当初の目標よりだいぶさがっているように見えます。

GRAPE-DR は前回の 1.4Gflops から上がってない上にGreen 500 から落ちてるので特に見るべき
ものはありません。私が東工大に移動してまだ新マシンルームができてない上に地震+原発事故で電
力問題が発生していてなかなか大変です。関東のスパコンへの地震+原発事故の影響は大きく、大学
や国研の計算機は 25% 程度縮小した構成での運用になっているところが多いです。

というわけでここまでが本題でここからは余談のような。

104.1 原発はどうなっているの？

その 6 103 から 1ヶ月、事故から 4ヶ月たって、事態の収束にむけて何か進展があって欲しいところ
です。進展はなかったわけではなく、循環冷却システムが一応動くようになったようです。循環、と
いっても、建屋の中にたまっている水を吸いだして、放射性物質、その他不純物、塩分を取り除くシ
ステム、ということだそうです。

セシウムについては吸着させる、ということなので、吸着したものは高レベル汚染物質となるよう
です。新聞報道ではこれは半年で 2000立方メートル発生するとのことで、1日 10-20立方メートル
発生している計算です。1日に処理する水が 1000トン程度なので、 1-2% 程度の何かが発生するわ
けです。

まあ、少なくとも注入した水が溢れて高濃度の汚染水がどんどん海にでていく、という状態ではな
いので、水の注入量を少し増やして蒸発量を減らすことはできていると期待されます。とはいえ、 1,

397
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2 号機の注水量は 4立方メートル/時程度で、蒸発を止めるにはまだかなり不足に見えます。循環冷
却システムがまだヨーヨーモードなうえ、そもそも能力不足なのでこれはまあやむをえないところ
です。

104.2 放射性物質は？

上で見たようにまだ注入した水の結構な部分が蒸発していると思われるので、放射性物質もでてい
るか、と思うわけですが正直なところ良くわかりません。

高崎の CTBT のデータでは大気中のセシウム定常的に Cs-137, 134 とも 500μ Bq/立方メートル
で、この 2ヶ 月で半分か 1/4 程度にしかなっていません。これの起源は何か、というのがわからな
いのが問題です。ありそうな解釈は

1. 成層圏に上がったものが段々落ちてきている

2. 地上にあるものの再飛散

3. 福島からきている

というところでしょう。順番に検討してみます。

まず、環境放射線データベース1だと 1986年 7月の日本での大気中のセシウムの量は 5μ Bq/m 3̂
程度であったようです。これはチェルノブイリの事故の 2ヶ月ちょっとあとです。チェルノブイリの
ほうが今回よりも成層圏まで上がった量ははるかに多いというのが通常信じられていることですか
ら、成層圏から落ちてきているものだとすれば 1986年 7月より現在のほうが 100倍多い、というこ
とはありません。なので、現在関東で大気中にあるものは成層圏由来ではありません。

地上にあるものの再飛散ですが、高崎での地上の汚染度が大雑把に 1万ベクレル/平方メートルと
すると、高さ 1メートルとすれば大気にある量はその 1千万分の 1、10メートルとしても 100万分
の 1と非常にわずかな量です。なので、再飛散ではない、と断定するのは困難です。

以下に 世田谷2と高崎での測定を並べてみます。

東京都産業労働局 高崎
CS134 Bq/m^3 CS134 μ Bq/m^3

5/2 0.0003 3046

5/3 0.0021 2029

5/4 0.0067 15994

5/5 0.0026 14226

5/6 ND 3892

5/7 0.0013 8497

(途中省略)

6/6 0.0002 792

6/7 0.0001 875

6/8 ND 581

6/9 ND 630

6/10 ND 576

6/11 ND 830

6/12 0.0005 7179

6/13 0.0003 1604

6/14 0.0002 1589

1http://search.kankyo-hoshano.go.jp
2http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/whats-new/measurement.html



104.3. 食べ物は？ 399

6/15 0.0002 1105

6/16 ND 688

6/17 ND 457

6/18 ND 520

6/19 ND 471

6/20 ND 564

6/21 ND 553

6/22 0.0002 604

6/23 ND 642

6/24 0.0002 834

6/25 0.0012 674

6/26 0.0010 1199

6/27 0.0002 589

6/28 0.0005 580

6/29 0.0011 691

6/30 0.0007 1132

7/1 0.0002 591

7/2 0.0002 474

どちらも、サンプル終了日で並べています。世田谷は 15時まで、高崎は 7時までなのでずれはあり
ます。ただ、並べると、明らかに一方で高い日には他方でも高い傾向があることがわかります。ま
た、5月から 7月までで若干下がってきている傾向もあるように見えます。

再飛散とすると、高崎と世田谷で同じように変化する理由もあまりないでしょう。もちろん、風の
強い日だと多い、といったこともありえるのですが、気象庁データ3だと特に風と関係があるように
も見えません。また、地面にある量はさして変わっていないのに次第に大気中の量が減る、というの
も少し理解が難しいです。といったことから、自然な解釈は、少なくとも多くなっている日について
は福島からきている、ということではないかと思います。

普段ある分については再飛散という可能性もあります。この場合、問題になるのは測定している場
所の高さです。これらのサンプラは通常建物の屋上にに設置してあると思われますが、そうすると地
上 1mくらいでの再飛散の影響はこれよりずっと大きい可能性があります。

大気中にあれば落ちてくるものもあるはずですが、これについては精度が高いデータはないのでど
うなってるかは不明です。

とはいえ、では外出するのにマスクをするとか換気を控えるとかが必要か、ということが一つの問
題です。人間の呼吸量は大雑把に 1立方体メートル/時程度なので、現在の高崎・世田谷の数字は 1
年間に 10ベクレル程度、仮に地上近くでは 100倍あったとしても 1000ベクレル程度です。食物か
らの摂取量はこれよりはるかに多くなってしまいそうであり、関東では大気中のダスト等の吸引につ
いてはそれほど神経質になる必要はないと思います。もちろん、地面には相変わらず 1-10万ベクレ
ル/ 平方メートルといった程度の放射性物質があるわけで、これには注意が必要です。

104.3 食べ物は？

104.3.1 牛肉とワラ

先週くらいから牛肉で 2000Bq/kg を超えるものがでた、というのが報道されており、これは福島県
中通り (報道では白河市)で 3/11 の時点では野ざらしであったワラを飼料にしたことによるようで
す。ワラは 1平方メートルあたり 0.6kg 程度できるので、もしもこれが地面を覆っていたところに

3http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
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0.5μ Sv/h にあたる 25万ベクレル/平方メートルが降って、それが全部ワラについたら 40 万Bq/kg
になるわけですから、恐ろしく高濃度の汚染飼料ができて不思議はないわけです。

何故そんなものが飼料になってしまったかが問題ですが、出荷は 3月中に行われていたようですか
ら、汚染が 10万ベクレル/平方メートルを超えるような深刻なものであると国や県が認める前の話
ではあります。この時点ではまだレベル 5であるとか寝言をいっていたわけですから、白河市が汚染
されてるはずはなかったわけですね。

これは、東京電力・国の対応、というより単に発表の遅れが、汚染を大きく広げてしまった、とい
うことだと思います。空間線量率自体は 3/15 から福島県の測定があり、白河市では 4uSv/h といっ
た値です。これは I-131 等によるものでセシウムではありませんが、300万ベクレル/平方メートル
程度に相当するものであってワラでは 500万ベクレル/kgにおよんでいた可能性があり、飼料にして
いいのはこの 1/1000 程度の汚染レベルのものです。

104.3.2 麦と米

地面に広げてあったワラが悲惨なことになるのはまあそういうものとして、麦や米はどうでしょう
か？米については、「計画的避難区域及び緊急時避難準備区域」では作付けするな、という指示が農
水省からでています。それで十分かどうか、というのがここで検討してみたいことです。

福島県発表では、福島県郡山市での六条大麦のセシウムは 10Bq/kg となっていて、かなり低いも
のです (伊達市では小麦で 40程度ですが)。一方、ひたちなか市では 400Bq/kg といった値がでてお
り、土壌の汚染度に単純は比例していないようにみえます。

わが国の米、小麦および土壌における 90Srと 137Cs濃度の長期モニタリングと変動解析4という論
文では、核実験やチェルノブイリからの降下物の米、麦への影響をみています。この図 9を見ると、
麦については出穂日と降下日が近いとセシウム濃度が増える、という関係があることがわかります。
但し、出穂日が 2ヶ月違う札幌とつくばで 3倍程度の違いです。

郡山市、伊達市とも、典型的な空間線量値は 1uSv/h 程度であり、Cs-137 の量としては 15万ベク
レル/平方メートル (空間線量への 137 の寄与が 1/3 として) 程度です。これで麦で 10-40Bq/kg 程
度しかでない、というのが本当なら素晴らしく結構なことです。

一方、ひたちなか市の現在の空間線量は 0.1-0.2uSv/h 程度であり、汚染レベルは 2万ベクレル/平
方メートル程度です。チェルノブイリでの降下物は 200ベクレル/平方メートル程度だったので、100
倍多く、ここで 400Bq/kg はチェルノブイリの影響は出穂が遅い東北では 2-4Bq/kg であったこと
とほぼ対応しています。

そうすると、関東で平均的に 100Bq/kgくらいはでていて不思議はなく、これはまあ暫定規制値よ
り低いので普通に出荷されてなんにでも使われる、ということになります。

米についてはまだ数字がでてないのでなんとも言えないわけですが、KEK にあった資料5 と 環境
放射線データベース6 を並べてみると、

東京都中野区 白米中セシウム 9月までの年間降下物
8月の降下物 Bq/kg

Bq/m^2

1957 19

1958 31 - 355

1959 24 2.8 894

1960 8 1.2 296

1961 3 1.3 90

4http://rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp/contents/JASI/pdf/JASI/72-4549.pdf
5http://rcwww.kek.jp/kurasi/page-46.pdf
6http://search.kankyo-hoshano.go.jp
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1962 8 2.0 842

1963 262 4.0 1905

1964 19 2.4 742

1965 35 0.9 415

1966 7 0.8 212

出穂時期である 8月に沢山降ると多く出る、といった単純な関係ではなく、また過去 1年分だけでも
説明がつかない、という代物です。このため、チェルノブイリの影響は麦と違ってはっきり見えなく
なっています (0.1Bq/kg 以下で、ランダムな変動に隠れている)。

50-60年代のデータからは、過去 2-3年の合計との関係はそんなに悪くなくて、その時には比例係数
が 1000Bq/m 2̂ で 1Bq/kg といったところではないかと思います。そうすると、15万ベクレル/平
方メートルのところでは 150Bq/kg くらいかも、となります。暫定規制値の 500Bq/kg には 3uSv/h
程度必要、となって、暫定規制にひっかかるところは (中通りでもあちこち発生するとはいえ)それ
ほど多くないのですが、例えば 50Bq/kg 以下じゃないと嫌、と思うと関東でも産地によっては、と
いうことになります。これは自分で測定するとか産地で選ぶとかしか方法はないですね。

100Bq/kg はサーベイメーターでも原理的には測定が不可能なレベルではないので、食品について
は今後は自力でなんとか、ということを考えることも必要かもしれません。

104.4 電力消費量について

電事連のページ7を見ながら、思い付くままに。http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2010energyhtml/2-
1-2.html

� 2009 年の総発電量は約 1兆 kWh = 3.6E18J? これは OK

� 家庭のエネルギー消費 (電力以外も含む)は 2E18J

104.5 参考になるサイト (再々々 々々 掲)

104.5.1 リアルタイムモニタデータ

� 茨城県モニタリングデータ8 http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

� 東海第二でのモニタリングデータ9 http://www.japc.co.jp/pis/tokai/trend2.htm

� 日野市モニタリングデータ10 http://park30.wakwak.com/∼weather/geiger index.html

� KEKモニタリングデータ11 http://rcwww.kek.jp/norm/

単位、表示方法がバラバラですが、例えば茨城県で急に数字があがると、風が千葉とか東京にまでく
る可能性が高いので、注意したいところです。 Gy(グレイ)はγ線、β線に関する限り Svと同じ単
位です。

7http://www.fepc.or.jp/present/jigyou/japan/index.html
8http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html
9http://www.japc.co.jp/pis/tokai/trend2.htm

10http://park30.wakwak.com/∼weather/geiger index.html
11http://rcwww.kek.jp/norm/
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104.5.2 もうちょっと遅いデータ

� 横浜市モニタリングデータ12 http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/saigai/

� 新宿モニタリングデータ13。 http://www.fujitv.co.jp/saigai/radiation graph.html

� 東電のモニタリングデータ14。 http://www.tepco.co.jp/nu/monitoring/index-j.html

� 福島県15 http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm

� 文部科学省の福島県データ16 http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm

� 文部科学省の県別データ17 http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm

� 各地のデータをグラフにしたもの18 http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html

� 東大モニタリングデータ19 http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/

� 茨城県20 http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/index.html

同じ時刻でも新宿と東大駒場では振る舞いが違ったりしていて、原発から 200 キロ離れていてもほ
んの数キロの距離でだいぶ違うことがわかります。

104.5.3 その他

� 牧野の日記とメモ。最新の情報はこちらに21 http://jun-makino.sakura.ne.jp/Journal/journal.html

� 東電原子力トップ22 http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html

� Weather report 33時間風予報23 http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/kanto.html

33時間風予報は、33時間後 (1日 4回更新のようなで 26時間後くらいまでしかない時もありますが
う)までの風向き、風速の予報データが見られます。放射性物質がこの通りにくる、というわけでは
決してありませんが、原発の上を強い西風がふいていればしばらくは大丈夫だし、自分のいるほうに
ふいていれば要注意です。

また、雨の予報もあります。こっちも細かいところはあまり信用できない気がしますが、大体の目
安になります。原発から風がふいている時の雨のふりはじめには気をつけたいものです。

この辺は、ちゃんと国が予報とか出すべきと思いますが、、、「ただちに健康に危険があるレベルで
はない」って、それ、ただちではないけど危険があるかもしれないの？というような疑問もでてくる
わけですから。

12http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/saigai
13http://www.fujitv.co.jp/saigai/radiation graph.html
14http://www.tepco.co.jp/nu/monitoring/index-j.html
15http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm
16http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm
17http://www.mext.go.jp/a menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm
18http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html
19http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/
20http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/index.html
21http://jun-makino.sakura.ne.jp/Journal/journal.html
22http://www.tepco.co.jp/nu/index-j.html
23http://www.weather-report.jp/com/professional/msm/fusoku/kanto.html
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Blue Waters, 日本のポストペタプロ
ジェクト(2011/8/13 書きかけ)

というわけで、スパコンでない話は 向こう1に書くことにしたのでこっちはスパコンの話です。

105.1 Blue Waters

7月、8月は色々ありましたが、まずは NCSA の Blue Waters のキャンセルが話題でしょう。これ
は CPU は Power7 ベースでとっくにできていて、日本国内でも例えば京大基研に納入されていま
す。これはシステムは日立ですが、 BW も基板 (「畳」といわれているやつ)は SC09 で既に展示さ
れていて、当時の話では今頃にはもうできているはずでした。

公式の発表2では

The innovative technology that IBM ultimately developed was more

complex and required significantly increased financial and

technical support by IBM beyond its original expectations. NCSA

and IBM worked closely on various proposals to retain IBM’s

participation in the project but could not come to a mutually

agreed-on plan concerning the path forward.

ということで、「マシンのための技術はできたけど IBM による財政的、技術的なサポートが当初の
予想以上に必要になった」と書いてあります。これは一見、コストが高くなりすぎた、と書いてある
ようにみえますが、どうせここまでの開発に莫大な費用を使ったに決まってるわけですから今になっ
て撤退というのが単純に財政的な理由であるわけはありません。つまり、おそらく、動かせなかった
のであろう、ということです。実際、単に financial というだけでなく techinical なサポートがこれ
からもまだ想定以上に必要、というのは、そう解釈するほうが自然です。ある意味、随分正直に書い
てあることに驚きます。

なお、2年前の某社についてどうということはここではいってませんのでそこは誤解のないように。
開発フェーズもだいぶ違うわけですから。

まあ、その、IBM の過去の歴史を辿ると大失敗なプロジェクトはいくらでもあるので、そういう
ことが起こる、というのはそれほど驚くような話ではありません。大きいのの名前だけをあげれば

1../811/face.html
2http://www.ncsa.illinois.edu/BlueWaters/system.html
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Stretch(7030), ACS, BlueGene (BG/L じゃないオリジナルのほう)といったところで、この中で出
荷できたのは 7030 だけです。

入るはずのマシンが入らなくなった NCSA は大変だとは思いますが、IBM のプロジェクトとして
はまあそういうもので、BG/Q は大体はできたみたいだしなんとかなるのかな？という感じです。

もっとも、6月の Top500 でも BG/Q はあまり大きなシステムになってないのが微妙に気になると
ころで、512チップということはおそらくまだラック半分のシステムであり、ラック間接続は安定動
作できてない、というふうにみえなくもありません。

まあ、その、BlueGene の歴史を見ると、L の前の当初計画ではなんだか難しいことをしようとし
て失敗し、 QCDOC をちょっと強化したくらいのBG/Lというシステムを急遽でっち上げたのが L、
それをあまりいじらないで並列度をあげたのが P だったわけで、Q は L, P とは全く違うものになっ
ています。なので、素直にできてくるわけではない、ということは想像できなくもないところです。

105.2 日本のポストペタプロジェクト

さて、「京」でめでたく LINPACK 世界一を実現した日本としては、次を、という話になる、という
か、既に何度か書いてきたように「京」ができてから次を、では 5年は遅いわけですが、まあ、そ
の、何か検討がはじまっています。最初のレポートは今後のハイパフォーマンス・コンピューティン
グ技術の研究開発について3です。日本の HPCのこれからの 10年がどうなるかを決める極めて重要
なレポートなので、少し詳しくみていきましょう。

報告書によると、「今後のハイパフォーマンス・コンピューティング技術の研究開発の検討ワーキン
ググループ」というものが 4/13に設置されていて、委員は以下の通りです。

浅田 邦博 東京大学大規模集積システム設計教育研究センター教授
宇川 彰 筑波大学副学長・理事
小柳 義夫 神戸大学大学院システム情報学研究科特命教授
笠原 博徳 早稲田大学理工学術院教授
下條 真司 大阪大学サイバーメディアセンター教授
関口 智嗣 産業技術総合研究所情報技術研究部門長
関口 和一 株式会社日本経済新聞社産業部編集委員兼論説委員
鷹野 景子 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授
所 眞理雄 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所代表取締役社長
主査 土居 範久 慶應義塾大学名誉教授
土井美和子 株式会社東芝研究開発センター首席技監
中島 浩 京都大学学術情報メディアセンター長
根元 義章 東北大学理事
平尾 公彦 理化学研究所計算科学研究機構長
平木 敬 東京大学大学院情報理工学系研究科情報科学科教授
松岡 聡 東京工業大学学術国際情報センター教授
村上 和彰 九州大学大学院システム情報科学研究院教授
矢川 元基 東洋大学計算力学研究センター長
米澤 明憲 理化学研究所計算科学研究機構副機構長

報告書に書いてあるように、私は 5/11に呼ばれて話をしてます。そこで配布した資料には、「委員会
で各分野からの要求をまとめてアーキテクチャを決めるようなことをすると失敗する」と書きまし
た。まあ、資料にいれただけで話はおおむね天文からの要求、みたいな話をしたのですが。

3http://www.mext.go.jp/b menu/houdou/23/07/1308508.htm



105.2. 日本のポストペタプロジェクト 405

その時に議論を聞いた印象では、一部委員からは極めて真っ当な意見がでていたのですが議論の取
りまとめ側にそれを聞く気があるかどうかは？、という感じだったのですが、かなり実質的な議論が
あったようで、「議論のまとめ (1) 今後の取り組みの方向性」が以下のようになっています。

・ この先５年から１０年程度を見据えた上で、ＨＰＣ技術に対するニーズ
と本当に やらなくてはいけない問題の設定を明確にすることが必要。

・ 研究開発を進めるにあたっては、ＨＰＣ技術を如何に活用するのかとい
う検討を出発点とすべき。

・ 解くべき問題に適したアーキテクチャで計算機を開発する必要がある。
このため、今後のＨＰＣシステムとしては、目的別に特徴のある複数のシス元の黙阿弥
テムを検討していくことが望ましい。

・ エクサフロップスを当面の目標にしつつも、途中の数１０ペタフロップ
スから１００超ペタフロップスをまず開発し、ハード面、ソフト面の課題を
検証すべき。

・ ハードウェア単独の技術開発ではなく、システムソフトウェア、アプリ
ケーションソフトウェア、ネットワーキングの開発と一体となって開発を進
めるべき（コデザイン）。
・ ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーションの全ての面において、
どの部分をスパコン専用に開発しなければならないのか、また、どの部分を
日本の技術として開発しなければならないのかについて、産業界の状況も勘
案しながら定めていくことが必要。

・ 上記により定められる技術の１つとして、プロセッサの開発に必要な中
核技術は産業面での波及効果も大きく、我が国として取り組んでいくべき。
高速・小型・低消費電力を実現する我が国発のマイクロアーキテクチャ技術、
アクセラレータ 技術、システムオンチップ技術などの採択が望まれる。

・ また、インターコネクト技術、ネットワーク技術の革新も望まれる。

・ さらに、各利用分野の目標達成のためには、コンピュータアーキテクチャ
やシステムソフトウェアのみならず、モデル化の再検討や新しいアルゴリズ
ムの開発も必要。

・ 開発したＨＰＣ技術を産業界に展開し、スーパーコンピュータに限らず
その技術を波及していくことが必要。これにより、ＨＰＣベンダーを含む我
が国産業界の競争力の強化、ひいては我が国の国際競争力の強化につながる
ようなシステムを確立することが必要。

・ 津波予測など緊急的に極めて重要な処理が必要な場合に、専有して計算
するというコンピュータが必要。また、即時的な地震・津波予測のためには、
オンラインでセンサーからのデータをリアルタイムに集めながらシミュレー
ションしていく必要がある。センサーデータのオンライン処理やリアルタイ
ム性を念頭に置けば、ＣＰＳ（サイバーフィジカルシステム）の中核として
のスーパーコンピュータの活用という観点が重要。

・ データの爆発を考えると、データの取り扱いが重要な開発要素となる。
階層的なデータをうまく取り扱うプラットフォームが必要。
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・ １０万並列単位のマシンでのアプリケーションの開発にまじめに取り組
むことがエクサフロップスに行く近道と考えられる。また、超並列化をスムー
ズに行い得るシステムソフトウェアの開発が重要。

・ ＨＰＣシステムの利用面を考え、関係府省と連携した体制を構築してい
くことが求められる。

・ 今後を担う若手研究者、技術者の積極的な参画を得た研究開発体制を構
築することが、人材育成の観点からも重要。

これは読んでいただくとわかるように、実際に開発していく方向を定めた、というよりは、委員会で
でた議論を列挙した、というもので具体的な開発方針ではありません。開発方針については、

（３）具体的な取組み
今後のＨＰＣ開発のあり方を具体化していくため、以下の３つの作業部会
を設置する。まずはアプリケーション作業部会における検討を進め、取り
組むべき課題に必要なＨＰＣシステムとこれに要求される事項を検討する。
この結果を受け、コンピュータアーキテクチャ作業部会、システムソフト
ウェア作業部会が緊密に連携をしながら必要な検討を進めることとする。
また、必要に応じ、アプリケーション作業部会とも合同で検討を進めるこ
ととする。

・アプリケーション作業部会
主要分野の研究者及びアプリケーションソフトウェア開発者を中心に構成。
今後必要とされる課題解決に取り組むにあたり、ＨＰＣシステムに要求さ
れる事項を検討・整理。部会の構成及び検討の進め方については、戦略分
野を中心としつつもこれに限定せず、また、異なる分野間の密接な連携が
図られるようにすべきである。

・コンピュータアーキテクチャ作業部会
スーパーコンピュータ開発者、プロセッサ開発者、コンパイラ開発者を中
心に構成。アプリケーション作業部会から提示された事項を達成するため
に必要なＣＰＵとコンピュータアーキテクチャ、データストレージ、イン
ターコネクト、ネットワークを検討。必要に応じアプリケーション作業部
会にコンピュータサイエンスの観点からの再検討を促したり、合同で検討
を進める。

・コンパイラ・システムソフトウェア作業部会
アプリケーション作業部会及びコンピュータアーキテクチャ作業部会と連
携し、コンパイラ開発、ライブラリ開発、新規並列言語開発等も含め、必
要なシステムソフトウェア開発の検討を行う。

で、私は「アプリケーション作業部会」のメンバーになっています。まあ、その、この部会構成と
ミッションの決めかた自体がこれでは駄目である、というのはここに書いただけではなく色々なとこ
ろで主張してきたところです。つまり、サイエンスの課題が先にあって、計算機への要求は可能な技
術に対する検討なしに勝手に出せ、というのが上の委員会構成の建前になっているけれど、それでは
駄目で最初からサイエンスゴール、可能な計算法、可能な計算機アーキテクチャを全部同時に変化さ
せて何が最適解かを考えるようなことを少しはやらないと先に進むことはできないわけで、そうい
うふうにやるためには 3つの部会にわけてバラバラに議論するのでは駄目で h初めから一緒にやら
ないといけません。

というようなことを 7月末にあったアーキテクチャ作業部会の最初の会合と 8月初めのアプリケー
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ション作業部会の最初の会合で繰り返してきたところです。幸いなことに、同じような意見を持つ方
もいて、多少はよい方向に向かうかもしれません。但し、日程が

（４）今後のスケジュール

７月 ３つの作業部会発足
７-９月 アプリケーション作業部会においてＨＰＣシステムに求められる
事項を検討・整理
９ー１０月 アプリケーション作業部会の検討を受け、コンピュータアーキ
テクチャ作業部会及びシステムソフトウェア作業部会の検討を進める
１２月 ３つのワーキンググループの共同作業を通じ、複数の追求すべきＨ
ＰＣシステムとこれを開発していく体制案をとりまとめ

と恐ろしくタイトで、なんだかわからないうちに元の黙阿弥にならないように気をつけていかない
といけない、と思っています。





Chapter 106

周期境界でのポアソン方程式とFMM
(2011/8/26)

以下はN君との議論に触発されて思い付いただけの話でちゃんとした定量的な検討はできてないです。

ポアソン方程式の周期境界条件での解を求める普通の方法はもちろん FFT であり、粒子系につい
てはエバルド法、 P 3M、PME といったものが使われる。

これらの方法は (単純なエバルドを除いて)計算量が基本的に O(N logN) の程度で少ない、という
のが特色だが、FFT であるために大域的で量が多い通信が発生する、というのが問題点である。

さて、周期境界を扱う方法はもちろん FFTだけではない。数学的には、実際に無限和をとる、と
いう方法もありえる。形式的には、単純に一つの粒子のミラーイメージを無限に沢山考えると、和を
とる順番で答が変わりえるのでややこしいが、箱の平均密度が 0になるように負の質量を分布させ
ておけばこの問題は避けられる。

負の質量を分布させる上での問題点は、相互作用を直接計算している近傍の処理である。原理的に
は、反質量粒子を格子上に本当において、それらからの力は大きいめのソフトニングをいれて評価
し、さらに一様な分布から残る残差は適当な近似多項式等で補正すればよい。1粒子当りの計算量は
若干増えるが、近傍の粒子を直接計算する計算量は必ずあるのでそれに比べるとたいしたことはな
い。あるいは、ちゃんと立方体のポテンシャルの球面関数展開を使うのでもよい。

この方法のメリットは通信量にある。例えば 4096プロセッサ (16̂ 3グリッド)で領域分割し、2048̂ 3
程度の粒子数を使う場合を考えてみる。FFT を 1024̂ 3 でやると、バイセクションで全部のデータ
が移動するので 10GB 程度の移動、3D メッシュネットワークだとするとチャネル当たり 40MB 程
度のデータ移動が必要になる。

一方、多重極展開では通信量は基本的にツリーの場合と同じで、下のほうの、距離が近い通信が大
きい。単純な実装では、 all-to-all 放送で少なくとも全体の展開 1つは渡す必要があり、これを 4重
極くらいですますとすると 9語、全部で 300kB 程度をなにかする必要があるが、FFTの場合とは
桁違いである。もちろん、FFT でも 256̂ 3 まで減らすと通信は減るはずだが、そこまで減らすとツ
リーの部分の精度をかなり上げる必要がでてくる。

なお、 TreePM でも同様に負の質量を分布させることで現在の方法での誤差の主要項をなくすこと
もできる。そうすると、例えば宇宙論的計算では初期の一様密度に近い時の計算量、通信量をかなり
減らすことができるであろう。

Anton では 512 プロセッサで数万原子、FFT は 32̂ 3 で 32k語, チャネル毎に 500語 が流れる。
512プロセッサの展開を all-to-allでやると同程度の通信が発生して面白くないが、放送するのはさ
らに 1レベル上の展開にすれば 1/8 にできるのでそれなりにメリットはあると考えられる。
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Chapter 107

陽解法の差分法流体計算のメモリバン
ド幅要求(2011/8/26)

2ちゃんねるで解説を要求されたから書くわけではありません。

3次元の議論をするのが本当ですが、面倒なのでまず 1次元で考えます。偏微分方法の差分化は (境
界条件とか細かいことをはぶくと)

unew[i] = f(uold[i-1], uold[i], uold[i+1]);

というような感じに書くことができます。ここで u は格子点 i での物理量で、なので流体方程式な
らスカラーではなく速度、圧力、密度くらいの 3変数です。なお、上のは 3点差分の場合で、空間微
分の次数を上げるなら u[i-2], u[i+2] といったものもはいってきますが、原理は同じです。これをシ
リアルに処理する時には以下のような感じでするのが普通です。

uim1 = u[0];

for(i=1; i<n-1;i++){

uold = u[i];

u[i] = f(uim1, uold, u[i+1]);

uim1 = uold;

}

要するに、自分の更新のためには両側の古い値が必要ですが、左側を更新してしまっているので更新
前の値を一時的に残しておく必要があるわけです。但し、これはあくまでも一時的なので、全部の変
数を 2重にもつとかいった必要はなく、必要なメモリ量は格子数× 3語で十分です (もちろん、一時
変数の分や、関数 f の計算に必要な分がありますが、これらは格子数に依存しません。

さて、ではメモリアクセスはどうか、という話です。理想的に良くできたキャッシュとかがあれば、
u は u[i+1] のアクセスの時にキャッシュにはいって、u[i]= の代入がメモリに反映される時に書き込
みが起こるだけです。 f の評価で巨大なテーブルを読むとかがなければ、ここでも主記憶へのアクセ
スは不要です。従って、原理的には主記憶へのアクセスは 1ステップ当り 3N語 (Nは格子数)読ん
で書くだけしか必要ありません。

この事情は 2次元でも 3次元でも同じで、陽解法である限り原理的には主記憶アクセスは 1ステッ
プ当り 1度読んで書くだけにできます。流体計算の格子点当りの演算数は結構多く、例えば 3次元
Roe 法では 1000演算程度です。そうすると 5語の読み書きで 1000演算ですから、いわゆる B/F
(Byte-per-Flops) 値でいうと 0.08 ということになります。流体計算では B/F=4 が必要とかいう話
がありますが全然そんなことはなくてその 1/50 でいいわけです。
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現実のキャッシュは理想的ではないとか色々問題はあるのですが、それは計算機の作り方が阿呆な
だけであって、阿呆な作り方のためにもっとも貴重なリソースである外部メモリバンド幅をドブに捨
てているにすぎない、ということです。

なお、メモリバンド幅をさらに減らすことはできないか、ということも考えることができます。こ
れにはどうすればよいかというと、例えばさらに半分にするには 1度メモリから読んで 1ステップ
でなく 2ステップ進めればよいことになります。1次元計算の場合には、例えば

u[i] = f(u1im, u1i, u1ip)

u1im = u1i

u1i = u1ip

u1ip = f(u[i+1],u[i+2],u[i+3])

(ちゃんと考えてないので間違っているかもしれません)というようなものを実行すればよいし、コー
ドが煩雑になりますが 3ステップ以上進めることも可能です。なお、1次元の場合はこのように、n
ステップ進めるためには nくらいの数の一時変数があればすみますが、 3 次元の場合には単純には
N2n くらい、これより少ないと若干メモリアクセスが増えることになります。



Chapter 108

次世代アーキテクチャとアプリケーショ
ン (2011/9/17)

ポスト「京」の話は 105 に少し書いたわけですが、どうも来年度の概算要求がすでにでているのか、
猛烈なペースで話が進んでいます。今後の HPC技術の研究開発の検討について （1）体制1 にある
ように、アーキテクチャ作業部会、コンパイラ・システムソフトウェア作業部会、アーキテクチャ作
業部会の 3つを急遽作って、10/15までに検討の取りまとめをそれぞれの部会で行ない、12月まで
に体制案を作る、となっています。実際に、アプリケーションについては 8/8 と 9/1、アーキテク
チャ、コンパイラ・システムソフトウェア (以下面倒なので単にアーキテクチャと略)作業部会につ
いては 7/26 と 8/26 と現在のところそれぞれ 2回ずつ会合が行われました。以下開催通知と会議資
料等。

� 今後の HPC 技術の研究開発を検討する作業部会の開催について2(アーキテクチャ)

� 今後の HPC技術の研究開発を検討する作業部会の開催について3(アプリケーション)

� APLWG1-S1.pdf4

� 今後のハイパフォーマンス・コンピューティング技術の研究開発の検討　アプリケーション作
業部会（第 2回）の開催について5

� APLWG2-S1.pdf6

アーキテクチャ部会のほうは資料は非公開らしいのと、2回目の会合については公開のアナウンスが
ないようです。

1http://www.mext.go.jp/b menu/houdou/23/07/ icsFiles/afieldfile/2011/07/15/1308513 01.pdf
2http://www.mext.go.jp/b menu/houdou/23/07/1308513.htm
3http://www.mext.go.jp/b menu/houdou/23/08/1309406.htm
4https://hpcic.riken.jp/xoops/modules/newbb/download.php?url=/hpci-con APLWG1-S1.pdf.1315894508000
5http://www.mext.go.jp/b menu/houdou/23/08/1310298.htm
6https://hpcic.riken.jp/xoops/modules/newbb/download.php?url=/hpci-con APLWG2-S1.pdf.1315894720000
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Chapter 109

「スパコン　二番でもいいかもしれな
い」について(2011/11/15)

「京」というかHPCI推進プログラムがまた仕分けで取り上げられたのは新聞等で報道された通りで、
11/14 にAICS視察があった模様です。これについて、自民党の河野太郎衆議院議員がブログで記事
を書いています。現在のところスパコン　二番でもいいかもしれない1とスパコン京への疑問2の 2本
です。

まず最初のほうから

日本のスパコンは、スカラー型とベクター型をあわせたものでなければなら
ないというのが当初の文科省の主張だったのに、ベクター型のＮＥＣと日立
が撤退し、あっという間に富士通のスカラー型のみのスパコンになった。

その際、スカラー、ベクターが必要だという当初の主張はどうなったのか。

誰がどういう理由でスカラー型、ベクター型の混合型を主張していたのか、
なぜ、それがスカラー型一本になったのか、なぜ、ＮＥＣと日立が撤退した
時に再度、議論が行われなかったのか。

スパコンの開発そのものに関する議論がきわめて曖昧だ。

これはその、全くもっともというか、いわゆる「撤退」の本当の理由はもうちょっと追求して欲しい
気もします。ただまあ、50 と 71 で書いたようにプロジェクトの進めかたの経緯から「スカラー型」
と「ベクトル型」の差が小さくなっていたのですから、そうなってしまってから 2つ残してあったの
がそもそもおかしかったわけです。

先週 NEC の将来計画というか、 2013-14 に出荷開始予定の次世代機の概要のアナウンスがありま
したが、 B/F=1 と現行の SX-9(16CPUの場合 1.7) に比べてもさらに低下します。スカラ部である
Venus は 0.5 ですから、NEC の次世代機がベクタ部に近いものであったとすると 2倍しか違わず、
初代地球シミュレータに比べると 1/4 になっているわけです。電力当り性能も 500Mflops/W 程度と
推測されるので、Venus の半分程度、つまり、電力当りのメモリバンド幅は同じで、ベクタ型のメ
リットがなくなっています。製造コスト当りでも同様でしょう。

そして、自民党時代の事業仕分けから繰り返し問われている「なぜ一番でな
1http://www.taro.org/2011/11/post-1117.php
2http://www.taro.org/2011/11/post-1118.php

415



416 CHAPTER 109. 「スパコン　二番でもいいかもしれない」について (2011/11/15)

ければならないのか」という質問に、まだ文科省は答えていない。

これについて、日本のスパコン開発の歴史を振り返ると、実は「一番」を公式の目標にしたのは「京」
が初めてのはずです。数値風洞、CP-PACS、地球シミュレータと Top500 の一位にはなっています
が、これらはそれが目標、というわけではありません。地球シミュレータ以外は 1研究所とか 1大学
の通常の予算の範囲でやった (まあ、プロジェクトの内部目標としてはもちろん世界一が頭にあった
と思いますが)もので、世界一になるために予算をとったわけではありません。

これが、地球シミュレータでは、明示的ではありませんが実質は世界一のために予算を確保、とい
う性格になっています。このために NAL では引き受けきれなくなって、原研・JAMSTEC・JAXA
の 3機関連合になったわけです。

ここで問われているのは、日本の科学の進歩にとって、世界で一番速いスパ
コンが一台必要なのか、それとも二番目のスピードでもいいから複数台必要
なのか、あるいは一番速いスパコンで、あるシミュレーションを行った場合
と二番目に速いスパコンそして、自民党時代の事業仕分けから繰り返し問わ
れている「なぜ一番でなければならないのか」という質問に、まだ文科省は
答えていない。

この問いに対する答は本来簡単で、使う側からみた問題は価格性能比だ、ということです。一番速い
計算機が一番安い (性能あたりで)ものであれば、それを開発するべきというのは特に疑問の余地は
ないでしょう。

これは 5年くらい前にこの文章のずーっと前のほうで色々議論したことですが、昔の計算機、具体
的には Cray-1 や、80年代の日本がアメリカと貿易摩擦を起こしたころまでは、計算機は大きいほ
うが価格性能比が良かったわけです。なので、大型の計算機を国家プロジェクトとしてでも開発す
る、ということには極めて重要な意義がありました。あらゆる科学技術計算の役に立つものなので、
その価格性能比向上は計算機が必要なあらゆる分野に貢献するからです。

しかし、90年代になって並列計算機になると大きいほうが価格性能比がよいというわけではなくな
ります。並列化のために何かが余計に必要になり、効率も落ちるし汎用でもなくなります。

この時点で、国家プロジェクトとして大型計算機を開発することの意義はそれ以前とは全く変わっ
たのに、その見直しは行われていません。

とはいえ、名目ピークの計算速度はほぼ価格に比例するので、買う予算がある限り大きな計算機を
買う、というのはそれほど無駄ではありません。アプリケーションで効率がでなければ、分割して複
数ジョブで使えるわけですから。つまり、

世界で一番速いスパコンが一台必要なのか、それとも二番目のスピードでも
いいから複数台必要なのか

というのは、合計性能が同じならかかるお金はそんなに変わらない、という意味ではあまり本質的な
問いではありません。では、少し問いを変えて、「10PFでないといけなかったのか？5PFでは駄目
なのか」にしてみましょう。

この場合、「駄目」とはいいきれないのですが、問題は性能が半分になっても費用は半分にならな
いことです。開発コストが大きくなっているからです。特に「京」については、これがなければしな
かったであろう 45nm プロセスへの投資を富士通にやらせることになったために実効的なコストが
ふくらんでおり、製造量を半分にしてもコストはあまり変わらない可能性すらあります。

プロセッサ開発は独自にやるとしても、単純に科学技術計算に使う計算機を作る、という立場なら
合理的な判断は 2003年頃以降ならば TSMC ないし IBM のファブを使うというもので、ファブま
でやる、というのは正しい方針ではありません。ファブをやる、というのは、スパコン開発とは無関
係の産業政策的な意味を期待した、と考えないと理解できません。といっても、そう考えても意味が
ある投資にはなっていません。富士通は 45nm プロセスの量産ラインは作らなかったからです。
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つまり、

1. ベクタ、スカラの両方をやる、という判断は、その 2つの違いがほぼなくなった時点でされた、
という意味で明らかに間違っていた

2. 90年代以降、大型計算機を国家プロジェクトで開発することの意義の多くは失われた。

3. 10PF 程度を作る、というのは、半導体プロセス開発にも補助を出す、という方針であったと
するならおかしな目標とはいいきれない

4. が、半導体プロセス開発にも補助を出す、という方針はその当時から明らかに間違いであった。

このように、1番がどうとかいう以前に「京」の開発方針は何重にも間違っているわけですが、その
根本にある問題は、60-80年代的な、大型計算機の開発が半導体技術の開発をドライブし、ひいては
日本の産業全体を牽引する、という描像が全く時代遅れになっていることを理解していない前世紀の
遺物 (といっても必ずしも年寄りばかりでもないのですが)のような考え方で「汎用スパコン開発は
重要」と主張する人達によって方針が決定されてきた、ということと思います。

時差ぼけで眠いので「スパコン京への疑問」についてはまたあとで書きます。





Chapter 110

「スパコン京への疑問」について
(2011/11/16)

昨日の続きで、今日は スパコン京への疑問1について。

もし、スパコンを利用している方が読者にいらっしゃったら、どうぞ下記の
問いに対してのご意見をお寄せください。

ということなので、こっちにも一応。戦略分野にも関わることですが、分野 5 の副拠点長という立
場のことはあまり考えないで回答しています。まあその、開発計画と目標設定に問題があるものを、
できた後で多少でも有効に使おうと色々してそれなりに形がまとまってきたところなので、あまり個
別の細かいことをどうこうしてもしょうがない、ということはまずあるということは了解していた
だきたいと思います。本質的なのは、なぜ現在のような形の開発計画になったのか、ということで、
それについては 109 に書いた通りです。

スパコン京の利用については、選定機関が認めたものに限るようだが、既に
科研費の審査を通ったものについて、再度、スパコンを利用するための申請
書を書き、それを審査するのは無駄ではないか。負担金額に応じたリソース
が使えるようなルールにすべきではないか。（科学振興予算の純粋科学と技
術開発の割り振りを適正化する必要がある）

「京」のマシンタイムは研究費と等価交換可能なものではなく、どちらかというと望遠鏡や実験装置
のマシンタイムのように、利用提案の技術的な詳細と科学的な価値を適切な専門知識がある専門家
が判断する必要がありますが、これを自然科学の全分野に渡る科研費の審査委員に要求するのは全
く現実的ではありません。この意味で、リソースアロケーションには専門委員会が必須です。

成果目標の明確化を求めると、純粋な研究の可能性を狭めないか。

これは戦略分野から文部科学省に常にいっていることではあります。が、「成果」をどう定義するか
の問題であり、科学的成果についての目標と、ソフトウェア開発についての目標を区別し、後者につ
いてはある程度の明確化をすることが必要と考えます。

来年６月の引き渡しから半年近く経った１１月からしか供用されないのはな
1http://www.taro.org/2011/11/post-1118.php
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ぜか。

京を中核とするネットワークで接続されたＨＰＣＩとこれまでのネットワー
クに接続されているスパコンの環境はどこがちがうのか。

私もわかりません。

「次世代スパコンと全国の主要スパコンをネットワークで結ぶことにより、
研究の内容、性質に応じて最適なスパコンを選んで計算することが可能にな
る」というが、計算機を使い分けることが実際にあるのか。

例えば戦略分野の場合にはこれはあります。計算規模が小さいものや、後処理等は基本的に「京」以
外で行うことになると考えています。

ソフトウェアのデバッグを考えると、京一台というのは効率が悪くないか。

現在では、「京」の一部を使って複数の人が並列にデバッグができるので、一台しかないことはそれ
ほど問題ではありません。早い時期に開発環境が用意されなかったことは大きな問題であると考えて
います。

東大の次世代スパコンは、富士通の１ペタ以上のものになるが、これまでの
日立のスパコンからのソフトウェアの移行という作業が加わることをどう考
えるか。

また、京大の次世代はＣＬＡＹになるが、同じような問題が発生するのだろ
うか。

これらについては、移行コストのために 1ベンダーに拘束される、ということはそもそもあってはい
けないことであり、また多くのユーザーはベンダー固有の環境にあまり依存しないようになっていま
す。このため、それほど大きな問題ではありません。私が今年 3月まで責任者であった国立天文台の
スパコンセンターでも、富士通から NEC+Cray に移行しましたが、移行コスト以上に性能向上のメ
リットがあったと考えています。

民間で京クラスのスパコンを必要とするところがあるか。ソフトウェアをか
ける研究者がいるのか。これまでのスパコンの民間の利用はどうだったのか。

民間といっても多種多様で簡単にはいえません。個人的な印象としては特に国内ではスパコン利用は
アメリカに比べて遅れていると感じます。

本当に「スパコンを利用した研究が飛躍的に進展し、推定利用者が１０００
人から２万人になる」か。

前者はともかく、後者は「京」の利用者というより HPCI 全体のことと思われます。

開発加速の経費１１０億円が削減されたのにほぼ当初のスケジュールできて
いるのはなぜか。企業努力なのか。

ＮＥＣや日立に支払われた開発経費はどうするのか。

メンテナンス経費は適正か。

ストレージの単価の低減が急激に起こることを考えると、ストレージの導入
計画は適正か。
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この辺は私は知りません。

スパコンの利用率は導入年度には低く、後年度に高くなることを考えると、
性能はレベルアップ方式で調達すべきではないのか。

通常の計算センターの調達としてはそういう考え方もありえますが、今回の「京」の計画は開発委託
的なものでありそういう形では無理です。大学の計算機センターに順次導入されることが日本全体と
してはレベルアップに対応することになります。

１０ペタという開発目標は適正だったのか。

１０ペタフロップスの性能に対して、１ペタバイトのメモリーは適正か。

個人的な意見としては 10PF は開発コストに対して低く、 1PB は過大と思いますが、別の意見もあ
ると思います。

文科省は、かつて Linpackで一位になった中国のスパコン「天河」に関して、
「多くのアプリケーションで必要とされる主記憶との間のデータ転送性能が
十分とは言えず、応用範囲は限定的。性能を引き出すためには専用の言語で
のプログラミングが必要となるため、ソフトウェア試算の継承や流通が難し
い」と指摘したが、なぜ、京では１０ペタフロップスだけが強調されるのか。

これは単純に Linpack で世界一になったところだからで、アプリケーションの性能についてはこれ
から色々成果がでてくるはずです。

スカラー型とベクター型の混合型が適正とした当初の計画から、スカラー型
のみの計画に転換したのはなぜか。

これについては 109 に書きました。

以上です。





Chapter 111

DGEMM 専用計算機とか
(2011/11/29)

今年度の初めくらいから、文部科学省研究振興局情報課でやっている「今後のハイパフォーマンス・
コンピューティング技術の研究開発の検討」に関係して、アプリケーションの特性、エクサスケール
の計算機に求める仕様の検討、といった作業が始まっていて、AICS の富田さんと私でその取りまと
めをする、ということでここ数ヵ月色々な分野の人に協力をお願いして調べています。

