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• マルチコア＋メニーコア加速器を計算ノードとし、それらが
高速ネットワークで接続されたクラスタ
– マルチコア：X86_64
– メニーコア：
 例：Intel Knights Ferry
 　　(Knights Corner)，
　　　NVIDIA Echelon
– ネットワーク：Infiniband
– ディスク：SSD

想定するアーキテクチャ
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マルチコア CPU

メニーコア 
CPU

SSD

Network

マルチコアに比べ
•コア単体性能低
•コア当メモリ少
•キャッシュ少
•SMT機能強化
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アーキテクチャの展望
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背景と目標
• 背景
　エクサコンピュータの実現に向け，メニーコアが今後のHPC
の主流になると予想され、そのための基盤ソフトウェアの
研究開発が不可欠である。

• 目標
 現時点でのアーキテクチャ動向を考慮し、エクサコンピュー
タを現実のものとするための基盤ソフトウェア群を開発す
る。
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研究項目
• メニーコア OS カーネル
マルチコア・メニーコア混成 OS の
実装

• 高性能 通信 & I/O システム
1) カーネル間通信、ノード間通
　信、I/O 通信
2) 並列 I/O と高レベル API

• 超軽量マルチスレッドライブラリ
レイテンシの低減・隠蔽

• 故障レジリエンス基盤
大規模クラスタにおいて避けて通
れない 5

Fault



メニーコア OS カーネル
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マルチコアに比べ
•コア単体性能低
•コア毎メモリ少
•キャッシュ少
•SMT 機能強化
•ベクトル演算機能強化

想定しているアプリ

(1) IO-bound なアプリ

(2) ベクトル処理に向いたアプリ

(3) 並列性があって IO も必要なアプリ

マルチコア

メニーコア

Linux +  
メニーコアとの通信 + 
メニーコアの資源管理

Linux API はフルサポート 
リッチな機能（FIle I/O，Socket 等） 
はマルチコアで処理

カーネル間通信

(1) マルチコア上でだけ 
アプリのバイナリが動作

(2) メニーコア上でだけ 
アプリのバイナリが動作

(3) マルチコアと 
メニーコアの 
両方でアプリの 
バイナリが動作
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メニーコア OS カーネル
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アプローチ
•メニーコアとマルチコアの性能特性に合わせたOSカーネル
機能分散

• マルチコア：ファイル I/O、socket 等
• メニーコア：メモリ管理等

•Cache-aware なメニーコア OS カーネル設計
•3つのプログラミングモデル

üProcesses on Many Core & Multi Core
ユーザプロセスがメニーコア、マルチコアの両方を使
う
üProcesses on Many Core and/or Process on Multi Core
メニーコアのみを使うユーザプロセスとマルチコアの
みを使うユーザプロセス。混在可。ファイル I/O 処理の
ためにマルチコア側のファイルサービスは利用する

準備状況
並木はマルチコア向け OS カーネルの研究実績が豊富．
AICS では既に企業とメニーコア混在型並列計算機の実現
性の検討を開始している．

課題
・目標と課題
メニーコアとマルチコアの特性を
生かし、アプリケーションからは
単一システムとして見せる並列 
OS カーネルの実現

・以下の研究開発を行う
üカーネル間通信 ＆同期方式
üプロセス管理
üマルチコア＆メニーコア間共有
　メモリ方式
ü低遅延ノード間通信機構
ü高バンド幅I/O機構
üマルチコアとメニーコア間の
　メモリ階層（ページング）
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高性能 通信 & I/O システム
• 新たな並列ファイルシステムおよび MPI-IO 等を研究開発
• 研究の主眼

– スケーラビリティ
– 細粒度かつ不連続な並列アクセスの高速化
– 信頼性の確保
– 故障から復帰している最中でもサービスを提供
– より少ないハードウェア資源

• 省コスト、省電力、信頼性の向上
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高性能 通信 & I/O システム
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アプローチ
•並列ファイルサーバ機能をマルチコアノードに統合するこ
とによりハードウェア資源を減らし，トータルでの消費電
力を削減する．
•メタデータアクセス，ファイルデータアクセスの負荷集
中軽減＆耐故障機能
•メニーコアとマルチコアの性能特性に合わせた通信機能
分散

üメニーコア：point-to-point 単純通信
üマルチコア：MPIデータタイプ，MPI-IO などの実装に
おいて単一コア性能が必要とされる機能

•HDF5 (Hierarchical Data Format) のような de fact standard を踏襲
し，逐次プログラムからの並列化が容易な新しい API と高
スケーラブルな実装
準備状況
辻田や MPI の実装に関する研究や，MPI-IO の高速化の
研究実績がある．
AICS においても MPI-IO の高速化の研究実績がある．

目標と課題
• 100万ノードからのファイル
アクセスまでスケールし，
トータル消費電力の低減と耐
故障性を実現する並列ファイ
ルシステムおよび並列I/Oライ
ブラリを実現する．

• 以下の研究を行う
ü耐故障高性能並列ファイルシ
ステム

üMPI通信ライブラリの高速化技
法

ü高スケーラブル通信ライブラ
リ・並列I/Oライブラリ
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超軽量スレッドライブラリ
• 背景

– メモリ・通信レイテンシの増大
– SMT ハードウェア機構（特にメニーコア）

• 目的 - SMT 機構を活用しレイテンシを低減する
– 超軽量マルチスレッド機構の研究開発

• 従来の pthread のようなスレッド生成・同期コスト
は高過ぎる - mwait & monitor 命令

• 生成されたスレッドは必ずしも計算をするものではな
い - HelperThread
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超軽量スレッドライブラリ
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アプローチ
•ハードウェアが提供する SMT 機構に基づき，オーバ
ヘッドが少なく，高速なスレッド機構を研究開発する．
•スレッド機構に加え，各種レイテンシを低減・隠蔽する
ための方式についても研究を行う．

