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2.4.1. はじめに 

GT5D コードは磁場閉じ込め型の核融合炉における炉心プラズマの閉じ込め性能を決定する

乱流輸送現象の評価を目的として、日本原子力研究開発機構で開発された第一原理プラズマ

乱流コードである。核融合プラズマの第一原理モデルは 5次元位相空間（3次元空間×2次元速度）にお

ける粒子分布の発展を記述する移流・拡散方程式で与えられる。GT5Dコードはこの方程式を 5次元格

子上で離散化して CFDスキームを適用するため、3次元流体モデルに比べて〜1002倍程度大きい自由度

の流体計算となる（スライド p2参照）。現在のペタスケールマシンにおいてようやく既存装置規模の炉

心プラズマの数値実験が可能になったが、国際熱核融合実験炉 ITERのような次世代の大型装置の数値

実験を行うには京コンピュータ、あるいは、将来のエクサスケールマシンが必要となる。このような大

規模計算を実現する上で超並列マルチコアクラスタマシンの利用技術の高度化が必要不可欠となってい

る。本測定評価作業では、特に、今後の超並列マルチコアクラスタマシンにおいて重要になる、小さい

メモリバンド幅を有効利用する技術、および、10万コア以上の超並列計算の並列化効率を向上する技術

に焦点を当てて最適化技術の開発およびその有効性検証を行った。 

2.4.2. プログラム概要 

GT5D ではスライド p3 に示すプラズマ粒子分布関数の移流・拡散方程式と乱流場を決めるポ

アソン方程式をカップルさせてプラズマ乱流の非線形発展を追跡する。移流・拡散方程式につ

いては移流項 G を取り扱う Gyrokinetic Solver に 4 次精度無散逸保存型差分スキームを適用

し、粒子衝突項 C を取り扱う Collision Operator に 6 次精度中心差分を適用する。一方、ポア

ソン方程式を取り扱う Field Solver においてはトーラス方向にフーリエモード展開を適用し、トー

ラス断面上で 2次元有限要素近似を用いる。スライド p14に並列化モデルを示すが、GT5Dでは、

演算子が持っている物理的対称性（例えば、移流項 G は v⊥をパラメータとする 4次元演算子と

なるのに対し、粒子衝突項 C は R , ,Z をパラメータとする 2次元演算子となる）に基づいて各ソル

バーの並列化軸を選択する。さらに、それを複数の MPI コミュニケータおよび OpenMP によって

構成する階層的通信ネットワーク上で実装することによって、全ての通信処理をMPIコミュニケー

タの部分空間に閉じ込めて全ノード間の集団通信を回避する。これによってバイセクションバンド

幅の有効活用を図り、並列化率を向上する。移流・拡散方程式の時間積分には半陰解法を適

用し移流項 Gに含まれるスティフな線形移流項を陰的に扱う。この陰的ステップでは線形移流項

の差分演算子（~1010自由度の非対称行列）が与える連立一次方程式を反復法（共役残差法）

によって解く。このアルゴリズムをスライド p6に示すが、この反復法ソルバーが GT5Dにおいて最も

コストが大きいカーネルとなる。 

2.4.3. 測定環境 

本測定評価作業では 2種類の機種間比較を実施した。一つ目の機種間比較では、スライド p

4 にまとめるように、BX900（Nehalem-EP+InfinibandQDR8x）、Helios（SandyBridge-EP+Infinib

andQDR4x）、および、京（SPARC64VIIIfx+Tofu）という 3 つのマルチコアクラスタ環境を使用し

た。Helios と京はどちらも 8 コアのプロセッサを採用しているが、ネットワークについては FatTree ト

ポロジの InfinibandQDR、および、6DTorus トポロジ（ユーザービューは 3DTorus）の Tofu と大き

く異なる機構を採用している。このような共通点と相違点に着目して各環境の性能を比較した。



もう一方の機種間比較では参考資料 p8にまとめる FX1（SPARC64VII+InfinibandQDR4x）、FX

10（SPARC64IXfx+Tofu）、および、京（SPARC64VIIIfx+Tofu）という世代の異なる 3つの SPAR