そうすると、一つなかなか興味深いことがでてきました。量子化学計算では多くの場合にそこそこ
大きなサイズの密行列の固有値・固有ベクトルを求める、あるいは対角化するところが計算量の殆ど
を占めていて、計算アルゴリズムはブロック化すると主要な計算は要するに密行列同士の乗算にな
る、ということです。

密行列の乗算はもちろん現在のメモリ階層が深い CPUでもアルゴリズムを工夫すればほぼ理論ピー
クに近い性能がでます。 NVIDIA の GPUでは色々制限があって Fermi では理論ピークの 70% 程
度が限界のようですが、AMD のでは 90% 程度は可能です。GRAPE-DR でももちろん 90%以上が
達成できます。

但し、これらはいずれもかなり汎用的でプログラム可能な計算機を DGEMM だけをするのに使う、
というものです。それによってどれくらい損をしているか、ということを考えるには、 DGEMM だ
けを最高効率でするような専用プロセッサを考えるとどうなるか、をみておく必要があります。また、
上に書いたような事情で、重要なアプリケーションの中に DGEMM が実際に計算量の大半を占める
ものがあるので、そういう計算機を作る、というのも現実の可能性でないわけでもないでしょう。

色々細かいことはありますが、ここではまずチップの外からみてどういう演算手順かを決めることに
します。これは、内部メモリのサイズに対して必要入出力幅が恐らく理論下限と思われる GRAPE-DR
で使っている方法をとります。これは、

C = A×B (111.1)

という行列乗算をするとして、ブロック化アルゴリズムでは基本的にA が縦長、Bが横長になりま
す。基本的には、A を正方行列に分割してそれをチップ内部のメモリにロードし、 B を 1列 (ない
しはこのレベルでブロック化する場合には適当な複数行)ロードしては matrix-vector product を計
算して出力する、というのを上手くパイプライン化して B のロード、演算、Cの出力が並行して進
むようにします。

この場合、チップ内にメモリが m2 語あると、 m 語入力・出力する毎に乗算、加算がそれぞれ m2

回で、入出力合わせると 1 語当り m 演算となります。
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GRAPE-DR では、プロセッサの数が 512 で自然数の 2乗になってないために少しややこしいの
で、以下 1024 プロセッサとして話をします。この場合、GRAPE-DR の方式では、各プロセッサが
256 語のメモリを持ち、それぞれ 16x16 の小行列、全体で 512x512 の A行列を持ちます。長さ 512
の b ベクトルを 32 に分割して、32x32の列毎に同じデータを放送し、 サイズ 16の行列・ベクトル
乗算のあと行方向に合計すると c のベクトルができます。GRAPE-DR の場合には、放送・合計に
それぞれ専用ネットワークを使っていて、プロセッサの物理配置は同じ列にあたるものをブロックに
まとめ、列に対応するものをさらに 2次元配置しています。

このやり方には、ちょっと見たところ以下のような問題があります。

� 1本の b との乗算で A の全部をなめるのでオンチップでプロセッサローカルで良いメモリと
はいえ B/F=4 が必要である

� レジスタはその割に沢山いる。演算器 1つにつき bを格納するだけで 16語はいる。レジスタ
もサイクル毎に 1語読み出しと、あと積算レジスタが必要である。通信バッファ的なものも何
かしら必要であろう。

Aの行列をしまうメモリの必要バンド幅を減らしておくと、動作速度・消費電力的には有利になりま
す。このための 1つの方法は、メモリを複数の演算器で共有し、メモリからのデータを放送すること
です。例えば 4個の演算器で b 4本を並列処理することにすれば、これらはメモリを共有してよい
ことになります。但し、単純にやるとこの場合演算器当りで必要なレジスタ数は倍に増えてしまい
ます。

bのほうは列方向には放送されるわけで、読み出しレジスタは複数プロセッサで共有することも可
能です。また、アキュムレータは 4語程度もたして時分割動作させることで論理的なプロセッサの数
を増やせば、 b のバンド幅を減らすこともできます。

このようにみていくと、

� ブロック化のためにはある程度のオンチップメモリは絶対必要

� GRAPE-DR の方式では、オンチップメモリ、レジスタから演算器・マシンサイクル毎に 1語
読み出し、アキュムレータに積算する必要があり消費電力的には若干まだ改善の余地がある

� 原理的には、GRAPE-DR の方式に比べて演算器・アキュムレータ以外の部分の消費電力を数
分の一にすることは可能

となります。トランジスタ効率でも倍程度は良くできる可能性があります。但し、GRAPE-DR の場
合には 1プロセッサに入る範囲では任意の計算ができたのですが、メモリアクセスやレジスタアクセ
スにも制限がある、ということになるので本当にこんな代物を作るのがよいことがどうかは問題で
す。少なくとも、他の色々なアプリケーションで意味がある性能になるかどうかは考えておく必要が
あります。

オンチップメモリを複数プロセッサで共有にするのは、重力相互作用のようなタイプの計算では中
間変数がレジスタに収まるならば問題ありませんが、例えば量子化学計算での 2電子積分ではどう
かというと、まあ多分大丈夫ですが精密な評価は必要です。

チップ上のネットワークについては、GRAPE-DR の方式の特徴は階層的であって 2次元メッシュ
ではない、ということです。つまり、チップ上でのバイセクションバンド幅は極めて小さく、配線に
使われている資源も小さく、大域的な長い配線もないしメッシュ結合のように冗長性がない短い配線
が大量にでるわけでもありません。このため、ネットワーク、プロセッサ、プロセッサブロックのど
のレベルでも冗長性をもたせることが原理的には可能であり、不良率の少ないプロセッサを作ること
ができます。

なお、ここまでの考察ではメモリリソースを全てローカルメモリにして必要な入出力バンド幅を最
小化していますが、それで現実的な通信速度になっているかどうかは注意が必要です。
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例えば 28nmプロセスで 90nmの GRAPE-DRと同様なチップサイズで作ると、1GHz動作 4096PE
としてチップ性能は 8TF となります。これは GRAPE-DR 1 ボードの大体 10倍ですので、通信が
実効で 10倍の 16 GB/s でてもメモリはサイズ 2048 の正方行列、つまり 32MB が必要です。これ
は GRAPE-DR のローカルメモリがトータルで 1MB であったのに比べて、シュリンクを考慮して
もさらに 3倍ほど増えている計算になり、高密度・低速の SRAM や embedded DRAM を使う必要
があると思われます。もっとも、GRAPE-DR ではローカルメモリのチップ全体に対する面積の割合
は 1/8 程度であり、3倍に増えてもいけないわけはありません。ホスト計算機との性能バランスは、
従来の 3年で 4倍のペースが今後も続くなら 2-3年後には 10-20倍 程度になって、LINPACK には
具合がよいくらいだと思われます。

以下が Intel Xeon のここ十数年の性能です。

2012 Sandy Bridge 8core 8 ops 3GHz = 200Gflops

2009 Nehalem 4 4 3 50

2006 Clovertown 4 4 3 50

2001 Foster 1 2 1.6 3.2

1999 PenIII 1 1 0.7 0.7

割合綺麗に 3 年で 4倍を続けていることがわかります。Clovertown であげたあと Nehalem で一回
休みしてメモリバンド幅強化していますが、これはここでやっと AMD 並のメモリ直結アーキテク
チャにできたのでしょうがないところでしょう。

まあ、実用アプリケーションで DGEMM や相互作用計算するものでは、LINPACK でバランスが
とれる程度では加速率が低過ぎることが多く、バランスとしてもう数倍速いもののほうが本当は良い
のです。が、汎用というか DGEMM できるように作ると LINPACK で性能がでないと設計失敗み
たいに言われるのがつらいところではあります。数年たってホストの性能が上がれば問題は解消する
わけですが。これは、逆にいうと GRAPE-DR でもそうであったように、DGEMM で性能がでるよ
うに作ったアクセラレータは一度作れば実効性能や電力性能で汎用プロセッサや他のものを上回る
期間はかなり長いということです。

DGEMM だけの専用計算機、というのは私自身のサイエンスへの興味からはあまり魅力ある計算
機ではないのですが、それが重要なアプリケーションである人は (作るのがそれほど難しいわけでも
ないので)検討するべきものと思います。

カスタム LSIではない、eASICのような構造化ASICでは、半導体世代で大体 2.5世代程度、FPGA
では 3.5ないしは 4世代の遅れに相当する性能低下があるので、DGEMM に向いた計算機をこれら
の技術で作るのはあまり現実的ではなく、CPU や GPGPU になかなか勝つことができません。

これらの技術での計算機は、演算精度を切り詰め、さらに演算器複数でのパイプライン化によって
レジスタ・メモリを減らしつつ実行効率も上げる、ということによって初めて汎用プロセッサに対し
て優位になる、というのはなかなか変わりません。





Chapter 112

仕分け (2011/12/2)

11/16 の 行政監視に関する小委員会の議事録1 がでています。

以下興味深いところだけ適当に引用

新藤小委員長　神本政務官、申しわけありませんが、五分ぐらいでお願いし
ているので、もう既に七分過ぎていますから、端的にお願いします。

神本大臣政務官　失礼しました。もう終わります。

七ページ目ですが、来年度の概算要求としましては、所要額二百十六億円を
計上しているところでございます。

と、来年度予算については総額だけしか説明してません。仕分けの対象になってるんだら、何にお金
をどれだけ使ってそれがどうして必要か、はいってくれないと困るような気がしますね。

倉持政府参考人　ベクトル型のユーザーに対する支援についての御質問をい
ただきました。

そして、中核の京そのものにつきましては、これは御指摘のとおりスカラー
型でございます。このスカラー型をベクトルのユーザーにどう使っていただ
くかという問題でございますけれども、スカラー型といいましても、これだ
けの高速演算能力を持っているコンピューターになりますと、いずれにして
も、今のアプリケーションを超並列のプログラムに書きかえる必要があるわ
けでございます。そして、スカラー型のものについても書きかえますし、ベ
クトル型についても書きかえる。

そのベクトル型について書きかえるのも、これは今既に、流体計算とかそう
いったものの、ベクトルに適しているプログラムもこのスカラー型の京でか
なりの実行性能が出るということが確かめられておりまして、この共用法の
もとで登録機関がプログラムの書きかえをサポート申し上げる、そういう仕
組みをつくろうとしているところでございます。

書き換える、、、

1http://www.shugiin.go.jp/itdb kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/025317920111116001.htm
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金田参考人　それでは、発言させていただきます。

地球シミュレーターは御存じのようにベクトル型ですけれども、実は、スカ
ラー型からベクトル型、利用者の立場からいうと、これを使えと言えば、や
はり自分の使っているプログラムを書き直しをするので、物すごく大変な時
間を消費させられます。ある意味では後ろ向きなわけですよね。そのときに、
やはり最低限やっていただきたいのは、ソースコードを何もいじらなくても
それなりの性能ができるぐらいのコンパイラーのサポートはぜひとも要求し
たいし、実際、そうすることによって移行性が高まるのではないかと思いま
す。

最低限って、そんなのできるわけないじゃん。天文台の前のリプレースでは、そんなの無理に決まっ
てるからベクタもいれたんだし。

平（将）小委員　ありがとうございます。

私、事業仕分けとか無駄撲滅チームでいろいろなところへ行くんですけれど
も、まず最初の施設が豪華で、このイニシャルコストをだれがチェックして
いるのか。それと、こういうオブジェ、これは後でちょっと調べてください、
幾らかかったのか、後でいいですから。こういうオブジェ、結構何億とかかっ
ていると思うんですよ。

中にかかってる絵とかはみてないのか、とそれはともかく

まずは、政府の事業仕分けによって開発加速の経費百十億が削減をされまし
た。政府の方で結構迷走したと思います。このことがプロジェクト全体にど
ういう影響を与えたのか。端的に答えてください、文部科学省。

に対する答が

神本大臣政務官

システム完成の目標を、当初平成二十三年十一月にしておりましたところを
予算縮減ということで二十四年六月までに変更をしまして、引き続き世界最
高水準を目指しつつ、利用者側の視点に立った革新的ハイパフォーマンス・
コンピューティング・インフラを構築するという計画に進化、発展をさせた
ところでございます。

もうちょっと具体的に 110億で何をどうする気だったのか聞かないとしょうがない。そうしないと加
速の予定が加速しませんでしたという形式的なお返事しかしないわけで。

河野小委員　自民党の河野太郎でございます。

それから、当初、自民党の事業仕分けのときに、このスパコンの開発はスカ
ラーとベクターの混合型でいくのが日本の国益なんだという強い主張があり
ましたけれども、いつの間にかベクター型は落とされて、スカラー型一本の
ものになりました。なぜそういう主張を最初にし、どういう経緯でスカラー
型になったのか、最初の主張は間違っていたのか、あるいはそうでないなら
なぜスカラー型でこのプロジェクトが動いているのかという説明を文書で出
してほしいと申し上げましたが、ただの経緯が書いた一枚紙が入っているだ
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けでございます。これが理由になるとは到底思えません。

文部科学省は、もう少しまじめに、きょう政務官もおいでになっております
から、政務三役の指揮のもと、まじめに回答をつくって、この委員会に提出
をしていただきたいというふうに思っております。

倉持政府参考人

したがいまして、一台なのか、もっと小さなマシンを複数置くべきなのかと
いうことにつきましては、やはり大規模な問題を解くために少なくとも十ペ
タクラスのマシンというのが必要でありますので、いずれにしてもこれは必
要であろうというふうな位置づけで、このプロジェクトが進められていると
いうふうに認識しております。

まあその、これはこの文章でも何度も書いた話で、小さなマシン 10台なら価格がすごく下がるわけ
ではないので、あまり意味がある問いではないというのが一つ、もう一つは、大規模な問題を解くた
めに必要、というよりは、次の世代のための並列化等の準備のために実機が必須、ということだと思
う。それがないと次の世代の機械ができた時に数年無駄になってしまう。

岡田（康）小委員

しかし、では運営経費とかその他はいかがですか。これは資料をいただきま
した。運営経費は八十億と見られていたものが、実際、今後百二十億かかる
というんですね。一・五倍に膨らむ、その理由は何なのかということを具体
的に説明する必要があります。

これには結局なんの回答もされてない。

平尾参考人

これは、私たち、それを使って本当に科学技術のブレークスルーを果たした
い、あるいは産業の競争力をつけたいと思って、今、多くの研究者あるいは
企業人が努力をして、それに合うプログラムを開発したりしているわけです
ね。そして、それが実際に京の上で使えるという見通しも出てきているわけ
です。

ですから、日本の国力を上げるためにも京は必要ですし、それをきちっと動
かすような御支援をぜひお願いしたいということを最後に申し上げます。

河野小委員　その件について、この数年間、文科省にただしているのに対し
て、文科省は全くまじめに答えていないのが問題なのです。

科学技術の中には、純粋科学と技術開発と両方あります。文科省の選んだ重
点五分野の中には、素粒子をぶつけて何が起こるかを見てみようという純粋
科学の分野と、自動車をぶつけて事故対策をやろうという技術開発が同じレ
ベルで議論されているじゃありませんか。この何年間かの事業仕分けで、純
粋科学の分野と技術開発をきちんと分けて評価をしろということを言ってき
たにもかかわらず、いまだにそこが同じ扱いになっている。

今さら、これは大事だから支援をしてくれという前に、今まで問題とされて
いたことに対してきちんと答えをしなければ、科学技術振興費すべてに対し
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て、この中に含まれているすべての大型プロジェクトに対して、一から、立
法府で予算審議の前に、きちんとこれまでの決算を見ていかなければ、とて
も御支援を申し上げると言えない状況にあるということを文科省も理研もき
ちんと理解をした上で、きょうのものすら、まじめに資料要求に対して答え
が出ていないわけですから、こんな状況で御支援をお願いに来る前に、まじ
めに今までの疑問に答えるようにしていただきたいと思います。

倉持政府参考人　今、科学と技術の両面が一緒に扱われているという御指摘
でございました。

確かに、この戦略プログラムということの中には入っておりますけれども、
そこを一から五まで分けまして、特に五というのは基礎科学でございます。
ここは、日本が強い、特に物理とか宇宙のところのソフトウエアを開発する。
それがやはり世界に先駆けていい成果を出します。そういうところでやはり
日本はリードをしたい。

おお、分野 5が最初にでとる。

新藤小委員長　速記を起こしてください。

　この際、御報告いたします。

ＨＰＣＩ構築についての本小委員会の評価結果でございます。１廃止が〇。
２実施は各自治体・民間の判断に任せる、これも〇。３来年度の予算計上は
見送りが一。一人ですね。そして、４予算要求の縮減または組替・見直しが
九人です。５組織・制度の改編が四人。６予算要求どおりが〇。７予算の増
額を検討するも〇。延べ十四人の方からの評価となりました。

うーん、要するに、河野議員の

きょうのものすら、まじめに資料要求に対して答えが出ていないわけですか
ら、こんな状況で御支援をお願いに来る前に、まじめに今までの疑問に答え
るようにしていただきたいと思います。

につきるような話で、別に答えられないようなことがあるわけではないんだから (運用経費の中身と
か私も詳しくは知らないけどさ)ちゃんと答えればいいのに、と思います。
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ブックガイド (2011/12/8)

某若者に聞かれたので。詳しい書誌情報とかは今どきは検索すればでてくるので省略。

Computer Architecthre and Parallel Processing, Hwang and Briggs. 4,5,6,10 章辺り。10 章は
VLSI 上の色々な話。

並列処理機構 高橋義造編。まあ背景知識的な。

High Performance Compilers for Parallel Computing, Michael Wolfe. コンパイラとか考えるなら。

The Connection Machine, W. Daniel Hillis. 並列処理とか考えるなら。著者のコメント付きレファ
レンスも有用。

超並列VLSIコンピュータ —ADENART の構成とソフトウェア— 堀内監修、藤田編著。京大と松
下の ADENA プロジェクトの成果。ハードウェアから言語まで。

PAX コンピュータ-高並列処理と科学計算、星野力。HPC でなんかしようという人は読んでないと
いけない。

並列コンピュータ 天野英晴。教科書。特にプロセッサ結合網について割合網羅的。

The Massively Parallel Processor, ed. J. L. Potter. SIMD プロセッサ Goodyear MPP のハード
ウェア、システムソフトウェア、コンパイラ、アプリケーション。

スーパーコンピューター シドニー・ファーンバック。ファーンバック賞のファーンバック。80年代
のハードウェアからコンパイラ概観。

High Performance Computing Research and Practice in Japan, ed Raul Mendez. 80年代終わり
から 90年代初めの日本。ハードウェア、コンパイラ

The Architecture of Supercomputers: Titan, a Case Study, Daniel P. Siewiorek and Philip John
Koopman Jr. キャッシュ付きベクタプロセッサがいかにして失敗したかの記録。Eleven Rules が
有名。

Parallel Computers 2, Hockney and Jesshope. Hockney and Eastwood の Hockney である。ハー
ドウェア、言語、アルゴリズム。教科書。

Parallel Computing Works, Cox, Williams and Messina. Caltech Hypercube Project の全て。

家の本棚で表面に見えている本を適当にみつくろっただけなので適当。
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情報科学技術委員会 次世代スーパーコ
ンピュータ概念設計評価作業部会（第2
回）　配付資料 (2012/6/13書きかけ)

情報科学技術委員会 次世代スーパーコンピュータ概念設計評価作業部会（第 2回）　配付資料1 が
公開されました。これは「京」(当時は次世代スーパーコンピューターというプロジェクト名でした
が)の開発方針を決定した大変大事な会議です。

この中でも特に重要のはマル秘マーク付きのこれ2です。スライド 25 には、2007年段階でアクセラ
レータを採用しなかった理由が書いてあります:

「2者のシステム構成により、目標性能達成の見込みが確認できたため、
アクセラレータの採用は考慮しない」

つまり、アクセラレータ付きの構成と無しの構成の優劣は比較しないで、「アクセラレータ無しで目
標達成できるからアクセラレータ無しにした」という論理です。これは設計の比較方向としてはかな
り奇妙なものであることはいうまでもありません。

まあこういう報告が奇妙なのはそういうものかもしれないのですが、スライド 5を見ると、アクセラ
レータ案である国立天文台案 (牧野)、東大案 (平木)について、「アクセラレータ部消費電力 -10MW」
(この 「-」は意味不明だが、「公開時の注意書き」からは「10程度」の意味と思われる)と書いてあ
ります。10MW なんていう数字を出したおぼえはないのでこれはなんだろう？と思うわけですが、
良く見ると「公開時の注意書き」なるものがあります。

「消費電力については、 10MW以下、10-20MW、20-30MW の範囲でまとめたもの。
提案はホスト部を除いて 1.7MW であった」

つまり、ペタスケールからそれ以降の計算機についてもっとも重要なファクターといってもよい消費
電力について、 1.7 MW や 0.88MW を 「-10MW」とした資料を当時は配布して、それによった説
明をしています。公開する時にあと付けの言い訳に「これは 0-10MW にまとめた」をつけているわ
けでです。この言い訳が言い訳であることはスライド 16をみればわかります。 NH, F 案について
は消費電力推定が小数点以下まで書いてあるからです。

1http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/022/shiryo/1321896.htm
2http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/022/shiryo/ icsFiles/afieldfile/2012/06/11/1321896 4.pdf
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いずれにしても、トータルの消費電力が 10-20MWの話をしているわけですから、アクセラレータ
の電力が 10Pflops で 10MW なのか 1MW なのかは大違いです。10PF で 1MW なら (まあ実際こ
んなものですが)、数MW の追加で 30PF にできたわけですし、そのためには汎用側の構成を少し
だけ小さくすれば良かったからです。

ちなみに当時天文台が出したレポートはここ3の報告書等のとこにまとめてあります。

ここにはベンチマークの数字4もあり、スライド 21-23 の NH, F 案の数字と比べて見ると大変興味
深いことになっています。まあ私の見積もりが若干楽観的なことは否定しませんが、アクセラレータ
と汎用で推定性能に意味がある差はありません。

この数字はもちろん理研に提出されているわけですが、理研が作ったスライドではアクセラレータ
のベンチマークの数字はそもそもだされていません。要するに、電力の数字を作った上で性能評価の
数字はださないでアクセラレータを落とす説明をしたわけです。

実際の説明は？というと、 議事録5もちゃんとあります。議事録 P11には、「消費電力が 10MW以
下ぐらい」とあり、確かにアクセラレー タのベンチマークのことは一言も書かれていません。

まあ、数字は作ったといってもいいと思いますが、それ以外は本当のことでも大事なことは隠す、
という手法によっているわけですね。

3http://jun.artcompsci.org/articles
4http://jun.artcompsci.org/articles/riken-060628-summary.pdf
5http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/022/shiryo/ icsFiles/afieldfile/2012/06/11/1321896 12.pdf



Chapter 115

2012年ゴードンベル賞

今年度のゴードンベル賞は石山君、似鳥君と、一応牧野も共著者にはいっている、「京」全体を使っ
た宇宙論的 N 体計算で 5.67PF (10月の最終アップデート後)を達成したという論文に与えられま
した。

私は口をだすとか論文に赤をいれるとかフルノード実行の時間作ってと連携推進会議でお願いする
とかくらいしかしてないので、これは基本的に全て石山君と似鳥君の成果です。

「京」でここまでの性能を達成したのは本当に素晴らしいことです。

今回はファイナリストに 5グループ残っていて、実行性能では BG/Q フルシステム (セコイア)を
使った 2グループが 11 PF や 14PF を達成しています。14PF のほうはアルゴンヌのグループで、
やっていることはこちらと全く同じ大規模な宇宙論的 N体計算、アルゴリズムも基本的に tree と
PM の組合せです。

が、石山君の「京」での計算は 1粒子・時間ステップあたりの演算数が 15万程度だったのに対し
て、アルゴンヌのグループは 84万演算程度を必要としていて、結果としてシミュレーションの速度
は大きく違います。2兆粒子で 1ステップが石山君のコードを「京」で実行した場合には 50 秒です
が、アルゴンヌのグループのコードをセコイアで実行した場合には 120秒かかるのです。なので、審
査委員会が 14PF のセコイアでの計算より 5.67PF の「京」での計算を高く評価したのは妥当なこ
とと思います。

同じアプリケーションでこんな大きな差がでるものかと思う人もいるかと思いますが、これは結構
そういうものです。アルゴンヌのグループのコードはおそらく元々は RoadRunner 用であるのと、
TreePM というよりは、近距離部分に Tree をつかわないで直接計算する P3M コードがベースです。
P3M では、FFT の格子点数を粒子数程度かそれより多くとることができれば、密度構造が一様に近
い場合には非常に速く計算ができるのですが、多少でも密度構造が発達すると計算量が急激に増え
ます。また、FFTは効率が低いのでそれほど大きなメッシュ数にしたくないので、始めから効率が
悪い、ということになります。

石山君のコードのアルゴリズムや実装は 2009 年の論文に大体のところは書いてあって、これは
Barcelona コアでアルゴンヌのグループの BG/Q よりコアあたりの性能が数倍高くなっているので
すから、まあその、という気もします。

11PF の計算は、心臓の細胞レベル分解能 electropysiology モデルというものです。ちょっと内容が
よくわからないのですが、起こる現象は電場が伝わっていくだけなので分解能がそこまでいるのかと
か若干疑問なところがあり、その辺が評価に影響したようにもみえます。

つまり、今年の審査委員会は、単に並列計算で演算数でみて高い性能をだした、というだけではな
く、その規模の計算に意味があるかとか、使っているアルゴリズムが効率的か、といったところまで
ちゃんと検討して判断した、ということのように見えます。
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そうはいってもゴードンベル賞ファイナリストに選ばれるためには普通は最大規模の計算機でピー
ク性能の 2-5割程度は出しておきたいわけです。最近の大規模並列機ではそのためには非常にイント
リンシックな並列度が高い、つまり大自由度で、自由度あたりの計算量が多くて通信が少ないような
アプリケーションである必要があります。

重力N体計算は、重力相互作用が長距離で、カットオフがある分子動力学計算に比べてこの面では
楽な一方、空間構造が発達するのでロードバランスを悪くしないで通信も減らすのは割合むつかし
いという難点があったのですが、石山君の開発した、計算時間で重みをつけて粒子をサンプリング
し、それらがノードに等分配されるようにするというアルゴリズムでこれらの問題はほぼ解決され
たといえます。

とはいえ、高い性能をだすためには 1兆とかいったものすごく大きな粒子数が必要です。私達の戦
略プログラムでの目標の一つが、そのような大規模計算で広い質量範囲でのダークハローの成長の
しかたを明らかにする、ということで、これはそういう意味で「京」のような大規模並列機に最適な
研究テーマです。

一方、戦略プログラムでも、もっと少ない粒子数で、もっと長時間計算したい、というようなテー
マも沢山あり、その辺はなかなか大ノード数では性能がでないわけです。

並列化性能を最終的に決めるのは結局通信性能で、特にノード数が増えるとレイテンシが問題に
なります。現在のマイクロプロセッサベースのシステムでは、通信は DMA によっているのが普通
で、まず送りたいデータを主記憶におき、NICに命令を送って DMAを起動し、そうすると NICが
CPUチップ側にメモリリクエストをだし、CPU がDRAM にリクエストをだし、戻ってきたデータ
を PCIe インターフェース経由で NICに送ってやっと DMA が終わり、NICはこれをさらにパラレ
ル・シリアル変換して転送先 (が直接つながっているとして)に送り、受け取ったほうはまた DMA
リクエストをだして今度は主記憶にデータを書き、、、、といったステップをふんでいます。これだけ
のステップがあるとなかなか 1マイクロ秒を切る通信は困難です。

これが、始めからネットワークを組むことを考えて作った計算機ならどうなるかというと、例えば
大昔の PAX-32 とかでは 2次元に配置した計算ノードで隣接ノード間の各辺に 2ポートメモリがあ
り、一方が書いたものを即座にもう一方が読むことができます。例えば 40MHz のサイクルタイムで
メモリを動かしていても、レイテンシは 25ns ということになります。

つまり、通信レイテンシを減らすのは、プロセッサから作るならそれほどむつかしいことではない
のですが、Intel や AMD のプロセッサの PCIe や HT インターフェースの先に通信インターフェー
スをつける、というアプローチでは本質的な限界があります。スパコンをプロセッサから開発するな
らもっとも重要なのは通信レイテンシの扱い、ということになるでしょう。

とはいえ、「通信レイテンシ」の大きな部分を主記憶レイテンシが占めかねない現状では、通信の扱
い、というのは実は記憶階層の扱いだったりします。まあそういうわけで、しばらく前から私がワー
キンググループ等で主張しているのは、チップ内大規模 SIMD で記憶階層が浅い (オンチップメモリ
だけで主記憶の動作速度が演算コアと同一であり、キャッシュが必要ない)アーキテクチャだったり
するわけです。
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「京」でのプログラム最適化

石山君・似鳥君の宇宙論的 N 体計算用 TreePM コードは「京」で 53%(だっけ)という驚異的な実
行効率をだしたわけですが、これは 2008年には天文台の Cray XT4 で 2048 コアまで十分スケール
するプログラムを開発済であった石山君と、重力計算カーネルの部分で理論的に可能な性能の 97%
という効率を引き出すことに成功した似鳥君の才能と努力によるものです。

普通のプログラムを普通に「京」で実行した時の効率は、典型的には 1-2% であるようです。これ
は、大雑把には以下のように理解できます。

� 「京」の B/F は 0.5 であり、そこそこ複雑な積分スキームの流体コード等で理想的にチュー
ニングができた時の実行効率が 10-20% である。

� SIMD ユニット 2つを有効利用できていないと、これは 1/4 程度に落ちる

� 最内ループに条件分岐があってパイプラインストールがはいるとと性能がさらに数分の 1に落
ちる

従って、「京」で実効性能をあげるために絶対的に必要なことは、最内側ループが並列実行可能であ
るとコンパイラに認識させることになります。つまり、「ベクトル化可能なコードを書く」というこ
とです。

昨日某君のコードを似鳥君が見て、いくつかの計算量が多いループについてこう変形、というのを
指示しているところを見物させてもらう機会がありました。実際の主な作業は、コードを書換えて
コンパイラにかけ、メッセージをみてベクトル化、アンロールされているかどうかを確認することで
あり、コンパイラがベクトル化とアンロールの両方に成功したというようになったら、アセンブラ出
力をチェックして問題のループに対応する部分で確かに SIMD 命令がでているかどうかを確認、そ
れから実行してその部分の詳細プロファイルをとり、4命令発行が十分多くなっていることを確認す
る、というような手順になります。

コードの具体的な書換えの例を以下に 2つほど。実際のソースは今手元にないので感じだけです。
なので、実際にこの形のものというわけではないです。

例えばループ内で計算結果や配列のデータによって処理が変わる、例えば

do i=1, n

if (a(i) .gt. 0.0) then

b(i)=xxx

else

b(i)=zzz

endif
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enddo

といったループの時に、これはベクトル化可能であっていいはずなのですがベクトル化してくれてい
ないことがあります。そういう場合には

do i=1, n

if (a(i) .gt. 0.0) then

btmp=xxx

else

btmp=zzz

endif

b(i)=btmp

enddo

と、if 文の中をより簡単な形にしてやるとコンパイラが構造を認識してくれたりするので、そうい
うようなことをやってみるわけです。いや、何が簡単かわからない、と思う方が多いと思いますが、
書換えたあとは左辺値が if ブロックと else ブロックで同じスカラー変数ですから、配列要素 (同じ
ものさしているのですが)である最初の形よりコンパイラに優しくなっています。

また、 if then else endif の代わりに可能な場合には最大値関数を使うのも有効とのことでした。

あと、F90の配列記法を使った文、つまり、ベクトル化可能と明示的に書いてあるものが性能がで
なくて、DO ループにしたらちゃんと性能がでるようになったとかいう例もありました。

こういうのは 25年前にベクトル化コンパイラを使っていた私にはなんだかとてもみおぼえがある
書換えで、結局、近代的な SIMD マシンで SIMD ユニットの性能がでるためにはまずはベクトル化
できるように書くということになります。で、そのためにはコンパイラが理解できるようにソースを
書換える必要があるわけです。必要な書換えは、25年前にベクトル化コンパイラ相手にやっていた
のとあまりかわりません。

ベクトル化コンパイラの相手、というのは正直なところあまりやりたくない仕事です。コンパイラ
に理解できるようにするためだけにコードを良く分からない形に書換えていく必要があるし、それ
は要するにコンパイラのベクトル可能性認識アルゴリズムに合わせる、というもので、しかもそれが
どういうものかの明確な規則はドキュメントに完全な形では存在せず、 試行錯誤して結果をみる必
要があるからです。

さらに、それだけでは不足、というのが最近のマシンの厄介なところで、キャッシュメモリはちゃ
んと使えているか、といったことが次には問題になってくるわけです。

25年前に比べて、MPI で並列化して書くというだけで恐ろしく大変になっているのに、1ノード内
でのチューニングもベクトル化的なことはしないといけないしキャッシュも考えないといけないわけ
で、なかなか手に負えない代物になってきているのを実感しました。

つーか、その、結局ベクトル化するならハードウェアもベクトル命令にして SIMD の幅をもっと広
くしてしまったほうが効率よさそう、と思うわけですが、この場合にメモリアクセスをどうするかと
いう問題があるよね、というのは 7年前に 8 で書いたことでした。「京」では、私が当時書いたよう
に、 SIMD ユニットは 2語にして、128ビット境界でなくて 64ビット境界でのロードもできるよう
にして問題をある程度回避しています。この先どうするかは AVX についていきます、というのが文
部科学省の会議での富士通の人の発言によれば今後の方向のようです。
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NEC の次世代ベクトル

Cool Chips 16 で NEC の次世代ベクトルマシンの詳細が発表されました。今年度中には製品発表が
あるものと思われます。

詳しい解説は 安藤さんのもの1があるので、ここでは少し違う視点からまとめます。

CPU チップ 1つに 16 チャネルの DDR3 メモリコントローラをつけ、 256GB/s のバンド幅を達
成します。CPU は 4コア、それぞれ 64Gflops で、動作速度は 1GHz とのことです。28nm プロセ
スで 23x25mm と巨大です。

この仕様を平成 19月 4月 27日に開催された情報科学技術委員会 次世代スーパーコンピュータ概
念設計評価作業部会（第 4回）の資料2 と比べてみると、 256Gflops, 256GB/s, 4 コア、というのは
同じで、動作クロックが 2GHz から 1GHz に落ち、その分演算器の数が倍、また細かいところでは
8MB の共有 L2 キャッシュがなくなって、1MB の ADB がコア毎に 1つ、合計 4MB となってい
ます。

要するに、「京」用に 40nm で作るはずだった仕様から、L2 にあたるオンチップメモリを若干ス
ペックダウンして、またクロックも落としてやっと 28nm で同じ性能を実現した、というものです。

ここまでクロックを落とし、さらに共有メモリもやめて CPUチップにDDR3 直結とすると、消費
電力はかなりさがっているはずです。200-300W程度にできていても不思議ではありません。そうす
ると、メモリバンド幅あたりの消費電力では、「京」より若干よい程度になっているかもしれません。
ちなみに、「京」の計画時点では、全部込みでノードあたり 500W となっていて、まあそれくらいで
す。とはいえ、そもそも 40nm で実現する予定だったスペックの製品が 28nm で実現されてでてき
た、ということからは、そもそもそれは 40nm で実現できたのか、というのは多少疑問な気もする
ところです。

そろそろポスト「京」の計画が具体化してきているわけですが、この方向の延長では 10nm くらい
までいっても電力あたり性能が 3-4Gflops/W というところでしょう。さらに SX-9 ではあまり有効
に使えていなかった ADB に強く依存した設計であり、クロックも大きく落ちている、という辺り
で、実アプリケーションでの性能はなかなか難しいところかもしれません。

個人的には、GRAPE-DR のようなアクセラレータをつけるための汎用 CPU としては、ベクトル
プロセッサのようなメモリアクセスに特化したシステムのほうが現在のスカラープロセッサよりよ
い、という面もあると考えています。この理由は簡単で、汎用側に余計な電力を食う演算器やキャッ
シュ等がないからです。そのへんでできることはアクセラレータの側でやり、アクセラレータにのら
ないようなバンド幅リミットなアプリケーションはベクトル側でやる、というのは割り切りかたとし
てはありえるでしょう。ADB がキャッシュではなくてソフトウェアで制御可能であることも、無駄
な電力消費を削減できる可能性はもたらしています。(実際にできるかどうかはまた別の話ですが)

1http://news.mynavi.jp/articles/2013/04/24/coolchips16 ngv 01/index.html
2http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/022/shiryo/ icsFiles/afieldfile/2012/06/11/1321972 7.pdf
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もうひとつの理由は、曲がりなりにもベクトルプロセッサなので、メモリのランダムアクセスやス
トライドアクセスで極端には性能が低下しないとような配慮が少しは残っていると期待されること
です。

とはいえ、それは、ベクトルプロセッサのバンド幅あたりの消費電力がスカラープロセッサに比べ
てどの程度よいかに依存するわけです。「京」の時点での提案ではほとんど差がなかったのですが。



Chapter 118

HPC用プロセッサの近未来
(2013/7/13)

過去 40年間のマイクロプロセッサの進化が、基本的にはハイエンドのメインフレームやスーパーコ
ンピューターの進化を後追いするものであったことは 27 で述べました。大雑把にいって、 1993年
の Intel Pentium (ないしは、1989年の Intel 80860) で、完全にパイプライン化された浮動小数点演
算器を実現していて、これが 1976 年の Cray-1 に相当します。但し、90年代初期から 27 を書いた
2006年までのほぼ 15年間の進化は、ベクトルマシンの 1976 年からの 15年間の進化とは大きく違っ
た、ということも述べました。ベクトル機のクロック速度は 15年間に数倍にしかならなかったのに
対して、マイクロプロセッサのクロックは 75 倍にもなったからです。

大雑把にいって、この間にトランジスタ数は 500倍、演算器の数は 4倍、性能は 300倍、というと
ころでした。

ベクトル機はこの 15年間にどうなったかというと、共有メモリベクトル機では 16プロセッサの
C-90, 4 プロセッサ、4パイプラインの NEC SX-3 や Hitach S-3800 辺りの演算器 32個で頭打ちに
なりました。これは、結局、多数の演算器が共有メモリに並列アクセスするものを作るのは、メモ
リと演算器間のネットワークに莫大なコストがかかるからです。もちろん、NEC は SX-3 のあと、
2008年の SX-9 までさらに 15年間共有メモリマシンの開発をつづけてきましたが、コア数としては
16 程度、演算器数で 512にとどまる上に、価格競争力があるとはいいがたいものでした。

マイクロプロセッサでは、同じ 15年間を、CMOS スケーリングと深いパイプライン化でクロック
をあげる、ということに費やした、ということになります。実際には、2003年頃にこの方向の限界
がきて、動作クロックをあげられなくなり、演算器を増やす方向に舵を切ったわけです。

2013年の現在を見ると、サーバーや HPC 向けではまだでていない IvyBridge-EP が先端として、
10コア、8演算で 80演算を実行するようになりました。7年間に 10倍以上並列度はあがったわけ
で、90年代はじめの共有メモリベクトル機よりも多数の演算器を集積しています。

何故ここまで演算器を増やすことができたか、というと、一つには、キャッシュに頼ることでオフ
チップのメモリバンド幅を相対的に落としてきたこと、もう一つは、実際問題として実用アプリケー
ションのほとんどでは有効に使えていなくても、それにかまわずに演算器とカタログピーク性能をあ
げてきたことだと思います。

とはいえ、その方向で今後もなんとかなるのか、というと、それが極めて難しいことを示している
のが Xeon Phi (Knights Corner) でしょう。16演算のコアを 60個程度集積し、約 1000演算を並列
実行するのですが、行列乗算のような規則的な処理以外で良い性能がでたという話はなかなか聞こ
えてきません。

実際問題として Xeon Phi の問題点はプロセス間の同期機構やキャッシュコヒーレンシの維持メカ
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ニズムにあり、必ずしもオフチップメモリバンド幅が最大の問題というわけではないのですが、コア
数を増やせなくなった、というのは明らかです。

GPU ではコア数増やしているではないか、という意見はもちろんあるかと思いますが、やはり、良
い性能がでたという話はなかなか聞こえてきません。

そうすると、この方向でそれでも力任せにコア数を増やすのですが、実際のアプリケーションでの
性能は下がり、プログラミングはますます困難になり、というのが続くことになりそうです。

さて、ベクトル計算機では、93年に革命が起こったことは 5 で述べた通りです。ここでの革命は、
共有メモリを諦め、分散メモリにしつつも強力なネットワークをつけることで、プログラマーから見
ると共有アレイがあるのに近く明示的に通信を書く必要のない VPP-Fortran でのプログラミングで
高い実効性能を出すことを可能にしたことでした。

NEC のベクトル機も早期に共有メモリを諦めるべきだった、というのは 21 に書いたのですが、来
年度出荷のマシンでそれに近い方向になるようです。しかし、10年近くたってやっと、では既に最
適解からは遠いでしょう。

話を戻します。マイクロプロセッサがどうなるべきかです。NWT/VPP500の方向を目指すにあたっ
ての問題点は、既にオフチップメモリバンド幅が決定的に不足していて、さらにピンネックなので、
チップの中で NWT のように共有メモリをやめたとしても、オフチップメモリバンド幅は上がらな
いのであまり解決にならない、ということでした。

これはかなり深刻な問題で、ある意味マルチコアプロセッサの限界を意味しているのですが、半導
体技術がさらに進むと違う解がでてきます。それは、オフチップメモリ自体を諦める、ということ
です。

半導体製造プロセスが 10nm といったところにくると、SRAM のセルサイズは 0.02µm2 あたりに
なり、計算上は 1平方ミリあたり 50Mビット、160平方ミリで 1GB となります。これくらいにな
れば、もう外付けメモリなんていらないのではないか？ということです。

(2013/7/14追記:富士通の安島さんから、この数字の根拠は？と聞かれたのでVLSI Technology 2011
/ VLSI Circuits 20111 をリンクしておきます。IBM が 22nm で 0.08, 10nm で 0.021 um 2̂/cell を
試作レベルですが実現した、という 2011 年の記事です)

で、もうちょっと追記です。周辺回路も入れるとか、IBM のは試作レベルで製造プロセスとは違う
かも、といったことを考慮すると、半導体製造プロセスが 10nm でも 1平方ミリあたり 15-20Mビッ
ト、1Gバイトには 400平方ミリくらいが現実的なところなようです。というわけで、以下、当初の
ものとは若干数字が変わっています。

そもそも、キャパシタンスを必要とする DRAM は微細化の限界にきており、20nm はみえていま
すが 10nm まで製造可能かどうかわからないですし、コストも下がるかどうかわからない、という
状況です。元々 SRAM と DRAM の面積効比は 10倍程度以下だったわけで、それがもうあまり大
きくならないわけです。

もちろん、規格品を大量生産する DRAM はそれでもおそらく安価ですが、転送バンド幅や消費電
力を考えた時にはかえって不利です。特に、バンド幅では、オンチップでプロセッサの近くにおける
SRAMは、チップ内部でも分散メモリにするなら事実上無制限のメモリバンド幅が得られます。

まあその、DRAM チップの価格は現在でもすでに恐ろしく安く、 2Gbit 品が 1ドル程度、つまり、
1GB が 400円です。これに対して、 400平方ミリのロジックチップは、例えば 300mm ウェハが
200万円として、1万 5千から 3万円相当程度でしょう。なので、現在の価格と比べても 10倍以上、
10nm が利用可能になる時期では相対的にもっと高い可能性があります。

一方、並列計算機の 1ノードは、何度か述べてきたように 50万円程度です。この価格には様々な理
由があるのですが、おそらく近い将来に大きく変わることはありません。そうすると、これを全部オ
ンチップ SRAM に使うなら 32GB 近くが利用可能、 1/2 としても 16GB となり、かなり大きい、
という感じになってきます。もちろん、これは 5000平方ミリであり、単一チップでは現実的ではな

1http://www.kumikomi.net/archives/2011/07/rp27vlsi.php?page=2
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く少なくとも 10チップで、1ノード、しかもノード内でも分散メモリ、という構成ですが、ノード
あたり 16GB メモリ、演算性能は、消費電力をノードあたり 500W 程度に抑えるなら 50TF という
ところでしょう。この 1ノードだと、50TF に対して 16GB メモリはちょっと小さ過ぎるのですが、
1万チップ程度で構成して 160TB、500PF となるとそれほど悪くありません。流体計算で 1万の 3
乗程度が収まる計算になり、1ステップ数千演算、100万ステップとするなら実行効率 50%で計算に
10時間かかるからです。

外付けチップでメモリバンド幅を増やすのに TSV や 2.5次元実装を、という話はあり、私も 7年
前にそっちの方向を議論しています。しかし、TSVはともかく 2.5 次元実装は、製造コストがかな
り高い可能性があり、バンド幅あたりではオンチップメモリに比べて不利です。容量も考えた場合に
どうか、がもちろん問題ではあるのですが、上にみたようにそれほど大容量のメモリが必要でないな
らオンチップメモリが有利です。

1チップで流体計算を、という場合には、 B/F で 0.1 程度の外部メモリをつけるのが現実的でしょ
う。これは、 2.5D といった高価な技術を使わなくても利用可能になる可能性が高いです。例えば
HMC といった、汎用品側で TSVを使うものが候補になります。

我々が筑波大学 FS で検討しているのはもうちょっと保守的というか、「加速機構」的でオンチップ
のメモリがここまで巨大ではないものですが、その次を考えると DRAM はおそらく解にならない
わけで、オンチップメモリで十分、となるように思います。





Chapter 119

エクサはなぜ大変か(2014/4/25)

日記のは tw 仕様で読みにくいかもしれないので文体変えてまとめてみます。

エクサスケールスパコンが大変なのは何故か、という話です。

まず半導体の性能が上がらない、というのが最大の問題です。これまでのように 18ヶ月での世代交
代が進んだとしても、トランジスタ密度はその期間で 2倍です。昔と違って動作電圧が下がらない
ので、演算あたりの消費電力は単純には 3年で半分 (フィーチャーサイズに比例)、つまり、10年で
1/10弱にしかなりません。しかも、18ヶ月での世代交代がかなり無理になってきていて、2019年に
大規模システム組むのは Intel 以外では 10nm でないと難しいと思われます。Intel はさすがに 7nm
になっているとと思いますが。そうすると、「京」が 2011年で 45nm だったのから見ると 4世代、1
世代 2年です。まあでも SX-6 が 150nm で製品 2001 年だから 1世代 2年は同じで Intel がちょっと
速い時期があっただけかもしれません。1993年には 0.8um だから 90年代は 1.5年ちょっとでした。

0.8um 5V から 150nm 1.8V (例えば)に変わると、トランジスタのダイナミック消費電力は単純に
は 1/40 になるので、阿呆なことをしなければ計算機の電力あたり性能は 40倍になる計算です。但
し、この時期は電力あたり性能の向上はもっと低いものでした。つまり、この時期はまだスパコンの
消費電力増えても良かったわけです。