üマルチコア上でのレイテンシの低減・隠蔽
üメニーコア上でのレイテンシの低減・隠蔽

準備状況
堀は，C++ をマルチスレッド拡張した MPC++ の実行時
ライブラリの開発や，HPC クラスタ向けの低レベル通信
ライブラリの開発経験を持つ．

目標と課題
•エクサスケールをターゲットとし
てアーキテクチャのトレンドか
ら，相対的に増大する様々なレイ
テンシを低減・隠蔽する技術とし
て有望である．
•以下の研究開発を行う

üスレッド生成方式
ü軽量同期方式
üメモリレイテンシ低減方式
ü通信レイテンシ低減方式
ü I/Oレイテンシ低減方式
ü故障レジリエンス方式
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故障レジリエンス基盤
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カーネル

低位レベル通信レイヤー

故
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高位レベル通信レイヤー (MPI)

アプリケーションプロセス

• ソフトウェアスタックの各レイヤーで共通して使うことがで
きるソフトウェア基盤
– 故障の検出と通知
– 仕掛かり状態の解消（例えば，ロックの解除）
– （レイヤーをまたがる）再実行，など

アプリケーションスレッド
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故障レジリエンス基盤 
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アプローチ
•通信ライブラリレイヤでリモートノード故障検出・通知
機構を設計する．
•故障検出を基にした故障回復機構を設計する．
•MPI 通信ライブラリの2大実装の一つである Open MPI
実装に設計した故障検出・通知機構を実装し、京コン
ピュータ上で評価する．

準備状況
Graham はネットワークの故障に耐性を持ち，かつ高性
能な LA-MPI（The Los Alamos Message Passing 
Interface）を開発した経験がある．現在，MPI-Forum 
(MPI 通信ライブラリ標準化団体)において，Graham の主
導で故障レジリエンス基盤の標準化作業が進んでいる。ま
た，Graham は Open MPI 通信ライブラリ実装のリーダ
の一人である。さらに、ORNL には 22 万コアを持つ大
規模なクラスタ Jaguar を運用しており，ここで得られた
故障に関する実体験は貴重である．

目標と課題

•エクサスケールで想定される故障
頻度（数十分～数時間）では，
チェックポイント・リスタートな
どの既存手法はオーバヘッドが大
きく非現実である．アプリケーショ
ンプログラムレベルで故障に対応し
たプログラミングを可能にする枠組
みを提供し，最適な故障回復手段を
提供する．

•以下の研究を行う

üFault Model および Fault 
Recovery手法

üFault MPI通信ライブラリの実現

ü故障レジリエンス基盤のための
システムソフトウェア
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おおお

体制と役割分担
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（メニーコア）軽量OS
【AICS】

ヘテロOS
【農工大】 

（MPI）通信とI/O
【近畿大】 

並列分散ファイルシステム
【AICS】 

超軽量スレッドライブラリ
【AICS】 

故障レジリエンス基盤
【ORNL】

メニーコア用の OS カーネル 高性能 I/O システム

超軽量スレッドライブラリ 故障レジリエンス基盤

AICS：代表 堀敦史     農工大：代表 並木美太郎
近畿大：代表 辻田祐一    ORNL：代表 Richard Graham

üマルチコア・メニーコア間通信
üメニーコアの資源管理
üメニーコアのプロセス制御

üメニーコアの通信，I/O 機能
ü超軽量マルチスレッド機構
ü故障レジリエンス機構

開発項目
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スケジュール

2011年3月29日

AICS の計算科学研究グループのアプリを使って評価

初年度 2年度 3年度 4年度 最終年度

OSカーネル
設計
プロトタ
イプ実装

評価改良 統合　 高度化 評価改良

通信と I/O
設計
プロトタ
イプ実装

評価改良 統合 高度化 評価改良

超軽量スレッド
設計
プロトタ
イプ実装

評価改良 統合 高度化 評価改良

故障レジリエン
ス

　　設計 実装
評価 統合改良 高度化 評価改良

AICSアプリを
移植し評価
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理研 計算科学研究機構 (AICS)
• 運用技術部 - 「京」の運用
• 研究部門 - ポスト「京」を視野に置いた 8 研究チーム

– 計算機科学
• システムソフトウェア 研究チーム
• プログラミング環境 研究チーム
• プロセッサ 研究チーム

– 計算科学
• 連続系場の理論 研究チーム【量子物理】
• 量子系分子科学 研究チーム【計算化学】
• 量子系物質科学 研究チーム【量子材料】
• 粒子系生物物理 研究チーム【計算生化学？】
• 複合系気候科学 研究チーム【気候】

2011年3月29日

検証・評価の
ためのアプリ
を提供しても
らう
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H23 年度末に予定される成果
• メニーコア OS カーネル

設計と機能の一部のプロトタイプ

• 高性能 通信 & I/O システム

設計と機能の一部のプロトタイプ

• 超軽量マルチスレッドライブラリ

設計と機能の一部のプロトタイプ

• 故障レジリエンス基盤

設計
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まとめ
• エクサスケールのスパコン実現に向けて

– 計算ノードにマルチコアとメニーコアの混成アーキテク
チャを想定

– 大きく４つの研究開発項目
1. メニーコア OS カーネルの研究開発
2. 高性能 I/O システムの研究開発
3. 超軽量マルチスレッドライブラリの研究開発
4. 故障レジリエンスソフトウェア基盤の研究開発

– これらのソフトウェアは互いに統合連携
– 最終的に AICS アプリを使って検証・評価

• 本プロジェクトで開発されたソフトウェアは、オープンソー
スとして配布。実際に使ってもらえる品質、ドキュメント。
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