C プロセッサを使用した。 

2.4.4. 測定結果 

本測定評価作業では、4.1 単体性能評価、4.2 通信性能評価、および、4.3 コード全体のスケ

ーラビリティ評価に取り組んだ。 

2.4.4.1. 単体性能評価  

単体性能評価は GT5D の反復法ソルバーカーネルを対象とし、性能推定モデルの適用、性

能評価、推定値と実測値の比較、および、機種間比較を実施した。性能推定モデルの概要お

よびその適用例をスライド p5 および p7-9 にそれぞれ示す。このモデルは基本的にいわゆるルー

フラインモデルに基づいており、ハードウェアの B/F 比（最大実効メモリバンド幅 /理論演算性能）

とアプリケーリョンの演算密度、あるいは、Byte/Flop の比較によって実効演算性能を与えるもの

である。ここで、メモリアクセス Byteの評価においてはソースコードレベルでデータのオンキャッシュ

判定を行うことによって、実際のメモリアクセス状況に近い性能推定を行う。オリジナル版差分カ

ーネルの評価をスライド p7 に示すが、この例では 4次元差分において j~l方向のデータはオンキ

ャッシュとなるのに対し、i 方向はメモリアクセスとなる。この結果、Byte/Flop~1 となる。これに対し

て、OpenMP のサイクリックループ分割による最適化を適用した例をスライド p8 に示すが、この場

合には i 方向のデータも隣接スレッドがロードしたデータの再利用によってオンキャッシュとなる。

この結果、Byte/Flop~0.5 となり、演算密度が大幅に向上する。インテル系の BX900 および Heli

os ではこのカーネルを採用している。スライド p9 はさらに差分演算を i,j 方向と k,l 方向に分割し

た京における最適化カーネルの例を示す。この例では演算密度が Byte/Flop~0.85まで低下する

が、京においてはデータプリフェッチの観点からループボディを調整することが必要であった。 

スライド p10 は上記最適化前後でのカーネル処理性能の測定結果を示す。最適化によって

反復法ソルバーの差分演算部分、ベクトル演算部分、どちらのメモリバンド幅も STREAM ベンチ

マークが与える最大実効メモリバンド幅（コアあたり 5.76GB/s）に近づき、演算性能も向上してい

る。これに伴い、ベクトル演算部分の実効演算性能は推定値（スライド p6 参照）にかなり近づい

ている。しかしながら、差分演算部分の実効演算性能は依然として推定値の 2/3 程度にとどまっ

ている。この原因を特定するために、スライド p11ではプロファイラ情報を詳細に調べた。この結果、

演算待ちや SIMD 化率の低下は見られなかったが、SIMD 演算における積和 SIMD 演算の比

率が全体の 1/3 程度に留まっており、FLOPS 換算で 2/3 程度の性能となっていることがわかった。

積和 SIMD の比率は実効演算性能に大きく影響する要因であるが、カーネルのアルゴリズム、コ

ンパイラ最適化等に依存する要素であるためルーフラインモデルのような系統的な数値化が難し

い。このため、性能推定においてはそれぞれの問題に応じて積和 SIMD の比率を考慮した補正

が必要になる。 

スライド p12 は GT5D カーネル処理性能の Intel 系プロセッサと京の機種間比較を示す。ベク

トル演算部分の処理性能はほぼメモリバンド幅に比例して決まっており、京の処理性能が最大と

なる。一方、差分演算部分に関しては Intel 系のプロセッサ環境の処理性能が高い。Intel 系の

環境では演算密度が最も高いスライド p8 の最適化版を使用していることがこの原因と考えられる。

Intel 系の環境においても差分演算部分において推定値と実測値の乖離が大きい。 



参考資料 p4-7はスライド p12 と同じテストを 3つの SPARCプロセッサで比較した結果を示す。

このテストでは全て京と同じ最適化カーネルを使用したため、演算の最適化に大きな違いが無く、

ベクトル演算部分（スライドで main と表記）および差分演算部分（スライドで l4dx と表記）の両方

において、処理性能は参考資料 p8 に示すメモリスループット（Stream Triad）の性能比と良く対

応することがわかった。 

 