一方、150nm 1.8V から 45nm 0.9V では電力あたり性能は 13倍です。これは、プロセッサアーキ
テクチャを演算あたりの消費電力が下がる側にふる、つまり、演算器以外のコアロジックを単純化す
るとか SIMD 幅を増やすとかしないと消費電力が現実的な範囲に収まらなくなってくることを意味
します。計算機の演算性能は ES の 40TF から「京」の 10PFに 250倍あげてますから、これがト
ランジスタの電力性能向上だけだとすると消費電力が 10倍になってしまうからです。

さて、これがではエクサではどうなるかが問題です。10nm といってるものが実質 11だとしても、
0.7V まで下げたとして電力性能は 45nm の 6.8 倍にしかなりません。なので、アーキテクチャで 7
倍あげて、エクサになって電力が「京」の 2倍にはいることになります。

じゃあ 7倍かせげるか？というと、「京」と同じ 40nm 世代の GPU だって「京」の 3倍もいかな
いわけでまともにやったのでは到底無理です。実際問題としては SIMD 幅をいくら増やしても 2倍
ちょっと改善すれば万歳というところです。

つまり、汎用プロセッサでものすごく SIMD 幅を増やしたもの (まあ要するに Intel MIC みたいな
もの)でも、エクサスケールでは消費電力が 60-100MW になり、空調とか入れるともっと増えます。

これは原発0.1基分くらいで、関西電力の販売電力量は年間平均では 1700万KW、つまり、17,000MW
なので、その 0.3-0.6%にもなります。電気代だけで年間 100億円くらいです。

と、ここまでは 3年前からわかっている話です。

しかし、ここにきて問題になってきているのは半導体ウェハの値段で、ずーっと長い間面積あたり
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の値段が同じか下がる傾向だったのが、28nm から先はどんどん上がる、という話になっています。
10nm だと 28nm の 3倍くらいにはなりそうです。45nm に比べても同じです。クロックが同じとす
るとアーキテクチャ同じだと面積あたり性能が 16倍なので、チップの値段あたり性能が 5倍にしか
なりません。なんとかしてトランジスタあたりの性能を 10倍あげてやっと値段が倍で収まることに
なります。が、電力あたり性能と面積あたり性能はだいたい比例していて、上の議論からまあ 2倍
ちょっとにしかなりません。つまり、普通に考えると値段が 10倍になってしまいます。

もっとも、「京」は富士通の社内プロセスだったので、TSMC のプロセスなら 10倍になってもまだ
たいしてことはないかもしれませんが、良品率が相当高くないと大変なことになります。

GRAPE-X/PACS-G はどうかというと、28nm での試作結果がチップ単体 30GF/W (まあちょっと
無理してクロック落として低電圧でとかだけど)。なので、チップ単体 2GF/W の「京」に比べると
15倍、28nmで 1世代進んでいることを考慮しアーキテクチャで 10倍は実現できたことになります。
面積効率も大体そんな感じでアーキテクチャで 10倍程度です。まあ、メモリは試作チップは小さい
ので、増やすと面積効率は落ちます。これは良品率にはあんまり影響しないはずではあります。

まあその、エクサへの道にはハードウェアとして大変な道とそうでもないのと色々ある、というこ
とです。

Top500 では、最近 20年間は Top 1 の性能は 10年で 500倍です。1000倍よりちょっと少ないくら
いでした。これに対して、電力増加は、1993 年を NWT じゃなくて T3D におくとまあ 50倍です。
このほとんどは ES の 6MW までで食いつぶされています。

T3D から ES までは、性能 250倍、電力 20倍、半導体の電力効率は 40倍なので、アーキテクチャ
の電力効率は 1/3程度にさがっています。日議論した通り。これに対して、ESから「京」へはアー
キテクチャの電力効率は 8倍と驚異的な向上をしています。ESが悪いから驚異的に見えるだけとい
うところはありますが、T3D に比べてもさらに 2.5倍です。T3D は B/F が現在の NEC SX-9 並み
の 2.5 あり、「京」は 0.5なので電力性能のほとんどはここで決まっていると考えられます。

さて、Top500 のトレンドからずれないためには 2019年にエクサなのですが、10nm だとすると半
導体の電力効率は 7倍しか上がりません。なので、「京」並みの電力にするだけでもアーキテクチャ
の電力効率を 14倍にしなければならないわけです。これには、 B/F を落とすことと、制御コアを
単純にするか SIMD幅を増やすかその両方かで対応するしかありません。

メモリに HMC とか HBM とか使っても、トランジスタ自体の性能向上ほどはDRAM の転送性能
の向上はないわけですから、結局 B/F は 0.05 程度まで落とす必要がでてきます。

制御コアは、商業ベースのプロセッサでは、同じ命令セットで単純にするのは困難です。これは同
じコア数で実行した時の性能が下がるからです。なので、SIMD幅をどんどん増やすことになりま
す。が、SIMD 幅を増やすと使いにくくなるし、使えるようにすると電力が増える、というのは以前
書いた通りです。ではコア数を増やせばいいかというと、共有メモリでコア増やすのは共有メモリベ
クトルプロセッサと同じで 16 前後が限界で、それを大きく超えた KNC は破綻しているのも不思議
ではありません。次は 1チップといってもNUMA 構成にならざるを得ないわけです。まあそれだと
何故 1チップにするの？というところはあります。

この観点からは、チップ内 分散メモリ SIMD が電力性能的にはもっとも有利です。メモリアクセ
ス機構が単純なままですみ、また制御コアの数が圧倒的に少ないからです。まあアプリケーションの
実行効率に問題がでないかどうかは難しいところです。が、例えば、差分法で境界のメッシュでは違
う (通常低次の) スキームになる、といったケースでは、式は同じで係数の値だけが違う形に、計算
量が増えてもいいから書き直す、といった対応は可能です。多くの問題で、問題の並列度は計算機の
並列度よりはるかに大きいのに対して、処理の種類は人間が書ける程度なので 10とかせいぜい 100
とかです。なので、全体 SIMDでやっても大した効率低下はないわけです。

というのが Danny Hillis の主張でした。

B/F 0.05 も、まあ頑張れば (人がというよりコード生成、アルゴリズム生成みたいなところで)な
んとか対応できる話ではあります。なので、10nm, 20MW でエクサを、という話にはこの程度で十
分で、まあできなくはない話なわけです。
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では原理的にはどこまでいけるか、を最後にちょっと考えてみます。GRAPE-X の SIMD コアでも
演算器自体の消費電力はまだコア全体の 1/4 程度です。これはマイクロアーキテクチャの細かい修
正で 1/3 程度まであげることはできると思います。あと演算器を FMA にしてレジスタ等のポート
数やセレクタの数をちょっと減らすとかでも若干効率は向上します。(GRAPE-DR の演算器は FMA
ではないので)でも、でもまあ電力性能が 1.5倍にはなかなかならないと思われます。メモリやレジ
スタファイルの消費電力も見えているからです。

そうすると、28nm で 50GF/W、電圧がさらに低いほうにふって 70GF/W というあたりが限界か
なと思います。単精度に最適化すれば 160-200 くらいまではいけるでしょう。

これを専用パイプラインの GRAPE-6 と比べると、GRAPE-6 は単精度倍精度混合演算で 2GF/W
でした。電圧 2.5V の 250nm プロセスです。28nm 0.9Vでは 70倍で、140GF/W、電圧下げて倍に
できたとして 300GF/W です。つまり、SIMDコアでも単精度専用に作るなら、専用パイプライン
の半分くらいはいけるかも、というところです。これはちょっと楽観的で、 1/3 程度が現在的な気も
します。

これは、専用機もそんなにメリットがなくなってくるところまで、プログラマブルな計算機の性能
をあげても、エクサとかその先は厳しい、ということです。





Chapter 120

陰解法にサヨナラを(2014/6/9)

世の中には陰解法というものがあるのは数値計算をやっている人は大抵ご存じでしょう。陰解法と
は、ある系の時間発展を解く、つまり未来の状態を求めるのに、未来の状態自体の満たす方程式を解
く方法です。これは、未来の状態を使わない方法 (陽解法)に対応する言葉です。例えば、1次元の熱
伝導の方程式

∂T

∂t
= D

∂2T

∂x2
(120.1)

を解くのに、以下のような差分化をするのが陽解法です。(式は適当に書いてるので間違ってるかも
しれません)

Tnew,i = Told,i − k
∆t

∆x2
(2Told,i − Told,i+1 − Told,i−1) (120.2)

この方法は簡単でよいのですが、空間刻み ∆x を小さくすると、その自乗に比例して時間刻み ∆t
を小さくしないといけない、という問題があります。これはフォン・ノイマンの安定性条件といわれ
るものです。この限界より大きな時間刻みでは解が発散します。

陰解法のもっとも簡単な形は

Tnew,i = Told,i − k
∆t

∆x2
(2Tnew,i − Tnew,i+1 − Tnew,i−1) (120.3)

です。これは Tnew の全部についての連立方程式になっていますが、1次元の場合は簡単に解ける
のであまり問題はありません。で、この形では、時間刻みをどんなに大きくとっても解が不安定にな
ることはない、ということが知られています。

拡散や熱伝導だとまあこうするしかないみたいなところもあるのですが、陰解法は流体の数値計算
でも広く使われています。これは、流体では CFL 条件というものがあり、陽解法では時間刻みが
c∆x (ここで c は音速)を超えられないからです。

超音速のロケットやミサイルの数値計算ならどうせこの条件が効くのですが、音速よりずっと遅い
流れを解く時にはこれは問題です。例えば風速 1m/s の流れを解くのに、CFL条件で決まるステッ
プサイズでは 1ステップで風は空間刻みの 1/300 しか進まないことになり、計算量がとてつもなく
増えてしまいます。

この時に、「音速が無限に大きい」という近似、いわゆる非圧縮近似をすると、陰的な方程式を解
く必要がでてくる代わりに時間刻みを大きくとれることになります。但し、陰的な方程式として、ポ
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アソン方程式がでてきて、これを離散化した連立一次方程式を時間ステップ毎に解く必要が発生し
ます。

空間 1次元の場合には、上の熱伝導の方程式と同じようにポアソン方程式を簡単に解くことができ
るのですが、2次元や 3次元になるとそうはいきません。普通に連立方程式をガウスの消去法にあた
る方法で計算すると、1次元の場合と違って計算量がものすごく増えてしまうからです。このため、
直接法は諦めて反復法を使うわけです。

もちろん流体計算だけが反復法の応用先ではありませんが、大規模な反復法の主要な応用であるの
も間違いありません。反復法の研究はそういうわけで数値解法研究の最大分野といってもよく、昔は
SOR 法とかも使われていましたが最近は CG 法とマルチグリッド法がよく使われます。

が、最近の計算機での効率的な計算、という観点からは、陰解法、反復法、というのは極めて厄介
なものです。理由は沢山ありますが、いくつかをあげると、

1. 空間分解能をあげていった時に、収束が遅くなり計算量がどんどん増える。場合によってはそ
もそも収束しなくなる。

2. 高いメインメモリのバンド幅を要求する。基本的に、反復計算は差分スキームによって与えら
れる疎行列とベクトルの積になるので、規則格子でも B/F=1 程度は最低限必要になる。

3. CG 法では反復毎にベクトルの内積をとる必要があり、これは全計算ノードにわたる縮約に
なる。

といったものです。この 1つだけでも結構致命的なのですが、現状では三重苦というところです。

さて、亜音速の流体を解くことをもう一度考えてみると、レイノルズ数が同じであれば、マッハ数
が 0.5 くらいから下なら流れは実際上同じになる、というのが流体力学の基本です。もちろん、この
事実があるので、非圧縮近似というものが成立するわけです。

しかし、ということは、逆の近似もできるはずです。つまり、 1m/s の流れを解くのなら、音速が
340m/s ではなく 2m/s であるような「空気」を考えてもいいはずです。そうすると、 CFL 条件が
170倍ゆるくなって、陰解法を使うまでもなくなります。

このことは大昔からわかっていてもよさそうなのですが、最近まで実際の数値計算にはあまり使わ
れていなかったようです。この方法で大成功をしたのがこの 3月に東大地惑で博士をとった堀田さん
で、太陽の対流圏の計算にこの音速を遅くする方法 (音速抑制法)を採用し、世界で初めて 1次元方
向のメッシュ数が 3000にも及ぶシミュレーションに成功しました。それにより、太陽の対流圏の構
造の理解が大きく進展しました。これは「京」を使った成果でもあります。

太陽の計算では話はちょっと複雑です。単純に音速を落とすと、状態方程式が柔らかくなってしまっ
て太陽の密度構造がつくれないからです。なので、密度構造を表現する状態方程式と、ダイナミクス
の表現にはいる状態方程式を分離しています。

普通の工学的な応用であれば、空気への重力はそもそも無視できるため、単純に音速を落とすだけ
で十分です。

このような方法は、原理的には、実際には有限の何かが無限大である、という近似をして解いてい
るあらゆる系に対して使うことができます。亜音速流体の場合には非圧縮近似の代わりに遷音速近似
というべきものを使ったわけです。

同じような近似が原理的には可能なはずの例はマントル対流です。マントル対流では、太陽の対流
圏ともまた違い、粘性がものすごく大きいためにレイノルズ数が非常に小さくなります。このため、
流体の運動方程式から慣性項を消去し、浮力と粘性が釣り合う、という陰的な方程式を解いていま
す。これはまあそれ自体それほど大変ではないのですが、マントル対流の困難は粘性が温度によって
何桁も変わるところにあり、これはほとんどの反復法を破綻させます。

といって、陽解法だと、CFL条件では地震波を解くような時間刻みで 10億年で動くマントル対流
を、となってどうにもならないわけです。
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さて、慣性項を消す、という近似ができるということは、慣性項を大きくする、という近似もでき
る、ということです。レイノルズ数が 1よりある程度小さければ流れはいわゆるストークス流ですか
ら、慣性項の大きさがなんでも答は同じです。

このやりかたでは慣性項を大きくするだけなので、状態方程式は変えません。なので、圧力平衡も
問題なく計算できます。太陽ではこれは駄目で、それはレイノルズ数が始めから大きいからです。ま
た、温度によって粘性が変わるのにも、温暖によって慣性項を変えることで対応できます。

マントル対流の場合には熱伝導と粘性がそれぞれ拡散方程式の形になるので、それぞれについてフォ
ンノイマン条件がさらにでてきて、話がさらにもうちょっとややこしくなります。但し、これは、熱
伝導係数と粘性係数を、解が変わらないように同時に変えることが可能なので、両方のフォンノイマ
ン条件が同じになるようにするとかなり大きな時間刻みがとれます。

と、この辺は昨年度に私のところで卒研をやった竹山君が導出した話です。実際に数値実験もやっ
ていて、本当かよという気もするのですがどうも上手くいくようです。

同じような扱いが、おそらくもっと色々なことに使えるでしょう。例えば

� 放射伝達 (光速をすごく遅くする)

� 化学反応とカップルした流体 (化学反応も必要に応じて遅くする)

� 単純な放射冷却 (問題ない範囲で冷却を遅くする)

といったことがすぐに考えつくところです。このような近似のメリットは、上に書いた三重苦が全部
ひっくりかえることで、

1. 空間分解能をあげても時間刻みはあまり小さくしなくていいし、反復しないので収束性の問題
はない。

2. メインメモリのバンド幅をあまり要求しない。陽解法の流体スキームは高次精度では計算量が
多く、B/F が小さな計算機でも高い性能がでる。

3. 全計算ノードにわたる縮約が不要である。

これはあまりに夢のような話で、書いてて信じられないところもありますが、相当色々なところで上
手くいくのではないかと思います。





Chapter 121

フラグシップ2020(2014/7/24)

本日、ポスト「京」で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題についての検討委員会1 の第 4回
(公開)があり、その場で「資料 4-1 フラグシップ-2020 プロジェクトについて」が配布されました。

これは、従来「ポスト京」とか「エクサスケール・スーパーコンピュータ開発プロジェクト」といっ
ていたものの計画及び名称変更について、文部科学省計算科学技術推進室から説明したものです。

従来の計画からの大きな変更は、「加速部」といわれていたものがなくなり、「汎用部」だけのシス
テムになったことです。

私は、今回の計画においてアクセラレータ及びメモリ削減型のシステムを取り入れるべく努力して
きました。本日の文部科学省からの提案がこのような形になったことは一重に私の力不足によるもの
であり、関係する皆様には深くお詫び申し上げる次第です。

まずは以上です。今後の方向等については少し時間をおいてから。

なお、この件に関する取材等は理研または AICS広報にお願いします。

1http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/chousa/shinkou/035/index.htm
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Chapter 122

ワイドSIMDの諸問題(2014/8/10)

Xeon Phi で既にそうなっているように、「汎用」コアでは 1コアあたりの SIMD 幅がどんどん増え
る方向に向かっています。「京」の Venus では倍精度 2演算の SIMD ユニットが 2つでしたが、ポ
スト FX-10 ではユニットを増やすのはまず無理なので幅が 2倍、さらに単精度演算もサポート、そ
の次ではさらに 2倍になるのがありそうなストーリーでしょう。そうすると、1サイクルあたり、単
精度では 1コアで 64演算 (加算 32、乗算 32)することになります。

これくらい幅が広い時にどのような問題が発生するかを、以下割合簡単な差分法コードを例に考え
てみます。

波動方程式の FDTD空間 4次精度差分では、こんな感じの差分式を使います。

x(i,j,k)= (V(i-1,j,k)-V(i+2,j,k))*a+(V(i,j,k)-V(i+1,j,k))*b

これは x 方向 (添字が x,y,z の順番として)ですが、もちろん y、z方向の微分も計算します。これは
最内側ループを微分の方向に無関係に i で回すと、古典的ベクトル計算機なら問題なくベクトル化さ
れ、 B/F=4 とかあれば理論ピークに近い性能 (まあ 50%とか)がでます。

これがキャッシュありになるととたんに話がややこしくなって、まず右辺の差分が i 方向だと SIMD
幅でアラインしていないので、レジスタ内でのローテートや理想的にはレジスタ 2本から任意の場所
を切り出すという命令が必要で、レジスタの本数が少ないとさらにメモリアクセス自体も増えます。

j方向の差分では、 j-1 の時と j の時でアクセスする配列がオーバーラップするので、それが L1
キャッシュにはいる程度に最内側ループが短いと原理的には性能がでますが、最内側ループが短いと
「京」では性能がでないという問題もあります。まあ、「京」に限ったことではないですが「京」では
特に大きな問題でした。

ここでの問題は、SIMD 幅が広くなる、ということは、最内側ループの反復回数がそれだけ小さく
なる、ということに直結する、ということです。例えば、最内側ループ長が 256だった時、「京」で
の実際の繰り返し回数は 64ですが、単精度 32演算のマシンではわずか 8になり、ループ長が短く
なりすぎます。一方、L1や L2のサイズは SIMD幅が大きくなっても増えないし、バンド幅はなん
とか減らさなかったとしてレイテンシは増える方向にいきます。

「京」では、このために i 方向のサイズを大きくして (空間分割を直方体形状にする)、なんとか性
能がでるようにする、というアプローチをとっている場合が多いです。これは、メインメモリのバ
ンド幅が B/F で実効 0.35 程度はあり、上のループで十分な再利用ができて 1要素の計算につき 1
load, 1 store 程度になれば名目ピークの 20%程度はでるからです。しかし、SIMD幅が 8倍とかメ
インメモリのバンド幅が相対的に半分とかになると、実行効率が 1/2ないし 1/3 程度に低下してし
まうことになります。

実行効率が主記憶バンド幅依存になれば、ハードウェアの B/F が下がると必ず性能は下がるわけ
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で、なんとかするには主記憶依存にならないようにするしかありません。具体的には、 L2 にはいる
サイズ程度で計算して、時間方向に複数タイムステップ進める、最近は temporal blocking と呼ばれ
るらしい方法を使う必要があります。

これは原理的には美しいのですが、上で述べた、最内側ループが短くなる、という問題は必然的に
発生します。おそらく、コンパイラに対しては、最内側ループは手で (あるいは自動生成で)完全に
アンロールし、さらにその次のループまでアンロールしたコードを渡す必要があるでしょう。また、
横との通信も、メッセージサイズが短くなるため、低レイテンシであることが必須となります。レイ
テンシ 3マイクロ秒とかでは論外で、1マイクロ秒を大きく切らないと、というのが色々なコードで
でてくる見積もりです。

なお、上のような、最内側の次のループの展開だけでは、L2 の再利用しかできなくて L1 の再利用
は k 方向の微分ではできません。k 方向の微分については、配列の j,k 方向での転置を行えば、ルー
プ本体での L2 アクセスは減らすことが原理的には可能です。

そういうわけで、「汎用」プロセッサでは世代が変わる毎に SIMD幅が広くなったり、相対的にメ
インメモリやキャッシュのバンド幅が下がったりレイテンシが増えたりするので、そういったものに
依存したチューニングがされているコードの実行効率はプロセッサの世代が変わると必ず大きく低
下します。歴史的には、SIMD が導入された Pentium 4 でそういうフェーズにはいり、それがすで
に 10年以上続いているわけです。

まあ、ソフトウェアが大事だとかいって人件費をとるにはこういうアプローチがいいのかもしれな
いのですが、こういう、賽の河原で石を積むようなことを将来ある若い人にやってもらうのは好まし
いことではないと私は考えます。

何がいいたいかというと、こういう問題に対してもうちょっと一般化したアプローチをするべきで
ある、ということです。具体的には、というのはすでにこの文章の前のほうに書いたわけですが、、、



Chapter 123

PEZY-SC と「睡蓮」(2014/11/21)

2014/11 の Top500 には、久しぶりに Intel 等の巨大企業ではないベンチャーの独自開発によるプロ
セッサがエントリーしました。 KEK に設置された ExaScaler-1 「睡蓮」です。 Dual Xeon の普通
のノードに、PEZY-SC なる独自開発の MIMD 1024 コアプロセッサを 2つ載せたボードを 4枚搭
載したたシステムです。

PEZY-SC は動作クロック 733MHz, 倍精度ピーク演算性能 1.5TF、チップ自体の消費電力は 65W
と発表されています。製造プロセスはTSMCの 28 HPMで、我々が GRAPE-Xの試作に使ってもの
と同じ、電力あたり性能も大差ありません。GRAPE-Xでは、若干低電圧側にふった動作で 30GF/W
を実現しています。

さらに、2014/11のGreen 500リストでは、4.954Gflops/Wを達成、残念ながらトップは 5.272GF/W
を達成した GSI (AMD FirePro S9150)にもっていかれましたが、堂々の世界 2位を達成しました。

このシステムは何重もの意味で驚異的といえるでしょう。

1. 小規模なベンチャー (社員 20 人以下ときいています) で、会社設立から 4 年で 1024 コアの
MIMD プロセッサチップという、大メーカーでも実現していない超メニーコアシステムの開発
に成功し、実際に Linpack を動作させたこと

2. 単に MIMD メニーコアチップを開発した、というだけでなく、それが世界最高クラスの電力
あたり性能をもっていること。

3. その性能が名目のものではなく現実のアプリケーションで達成可能であることを HPL の電力
性能で 2014/6 段階で世界一であった TSUBAME-KFC の値を上回ることで実証したこと

PEZY-SC が超メニーコアでの MIMD というなんだか大変そうなアーキテクチャで同じテクノロ
ジーでの GPGPU 等を上回る高いチップあたり性能、電力あたり性能を実現したことは私には驚き
でしたが、実際のチップ設計をみてみると当然の結果であることがわかります。

まず、1024コア、倍精度浮動小数点演算器でもその数、という膨大な演算器をもちながら、チップサ
イズは 400平方ミリ程度に抑えており、トランジスタ利用効率が高いことがわかります。NVIDIA の
GK110 Kepler は 550平方ミリで倍精度の演算器の数はほぼ同じ 960個です。もちろん、汎用 CPU
では演算器の数ははるかに少なくなり、22nm テクノロジーで 600平方ミリを超える 18コアHaswell
でも 288個にとどまります。

このように、1024コアの MIMD という極端な設計で、チップサイズを小さくできたのは、要する
に 1コアが単純で小さいからです。ハードウェア・マルチスレッドにして、スレッド内での命令間依
存関係をあらかじめ解決することで、複雑なデコーダやスケジューラが不要なアーキテクチャにして
いるようです。
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もっとも、1024コアに命令、データを供給するために、命令キャッシュもデータキャッシュも階層
的になっています。なので、ハードウェアで多数のスレッドがあっても、性能をだすためにはあまり
大きくない最内側ループの命令セクションを共有できるようなコードでないと難しいのでは？と想像
されます。

これは要するに多くのコアがほぼ同じ動作をするということですから、SIMD でもいいんでは？と
いう気が個人的にはしなくもありません。

が、アプリケーションを書く側から見ると、MIMD で階層キャッシュでスレッドで動く、という馴
染み深い構成のほうが安心できるし、性能がでるかどうかはともかく数千スレッド発生させれば並列
化はできるわけで、アプリケーションが書けそうな気がする、というのはやはり極めて大きな「売
り」であると思います。我々が昨年度まで検討していた「加速部」では

次期フラッグシップシステムに係るシステム検討ワーキンググループ中間取りまとめ1 で、

� 幾つかの重要な社会的・科学的課題の達成において有効活用が期待できるが，現時点では，そ
れ以外の課題における有効活用に限界がある。

� 消費電力については，基本的に妥当である。

� 技術自体の実現可能性は十分に見込まれるが，開発・製造経費が多額であり，システムとして
競争力を持つためには広い需要を得る必要がある。

と、使い道がないという烙印をおされたわけですが、MIMD で階層キャッシュで普通にプログラム
動きますというと、上のような評価を受けることもなさそうです。

まあその、キャッシュベースの MIMD システムは、実際に理論ピークに近い性能をだそうと思うと
大変そうではありますが、多様なアプリケーションがとりあえずは動く、というのは大きいと思いま
す。試作した GRAPE-X を 400平方ミリで作れば 4000コアくらいはいって、トランジスタ効率で
は 3-4倍、電力効率は実力ではどのへんだろう？というところです。

とはいえ、PEZY-SC のある意味重要な点は、コア内 SIMD を採用しないで、その逆にコア数を極
限まで増やしている、ということです。これによって私が 122 で書いたワイド SIMDの問題を回避
し、アプリケーション開発の困難さを著しくさげていることは本質的に重要です。アプリケーション
からコンパイラにいたる、ソフトウェアの全ての階層で、やるべきことが大きく減り、より本質的な
問題に取り組めるようになるからです。

また、1コアが物理的に小さいため、データ移動の距離が小さく、電力性能を上げやすい、という
のも、コア内ワイド SIMDに比べて有利です。

超メニーコアアーキテクチャの方向は色々ありえるわけですが、現在主流のコア数、コア内 SIMD
幅を同時に広げていく方向はおそらくもっとも効率の低い、近い将来に破綻するアプローチであり、
コア内での SIMD 幅は考え直す必要がある、ということを前節に書いたわけですが、実際に考え直
す (というか、始めからそんなものは採用しない)のが確かに効果的であることを PEZY-SC は示し
ているように思います。

まだ、電力性能を大きく改善する余地はあるようにも見えますので、来年 6月には 8-10 GF/W 程
度を実現することを期待します。

1http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/chousa/shinkou/037/gaiyou/1351447.htm
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フラッグシップ2020 と私
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首相官邸からのアナウンス1によると、13日に行われた第７回総合科学技術・イノベーション会議
(CSTI)で安倍首相は以下のように述べたそうです。

スーパーコンピュータ「京（けい）」については、かつて開発計画の凍結も
議論されました。本日は、ポスト「京（けい）」開発に関する評価を決定いた
だき、本格的なスタートの準備が整えられました。強い意志を持って、世界で
一番を目指していきたいと考えています。

　ここで総合科学技術・イノベーション会議といわれているものはいわゆる「本会議」で、その下に
色々な部会などがあります。ポスト「京」については、評価専門調査会の議題になり、その下にさら
に評価検討会が組織され、そこでの結論が評価専門調査会、本会議と順番にあがっていく、という仕
掛けです。13日の本会議は首相がでる (主催する)ことからもわかるように最高決定権を持ちます。

なお、これらの CSTI の諸委員会での評価の前に、まず理研 AICSが開発計画案を作成し、それが
文部科学省の HPCI 計画推進委員会で承認される、というステップがあります。HPCI 計画推進委
員会の下には「次期フラッグシップシステムに係るシステム検討ワーキンググループ」があり、その
報告は 10月 22日にでています。これについては後述します。

安倍首相の発言には「世界で一番」とあるわけですが、では実際にどのようなシステムを開発する
ことがどのような審査を通して決まったのか、を公開資料だけに基づいてここでまとめておきます。
「公開資料だけに」とわざわざ断わっているのは、私は現在理研AICS エクサスケールコンピューティ
ング開発プロジェクト副プロジェクトリーダーの職にあり、この数年間意思決定プロセスそのものに
関わってきていますが、その立場からは書けない (守秘義務に反する)ことが多くあるからです。

まず、本会議資料をみてみます。資料 1-12には、以下のように記載されています。

事業概要

【概算要求時点での事業計画】
<シツサワエヨ>ハソタョ26。ハ」イ」ー」ア」エ。ヒヌッナル召キハソタョ31。ハ」イ」ー」ア」

ケ。ヒヌッナル
<予算額>平成 27年度概算要求額：約 47億円、国費総額：約 1100億円
1http://www.kantei.go.jp/jp/97 abe/actions/201501/13skgikaigi.html
2http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui007/siryo1-1.pdf
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2020年をターゲットとし、幅広いアプリケーションソフトウェアを高い実効
性能で利用できる世界最高水準のスーパーコンピュータと、我が国が直面す
る課題の解決に資するアプリケーションを協調的に開発する。

開発目標
・最大で「京」の 100倍のアプリケーション実効性能 (ターゲットとするアプ
リケーションソフトウェアを実行した場合の演算速度)

・30～40MW の消費電力（「京」は 12.7MW）
【事前評価後のシステム構成の見直し】
汎用部＋演算加速部（昨年度の事前評価時）
汎用部のみ（現在）

総合評価
○世界最高水準の汎用性のあるスーパーコンピュータの実現を目指すもので
あり、意義・必要性は改めて認められる。
・システム構成の見直しにより、様々なアプリケーションに対応可能な汎
用性の高いシステムを開発

・世界最高水準の計算機システムに対応した開発目標を設定
○ 9つの重点課題の設定、ターゲットアプリケーションについての適切な方
針設定等、事前評価での指摘事項に対応。

○平成 28年度にフォローアップを行うほか、平成 29年度の文部科学省の中間
評価結果を踏まえ、CSTIでの中間評価の実施を判断。

主な指摘事項
・スパコン開発の意義・必要性、有効性を一般国民も実感できるよう、アウ
トカムを更に具体化、明確化すべき。

・継続して競争力を確保するための長期的な技術開発戦略の検討が必要。
・CPU製造の海外委託に際しての歩留りの確保等、想定されるリスクへの対
応策の検討が必要。

これだけからはどういう計画なのかよくわからないわけですが、目標が

� 最大で「京」の 100倍のアプリケーション実効性能

� 30～40MW の消費電力（「京」は 12.7MW）

であること、ならびに昨年度の段階とはシステム構成が変わっていて、昨年度は「汎用部」+「加速
部」で 1エクサフロップス級の性能を実現、という計画であり、プロジェクトの名称もそれに対応し
て「エクサスケール・スーパーコンピュータ開発プロジェクト（仮称）」だったのですが、今年度は
「汎用部」のみのシステムになっていることがわかります。

私は「加速部」の開発の助けとなるためにエクサスケールコンピューティング開発プロジェクトに
参加しているわけですので、まあ、エクサスケールコンピューティング開発プロジェクトには私はほ
ぼ不要である、ということになると思います。

では、どのような論理で「加速部」がなくなったのか、ということをまずは CSTI 資料からみてみ
ます。本会議資料 (資料 1-2) から、その辺に関係する部分を以下に引用します。

事前評価実施後においてシステム構成の見直し等が行われたが、汎用部およ
び演算加速部からなる構成から汎用部のみの構成としたことで、理論ピーク
演算性能は見直し前のシステムにおける想定（1エクサフロップス級）を下回
るものの、見直し後の開発目標や実施計画内容は、世界最高水準の汎用性の
あるスーパーコンピュータの実現を目指すものであり、技術の継承や人材の
育成等の観点から継続的なスーパーコンピューティング技術の開発が重要で
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あることも踏まえれば、プロジェクトの意義・必要性は認められる。

事前評価段階においては汎用部および演算加速部からなるシステム構成が想
定されていたが、フィージビリティスタディを踏まえた概念設計評価の結果、
演算加速部については当初の想定よりも開発・製造コストが高くなること、
これを有効活用できるアプリケーションが限られることを踏まえ、汎用部の
みのシステムに見直された。

投入できる資源の制約も踏まえた費用対効果の観点、我が国におけるフラグ
シップシステムとして様々な課題に対して先端的な成果を生み出すための汎
用性確保の観点を踏まえ、見直しが図られたものと認められる。

色々書いてあるのですが、要点は

� 演算加速部については当初の想定よりも開発・製造コストが高くなること、

� これを有効活用できるアプリケーションが限られること

の 2つです。開発・製造コストについては「当初の想定よりも」上がっていると書いてあるのです
が、「有効活用できるアプリケーションが限られること」はこの「当初の想定よりも」という文言は
なく、当初の想定通りだったことがわかります。つまり、ここに書いてある文章からは、加速部を採
用しなかった理由は「当初の想定よりも開発・製造コストが高く」なった、ということだけであるこ
とがわかります。

「当初の想定」というのは論理的には 2013 年の文科省や CSTIによる評価の時点でのコスト見積
りであり、これは当時進行中であった FS での想定アーキテクチャに基づいて、理研の責任において
提出したものです。

高くなった、というのは、製造を請負うことが想定される某大企業のコスト見積りが様々な理由で
2013年時点での理研見積もりよりも高価になった、ということです。この理由はもちろん私は把握
していますが、ここに書くことは現時点ではできません。

いずれにしても、性能あたりのコストが汎用部と加速部で大きく違わなくなると、開発費が二重に
かかる分ハイブリッド構成は予算的に難しくなるわけですから、性能あたりのコストが汎用部と加速
部で大きく違わない程度まで加速部のコストが上がっていたのであれば、汎用部だけで進める、とい
う決定は合理的なものといえるでしょう。しかし、話はそれほど簡単なものではありません。

上に書いたように、この本会議は基本的には「評価専門調査会」による評価案を承認する場所であ
り、「評価専門調査会」にはさらに専門的な委員会である「評価検討会」で作成された評価案が提出
され、それに基づいた議論が行われます。13日の本会議に提出された評価案は、昨年 11月 26日に
行われた評価専門調査会でまとめられたものです。この評価専門調査会は公開で開催されましたの
で、机上配布資料についてはここでは触れることができませんが委員の発言等については触れるこ
とができます。当日所用のため欠席であった委員からのコメントが提出されており、これについての
実施機関側 (理研側)からの説明がありました。当日傍聴していた私の日記 (当日に公開済み)による
と、コメントの内容は以下のようなものです。

欠席委員からの提出コメント「汎用部の見積もりがだいぶ高くなったという
ことなので、計画を再検討するべきと考える」

これに対する理研側からの回答は (やはり私の日記によると)以下のようなものでした。

評価検討会資料 (机上、文科作成)にあるように、担当企業からの見積もりが
高くなった。コスト削減に取り組んでいく。
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つまり、汎用部のコストについては、担当企業からの見積もりがこの 11/26 日の会議までのどこか
(評価検討会は 10/10 及び 10/28 に行われていますので、遅くとも 10/28 まで)に何故か大幅に上昇
した、ということがこの委員のコメント及び理研側の回答からわかります。

これは 2013年の評価時点でのコスト見積りに比べて、汎用部も加速部もコスト増になった、とい
うことを意味するものです。しかも、加速部については担当 (想定)企業は早い時期にその問題を明
らかにしていた (少なくとも昨年 7月時点では明らかになっていた)のですが、汎用部については担
当企業がおそらくそれよりもずっと後になってから実は高価であるといいだした、ということになり
ます。

高価になったことに対する理研としての対応は「コスト削減に取り組んでいく。」というものです
が、それによって現時点での (既にエクサスケールには届かない)性能目標が予算内で実現できるか
どうかは明らかではありません。

つまり、正直にコストを報告した企業はポスト「京」プロジェクトから排除され、そちらが排除さ
れるまでは黙っていた企業がポスト「京」プロジェクトを単独で請負うことになった、ということが
公開資料だけから読み取ることができることです。

上で述べたように、CSTI による評価の前に、文部科学省の HPCI 計画推進委員会、次期フラッグ
シップシステムに係るシステム検討ワーキンググループによる評価があったわけですが、こちらの次
期フラッグシップシステムに係るシステム検討ワーキンググループ最終取りまとめ3 をみてみます。

製造コストについては、11-12 ページに

４）開発・製造のコストについて
事業費（国費）としては，開発のコスト，製造のコスト，施設設計・工事の

コスト，アプリケーション開発のコストが提示され，全体予算として約 1,100

億円を予定していることが提示された。また，開発のコストについては，「京」
の開発時に比べて国費負担が大幅に減少することが提示された。

という記載がある他、13ページに

４）の開発・製造のコストについて，開発のコストについては，「京」の開
発時に比べて国費負担が大幅に減少することが提示されており，その提案は妥
当である。また，他の汎用 CPU 価格のトレンドを意識して設定された製造のコ
ストについては，今後引き続き精査をする必要があるものの，コスト削減につ
いて基本設計において検討することに言及しており，その方向性は妥当であ
る。

とあります。つまり、文部科学省の委員会では「他の汎用 CPU 価格のトレンドを意識して設定され
た製造のコスト」を「今後引き続き精査をする必要があるものの」妥当と認めた、ということにな
ります。すなわち、ここにおいても、汎用部においては担当企業が出したコスト見積もりでは計画予
算に収まっていないという、先ほどの CSTI評価専門調査会委員のコメントと矛盾しない記述になっ
ています。その上で、計画は妥当と判断した、と書いてあるわけです。

企業にはそれぞれの戦略や方針がありますから、コスト見積りについても色々な理由で変わる、と
いうことはもちろんありえることでそれ自体に問題があるとは私は考えていません。

しかし、明らかになったコストやその結果として発生したリスクに対して理研 AICSは現在最善の
プロジェクトマネジメントができていない、と私は考えています。これについては私は理研AICS内
部及び文部省のシステム検討ワーキンググループではもちろん見直しをするべきといってきていま
すが、理研としてのプロジェクトの進めかたはもちろん、本会議まで提出された、(実は高価である
と判明した)汎用部のみのシステムの開発を継続する、というものになっています。

3http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/chousa/shinkou/037/gaiyou/1353622.htm
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なお、最善のプロジェクトマネジメントができていないのは、プロジェクトリーダーや機構長といっ
たAICSのトップマネジメントレベルの問題ではなく、STAP 細胞の件でも明らかになった、実際の
意思決定が起こる場、責任者が不明である (どこで意思決定が起こっているかわからない)という理
研の特殊性によるところが大きい (理研だけでなく、原研等にも共通する性格にみえますが)と個人
的には考えています。この意味で、この文章は理研 AICSのマネジメント (の中にはもちろん私も含
まれています)を批判する意図があるものではなく、我々は与えられた境界条件や外力の中でベスト
を尽くしてきた、と思います。が、その結果は、残念ながら現在のところ最善のプロジェクトマネジ
メントにはなっていない、というのが私の意見です。

一方、ソフトウェア・アプリケーションについては、加速部のために従来検討してきたアプローチ
と、実際に想定される汎用部に必要なアプローチはほぼ同じである、ということがわかってきていま
す。これは実は当然で、加速部と汎用部を比較すると、

� チップあたりの性能はファクターで加速部のほうが高い

� 従って演算器の数はファクターで加速部のほうが多い

� オンチップメモリの大きさもファクターからオーダー近くで加速部のほうが高い

� オフチップメモリへのバンド幅は同等

� チップ間ネットワークバンド幅も同等 (レイテンシは加速部のほうが低い)

と、主要諸元にそれほど大きな差がないためです。もちろん、チップ内部のアーキテクチャは大きく
違い、加速部は比較的小さなローカルメモリを持つコアが多数あり、SIMD 動作する、というもの
であるのに対して汎用部はコア内ワイド SIMD であり、また富士通の FX10、FX100 のアーキテク
チャを踏襲するならば 16コア程度で L2キャッシュを共有する、つまり、おそらく 256個程度の演算
器が単一の L2キャッシュを共有する、という極めて難易度の高いハードウェアになります。が、構
造格子、行列演算、粒子法といったアプリケーションから見ると同じように使う、ということになり
ます。

なお、非構造格子については、コア内ワイド SIMDで性能をどうやって出せるのか私には今のとこ
ろわかりません。加速部では、CM-2 の前例があり、できないことではありません。

このことは、同時期にでてくる GPGPU やメニーコアにしても、主要諸元に極端な差があるわけ
ではなく、アプリケーション開発、アルゴリズム開発の方針は同様のものになる、ということです。
要するに、より高くなるメモリーウォール、ネットワークウォールにどう対応するか、が課題だから
です。

正直なところをいうと、「汎用部」のほうが高い性能をだすのははるかに困難です。これは、L2キャッ
シュが容量が小さく、バンド幅も相対的に小さく、また非常にアクセスレイテンシが大きい、という
ことによるものです。加速部のローカルメモリは L1キャッシュ以下のレイテンシ (クロックが低い
せいもありますが)でアクセスでき、バンド幅も高いため演算オペランドに使うことが可能です。

従って、汎用部のためにアプリケーションを最適化・新規開発するのは、(かなり余計な苦労が多い
にしても)それが汎用部だけでしか使えないものにつながるわけではなく、より一般性があるものに
していくことができます。私のAICS内の今後のミッションはそこにある、と私は現在のところ考え
ます。

もちろん、こんな文章を勝手に書くやつはプロジェクトからでていけ、となるかもしれませんし、
そうなるならそれはやむをえないことと思います。





Chapter 125

FDPS (2015/3/20)

3月 17日、私達「理化学研究所計算科学研究機構粒子系シミュレータ研究チーム」は、粒子系シミュ
レーションのための汎用プラットフォーム ”FDPS” (Framework for Developing Particle Simulator)
のイニシャルリリース、Version 1.0 を公開1しました。

ソフトウェアは github2で公開しています。インストールからサンプルプログラムコンパイル、実行
までの チュートリアル3も用意しました。

ここでは、FDPS とはどういうもので、何ができるか、また、どういう考え方で開発されているかに
ついての、私の個人的な考えを述べます (チームないし理研公式のものというわけではありません)。

FDPS は、粒子系シミュレーションのための「汎用」プラットフォームです。つまり、粒子系であ
ればどんなものにでも適用できることを目標にしています。普通、そのような「汎用」プログラム
は問題や使う計算機特定で人がチューニングしたプログラムに比べて遅くて話にならないのですが、
FDPSでは粒子系シミュレーションの並列化の十分良いアルゴリズムを採用することで、多様な問題
に対して世界最高レベルの実行効率を実現します。

ちょっとホラを吹き過ぎではと書いているほうも思わなくものないので、読むほうがは一層そうか
もと思いますが、全くホラというわけでもないのでもうちょっと我慢して読んでみて下さい。

FDPS で扱う粒子系は以下のようなものです。

� 系が粒子の集まりとして表現される

� 粒子は位置、速度をもち、粒子間相互作用によって力をうけて運動する

� 2つの 2粒子間の相互作用は、それらの相対位置と、それぞれが持つ内部情報から計算できる。
相互作用 (のうち計算量が多い部分)は 2体力として表現できる。

� 粒子間相互作用は、2つの粒子の距離が大きくなると弱くなる。FDPSの中では有限距離でカッ
トオフがあったり指数関数的に落ちる場合 (近距離力とよぶ)と、重力やクーロン力のように距
離の弱いべきで落ちる場合がある

このような系を、陽解法で時間積分していくプログラムの作成を容易にすることが FDPS の目標
です。

この想定で、重力多体系、SPH 法や他のラグランジュ的な粒子法で表現された流体や構造体、分子
動力学といったものを扱うことができます。タンパク分子の分子動力学のような、分子結合による

1http://www.jmlab.jp/?p=503
2https://github.com/FDPS/FDPS/
3https://github.com/FDPS/FDPS/blob/master/doc/doc tutorial.pdf
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力 (結合力)が働く場合にも、結合に依存しないクーロン力やファン・デル・ワールス力は FDPSで
扱い、結合力は FDPSを使って応用プログラムを書く開発者が書いたコードで計算することができ
ます。

FDPS の実装上の考え方は、以下のようなものです。

1. アプリケーション開発者は、

� 粒子の定義 (粒子クラスの定義)

� 粒子間相互作用の定義 (粒子間相互作用を計算する関数)

を記述する。

2. FDPS はこれらを受け取ることができるテンプレートクラスライブラリの形で以下を行う関数
群を提供する

� 粒子の空間分布と計算ノードの数に応じた領域分割を行い、ノード間で粒子を交換して粒
子を再配置する

� 受け取った相互作用計算関数を使って、粒子間相互作用を計算するこのために、遠距離相
互作用の場合にはツリー法を使う。近距離力の場合、現在の実装ではツリー法によって近
接粒子リストを構築し、それを使って相互作用を計算する。

3. アプリケーション開発者は、FDPS が計算した相互作用を使ってシステムをアップデート (時
間積分とか)する。以下、空間分割 (これはスキップ可能)、粒子移動、相互作用計算、アップ
デートを繰り返す。

最近の計算機では、

1. 分散メモリの複数ノード計算機での、データ分割、移動

2. OpenMP 等によるノード内並列化

3. SIMD ユニット有効利用、キャッシュ有効利用

といったことを考える必要がありますが、FDPS は粒子データと相互作用計算関数を渡されれば 1,
2 を「おまかせ」でやります。空間分割はゴードンベル賞を獲得した宇宙論 N体計算コード GreeM
で採用した直交多重分割を使っています。これは伝統的に使われてきた正規直交分割が、ノード数が
2のべきでないと使えないという問題を回避するため、x, y, z の 3軸を任意の数で分割できるように
したものです。相互作用計算のためには、各ノードが、他のノードで必要になる自分の情報 (いわゆ
る local essential tree) を作って、他に送り、受け取った情報から全体ツリーを再構成して相互作用
計算をします。この時に複数スレッドを使うので、アプリケーション開発者が書く相互作用計算関数
はマルチスレッド化の必要はありません。

FDPS で想定する相互作用計算関数は、1ペアの粒子間の計算ではなく、複数粒子から複数粒子へ
の力をまとめて計算する形で定義するようにしています。この形にすることで、キャッシュの再利用
や SIMD化を容易にしています。

GPU 等のアクセラレータを使う場合には、これだけではアクセラレータの計算カーネルの起動オー
バーヘッドや並列性を隠蔽するには十分ではないので、この関数を複数並列に呼び出すようにイン
ターフェースを拡張する必要があります。これは今回公開した Version 1.0 ではまだサポートできて
いませんが、今年中には対応する計画です。

実際のノード間通信による粒子交換や相互作用計算のためのデータ転送はMPI を使って実装され
ています。この、MPI の呼び出しは完全に FDPSの中だけで行われるので、アプリケーション開発
者の書くプログラムは FDPS の関数を呼び出すと、勝手に粒子が入れ替わったりするけれどその部
分を書く必要はない、ということになります。
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このため、FDPS を使ったコンパイル時のオプションと使うコンパイラの指定を変えるだけで、1
コアで動作するプログラム、OpenMP で並列化 sれたプログラム、MPIで並列化されたプログラム
が生成されます。OpenMP やMPI による並列化は FDPS 側で十分に最適化されていますので、ア
プリケーション開発者はその部分に注力する必要はありません。

相互作用計算のルーチンは現在のところまだ SIMD命令やキャッシュに対してちゃんと最適化した
ものをアプリケーション開発者が作る必要があります。但し、これは、相互作用を及ぼす粒子、受け
る粒子共に複数ある、2重ループの最適化なので、それに特化したコンパイラ、例えば KFCR社の
Goose コンパイラ4 を利用することも可能です。

概念はこのようなものとして、実際に使いものになるためには I/O、色々な境界条件のサポート、
その他色々な機能が必要になります。それらは、我々が考えつくものはいれていますが、アプリケー
ションによってはもっと機能が必要かもしれません。これらについてはご意見をいただけるとありが
たいです。

現在、サンプルコードとしてはまだ重力多体と単純な周期境界での SPH だけしかはいっていませ
んが、レナードジョーンズポテンシャルでの分子動力学コードも記述して動作することは確認してい
ます。また、重力と SPHというふうにタイプの違う複数の相互作用がある系も記述できます。

周期境界もサポートします。長距離力の場合には、長距離は FFTで、短距離はツリーで、という
TreePM法を使います。短距離力は単純にミラーイメージからの力を計算します。

重力多体コードの場合、I/O やログメッセージの生成を除いた、実際の時間積分プログラムは 200
行程度です。SPHは相互作用自体が複雑なのでもっと長いですが、MPIで並列化された、アダプティ
ブな空間分割を行う重力多体プログラムは 1万行近く、SPH ではさらに長くなるのに比べるとアプ
リケーションプログラムの記述は単純な 1コアでの、しかもツリーとかネイバーリストとか使わない
プログラムとほぼ同じ量ですむことになります。

私達が FDPS の開発を始めた目的は、基本的に、1コアで動くプログラムを書ける人が、自分で書
いたプログラムを大規模スパコンで効率的に実行できるようにする、ということです。なかなか夢の
ような話にみえますが、粒子系シミュレーションに限っていえば、FDPSの枠組みにのってプログラ
ムを書けば、それが実現可能になった、と考えています。

4http://www.kfcr.jp/goose.html





Chapter 126

MIMDメニーコアの現在と将来
(2015/3/21-22)

ここしばらく、色々なしがらみもあって MIMD メニーコアのシステムについて色々みたり聞いたり
文句をいったりする機会が多いのですが、連続的な進化、というのはやはり限界に近づいている、と
いうか、既に限界を超えているのではというふうに思います。以下、なにが問題か、対応策はあるの
か、というのを少し議論してみます。

将来というか、まず現在の困難というのは Xeon Phi に表現されています。但し、KNF とか KNC
では、あまりに設計がアレであるという問題が多すぎて、MIMD メニーコアの本質的な問題点が見
えにくくなっています。

まず設計上の問題点です。主記憶のアクセスレイテンシが 250サイクルくらい (らしい)のはまあ
しょうがないとして、リモートキャッシュも同じくらいあるとか、なにがどうなってるかよくわから
ないけどバリア同期に 10マイクロ秒以上かかるとかいうことが実測から明らかになっています。

論文はこれ1 です。

バリア同期に 10 マイクロ秒というのは全くお話にならない数字です。というのは、これは、チップ
内並列化の最小単位の実行時間が 100マイクロ秒くらいないとまともな性能がでない、ということを
意味するからです。KNC は名目ピークで 1TFくらいなので、ある程度の実行効率がでているなら
同期の間に 1億演算くらいないと同期オーバーヘッドによる性能低下が無視できなくなるわけです。

しかし、L2キャッシュはチップ全体で 30MBくらいしかありません。倍精度だと概ね 4M語です。
L21語アクセスにつき 1演算とすると、25回 L2全体をなめる毎に 1度だけ同期する、みたいなプロ
グラムである必要があります。また、多体問題の例だと、100万相互作用くらい計算してから同期、
という程度まで同期の回数を減らす必要があります。こうなると、ループ単位で OpenMP でプラグ
マいれて、というアプローチでは駄目で、プログラム全体をまずマルチスレッド化して、どうしても
必要なところだけで同期する、としないといけないわけです。

「京」は (というか「京」の Venus とかその前の Jupiter から)、ハードウェアバリアの機構がつい
てるのでこんな阿呆なことはありません。マイクロ秒以下で同期が可能です。これは富士通のアプ
ローチの明らかに優れているところです。「京」はさらに L2が共有なので、OpenMP による並列化
には非常に具合がよくなっています。

但し、では近未来、というか Xeon Phi の現在である 64 コア程度で共有 L2 がもてるかというと
もちろん無理で、FX100 (SPARC64 XIfx) では 32コアを 16 コア毎の 2ブロックにわけています。
これもかなりの力技で、「京」に比べると L2 のサイクルあたりのデータ供給量が 4 倍 (コア数 2倍、
SIMD幅 2倍)です。つまり、4倍の本数の配線がいるわけです。また、共有 L2 ではチップ全体に

1http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-40698-0 8

469



470 CHAPTER 126. MIMDメニーコアの現在と将来 (2015/3/21-22)

対して物理的な L2 の数が少なく、必然的に L2 とプロセッサコアの間の配線はチップサイズ程度の
長さになります。これは半導体テクノロジーにあまり関係なく長い配線が発生する、ということで
す。。そうすると、データ移動に必要なエネルギー消費が半導体テクノロジーが進歩してもあまり減
らないことになります。

実際には線を細くし、バッファを増やし、パイプラインステージ数を増やすとかしているはずです。
そうすると、必要エネルギーはある程度減らせるが、L2 アクセスレイテンシがどんどん増えること
になります。これは何を意味するかというと、1つの L2が供給できるバンド幅 (サイクルあたり)に
は物理的な限界があるということです。「京」の、名目 B/F=2 で FMA32個、128B/サイクルとい
うあたりが配線可能な限界に近く (B/F 2であってたかどうか確認必要)、FX100 は「京」の 4倍必
要で、かなり無理をしているわけです。

これは、80年代後半から 90年代前半、つまり 25年前に共有メモリ型ベクトルプロセッサで起こっ
たことの繰り返しです。16プロセッサ 2パイプの Cray C90 が B/F=4 なら 16*4*4=256B/サイク
ルで、Cray の場合にはその次の T90 で会社がなくなりました。NEC は 32プロセッサの の SX-7
が最大で、これは は 2KB/サイクルと、すさまじいアクセス幅のメモリをもっています。それ以降
は共有メモリにつながるプロセッサ数を減らしています。

つまり、配線可能にするには、多数のコアによる L2共有を諦めるしかありません。もちろん、Xeon
Phi はその方向になっていて、60コアくらいの L2 が論理的にはリングでつながっています。これは、
90年代中頃の、分散共有メモリマシン Stanford DASH を 1チップにしたようなものです。DASH
は、基本的に 64台の RISCプロセッサワークステーションをメッシュネットワークでつないだもの
ですが、そのネットワーク上でディレクトリベースのキャッシュコヒーレンシプロトコルが走り、共
有メモリモデルのアプリケーションプログラムが (理屈としては)動作します。

なお、現在のところ、Xeon Phi では主記憶であるオンボードのメモリは物理的に共有されていま
すが、L2キャッシュはコア間で分散する、という形です。これに対して DASH は主記憶ももちろん
分散なので、そこは大きく違っています。しかし、コア数や外部メモリへのバンド幅がさらに増える
と、結局全コアから全外部メモリがユニフォームにアクセス、というのも無理になるわけで、DASH
のような分散メモリに近づいていきます。つまり、コアに物理的に近いか遠いかで主記憶のレイテ
ンシやバンド幅が変わる、1ソケット NUMA アーキテクチャになるわけです。実際のところ Xeon
Phi では複数のメモリコントローラが「リング」につながっているので、全てのコアが同じレイテン
シでアクセスできるわけではありません。その意味では、既に NUMA になっています。

(3/22、上のパラグラフを、xmmymmzmm さんのコメントをうけて修正しました)

NUMAは程度問題で、それに適応しないと性能がでない、となるとアプリケーションが書けなく
なって死んでしまいます。結局、PGAS と同様に明示的にデータの置き場所を指定し、さらに演算
をする場所も指定しないと性能がでないのです。

ここまでの話をまとめると、すでに何度か書いた気もしますが、単に共有メモリは 16コア程度が
限界、という話です。これが巨大なベクトルプロセッサであろうと、1チップ 1コアのスカラープロ
セッサであろうと、マルチコアプロセッサであろうと、あまり変わりません。物理的な共有メモリ
のためにはクロスバースイッチが必要であり、またキャッシュコヒーレントにするためには単純には
すべてのコアが他の全てのコアのことを知っていないといけないわけでコア数の 2乗でコア間転送
データが増えます。

コア内の SIMD 幅を増やし、キャッシュのラインサイズを増やせば、相対的にコヒーレンシ維持の
ためのコア間通信のデータ転送量は小さくなりますが、共有メモリ自体へのクロスバースイッチの
サイズはデータ幅に比例以上に大きくなるので、より問題が深刻になります。とはいえ、コア数と
SIMD幅を同じ程度にしておくのは、おそらく面積や消費電力の観点から最適に近いものになってい
ると考えられます。

と、ここまではコヒーレンシプロトコルによる分散キャッシュの話です。コヒーレンシを放棄すれ
ば話は簡単になります。また、アプリケーションプログラム側の観点からは、コヒーレンシがある
キャッシュというのは、いつも必要、というわけでは決してありません。

例えば、メッシュ法、陽解法での流体計算を考えます。コア毎に分担する格子を決めたとすると、
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実際に各点のための計算をしている間は、キャッシュコヒーレンシは全く不要です。それぞれが独立
に計算を進められるからです。もちろん、細かいことをいうと、1つのキャッシュラインにあるデー
タを複数のコアで分担してしまったりすれば、その時にはややこしい問題が発生します。が、これは
あまり本質的なことではなく、本質的には主記憶に更新したデータを書いてから次のステップに進む
前に同期すれば十分です。

では、キャッシュコヒーレンシはやめて分散メモリにしたらどうでしょうか？AdaptevaのEpiphany2

はそもそもキャッシュではなくプロセッサコア毎にローカルメモリをもつようになっています。他の
プロセッサのメモリはルータ経由ですがグローバルアドレス空間からアクセスできます。PGAS的で
すね。この場合、既存のプログラムを OpenMPでなんとか、というわけにはいきません。また、ロー
カルメモリ空間とグローバルメモリ空間を明示的にプログラムの中で使い分ける必要があります。要
するに、「共有メモリ」ではなく、ルータがリモートメモリアクセスをサポートする Cray XC30 が
1チップになったようなものです。

PEZY SC は、コヒーレンシのない階層キャッシュ、という、アプリケーションを書く側から見る
ともっとも筋の通った構成で、原理的にはグローバルメモリのシリアルコードから、並列化、キャッ
シュ再利用を促進する最適化、という順序で、コードを少しづつ改良していくアプローチが可能なは
ずです。

Adapteva の Epiphany にしても、PEZY-SC にしても、コア内では基本的に SIMD にせず、小さ
なコアを多数集積しています。実際の電力性能やチップサイズをみる限り、このアプローチのほう
が、Intel 等のとっている、コア数と SIMD幅を同程度にする、というアプローチよりも良い結果を
だしています。もちろん、これはキャッシュコヒーレンシをとらないので、コア間通信がコア数に比
例する程度に抑えられる (と期待する)からです。

では、この方向で将来万歳か、というと、実は「プログラムメモリをどうするか」という問題がど
うしても発生します。L1命令キャッシュがある程度の大きさがないと、最内側ループがそもそもは
いらないため分割しないといけない、といった問題が生じます。また、分割までいかなくても、アン
ロールできないのでパイプラインが埋まらないという種類の問題も発生します。ハードウェアで時分
割型のマルチスレッドをサポートして、複数の命令列が並行して動くようにすれば、分岐のペナル
ティやメモリアクセスのレイテンシを隠蔽はできますが、そのかわりレジスタファイルが大規模化
します。また、L1 が小さい、という問題は残っているので、折角マルチスレッド化しているんだけ
ど、実際問題としては全スレッドで同じループを実行していないと性能がでません。

また、階層キャッシュには階層キャッシュの問題があります。結局通信はすべて物理的に共有され
ているメモリ階層を通じた、ある意味非明示的なものになるので、通信のために実際に発生するコ
ストがかなり高くなるのです。アプリケーションレベルでは、コア Aのこのデータをコア Bのあそ
こに書きたい、とわかっていても、書き込みは共有メモリへとなり相手のキャッシュに直接書く方法
自体が存在しないので、まずコア Aが、コア Bと共有しているメモリ階層までキャッシュをフラッ
シュし、コア Aと Bを含むプロセッサグループで同期し、それからコア Bがメモリを読む、という
ことによって通信が起こるわけですから、書き込みレイテンシ、同期コスト、読出しレイテンシが見
え、しかもこれらは隠蔽できない (書き込みと読出しは同期によって時間方向に分離されている)わ
けです。

これを回避するには Ephiphany のようなルーティングネットワークを別につければいいわけです
が、そうすると段々何をしているのかわからなくなってきます。

では、ということでコアを大きくし、コア内 SIMD 幅を広くすれば、コア数が減るので色々な問題
は若干緩和されます。特に、命令 L1 を大きくすることはできます。しかし、これは、SIMD 命令の
利用効率が低い、という現在おこっている問題を解決しないと実用的には使いものになりません。

コア内 SIMDの問題については何度か書いたので繰り返しませんが、要するに、実行可能な操作、
特にメモリからのロード・ストアが、Cray-1 や Cyber 205 の時代のベクトル機レベルであることが
本質的です。SIMD 幅があるので、メモリアクセスも 1サイクルに複数語するわけですが、これが
ランダムアクセスできない (するとスループットが著しく落ちる) ことが問題です。Cray では XMP

2http://www.adapteva.com/epiphany-multicore-intellectual-property/
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で gather/scatter をサポートし、この問題をほぼ解決しました。Cyber は一応つけましたが、連続
アクセスの場合に比べてスループットが 1/3 程度になる、という問題は解決できませんでした。

コア内 SIMD 幅が大きくなければ、この問題はあまり深刻化しません。その意味で、「京」の、幅
2の SIMDユニットが 2つ、というのは良い選択であり、ロード・ストアが連続アドレスではない場
合でも極端な性能低下はしませんでした。しかし、SIMD幅が 8となるとこれはどうにもならなくな
ります。

もちろん、キャッシュをもっているので、そもそも主記憶にランダムアクセスをするとキャッシュラ
インのほとんどが無駄になる、という問題はあり、アプリケーション側で「ランダム」といっても
キャッシュ内になるべくはいるような並べかえができないとそもそも絶望的ですが、非構造格子のよ
うな問題でれば、物理的に存在する空間局所性をアドレス局所性に反映させることは常に可能です。
従って、主記憶に対する高いランダムアクセス性能はまあ無理として、L2 キャッシュくらいに対し
てランダムアクセス可能ならまあだいぶましでしょう。

このためには L2を多バンク化してマルチパイプのベクトルプロセッサみたいなことをすればいい
わけです。要するに、NEC SX-4 から 6辺りの 1コアをもってくればいい。さらに、マルチスレッド
を止めてベクトル命令にしてしまえば L1へのプレッシャーも減るし、そもそも命令デコードのコス
トも小さくなってよい、と私は思います。

整理すると、キャッシュコヒーレンシを気にしなければ、コア数を増やしても一応大丈夫なのです
が、命令供給をどうするかという問題は発生する。これを回避するためには結局コア内並列度をあげ
てコア数を減らすわけですが、L2 を多バンク化しない現在のアプローチは既に破綻していて、多バ
ンク化してベクトルプロセッサみたいなものをコアにしても、演算器 16-32でやはり破綻します。ま
あ、16個くらい演算器があれば、128KBくらいの命令メモリがあってもいけないことはないので、
プログラムを載せるのはだいぶ楽にはなります。が、演算器 16個に対してマルチバンクの L2が現実
的なコストでできるかどうかはかなり微妙です。その間をつなぐクロスバーが複雑化するからです。

SIMDであってもマルチバンクにしないで、演算器毎にローカルメモリにすれば別にそれ以上マルチ
バンクにする必要はありません。これは、コア内でさらにアドレス空間を分割するというなんだかよく
わからないことになりますが、これをやったのが要するに我々のGRAPE-DR/GRAPE-X/PACS-G
です。これは SIMD化を極限まで進めて、1チップ全体が SIMD動作します。演算器毎にローカル
メモリがあり、その中は演算器毎に別のポインタでランダムアクセスできます。ある程度局所化され
た範囲でのランダムアクセスであればこれで十分です。

複数の、ローカルメモリをもつコアにまたがって SIMD 化することには結構沢山メリットがあり
ます。

� 命令ストアに必要なメモリ量、読出しに必要なバンド幅要求が SIMD幅に反比例して小さく
なる

� 同期やキャッシュフラッシュに時間がかからない。SIMDなので常に同期しているから

� 同期コストが低いため、コアにまたがった総和等の縮約演算も低いオーバーヘッドで実行できる

言い換えると、MIMD メニーコアには、

� コア数に比例して命令ストアに必要なメモリ量が増える、

� 同期やキャッシュフラッシュに大きなコストがかかる

� コヒーレントキャッシュでは、そもそもコア数の 2乗に比例して通信量が増加する。ハードウェ
ア量はもっと増える

� コア内 SIMD 幅には、「共有メモリである」ことからくる物理的限界がある。

� コア内 SIMDは、現在の、ランダムアクセスできないものは性能向上に役に立たない
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� コア内 SIMDは、ランダムアクセスできるようにするのはハードウェアコストが高過ぎる

� 同期コストが高いため、コアにまたがった縮約等が困難である

といった問題があるわけです。こんなことは少なくとも 25年前からわかりきっていると思うわけで
すが、まともな解決策と思えるものが提案されていないのは不思議なことです。個人的には、どこか
で分散メモリ SIMD メニーコアにいくしかないと思います。





Chapter 127

Xeon におけるノード内MPI性能
(2015/4/30)

某プログラム、というか、単に独立時間刻みで 1000粒子くらいの N体系を積分するものを、Xeon
2 ソケットとかのノード内並列でなるべく速くしたい (ノード間でもいいのですがどうせ速くならな
いだろうみたいな)ということが研究上あって、少し OpenMP をいじっていたのですが、OpenMP
の同期等のオーバーヘッドが巨大で、普通に書いたのではなかなか速くならない、ということがわ
かってきました。

独立時間刻みのプログラムは以下のような構造をしています。

1. 次の時刻と、そこで積分する粒子群を決める (アクティブ粒子)

2. 全粒子のその時刻での位置を予測する

3. 全粒子からアクティブ粒子への力を計算する

4. 計算した力を使って、アクティブ粒子をアップデートする

5. 1 へ戻る

計算量のほとんどはステップ 2,3なので、ここは並列化も SIMD 化もちゃんとする必要があります。
細かいことをいうと、2は少ないので SIMD化か並列化のどちらかができていれば十分です。

1は少ないので、並列化しなくてもなんとかなります。4 は少ないのですが、粒子数が少ない時に
は馬鹿にならないので、並列化はできていることが必要です。

OpenMP で普通に並列化すると、2,3,4 に対して対応するループがあるので、それに対して pragma
をつけることになるわけですが、これでは最低 3回、どうかするとさらに大きな回数の並列ループが
積分の 1サイクル毎に起動されることになってかなり大きなオーバーヘッドが発生します。

並列ループ起動のオーバーヘッドをなるべく小さくするためには、以下のような構造にすればよい
ことはわかります。

1. 以下の全体を並列実行する

2. 全コア同期する

3. 次の時刻と、そこで積分する粒子群のうち自分が担当する粒子を決める

4. 全粒子のその時刻での位置を予測する
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5. 全粒子からアクティブ粒子への力を計算する

6. 計算した力を使って、アクティブ粒子をアップデートする

7. 2 へ戻る

但し、OpenMP でこんなことができるプログラムを書くには、かなり大幅な書換えが必要です。3-6
のステップで使う中間変数はすべてスレッドプライベートにとり直す必要があるし、また、全体デー
タへのアクセスでは他のスレッドとのキャッシュ衝突が避けられないからです。キャッシュ衝突を避
けるためには、粒子データ全体自体をスレッドプライベートに持つ必要がでてきます。

これはなんだか馬鹿みたいな話で、OpenMP で書く利点が完全に失われています。そんなことなら
MPI で書くほうがましです。MPI では以下のようになります。

1. 次の時刻と、そこで積分する粒子群のうち自分が担当する粒子を決める

2. 全粒子のその時刻での位置を予測する

3. 全粒子からアクティブ粒子への力を計算する

4. 計算した力を使って、アクティブ粒子をアップデートする

5. アップデートした粒子を交換する。

6. 1 へ戻る

これはいわゆる i並列というもので、プロセス間で、力を受ける粒子が違うものになります。この
コードでは、通信と同期がステップ 5で行われるわけで、これは Allgather を 1度コールすればよい
ことがわかります。(vでもいいですが、アクティブ粒子の数の差は最大 1にできるので allgather の
ほうが多分よい)

なお、j並列 (力を及ぼす側を分ける)も可能で、この場合以下のようになります。

1. 次の時刻と、そこで積分する粒子群を決める

2. 自分が担当する j 粒子のその時刻での位置を予測する

3. 自分が担当する j 粒子からアクティブ粒子への力を計算する

4. アクティブ粒子への力を合計・放送する (allreduce)

5. 求まった力を使って、アクティブ粒子をアップデートする

6. 1 へ戻る

これはどちらがよいかというと、アクティブ粒子の数が非常に少ない時には、j並列のほうが有利に
なる可能性があります。ステップ 2, 3 が短くなるからです。一方、allreduce は allgather に比べて
遅いはずですし、ステップ 5が並列化できない (冗長になる)ことも不利に働きます。

というわけで、ではそもそも 1ノード内で allreduce や allgather の性能はどんなものだろう、とい
うことで測定してみた結果を以下で紹介します。CPU は Intel Xeon CPU E5-2650 v22.60GHz (IB
コア)で、8コア x2ソケットです。MPI は、openmpi-1.6.5, mvapich2-1.9 を使ってみています。gcc
は 4.4.7 です。

なにか使っているパラメータ等の問題という可能性が高いですが、OpenMPI はとりあえず駄目な
ことがわかります。allreduce がメッセージ長が 1k語や 8k語のところに謎なピークがあり、大きく
性能が劣化します。MVAPICH2 でも、512語のところで若干問題があり、1024語送ったほうが速い
ようにみえますが、それ以外は大きな違いはありません。
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Figure 127.1: OpenMPIでの allgather, allreduceの速度。横軸は倍精度浮動小数点ワード数 (allgather
の場合は、送信ワード数にプロセス数をかけたもの)、縦軸は経過時間 (マイクロ秒)。赤が reduce,
黒が gather。

Figure 127.2: MVAPICH2 での allgather, allreduce の速度。横軸は倍精度浮動小数点ワード数
(allgather の場合は、送信ワード数にプロセス数をかけたもの)、縦軸は経過時間 (マイクロ秒)。赤
が reduce, 黒が gather。
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この実測値から適当に性能モデルを作って、粒子数 2048 の時の性能予測をすると、16コアではア
クティブ粒子の数が十分多い時でやっと 8倍強 (i並列の場合)で、アクティブ粒子が 100以下だと j
並列が速い、というような感じです。アクティブ粒子数が大きいところでは、性能劣化の要因になっ
ているのは allgather のスループットで、レイテンシではありません。

allgatherのスループットは、メインメモリや LLCのバンド幅がみえている感じの数字で、OpenMP
での並列化でもこれより速くはならないと思われます。レイテンシリミットではないので、原理的に
は似鳥君の Ninja アルゴリズムで、 i, j 方向の同時並列化を行うことで 1コアの通信量を減らすと
もうちょっと性能が上がる可能性はある、ということになります。但し、コア間ネットワークがリン
グや共有メモリというボトルネックを持つものなので、2次元アルゴリズムにしても原理的にはあま
り改善されません。

結局のところ、16コア程度の共有メモリアーキテクチャというのは、コア間通信バンド幅が実効的
に低く、レイテンシも大きいために容易には性能がでない、というのが、比較的性能をだしやすいN
体問題でも実用コードで粒子数が少ないとやはり見えます。共有メモリ自体が性能ボトルネックを
作ってしまうわけです。



Chapter 128

レジスタ・メモリ間バンド幅を考える
(2015/6/14)

今回は、階層メモリアーキテクチャでのレジスタ・メモ間バンド幅について検討します。

本来の私の意見としては、今後の超メニーコアアーキテクチャにおいては、そもそもメモリ階層が
ある、ということ自体が無駄であり、オンチップのメモリは 1階層であるべきです。これは、そうす
ることでメモリと演算器の間のデータ移動によるエネルギー消費を最小にできるからです。

アーキテクチャの絵としては、階層キャッシュがあって L1, L2 と下にいくに従ってバンド幅が小さ
くなれば、エネルギー消費も減るはずで、と思うわけですが、実際にはそうはなりません。ならない
理由は簡単で、メニーコアで階層キャッシュの場合、下にいくほど多くのコアがキャッシュを物理的
ないし論理的に共有します。そうすると、それだけ長い配線が発生し、データ移動のための消費電力
が大きくなるからです。

従って、超メニーコアの場合、チップ内に階層キャッシュをもたせるのではなく、演算器毎にそれ
に直結したローカルメモリをもたせた小規模コアで、このローカルメモリ自体に十分な容量をもた
せることで、チップ全体としてはかなり大きなメモリと演算器への高いバンド幅を両立させるのが原
理的に最適な設計ポイントであると考えられます。もちろん、これはなんらかの条件の下での最適解
であり、それは、演算が倍精度程度で、プログラム可能なフォン・ノイマン型アーキテクチャである
限りにおいて、です。

このアーキテクチャではコア間はなんらかの通信ネットワークでつなぐことになります。通信ネッ
トワークのバンド幅は演算器とメモリの間のバンド幅に比べてずっと小さくてよい、特に、コア毎の
ローカルメモリの容量が大きければそれに応じてバンド幅は小さくてよいことになります。

このような、ローカルメモリを持つアーキテクチャの場合、RISC 的なロード・ストアアーキテク
チャにするべきかどうかも怪しくなります。ロード・ストアアーキテクチャに意味があったのは何故
か、というのは私にはよくわからないのですが、古典的な RISC アーキテクチャの場合、

� レジスタのほうがチップ内でもメモリよりアクセスタイムが短いものが使えた

� L/S アーキテクチャにすることによって演算命令はすべてレジスタ間にでき、3アドレスにし
ても命令語長があまり長くならない

� その他

といった利点があったと考えられます。一方、原理的にはメモリにあるものは本来演算オペランドに
使えるはずであり、余計なロード・ストア命令が必ず発生することになります。つまり、単純に、演
算器の利用効率をあげるだけのために、スーパースカラー実行が必要になってしまうわけです。
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例えば、メモリから何か読んできて、レジスタのどれかに足す、という時に、必ずロード命令と加
算命令が必要です。実行レイテンシを短くしようと思うと、メモリからデータを読んできた時点でこ
れは次の加算命令に使えるデータだからと判断して、レジスタへのストアと並行して加算命令を実
行する、とかいった複雑な処理が必要ですし、そういうことを色々やると制御が複雑になり、バグも
発生することになりがちです。

最近の LSIチップでは小容量のレジスタファイルとある程度大きなメモリブロックとのサイクルタ
イムやアクセスタイムの差はあまりなくなってきており、ハードウェアコストの観点からはロード・
ストアアーキテクチャは時代遅れになってきていると考えられます。

と、ここまでは前置きで、ここからが本題です。ここまで書いてきたように、本来現在の半導体技
術からみてもっとも適切なアーキテクチャではメモリとレジスタの間のバンド幅を気にする必要は
ないのですが、現在存在している、ワイド SIMD だったりさらにスーパースカラー実行できる浮動
小数点演算ユニットが複数あったりするアーキテクチャでは話はそう簡単ではありません。

例えば、実行ユニットが 2個あるプロセッサコアの L1 キャッシュを考えてみます。4-way SIMD
で、データ幅が 32バイト、キャッシュのラインサイズも 32バイトだとしてみましょう。

そうすると、サイクル・実行ユニットあたり 1つロードまたはストアが実行できる、とするだけで、
L1 はリードまたはライトが 2ライン並列にできないといけないことになります。さらに、L2 との転
送もできないといけません。L2 との転送の B/F を例えば 2にしたいとすると、L2 との転送も、サ
イクルあたりリードまたはライトが 1ラインできないといけないことになり、結局 L1 は少なくとも
3ポート同時にアクセスできないといけないことになります。

こういったマルチポートメモリはメモリセルから設計すれば作れなくはないですが、シングルポー
トメモリに比べて巨大で消費電力も大きなものになり、消費電力増加、チップ面積増加の大きな要因
になります。従って、アプリケーション性能が極端に落ちない範囲で、ロード・ストアのバンド幅を
下げてしまうことができれば、大きな性能向上につながると考えられます。

というわけで、まずは例のごとく密行列乗算について、原理的な限界を検討します。行列乗算を外
積型で実行する場合、基本操作は BLAS の DAXPY です。つまり、

a[i] += b*c[i]

の形です。まずは原理的限界を検討するので、SIMDである、ということは考慮しないで考えます。
この形で、 a も c もメモリにあり、 a をメモリに戻す、と考えると、加算 1、乗算 1に対して 2ロー
ド、1ストアでお話にならないわけですが、 a のほうはレジスタにおいたまま、とすれば c の 1ロー
ドだけですむことになり、 a を例えば 16回とか 32回とか使い回せれば a のロード・ストアのコス
トはかなり小さくなります。但し、 b のロードコストがみえてくるので、それが十分小さくなるた
めには a を格納できるレジスタの語数がある程度必要ということがわかります。

レジスタに a を格納できる語数が m、繰り返し回数を n とすると、浮動小数点演算 2mn 回に対
して c のロードが mn、a のロードが m、 b のロードが n、a のストアが m で、メモリアクセスは
mn+ 2m+ n となります。レジスタ語数にはコストがかかりますが繰り返し回数は (原理的には)コ
ストはかからないので、 n → ∞ の極限を考えればよく、浮動小数点演算 2m 回に対してメモリア
クセスはm+ 1 となります。つまり、2演算に対して 1ロード (加算器 1つ、乗算器 1 つに対してメ
モリからは 1語ロードできるだけ)のアーキテクチャで、レジスタ語数が m の時極限的な実行効率
は (m− 1)/m になることがわかります。ここで、bに 1語使うとし、c の分は考えていません (ロー
ド・ストアアーキテクチャなら 1語は必要)。

2演算に対して 1ロードは上で考えた仮想的なスーパースカラーマシンに相当しています。では、こ
れをもっと減らせないか、が問題です。基本演算が DAXPY ではもちろんこれ以上どうしようもな
いですが、基本演算を小行列単位にすれば減らすことができます。例えば、

a[i] += b*c[i]

の各要素が 2× 2 の行列であれば、a,c ともにメモリにあるとしても、8ロード、4ストアに対して 8
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乗算、8加算なのでロード・ストアに対する演算量が行列単位でない時の倍になっている、言い換え
ると必要なロード・ストアのバンド幅が半分になることがわかります。行列サイズを k として、上
と同様な解析をすると、

レジスタに aを格納できる語 (行列数)数が m、繰り返し回数を nとすると、浮動小数点演算 2mnk3

回に対して c のロードが mnk2、a のロードが mk2、 b のロードが nk2、a のストアが mk2 で、メ
モリアクセスは (mn+ 2m+ n)k2 となります。レジスタ語数にはコストがかかりますが繰り返し回
数は (原理的には)コストはかからないので、 n→∞ の極限を考えればよく、浮動小数点演算 2mk
回に対してメモリアクセスはm + 1 となります。つまり、 2k演算に対して 1ロード (加算器 1つ、
乗算器 1 つに対してメモリからは 1語ロードできるだけ)のアーキテクチャで、レジスタ語数が mk2

の時極限的な実行効率は (m− 1)/m になることがわかります。

ぎりぎりのメモリバンド幅で実行効率を例えば 90\% にしようとすると、m ≥ 10 が必要で、例え
ば k = 2 なら 40語必要となります。これはあまり具合がよくないのですが、例えば SIMD 実行ユ
ニットでレジスタ 1本が 4語あれば 10語でよいことがわかります。

逆に、ぎりぎりのメモリバンド幅にならないように k のほうを大きくすることを考えます。

つまり、2演算に対して 1ロード (加算器 1つ、乗算器 1 つに対してメモリからは 1語ロードでき
るだけ)のアーキテクチャで、k = 2 とすると、a, b, c がそれぞれ (2x2行列)1つはいれば実行効率
が 100% となります。これは実は内積型に書き換えたのと同じです。

これから具体的にいえることは、例えば k = 4 のコードを書くことができれば、原理的にはレジス
タは 48語 (4-way SIMD なら 12語)あれば、L1のバンド幅を通常必要な 4ではなく 2にしても L1
のレベルでは 100%の実行効率を実現できる、ということです。もちろん、レイテンシとか色々ある
ので実効的に使えるレジスタの数はもっと減るかもしれなくて、少なくとも物理レジスタとしてはも
うちょっと沢山必要かもしれませんが。

つまり、行列乗算だけを考えた時には、ワイド SIMDには、「レジスタの総語数が増える」という
メリットがあり、それを有効に使うことでレジスタ・メモリの転送バンド幅を減らすことが可能にな
ります。

行列乗算はそうかもしれないけどそんなの他に使い道ないのでは？という疑問をもたれることと思
いますが、例えば粒子系の相互作用計算なら、同様に k 個の粒子と k 個の粒子の相互作用を計算、
とすればよいのであまり問題はありません。但し、作用・反作用の効率的な利用には、水平加算命令
があったほうが、、、という話になります。

差分法はこんなうまい話はありませんが、レジスタに差分計算に必要な数メッシュがのればある程
度のデータの使い回しができ、演算密度を上げることは可能と考えられます。

Haswell あたりでは DGEMM の効率がさがっているようですが、ここまでの考察からわかること
は、これは WIDE SIMD の限界というよりは WIDE SIMD の利点を有効利用できていないため、
言い換えると実装のどこか (命令セットの問題かソフトウェアの問題かは私は知りません)が阿呆な
せいである、ということになると思います。

レジスタ・メモリ間の転送バンド幅を減らせる、ということは、上にみたように L1メモリのポー
ト数を減らせるということであり、ひいては L2 にも影響があるわけで電力性能に非常に大きなイン
パクトを持ちます。もちろん、レジスタレベルでデータ再利用が高い効率でできていないと効率がで
ない、すなわち、レジスタ・ヒット率が高いコードでないと性能がでないわけですが、ワイド SIMD
では必然的にレジスタの容量が大きくなり、レジスタ・ヒット率を上げることが可能になるはず、と
いうことです。





Chapter 129

2015/6 PEZY-SC の Green 500 1
位達成 (2015/8/21)

今年は ISC が 7月になり、さらに Green 500 の発表は 8/1 まで遅れてどうなっているんだろうかと
いう感じがありましたが、無事に発表になり、PEZY/Exascaler の Exsascaler システムが 1-3 位を
独占という偉業をなしとげました。関係者の皆様、おめでとうございます!

1位になった「菖蒲」は和光市の理研情報基盤センターに設置された Exsascaler 1.4 システムで、
7.03GF/W と初めて 6 を超え、さらに 7も超える素晴らしい値です。これは、前回の 2014/11 に
は 2位だったKEK に設置された Exsascaler 1.0 「睡蓮」の 4.95GF/W から大幅な向上ですが、同
システムは今回 6.22 GF/W に到達しており、今回の性能向上の多くはシステムやソフトウェアの
チューニングによるものであることがわかります。1.4 では、私が憶えている限り以下のような変更
が施されています。

� CPU を Xeon E5v2 から E5v3 にしてホスト側の性能向上・低消費電力化

� カスタムのマザーボードを起こし、マザーボードに PEZY-SC モジュールボードを直接搭載す
ることで、体積が小さく、また PCIe ブリッジがない低消費電力システムを構成。また高密度
化を実現

� PEZY 側メモリを DDR3 から DDR4 に変更することで省電力・高速化

また、HPL ソフトウェアはさらに色々なチューニングが施されています。かなり大きな効果があった
と思われるのは、行列をPEZY側のオンボードメモリとホストメモリの両方に置き、なるべくPEZY
側においたままにすることで行列サイズを大きくし、通信を減らし、効率を上げるとともに省電力化
するというものです。私の知る限りこのような実装は世界初です。

現状では 2位のシステムは前回 1位だった AMD FirePro S9150 + Xeon E5v2 のシステムなので、
どこかが AMD FirePro S9150 + Xeon E5v3 のシステムを構築し、十分なチューニングを施すこと
ができれば今回の 1位を上回る可能性もありますが、Top500の中に 2システムしかない AMD GPU
のシステムが増えるというのも、純粋に Green 500 だけを目標のするのでなければありそうにない
話です。そうすると、 NVIDIA Pascal ベースのシステムがでてくると思われる来年秋までは PEZY
は世界一を維持できそうです。 Pascal もどの程度の倍精度性能なのか？な面もあり、Green500 に
ついては KNL のスタンドアローンシステムや、”China Accelerator” Matrix2000 GPDSP のほう
が上にこないとも限りません。

なお、PEZY-SCの電力性能はまだ余裕というか改善の余地はあり、現在の測定ルールで 8-9 GF/W
あたりまではいけるのではないかと思います。が、これはKNL や PASCAL ベースのシステムもこ
の辺かなあというところです。なので、一層の努力を続けることで、来年秋以降も 1 位を維持でき

483



484 CHAPTER 129. 2015/6 PEZY-SC の GREEN 500 1位達成 (2015/8/21)

るかもしれないですが、ちょっと厳しいかもしれません。もちろん、相手は Intel の 14nm FinFET
や TSMC の 16FF+ プロセスで、現行の PEZY-SCは 28HPM なので 2.5 世代程度 (TSMC は一応
16FF というものがあったので)の世代差があり、それにもかかわらず同等の性能が予想される、と
いうことが PEZY-SC の設計の優秀性を示していることはいうまでもありません。

個人的には、Green 500 のトップは達成したので、次は実際のアプリケーションでの有効性の証明、
次世代プロセッサの開発、商業ベースでの設置といったところ、特に、アプリケーションの移植・性
能向上に注力することを期待したいところです。これは単に自分達で使いたいからというのが第一の
理由ではありますが、これは言い換えると実際にアプリケーションが動くことが、使う側から (と、
買う側)見れば第一に重要だからということでもあります。

アプリケーションの性能向上は、アプリケーションコードだけの話ではなくドライバソフトウェア
の改善、例えばホストとのデータ転送の高速化、カーネル起動のオーバーヘッド削減、データ転送と
カーネル実行の並行処理や、コンパイラ自体の改善、ユーザー側への最適化手段の提供、ドキュメン
ト整備と無限に沢山やることがあり、これを全て社内リソースで、というのは 20人程度の小企業で
はなかなか大変とは思います。が、ソフトウェアを肥大化させるのではなく単純な構造をとることで
オーバーヘッドを削減できるということもあるので、小規模なグループだからできるやり方、という
ものもあると思います。



Chapter 130

How I Learned to Stop Worrying
and ... (2015/12/26)

タイトルはもちろん「博士の異常な愛情」ですが、私が水爆を愛するようになったわけでありません。

18日のPCクラスタシンポジウムのパネルにでられた方は既にご存じの通り、牧野の本務は 2016/3/1
付けで神戸大学理学系研究科惑星学専攻となります。理研 AICS は兼務となり、研究部門粒子系シ
ミュレータ開発チームリーダー、エクサスケールコンピューティング開発プロジェクト副プロジェク
トリーダーならびにエクサスケールコンピューティング開発プロジェクトコデザイン推進チームリー
ダーはまだお役御免になってなくて当面継続です。

私としてはお役御免になることに全くやぶさかではないのですが、今のところは、ということです。

私は、ポスト「京」のプロジェクトのうち「加速部」について責任を持つために AICSを本務とし
たので、加速部がなくなることが確定した昨年 7月以降 (本務にしてから 3ヶ月ですが、、、)、AICS
に本務としてとどまる理由はなくなっています。粒子系シミュレータ FDPS の開発は元々兼務の時
からやっていたことで、これのために AICS を本務にする必要はありません。

ポスト「京」のほうではコデザイン推進チームチームリーダーということで、何が仕事なのかよく
わからないですが、現在のプロジェクトの中で私が責任をもつべき仕事はポスト「京」向けの粒子系
アプリケーションの開発・最適化と、粒子系及び格子系向けのアプリケーション開発フレームワーク
の開発となっていると私は理解しています。その他、重点アプリケーションについても責任者という
わけではないですが問題対応・調整はします。

私は、現在の形、すなわち、単一のベンダが単一の汎用メニーコアプロセッサだけを開発する、と
いう形で、ポスト「京」のプロジェクトが継続していくことは、日本の計算科学コミュニティ及び
HPC 産業の双方にとって好ましくない結果につながると考えています。これは、「京」のプロジェク
トの間そうであったように、ポスト「京」のプロジェクト期間中、文科省の予算で HPC 向けのプロ
セッサの研究開発を行うことが事実上不可能になるであろうと考えられるからです。このため、日
本は (まあどうせ既に失っているから今更だという意見はあると思いますが)、今後の HPC 向けの、
国際的に競争力をもつプロセッサを開発する機会を今後 6-7年は失うことになります。これは、「京」
の開発が始まってから起こったことが繰り返されるからです。

「京」の開発がはじまった後は、本来並行して、例えば CREST 程度の規模で、将来の HPC 向け
プロセッサアーキテクチャの研究開発が行われているべきだったのですが、 CREST で実際に進め
られたのはアプリケーションやミドルウェアの開発であり、それぞれかなり大きな研究費が投入さ
れているにもかかわらず、肝心のプロセッサアーキテクチャには 1円も投じられてきませんでした。
「京」が完成した 2012年度になって初めてフィージビリティスタディとしてアーキテクチャ「検討」
が 2年間行われただけです。
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何故そのようなことになってしまったか、というと、「京」の開発は「最先端の、最高のプロセッサ
を開発するもの」であるという大義名分があるので、それ以外のものを開発するというプロジェクト
を始めることは「京」の開発の大義名分と矛盾する、というのが文部科学省 (ないし財務省)の論理
であるからです。ポスト「京」においても、実際にプロジェクトが始まってしまうとそれ以外のプロ
セッサ研究開発プロジェクトはなにも始められなくなるので、なんとかして始めからポスト「京」プ
ロジェクトの中に汎用メニーコア以外のもうちょっと将来をみたものをいれておこう、というのが私
及び加速部関係者のもくろみであったわけですが、これは色々な経緯があって失敗に終わりました。

もちろん、「京」の時にも、同じようになんとかしてアクセラレータをいれようとして、コスト度
外視の「アクセラレータがなくても目標達成できる」という論理と「アクセラレータの消費電力は
10MW程度」という謎主張 (114 参照)に阻まれたわけですが、まあ 1度あることは 2度ある、とい
うことではあります。

そんなのは 1度やった時点で学習しろよ、馬鹿じゃないの？と言われるとまあそうで、まあ、私が
馬鹿であったということです。

そういうわけで、ポスト「京」のプロジェクトはアーキテクチャも「京」の後継となり、「京」にお
いて既に存在していた問題を、8年の歳月がたったにもかかわらずアーキテクチャの根本的な見直し
がないという意味より悪化させた形で引き継ぐものとなりました。これは、誰かに責任があるとかそ
ういうものでは既になく、文部科学省の組織構造と、政策判断・意思決定のプロセス自体が持つ問題
が現れたものであると現時点では私は考えています。

まあ、なので、そういう問題の拡大再生産を主な仕事にするわけにもいかないので、そのためには
ポスト「京」プロジェクトが本務、という形は続けるわけにはいかない、と昨年 7月から考えていま
した。そういうわけで、いくつか大学のポストに応募して、最初に興味をもってくれたのが神戸大学
惑星学専攻だった、ということになります。個人的にも、星団の進化等から惑星形成・進化の研究に
興味を広げてきたところでもあり、自分にあった場所であると思っています。



Chapter 131

重力波検出の意義と今後の進展
(2016/2/12)

重力波が検出されました。ここではその科学的意義と今後するべきサイエンスについて解説し、私見
を述べます。

まず、何がどのようにして観測されたか、ですが、論文1 にあるように、 36 太陽質量 (太陽の質量
の 36倍)のブラックホールと 29太陽質量のブラックホール同士の合体です。起こった場所は正確に
はわからないですが、我々からの距離はわかっていて 13億光年です。

何故重力波を観測したというだけでブラックホールであるとか質量とか距離がいきなりわかるのか、
というと、ブラックホールの合体、というイベントを考えると、その最重要なパラメータは質量で
す。合計の質量で最後の合体の瞬間にでてくる重力波の周期が決まり、質量の比もわかると振幅の絶
対値が決まります。

さらに、最後の合体の前の数回転でどれくらいの速さで軌道が縮んだか、ということから、質量の
比もわかります。このため、振幅の絶対値がわかって距離もわかったわけです。

このような議論ができる、ということは、アインシュタインの一般相対性理論と、それに基づいて
近年行われてきた数値相対論を使ったシミュレーションの結果が完璧に正しかった、ということを意
味しています。間接的に示唆されていただけの重力波が検出された、というだけでなく、一般相対性
理論がブラックホールができるような強い重力場のところまで本当に正しい、と確認されたわけで
す。これはもちろん極めて重要な成果です。

なお、天文学的には、観測されたイベントが 30太陽質量くらいのブラックホール 2個の合体だった
ということは極めて重要です。というのは、これは全く予想外の結果だったからです。

今回重力波を観測した装置は、アメリカの LIGO という機械です。同様な機械がヨーロッパと日本
でそれぞれ建設中で、日本のは今年夏から試験観測の予定でしたが、しばらく前から動いていて着実
に感度をあげてきた LIGO が順当に一番乗りとなりました。

しかし、これまで、最初に観測されるのは、太陽質量の 1.4倍程度の中性子星同士の合体であると
思われてきていました。理論的な研究もそちらが中心であり、装置自体もその辺を中心に観測できる
ように設計されています。

これは、中性子連星はいくつか我々の銀河系の中でも見つかっており、また宇宙年齢の間に合体す
ると予想されているものもあるからです。これに対して、太陽質量の 30倍もの大質量ブラックホー
ルはまだ見つかっておらず、それが 2つもあってさらにちょうど合体しました、というようなことは
想像の範囲外だったわけです。

1https://dcc.ligo.org/LIGO-P150914/public
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もうちょっと細かくいうと、中性子星より重いブラックホールの候補天体はいくつか見つかってお
り、これらは恒星質量ブラックホールと呼ばれています。恒星質量ブラックホールの質量として確実
といわれているものの最大値が今までは太陽の 10倍程度だった、ということです。