2.4.4.2. 通信性能評価  

GT5D における MPI 通信の一覧をスライド p14 に示す。ここで、Gyrokinetic Solver の 2 次元

方向の袖領域通信と Collision operator のデータ転置が主要なコストを占めるため、これらの通

信を演算とオーバーラップして通信コストを削減する通信マスク手法を開発した。 

袖領域通信に関しては、差分演算を袖領域データを参照する部分としない部分に分割し、後

者を通信と同時処理することによって通信のオーバーヘッドを削減する。開発にあたり、まず、ス

ライド p15 に示す非同期通信（mpi_isend/irecv）と演算の同時処理の問題を調査したところ、従

来の多くの MPI ライブラリ（富士通、Intel、Bull）で採用している RendezVouzプロトコルでは、MP

I 処理と演算処理の干渉によって、非同期通信を開始するのに必要な制御通信がスタックし、通

信と演算の同時処理が機能しないことがわかった。この問題を回避するためにスライド p16 に示

す 2 つの通信マスク手法を開発した。演算中に mpi_test を定期的に呼び出す方法では、演算

中に一時的に MPI処理を復帰させて、RendezVouz プロトコルの制御通信を促進する。一方、O

penMP によって通信スレッドを実装する方法では、マスタースレッドを通信完了まで通信専用に

割り当てることによって MPI 処理と演算処理の干渉を回避する。スライド p17 に示す測定結果で

は、これらの手法によって通信のオーバーヘッドを大幅に削減できることを確認した。京は 4 つの

通信コントローラを搭載するため、mpi_sendrecv を mpi_isend/irecv に変えるだけで通信コストが

半減する。さらに、通信マスク手法を適用すると、mpi_test を呼ばない場合には上記問題によっ

て通信コストが mpi_wait のコストとして残るのに対し、mpi_test を呼び出すことによって通信と演

算の同時処理が機能し、通信のオーバーヘッドが大幅に削減される。ここで、マスタースレッドで

発生する mpi_test のコストは僅かである。一方、通信スレッドを用いる場合にも通信のオーバー

ヘッドは大幅に削減されるが、これはマスタースレッドで発生する通信コストを 8 コアで分け合うこ

とに相当する。FatTree トポロジの Helios では袖領域通信コストが京に比べてかなり大きく、その

分、通信マスク手法のインパクトも大きい。 

通信スレッドを用いる手法は非同期通信だけでなく、同期通信や集団通信にも適用できる汎

用性の高い手法である。そこで、GT5Dではスライド p.18に示すようにデータ転置にこの手法を適

用した。スライド p13 に示すように Gyrokinetic Solver と Collision Operator は異なる並列化軸

を用いるため、Collision Operator の処理前後でデータ転置、逆転置が発生する。ここでは、こ

の並列化軸と関係ない方向に処理全体を分割し、さらに、データ依存性のないインデックス間

でデータ転置、逆転置、および、演算を組み合わせて通信スレッドを実装した。スライド p19 に示

す測定結果では、この通信マスク手法の適用によって 2〜3 割の処理コスト削減を確認した。 

2.4.4.3. コード全体のスケーラビリティ評価  

スライド p20 に既存装置規模の中規模パラメータを用いて測定した GT5D コードのストロングス

ケーリングを示す。まず、FatTree トポロジの Helios と BX900 では Torus トポロジの京に比べて通

信コストのスケーリングがかなり異なる。しかしながら、どの環境においても通信マスク手法の適用