一方、太陽質量よりはるかに大きい、超大質量ブラックホール (supermassive blackhole) と呼ばれ
るものは、多くの銀河の中心にあることがわかっています。我々の銀河系の中心には 400万太陽質
量のブラックホールがあり、大きなものでは推定される質量が太陽の 100億倍を超えるものもあり
ます。

しかし、太陽質量の 10倍から 100万倍のあいだのブラックホールはこれまで観測的には見つかっ
ていなかったのです。

(見つかっていないというといいすぎで、1000太陽質量程度のブラックホールである可能性がある
X 線源は見つかっています。発見の経緯にはたまたま私が書いた解説記事があります。大質量ブラッ
クホールの形成過程 : 恒星系の熱力学的進化の観点から2。但し、これは質量が測定できているわけ
ではなく、確実にこの質量、とはまだいえていません)

ところが、重力波で実際に最初に見つかったのは太陽質量の 30倍同士の合体で 60倍のものができ
る、というイベントでした。1例から何かを語るのはいかにも天文学者ですが、しかし、これはおそ
らく、LIGO ではこのあたりがもっとも観測されやすい、ということを意味します。

そう思って後知恵で考えると、30太陽質量程度のものの合体が観測された、というのは当然のこと
に思えます。ブラックホールの合体は、観測機器の感度が極端に落ちない範囲で、質量が大きいもの
ほど観測されやすいからです。

これは何故かというと、重力波の観測は、空間の伸び縮みを実際に測定していて、この伸び縮みの
振幅は、合体が起こった距離が同じなら、合体したブラックホールの質量に比例するからです。さら
に、振幅は距離に反比例してしか減りません。なので、質量が 10倍だと、10倍遠くにあるものが検
出されます。

もちろん、実際には感度は重力波の波長によります。特に、波長が長いほうは、地上の観測装置は
地震等による雑音があって急速に感度が低下するので、あまりに巨大なブラックホールの合体は検出
できません。その限界が、30Hz 程度にきます。

一方、 観測された波形3はまさに 30-100Hz のところにきており、もっとも検出しやすいものであ
るということがわかります。

大雑把にいうと、30太陽質量のイベントは 1.4 太陽質量のイベントに比べるて 20倍遠くまで見える
わけですが、若干感度が落ちるのでおそらく 5-6倍だと思います。6倍だとしても、体積として 200
倍大きな空間にあるイベントが見えるわけですから、元々の発生率が 1/200 以下でなければ、1.4 太
陽質量のイベントよりも 30 太陽質量のイベントのほうが沢山見えることになります。なので、今回
の発見の意味することはおそらくそういうことで、30 太陽質量のイベントは存在し、1.4 太陽質量
のイベントの 1/100 よりだいぶ多い、ということです。

そうすると、一体どうしてそんなものができ、何故今まで X線や電波で観測されていなかったの
か、ということが問題です。また、これで 10太陽質量から 100万太陽質量までのブラックホールの
砂漠のうち、ほぼ 100太陽質量までは実際に観測され、ギャップが狭くなったわけですが、その上、
数百太陽質量くらいから上はどうなっているのか、それをどうやって調べることができるのか、が問
題です。

まず、後者の、もっと重いブラックホールは観測できないのか、ということです。この資料4 では、
LIGO の感度は 10Hz 以下ではほぼ 0になってしまうのですが、日本で建設中の KAGRA は計画と
しては 3Hz 程度まで感度があります。なので、100-300太陽質量程度まで検出できる可能性があり
ます。

これ以上、1000太陽質量を超えるようなものは、地震波ノイズを避けるため宇宙で観測することが

2http://ci.nii.ac.jp/naid/110006788498
3https://twitter.com/Caltech/status/697808077278605312/photo/1
4https://dcc.ligo.org/public/0002/T0900288/003/AdvLIGO%20noise%20curves.pdf
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望ましいと考えられています。計画としては LISA というものがあり、これは非常に高い感度が目標
になっていますがまだそれを実現するための技術が存在していない状況で、実現の目処がたっていま
せん。100万太陽質量から上のイベントを狙うと、必要な感度は LISA の目標より 5桁程度悪くてよ
いので、そのようなミッションを緊急に計画するべきだと私は思います。

次に、一体どうしてそんなものができ、何故今まで X線や電波で観測されていなかったのか、とい
うことです。30太陽質量程度までのものを作る標準的なメカニズムは、大質量星の重力崩壊です。進
化の細かいところは実はまだよくわかっていないのですが、50太陽質量程度より重い星は寿命がき
たところでブラックホールになると考えられています。但し、その時にどれくらいの質量がブラック
ホールになるのか、といったことはまだよくわかっていません。また、130-260 太陽質量の星は、ブ
ラックホールになる前に pair instability supernova になってブラックホールを残さないで消滅する
という理論予測もあります。

実際に 30太陽質量のブラックホールが観測された、ということは、おそらく、これまで考えていた
よりも 30太陽質量のブラックホールはできやすい、ということを意味します。100太陽質量程度の
星から普通にできるのかもしれないし、もっと質量の小さな星がまるのままブラックホールになるの
かもしれません。

さらに、30太陽質量のブラックホールを作るだけではだめで、これを 2つ、さらに宇宙年齢で合体
できる程度の連星にする必要があります。大質量星がはじめから連星で生まれて、それぞれがブラッ
クホールになる時にも連星のままで生き残って、さらに宇宙年齢で合体できるほど近い距離にある、
というのが 1つの可能性で、もうひとつは、球状星団や若くて高密度な星団の中で、単独で生まれた
ブラックホールが力学的相互作用の結果連星になる、というものです。このどちらであるか、を決め
ることがまず理論と観測の大きなターゲットになると考えられます。

今回のイベントが、LIGO の感度をはるかに超える高い振幅なので、今後非常に沢山のイベントが
でてくると期待されます。なので、観測的には精密な質量関数がでてくるので、それを説明する理論
モデルの構築が急務です。もちろん世界中で検討が始まっていると思いますが、日本も頑張りたいと
ころです。





Chapter 132

行列乗算専用プロセッサ(2016/4/30)

5年ほど前にも書いてますが、行列乗算専用回路というものをちょっと考えます。こういうものを考え
る (最近のトレンドとして)キャッチーな理由はもちろん深層学習ですが、それに限った話ではなく、

� 直接法で行列を解きたいとか固有計算したいとか対角化したいとかいうあらゆるアプリケー
ション

� HPL/Green500

で有効だからです。

粒子法では現状どうだろうかというと今のところあんまり、、、というところがありますが、FMM
とかの実装を工夫すると実は行列乗算に書き換えられるかもしれません。例えば通常の FMM では
一番計算量が多いのはいわゆる M2L の部分であり、これは球面調和関数展開の係数に対してセル間
の幾何学できまる行列をかけることで処理できるはずです。行列乗算や行列ベクトル積が非常に速
い、という前提のもとでは FMM のコストのべき自体が変わってきます。

FMMが特に有効なのはクーロン力や重力のような 1/r ポテンシャルの場合であるのはいうまでも
ありませんが、分子間力でも -6 乗、 -12 乗で、遠くではもちろん展開可能です。但し、通常は規格
化の係数に相互作用する原子の半径の和がはいってきます。これはでも展開して半径の多項式にすれ
ばいいのかもしれません。

FMM の場合、単純な実装だと M2L で発生する変換行列は 189個、対称性から (真面目に数えてま
せんが) 30個くらいまで減らせるはずです。まともに行列乗算するか、例えば回転・変換・回転の組
合せにして計算量を p3 (pは展開次数)にするかで行列の要素数、演算量も変わりますが、例えば 10
次まで展開してまともにやったとして行列は 1万要素、30個で 30万語なのでオンチップメモリに余
裕で格納でき、これのロード・ストアは計算時間の制約になりません。

そうすると、計算量のほとんどを行列乗算に押しつけることができるはずで、FMM の計算で最も
重いまま残るのが各粒子の位置での展開係数の評価、つまりルジャンドル多項式の評価とすることが
できそうです。

というわけで、ちょっとまだ本当かどうかわからないですが粒子法にも行列乗算専用回路は十分有
効という気がしてきたので、演算回路の構成と消費電力を少し考えてみます。

行列乗算回路といっても、ある程度プログラム可能にしておこうと思うと、単純な構成は SIMD
(MIMD でもいいですが私が設計して性能だせる気がしないので)のプロセッサアレイの各 PE に小
規模な行列乗算回路をつけることでしょう。例えば、倍精度で 4x4 程度の行列乗算を、乗算器 16個
で実現する回路を考えます。そうすると、これは 4サイクルかかるので、行列の一方を使い回すと
するとサイクル毎に 4要素のベクトル 1本を入力して 1本を出力する回路になります。そうすると、
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自然な構成は、 4PE に 1つこの回路をつけて、行列乗算モードではフルに、通常の SIMD モード
では 12個の演算器は殺して使う、ということになります。この構成で、論理回路と消費電力の大半
を乗算器が喰う、という構成にできると思われるので、これ以上、例えば 8x8の乗算器にする、とい
う必要はないものと思います。

さて、この行列乗算回路で、単精度や半精度の演算をすることを考えます。単精度だと 8x8 で、単
精度乗算器が 32個だと考えると 2サイクルでベクトル 1 本処理になります。回路をがんばって単精
度演算器だと 64個あるようにすると、1サイクルでベクトル 1本処理できてレジスタインターフェー
スとしては変わりないことになります。 半精度も同様で、256個乗算器がある形にして 1サイクル
でベクトル 1本が処理できるようにつくりたいところです。

ちょっと楽観的ですが、この回路構成で PEの数当りの電力消費が GRAPE-X の 2倍程度でできた
とすると、演算数は 4倍になるので倍精度でチップの電力製造が 60GF/W というあたり、単精度だ
と 240、半精度だと 960 になるわけです。まあ話半分としても 16FF+ の NVIDIA PASCAL で半
精度公称 70 GF/W なわけなので、2世代前のテクノロジーで 1桁以上高い数値は実現できる、とい
うことになります。同じテクノロジーなら 50倍くらいですね。倍精度だと同じテクノロジーでやっ
と 10倍ですが、、、

50倍電力性能あげるのは、ムーアの法則があって 10年、今後は永久に無理かもしれないわけで、
まあそれなりに作る意味はあるかもということになりそうです。



Chapter 133

行列乗算専用プロセッサあれこれ
(2016/5/1 書きかけ)

以下、行列乗算回路をベクトル内積専用回路として構成する時に、何かいじましいことをして回路規
模や消費電力を小さくできないか、ということを考えます。

もっとも普通の回路構成は、まず要素毎の乗算をして、浮動小数点加算器のツリーを構成すること
だと思います。加算器は指数の引き算、仮数のシフト、仮数の加算、結果のプライオリティエンコー
ダ、シフタ、丸め回路といったあたりで構成されます。

この構成だと、n+1 語の内積に、(乗算器もあわせて) 仮数 ビット長のキャリー伝搬加算器が 2n+1
個、シフタが 2n 個とか必要で、乗算器に比べて結構な回路規模になります。固定小数点データの内
積なら、乗算器から最終のキャリー伝搬をはぶいて、2つのの部分和をまた加算ツリーにいれて最終
段で 1度だけキャリー伝搬させることで回路規模と遅延を大幅に小さくできます。

浮動小数点内積でこれを行うためには、シフタを乗算器の前にもってくればいいわけです。これに
より、キャリー伝搬加算器を 2n 個とシフタ n-1 個節約できることになります。要するに、乗算器 1
つにつきキャリー伝搬加算器を 2 個とシフタ 1 個節約できるわけです。

例えば倍精度だと、乗算器のアレイ部分のゲート規模は 30kゲート、シフタは 1000ゲート、加算器
は 3k ゲートといったところですが、面積的には乗算器アレイに比べてシフタ・加算器はゲートあた
りで大きくなる (配線が長い)ため、面積削減の効果はかなり大きいことが期待できます。加減算器
は基本的にはシフタ 2個と加算器 1つですから、加算器が丸々なくなるのよりもちょっと大きいくら
いの効果があることになります。計算精度は平均的には変わらないですが、落ちるケースもあるのが
ちょっといやなところです。

次に、計算精度が違う演算で乗算器アレイや加算器アレイを共通のものですます可能性を検討し
ます。

4x4の倍精度乗算器はもちろん長さ 4の内積演算器が 4個あるだけなので、倍精度長さ 4の内積演
算器と単精度長さ 8の乗算器 2個を切換えられないか、どこまで回路を共用できるか、ということ
になります。

シフトの前の指数の比較の部分は、単精度のほうが回路規模がずっと大きいのであんまり共用に意
味はありません。また、全体として小さいので、ということももちろんあります。シフタも、単精度
用のシフタが 4個いるので、倍精度用のはあまり回路規模的に意味がないですが、単精度用のシフタ
2個に付加回路少しで倍精度にはできるはずです。

乗算器アレイは、例えば 27 ビットから 54ビット (の部分和 2つ)をだすものを 4個おいて、それ
から合計しても回路規模はさして増えない。遅延はふえそう。さらに半精度までサポートすると、14
ビットのものが 16個。
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部分和は、演算モードによってどれを足すかとシフトするかどうかが違う、ということになるはず
です。

最終的なアキュムレータは結局 54 ビットなり 108ビットなので、これを 27/54 ないし 14/27 ビッ
ト加算器 2、4個として切って使うことはできるので、結局乗算器アレイから最終段加算器まではあ
まり無理なく融合できそうです。

後段のプライオリティエンコーダ、丸め回路とシフタは回路規模が小さいのでバラバラに持つので
もいいかもしれません。



Chapter 134

ShenWei TaihuLight (2016/6/23)

改めて書くまでもありませんが、以下は牧野個人の見解であり AICS の見解を代表するものではあ
りません。

2016年 6月の Top 500 では、中国の ShenWei TaihuLight システムが、ピーク性能 125PF、HPL
性能 93PF と驚異的な数値を叩き出して同じ中国の Tianhe-2 が 2013年 6月から守っていた 1位の
数値を 3年ぶりに書き換え、6期連続で中国設置のマシンがトップとなりました。

本稿では、この TaihuLight の意義を少し考えたいと思います。

まず、TaihuLight で使われているプロセッサは Tianhe-2 と異なり、設計から (おそらくファブま
で)純粋に中国製です。Tianhe-2 は Xeon + Xeon Phi (KNC) だったわけですが、TaihuLight は
ShenWei SW26010 という中国 Jiangnnn Computing Lab 設計のプロセッサです。これで、単一チッ
プ 3TF、4 万チップからなるシステムを構築し、HPL 効率 74%を実現したわけです。また、電力性
能も 6.05Gflops/W と、PEZY/Zettascaler の SHOUBU, SATSUKIの 2システムに続く 3位には
いりました。

まず、この「74%」という数字を、最近のいくつかのシステムと比べてみます。まず、2-5位はこん
な感じです。

Tianhe-2 62%

Titan 65%

Seqoia 85%

K 93%

「京」は驚異的に高いですが、TaihuLight はアクセラレータ付きの Tianhe-2, Titan に比べて上とい
う立派な数値です。アクセラレータなしの Xeon システムは

Trinity (E5-2698v3) 73%

で、おそるべきことに TaihuLight の SW26010 プロセッサは HPL でHawell Xeon を上回る効率を
実現しています。また、大幅にスケジュール遅延していた KNL Xeon Phi (7200系)がついに Top500
に登場しましたが、これは

Stanpede-KNL (Xeon Phi 7250) 55%

また、現行の PEZY-SCnp は

SHOUBU 65%
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というところです。まあその GRAPE-DR は 59%しかいかなかったのであんまり人のことをあげつ
らうのもどうかと思いますが、 TaihuLight の 74% は驚異的なものであることはわかっていただけ
ると思います。

この性能が HPL だけで、他のアプリケーション等では使いものにならない、ということなら「直
線番長」(どこかで誰かで別のマシンについていっていた言葉ですが)とかいえるかもしれないので
すが、まだマシン全体は完成していなかったであろう 4月時点でゴードンベル賞に 5チームがエント
リし、3チームがファイナリストに選ばれました。2002年に地球シミュレータで 3チームがファイ
ナリストにはいり、受賞もしたことが思い出されます。

ファイナリストのアプリケーションは物性、気候、海洋といったところで、まあその割合スケール
しやすいものを選んでいるようにも見えるし TSUBAME や「京」がやってきたところを真似してい
るようにも見えなくもないですが、そういうやり方をしたということも含めて賞をとるということ
に対して戦略的なアプローチをしているようにもみえます。 Tianhe-2 ではファイナリストにはいっ
たことはあったのですが明らかに問題のあるアプローチだったのに比べて、長足の進歩といえます。

ここまでをまとめると、 TaihuLight は以下の 4点で驚異的といえます

1. 125PF のピーク性能を実現した。これは中国以外のシステムで最高性能の ORNL Titan の 4
倍弱にあたります。

2. 74%とかなり高いHPL効率と、従って 93PFと中国以外のシステムで最高性能の ORLN Titan
の 5倍以上の性能を実現した。

3. 電力性能においても、 PEZY-SC システムにつぐ 6.05Gflops/W を実現した。

4. HPL 以外の実アプリケーションでも、ゴードンベル賞ファイナリストに 3エントリが選ばれ
るなど、大きな成果をあげている。

2010年 11月の Tianhe-1A に始まり、中国のマシンが Top 1 になることは多いのですが、これまで
は Top 1 になったのは AMD の GPU や Intel Xeon Phiを使ったマシンであり、予算と電力さえあ
ればどこでも構築できるものでした。ところが、 TaihuLight は中国の独自開発で、電力性能、チッ
プあたり性能で世界最先端を実現することで世界一の性能を達成したものです。つまり、お金で世界
一になったわけではなくて、少なくとも HPL 及びいくつかのアプリケーションに関する限り、技術
力で世界トップレベルであることを示したわけです。

ここで特に重要なのは電力性能とチップあたり性能です。製造テクノロジーは明らかになっていな
いのですが、おそらく 28nm から 20nm レベルと思われます。ネット情報では総トランジスタ数 37
億、チップ面積 550 ないし 700平方ミリとなっています。一方、 Broadwell Xeon は最大の HCC
コアで 72億トランジスタ、456平方ミリです。Intel の技術は面積あたりのトランジスタ数は必ずし
も多くはないので、2世代違ってトランジスタ数 2倍、面積が若干減る、というのはまあそんなとこ
ろと思います。少なくとも 20nm 以下ではありません。また、 NVIDIA GK110 は 28nm テクノロ
ジー、600平方ミリ以下で 71億トランジスタです。なので、40nm という可能性もあります (そうい
う情報もでているようです)。

そうすると、巨大チップとはいえ 28nm かそれ以前のテクノロジー、わずか 37億トランジスタと
NVIDIA GK110 の半分程度のトランジスタ数でより高いピーク性能と高い実行効率を実現したわけ
です。

チップ構成をみていくと、基本ユニットは 64 個の単純なプロセッサと 1個のある程度複雑なプロ
セッサのペアで、これが 4ユニットで 1チップ、単純なプロセッサのほうは 4SIMD の FPUを 1つ
だけもつ構成です。これにより 1024個の FPUを持ち、1.5GHz 動作で 3TFを実現しています。

これを例えば富士通の 20nm での FX100 に使われているプロセッサと比べると、これは 2GHz、
4SIMD x 2 の 32コアで、演算器の数としては TaihuLight の 1/4で、クロックがちょっと高いので
1/3 の 1TFを実現しました。これはチップ面積 700平方ミリを超える巨大チップであり、それに応
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じて性能あたりは高価なシステムになっているわけです。これは Intel KNL も同様で、14nm の巨
大チップでやっと演算器 1024個以上、ピーク性能 3TF 以上を実現しました。

TaihuLight の演算プロセッサの大きな特徴は、命令キャッシュはあるけれどデータキャッシュはない
ことです。その代わりに 64KB のスクラッチパッドメモリがついています。 PEZY-SC ではコヒー
レンシのない階層キャッシュだったわけですが、それよりさらに極端な設計になっています。

極端な設計にすることで、トランジスタ効率をあげて最新とはいいがたいテクノロジーで多くの演
算器を集積し、高いピーク性能と高い電力性能を実現しただけでなく、高い HPL 効率まで実現した
わけです。

階層キャッシュは、アプリケーションをチューニングする、という観点からは極めてたちの悪い代
物で、必要な時に必要な場所にデータをもってくる、ということを明示的に行うことができません。
例えば行列乗算のような、規則的な演算の繰り返しにできるものでも、深い階層キャッシュでは適切
な演算アルゴリズムを実現できない、ということも現実に発生します。また、深い階層キャッシュで
は、通常下にいくほどキャッシュサイズが大きく、バンド幅が小さくなるため、多重ブロック化をし
ないと性能がでません。一方、大容量で高速のスクラッチパッドメモリだけをもつ構成では、メモリ
階層が 2つしかないためにブロック化は単純であり、最内側ループ長も長くとれるために性能を出す
ことが容易です。

もちろん、キャッシュがない、ということは、「普通に書いただけ」のプログラムではまるで性能が
でない、ということをおそらくは意味しています。しかし、これはメニーコアで階層キャッシュでも
「普通に書いただけ」では 1コアしか使わないし SIMD化もされなくてろくな性能はでないわけで、
この時にには大きいほうのコアが使われるならあまり変わりません。

世の中には複雑で大がかりなものを作るほうが偉いみたいな考え方があり、汎用マルチコアはコヒー
レントキャッシュでないといけないということになっていますが、それではどうにもならなくなる、
とうことを 70コア近い Xeon Phi は示しています。まあ実際、KNLには 4分割して 18コア程度で
使うモードが搭載されている模様です。これを超えて、256コア、1024 コアと増やすには、コヒーレ
ンシをやめるかキャッシュ自体を廃止してローカルメモリにするかが必須であり、キャッシュとロー
カルメモリの両方をもつ PEZY-SC とローカルメモリだけにした SW26010 はその意味で真に実用
性のある超メニーコアの最先端にあり、日米の大企業は遅れをとっているといってよいと思います。

牧野の意見としては、データキャッシュと並んで廃止するべきものは小規模コアの MIMD 動作で
あり、これを排除し、ローカルメモリをもつ SIMDメニーコアとすることでさらなる省電力、高性
能化とアプリケーション開発の容易化を実現できるし、方向はそちらということがほぼ明らかになり
つつあると考えます。

なお、非常に興味深い設計上の選択として、DDR3 メモリでチップあたり 137GB/s のメモリバン
ド幅、B/F が 0.05 しかない (「京」の 1/10)ことがあげられます。もちろん、適当な高速メモリが
なかったからということと思いますが、それでも HPL やいくつかの実アプリケーションで十分な性
能を実現できることを示したわけです。何をどうやっても性能がでないことで悪名を轟かせた KNC
辺りに比べて、B/F が低いからといって劣っているとはいえないのではないでしょうか？





Chapter 135

C言語の進化 (2016/12/27)

今回あまり HPC ネタではありません。

新規開発で C でやる、ということもあまりなくなっているかもしれませんが、C++ には何かをす
るための方法があまりに沢山あり、 STL も便利ですが記述が極めて煩雑 (C++11 で auto が導入さ
れて改善はされてますがではそれまではなんだったんだみたいな)であるとかそういうわけで結構言
語仕様がどんどん大きく変わるとか色々あって、長期にわたって継続的に (というか数年毎にちょっ
とづつ)いじるような開発にはあんまりどうかなというところがあります。

というわけで某プロジェクトのコードを十数年前に C++ ではなくて C で書いたものをいまだに
使い回しているわけですが、Cも昔に比べると随分便利になってます。

� 構造体を返す関数とか構造体の代入とかできる (K&Rではできなかったの)

� 変数宣言がブロックの先頭でなくてもいい

� 配列サイズを変数にできる。関数の引数にもできる

要するに、使うとイライラしたところが随分ましになってます。

以下ちょっと技巧的かもしれませんが、例を。速度はあまり問題ではないんだけど、ちょっと複雑な
フラグによる処理をしたい、という状況、具体的な例としては、 flag が 0,1,2,3 の値を取り、それに
よって変数 x に式 a, b, c, d のどれかをセットしたい、という状況を考えます。ruby なら

x= [a,b,c,d][flag];

と書くところです。昔の C だと、switch 文を使って

switch(flag){

case 0: x=a; break;

case 1: x=b; break;

case 2: x=c; break;

case 3: x=d; break;

}

と書いたところでしょう。 break をいれるのを忘れるとか default (ここでは使ってませんが)のス
ペルを間違えるとかで色々な楽しいことが起こりますし記述量も多くなってます。これが、今どきの
C だと (x 等が double だとして)以下のように書けるようです。
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double cases[]={a,b,c,d};

x = cases[flag];

ruby のように 1行とはいきませんが、switch を使うのに比べるとはるかにましです。もちろん、性
能的には色々問題があります。 a, b, c, d がそれぞれ複雑な式とか関数であってもどちらも同じよう
に動きますが、 switch は成りたったところで break で switch 文が終わりますが、配列を作るとま
ず全部の要素が評価されます。まあでも、性能が問題にならないところであれば使ってもいいのでは
ないでしょうか？



Chapter 136

超メニーコアにおける細粒度MIMD
(2017/3/29)

なにかの〆切が近い気もするのですがそれ用に考えの整理も兼ねて。

ここのところ演算器の数が多いプロセッサといえば GPU だったわけですが、PEZY-SC や Sunway
26010 のような、256 とか 1024 とかのコアがMIMD 動作する (さらに PEZY-SC の場合は 1コアが
8スレッド SMTで合計 8192スレッドが独立動作する)ものがでてきており、Top 500 や特に Green
500 で上位を占めるようになってきています。

以下では、これらのプロセッサにある原理的な困難と、それへの可能な対応について考えたいと思
います。

細粒度 MIMD アーキテクチャで HPC 的な並列度の高いアプリケーションを動作させる時の大き
な問題は 3つあり、プロセッサ間通信のオーバーヘッドと、命令供給の問題、データ供給の問題とな
るように思います。

プロセッサ間通信の問題は、さらに 2つのレベルの問題に分かれます。一つは、汎用的なMIMD
アーキテクチャではコア間通信がキャッシュを経由するものになるため、特にレイテンシが非常に大
きい並列化の障害になることです。もう一つは、本質的にMIMD であり、キャッシュ等の予測困難
な振舞いをする部分もあるために同期には時間がかかることです。これらだけで結構致命的なのは
Xeon Phi が示している通りです。

コア数がさらに増えると命令供給が大変になります。L1Iをあまり大きくできないからです。PEZY-
SC と SW26010 のどちらでも、L1I はコアあたり 1-2KB です。命令長が 64ビットだとすれば、128
命令とか 256命令しかないわけです。つまり、計算の最内側ループが 100命令程度以下でないと、L1I
のミスが発生してまともな性能がでることはおよそ期待できなくなります。

(2917/4/18 追記)

上の記述は間違いで、 SW26010 はコアあたり L1Iが 16KBでした。ローカルメモリが 64KB です
からこれくらいが妥当でしょう。4way SIMD であることでローカルメモリ、L1I ともに大きくし、
命令供給の問題をある程度緩和できている一方、インオーダーのアーキテクチャでシングルスレッド
であるためコンパイラによる命令スケジューリングに頼らざるを得ないのですがそれに耐えるコン
パイラにはなっていない、というなかなか難しい問題が発生していました。

演算器レイテンシを隠すのに十分なアーキテクチャレジスタもないので、なかなか性能をだすのは
簡単ではありません。また、コア内 SIMD のため差分法では 32バイト境界にアラインしないアクセ
スで性能が落ちる (ちょっとそれ以前の問題もありましたがそれはさておき、、、)という問題も発生
します。
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(2917/4/18 追記終わり)

L2I を大きくし、ラインサイズを増やし、命令プリフェッチを掛ける、とかいったことも考えられ
ますが、これは要するに L2I に L1I以上のバンド幅をもたせる、ということでかなり大変です。ち
なみに SW26010 では命令キャッシュの階層構造は公開されていなくて、そもそも L2Iがあるのかど
うかも明らかではありません。

粒子系シミュレーションでの相互作用カーネルくらいでも、なかなか 100命令には入りません。2
粒子間でははいったとしても、アンロールやソフトウェアパイプライニングをしないと性能がでない
という問題も別にあるわけで、このために命令数が増えるからです。

例えばもっとも単純な例ともいえるカットオフのない重力相互作用でも、逆数平方根計算の演算数
によっては 30-40命令になり、これを 4重にアンロールすれば既に 160命令になるわけです。4重で
たりるか、というと、演算器のレイテンシが 4ということは最近の計算機ではまずないので、たりま
せん。つまり、8重とかしたいわけでそうするとほぼ確実に不足になります。

ここでは、PEZY-SC の SMT 構成にはメリットがあります。8スレッドで同じループが実行され
ていれば、それは 8重にアンロールされているのと同じ効果になり、ソフトウェアパイプライニング
をしなくても演算器レイテンシが隠蔽でき高い性能がでるからです。とはいえ、これは「8スレッド
で同じループが実行されていれば」という条件付きであり、最内側ループ 1回実行時間より十分短い
時間程度で複数スレッドが同期している必要があります。同期がずれるとカタストロフィックに実行
時間が延びることになりかねません。

重力相互作用程度であれば、それでも最内側ループで十分計算量が多く、またそのようなループが
それほど沢山はない (多くの場合 1つしかない)ので頑張ればなんとかなることもあります。HPL で
は行列乗算カーネルはさらに単純なので命令キャッシュが問題になることはありません。

しかし、もうちょっと複雑なことをするプログラムになると、最内側ループは容易に複雑なものに
なります。例えば陽解法の少し複雑なスキームであれば、独立変数がメッシュ点あたり数個、CIP や
IDO のような導関数を保持するスキームでも 20程度であるのに対して、1ステップの演算数は数千
に及びます。各メッシュに対して同じ演算をするので、そちら向きには 3重ループがもちろんあるの
ですが、基本的にはその 3重ループの最内側にこの数千演算を実行する命令が並んでしまうわけで
す。これは命令キャッシュ的には最悪です。

そうなると普通はどうするかというと、最内側ループを非常に細かく分割するわけです。そうする
と、各ループでは中間結果をロードして中間結果をストアすることになるので、データのためのメモ
リアクセスが非常に多くなります。また、性能をだすためには最内側ループの長さをある程度長く、
となると、今度はそれが L1D からあふれるので大きく演算効率が下がることになります。

つまり、圧縮性流体スキームは、原理的には演算数が非常に多いため、データの再利用性は非常に
高く、あまり主記憶バンド幅を必要としないのですが、実際には、L1I が小さいことによって命令列
を十分にストア・再利用できず、そのため必要なデータ転送量が非常に大きくなってしまうわけで
す。もっとも、これは例えば 1KB を 8KB にすればなんとかなるような話ではなく、数千命令+ア
ンロールが必要なので非現実的なサイズの L1I がなければこの問題は解消できません。

さて、ではどうすればいいか、というわけですが、もちろん、私の意見としては、ある程度大きな
単位、例えば 64コアとか 256コアとか別に全チップでもいいのですが、で SIMD 動作させればよか
ろう、ということになります。この場合、命令を格納するべきストレージは MIMD の L1I に比べて
64倍とか 256倍とかおそらくもっと使えるわけで、例えば数MB を使えば 10万命令ほどがはいる
ことになり、どんなに複雑なループでも実行可能です。

PEZY-SC のように (コヒーレントではないにしても、、、)データキャッシュありの構成だと、そう
はいっても SIMDでは、、、とかいろいろな意見もでてくると思いますが、SW26010 のように各 PE
はローカルメモリにしかアクセスできなくてメインメモリには DMA で、とかになると SIMD で書
けるようなことでないと性能はでないわけで、それなら、、、という気がしてきます。分岐ができると
かいっても分岐したら L1I からあふれるとか分岐のペナルティがとかそういうことになるからです。

まあそれでもなんでも SIMD はやだ、という人はいるわけで、そういう人には頑張って余計な苦
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労をして下さいというしかないわけですが、多少とも状況を改善しようと思うと、例えばコア内で
SIMD幅を広げてコア数を減らして、(Xeon Phi 的アプローチですね)しかし電力性能や面積性能を
犠牲にするくらいしかできることはないのではと思います。

一つありえるのは、古典的なベクトル命令、つまり長さ 4とかではなく 64くらいまでのベクトル
に対する演算を命令でサポートするようにして、演算に対する命令の必要バンドを 1/16 とか 1/32
に落とすことです。そうすると、 L1I が不要、あるいは 64 コア程度で共有することが可能になり、
大きくサイズを増やすことができます。これの問題は、ソフトウェア的に必要な並列度が増えてしま
うことで、L1D のサイズとの間にまたミスマッチが起こる可能性が高くなります。

データ供給の問題は、上にみたように命令供給の問題と絡みあっているわけです。SW26010 では、
ローカルメモリに DMA 可能なアーキテクチャと、演算コア間の低レイテンシな通信の実装によって
ある程度までこの問題を緩和していますが、命令供給の問題がより表面にでてくるように思います。

と、私が考えると演算器毎にローカルメモリをもつ SIMD に移行以外の解があるとは思えないので
すが、さて、今後どうなっていくんでしょうね、、、

まあその、計算機作るほうの立場としては他の皆様が迷走していても別にかまわないというか知っ
たことではないのですが、使うほうの立場としては深刻です。データだけでなく命令キャッシュの具
合も考慮した上で効率がでるようなやり方を考えろ、ということになるわけで、粒子間相互作用くら
いならともかく、差分計算でよい方法があるのかどうかはまだ？な感じです。ある意味、制御構造と
いうか数値スキームをプログラム側ではなくデータ側で表現するようなことも検討する必要がある
のかもしれません。段々、それはプログラム可能な計算機を使ってることなのか？という疑問も湧い
てくるのですが、、、





Chapter 137

ShenWei TaihuLight その2
(2017/4/15)

134 で TaihuLight のことを書きました。去年の 12月に、ちょっと使わせてみていただけないでしょ
うかみたいなメイルを書いて送ってみたら返事がきてどぞとのことだったので、FDPS と Formura
をなにか、というのを AICS の粒子系チームとして少しやってみていました。この時期だと全系実
行もまあ性能によってはできるので。

達成できた性能についてはまだ秘密なのですが、以下ちょっと思うことを。

アーキテクチャは、1グループが 1コアのマネジメントコア (MPE) と 64個の演算用コア (CPE)
で、どちらも 256bit SIMD の FMA 演算器が 1つ、 1.45MHz 動作でこれが 4グループあり、1チッ
プの名目ピーク性能が 3016Gflops です。一応 4グループで共有メモリですが、基本的にこれは 1グ
ループ 1MPIプロセスで使うことが想定されているようです。

正直なところちゃんと動かすのはとてつもなく大変でした。(大変だったのは私ではなくてチームの
皆様です。お疲れさまでした)理由はいくつかあるのですが、一つはコンパイラの最適化が結構××
で、それなりに無駄はない命令列をだしますがスケジューリングは全然で、おそらくコアのほうはイ
ンオーダーなので基本的にアセンブラで書かないと全然性能がでないこと、もう一つは、MPE が恐
ろしく貧弱で、基本的になにもかも CPE にもっていかないと性能がでないこと、さらにもうひとつ
は、ハードウェア・ソフトウェアの信頼性が今三つくらいで、特に大ノード数でそもそも動かない
とか通信が謎な性能ゆらぎ (というか、、、グローバル通信が秒単位で終わらないとか、、、)があるこ
と、さらにドキュメントが (少なくとも我々が入手できたものは)中国語でも限られていて特に命令
セットのドキュメントがなかったこと、といった辺りになります。

OpenACC とか一応あるのですが、あんまりそういうのは信用しないで athread ライブラリとい
うのを使いました。これだと athread spawn で CPE の演算カーネルを起動できます。CPE から
は、 athread get、 athred put というライブラリ関数で DMA を起動してメインメモリを読み書
きできます。DMAでなくて load/store もできるようですが、遅いので使えません。遅いといえば
athread get/put も起動オーバーヘッドは結構あるので、それを減らすには低レベルの関数を使うと
変更の必要がないパラメータ設定をスキップとかできるのでかなり速くなります。これはドキュメン
トは存在していなくて使ってる人に聞くとそういう答が返ってきました。CPE 間の通信はマクロが
あってそれを使えばいいという説明を聞いたのですが、なんかそれでは駄目でインラインアセンブ
ラを使ってました。これは、FIFOキューがあって、書いたものが 10サイクルくらいあとには読め
るというものでした。通信できるのは 8x8 のアレイの縦と横で、斜めは直接にはできません。但し、
縦、横には放送もあります。これはいかにも行列乗算には便利そうな機能ですが、粒子間相互作用の
計算にも悪くはありません。

FDPS を動かすことを考えたわけですが、とにかく MPE がとてつもなく遅い、というのは始めか
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らわかっていたので、相互作用計算以外の部分、つまり、領域分割の生成、粒子のノード間の移動、
ツリー構築 (粒子のソートや、ソートした粒子からのポインタの生成、ツリーセルのモーメントの計
算)、相互作用計算のために他のノードに渡す情報の生成、相互作用リストの生成、時間積分、といっ
たことを、基本的に全て CPE でやる必要があります。ところが CPE側では DMAを使わないとメ
インメモリとの転送が速くならないので、書くのはそれなりに面倒です。とはいえ、今回、実際に
ソート、モーメント計算、時間積分といった、相互作用計算以外のほとんどのところを CPEで実装
しました。

問題は、それでもまだ速度が足りない、と予想されたことです。これは、メインメモリのバンド幅
が極端に小さいので、CPEにもっていってもまだ性能が不足するからです。従って、今回、ツリー
構築、相互作用リストの生成は複数ステップに 1度にする、という、重力多体系ではこれまであまり
使われたことがない (分子動力学計算では一般的ですが)方法を FDPS に実装しました。

相互作用カーネルは似鳥君が秘術をつくして書いたもので、かなり理論限界に近い速度がでていま
す。が、まだ、その、アプリケーション全体としての数値は、、、というところです。これはアーキテ
クチャの限界というより時間切れで、論文投稿の〆切までにできたことは、、、というような感じで
した。

実際に実現できた性能とかソフトウェアの状況とかハードウェアの信頼性とかいろいろ問題はある
のですが、しかし、おそらく最新ではない半導体プロセスを使って Green500 の上のほうに入り、4
万チップとそれほど巨大ではない構成で Top1 をとる、非常に無駄の少ない設計であることを考える
と驚異的なシステムというべきではないでしょうか。

時間切れで性能が十分にはでてないのであまり偉そうなことは言えないですが、チューニングも (ド
キュメントやコンパイラが××だったこと以外は、、、これは本当に最悪でしたが)比較的方針がたて
やすく、予測可能な性能がでるという意味では好ましいものでした。

アルゴリズムの根本的な変更 (も今回結構行いましたが)以外では、チューニングの方向は

1. CPE に載せる

2. メモリアクセス量を減らす

ということで、CPE の演算性能は計算コードのほとんどの部分では圧倒的にあまるので、アセンブ
ラで書くといったチューニングは本当に演算量が多いカーネルだけで十分です。

作業量については、特に athread+DMA で書くと多いわけで、少し違う書き方を考えるとか (もち
ろんそれがOpenACCなはずですが)色々な検討の余地はあると思いますが、DMA で明示的にメモ
リアクセスをすることで、メモリアクセスの量を必要最小限にし、高い性能をだすことが可能になり
ます。また、キャッシュベースのメニーコアではどうしても問題になるコア間通信や同期が、通信用
のハードウェアによって極めて高速に行えるのは大きなメリットで、非常に細粒度な並列処理を行う
ことができます。このため、64コアあってもそれほど多いわけではなく、実際にアプリケーション
をまともに動かすことが可能になっています。放送ができること、ハードウェアサポートはないにし
てもソフトウェアで非常に高速に縮約ができることは大きなメリットで、かなりベクトルプロセッサ
的な使いかたができます。要するに、プログラミングモデルとしては、そこそこの大きさの主記憶と
ベクトルレジスタがあるベクトル機に巨大な、だけれども低速な拡張メモリがある、Cray や日本の
第一世代のベクトルプロセッサで拡張メモリ側にデータを置くのと同じような話になるわけです。

まあその、ベクトルプロセッサ的に使うなら SIMD でいいではないかと私は思うわけですが、そこ
はそれ、、、

PEZY-SC では階層的でコヒーレンシのないキャッシュでコア数の限界を克服しようとしているわ
けですが、SW26010 ではローカルメモリとDMA でコア数の限界を克服しようとしたわけです。ど
ちらも成功している、といえると思います。
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演算器率 (2017/5/1)

某作文をしていて、ふと「テクノロジーで規格化した、1チップあたりの演算器の数」というのが重
要な指標ではないかと思ったので計算してみました。

テクノロジーでの規格化は、以下のように計算します。

チップあたりの倍精度演算器の数 (FMAは 2個と数える)*(デザインルール)^2

Intel、富士通、NVDIA、PEZY、Sunway で計算してみました。

Intel Xeon の進化
アーキテクチャ Nehalem SB IB HW BW SL

年 2009 2012 2014 2014 2016 2018?

デザインルール 45 32 22 22 14 14?

最大コア数 4 8 12 18 22 28?

コアあたり演算数 4 8 8 16 16 32?

演算器数 16 64 96 288 352 896

演算器率 32K 66K 46K 139K 68K 175K

表 2 富士通メニーコアの進化
アーキテクチャ FX1 京/FX10 FX100 ポスト京
年 2008 2011 2015 ?

デザインルール 65 45/40 20 ?

コア数 4 8/16 32 ?

コアあたり演算数 4 8 16 ?

演算器数 16 64/128 512 ?

演算器率 68K 130K/200K 200K ?

表 3 NVIDIA GPGPU の進化
アーキテクチャ Fermi Kepler Pascal Volta

年 2009 2012 2016 2018?

デザインルール 40 28 16 10/12?

1コア数 512 2496 1792 ?

コアあたり演算数 1 (2/3) 2 ?

演算器数 512 1664 3584 ?

演算器率 819K 1.3M 918K ?
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Figure 138.1: 規格化した浮動小数点演算器数の推移、Intel (黒、mainstream Xeon)、富士通 (赤、
FX1,K,10,100)、NVIDIA (緑、Fermi, Kepler, Pascal)、PEZY-SC,SC2,SC3, SW26010(青)につい
て、規格化した浮動小数点演算器数を 1000でわったものをしめす。

表 3 ヘテロジニアスメニーコア
アーキテクチャ PEZY-SC SW26010 SC2 SC3

年 2014 2016 2017 2019?

デザインルール 28 28? 16 7?

コア数 1024 256 2048 8192?

コアあたり演算数 2 8 2 2

演算器数 2048 2048 4096 16384?

演算器率 1.6M 1.6M 1.0M 800K?

もちろんダイサイズは同じではないのですが、まあ大体どれも 400-600mmsq のレンジなのでその寄
与は小さいです。

図 138.1 にグラフをのせます。数値を見ると明確な傾向があって、Intel は非常に低いところからこ
の 10年で 5倍くらいあげたけれど依然低い、富士通はインテルの将来の値と同等なところを 2010
年の「京」、FX10 で達成したあと足踏み、NVIDIA, PEGY, Sunway 等は富士通、Intel の 1桁上で
推移 (段々下がるのは TSMC の 16nm以降のデザインルールが詐欺なせいなので、、、)ということ
になります。

この、規格化した演算器の数が直接電力性能やピーク性能の差になってくるわけで、GPU やヘテ
ロジニアスメニーコアの優位性がどこかからくるか、というとここからであるわけです。これらに対
して競争力をもつためのもっとも正攻法なアプローチは、演算器率をさらにあげることであることが
わかります。とはいえ、これは容易なことではありません。

もっとも、ピーク性能はさておき、電力性能に限ると、NVIDIA と PEZY/Sunway の間にはテク
ノロジーが同等ならかなりの差があります。とはいえ、非常に大きな差ともいいがたいかもしれませ
ん。追うものは圧倒的な優位が必要なので、難しいところでです。汎用性を犠牲にしてでもこの演算
器率をさらにあげる、というのがその方向のアプローチとしては可能なものであり、それは我々が進
めているものであるわけですが。



Chapter 139

村主君のこと (2017/9/11)

(これは 9月に書いたものですが、すぐには公開する気にならなかったものです)

既に TENNET で流れている通り、理化学研究所計算科学研究機構で私の研究チームに所属してい
た村主崇行君が、 7/11 に亡くなられました。まだ 33歳でした。言葉に表現できないほど悲しく、ま
た残念です。

私が村主君と初めてあったのは、2006年の秋、京大理学系で集中講義をした時でした。講義自体は、
犬塚君、早川さん、阪上さんと偉い人が沢山いて、あまりなんの話をしたか憶えてないのですが、講
義のあと、村主君がよってきて、院生部屋にひっぱっていかれて、自作の「全自動ブックスキャナ」
をみせてくれ、動作を説明してくれました。

私は職場 (と自宅にも)キャノンのスキャナを導入してからしばらくしたところで、色々日記に書い
てたりしていたのですが、それも知っていて、自分のをみせたかったようです。メカニカルな仕掛け
で本のページをめくって上からデジカメで写真をとる、という仕掛けをレゴ・マインドストームで組
み立てたものでした。

その前に村主君のことは誰かから聞いていたのか、「これがあの村主君か」と思ったような記憶があ
ります。

次に、村主君とかかわりがあったのは、2008年、天文台のスパコンが Cray XT4 に変わった年で
す。それまでの計算機は VPP5000 だったので、あまり大規模並列ジョブとかで使える人がいなかっ
たのですが、村主君は、パラメータサーチ的なもので大規模キューを埋める、ということをやってく
れて、一つの新しい使い方を実証してくれました。

そのあと、村主君は「Paraiso」つまり、偏微分方程式の陽的差分法向けの、コード自動生成・自動
チューニングシステムを着想し、2010年には京大の第一期の白眉フェローにまだ天体核博士課程在
学中に採用されて、そちらの研究に取り組むかたわら、博士論文になった「原始惑星系円盤における
雷現象」の研究も進めていました。博士論文は 2013年度に提出され、博士 (理学)の学位を取得して
います。

私はそのころからポスト京の開発と、粒子系向けの並列ソフトウェア開発フレームワーク FDPS の
開発に携わっており、2014年には東工大から理研 AICSを本務にしています。そういうこともあっ
て、ポスト京や将来の HPCシステムでは、村主君の Paraiso のアイデアをさらに発展させた、差分
スキームを書くとちゃんと指定した計算機で実現可能な最高効率をだすようなプログラムを自動生
成するシステムが必須であると考えていました。それには世界でも村主君が最適任なのは明らかな
ので、是非とも理研AICSで一緒にできれば、と思って、さそってみたところ、大変ありがたいこと
に一緒にやりますといってくれて、2014年 6月に AICS に着任しました。

そのあとは、キャッシュがある計算機での陽的スキームの性能の理論限界 (temporal blocking をし
た場合)の定式化、理論的限界を実際に実現する PiTCH タイリングの考案、実際に差分スキームか
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らコード生成をする Formura システムの開発、と村主君らしいすさまじい勢いで研究が進み、去年
の 4月には、Formura で生成した、temporal blocking を使う コードが「京」全系で動作するよう
になり、その性能評価で書いた論文で SC16 のゴードンベル賞ファイナリストにも選ばれました。本
賞自体は、「京」の 10倍以上の 125PF のピーク性能をもつ Sunway TaihuLight 上での気候コード
にもっていかれましたが、素晴らしい成果であることに変わりはありません。

村主君の活躍は、天体物理とHPC だけにとどまるものではありません。「すごい Haskell 楽しく学
ぼう」本の訳者としても著名であり、また国際大学対抗プログラミングコンテストに何度も上位入賞
した天才的プログラマとしても有名でした。

昨年初めから、AICS の我々と、PFN で、人工知能、特に深層学習向けの高性能プロセッサの研究
開発を進めていて、これは NEDOからの助成をうけ、AICS 側は村主君が代表になって進めてきて
いました。

村主君は、PFI が創業した時のメンバーでもあり、PFN代表の西川さんとは古くからの友人、とい
うより、ICPC(国際大学対抗プログラミングコンテスト)での仲間でもありライバルでもある、とい
う関係と聞いています。そのような縁から機械学習にも興味があり、Paraiso におけるチューニング
にも様々な機械学習アルゴリズムが取り入れられています。さらに、奥様である羽田裕子さんや、京
大の他の研究者と、機械学習を太陽のフレアの予測に利用する研究も進めていました。このため、近
年の機械学習の発展も十分フォローしており、深層学習プロセッサの開発についてのアルゴリズム・
ソフトウェア面からの検討、仕様の策定、必要なソフトウェア開発にも大きな貢献をしてくれていま
した。

プロセッサ開発が佳境を迎えたこともあり、ここしばらく、週に 2日程度は東京にいって、PFNで
開発作業をしていました。7月 10日も、そのように東京出張しており、10日は元気に皆と一緒に作
業をしていて、私は神戸にいたのですが定例のテレビ会議では顔を合わせ、検討状況を聞いたりして
いました。

翌日、11日の午後に、村主君が倒れた旨連絡があり、夕方遅くには、なくなられたとの情報がはい
りました。出張先のホテルでくも膜下出血で倒れて発見が遅くなり亡くなったとのことでした。葬儀
は、ご遺族のご意志により近しい方のみで執り行われました。

正直、今でも、まだ本当には信じられない思いです。

村主君は、天国でも、やすらかに眠るだけではなく、大好きなプログラミングにとりくみ、すごい
成果で周りを驚かせていることと思います。



Chapter 140

半精度による相互作用計算
(2017/12/30)

最近ぼちぼち色々な計算機で FP16 が使えるようになってきたので、それで多体問題、少なくとも
重力多体問題ができないかという雑談を何人かでしていた時にでてきた方法について。

仮数長は 10ビットもあるので、GRAPE-1, 1A, 3, 5, 8 あたりに比べて長く、相互作用計算にはいっ
てからの精度には特に問題はありませんが、問題は

� 座標表現、積算には精度不足

� 途中で指数がオーバーフローないしアンダーフローする

ということです。座標表現は、実効的に固定小数点にして、その上位と下位を別々のワードに格納
し、別々に引き算してから加算することで精度を確保することはできなくはありません。但し、2語
使っても 20ビットなので、3語くらい使う必要がありそうです。

とはいえ、自分は原点近くにいて、遠くのほうは相対精度が落ちてよいとすれば、遠くは「桁を合
わせない」という方法でなんかできる気がします。

積算は複数語のアキュムレータを使う方法が古くから知られています。

問題は途中でのオーバーフローです。距離のダイナミックレンジ自体は 30ビット程度はほしいの
で、途中で必要な距離の 3乗の逆数を計算すると 90ビットになり、 FP16 で持つ 5ビットの指数で
は表現できなくなります。

ここで、ツリー法を使い、質量の空間分布が 2ないし 3次元でほぼ一様な場合だけをまず考えると、
相互作用を計算する超粒子の質量は距離の 2 ないし 3乗に比例します。まず、色々上手くいきそう
な 2次元の場合を考えると、距離と質量の平方根が比例するので、距離を質量の平方根でわったも
のはほぼ一定になります。従って、普通なら (dx 等は 3次元ベクトルで内積があるとして)

dx = xj-xi

r2= dx*dx

r=sqrt(r2)

mr3inv=mj/(r*r*r)

fi += mr3inv*dx

と書くところを
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q=1/sqrt(mj)

dxhq = q*(xjh-xih)

dxlq = q*(xjh-xil)

dxq= dxhq+dxlq

r2q2= dxq*dxq

rq=sqrt(r2q2)

mr3invqinv=1/(rq*rq*rq)

fi += mr3invqinv*dxq

としてやると、 dxhq や dxlq はダイナミックレンジが小さく、基本的に 1のオーダーになっている
ので、指数のオーバーフローやアンダーフローがほぼ起きなくなることが期待できます。最初の、質
量の逆数の平方根をとるところは、ツリー構築を作った時に 1度だけすればいいので、計算量の増加
は無視できます。

3次元の場合には、一様分布の場合遠くの超粒子からの力が近くの粒子からの力より大きくなりま
すが、これは距離に比例する程度なのでやはり上のような修正を行うことでダイナミックレンジを大
幅に小さくできます。

3次元で TreePM とか使うなら距離にはカットオフがあるのでこれで問題ないでしょう。開放境界
の 3次元問題の時には、結局、トータルの力が決まるあたりの特徴的な距離スケールがあるので、そ
こでオーバーフローが起きないようにスケールを決めることができるはずです。
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Ruby ERB によるテンプレートメタ
プログラミング (2018/1/1)

1月 1日より 4月 1日ネタな気もしますが、、、

色々ややこしいコードをスクリプト言語で生成して、それを C や C++ の中に埋めこんでおきた
い、という時は、PHP とか使う方法もありえるかもしれませんが Ruby だとそれ向けの ERB とい
うものがあります。大変邪道な例ですが、1つの関数記述に、「型」を渡すことでテンプレートっぽ
いことを可能にしたのが以下の例です。

#include <stdio.h>

<%

def add_func(type)

a=<<EOF

#{type} add_#{type}(#{type} a, #{type} b)

{

return a+b;

}

EOF

a

end

%>

<%=add_func("int")%>

<%=add_func("double")%>

int main()

{

printf("%d %e\n", add_int(1,2), add_double(1.0,2.0));

}

これを以下のスクリプト

#!/usr/bin/ruby
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# process_erb_standalone.rb

#

# process erb in evhd files

# Time-stamp: <2018-01-01 16:28:52 makino>

#

# Copyright Jun Makino All rights reserved.

require "erb"

print ERB.new(gets(nil)).result

で処理した結果は

#include <stdio.h>

int add_int(int a, int b)

{

return a+b;

}

double add_double(double a, double b)

{

return a+b;

}

int main()

{

printf("%d %e\n", add_int(1,2), add_double(1.0,2.0));

}

のようになります。まあその、できます、というだけです。全くお勧めはしません。



Chapter 142

SLLIB (2018/6/4)

C++ で多次元配列を使おうとして困るのは、整合配列がないことです。これは、関数に多次元配列
を渡す時に、その各次元のサイズも渡す、という機能です。Fortran では太古の昔からあり、 C で
も gcc 拡張ではあり、C99 では正式にサポートされました (C11ではサポートはされていますがオプ
ショナルですが、サポートしないような腐った処理系を今更使うことはないと思います)

で、どういう機能かというと、例えば

void f(int m, int n, double a[m][n])

{

...

}

というふうに、配列のサイズを渡す機能です。昔の C にはなくて、それでどうやって例えば密行列
のライブラリを書くのかよくわからない、というか、例えば HPL のソースを見るとあらゆるものが
1次元配列だったりします。2次元とか 3次元の配列を使いたい偏微分方程式の差分法ソルバでも、
この機能を使わないなら関数には全部 1次元配列で渡すとかいうことになります。もちろん、マクロ
を使ってサイズがあるのと同じようになんかしてなんかするとかはできます。

で、C は C99 でこれが正式に言語仕様にはいったので、数値計算向けに使う時の Fortran に比べ
た大きな欠陥の 1つは解消したのですが、C++ はこれを取り入れていません。この結果、C++ で
言語標準の機能を使って多次元の整合配列を関数やライブラリに渡して、ライブラリ側で普通に多次
元配列としてコードを書く方法はありません。

もちろん、C++ なので、なんかクラス作ればいいわけでですが、そういうのは既に無限に沢山あっ
て、どれを使うべきかわからない、というのが主要な問題です。性能の他、主要な問題は将来的にメ
ンテナンスされそうかどうかです。

JAXA・宇宙科学研究所の SLLIB1 はそういう無限にあるものの 1つですが、宇宙研の公式サポート
ソフトウェアということである日突然サポート中止になったりはしなさそうなのがよいところです。

#include <sli/mdarray.h>

using namespace sli;

とすると、mdarray double というクラスができて、例えば

1https://www.ir.isas.jaxa.jp/∼cyamauch/sli/index.ni.html
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void printa(mdarray_double a, string s)

{

cout << s<<endl;

unsigned int i,j;

for (i=0;i < a.length(0); i++){

for (j=0;j < a.length(1); j++){

std::cout << " " << setprecision(8) << a(i,j);

}

cout << endl;

}

}

こんな感じで配列サイズがメンバ関数にあるので一般のサイズ用の関数がつくれて、デフォルトでは
アクセスしたところまで適当に要素がとられるので

mdarray_double u;

for (int i = 0; i < nx; i++) {

for (int j = 0; j < ny; j++) {

u(i,j) = 0.0;

}

}

みたいなことができるようです。デフォルトだと範囲チェックが必ずはいるのであんまり速いコード
にならない気がしますが、作った時にサイズ固定にするオプションももちろんあります。

もちろんもっとはるかに沢山機能があって色々便利に使えるようです。expression template はな
いっぽいので、どうしてもそういうのが欲しい人は自分でなんとかして下さい。
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相互作用計算におけるレイテンシとレ
ジスタ数 (2018/8/8)

単純な重力 (ないし静電)相互作用計算 (dx 等は 3次元ベクトルで内積があるとして)

dx = xj-xi

r2= dx*dx

r=sqrt(r2)

mr3inv=mj/(r*r*r)

fi += mr3inv*dx

みたいなコード (これはループの内側のみ)を考えます。xi, fi はレジスタにあるものとして、また簡
単のため逆数平方根命令はあって、加算・乗算と同じスループットでできるとして、命令列は

1 ld xjx

2 ld xjy

3 ld xjz

4 ld mj

5 dx = xjx-xix

6 dy = xjy-xiy

7 dz = xjz-xiz

8 r2 = dx*dx

9 r2 += dy*dy

10 r2 += dz*dz

11 rinv = rsqrt(r2)

12 r2inv = rinv*rinv

13 mrinv = mj*rinv

14 mr3inv = r2inv*mrinv

15 fix += mr3inv*dx

16 fiy += mr3inv*dy

17 fiz += mr3inv*dz

というような感じでしょう。演算器が FMA 1 つ、ロードまたはストアが演算命令と並行して発行で
きる、逆数平方根と FMAは同時発行できない、というような実装だとして、さらに単純化のため命
令のレイテンシは全て m サイクルだとしましょう。依存関係は
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1->5

2->6

3->7

5->8

6,8->9

7,9->10

10->11

11->12

4,11->13

12,13->14

5,14->15

6,14->16

7,14->17

となります。今まだアンロールとかは考えないとすれば、必要なレジスタ数は、

xi:3

fi:3

dx:3

あと 2こで多分なんとか

で 11個はアーキテクチャレジスタとして必要そうです。ここで、アーキテクチャレジスタが無限に
沢山あるなら、最内側ループを (i側でも j側でもどちらでもよいですが)m重に展開すれば、

11 ld xjx1

12 ld xjx2

....

1m ld xjxm

21 ld xjy1

..

というふうに命令を並べることができます。そうすると、これは、m並列でレイテンシ 1(次のサイ
クルで結果が利用できる)命令とみなすことができますから、

(1 ld xjx)

2 ld xjy; dx = xjx-xix

3 ld xjz; dy = xjy-xiy

4 ld mj; dz = xjz-xiz

5 r2 = dx*dx

6 r2 += dy*dy

7 r2 += dz*dz

8 rinv = rsqrt(r2)

9 r2inv = rinv*rinv

10 mrinv = mj*rinv

11 mr3inv = r2inv*mrinv

12 fix += mr3inv*dx

13 fiy += mr3inv*dy

14 fiz += mr3inv*dz(; ld xjx)

となって 13m サイクルでm回ループを回せることになります。演算器が FMAでなくて乗算・加算
が独立かつ並列に発行可能ならもう 2サイクルほどつめられる気もしますが、FMAであればこれ以
上サイクルをつめることは原理的に不可能でしょう。(多分)
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これで m=6 くらいの常識の範囲のレイテンシで、演算器 1つだけでも、アーキテクチャレジスタ
だけで理想的な性能を実現しようと思うと結構な数がいることがわかります。数が足りないと、展開
できるループ数が減るわけですが、それが明示的にストールサイクルとして見えるのは、まずは直接
の依存がある、上の番号では 7-8-9-10-11-12 のチェインになります。それ以外は、1命令スロットは
あるので m/2 重にアンロールできていれば依存関係は見えません。そうすると、必要なサイクル数
は (ちょっと誤差はありますが)n重アンロールで 8n + 5m くらいになって、理想的な場合に比べた
実行効率は 13n/(8n+5m) まで低下します。n=m/2 とすれば 70%程度です。

例えば m=6 で 2 重にしかアンロールできなかったとすると、 もとの命令列で 5-8(1 サイクル)、
8-9-10-11 のチェイン (それぞれ 2サイクル)、11-13(1サイクル)、13-14-15のチェイン (それぞれ 2
サイクル) で (これはそれぞれ実際のストールの半分)、合計 12サイクルのストールがおこって実行
効率は 13/25=52%まで落ちることになります。

演算器が 2つになると、この話はどうなるのか、というと、基本的はループ展開を 2倍しないとい
けなくなってレジスタがさらに 2倍いるだけです。なので、スーパースカラー実行ユニットをもつ計
算機でちゃんと性能をだすためには非現実的な数のレジスタが必要になります。これは、スーパース
カラー演算ユニットがそもそも本来は「おまけ」で、2つ実行できる時には実行、という思想だった
からというところがあります。つまり、演算器 1個の時の 2倍の性能ではなくて 1.x 倍程度を期待し
ているからです。

しかし、マルチコアとか電力性能とか言い出すと演算器 2倍つけて性能が例えば 1.3倍とかで電力
2倍では話にならないわけで、演算器 2個もつ意味は再考されるべきでしょう。

逆に、SMT を考えると、例えば 4 way の SMT ならそもそもループを 4重に展開しているのと同
じなので、アーキテクチャレジスタの数は 1/4 でいいことになります。物理的にはもちろん 4倍の
語数がありますが、SMT の場合にはマルチポートレジスタファイルを使わない実装も可能なので電
力・面積的には有利になります。

とはいえ、多くのアーキテクチャでアーキテクチャレジスタの数は 16 とか 32 で、演算器は 2個
あったりレイテンシは 6よりもっと大きかったりします。

AVX なんかだと命令セット的にはロードストアではなくて、メモリオペランドをとるので、見かけ
上アーキテクチャレジスタを喰わない命令を実行時になんとかすることができると思いますが、ロー
ドストアアーキテクチャではどうしてもアーキテクチャレジスタを消費します。

例えば、アーキテクチャレジスタが 32、FMAユニットが 2、レイテンシが 6だとどうなるかを考
えてみます。コンパイラでは 2重にアンロールしかできないので、これは本質的にレジスタ 16個で
FMAユニットが 1の場合と変わりません。なので、以下、アーキテクチャレジスタ 16、FMAユニッ
ト 1、レイテンシ 6を考えます。アンロールするレジスタの余裕はないので、コンパイラは

1 ld xjx

2 ld xjy

3 ld xjz

4 ld mj

5 dx = xjx-xix

6 dy = xjy-xiy

7 dz = xjz-xiz

8 r2 = dx*dx

9 r2 += dy*dy

10 r2 += dz*dz

11 rinv = rsqrt(r2)

12 r2inv = rinv*rinv

13 mrinv = mj*rinv

14 mr3inv = r2inv*mrinv

15 fix += mr3inv*dx

16 fiy += mr3inv*dy
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17 fiz += mr3inv*dz

というコードをだすしかありません。実行のクリティカルパスは 1-5-8-9-10-11-12-13-14-15 なので
54サイクルはかかるはずで、完全にパイプラインが埋まると 13サイクルですむのに比べて 1/4 ま
で性能が落ちます。人がアセンブラ書くなら、2重にアンロールしてレジスタスピルを可能な範囲で
隠蔽すれば性能 2倍にはならないですが 1.6倍くらいにはなるかもしれなくて、性能低下は 75% で
はなくて 60% 程度にできるかもしれません。

さて、アウトオブオーダー実行とレジスタリネーミングの効果はどうでしょうか？命令デコードが
無限に速いとすれば、ループ m回転分を一気にデコードして命令キューにいれることができれば、
最後の力の積算の手前まではパイプラインを埋めることができます。ここでパイプラインが空きます
が、そこには次のm回転の命令をいれればいいのですが、そうすると命令キューやリネーミングレ
ジスタ資源はm回転分では足りないことがわかります。さらに、命令デコードはもっとずっと遅い
ので、そこでも大きなロスがあります。

つまり、アーキテクチャレジスタであれば 11m 個あれば、貧弱なデコーダでもパイプラインを完
全に埋めることができるのですが、アウトオブオーダー実行とレジスタリネーミングに頼るとそれ
では足りない、ということがわかります。ちなみに、もちろん FMA2ユニットなら必要な OoOリ
ソースはさらに倍になります。

Xeon とか Xeon Phi (KNL) では、メモリオペランドをとる命令があることでアーキテクチャレジ
スタを消費しないで物理レジスタを使えること、比較的演算レイテンシが小さいこと、また Xeon
Phi では SMTで実効的なレイテンシを下げていること、膨大な OoO資源を投入したことで比較的
高い実行効率を実現できていますが、そのために電力・面積あたりの性能はあまり高くなっていま
せん。

絶対的にレジスタ数が足りない時に、多少でもパイプラインが埋まるようにする方法は、「ループ
分割」です。例えば、 r2 まで計算したところで一旦 r2 と、場合によっては dx, dy, dz もストアし
てループ本体を短くするわけです。次は mr3inv までだけを計算するループにするとかですね。そう
すると、ループ本体で必要なレジスタ数が減るので、レイテンシは隠蔽できるようになる一方、ロー
ド・ストアが大幅に増えるのでそちらのオーバーヘッドが発生します。

以上のような問題は、以下のどれによっても解決できます。

1. アーキテクチャレジスタを増やす

2. SMT にする

3. ベクトル命令にする

1, 2 は自明ですが、 3 は、結局

11 ld xjx1

12 ld xjx2

....

1m ld xjxm

というようなコードをだすくらいならはじめから m サイクルで m個の連続したデータをロードす
る「命令」になってればいいではないか、というものです。これにある程度近いことが実現できるの
は、ARM の SVE 命令です。 SVE は命令コードは同じで命令のベクトル長を 128ビット から 2048
ビット まで変化させられるので、2048ビットの命令を 256ビットの演算器で 8サイクル毎に実行す
る、といった実装が論理的には可能です。

消費電力を考えると、命令デコードのコストは決して馬鹿にはならないので、そのコストを下げる
ことができるベクトル命令の実装は望ましいことではあります。
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なお、演算器が 32個とか 64個とかになってくると、色々なプログラムで最内側ループ長がそもそ
もそんなにないという問題は発生します。実際にはレイテンシを掛けたくらいのループ長が必要な
ので、例えば 64演算器で m=8 なら最低でも 256、実際には 512とか 1024とかないと性能がでな
いわけです。粒子間相互作用でも、短距離力とか、あるいはツリー法等で相互作用リストが短いと、
普通に最内側ループを SIMD化するのでは性能がでない、ということになります。

問題自体の並列度は普通はもっとあるので、これは、並列化の方向を変えることで原理的には解決
できます。但し、そのためには SIMD 命令で間接アクセスがあることが望ましい (というか、それが
ないと大幅に性能が落ちる)ことが多いですが、しかし、現在の SIMD 命令の実装では間接アクセ
スで性能をだすのは原理的困難があるので、あまり上手くいかない、ということになります。

間接アクセスで性能がでないのは、 SIMD で間接アクセスするには 1サイクルで沢山アドレスが
でてそれぞれに対応したデータにアクセスできないといけないですが、単一の物理メモリユニット
(キャッシュでも)はそんな沢山のアドレスが入る仕掛けになってないからです。マルチバンクにして
沢山アドレスがはいるようにしたとすると衝突を解決するために複雑な機構が必要であり性能も落
ちます。

これを解決するには、 SIMD 演算器が単一の物理メモリやキャッシュをアクセスするのではなく、
演算器毎にパーテッションをきった分散メモリにしてそれぞれの中だけでの間接アクセスですむよう
なデータ構造にすればよいということになります。

PEZY-SCx では、そもそも SIMDにしないことで独立なアクセスを可能にしていて、このためコア
内ワイド SIMDの問題を回避でき、さらに 4way SMT によってレジスタ不足の問題も解決されてい
ます。効率をだす、という観点からはよく考えられたプロセッサだといえるのではないでしょうか？

もちろん、これは粒子間相互作用のようなコンパクトな演算カーネルだからで、陽解法差分法流体
計算のような巨大なカーネル (特にデータ再利用を効率的に行おうとしたとき)には別の問題が発生
します。

なお、ここではあえてふれていない現在開発中のプロセッサについては、ここ1にシミュレータを
使った詳しい評価があります。

1https://news.mynavi.jp/article/20180509-627110/





Chapter 144

Crystal によるメタプログラミング
(2018/8/11)

Ruby のような動的言語を使うことの大きなメリットは、メタプログラミングを容易にすることで
しょう。実行時にデータからモジュールやクラスを新しく生成して、それらを元々あったクラスと同
じように使えるため、汎用的なコードを書きやすく、無駄な繰り返しを避けることができます。

とはいえ、Ruby はインタプリタ言語であることによる実行速度のペナルティが大きく、また動的
であることの結果として、様々なエラーが実行時にしか検出できないという問題があります。

その辺の問題を解決しようという試みに 1つが Crystal 言語で、普通に書く分には Ruby に近い文
法で、変数の型とか気にしないでプログラムを書けるのですが、強力な型推論によりあらゆる変数の
型はコンパイル時に決まり、またコンパイルされる言語なでの C/C++ に劣ることがない速度で実
行されます。

とはいえ、そういうわけで、実行時にクラスの追加とかはできません。

一方、メタプログラミングの用途として、コンパイル時にできればよいことは沢山あります。典型
的なのは、なんらかのテキスト (仕様記述とか他の言語のプログラムとか)をテキスト処理 (これ自体
は Ruby なり Crystal で記述して) してできるクラス定義を取り込む、といった場合でしょう。

例えば、プログラムに埋め込まれた文字列定数からクラスライブラリを生成することを考えます。
Ruby なら、そういう、文字列からクラス定義のコードを生成する関数を作っておいて、(これを foo
としましょう)

s =<<-EOF

some text

...

...

EOF

eval(foo(s))

みたいなコードを書けばすむところです。

Crystal にはもちろん eval はないので、こんなことはできません。が、これに相当することを実現
することができるコンパイル時マクロ機能があります。以下は、文字列リテラルで与えたコードがコ
ンパイル時にそのまま評価される例です。

macro echo(s)
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{{ run("./echo", s)}}

end

echo(

<<-END

class Test

property a

def initialize(@a : Int32)

end

def pp

p @a

end

end

END

)

x= Test.new(1)

p x.a

x.a=2

x.pp

これは、 echo というマクロが、 echo.cr という Crystal プログラムを 与えられた引数を実行時コマ
ンドライン引数として実行した結果のコードになる、というもので、 echo を呼ぶ時に class 定義を
ここではそのまま文字列で与えています。

echo.cr の中身は

print ARGV[0]

だけで、ここでは引数をそのまま出力するだけです。なので、このプログラム自体は、

class Test

property a

def initialize(@a : Int32)

end

def pp

p @a

end

end

x= Test.new(1)

p x.a

x.a=2

x.pp

というプログラムと同じで何の芸もありません。が、echo.cr をもっと複雑な処理をするものに置き
換えれば、コンパイル時に任意の文字列を好きなように処理して生成したソースコード (少なくとも
クラス定義)を取り込めるわけです。もちろん、ファイル名をマクロに渡すこともできるので、何か
ファイルの中身を加工してできるテキストをソースコードとして解釈することもできます。

まあその、何がしたいかというと、昔 Ruby で書いた N 体計算用諸々を大体 Crystal で動くよう
にしてさらに FDPS も使えるようにしたいわけです。
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FDPS を使うには少なくとも現状では C++ の (ほぼダミーの)メインプログラムから Crystal の
本体プログラムを呼べる必要があります。現在の Crystal のドキュメントにはどうすればできるかあ
んまり書いてない気がしますが、とりあえずできたのでまあ、、、というところです。





Chapter 145

FDPS on Crystal (2018/8/21)

FDPS に Crystal 言語へのインターフェースをでっち上げて、プログラムを全部 Crystal で書く、と
いうのが一応 動いた1 ので、ちょっとだけ。

Crystal は、非常に Rubyに似た (同じプログラムが多くの場合にどっちでも動くほど) 文法をもつ、
静的に型付けされたコンパイル言語です。静的に型付けされたコンパイル言語であることのメリッ
トは、まずなんといっても実行速度が速いというか普通であることで、普通に書いたプログラムは
C/C++ で書いて最適化オプションをつけてコンパイルしたのと同じ程度の速度で動きます。Ruby
とか Python では 100倍遅いわけで、だいぶ幸せになれます。

「同じ程度」ならメリットない気もしますが、メリットは Ruby なみに簡潔に書けることです。例
えば、 FDPS のサンプルにあるリープフロッグ積分の関数は、Crystal だと

def kick(psys_num,dt)

ptcl = return_psys_cptr(psys_num)

FDPS.get_nptcl_loc(psys_num).times{|i|

q = ptcl+i

q.value.vel = Vec_Float64.new(q.value.vel) +

Vec_Float64.new(q.value.acc)* dt

}

end

となります。まあその普通なら

q.value.vel = Vec_Float64.new(q.value.vel) +

Vec_Float64.new(q.value.acc)* dt

は

q.vel += q.acc* dt

ですんで欲しいところですが、ここは q の実体が C 言語構造体で Crystal 本来のクラスではない
ため、一旦 Crystal 本来のクラスに変換してから演算するので少し煩雑な記法になってます。また、
FDPS の側にあるデータのポインタや粒子数へのアクセスも関数なので、これも煩雑な表記になっ
ています。全て Crystal の中なら、例えば

1https://github.com/jmakino/crystalfdps
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def kick(sys,dt)

sys.each{|q| q.vel += q.acc* dt}

end

ですむところです。逆にいうと、複雑な処理をするなら一旦純粋 Crystal なデータ構造にコピーすれ
ばより簡潔に書けることになります。

C++ (FDPSのサンプル)だと

template<class Tpsys>

void kick(Tpsys & system,

const PS::F64 dt) {

PS::S32 n = system.getNumberOfParticleLocal();

for(PS::S32 i = 0; i < n; i++) {

system[i].vel += system[i].acc * dt;

}

}

で、FDPS の粒子型が C++ ネイティブで実装されているので普通に

system[i].vel += system[i].acc * dt;

と書けるのはいいのですが、それ以外はなかなか煩雑な記述になっていることがわかります。特に、
関数宣言部の

template<class Tpsys>

void kick(Tpsys & system,

const PS::F64 dt) {

と

def kick(psys_num,dt)

の違いはなかなか大きいです。C++は謎言語なので記述量が多いのでは、という向きのために Fortran
と Cも用意してみました。まずFortranです。これは現行の FDPSの Fortran APIのサンプルです。

subroutine kick(fdps_ctrl,psys_num,dt)

use fdps_vector

use fdps_module

use user_defined_types

implicit none

type(fdps_controller), intent(IN) :: fdps_ctrl

integer, intent(IN) :: psys_num

double precision, intent(IN) :: dt

integer :: i,nptcl_loc

type(full_particle), dimension(:), pointer :: ptcl

nptcl_loc = fdps_ctrl%get_nptcl_loc(psys_num)

call fdps_ctrl%get_psys_fptr(psys_num,ptcl)

do i=1,nptcl_loc

ptcl(i)%vel = ptcl(i)%vel + ptcl(i)%acc * dt

end do

nullify(ptcl)

end subroutine kick
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えーと、その、 Fortran という名前がユーザーが使い始めるにあたって重要なのは理解しています
し、そのために Fortran API を開発したのですが、まあ、その、ちょっと行数と文字数が多いよう
な気もします。

今の Fortran にはクラスがあってクラスの演算、例えばベクトルの加算とか乗算も定義できるので、

ptcl(i)%vel = ptcl(i)%vel + ptcl(i)%acc * dt

と書けるのは悪くはないですが、現行の Fortran の大きな問題は、C++ でいうところのテンプレー
トクラスが (まだ？)ないことで、例えば 3 次元ベクトルクラスは倍精度実数、単精度実数といった
型毎に定義するソースコードが必要になります。

Crystal ではテンプレートクラスと普通のクラスの区別はなくて、コンパイル時の型推論でなんと
かなればいいので、プログラムを書いたり読んだりする上では邪魔な型宣言がほとんどないにもか
かわらず、コンパイル時に全ての型チェックはされていて、割合読みやすくて煩雑な繰り返しもない
コードになる傾向があります。

C ではどうかというと、例えば

void kick(int psys_num, double dt)

{

PFull_particle ptcl;

fdps_get_psys_cptr(psys_num,&ptcl);

int n = fdps_get_nptcl_loc(psys_num);

for (int i=0;i < n; i++){

PFull_particle pi = ptcl+i;

Cvec_Float64 *pv, *pa;

pv = &(pi->vel);

pa = &(pi->acc);

pv->x += pa->x * dt;

pv->y += pa->y * dt;

pv->z += pa->z * dt;

}

}

という感じです。これは、FDPS の Fortran インターフェースが実際には C 言語レベルでの API を
定義していることを利用して、直接 その API を呼ぶことで C 言語でプログラムを書くことを可能
にしたものです。こんなのに使い道はあるかというと、一つにはさらに他の言語への API を簡単に
つくれるようになるし、また C++ 難しい、という人が FDPS を使う Fortran 以外の方法をもうひ
とつ用意できたことにもなります。C ではクラスやメンバー関数の概念はないので、3次元ベクトル
を表す演算子を定義とかできなくて、 C++ では

system[i].vel += system[i].acc * dt;

ですむところを手で展開して

pv->x += pa->x * dt;

pv->y += pa->y * dt;

pv->z += pa->z * dt;

としています。もちろんこれは気のきいたマクロを定義するとかで簡潔に書けないわけではないです
が、、、というところです。

一応行数とかバイト数を書いてみると
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Lines bytes

Crystal 8 238

(Crystal 3 62) (FDPS ではない型使えたら)

C++ 8 236

C 15 404

Fortran 17 554

という感じで、Crystal での実装のソースのサイズは FDPS のネイティブな実装をそのまま呼べる
C++ のコードに比べても大差なく、他の言語に比べると圧倒的に簡潔に書けることがわかります。

世の中にはコードが簡潔であっても意味不明な言語というのは太古の APL から始まって無数にあ
るわけですが、Crystal は Ruby の文法を継承しているので難しいことをしなければ読みやすいので
はと思います。

とはいえ、Crystal には今のところ色々な問題もあり、特に大きな制限はマルチスレッドでは動か
ないことです。もちろんそれ以前にまだ Ver 0.x であって何が起こるかわからないというのもありま
すがそれはおくとして。FDPS では、OpenMP では動かないですが MPI では動く、という状態で
す。ガーベージコレクタ周りがまだ色々あるようです。開発グループの規模も小さいので (これは必
ずしも悪いことではないですが)性能周りの改善には時間がかかるかなという気もします。

なんで Julia じゃねーの？という意見もある気がしますが、現行の FDPS の実装では必要な、C++
のメインプログラムからターゲット言語の (実効的な)メインプログラムを呼び出し、そこからさら
に C API をターゲット言語のコールバック関数付きで呼ぶ、ということができるほど私が Julia を
理解してないのでできてません。誰か C API から作って下さい。

素の Ruby や Python から呼べるインターフェースを生成することも原理的にはできますが、性能
のボトルネックが必ず発生するのであえてしないほうがよい気がしています。今からフレームワーク
とか開発するなら、 90年代のスクリプト言語である Python/Ruby ではなく、2010年代の言語とい
える Crystal/Nim/Julia/(あと他になんかありましたらなんでも) で、コンパイラがあって自明な性
能ボトルネックがないものを使うほうが幸せになれるように思います。
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マルチプラットフォームコード生成系
(2019/12/20)

ここのところ、HPC では x86 だけに対応すれば幸せになれる、という時代は終わり、GPGPU, arm
(富岳)とかも考えないといけなくなっています。また、x86 でももちろん AVX2, AVX512 あたりは
考えないといけません。

素晴らしいコンパイラがあったとしても icc は arm のことは知らないし、富士通の sve用コンパイ
ラは 他のことは知らない、どうすれば性能がでるかの書き方はマシンによって違う、ということに
なります。

FDPS では、このようなターゲットアーキテクチャによって別のコードが必要になるのは、計算量
がもっとも多い粒子間相互作用計算で、それ以外のユーザーコードはまあ普通に書いてあれば速度は
なんとか、という感じになります。そこで、単一のソースから、

� AVX2/512

� Cuda

� OpenCL

� あとまあ色々

での、最適化された、あるいはコンパイラが最適化できる相互作用計算コードを生成してくれるもの
があれば FDPS を使う人、作る人全てが幸せになれるわけです。ここでのポイントは、ターゲット
アーキテクチャ毎に生成系を 1つ書けばそれは FDPS (でなくても相互作用計算一般ですが) の全て
のものが複数プラットフォーム対応になる、ということです。

新しいアーキテクチャがでてきても、それぞれ用のコード生成系だけつくればユーザープログラム
は変更なしで高い効率で動くようになる、というのが基本的な目標になります。

まあその、元々 KFCR で作っている Goose コンパイラや、そのもとになる LSUMP、さらにその元
にある PGR とかなわけですが、使うべきコンパイラやハードウェアもだいぶ変わったのと、FDPS
向けにコード生成したいところがだいぶあるので、新規に、かなあと。

基本的には、例えば

# C++ 型名対応
epj jparticle

epi iparticle
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# i, j 粒子入出力
fi force

iin f64vec xi r

jin f64vec xj r

jin f64 mj m

iin f64 eps2

iout f64vec f

iout f64 phi

#計算本体
rij = xi-xj

r2 = rij*rij+eps2

rinv = rsqrtinv(r2)

mrinv = mj*rinv

phi = phi-mrinv

f = f-mrinv*rinv*rinv* rij

くらいのことを書くと、 FDPS が使う相互作用関数で、ちゃんとマシン対応した並列化、場合によっ
てはイントリンシックで書くとか、 SIMD ユニットの中で i 並列、 j 並列を組合せる、さらにはア
ンロールするとかくらい、さらに MN-Core 向けに直接アセンブラを吐く、といったことくらいを実
現したい、ということになります。

まあその、こういうのはパースできればどうにでもなる、というところはあります。Racc で雑な
パーサ1を作ってみました。まあ使えるためには FDPS の EPI, EPJ, FORCE クラスやそれらと粒
子クラスとの変換関数、内側コードだけでなくて関数全体とかを生成する必要がありますが、この辺
はぼちぼち (あるいは若者に、、、)

今どきならもうちょっと違うものがあるのかもという気もしますが、まあ BNF というか Yacc の
入力で、アクションのところに Ruby でなんでも書けるのでまあいいかなと。Racc でインタプリタ
を、みたいな例はあちこちに転がってますが、構文木相当のものを作る例は意外にないのでこういう
のをやってみたい人には参考になるかもしれません。

1https://github.com/jmakino/interaction kernel generator/
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Racc メモ (2019/12/21)

雑なパーサ1を眺めながら Racc の使いかたメモ。

class KernelParser

Racc に渡すクラスの宣言。名前はなんでもいい。

prechigh

nonassoc UMINUS

left ’*’ ’/’

left ’+’ ’-’

preclow

この辺は演算子の結合のしかたと優先順位を定義しているらしい。

start innerkernel

これはルールのうちここから構文解析始めるという宣言

rule

ここから構文規則、という宣言。

innerkernel: nsdeclarations iodeclarations statements {result=Kernelprogram.new(val)}

Racc の規則の構文は Yacc 風で

A: B C

| D

と書くと、 A は Bと Cがその順番に並んだもの、または D となる。 ”|” はもちろん複数書くこと
もできる。。上の例は、プログラムトップレベルである innerkernel は nsdeclarations iodeclarations
statements がこの順番に並んだものである、という意味になる。そのあとのブロック

1https://github.com/jmakino/interaction kernel generator/
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{result=Kernelprogram.new(val)}

は、この構文規則が適用された時のパーサーの動作になる。 result はこの構文規則が上位の構文規
則なり最終的な解釈結果なりとして返すもの、つまり、この場合 innerkernel に対応するもので、こ
の名前でないといけないらしい (その辺ドキュメント存在してない気が) val は右側でマッチしたも
のがはいる配列になる。つまり、val[0] は nsdeclarations に対応する何かになる。

ここはまだ全然意味がわからないところだが、この部分で構文解析した結果の構文木を作る。この
コードの場合、こちらで定義した Kernelprogram クラスのインスタンスを作って返すことになる。
Kernelprogram は

def initialize(x)

@nsdeclarations, @iodeclarations, @statements =*x

end

というインスタンス作成関数をもつので、単にこれらのメンバー変数にそれぞれが代入される。

nsdeclarations:nsdeclaration

|nsdeclaration nsdeclarations {result = val[0]+val[1]}

は、 nsdeclarations は 1つの nsdeclaration か、または nsdeclaration のあとに nsdeclarations があ
るものである、ということで、あんまりわかりやすくないが A が B が 1個以上並んだものである、
という定義の時の通常の表現らしい。動作は

{result = val[0]+val[1]}

で、両方が配列と思ってつなげている。 nsdeclaration だけの時に動作が記述されていないが、この
時はデフォルト動作の

{result = val[0]}

がとられる (と思う)

nsdeclaration: nstype varname EOL {result = [Nsdeclaration.new(val)]}

は

epj jparticle

epi iparticle

fi force

の 1行を解釈する部分で、FDPS では epi, epj, force という概念で呼ばれる 3つの粒子型派生クラ
スがあり、その名前を定義する部分の解釈である。 nstype が (何故 ns なのか憶えてないけど)この
3つの派生クラスのどれであるかを示し、その次はそれにつける名前である。ここでも、動作は

{result = [Nsdeclaration.new(val)]}
で、こちらで定義した Nsdeclaration クラスのインスタンスを返す。ここで 1 要素の配列にしてい
るのは、複数行にする処理を上の

{result = val[0]+val[1]}
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で書けるようにする、つまり、宣言が 1行でも複数行でも同じデータ構造にするためである。

nstype : EPINAME

| EPJNAME

| FNAME

の部分は、nstype は何かである。大文字の EPJNAME とかは、終端子 (ここで構文解釈終わる。い
わゆるトークン)になる (らしい)。EOL も同様である。また、

varname : TEXT

も同様である。従って、 nsdeclaration は、EPINAMEまたはEPJNAMEまたは FNAME、TEXT、
EOL の順番に並んだものである、ということになる。

パーサーの入力は何か、というと、これはトークンの配列になる。Raccにおけるトークンは [:FOO,
bar] の形の 2要素配列であり、[:TEXT, ”baz”] であれば TEXT トークンでその値が ”baz” という
ことになる。プログラムの

epj jparticle

は

[[:EPJNAME, "epi"],[:TEXT, "jparticle"],[:EOL,:EOL]]

みたいなトークン列に変換されてからパーサーに入力されて欲しい、ということになる。これは Racc
の機能ではなくて、class KernelParser にこちらで parse という関数を作って、その中で @q という
変数にトークン列をいれる。1行をトークンに分けるのは、標準ライブラリ Ripper を使って

a=Ripper.tokenize(str.chomp).select{|s| s=~/\S+/}

ですませている。 select しているのは、 Ripper は Ruby 言語自体用のトークナイザなので空白も
トークンとして返すので、それを消している。

それから do parse という関数を呼ぶと、 Racc のパーサー生成関数が動くということになる。この
例では、改行に意味があるプログラムとしていて、EOL は改行である。なので、トークン作るとこ
ろは、1行読んで、それをトークンに分けて、最後に EOL を追加する、という動作になる。

iodeclaration: iotype type varname fdpsname EOL {result = [Iodeclaration.new(val)]}

| iotype type varname EOL {result=[Iodeclaration.new(val[0..2]+[val[2]])]}

は形は nsdeclaration とあまり変わらないが、4要素のものと 3要素のもので、3要素のものは val[3]
を val[2] で埋めた配列を Iodeclaration.new に渡すことで省略値を設定している。

statement : TEXT "=" expression EOL {result = [Statement.new([nil,val[0],val[2]])]}

| type TEXT "=" expression EOL{result = [Statement.new([val[0],val[1],val[3]])]}

は実際の実行文 (まだ代入文しかない)で、まだ割合適当な構文解析なので左辺に文字列ならなんで
もくるが文字列しかこない。但し、 type、つまり、型があるものと、省略したもののどちらかも扱
える。Racc の機能ではないが省略されていたら推論するような例になっている。代入文は

(型) 名前 = 表現
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となっているわけである。

expression:

のところは長いが、4則演算、外部関数、単項マイナスを定義している。

これを呼ぶと、Kernelprogram 型の変数が返ってきて、それはあと全部の情報をもつ構文木になっ
ている、ということになる。
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某マシン上の差分ステンシル計算
(2020/6/6)

SIMD 幅は広く、レジスタ数が少なく、演算器レイテンシが大きく、L1 はあまり大きくなく、バン
ド幅も L2はそこそこあるがレイテンシが大きくてバンド幅も小さいマシンを考えてみます。もちろ
ん、具体的な対象は A64fx です。「京」も同様な問題があったのですが、「陽解法規則格子流体でピー
ク性能の 10ー 15%しかでない」ということについてです。

B/F=4 ある古典ベクトルなら 50-60% はでるわけで、B/F が 1/8 で 性能が 1/4 なら偉い、とも
いえますが、一方、陽解法流体計算は、「理論的には」必要 B/F は極めて小さいです。というのは、
格子点あたり 5変数に対して、最近の高精度スキームなら 1ステップで 3000演算程度必要だからで
す。つまり、理想的にキャッシュを使えるならば、80バイトの read/write に対して 3000演算ですか
ら、必要な B/F は 0.03 程度です。実際、2016年のゴードンベル賞を獲得した Sunway Taihulight
上の陰的スキームによるGCM のグループは、陽解法スキームの実装の性能もだしており、20%を実
現しています。それに比べて 10倍以上の B/F がある「京」や富岳で、もっと高い効率を実現でき
ていないのは何故か？という問題です。

Sunway で高い効率を実現できた大きな理由は、キャッシュの代わりに主記憶と DMAで通信する
ローカルメモリを使わざるを得ない、というハードウェアアーキテクチャにあります。まともに性能
がでるプログラムにするためには、必要なデータをローカルメモリにもってきて、そこでできる計
算は全部して、それから結果を書き戻す、というスキームにせざるをえません。また、通信はキャッ
シュによる非明示的なものではなくDMAによる明示的なものなので、キャッシュラインを踏むと無
駄なところまできてしまうとか、そのために必要なものがパージされるとかいったことがなく、細い
主記憶バンド幅を最大限有効に使うことができる、というか使わざるを得ないわけです。

ローカルメモリをもつアーキテクチャのもうひとつの利点は、ローカルメモリの高い B/F にあり
ます。演算ユニットは 1つで、クロック毎に load/store のどちらかが演算と同時に発行できるのが
普通ですから、 B/F は 4あります。この高い B/F でローカルメモリ全体をアクセスできるわけで
す。 A64fx は公開情報によると L2 キャッシュの B/F は「1.2」であり、Sunway Taihuligtht の 1/3
しかありません。 L1 も、2load or 1 store なので平均をとると B/F が 3、最悪ケースでは 2 になり
ます。アーキテクチャの性質から普通のアーキテクチャよりストア命令が多くなりがちな A64fx で
ストアのスループットが小さいのは残念なことです。

とはいえ、おそらくキャッシュかどうかよりもこのローカルメモリバンド幅が性能には重要であり、
そのことは同様に L1キャッシュやローカルメモリのB/F は 4を実現している (LLC は 2)PEZY-SC2
でやは陽解法流体コードで 20% 前後の効率を実現できていることが示していると考えられます。も
ちろん、SC2 のこの効率は、1段で空間 4次時間 3次を実現する新しい差分スキーム SL4TH3 と、
さらに temporal blocking まで導入することで実現したもので、Sunway に比べて主記憶のバンド幅
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の利用効率は悪くなっています。

SL4TH3 は collocation grid の 5点差分での差分法で、有限体積法ではなくリーマンソルバも使わ
ないもので、衝撃波捕獲よりも、大規模計算での非圧縮スキームの代替を狙うものです。5点差分で
は足りないなら 7点にしましょうかとかそういう話です。flux splitting をしないで、高次の cross
derivative も全部計算し、それから高次の時間導関数を直接計算することで、ルンゲクッタのような
多段法を使わないで高次精度を実現します。cross derivative は、例えば u xy であれば、各点で u x
を計算して、それを y方向 5点で差分とるのと、逆の順番で計算するので、結果は同じになるので、
座標について任意の順序で計算できます。

なお、時間については 2階導関数までしか計算してなくて、予測子・修正子公式としてエルミート
公式を使うことで時間 3次にしています。

以下、同じスキームを A64fx に実装することを考えてみます。temporal blocking はしないとして、
8MB の L2キャッシュを可能な限り有効に使うためには、例えば x, y の 2次面内でブロッキングし
て、z 方向にスキャンしていくスキームが考えられます。空間微分の計算量を最小化するためには、
z方向の 5面について、xy平面内の 4次までの導関数 15個をもつことが望ましいです。但し、例え
ば x 方向だけもっておいて y方向は再計算しても、演算量は極端には増えません。これは、空間微
分から時間微分に変換するところの計算量も十分大きいためです。以下では、15個の空間微分を倍
精度でもつ場合についてまず検討します。

3次元流体は 5変数あるので、格子点あたり 75個の、さらに z方向の幅 5を保持すると 375個の
変数となり、ほぼ 3KBです。従って、2500点、富岳が 12コアグループであることを考慮すると例
えば 32x48 または 16x96 でブロッキングするのが妥当でしょう。y方向の幅が 4または 8、x方向は
SIMD 化する、ということです。

演算数を 3000程度とすると、1面の演算数は 4.6e6 しかなく、理論ピークの 705Gflops では 6マイ
クロ秒で終わります。いかに富岳のハードウェアバリア機能が素晴らしいとはいえ、6マイクロ秒の
中で複数回同期をとるようでは大きな性能低下が避け難いので、複数面、あるいは z 方向のスキャ
ン自体を同期なしでできる必要があります。これは、x方向の差分計算を、コアの担当部分からステ
ンシルの幅だけはみだしてやって重複して結果をを保持しておけばよいことになります。この分によ
る必要メモリと計算量の増加は 16x96 のほうが 32x48 よりも理論的には小さくなります。