によって、通信コストが大幅に削減され、実効演算性能が 2〜3 割増大する。 



この傾向は、参考資料 p2-3 に示す 3 つの SPARC 環境の測定結果にも見られ、最適化前の

バージョンに比べて、通信マスク手法の適用によって大幅な処理性能向上が実現している。ただ

し、8 コアの京、16 コアの FX10 に比べて 4 コアの FX1 では通信スレッドのオーバーヘッドが大き

くなることから、性能向上は~7%程度に留まっている。また、通信コストが削減された結果、参考

資料 p3 に示す機種間の性能比が単体性能比に近い値となっていることもわかった。 

スライド p21 に ITER 規模の大規模パラメータを用いて測定した GT5D コードのストロングスケ

ーリングを示す。この性能測定では通信マスク手法の適用によって通信コストをほぼ一定のレベ

ルに抑制し、その結果、約 20万コアまで良好なストロングスケーリングを確認した。このデータから

評価した並列化率は~99.9998%に達し、スライド p20 に示した BX900 上の as is コードのストロ

ングスケーリングに比べて一桁以上の並列化率向上を達成した。 

2.4.5. まとめ 

今後の超並列マルチコアクラスタマシンで重要となる、小さいメモリバンド幅を有効利用する技術、

および、超並列計算の並列化率を向上する技術の一例として、共有キャッシュ利用手法、および、通信

マスク手法を GT5Dコードに適用し、その有効性をペタスケールのマルチコアクラスタマシンで検証し

た。特に、今回開発した通信マスク手法は、将来のエクサスケール計算に向けて重要となるストロング

スケーリングの向上に極めて有効であることが示された。 
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 pj+1 = rj+1 + βj Apj 
 Apj+1 = Arj+1 + βjApj 

enddo 
Ĵ8iĻōţƪBŖÑ&Ɛűƃƞ½Ĺ�è²µƗƘƝ 

6 

"  [%�Äõ% 
Byte/Flop~1Ʀ0.85Ƨ 
→©ãƌƤű�~36%Ʀ42%Ƨ 

"  Ɛűƃƞ�Äõ% 
Byte/Flop~7 
→©ãƌƤű�~5% 
ĳstream benchmark B/F~0.36 

cf.[4ĹHPCS2012; Williams,ACM2009] 



Byte/FlopŖÝ��ĵŮƝŸƅƞ[%ůƤƇƞ�
!  ö&ŶŪźƮ132x68x44x44 
f(-1:nv+2,-1,nz+2,-1:ny+2,-1:nx+2) 
             1kb 
                         71kb 
                                      3mb 
                                                  140mb 

!  ƭ�[%ŖŮƢŰƙƀŷƚ'RƦ6mbƧ�
lƮć8b x 5 = 40b Ĵon cache 
k: 1kb x 5 = 5kb Ĵon cache 
j:  71kb x 5 = 355kb Ĵon cache 
i:  3mb x 5 = 15mb Ĵmemory access 
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@8:&@='6?&9<*>%�

�!����A7?;(&.0+�

�!�������A7?;$)&451�

�����A,2/-3$)&451�
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������#�� �����	��!&���	��!*���	��!)���	��!(����

���������5;68?AC�� "����

�������"�������!(�����!(�
����

�������"�������!)�����!)�
��

�������"�������!*�����!*����

�������"� �����!&�����!&������

����������( ���� ���������� ������	����

����������(#���� ���������� �����������

���������� (����&(#� ���(#	&( � ���( ���(��

����������) ���� ���������� ����	������

����������)#���� ���������� �����������

���������� )����&)#� ���)#	&) � ���) ���)��

����������* ���� ���������� ��	��������

����������*#���� ���������� �����������

���������� *����&*#� ���*#	&* � ���* ���*��

����������& ���� ���������� 	����������

����������&#���� ���������� �����������

���������� &����&&#� ���&#	&& � ���& ���&��

����������( ����� ���������� ������	����

����������(#����� ���������� �����������

���������� (�����&(#�� ���(#�	&( �� ���( ����(���

����������) ����� ���������� ����	������

����������)#����� ���������� �����������

���������� )�����&)#�� ���)#�	&) �� ���) ����)���

����������* ����� ���������� ��	��������

����������*#����� ���������� �����������

���������� *�����&*#�� ���*#�	&* �� ���* ����*���

����������& ����� ���������� 	����������

����������&#����� ���������� �����������

���������� &�����&&#�� ���&#�	&& �� ���& ����&���

���������� "'�	������� (�� )�� *�� &�	������ (��� )��� *��� &����

������������ ���������� �������	��%����� "'��
$� ��

�������������������� �����������

�������������������� ����������� ��������

�������!��"�

�������!��"�

�������!��"�

�������!��"�

�

 

  
JAD-JG.>I-BF1H,�

&( � �K@IE/-572�

&(� �����K@IE+0-<=8�

#����K3964:+0-<=8�

"  ƗƘƝŨűŻŹ 
     L/S + 6 x L = 8 = 64Byte 
"  �Ä 
     add 24 + sub 11 + mult 31 = 66Flop 

ĴByte/Flop~1 

Byte/FlopŖÝ��ĶŶŪűƝƀű%-£ůƤƇƞ�
!  ƭ�[%ŖŮƢŰƙƀŷƚ'RƦ6mbƧ�
lƮć8b x 5 = 40b Ĵon cache 
k: 1kb x 5 = 5kb Ĵon cache 
j:  71kb x 5 = 355kb Ĵon cache 
i:  Ĵon cache 

!  i{=[%Ŗi±1Ĺi±2ƂƤŽŗŶŪ
űƝƀű%-őŗþuŹƟƀƄŁƠ
ƤƄŇōŰƙƀŷƚƜŪƢŧ"(¬ 

!  ŹƟƀƄúŪƢƊƜƢŹŗi±1Ĺi±2
ŖƗƘƝŨűŻŹŖŮƤƊƤƏƀƄ
ŕšŏŐÎe²ŕ�� 

 

8 

 

 132 

�

�������������	��!������!�������

�������������	��"������"�����

�������������	��#������#�����

�������������	�����������	
��

����������!������������������������	���

����������!������������������������	���

�����������!�����!������!���!������!����!��

����������"����������������������	�����

����������"����������������������	�����

�����������"�����"������"���"������"����"��

����������#��������������������	�������

����������#��������������������	�������

�����������#�����#������#���#������#����#��

�����������������������������	���������

�����������������������������	���������

�������������������������������������������

����������!�
�����������������������
���

����������!�
�����������������������
���

�����������!
�����!�
�����!�
��!�
�����!�
���!
��

����������"�
���������������������
�����

����������"�
���������������������
�����

�����������"
�����"�
�����"�
��"�
�����"�
���"
��

����������#�
�������������������
�������

����������#�
�������������������
�������

�����������#
�����#�
�����#�
��#�
�����#�
���#
��

������������
�����������������
���������

������������
�����������������
���������

������������
�������
�������
����
�������
����
��

������������ �����	����!���"���#��������
����!
���"
���#
����
���

������������������������������������������ ��������

�����������
���
��������������
�

�����������������������������������������

������������

������������

������������

������������

�

 

  
@8:&@='6?&9<*>%�

�!����A7?;(&.0+�

�!�������A7?;$)&451�

�����A,2/-3$)&451�

"  ƗƘƝŨűŻŹ 
     L/S + 2 x L = 4 = 32Byte 
"  �Ä 
     add 24 + sub 11 + mult 31 = 66Flop 

ĴByte/Flop~0.5 
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�

�A ���� �� Byte&��� 
��	� �� �� $ #%/"#!�� �� Byte 
�� 
�L2 

�����
� �!�%�$�#�"� 2 64 
 

(2+6)*8 
��� !�%�$�#�"� 

!�%�$�#�"	���

!�%�$�#�"����

!�%�$�#�"	���

!�%�$�#�"����

!��%�$�#�"� 

6 

������ �-"���."���/"  
�-�"��.�"���/�"  