差分計算は、5語読んで、25演算しますが、そのうち FMA になるのが 6演算しかないので最低 19
サイクル必要であり、理論限界性能は 66% になります。

空間導関数から時間導関数への変換は、基本的にはそれぞれの変数を掛けて足すとかなので割合
FMAが多いですが、逆に load limit になるので理論限界は 50% 程度かもしれません。また、問題
になりえるのは L2 のリードレイテンシで、プリフェッチが必要かもしれません。

とはいえ、そういうわけで 1段法ならば 20%よりもうちょっとよい効率を実現できる可能性が理論
的にはある、ということでしょう。多段法でも、1段の中で上と同様なブロッキングを行なうことで、
原理的には現状より高い性能の実現が可能「かもしれません」

とはいえ、こんなコードを人間が書くのは正気の沙汰ではなく、コード生成系が必須です。
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富岳 Top1 と MN-3 Green 1
(2020/7/17)

6月 22日の ISCで、2020/6 の Top500 と Green500 リストが発表され、それぞれ理研 R-CCS 富岳
と PFN の MN-3 がトップ 1になりました。富岳は Graph500, HPCG, HPL-AI でもトップとなり
ました。関係者の皆様おめでとうございます。といいつつどちらも開発に関わってきたので、私も関
係者ではあります。

富岳については、私は途中でなくなった「演算加速部」、つまりアクセラレータの部分を、というこ
とでプロジェクトに参加したわけで、なくなった、ということへの対応は ref(sect:flagship-and-me)
で書いた通りです。もっとも、このあと AICS から R-CCS への組織変更や、それに伴う組織として
も目指すところの変更もあり、2018年度以降はそれまでよりも関わりかたは小さくなっていると思
います。

一方、MN-3 に使われている MN-Core の開発は、2016年から、当初 AICS の私のチームの研究員
であった村主さんを中心に始めたものです。NEDOのファンドでのプロトタイプ的な GRAPE-PFN1
がまず完成し、その成果を利用しつつ実用プロセッサにした GRAPE-PFN2 が、正式名称 MN-Core
となって 2019年に完成、今回 MN-Core プロセッサを使用した大規模 (というにはまだちょっと小さ
いですが)システムである MN-3 が稼働を始めた、というところです。

私としては、立ち上げに関わった富岳、そしてその「演算加速部」の復活ともいえる MN-Core が
ともに完成し、それぞれのカテゴリーで世界一を達成できたことは本当に嬉しいことであり、どちら
もが今後大きく発展していくことを期待しております。
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A64fx も情報がオープンにできるようになったので、特に差分法関連で少し調べていること (途中経
過ですが)等を。

コードの性能評価をしていてどうもよくわからないことがおきているので、非常に単純な、L2キャッ
シュにはいるくらいの配列をコピーするのを繰り返す、という評価プログラムを作ってみました。

諸般の事情で 3ファイルで、こんな感じのものです。

本体:

// l2test.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#include "fj_tool/fapp.h"

#ifdef __ARM_FEATURE_SVE

#include <arm_sve.h>

#endif /* __ARM_FEATURE_SVE */

void svcopy(svfloat64_t *a, svfloat64_t *b, int n);

void svcopy0(svfloat64_t *a, svfloat64_t *b, int n);

void copy(float64_t *a, float64_t *b, int n);

void copy16(float64_t *a, float64_t *b);

#define N 40000

#define NP 40200

#define N8 (N/8)

static double a[NP];

static double b[NP];

void init()

{

int i;

for(i=0;i<NP;i++) a[i]=i;

}
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void copy_asm(float64_t *a, float64_t *b, int n)

{

int i,j;

for(i=0;i<n;i+=128){

copy16(a+i, b+i);

}

}

int main(int argc, char *argv[])

{

init();

int nloop = 10000;

int i;

int itest = -1;

if(argc > 1)itest=atoi(argv[1]);

fprintf(stderr, "itest = %d\n", itest);

double* aa;

double* ba;

aa = (double*) (( ((unsigned long long)(a+32))>>8)<<8);

ba = (double*) (( ((unsigned long long)(b+32))>>8)<<8);

fprintf(stderr, "Nloop=%d\n", nloop);

if (itest == 0|| itest <0){

fapp_start("svcopy", 1, 0);

for (i=0;i<nloop;i++){

if (i %1000 == 0) fprintf(stderr, "loop %d\n", i);

svcopy((svfloat64_t*)aa,(svfloat64_t*)ba,N8);

}

fapp_stop("svcopy", 1, 0);

}

if (itest == 1|| itest <0){

fapp_start("copy", 2, 0);

for (i=0;i<nloop;i++){

if (i %1000 == 0) fprintf(stderr, "loop %d\n", i);

copy(aa, ba, N);

}

fapp_stop("copy", 2, 0);

}

if (itest == 4|| itest <0){

fapp_start("copyasm", 5, 0);

for (i=0;i<nloop;i++){

if (i %1000 == 0) fprintf(stderr, "loop %d\n", i);

copy_asm(aa, ba, N);

}

fapp_stop("copyasm", 5, 0);

}

if (itest == 5|| itest <0){

fapp_start("svcopy0", 6, 0);

for (i=0;i<nloop;i++){

if (i %1000 == 0) fprintf(stderr, "loop %d\n", i);

svcopy((svfloat64_t*)aa,(svfloat64_t*)ba,N8);

}
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fapp_stop("svcopy0", 6, 0);

}

return 0;

}

2個めのファイル:

// l2testsub.c

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include "fj_tool/fapp.h"

#ifdef __ARM_FEATURE_SVE

#include <arm_sve.h>

#endif /* __ARM_FEATURE_SVE */

void svcopy(float64_t *a, float64_t *b, int n)

{

int i;

svbool_t pg = svptrue_b64();

int vlen= svcntd();

#pragma loop unroll 4

for(i=0;i<n;i+=8){

// fprintf(stderr, "count %d\n", i);

svst1_vnum_f64(pg,( b+i*vlen), 0, svld1_vnum_f64(pg, (a+i*vlen),0));

svst1_vnum_f64(pg,( b+i*vlen), 1, svld1_vnum_f64(pg, (a+i*vlen),1));

svst1_vnum_f64(pg,( b+i*vlen), 2, svld1_vnum_f64(pg, (a+i*vlen),2));

svst1_vnum_f64(pg,( b+i*vlen), 3, svld1_vnum_f64(pg, (a+i*vlen),3));

svst1_vnum_f64(pg,( b+i*vlen), 4, svld1_vnum_f64(pg, (a+i*vlen),4));

svst1_vnum_f64(pg,( b+i*vlen), 5, svld1_vnum_f64(pg, (a+i*vlen),5));

svst1_vnum_f64(pg,( b+i*vlen), 6, svld1_vnum_f64(pg, (a+i*vlen),6));

svst1_vnum_f64(pg,( b+i*vlen), 7, svld1_vnum_f64(pg, (a+i*vlen),7));

}

}

void svcopy0(float64_t *a, float64_t *b, int n)

{

int i;

int vlen= svcntd();

svbool_t pg = svptrue_b64();

#pragma loop noalias

#pragma loop unroll 32

//#pragma loop noprefetch

for(i=0;i<n;i++){

svst1_f64(pg,( b+i*vlen), svld1_f64(pg, (a+i*vlen)));

}

}

void copy(float64_t *a, float64_t *b, int n)

{

int i;

#pragma loop noalias

#pragma loop simd
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#pragma loop unroll 32

for(i=0;i<n;i++){

// fprintf(stderr, "count %d\n", i);

b[i] = a[i];

}

}

アセンブラ関数 (copy16.s)

.arch armv8-a+fp16+sve

.file "copy32.c"

.text

.align 2

.p2align 3,,7

.global copy16

.type copy16, %function

copy16:

.LFB0:

.cfi_startproc

ptrue p7.d, ALL

add x0, x0, 512

add x1, x1, 512

ld1d z0.d, p7/z, [x0, -8, mul vl]

ld1d z1.d, p7/z, [x0, -7, mul vl]

ld1d z2.d, p7/z, [x0, -6, mul vl]

ld1d z3.d, p7/z, [x0, -5, mul vl]

ld1d z4.d, p7/z, [x0, -4, mul vl]

ld1d z5.d, p7/z, [x0, -3, mul vl]

ld1d z6.d, p7/z, [x0, -2, mul vl]

ld1d z7.d, p7/z, [x0, -1, mul vl]

ld1d z8.d, p7/z, [x0, 0, mul vl]

ld1d z9.d, p7/z, [x0, 1, mul vl]

ld1d z10.d, p7/z, [x0, 2, mul vl]

ld1d z11.d, p7/z, [x0, 3, mul vl]

ld1d z12.d, p7/z, [x0, 4, mul vl]

ld1d z13.d, p7/z, [x0, 5, mul vl]

ld1d z14.d, p7/z, [x0, 6, mul vl]

ld1d z15.d, p7/z, [x0, 7, mul vl]

st1d z0.d, p7, [x1, -8, mul vl]

st1d z1.d, p7, [x1, -7, mul vl]

st1d z2.d, p7, [x1, -6, mul vl]

st1d z3.d, p7, [x1, -5, mul vl]

st1d z4.d, p7, [x1, -4, mul vl]

st1d z5.d, p7, [x1, -3, mul vl]

st1d z6.d, p7, [x1, -2, mul vl]

st1d z7.d, p7, [x1, -1, mul vl]

st1d z8.d, p7, [x1, 0, mul vl]

st1d z9.d, p7, [x1, 1, mul vl]

st1d z10.d, p7, [x1, 2, mul vl]
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st1d z11.d, p7, [x1, 3, mul vl]

st1d z12.d, p7, [x1, 4, mul vl]

st1d z13.d, p7, [x1, 5, mul vl]

st1d z14.d, p7, [x1, 6, mul vl]

st1d z15.d, p7, [x1, 7, mul vl]

ret

.cfi_endproc

.LFE2:

.size copy16, .-copy16

.ident "GCC: (GNU) 8.2.1 20180905 (Red Hat 8.2.1-3)"

.section .note.GNU-stack,"",@progbits

コンパイルオプション等

fcc -Nfjprof -Kfast,ocl,simd=2,optmsg=2,loop_fission,swp_strong \

-O3 -DUNIX -DBSD -DFUJITSU -o l2test l2test.c l2testsub.c copy16.s

サイズ 4万の配列を 1万回コピーで、A64fx の L2にははいります。念のため 64バイトアライメン
トをとれるように配列の先頭アドレスをずらしています。

code time time(unaligned)

svcopy0 0.12sec 0.12sec

svcopy 0.12sec -

copy 0.14sec 0.28sec

copyasm16 0.11sec 0.12sec

あと、copyasm16 はアセンブラでコピールーチンをベタ書きしたものです。どれも命令数が 1e8 で、
SVE化されていることがわかります。それを保証するために、copy の場合には色々な pragma つけ
ています。

転送しているデータの量は上り下りともに 3.2GB なので、 0.11sec くらいだと 60GB/s の速度で
す。L2 のバンド幅は 115GB(load) 57GB(store)と資料にありますが、これは双方向ではなくて例え
ば load ばっかりの時にこの速度なので、双方向だと store が 57GB/s の半分、load も同じ、となっ
て、理論限界がでていることがわかります。一方、イントリンシックで書いたものも L2 リミットの
性能はでており、普通の double で書いたループは 2割ほど遅くなるようです。なお、極めて不思議
なのは、 64バイトアライメントをとってない時の動作で、通常の double で書いたものは遅くなる
のですが、 SVEアセンブラベタとかイントリンシックで書いたものは差がでませんでした。

このような単純なメモリコピーでは、ハードウェアプリフェッチもちゃんと効いて、高い性能がで
ることがわかります。





Chapter 151

A64fx におけるアセンブラルーチンの
書き方の初歩以前 (2020/08/30)

例えば 2つポインタ渡す関数なら以下のように書けばよいらしい。

.arch armv8-a+fp16+sve

.file "testasm.c"

.text

.align 2

.p2align 3,,7

.global svefadd

.type svefadd, %function

svefadd:

.LFB0:

.cfi_startproc

ptrue p7.d, all

ld1d z0.d, p7/z, [x0]

ld1d z1.d, p7/z, [x1]

fadd z0.d, z1.d, z0.d

st1d z0.d, p7, [x0]

ret

.cfi_endproc

.LFE0:

.size svefadd, .-svefadd

.ident "GCC: (GNU) 8.2.1 20180905 (Red Hat 8.2.1-3)"

.section .note.GNU-stack,"",@progbits

引数 8個までならこれで渡せる。呼ぶほうはこんなに感じ。

//

// svetest.c

//

#include <stdio.h>
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void svefadd(double *, double*);

void dump_sveval(char* name, double* x)

{

int i;

printf("%s", name);

for(i=0;i<8;i++) printf(" %e",x[i] );

printf("\n");

}

int main() {

int i,n;

double x[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};

double y[8]={0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8};

dump_sveval("x", x);

dump_sveval("y", y);

svefadd(x,y);

dump_sveval("x after call", x);

return 0;

}

アセンブラの側では単にポインタなので、ポインタ型であれば別に svefloat とかでなくてもかまわ
ない。

もっと沢山渡すなら、単純な方針は引数を配列にいれておいて、その配列の先頭アドレスを渡すこ
とである。そうすると、そのアドレスが x0 レジスタで見える。

関数呼び出しのオーバーヘッドを測定した。上の関数を 100M回呼び出すと 2.2 秒なので、45M回/
秒。あるいは 22ns/call = 44 cycles/call。とはいえ上のは load + add だけで 20サイクルかかるは
ずなので、実際のオーバーヘッドは 20サイクル程度と思われる。

Armv8-A Instruction Set Architecture1

によれば Procedure Call Standard は

x0-x7: parameter and result

x8: xr (indirect result register)

x9-15: corruptable

x16-18: used

x19-29: callee-saved 使うならセーブ/リストアをこちらでする。

floating-point registers:

d0-d7: parameters and results

d8-d31: callee-saved

d8-d15 だけが callee-saved と Procedure call standard for the ARM 64-bit Architecture (AArch64)
with SVE support2 には書いてある。なのでこれはセーブ/リストアする必要あり。

d0 と z0.d[0] は同じものである。

xレジスタには

mov x1, 1777

add x7, x0, :lo12:vars_

add x0, x7, 12288

1https://developer.arm.com/architectures/learn-the-architecture/armv8-a-instruction-set-architecture/registers-in-aarch64-general-purpose-registers
2https://developer.arm.com/documentation/100986/0000/
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という形で即値の代入と加算ができる。

あとはスタックポインタはそこから下のアドレスがスタック領域であるとかくらい？





Chapter 152

富岳の Top500 3連覇と MN-3 の2度
目の Green500 1位から、ポストエク
サスケールを考える(2021/7/4)

2021年 6月の Top500 は大きな動きはなく、富岳が 2020年 6月、11月に続き 3連覇となりました。
関係者の皆様おめでとうございます。一応牧野もこれの開発プロジェクトの副プロジェクトリーダー
だったので関係者ではあります。

富岳の 1位が長く続いたのは、エクサスケールプロジェクトをもっている米中どちらも開発が遅れ
ている、ということの現れです。米国は当初は 2018年予定だった Aurora が (この時にはサブエク
サでしたが)、Intel KNH のキャンセルをうけて 2021年の予定だったのがさらに Xe が遅れて 2022
年以降になる見込みです。中国はいつまでにといっていませんが、2014年頃には 2018年にも、とい
う話だったのがとりあえずそうなってはいません。

米中が遅れている理由は色々あると思いますが、技術と運用コストの関係からみると明らかなのは、
電力性能がエクサ超えを実現できるところまできていない、ということです。富岳は最大 40MW 近
い巨大な電力供給を実現したことで、15GF/W の電力性能ながらピーク性能 500PF超えを実現し
ました。しかし、現行の米中の最大規模のシステムの消費電力はせいぜい 15MW であり、1EF マシ
ンでも 30MW を想定はしていないようです。例えば 25MW としても、1EFの実現には 40GF/W
を達成しなければなりません。

では実際にどの程度の電力性能が実現されているのかは、Green 500 のほうをみればわかるわけで
す。2020年 6月からの 3期、PFN の MN-Core と NVIDIA A100 が鍔迫り合いを繰り広げていて、
2020年 6月は MN-Core, 11 月は A100、今回 2021年 6月は僅差で MN-Core となりました。

この 3回の電力性能は、21.1, 26.2, 29.7 GF/W で、ハードウェアが変わってないのに随分上がっ
ているのでこれからまだもうちょっと上がるかもしれないですが、まあ 30GF/W としましょう。そ
うすると、これらのプロセッサでそのまま 1エクサフロップスのマシン作ったとしても、富岳並みの
33MW が必要ということになります。 25MW に抑えるにはもっと高い電力性能が必要です。A100
は TSMC の N7 プロセスを使っていて、例えばアップルの M1 プロセッサはその次の世代の N5 を
使っているわけで、N5 を使えばおそらく A100 の設計から大きく変えないで 40GF/W が実現でき
ると考えられます。実際にそうなるかどうかは別にして、リーゾナブルな電力消費で 1EFを実現す
るには N5世代が最低線ということです。

まあその、MN-Core は PFNの発表資料にあるように N7 ではなくてその 1世代前の 12FFC な
ので、N5 までいくと 2倍以上電力性能をあげることができる計算です。また、色々な制約があって
HPLの実行効率はまだ低く、こちらでも改善の余地はあります。ちょっと楽観的かもしれないです
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が、N5で頑張って設計すれば HPL で 80GF/W 程度はいけると思います。

とはいえ、80GF/W になったところで 1EF が 2EF になるだけです。富岳完成から 8年後の 2028
年に、10年で 100倍なら富岳の 40倍、 20EFを実現したいわけですが、そんなことは可能でしょ
うか?

極めて楽観的に、半導体があと 3世代変わって、1世代毎に消費電力が 30% 下がるとします。これ
はもう CMOS スケーリングからでてくるものではなく、主に電源電圧を下げることの効果です。そ
うすると、電力性能は 3倍になって、MN-Core なら 240GF/W、A100延長でも 120GF/W までい
きます。それでも、 3-6EF です。

トップ 500 のページ1を見ると、例えば合計性能の上昇が 2013/6 で明らかに折れ曲がっていて、
2013/6 に 229PF、2021/6に 2.8EF、7年間に 12倍で、これは 10年間に 36倍、8年なら 17.5倍で
す。それでも 8EF は欲しいところで、MN-Core の延長でもまだちょっと不足です。300GF/W が必
要だからです。

日本のコミュニティの活動である NGACI の予測では GPU ベースで 50MW で 18EF で、25MW
だと 9EFです。これはピーク性能と思いますが少し楽観的かもしれません。A100 の延長からさら
に 3倍電力性能をあげる仕掛けが必要です。

一つの方向は、倍精度演算ではなくて単精度演算の性能で十分高いものを目標にすることです。単
精度なので目標 2倍とすると、単精度 600GF/W が目標になります。これは実は MN-Core アーキ
テクチャでは実現可能域で、というのは半精度の電力性能はMN-Core でも A100 でも倍精度の 16
倍あり、同様な回路設計で単精度なら 4倍が実現できるはずだからです。つまり、2028年に単精度
なら MN-Core 960GF/W、A100 480GF/Wです。概ね 1TF/W, 500GF/Wですね。一方、富岳の
40倍、単精度 40EF を実現するには 1.6TF/W が必要で、MN-Core アーキテクチャでもまだ 1.6倍
不足です。A100 だと 3倍です。

クロック速度を犠牲にすれば、コア電圧を極限まで下げることでこの程度の電力消費の低減は実現
可能性範囲にはいってくるものと思われます。 TSMC N12e は正式に 0.4V をサポートします。N7
で典型的と思われる 0.7V に比べるとそれだけで 3 倍の電力性能で、0.35までいけば 4倍です。も
ちろん、シュリンク自体がある程度の電圧低下を想定しているので、これが全部余計に使えるわけで
はないですが、1.5倍程度は可能でしょう。

あとは、プロセッサコアのアーキテクチャでどれだけ稼ぐことができるかです。ここはまだ、演算
器だけの電力に比べるとMN-Core でも多分 3倍程度なので、演算器以外を演算の半分程度に減らし
たアーキテクチャではさらに 2倍で、単精度 2TF/W が実現できます。

ここまでの議論をまとめると、MN-Core や A100 の延長で考えて、プロセッサコアアーキテク
チャの改良も考慮すれば、2028年の半導体技術で単精度で 1-2TF/W は実現可能あり、25MW でも
25-50EF、50MW 使うなら 100EF が視野にはいる、というところになります。

ここで、演算よりデータ移動のほうに電気使うんだからこんなことを考えてもどうにもならないん
じゃないか?という意見を検討します。

まず、データ移動のほうに電気が使われる、というのは全くその通りです。配線 1cm のキャパシタ
ンスはオーダーとして 1pF で、これは微細化しても、線幅とグラウンドプレーンと配線の距離の比
が変わらなければ変わりません。なので、 0.6V で 1cm の線の電位を反転させるのに必要なエネル
ギーは CV 2/2 = 0.18pJ、64ビット 2語読んで 1語書くのに 96ビット反転するとすれば 17pJ です
から、これだけで 60GF/W に相当する電力が使われてしまいます。

なお、実際には、微細化すると配線長当りの抵抗が大きくなるので、RC遅延がどんどん大きくな
ります。これを多少とも改善するためには中継ドライバをいれるわけですがこれにも限界があり、パ
イプラインレジスタをいれて遅延も電力消費もどんどん大きくなることになります。これはアプリ
ケーションの性能にも電力性能にも大きなインパクトがあります。

このことが何を意味するかというと、 HBM にしても GDDRx にしても、いわゆる 2.5次元配線、

1https://www.top500.org/statistics/perfdevel/
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つまり、プロセッサチップとメモリチップを横に並べて、その間を配線でつなぐアプローチには限界
があるし、さらにいうとそもそも大きなプロセッサチップの中で演算器とキャッシュメモリの間に物
理的に距離があるような設計も無理になってきている、ということです。

3次元実装でメモリとプロセッサの距離を短くするなら、現在の HBM のようにプロセッサチップ
の端からシグナルをだすのでは駄目で、プロセッサチップの上にメモリをのせて、チップ全域にシグ
ナルを分散させることでプロセッサチップ内の横方向のデータ移動を減らす必要があります。これは
つまり、オンチップのメモリはプロセッサコア毎のローカルメモリにならざるを得ない、ということ
でもあります。

階層的なキャッシュでは絶対に駄目か、というと難しいですが、少なくとも現在の典型的なプロセッ
サで見られるような L1-L2-LLC と下にいくほど容量が大きくなるものでは電力性能をある程度以上
あげるのは困難です。どうしても LLC に多くのアクセスが発生するからです。キャッシュを使うと
すれば、発想を逆転させた、L1 に主要なデータをすべておいて、Stanford DASH やそれに基づいた
SGI の分散共有メモリマシンのようなアプローチでコヒーレンシを実現する必要があるでしょう。

実際問題としてはこれも困難で、Sunway SW26010 でとっているような、あるいは Sony PS3 で
とったような、主記憶とは別のアドレス空間にローカルメモリをもつアプローチが電力性能の観点か
らは現実的ということになります。

これは例えば行列乗算を例にしても明らかで、コア間の放送や総和をサポートすることで、階層
キャッシュアーキテクチャに比べて長距離のデータ移動を劇的に減らすことができます。

もちろん、既存のアプリケーションがそのままでは性能がでない、という問題はあるものの、SW26010
ではコアグループに 1つはキャッシュをもつプロセッサとすることで、段階的なアプリケーションの
移行を可能にしています。

一般論として、演算よりデータ移動のほうに電気が使われるのならば、ソフトウェアやアルゴリズ
ムの開発としては演算量を増やしてでもデータ移動を減らす方向の開発が重要になります。実際に多
くの分野でもう数十年に渡ってそのような方向の研究開発が進んでいます。これはかなり上手くいっ
ており、その結果、演算の電力性能が問題になるわけで、演算よりデータ移動のほうに電気が使われ
るからこそ、演算の電力性能が今後ますます重要になるのです。

すなわち、これからの方向として、ソフトウェア・アルゴリズムは演算を増やしてでもデータ移動
を減らす方向の研究開発が重要になり、プロセッサアーキテクチャ、特にメモリ階層アーキテクチャ
はそれを可能な限りサポートするものにならなければいけません。その辺の原理的な検討をせずに、
現在のアーキテクチャの延長に将来がある、と考えるのは極めて危険なことです。

原理的には、単精度主体として 2028 年には 1-2 TF/W は実現可能であり、50MW を許すなら
100EFはありえる、ということになるでしょう。倍精度だと 25EF程度ですが、2028年に富岳の 50
倍ならば素晴らしい性能といえるのではないでしょうか。





Chapter 153

富岳の上での「データ構造とアルゴリ
ズム」(2021/10/5)

FDPS を使ったプログラムが富岳の上でいまひとつ速くない、というのがみえてきてて、色々中身
をみてわかってきたことを漫然と書いてみます。

まず、富岳である程度以上のノード数でMPIでちょっとややこしい通信が起こるプログラムを速く
走らせるには、1プロセス 1ノード、48スレッドでやることが好ましいです。これは何故かという
と、通信が本当に近傍だけで終わるのではなくて少し遠いノードまで通信することが必要なアプリ
ケーションでは、同じ規模の計算を同じノード数でするなら、プロセス数が少ないほうが通信相手を
減らすことができるからです。

通信にかかる時間には、データ量に比例する成分の他に必ず通信する相手の数に比例する成分があ
り、これは特にノード数が大きいと無視できなくなります。FDPS ではツリー法を使っている関係
上、あるプロセスは他の全プロセスから少なくとも 1粒子 (というかそのプロセスの粒子全体の多重
極展開)をもらう必要があり、さらに物理的に近いプロセスからはより詳しい構造をもらう必要があ
ります。プロセス数が少なくなると、大雑把にいって少なくとも 1粒子をもらう部分については通信
量が比例して減るし、近くの分も、隣接するプロセスが重複して同じようなデータをもらうのを避け
ることができて減ることになります。

まあこれは、隣接プロセスで同じものを受け取るようなことがあるならちゃんとそれを利用した通
信をしろ、ということだし、そもそもツリー法じゃなくて FMM 使えば？という話だったりもしま
すがそれはちょっとここではおいておきます。

あと、富岳は 1ノードのメモリがあんまり多くないので、非常にノード数が大きい計算では、4プ
ロセス 1ノードとかでは MPI がとるメモリが無視できなくなってきます。プロセス数に比例した成
分があり、システム全体からみるとプロセス数の 2乗に比例したメモリがMPIに喰われるからです。
1ノード 1プロセスにできれば、MPIが消費するメモリを 1ノード 4プロセスの場合の 1/16にで
き、非常に大きなメリットがあります。

富岳の通信性能は決して悪くはないのですが、「京」に比べると劇的に向上しているわけではない
のにノード単体の性能は劇的にあがっているので、通信ネックにならないようにするのは「京」に比
べると難しくなっています。

とはいえ、1プロセス 48スレッドというのは 2重の意味で難しいです。第一に、そもそもほとんど
の HPC アプリケーションはそんなところで動かしたことがなくて、何が起こるかわからない。も
うひとつは、富岳のプロセッサ A64fx の 1ノードは NUMA の 4クラスタからなっていて、クラス
タ内では 2次キャッシュが共有されている上にハードウェアバリア機構があるのでハイブリッド並列
である程度の性能がでますが、4クラスタまとめで 1プロセスとなると NUMA の欠点がみえてまと
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もな性能になるかどうかわからない、ということです。クラスタ毎にメモリコントローラがあって、
HBM メモリにつながっていて 200GB/s でますが、クラスタ関は 120GB/s (くらい)のリングでレ
イテンシも増えるので性能低下する可能性があります。

とはいえ、フルノード計算というような話になるとユーザーに残されたメモリ空間が全然違うので、
それだけの理由でも 1 ノード 1プロセスが望ましいし、そうするとそれでちゃんと性能がでるよう
にする必要があります。

1プロセス 48スレッドのプログラムと 1プロセス例えば 2-4スレッドのプログラムでは性能をあげ
るために必要なアプローチが大きく違ってきます。これは単純にアムダールの法則のの問題で、並列
化されてない部分が例えば 5%でもあると、4スレッドくらいでは大した問題にならないですが 48ス
レッドでは致命的だからです。

まあ、この状況は実は、中国の Sunway TaihuLight によく似ています。TaihuLight は 1チップ 4
クラスタで、1クラスタが 1つのマネジメントコアと 64個の計算コアからなっていてマネジメント
コアでメインスレッドが走ります。これにやらせるとあらゆることが遅いので、計算コア側に渡す必
要があるわけです。富岳を 48スレッドで使うと同じような話になります。とはいえ、大きく違うの
は、ちゃんと共有メモリでキャッシュコヒーレンシもあるので OpenMP で並列化するだけでそれな
りの性能はでることです。

FDPS の内部実装で問題になったことの一つは粒子のソートで、元々ソートはあんまりいい感じの
ノード内並列ライブラリがなくて並列マージソートが実装されていたんですがこれが何故か富岳で
はとても遅くなってしまっていました。マージソートを改良してもいいのですが、原理的に NUMA
で別クラスタへのアクセスが少なそうなアルゴリズムがよかろうということで、分散メモリでも性
能がでるサンプルソートを実装しました。

実装してわかったことは、48スレッドの場合には parallel for の起動オーバーヘッドはかなり大き
い、それに比べるとバリア同期のオーバーヘッドはずっと小さい、ということです。なので、なるべ
く起動オーバーヘッドを減らすために、ソートルーチンの最初に一度だけパラレルセクションを開い
て、その後可能な限り閉じないようにして、シリアライズが必要な処理はバリアとスレッド番号依存
の処理で実装しました。さらに、ソート時のメモリフットプリントを小さくするため、ソートルーチ
ンの中でソートキー+インデックスの構造体を作って、こっちをソートして、最後に並べ変えたキー
を使ってソートします。

割といい感じにかけて性能も悪くなくて、24スレッドで 1スレッドの std::sort の 20倍くらいの性
能になったので、ここ1でソートルーチンだけ公開しました。富岳で速いプロセス内ソートが欲しい
という人は使ってみると幸せになれるかもしれません。なお、インデックスソートなので、比較関
数ではなくて比較するキーを生成する関数を与えるので、比較用キーが生成できる必要があります。
FDPSではキーは 128ビット整数で、自前のクラスと比較関数で実装されていて、そういうもので
も扱えます。

FDPS 内部はそうはいってもできるとこは OpenMP 並列処理をするようになっていて、本質的な
問題はあまりないのですが、FDPSを使って書かれたアプリケーションとなるとまた色々なことが起
こります。粒子数全部になんかする、例えばもとまった加速度から時間積分するとか、タイムステッ
プに関係した何かを計算するとかがあって、それが OpenMP 化されてないとなにしろ 50倍くらい
遅いわけですからたちまちボトルネックになります。

Vampir とかの実行可視化ツールが使えれば何がおこっているかわかりやすいのですが、富岳では
まだ (？)利用可能ではないようなので自分でプログラムにタイマーいれて測定していくのが確実で
す。まあその、面倒ですがやればできる話で、想定より実行時間がかかっているところを直していけ
ばいいわけでです。

さらに、アプリケーションプログラムをみていくと、ちゃんと OpenMP化されているのに非常に
遅い箇所がでてくることがあります。以下のような例がありました。N体プログラムで、粒子の自己
同一性を維持するためシステムワイドでユニークな idをつけているとします。ぶつかって合体した
ら新しい粒子になりますが、またユニークな番号をつけるわけです。この時、時間積分プログラムの

1https://github.com/jmakino/sortlib
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中でもこの id を使って色々な処理を書くことでわかりやすいプログラムにできます。(実際のところ
は使わなくてもいいかもですがあるプログラムがそう書かれていたということです)

そうすると、例えばある粒子は、自分の近くにある粒子をこの id で知っていますが、 id からはそ
の粒子が粒子の配列のどこにあるかは分からないので、それを教えてくれる連想配列がほしくなり
ます。で、 C++ は std::map でそのような機能を提供しています。

しかし、 std::map は、要素を追加する処理を並列化できません。

このことがどういう結果をもたらすかというと、富岳で 1プロセス 1ノードで動かすと、FDPSを
使った相互作用計算全部 (領域分割、粒子交換、ツリー構築、相互作用計算に必要な情報交換、実際
の相互作用計算をあわせた全部)よりもこの粒子 id の連想配列を作るほうが遅くて、性能が半分以
下になっていました。 EPYC で 32スレッドでじっくりしてもそこまで性能落ちないのですが、こ
の辺は CPU のシングルスレッド性能、特に条件分岐とかポインタチェースの性能の差がでます。

抜本的な解決は「std::map 的な連想配列は計算時間的にクリティカルになる可能性があるなら使わ
ない」ですし、他のアプローチは使うなら更新を最小限にすることです。後者はしかし領域分割の
MPI並列である都合上かなり面倒で、ステップ毎に粒子がでたりはいったりします。また、配列の
中での粒子の位置も変わります。今回は、とりあえず std::map の代わりの、並列に要素セットでき
るものを実装しました。使いかたが、時間ステップの始めに全部粒子を登録、その後はそれを使うだ
け、だったので、動的な要素の追加は不要で B-tree 的な構造を動的に作る必要はなく、全部セット
してから 1度ソートをかければあとはそれを 2分探索すれば十分です。そうすると、あらかじめ配列
のサイズを確保すれば、並列にセットできるしできた配列は上の並列ソートを使えば十分高速にソー
トできます。というわけで、このような変更で十分な速度になりました。

私が C++ よくわかってないので見かけレベルで std::map との互換性が維持できてなくて、イ
テレータを返せてなくて、、、と書いてたらできるやり方がわかりましたが、あとキーを指定した
map[key]=value; みたいな書き方もできてなく書換えが必要な箇所が多いのですが。とりあえず速い
ので許して下さい的なものです。

なお、他に粒子の std::vector の std::vector とかも使われていて、確かに便利で間違いの少ないプ
ログラムが書けるのですが性能的にには問題で、要素追加のしかたによって大きく速度が低下してい
ました。具体的には、粒子を push back すると非常に遅くて、最初に resize して []= でいれると速
くなりました。これは push back ではなくて reserve を不用意に使ったのが問題だったかもしれま
せんが詳しくはみてないです。

このように、STL コンテナタイプは非常に便利なのですが、特にスレッド数が多い並列実行では性
能的な問題がおきがちであることに十分な注意を払う必要があります。まあ、言い換えると、どうし
ても必要でなければ実行時にタイムステップ毎にサイズ決めてもいいので可能な限り普通の配列を
使うほうが無難だ、ということです。メモリアロケーションが裏で起こり、そこに潜在的にシリアル
ボトルネックがあるようではスレッド数が多いと使い物にならないのです。

メモリアロケーションがボトルネックになるのは、スタックにデータをおけば避けることができま
す。スタックはスレッド毎に存在しているからです。とはいえ、そうするともちろん作った関数内で
しか存在しないわけでスコープに注意する必要があります。 まあ、メモリリークしないので逆にい
いのかもしれません。そういうことのための stack alloc2というのもあるようです。

2https://howardhinnant.github.io/stack alloc.html





Chapter 154

2021/11 Top500、Green500とゴー
ドンベル賞から考える(2021/11/20)

SC21 はハイブリッド開催で、日本からも R-CCS 松岡センター長を始め多くの参加者が現地にいっ
たようです。私は著者にはいってる論文もないので不参加です。

まずは Top500、Green500 です。Top500 は富岳が 4度目の 1位です。但し、中国の 2システムが
1EFを超えているらしい、とのことでちょっとそれどういうことなの？という感じがあります。その 1
つは Sunway OceanLight であるらしく、もう一つは Tianhe-3 で、FeiTeng Arm + Accelerator、さ
らにもうひとつ開発中の 2EF システムは Sugon で、プロセッサは AMD?、ということのようです。

Gordn Bell 賞には中国から 3 本がファイナリストに残っており、全て Sunway OceanLight です。
これらの論文から見える仕様は以下のようになります。

� ノード数 107,520 (多分)

� 6CG/チップ、 390コア [(64+1)*6] 96GB メモリ、 307GB/s メモリバンド幅

� 2.25GHz クロック、14.026 FP64 TF。単精度は多分 2倍、半精度は 4倍

� 512bit SIMD、1ユニット/コア、256KB ローカルメモリ

プロセッサの名前は 26010Pro となったようです。TaihuLight の 26010 の 260 はコア数だったので
すが、今度は単に 26010 という型番、ということでしょうか?

26010に比べると、SIMD幅が 2倍、クロックが 1.5倍、CG(コアグループ)数が 1.5倍で 4.5倍の
性能、ノード数が 40960 から 107520に 2.625倍で全体で 12倍、1.5PF とほぼ富岳の 3倍のピーク
性能を実現しています。プロセッサチップの数は富岳の 7割程度ですが、単体性能が 4倍程度と大き
な差があることで 3倍のピーク性能になっています。

26010 と比べると、SIMD 幅が倍になったこと以外に大きなアーキテクチャの変化があるようには
みえず、ソフトウェアの連続性という観点からは好ましくみえます。また、ローカルメモリが 26010
の 64KB から 256KB へ 4倍増と、SIMD 幅の増加以上に増えていることはアプリケーションの性
能をだしやすくしているでしょう。ゴードンベル賞ファイナリストにそれなりの実行効率を実現した
アプリケーションがでてきたことはその辺を反映しています。

と、Top500 の話になってないですが、Top500 はそういうわけで中国がエントリしてこなかったの
で富岳のままです。アメリカはエクサスケールシステム開発中のはずですが、プロトタイプがでてく
る、ということもありませんでした。
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Green500 は、大変素晴らしいことに MN-3 が今回も首位で、39.379GF/W という驚異的な数字
です。もちろん、名目 500Wで倍精度 32.8TF なのでこれくらいいっても不思議ではないのですが、
2020/6には 21とかだったので 2倍近く数値をあげています。これはもちろんソフトウェアの改良
によるもので、実行効率の向上と不要な電力消費の削減の成果です。NVIDIA A100 ベースのシス
テムも、同様に 20.5 から 34.0 まであげていますが、これはハードウェアがかなり変わって、今回
のシステムはホストが 32コアの EPYC 7543、A100 は 80GB メモリです。2020/6 には 64コアの
7742に 40GB メモリのA100だったので、完全に別物です。 7742+40GB A100 のシステムは 5位、
29.5GF/W となっています。なので、それでもソフトウェアで 1.5倍にはした、ということになり
ます。

理論ピークと HPL性能の差を見ると、2位の A100のシステムは 2.274/2.598=87.5% と極めて高
い効率を実現していますが、1位の MN-3 は 2.181/3.390=64.3% でそれほど高くないようにみえま
す。これはどちらかというと設計思想の違いで、MN-3システムとMN-Core プロセッサは AI、特に
深層学習でちゃんと性能がでるように構成されていて、ネットワークやハードウェア構成が HPL 向
けに最適化してあるわけではありません。HPLを流すにはかなり小さなメモリ量、細いネットワー
ク、細いアクセラレータとホスト間接続になっているので、それで 64%の実行効率をだした PFNの
ソフトウェアチームの成果は素晴らしいものです。

まあその、これは言い換えると MN-Core プロセッサ自体にはまだ電力効率向上の余地がある、と
いうことですが、来年には MN-Core2 もできるのでそちらに注力することになると思われます。

Green500については、SC直前に AMDが Instinct MI200を発表して、FP64で理論ピーク 95.7TF、
TDP500W、HPL 42.26TF とのことで単体でこれではいくらなんでも効率低すぎでなんかおかしい
ですが、(半分しか動いてないという可能性はあります)それでも電力性能的には高いのでこれがで
てきて 1位をもってくかなと思っていたら、まだエントリがありませんでした。何かトラブルがあっ
て複数ノードではまだ動いていないとかかもしれません。MI250X をつかう Frontiers は搬入・設置
も始まっているようですが、どうなっているのか若干気になるところです。

Sunway OceanLight の消費電力は 35MW といわれており、何故か富岳とほぼ同じですが、そうす
ると電力性能は 30GF/W あたりにくるはずで A100 のシステムとほぼ同じかちょっと低いというと
ころです。これは数字が本当なら驚異で、 A100 も MN-Core も行列演算ユニットをつけてこの数字
を実現しているのに対して、通常の SIMD アーキテクチャでそれらに匹敵する数字を実現したこと
になります。もちろん、アーキテクチャとしてアクセラレータかメニーコアかという違いがあり、ホ
ストプロセッサやそれとの通信に余計な電力をとられないことのメリットは決して小さくないです。

今回、注目されるのは、 PEZY SC3 がついに姿を現したことです。12位、24.58GF/W です。これ
はおそらく EPYC 7702P に 4 SC-3 で 50ノード、200 SC-3 チップです。名目ピーク性能が 2.35PF、
HPLが 1.68PF ですからから、1 チップあたりの名目ピークが 11.75、クロック 700MHz で 128bit
SIMD というところでしょうか。HPL の効率は 71.5% で、かなり高いですが向上の余地もありそう
です。技術的なこととは無関係な問題で開発が 2年近く遅れたのが惜しまれます。

なお、半導体テクノロジーは、 A100 と SC3 が TSMC N7、Sunway は例によって不明、AMD
Instinct が TSMC N6、MN-Core は TSMC 12FFCです。MN-Core だけ 2世代ほどずれてますが、
まあその、自分でいうとアレですが、それだけアーキテクチャとソフトウェアに優位性があるという
ことではあります。

さて、ゴードンベル賞は、上でふれたように Sunway OceanLight でのファイナリストが 3件、あ
とは Anton 3、富岳でのブラソフ+N体の宇宙論シミュレーション、それから Summit でのMD計
算です。富岳でのブラソフ+N体の宇宙論シミュレーションは、私が代表の富岳成果創出加速プログ
ラムの課題「宇宙の構造形成と進化から惑星表層環境変動までの統一的描像の構築」のテーマの 1つ
で、筑波大学の吉川さんが中心となって進めているものです。

ブラソフ、というのは、宇宙論的なニュートリノの分布の時間発展を、6次元 (位置と速度)位相空
間の中での分布関数の発展を本当に解くことで求める、という手法です。通常、6次元の分布を扱う
代わりに、粒子をばらまいて N体系として表現し、その時間発展を追うのですが、分布関数を直接
追う方法は、密度が比較的低いところを正確に解ける、という利点があります。その代わり密度が高
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いところで空間分解能を稼ぐことが難しいですが、ニュートリノはそれほど密度が高くならないので
低密度領域をきちんと解けるところにメリットがあります。(原理的には N体でも色々やりようはあ
る気もしますが、それはまた別の話です)

ブラソフ法では、時間発展を精度よく解くために高次の差分法を使っています。演算数を論文から
推測してみます。(本人に聞けという話はある) 効率が 15%、288ノードで 96̂ 3*64̂ 3メッシュで 1ス
テップ 1.5秒くらいとなっているので、演算数は 288*6TF*1.5秒*0.15=3.9e14、メッシュ数は 2.3e11
で、メッシュあたりの演算数は 1700というところです。メッシュあたりの変数は基本的に密度だけな
ので、理想的なキャッシュブロッキングができると 1変数読んで 1変数書くのに対して 1700演算、800
演算に対して 1語アクセスですから、A64fx の 6TFの演算性能 (単精度)に対して単精度 8GW/s、
32GB/s のメモリアクセス性能があればよく、実際にはこの数十倍の 1TB/s 近くあるので、12-15%
の効率は何か上手くいっていないようにみえます。

ここで、上手くいっていないのはブラソフコードのソフトウェアではなく、A64fx のアーキテクチャ
そのものであることを以下に簡単に議論します。A64fx(R) Microarchitecture Manual1 から主要な
レイテンシとバンド幅を以下にまとめます。

ユニット レイテンシ ラインサイズ
FP演算 9サイクル --

L1 キャッシュ 8-11サイクル 256バイト
L2 キャッシュ 37-47サイクル 256バイト

Skylake Xeon だとこんな感じです。

ユニット レイテンシ ラインサイズ
FP演算 4サイクル --

L1 キャッシュ 4サイクル 64バイト
L2 キャッシュ 14サイクル 64バイト
L3 キャッシュ 50-70サイクル ?

”The L1D cache accepts two loads or one store at a time.” とあるので、あるサイクルには load と
store の一方しか実行されません。Skylake Xeon だと両方実行できるようなので、L1キャッシュの
レジスタとの転送バンド幅が Skylake Xeon の半分ということになります。電力性能をあげるには
L1キャッシュのバンド幅を下げるのは非常に効果的なので、この選択はハードウェアの性能をあげ
るためにはよいものですが、アプリケーションが性能をだすことを非常に難しくしています。非常に
単純な

for(int i=0; i<n; i++)a[i]=b[i]+c[i];

のようなベクトル演算で、全部キャッシュにある場合、 Skylake だとサイクル毎に 1演算 (AVX512
ユニットで)は実行できて理論ピークの 1/4 の性能になるわけですが、 A64fx では 2サイクルに 1
演算しかできないので理論ピークの 1/8 の性能になってしまいます。差分法だとロード 1度で 1演
算ということもあり、1/8 ではなくても 1/4 の性能になる、ということがおきがちです。

理論的には、レジスタが沢山あれば、差分式の場合ループ間でロードしたデータをある程度再利用
するようなコード生成も不可能ではないですが、それを阻むのが A64fx の演算と L1キャッシュの
巨大なレイテンシです。レイテンシが 9 の演算ユニットが 2つあるので、もしも独立な演算が 18個
あって、それらの結果をまた次の独立な演算 18個が使う、というようなループ構造なら原理的には
ピーク性能がでます。単精度だと AVX512で 16演算するので、これは長さ 18x16=288 のループが
完全に展開されれば、ということになります。但し、アーキテクチャレジスタは 32個しかないので、

1https://github.com/fujitsu/A64FX/blob/master/doc/A64FX Microarchitecture Manual en 1.3.pdf
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実際にループアンロールしてレジスタを割り当てて、とすると使えるレジスタが 2個以下になるの
で、そういう通常の展開はできません。論理レジスタ割り当てはしないで、レジスタリネーミングと
アウトオブオーダー実行によってパイプラインを埋める必要があり、これは言い換えると複数のルー
プ演算本体 (9回とか 18回反復)がアウトオブオーダー実行ウインドウにはいるほど命令数が少ない
必要があります。

A64fx の実行ウインドウに相当する Commit Stack Enttry は 128で、Skylake の 224の半分強で
す。これと 2倍強の命令レイテンシから、演算器にバブルが発生しないようなループの命令数が 4倍
違うことがわかります。この 4倍の違いは非常に大きくて、Skylake では普通にコンパイルすればア
ウトオブオーダー実行で性能がでても、A64fx ではコンパイラなり人間なりががんばってループを
細かく分割しないと性能がでなくて、さらに分割することで発生する余計なロード・ストア命令のス
ループットが小さいのでさらに大きく性能低下するわけです。

行列乗算では、1度ロードに対して多数回の独立な積和命令を実行、というのが少ないレジスタ数
でもできるので、 A64fx のマイクロアーキテクチャでも理論ピークに近い性能がでるのですが、そ
れ以外の一般の数値計算では、L1キャッシュにすべてのデータがあっても、少し計算が複雑になる
と上の理由で理論ピークの 15-25% まで性能が落ちることになります。

さらに、L2キャッシュのレイテンシが 40サイクル程度と Skylake の L3 キャッシュ並みに大きい
ため、アウトオブオーダー実行で L2レイテンシを隠蔽することは困難で、事実上プリフェッチがで
きないと L2キャッシュが有効になりません。

以下は L1-L2 のバンド幅です。

バンド幅
L1->L2 32B/cyle (per core), 256B/cycle(per CMG)

L2->L1 64B/cyle (per core), 512B/cycle(per CMG)

コア当りで見ると L1-レジスタ間の半分はあってそんなに悪くないようにみえますが、CMG あた
り 12コアあるのに CMGあたりのバンド幅は 8倍しかなくて、実効的には L1-レジスタ間の 1/3 に
なっていることがわかります。いわゆる B/F 値にすると、L1 が 1サイクルあたり 4演算に対して
1.5語ですから 3.0、L2 はその 1/3 の 1.0 となります。

行列乗算では、ブロッキングする行列サイズをキャッシュサイズに合わせることで、必要なメモリ
バンド幅を減らすことができるので、階層キャッシュを使って性能をだすことができますが、多くの
アプリケーションはそのような性質をもっていません。このため、 L1キャッシュが上手く使えない
と、上の 15-25% という数値からさらに性能が低下し、 10% 程度になってしまうわけです。

つまり、A64fx のアーキテクチャは、行列乗算には適していますが、多様なアプリケーションで高
い実行性能をだすことは

� 非常に大きな演算レイテンシ、L1、L2キャッシュレイテンシ

� 少ないアーキテクチャレジスタと物理レジスタ

� 少ないアウトオブオーダー資源

� 小さな L1、L2キャッシュ

� 小さな L1、L2キャッシュバンド幅

のため非常に困難になっています。これらの中で、ハードウェアコストや電力性能に大きな影響を
与えることなく修正可能なのはアーキテクチャレジスタの数で、「京」や FX100 で採用されていた
HPC-Ace 命令セットのように、128 本のレジスタを直接アドレッサブルにするだけで大きな性能向
上が期待できます。
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さて、では、Sunway OceanLight ではその辺どうか？というわけですが、3つのファイナリストの
うちゴードンベル賞をとった量子計算シミュレータとラマンスペクトル計算は演算コアが行列行列
積で、そこは性能がでるものを使うことでアーキテクチャにあるかもしれない問題を回避していま
す。もう一つはトカマクの PICシミュレーションで、こちらは理論ピークの 13%くらいです。とは
いえ、通常はメモリバンド幅リミットといわれている PIC 計算で、B/F が 0.02 しかないマシンで
13% は素晴らしい性能といえます。

論文では最大規模の 103600ノードで、3.7e13粒子・ステップ/秒となっていてノードあたり 3.6e8粒
子・ステップ/秒です。1粒子 24バイトとすると最小限必要なメモリアクセスは 48バイトなので原理
的には 17GB/sで、ハードウェアが持つ 300GB/sに比べて十分小さい、とはいえ実際に 1read-1write
では多分すまなくて数回アクセスしているとするとかなり限界に近い性能でしょう。まあその、逆に
いうとこれで 200PF でてるので 1粒子・ステップあたり 5000 演算もしていることになって、PIC
にしては多すぎないかという気もします。

PIC コードは「京」の実装は色々あって、効率は 10-20% 程度だったと思います。「京」は B/F=0.5
で、それに比べて 1/20 以下の Sunway OceanLight で PIC コードの実行効率があまり変わらない、
というのは考えさせられるものがあります。 Sunway OceanLight アーキテクチャはアプリケーショ
ンの移植・最適化の初期コストは決して小さいとはいえないですが、「京」や富岳のような主記憶バ
ンド幅を非常に重視したシステムに比べてピーク性能が高いシステムをおそらく安価に構築でき、ま
たレイテンシの大きな階層キャッシュではなくフラットにアクセスできるローカルメモリが最大のオ
ンチップメモリであることで消費電力の削減と高い実行効率を同時に実現させています。

大きなローカルメモリが性能をだすのに有効である、というのは MN-Core も同じで、アーキテク
チャの細かいことはまだ非公開なのでここでは書けないですが、その原型である GRAPE-DR では
ローカルメモリはレジスタファイルと同じレイテンシでアクセスでき、演算オペランドに使えます。
これがあまり複雑な最適化をしなくても演算カーネルが理論限界に近い効率をだすことを可能にし
ています。階層キャッシュはもちろんなく、オフチップメモリとローカルメモリの間のデータ転送は
明示的に指示するわけです。PEZY-SCx は階層キャッシュを持ちますが、コヒーレンシはとってお
らず、さらにそれと別に独立にアドレスできるローカルメモリを持ち、これが演算カーネルの性能向
上には大きく貢献しています。

このようなことを考えると、1コアのマシンからインクリメンタルに進化してきたコヒーレントな
階層キャッシュをもつメニーコアアーキテクチャは少なくとも HPC アプリケーションをメインに担
うプロセッサとしては限界がきているように思います。電力性能をあげるにはレイテンシが大きく
(あるいは動作クロックが低く)、チップ内バンド幅、アウトオブオーダー資源が小さいほうに設計パ
ラメータをふる必要があり、それは実用アプリケーションの効率を下げることになります。一方、実
用アプリケーションの効率を維持すると消費電力があがってしまいます。さらに、外部メモリに対し
てある程度のバンド幅を維持するために、プロセッサ自体の演算性能をあげられません。「京」でも
この問題は見えていましたが、富岳になってより厳しくなりました。特に、主記憶バンド幅重視の設
計にした結果、計算性能で見た価格性能比が低く、それにも関わらず内部のボトルネックにより様々
なアプリケーションの実行効率がそれほど高いわけではなくなっている、というのはここで議論した
通りです。

日本でも富岳の次が議論されていますが、もしもまだ国内開発をするならコヒーレントな階層キャッ
シュをもつメニーコア以外のオプションを今回はとらないとマーケットで競争力があるものにはなら
ないのではないでしょうか?

富岳はベンチマークよりアプリケーション第一で設計されている、中国のマシンは Linpack 専用だ、
というようなことをいう人もいた (いる？)わけですが、実際には富岳はベンチマークでの性能は高
くても実用アプリケーションの性能が問題になるゴードンベル賞はとってなくて、中国のマシンが
とってしまった、ということの意味をきちんと考える必要があります。





Chapter 155

ASIC 開発で死なない方法
(2021/11/25)

ふと思い立ったので、私が過去 30 年間に GRAPE-3, 4, 6, DR, 8 と 5 個の ASIC を開発し、
MDGRRAPPE-1, 2 と富岳の開発 (と MN-Core のも) を横目でみて学んだ ASIC で失敗しない
方法を書いておく。

1. ベンダと打ち合わせしたスケジュールから 6ヶ月、または少なくとも 50%、できれば 100%延
びても大丈夫な計画であること (6ヶ月と 50%の大きいほう)。

2. チップ全体のファンクションパターンを作り、そっちだけで機能検証できるようにすること。
さらに、演算器のファンクションパターンは乱数とかでなくて演算器の全ての機能を検証でき
るように手で作ること。

3. このファンクションパターンで「設計自体」が検証できていること。設計自体とはここでは
ASIC ベンダに渡すもののことであり、検証とはアプリケーションで答があって、性能も通信
等を考慮した上で要求を満たしていると確認する、ということである。

RTL インターフェースなら RTL シミュレーションでファンクションパターンが通っている必
要がある。同じブロックが多数あるチップの時に全部が入っている RTL でシミュレーション
は不可能なこともあるが、複数のブロックがはいったチップ全体のテスト、ブロックをスタブ
に置き換えてその上のロジック全部のテスト、は必須である。

4. Power Integrity 設計では、十分な余裕をとること。特に、急激な消費電力の変化に対する対策
をとること。

以下ちょっとだけ解説。

まず 1について、 ASIC 開発は「必ず遅れる」。遅れる最大の要因はまず「私」で、論理設計と検
証に自分の想定より時間がかかることである。次は、ASIC ベンダの側で、IP が動かないとか IP が
動かないとか IP が動かないとかがありがちな理由だが他にも色々な理由で遅れる。 ES ができてき
てからびっくりするようなことが発生してマスク作り直しになることもある。

従って、実際にシステムが稼働するまでのどの時点でも遅延は発生する可能性があり、実際に何箇
所かで発生するのが普通である。なので、スケジュールには大きな余裕が必要である。

大きな余裕をとると最新の半導体プロセスを使えないのでは？と思うかもしれないが、それはその
通りである。なので、プロセスが最先端でなくても性能に優位性が十分あるようなものでなければな
らない。逆にいうと、プロセスが最先端であることで競争力をもつためには開発で失敗しない、な
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いしは、プロセスで圧倒的優位にある必要があり、かつての Intel の tick-tock モデルはそれであっ
た。新しいプロセスでは古い設計を、新しい設計は古いプロセスで、とすることで失敗してもひとつ
前の世代、というバックアップがあった。あと、タイムリーに製品投入きないのでは、という疑問は
当然あり、これもその通りである。それでも商売になるように考えてね、ということになる。

2015 年以降は、最先端の半導体がバルクCMOS 構造から FinFET 等の立体構造に移行し、CMOS
スケーリングによる半導体自身の性能向上が非常にゆるやかになったため、最先端のプロセスでない
ことのデメリットは小さくなった。

次に 2 のファンクションパターンについて。これは第一には責任分界点として重要である。LSI の
テスト方法として、大雑把にいってATPG パターン (ツールによる自動生成パターン)とスキャンパ
スによる自動テストと、実際クロックや信号をいれて動作させるファンクションテストがある。

自動テストは、LSI の回路が「設計通り」であることは確認してくれるが、「仕様通り」であること
は確認してくれないしそもそも動くかどうかも確認してくれない。従って、論理設計自体に間違いが
残っていた場合、これは自動テストでは決して発見されない。微妙なケースとして論理合成ツール
にバグがあるとか使いかたが間違っているとかの場合はさらに難しい問題になり、RTL シミュレー
ションでは通るがもしもゲートレベルシミュレーションをちゃんとやったら通らない、もちろん実
チップも間違っているが自動テストは通る、ということが起こる。ATPG はゲートレベル記述から
生成するからである。

論理合成までしてからベンダに渡していてファンクションパターンがないと、この時に責任はこち
らにあることになる。一方、十分なカバレージのあるファンクションパターンがあれば、そのファン
クションパターンにあうようにすることはすべて ASIC ベンダ側の責任になりこちらの責任ではな
い。なので、できたチップが全く動かない、ということはない。もちろんスケジュールから遅れるこ
とはある。

さらに、演算器に想定外のバグがはいることは常にあり、ファンクションパターンだけではチェッ
クは困難で設計自体の検査には形式検証等も必要だが、実チップの動作を保証してくれるのはファン
クションパターンだけである。

3 は 2の系みたいなもので、ファンクションパターンでチップの「あらゆる部分」の「あらゆる機
能」が、少なくとも想定した使用方法の流れにそった全てが、テストされていないといけない、と
いうことである。これは実機で全部通せるかどうかはちょっと別で、テープアウトの前のシミュレー
ションで、という話。

4 は、電源ノイズ、というよりは「変動」をどうするかである。これは私自身は GRAPE-6 で大変
だったもので、ボード上の全チップの全パイプラインが同時にアイドルからフル計算状態に移るの
で、瞬時に消費電力が 3倍くらいになることに電源ユニットが十分速く応答できなくて供給電圧が大
きく下がる、というものである。これに対する基本的な対策は、多少でも応答の速い電源にすること
と、電源からチップ上まででの電圧降下を可能な限り小さくすることである。これはいうほど簡単
ではなくて、それは最近のチップだと電圧が 1V 以下で電流が何百アンペアとかになってるからであ
る。とはいえ、とにかく電圧降下を小さくしないと計算開始した瞬間に電圧がさがって誤動作する、
といったことになる。もうちょっと回路設計的な対応も考えるべきだがここでは触れない。

プロジェクトが破綻しないためには 1、作ったチップが動くためには 2が重要である。



Chapter 156

「次世代先端的計算基盤に関する白書」
について(2021/11/27)

次世代計算基盤検討部会中間取りまとめ1 というものが少し前にでていますが、これにちょっと気に
なる記述があります。「2-(3) 計算科学、計算機科学技術の動向」の、9ページの最後あたりからで

これまでに、学術界及び産業界の計算機科学分野の研究者を中心に行われて
いる検討においては、電力消費量を「富岳」の開発目標と同程度と仮定した
場合の 2028 年 9の予測性能は、最も積極的な予測で「富岳」の性能の 3.37

倍 (メニーコア型システム)、33.5 倍 (GPU 混載型システム)と予測されてお
り (NGACI:Next-Generation Advanced Computing Infrastructure「次世代先
端的計算基盤に関する白書」より引用)

です。富岳の電力性能を FP64 で 15 GF/W として、CPU では 3.37倍なので 50GF/W くらい、
GPU ではその 10倍の 500GF/W くらい、としています。これはなんだか不思議な数字で、 CPU
は異様に電力性能が低く、それに比べると GPU はかなり高くなっています。

異様に低い、というのは、GPU よりはメニーコアに分類されるであろう Sunway 26010Pro プロ
セッサは既に富岳の 2倍程度を実現しているように思われるからです。そうすると、仮に Sunway
26010Pro が最先端に近い TSMC N7相当のプロセスを使っていたとしても、2028年には N2 の次
くらいは使えるわけで、4世代先、世代毎の電力削減をちょっとひかえめに 25% としても、さらに
3倍程度は電力性能があがります。

まあその、トランジスタ構造の変化もあるので本当にこんなに上がるのか？という気もしますが、
26010Pro は 2.25GHz とかなり高いクロックで動作しており、電源電圧は極端に低いわけではない
と想像されます。そうすると、世代毎にまだかなり電源電圧を下げることは可能であり、プロセスの
進歩だけで 3倍程度の電力性能の向上は決して不可能ではありません。従って、プロセスの進歩だけ
で 90GF/W は達成可能であり、アーキテクチャの進歩でさらに 1.5-2倍にして 140-180GF/W、富
岳の 10-12倍が可能なところと思います。

もちろん、26010Pro のプロセッサコアはデータキャッシュをももたない極めて単純なもので、整数
ベンチマーク等を実行した時の CPI は決して高くはないですし、コヒーレントなキャッシュがある
ことが前提のコードでは全く性能がでなくて、コア毎のローカルメモリやコア間の通信を明示的に
行なう必要があります。残念ながらこれは既存のコードからコンパイラが自動的に行なうことは困難
であることが「わかっている」と思います。

歴史的にも、CDC7600、Cray-2、さらには Sony PS3 とローカルメモリアーキテクチャを採用した
1https://www.mext.go.jp/content/20211028-mxt jyohoka01-000018641 13.pdf
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プロセッサは色々ありますが、継続して開発が続いたことはありませんでした。

その意味では、 Sunway 26010 の後継である 26010Pro が同じアーキテクチャを踏襲したのはコン
ピュータアーキテクチャの歴史では画期的といえます。PEZY SC もローカルメモリを持ちますが、
こちらはコヒーレントではないですが階層キャッシュはある、というものなのでより普通のプロセッ
サに近いです。

ちなみに、CPUで富岳の次にくるのは AMD EPYC で 11月の Green500 では 52位、6.06GF/W
にきています。ここからの外挿なら 50GF/W は妥当でしょう。

GPU はどうかというと N7 の A100 から 10-12倍として 330-400GF/W ですから、まあ妥当なわ
けですが、 MN-Core は 12FFC で既に 40GF/W を実現していますから、そっちを外挿するとも
う 2倍、600-800GF/W です。そうすると、プロセッサ開発の目標としてはさらにもうちょっと上、
1-1.5TF/W あたりを目指すのでないと開発の意味がない、ということになるように思います。

次世代先端的計算基盤に関する白書2 では、CPU、GPU についての「予測」が 4章で行われてい
ます。

これらは基本的にCPUについては「IRDS Systems and Architectures の 2017 年版および 2020 年
版で予測されている 2028 年の CPU の性能値から主要な項目の値を抜粋して作成したもの」と書い
てあり、GPU については「NVIDIA 社の過去 13 年間のハイエンド GPU の性能をもとに線形で外
挿する」となっていて、外国の誰かがやったものと、半導体技術の問題を無視して単に外挿したも
のになっていて、さらにそれではなんか低いね、というので CPUの性能増加率に合わせたものにし
ました、となっています (「そこで,より積極的な見積もりとして, 4.1.1 項で示した 2028 年の CPU
の性能予測値に現行の CPU と GPU の性能差を乗じることにより, 2028 年の GPU 性能の予測も
行う」)

すみません、その、これに基づいて国家プロジェクトを云々するのであればもうちょっとちゃんと
考えて欲しいと思います、、、、

ちょっと気になるのは、「NVIDIA 社の過去 13 年間のハイエンド GPU の性能をもとに線形で外
挿」してどうして 2028年に 24 TF になってしまったのかです。NVIDIA の GPUの FP64 性能を
は以下のようになっていて

2008 M1060 (0.078)

2011 M2090 0.666

2012 K20X 1.31

2013 K40 1.68

2016 P100 5.3

2017 V100 7.47

2020 A100 19.5

これをグラフにすると 156.1 のようになります。

2028年まで線形外挿すると 300TF くらいがでてきますが、何故 24TF と 1桁下になってしまった
のかよくわかりません。

まとめます。

� 「次世代先端的計算基盤に関する白書」では、2028年のスパコン性能を「予測」しているが、
そもそも予測ではなくてこういうものを作るのでこういう性能がでる、というビジョンでなけ
ればならない

� 予想としても、CPUについては外国の機関の数値を引っ張ってきているだけで富岳の外挿に
すらなっておらず、ポスト富岳の検討としては意味がない。

2https://drive.google.com/file/d/1cAQyBmLs529Iqz44D j1MfCkXk7o6kla/view?usp=sharing
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Figure 156.1: NVIDIA GPU の性能と 2028年までの性能外挿。横軸は西暦年、縦軸は FP64 ピーク
性能 (TF)。黒実線は A100まで、赤線はM2090 から A100 までの線を外挿したもの、NGACI の上
の点は NGACI による「線型外挿」

� GPU については、A100 が既に 19.5TF を実現しているのに、そこから「線型に外挿」してど
ういうわけか 24TF になっており、おそらく計算が間違っている。

� これらの問題のため、CPU、GPU ともに数値が低すぎる。

早期に予測手法、数値を修正しないとポスト富岳のプロジェクト検討が迷子になるように思います。





Chapter 157

富岳から学ぶべきこととポスト富岳
(2022/4/20)

年度も変わって、牧野の旧理研AICS、現R-CCS での「粒子系シミュレータ研究チーム」も 10年の
年限ということで解散になりました。富岳開発の FS2020プロジェクト自体は前年度、2020年度で
終了しており、プロジェクトリーダーの石川さんは既に 2020年度末に R-CCS を離れています。

AICS を R-CCS に名称・組織変更し、機構長/副機構長も全て入れ換えた理事長は昨年度末で交代
となり、理事も大きく入れ替わったようで、名称変更はプラスだったのか？という気はします。名称・
組織変更 (及び各センターのトップの入れ換え)は前理事長が進めたもので、AICS だけでなく基本
的に全センターが対象になりました。新理事長がこれから理研をどういう方向にもっていくのかは注
目されます。

一方、ポスト富岳は今年度にフィージビリティスタディの予算がついており、今年度と来年度で形
を決める必要があるものと思われます。牧野は HPCI 推進委員会とかその下のワーキンググループ
とかに関わってないので、外野の立場+富岳成果創出加速プログラムで使う側として、ポスト富岳が
どうあるべきかをここで述べておこうと思います。

まず、使う側から見ると、富岳は正直なところ非常に手強いです。要するに性能がでません。その
理由はほぼ 154 に書いた通りで、

� 演算器、1次キャッシュ、2次キャッシュのレイテンシが非常に大きい。Skylake Xeon の 2-3倍
ある。

� それにも関わらず Out-of-Order 実行の資源は半分程度しかない。

� それにも関わらず浮動小数点演算のアーキテクチャレジスタは 32しかない。

� さらに、1次キャッシュ、2次キャッシュのバンド幅も Skylake Xeon の 半分程度である

というのが最大の理由です。他の問題は色々あって、例えば、C/C++ のコードの場合、コンパイラ
が富士通独自と clang ベースの 2つあって、SIMD化やソフトウェアパイプライニングは前者でない
とまともに動かないのですが普通のコードは後者のほうが数倍速い、しかし混ぜては使えない、と
いったことがあります。また。 MPI の集団通信の実装されたアルゴリズムやその選択方法がいわゆ
る形状指定をした理想的な 3次元ノード割り当ての場合しか考えてないように見えるのですが、実
際にのジョブ投入は形状指定すると待ち時間が非常に長くなるためこれは使えない、そうすると、不
適切なアルゴリズムが使われて集団通信の性能が理想的な形状指定した場合に比べて 1-2桁悪くな
ることがわかっています。しかし、最大の問題は単純に 1コアでの実行効率を高くすることが演算
リッチなカーネルでも困難である、ということです。
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そうすると、以下のような疑問が発生します。

1. 何故そのような大レイテンシ・小バンド幅・小 OoO資源の実装になったのか?

2. どこか増やすことで改善できなかったのか？

3. もっと別のアプローチはなかったのか？

1 については、答は簡単で、ハードウェアコストをあまりあげないで電力性能を向上させるためで
しょう。通常はパイプラインステージ数を増やすのは、Pentium 4 でそうであったように動作クロッ
クの向上のためですが、富岳のプロセッサである A64fx の動作周波数は最大でも 2.2 GHz で決して
高くはありません。それにも関わらず非常にステージ数が多いのは、電力消費が少ない、ドライブ能
力が低くて低速なトランジスタを使っているからだと考えられます。あるいは電圧が低いか、その両
方かです。

「京」でクロック 2GHz、はレイテンシが 6で、 Skylake に比べて悪いとはいえそこまで悪くなく、
A64fx ほど極端な設計ではなかったと考えられます。また、非常に大きな違いとして「京」ではアー
キテクチャレジスタが 128あって、コンパイラによる最適化の余地が十分にあった、ということがあ
ります。これは、富士通で「京」の開発を率いた井上愛一郎さんの判断が良かった、ということもで
きますし、その前の世代の SPARC64V で発覚したレジスタ不足問題への自明な対応であったとも
いえます。何故問題が起こるとわかりきっているアーキテクチャレジスタ 32本+大レイテンシ演算
器という設計を選択したのかは牧野にはよく理解できていません。

単に電力性能をあげるだけならクロックを落とすほうがよい気もしますが、コアロジックがダイエ
リアに占める割合がそんなに大きくないことを考慮すると、多少の面積増加でクロックをあげるこ
とができると面積あたりの性能を大きくあげることができ、コスト削減に大きく貢献している可能
性が高いです。しかし、繰り返しになりますが、これは、少ない OoO資源と組み合わさって、演算
リッチなカーネルでも性能をだすことを非常に困難なものにする選択でした。

1次キャッシュ、2次キャッシュのバンド幅も同様で、消費電力に大きなインパクトがあります。512
ビット幅 SIMD、2way の浮動小数点演算ユニット、 N7プロセスで HPL 15GF/W という汎用プロ
セッサとしては驚異的な電力性能を実現するためには、バンド幅を落とすことが重要であることは
間違いありません。A64fx の 1つのプロセッサコアは 3mm x 1.5mm 程度あり、チップ全体は概ね
20mm角で、L2キャッシュからプロセッサコアまでは最大で 10mm 近くと非常に遠くなっています。
電気信号なんだから光の速さで伝わるんじゃないか？と思うわけですが、LSI上の配線はそうではあ
りません。これは、いわゆる RC遅延が非常に大きくなるからです。分布定数回路でも、遅延時間は
RC/2 (R, C はそれぞれ配線全体の抵抗と容量)で近似できることが知られています。このため、同
じ長さで配線を幅、高さ、グラウンドからの距離全て半分にすると、容量は同じ、抵抗が 4倍になっ
て遅延時間が 2倍になります。消費電力は同じです。

それでは話にならないのでパイプラインレジスタやリピータを多数いれることになるわけです。そ
うすると、配線だけでなくそれらのリピータやレジスタも電力を消費します。このため、同じ長さの
配線の消費電力は微細化するほど増えることになります。(駆動電圧が下がればその分は下がります)

2次キャッシュまでの距離が長いのは富士通が SPARC64 VI 以来継続してきた共有 2次キャッシュ
アーキテクチャだからで、総コア数の 1/4である 12コアが 2次キャッシュを共有するため必然的に
距離が長くなるわけです。長い配線に対して電力を抑えるためには遅延時間を長くし、また本数を
減らすしかなく、そのため 40サイクルという一昔前なら主記憶ではないかと思うような遅延時間と
B/F=1 というこれも主記憶ではないかと思うようなバンド幅で、しかし 8MBとそれぞれサイクル
毎に 32演算する、さらにレイテンシも巨大な 12コアで共有するにはあまりに小さなキャッシュに
なっています。

2については、OoO 資源を大きくふやさない、レイテンシも改善しないとして例えば演算器・1次
キャッシュのレイテンシについては以下のような対応が可能だったと考えられます。

� アーキテクチャレジスタを増やす
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� マルチスレッドにする

� SIMD 幅を増やし、演算器を 1セットにする

どれも同じような効果をもちますが、アーキテクチャレジスタを増やせないならマルチスレッドに、
というのは Xeon Phi でもとられた方向です。これは要するに見かけ上クロックが半分でレイテンシ
も半分のプロセッサが 2倍の数あるように見えるわけで、非常に効果的であるとは明らかです。富士
通 SPARC64 VII では 2ウェイマルチスレッドにしていて、「京」の SPARC64 VIIIfx ではこれをや
めたわけですが、それは上述のように 128本までアーキテクチャレジスタを増やしたからできたこ
とで、32に減らすならマルチスレッドを再導入するべきでした。1つのループを複数スレッドで実
行するのと、ループアンロールはと同じ効果になりそうな気がしますが、実はそうではありません。
これは、ハードウェアマルチスレッドでは複数のスレッドが独立なアーキテクチャレジスタをもつ
ので、実効的にレジスタ数が増えているからです。ではそのぶんハードウェアが大規模化しないか？
というと、これは、例えば 2スレッド毎に同じだけどの物理レジスタの数をもたせてレジスタの数
を倍増したとしても、レジスタファイルのハードウェア規模は 2倍よりずっと小さいです。これは、
レジスタのセルのポート数が半分になるからです。

また、少ないアーキテクチャレジスタでも、「十分な OoO資源があれば」十分先までの命令をデ
コードして実行キューにいれること演算パイプラインを埋めることができる、というのは本当です
が、その時に必要なOoO資源の量、具体的には命令ウィンドウサイズや物理レジスタの数は、アー
キテクチャレジスタが「十分」にあればアンロールだけで埋められる、という時の「十分」と同じで
はありません。これは、OoO でパイプラインを埋めるには単純に考えるとレイテンシ分だけ最内側
カーネルを完全にデコードし、全ての演算に物理レジスタを割り当てることになるのに対して、アー
キテクチャレジスタが十分にあってアンロールできれば命令ウィンドウは遠くまで見る必要はない
し、アーキテクチャレジスタもループ内で使い回しができるからです。

3 については、根本的な問題は

� 広い SIMD幅をもつ物理的に大きな演算コア

� 多数のコアをまとめる物理共有キャッシュ

にあるわけなので、自明な方向は

� 演算コアを小さくする

� 物理共有キャッシュをやめる

にならざるを得ません。実行効率を下げる要因として、少ないアーキテクチャレジスタ、少ないOoO
資源、長大なレイテンシ、SMT不採用があるわけですが、これらの改善は現在の電力性能・面積あ
たり性能を大きく落とさないで実行効率を改善はしますが、電力性能・面積あたり性能を改善するも
のではありません。

データをチップ上で動かすことの消費電力は非常に大きく、電圧 1Vで 64bitデータを 10mm 動か
すと 60pJ が飛びます。実際には多数バッファ・パイプラインレジスタがあるのでもっと多いでしょ
う。問題は、既に述べたようにこれはシュリンクしてもかわらない、あるいは配線抵抗が増える分多
数バッファが必要になってむしろ電力が増えることです。 A64fx の動作電圧は公表されていません
がそこそこ低いとして例えば 20pJ としても、実際に 10mm 動かしたら配線だけで 50GF/W になっ
てしまって、演算器とかでもっと下がるわけです。実際に 10mmくらい離れている L2 のバンド幅
をあげられないのは当然といえます。

消費電力を 100MW、1GW と増やすわけにはいかないとするなら、スパコンの性能向上のために
は電力性能をあげる必要があり、そのためにはデータ移動による電力消費を削減する必要があるわけ
です。
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電力消費を増やす方向の解はないのか？というと、例えば太陽電池は非常に安価になってきており、
余剰電力も発生します。従って、余剰電力だけで動かすなら巨大な電力消費でもかまわないのでは？
とも考えられます。この方向の問題は、非常に高いピーク性能と冷却能力が必要になり、ハードウェ
アコストが非常に大きくなることです。蓄電技術の進歩によって常時電力が安価になる可能性も原理
的にはありますが、まだしばらくかかるのではないかと思います。

富岳の計画段階、あるいは「京」の計画段階でも、CPU かアクセラレータか、という議論があり、
より「使いやすい」CPU でも「目標性能」を実現できる、という論理で「CPU」だけのシステムが
開発された、という経緯があります。しかし、「京」、富岳と 2世代にわたった「CPUオンリー」の
システムはでは正しい選択だったのか？ということはきちんと検討する必要があります。

もちろん、公式の評価では、ベンチマーク 1位を 4つも獲得した富岳は素晴らしい成功だった、と
いうことになるわけですが、使う側からみると既に述べたように性能がでないマシンです。CPU で
あることの意義はソフトウェアの大きな変更や新規開発なしで既存のソフトが動くことであるわけ
ですが、富岳は確かに今まで「京」や Intel Xeon で動いていたものが「そのまま」動きますが、高
い性能はでない、といっても間違いではないでしょう。「京」では 15-20%の実行効率がでていた格
子流体コードが富岳では 2-3% まで落ちるとか、「京」では 30-50%の効率だった粒子法コードが 5%
以下まで落ちるといったことは珍しくありません。そのあと非常にがんばって問題点を明らかにし、
改善していくと 10-15% になることもある、という感じです。

ターゲットアプリケーションも例外ではなく、実行効率で 20% を超えるようなものはありません。
「使いやすい」はずの CPUオンリーにこだわったことは良かったといえるでしょうか？

世界的にも、単一の CPU コアだけでトップレベルのマシンを構築する、というプロジェクトは存
在しなくなっています。アメリカではNVIDIA、Intel、AMDがそれぞれアクセラレータ提供したシ
ステムが現在構築中ですし、中国で既に完成した 2つの 1エクサ超超システムも、1つはアクセラ
レータ、もうひとつは Sunway で、 CELL が復活したようなデータキャッシュをもたない演算コア
をもつ (命令キャッシュはある)システムであり、通常の階層キャッシュがあるメニーコアシステムは
富岳だけです。そもそも、「京」と同時期の BlueGene-Q以降、ヘテロジニアスでなくて Top 1 に
なったのは富岳だけです。

これは、いかにも 90年代以降の「失われた 30年」の日本らしく、世界の変化、あるいはその原因
となっている半導体技術の変化に対する対応が遅れている、しかも、国の多額の補助金が遅れている
大企業に集中するため、本来なら対応できる新しい企業や技術が育たず、遅れが深刻化する、という
ことでしょう。というわけでおそらく我々が「京」、富岳の経験から本当に学ぶべきことはここにあ
るわけですが、日本という国、そのシステム自体が急に変わることもないでしょうからこの問題は棚
上げにして以下技術的な観点から議論します。

さて、そうすると、「CPU」と「アクセラレータ」で何が違うのでしょうか? Intel が Xeon Phi で
示してしまったように、同じ命令セット、同じような SIMD 演算器をもたせると、スカラコアを簡
素にして同時命令発行数や実行ユニットを減らしてもさして電力性能は上がりません。

一方で、それでも単純なコアにするのは一定の効果がある、ということは PEZY-SCx や Sunway
が示しています。SC は (2までは)1コアに倍精度演算器 1つ、Sunway は 26010 では 4way の演算
器 1つで、どちらもそれほど複雑なプロセッサではありません。PEZY は 4/8 way の SMT によっ
てレイテンシを隠蔽する in-order のプロセッサ、 Sunway は色々なことがいわれていますが DEC
Alpha ベースであるようです。どちらも、A64fx に比べると 1コアの回路規模がずっと小さく、また
どちらも独立したアドレス空間にローカルメモリをもつことで、大容量のオンチップメモリを物理的
に演算器の近くに置いています。このことが、大容量のオンチップメモリへの高いバンド幅を実現す
ることを可能にしたわけです。

でも、NVIDIA の GPU は、 Intel x86 や Arm と同様な階層キャッシュじゃないか？と思うかもし
れませんが、NVIDIA GPU の場合レジスタファイルが L2と同程度か大きいくらいの容量があり、
これを上手く使わなければ高い実行効率が上がらないのは皆様ご存知の通りです。L2 は遠くてバン
ド幅が小さい (B/F で 1程度かもうちょっと低い)し L1 は非常に小さいので、レジスタファイルが
のデータ再利用が鍵になります。逆にいうと、そういう構成なので電力性能をあげられるわけです。
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PEZY-SCx や NVIDIA GPU の例からわかることは、階層キャッシュが駄目とはいいませんが、そ
こにデータをおいて計算して高い電力性能を維持するのはもう不可能である、ということです。これ
は、ここまででみたように理論的には自明で、チップ上でデータを 5mm とか 10mm の距離動かす
だけで演算と同程度に電力を消費するからです。PEZY-SCx ではコヒーレンシを捨てることでかな
りコア間のトラフィックを減らしてはいます。が、巨大なローカルメモリが性能向上に非常に大きく
貢献しています。

PEZY-SCx や Sunway と Xeon Phi (KNL) や Skylake との、キャッシュ以外の大きな違いは演算
ユニットの構成です。 KNL、Skylake はどちらも 512ビット幅の SIMD 演算ユニットを 2つもちろ
ん、これらが論理的に 1つのレジスタファイルを共有します。一方、 PEZY-SCx では (SC3 で 128
ビット幅になりましたが SC2までは) 64ビットで倍精度演算 1ユニットであり、浮動小数点演算に
ついてはスーパースカラーでもありません。register renaming とかしないので物理レジスタの数も
少ないです。 Sunway も、 26010 では 256ビット幅のユニット 1つで、こちらもおそらく renaming
はしていないと思われます。

CPU が持つ SIMD ユニットについては、SIMD 幅をどんどん広くすれば電力効率が上がる、とい
うものでもありません。これは。メモリアクセスでアラインしていないアドレスを許し、またレジ
スタ間の複雑な並べかえ命令 (AVX512 の VPERMI2(W/D/Q/PS/PD) 命令や SVE の TBL 命令)
を持つので、回路規模が SIMD 幅に比例より速く増えるからです。単純なクロスバーなら SIMD幅
の 2乗ですし、多段スイッチにしたとしても、配線の総延長は SIMD 幅の 2乗かそれより速く増え
てしまいます。さらに回路遅延もどんどん増えます。 SIMD 幅が 256-512 ビットで止まっているの
はこの辺に理由があるでしょう。

ここでも、GPU は 32 コアとかもっと多くの SIMD 演算をしているじゃないか、と思うかもしれ
ません。これは、レジスタ間 (コア間)の並べかえ命令をもたない、ということが大きく貢献してい
ます。コア間がつながってなければ、多数コアを並べても比例してしか回路規模は増えないですし、
遅延もふえません。

この辺は PEZY-SCx, Sunway, NVIDIA GPU どれも同じで、演算器間やレジスタ間の複雑な結合
を捨てることで回路面積、消費電力、遅延時間のどれも削減していると思われます。GRAPE-DR や
MN-Core も同様です。

さて、ではオフチップメモリへのバンド幅ももう悪くなる一方でどうしようもないのか？という
と、そうでもなくて少し改善のきざしがみえてきています。メインストリームの製品としてはこれは
AMD の 3D V-Cache で、 SRAM ダイをハイブリッドボンディングと言われる技術で CPUダイの
上に載せる、本当の 3次元実装です。AMD のこの例では SRAM ですが、AP memory は Powerchip
Semiconductor の DRAM 製造ラインで同様な 3次元実装を DRAM で実現しています。これは基
本的に AMD EPYC のキャッシュに使える程度の消費電力で DRAM にアクセスすることを可能に
するでしょうから、100GF/W を超えるような電力性能をターゲットにしても B/F で 0.1 程度、現
在の GPU 程度なら実現可能と思われます。この場合、 DRAM を非常に多数のブロックにわけて、
物理的には面的に並列にアクセスすることで性能を稼ぐわけですから、多数の演算コアがそれぞれ
のブロックに直結に近い、ローカルメモリに (遅いですが)大容量のブロックが加わったものになり
ます。そうすると、これは古典的な大規模 SIMD プロセッサである ICP DAP や TMC CM-2 と同
様な構造をもつことになり、データ並列言語の実装も現実的になります。

少し「富岳から学ぶべきこと」からは離れましたが、今後の HPC 用プロセッサの方向は基本的に
は半導体技術、あるいは物理法則の制約から決まるしかなく、

� SIMD でも MIMD でもいいが、複数の演算間の結合をなくす

� 階層キャッシュがあってもいいが、主要なメモリは個々の演算器ローカルにする

ことが性能向上には必須であり、それで使いやすいプロセッサにする方向として

� 本当の 3次元実装による DRAM と演算器の距離の削減によって、演算器ローカルのメモリを
大きくする
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ことが必須になってくると考えられます。



Chapter 158

アクセラレータかCPUか?というのは
どういう問いなのか (2022/11/13)

今年度からポスト富岳 FSも始まって、牧野もシステム調査研究に採択された 2つの提案のうち 1つ
の代表として関わることになりました。

まあその、「京」の時にも富岳の時にもアクセラレータ提案して却下になってるので 2度あること
は 3度あるとは思いますが、とはいえ対抗提案をすることで本命のものがよくなるかもしれないで
すし、また 3度目の正直ということもあるかもしれないので、というところです。

とはいえ、世界の情勢をみると、ホモジニアスな CPU コアの並列システムで世界一の性能をだし
たのは 2010年以降「京」、 BG/Q、富岳の 3システムだけで、それ以外は Tianhe-2A(Xeon Phi で
すが)、Sunway TaihuLight、Summit、Frontiers と全てヘテロジニアス、また現在 1EF 以上を達成
しているとみられる中国の 2 システムもヘテロジニアスです。なので、日本だけがガラパゴス的な
古いシステムにしがみついているようにもみえます。

中国についてみると、その一つは Sunway OceanLite で、ヘテロジニアスといってもプロセッサコ
ア自体は同一で、普通にキャッシュをもつ MPE (management processing element) とキャッシュの
かわりにローカルメモリを持ち、主記憶と DMA 転送ができてまたコア間のレジスタ-レジスタ転送
や放送や総和をサポートする CPE (compting processing element) からできています。これはキャッ
シュコヒーレンシを排除してローカルメモリアクセスに限ることで電力性能とアプリケーション実
行効率をあげています。まあそのぶんプログラムは修正は必要ですが、主記憶は一応共有されてるの
が使う側からみるとメリットです。データ転送書く必要ないしそこで性能が制約されることもないか
らです。プログラムも、低レベル環境でもスレッドベースなので、比較的ハードルは低いかもしれま
せん。

他の Tianhe-2A、Summit、Frontiers は CPUとアクセラレータでメモリ空間が別で、使うのはそ
れなりに大変です。

さて、我々はなんとなく

� CPU オンリーのホモジニアスシステムは使いやすいが性能は低い (価格あたり、電力あたり
共に)

� アクセラレータがあるヘテロジニアスなシステムは使いにくいが性能は高い (価格あたり、電
力あたり共に)

と思っているわけですが、これは、マーケットにある製品の観測としては概ね正しいとして、「我々
が開発するものはどうあるべきか」ということを考えるには十分ではありません。設計空間の中に
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は少なくとも CPU オンリーのホモジニアスシステムだけれど使いにくい、というものは確実に存在
しているし、原理的にはアクセラレータがあるヘテロジニアスなシステムだけど使いやすい、とか
CPU オンリーのホモジニアスシステムだけれど性能が高いとかいったものも存在しているかもしれ
なくて、我々はその可能な設計空間の中から「ベスト」(という言葉が何を意味しているかも問題で
すが)なものを選択するべきだからです。

従って、ここでは、我々が CPU、アクセラレータ、といっている時にそれは実際には何をいってい
るのか、という概念整理を試みます。

さて、CPUベースのシステムについては、我々のイメージは明確です。システムとしては、Xeon、
あるいは ARM、SPARC のような、その上の OSが動くマルチタスクな CPU の対称型 (これはそ
うでなくてもいいですが)マルチプロセッサで、1ノードはコヒーレンシがある階層キャッシュによ
る物理的共有メモリであるものです。

ノード内の並列化には、プロセス並列の MPI とスレッド並列の OpenMP (OS的には pthread)が
どちらも、通常はハイブリッドの形で使えることになります。

これが「使いやすい」というのは、要するに OpenMP で並列化できるので並列化してないプログ
ラムの並列化をインクリメンタルにできるとか、プラグマによるもので並列化しない動作も可能で
あるとかだと思います。

そうすると、システム側からみた「CPUベース」の条件は

� OS が動く対称型マルチプロセッシング CPUコア

� コヒーレントな階層キャッシュによる物理共有メモリ

ですが、アプリケーション側からみて「CPUベース」であることの意味は単に OpenMP が動くこ
と、ということになるでしょう。システム側の条件とアプリケーション側の条件は似てはいますが同
じではありません。例えば、OpenMP が実行できるためには共有メモリである必要はありますが、
原理的にはキャッシュコヒーレンシは必須ではありません。というか、少なくとも常時維持している
必要はありません。これはそもそも OpenMP が relaxed-consistency モデルによっているからでは
あります。

例えば、何か並列に実行できるループを OpenMP で並列実行したとします、並列実行できる、と
いうことは、そのループを実行中にあるプロセッサが更新したデータを他のプロセッサが使うことは
ない、ということです。なので、少なくともループの実行中は、キャッシュが更新された、という情
報を他に伝える必要はありません。ループが終わって、他のプロセッサが自分の更新したところを
アクセスする可能性がでる直前に、ライトバックして書換え情報を共有するか、そもそも書いたあ
とでローカルキャッシュを全部クリアすればよいわけです。もちろん、OpenMP のループ毎にプラ
イベートキャッシュを全部捨てるのは必ずしも賢い方法ではありませんが、コヒーレンシだけが解で
はありません。プライベートキャッシュを捨てる、という方法は賢くなさそうですが、コヒーレンシ
プロトコルと違ってコアが数増えてもトラフィックが増えない、スケーラブルな方法であるというメ
リットもあります。

細かいところまでちゃんと理解していないのでここは嘘を書いているかもしれませんが、PEZY-SC
では実際にコヒーレントがないキャッシュが採用されていて、ある PEが更新したデータを他の PE
がアクセスする前に実際に 2つが属するキャッシュレベルまでのフラッシュが必要で、上に書いたの
に近い仕掛けになってるのではないかと思います。なお、PEZY-SC の階層キャッシュの特徴は、L2,
L3 と下にいくと非常にラインサイズが大きくなることで、これは (近くの PEが近くのアドレスをア
クセスするようになっていれば)アドレストラフィックを減らし、非常にバンド幅が高い L2, L3 の
実現を可能にしています。

とはいえ、ここで書いていることは要するに、 OpenMP は

� 共有メモリ並列プロセッサでの fork-join 型の複数スレッド実行
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� 複数スレッド間の relaxed-consistency

を前提にしている、ということで、これらを完全にサポートするためにはハードウェアとして共通メ
モリ並列の MIMD プロセッサが必要です。

逆にいうと、完全でないサポートであれば SIMD でも問題ありません。例えば、元々ベクトルプロ
セッサでベクトル化されていたようなループを OpenMP (+SIMD) で並列化しています、というも
のは、ベクトルプロセッサ自体が SIMD プロセッサとみなせるわけでもちろん SIMD プロセッサで
(主記憶が共有されていれば)実行できます。

ループではなくて配列表記ですが、 HPF の元になったともいえる CM-Fortran はもちろん 完全
SIMD で流体とかQCDに普通に使われてたわけでそれなりに広い範囲のアプリケーションを記述す
るだけの表現力もあります。つまり、並列実行が非常に複雑な、コア毎に全然違うことをするような
ものでなければ、「OpenMPが動けばいい」というアプリケーション側の要請に答えるのに原理的に
は CPU である必要は全くないことになります。

もちろん、データセンターとかで仮想マシンにインスタンスを多数動かすとかウェブサーバーとかだ
と本当に CPUの並列性が必要 (ただそうすると共有メモリである必要が全くない気がしますが、、、)
ですが、少なくとも我々がHPCアプリケーションを動かす、という時に求めることは「pragma omp
parallel for を並列実行してくれる」ということでしょう。深層学習だと話はもっと簡単で、PyTorch
とか JAX とか (まあこれらが HPFみたいなものですが)が動けばよい。

それなら別に parallel for を動かすところは CPU でなくても 大規模 SIMD ユニットでも GPU で
もあるいはMN-Core でもいいじゃないかという気もするわけですが、それには、「起動とデータ転
送オーバーヘッドが十分小さいなら」という条件があります。例えばカーネル起動に数十マイクロ秒
もかかっていては、ものすごくがんばってカーネルの数を減らしても性能をだすことは難しいです
し、また、ホストメモリとデバイスメモリの間のデータ転送やその起動にさらに時間がかかっていて
は話になりません。

これは、

1. ホストがデバイスメモリに低レイテンシ、高バンド幅でアクセスできる

2. アクセラレータ側のコードを低レイテンシで起動できる

必要がある、ということです。1 は、Sunway とかのように CPU とアクセラレータを統合すればよ
いわけで、これはその気になればできる話だし、2も、ハードウェアレベルで「注意深く」設計すれ
ばすむ話ではあります。とはいえ、どちらにしてもキャッシュコヒーレンシとかいっているとそのレ
イテンシが既に大きいので無理、という問題はあります。例えば、外部 DRAM が主記憶で、それ
をキャッシュコヒーレンシがある形で共有していると、実際のホストとアクセラレータの通信レイ
テンシはすぐにマイクロ秒オーダーになってしまうわけで、つまり、外部 DRAM レベルで共有す
るものでは十分ではありません。CPUベースのメニーコアでなかなか性能がスケールしない (MPI
並列では別)のは結局これが理由で、通信・同期のレイテンシがとてつもなく大きいために折角同じ
パッケージにはいっていて物理的にはナノ秒で通信できるのに、採用された通信メカニズムのために
100-1000倍遅くなっているからです。

まあその、1 には、どういうコアを使うか問題がもちろんあり、 64 bit ARM コアは高いとか、そ
ういう問題はあります。とはいえ最近だと RISC-V がかなり使えるようになってきています。

そうすると、なんとなく形がみえてくるかな、というところです。