� 



Byte/FlopŖÝ��ķƞƤƎ%-£ůƤƇƞ�
!  ƭ�[%ŖŮƢŰƙƀŷƚ'RƦ6mbƧ�
lƮć8b x 5 = 40b Ĵon cache 
k: 1kb x 5 = 5kb Ĵon cache 
j:  71kb x 5 = 355kb Ĵon cache 
i:  Ĵon cache 

!  ƞƤƎƒƂũŖâzŧ´²ŒŇ
ōƞƤƎ%- 

cf.ƉƤƄūŬŨƎƝƍŬƀſŖ�ûŹ
ƃƝƤƖyŗ16 
!  4��[%ŕĿļŐăG%-{=
Ʀi,jƧŒŌť�KƦk,lƧŕƞƤƎ%- 
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@8:&@='6?&9<*>%�

�!����A7?;(&.0+�

�!�������A7?;$)&451�

�����A,2/-3$)&451�

"  ƗƘƝŨűŻŹ 
     2 x L/S + 3 x L = 7 = 56Byte 
"  �Ä 
     add 22 + sub 11 + mult 33 = 66Flop 

ĴByte/Flop~0.85 

 

 134 

�

������( �%���!�	��&+���	��&/���	��&.���	��&-����

������������������)*�*"�����0312456��.�%"���

�������'�"�����&-�����&-�
����

�������'�#�����&.�����&.�
��

�������'�$�����&/�����&/����

�������'�%�����&+�����&+������

���������!/%���!�%�$�#�"��!�%�$	��#�"���

���������!/(��!�%�$�#�"��!�%�$���#�"���

���������!%/����+/(�%��!/(	+/%�%��!/%���/"�

���������!+%��!�%�$�#�"��!�%	��$�#�"���

���������!+(��!�%�$�#�"��!�%���$�#�"���

���������!%+����++(�%��!+(	++%�%��!+%���+"�

���������!/%���!�%�$�#�"��!�%�$	��#�"���

���������!/(���!�%�$�#�"��!�%�$���#�"���

���������!%/�����+/(��%��!/(�	+/%��%��!/%����/�"�

���������!+%���!�%�$�#�"��!�%	��$�#�"���

���������!+(���!�%�$�#�"��!�%���$�#�"���

���������!%+�����++(��%��!+(�	++%��%��!+%����+�"�

����������!�%�$�#�"��	������!%/�!%+�	�����!%/��!%+����

������ &��'�

������ &��'�

������ &��'�

������ &��'�

������������������)*�*"�����0312456��.�%"���

�������'�"�����&-�����&-�
����

�������'�#�����&.�����&.�
��

�������'�$�����&/�����&/����

�������'�%�����&+�����&+������

���������!-%��!�%�$�#�"��!�%�$�#�"	����

���������!-(��!�%�$�#�"��!�%�$�#�"�����

���������!%-����+-(�%��!-(	+-%�%��!-%���-"�

���������!.%��!�%�$�#�"��!�%�$�#	��"���

���������!.(��!�%�$�#�"��!�%�$�#���"���

���������!%.����+.(�%��!.(	+.%�%��!.%���."�

���������!-%���!�%�$�#�"��!�%�$�#�"	����

���������!-(���!�%�$�#�"��!�%�$�#�"�����

���������!%-�����+-(��%��!-(�	+-%��%��!-%����-�"�

���������!.%���!�%�$�#�"��!�%�$�#	��"���

���������!.(���!�%�$�#�"��!�%�$�#���"���

���������!%.�����+.(��%��!.(�	+.%��%��!.%����.�"�

���������!%',���!�%�$�#�"�	������!%-�!%.�	�����!%-��!%.����

����������!�%�$�#�"��!�%�$�#�"�	��*����!%',��
)�%��

����������!���!���!�%�$�#�"�����

����������!���!���!�%�$�#�"��!��%�$�#�"��

������ &��'�

������ &��'�

������ &��'�

������ &��'�

�

�

�A���� 
	 Byte&��� 

�ŕĿńŤĞħĕěůƤƇƞŖ�ó2�

!  KŕĿńŤ�ó2 
!  ö&ŖƋƂũƢŲĴŰƙƀŷƚÂ;BôƦƐűƃƞ�ÄƧ 
!  OpenMPŶŪűƝƀűƞƤƎ%-ĴŰƙƀŷƚ(¬0§=�Ʀ[%�ÄƧ 
!  Ƭ��xyzv[%ŧvz[%ƦŮƢŰƙƀŷƚƧƨxy[%ŕƞƤƎ%- 

 ĴŹƃƝƤƖy+�ŕšŤ�Ä�ó2Ŗ�ïƦ[%�ÄƧ 
!  ƈƤƄ!SMP#©mÍ 

!  Ɛűƃƞ�Äõ%ŗŚśvRìţŖmÍ 
!  [%�Äõ%ŗvR�Ŗ2/3»_ŖmÍĴŴƢƋŪƜ�ó2ŖAĄƯ 

10 

�¼� #©� msec� GF/core� peak ratio�GB/s/core�peak ratio�

K 
ƦASISƧ�

[%�Ä� 64.60  3.08  19.24% 3.67  45.91% 

Ɛűƃƞ�Ä� 66.11  0.67  4.19% 4.78  59.80% 

��� 130.68  1.86  11.63% 4.23  52.91% 

K 
Ʀ�ó2Ƨ�

[%�Ä� 45.15  4.29  26.78% 4.49  51.57% 

Ɛűƃƞ�Ä� 60.65  0.74  4.64% 5.20  63.85% 

��� 105.80  2.26  14.10% 4.90  58.55% 

ĳƈƤƄĻōţö&ŶŪźƮ48x80x64x100=200MB 



�ŕĿńŤĞħĕěůƤƇƞ¥m%��

!  �ÄdŎŖaĂŗŌťŚœØŢťŊĹSIMD2§şŚś100%ĺ 
!  [%�ÄŖ½@SIMDŖ�§ŗ1/3»_ƦFLOPSwÄő2/3»_Ƨ�
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ĦĠĢě?�§Ĳ
ĉď�0Ê?�yĊ�

ĦĠĢě?�§Ĳ
ĉďĦĠĢěUäĲ
?�yƧ�

ĦĠĢě�Ä?�§Ĳ
ĉďĦĠĢěUä�ÄĲ
?�yĊ�

ĦĠĢěƠƤƄ?�§Ĳ
ĉďĦĠĢěUäƠƤƄ

?�yĊ�

ĦĠĢěŹƃŨ?�§Ĳ
ĉďĦĠĢěUäŹƃŨ

?�yĊ�

[%�Ä� ĘėĎĒđĈ� ęęĎĘĘĈ� ęęĎĘėĈ� ęęĎĘęĈ� đĐĐĎĐĐĈ�

Ɛűƃƞ�Ä� ėĘĎęĒĈ� ęęĎĒęĈ� ęĘĎđęĈ� đĐĐĎĐĐĈ� đĐĐĎĐĐĈ�
�1Wy��Ä�

?�y�
ĦĠĢě�1Wy�Ĳ
�Ä?�y�

�1Wy�Ĳ
�Ä?�y�

ĦĠĢě�1Wy�Ĳ
½@�Ä?�y�

�1Wy�Ĳ
½@�Ä?�y�

[%�Ä� ĕĎĘĔĜċđĐ� ēĎĘēĜċđĐ� ėĎĕēĜċĐė� ĒĎĐĐĜċđĐ� ĕĎĘĒĜċĐĔ�

Ɛűƃƞ�Ä� ęĎĕĘĜċĐę� ėĎĒĐĜċĐĘ� đĎėĔĜċĐĘ� ĘĎĖęĜċĐę� đĎĐđĜċĐē�

¯ŔŤƔŷƢúőŖĞħĕěůƤƇƞ#©mÍŖ�è�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FX1:SPARC64 VII (2.5Ghz, 10Gflops/core, L1-64kB/core, L2-6MB/CPU, B/F=1)  
BX900:Nehalem-EP (2.93Ghz, 11.72Gflops/core, L3-8MB/CPU, B/F=0.546)  
Helios:SandyBridge-EP (2.7Ghz, 21.6Gflops/core, L3-20MB/CPU, B/F=0.3) 
K:  SPARC64VIIIfx (2Ghz, 16Gflops/core, L1-32kB, L2-6MB/CPU, B/F=0.5)�
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�¼� #©� msec GF/core peak ratio 
FX1 

4SMP 
S0B/F~0.3 
�ó2Ķ 

[%�Ä� 146.68  2.64  26.38% 

Ɛűƃƞ�Ä� 184.46  0.49  4.89% 

��� 331.17  1.44  14.42% 
BX900 
4SMP 

S0B/F~0.37 
�ó2Ķ 

[%�Ä� 101.29  3.82  32.60% 

Ɛűƃƞ�Ä� 134.53  0.67  5.72% 

��� 235.82  2.02  17.28% 
Helios 
8SMP 

S0B/F~0.21 
�ó2Ķ 

[%�Ä� 28.14  6.88  31.83% 

Ɛűƃƞ�Ä� 66.27  0.68  3.15% 

��� 94.40  2.53  11.71% 
K 

8SMP 
S0B/F~0.36 
�ó2ķ 

[%�Ä� 45.15  4.29  26.78% 

Ɛűƃƞ�Ä� 60.65  0.74  4.64% 

��� 105.80  2.26  14.10% 



ĞħĕěŴƤƄŖýY²�&2SÕ�

!  4×Ʀ2×1ƧMPI-2SMPŖ� 

!  :żƞƊƤŖ¤©²U¹mŕlňŐ¯ŔŤ�&2çŧt¬ 
!  ýY²ì�SÕŕšţ�ƈƤƄúÿDì�ŧBô 
!  ¨¦Ŗ�M�&_ŗ32×Ʀ32×24ƧMPI×8SMP=196,608�& 13 

MPI$
layer1�

MPI$
layer2�

SMP$layer�

µ1�

(R,Z)1�

(ζ,v)1� (ζ,v)2�

µ1�

(R,Z)2�

(ζ,v)1� (ζ,v)2�

µ2�

(R,Z)1�

(ζ,v)1� (ζ,v)2�

µ2�

(R,Z)2�

(ζ,v)1� (ζ,v)2�

µ3�

(R,Z)1�

(ζ,v)1� (ζ,v)2�

µ3�

(R,Z)2�

(ζ,v)1� (ζ,v)2�

µ4�

(R,Z)1�

(ζ,v)1� (ζ,v)2�

µ4�

(R,Z)2�

(ζ,v)1� (ζ,v)2�

MPI$
layer1,2�

SMP$layer�

(R,Z)1a�

(ζ,v, 
µ)1�

(ζ,v, 
µ)2�

(R,Z)2a�

(ζ,v, 
µ)1�

(ζ,v, 
µ)2�

(R,Z)1b�

(ζ,v, 
µ)1�

(ζ,v, 
µ)2�

(R,Z)2b�

(ζ,v, 
µ)1�

(ζ,v, 
µ)2�

(R,Z)1c�

(ζ,v, 
µ)1�

(ζ,v, 
µ)2�

(R,Z)2c�

(ζ,v, 
µ)1�

(ζ,v, 
µ)2�

(R,Z)1d�

(ζ,v, 
µ)1�

(ζ,v, 
µ)2�

(R,Z)2d�

(ζ,v, 
µ)1�

(ζ,v, 
µ)2�

MPI$
layer1�

MPI$
layer2�

SMP$layer�

µ1�

n1�

(ψ,θ)1� (ψ,θ)2�

µ1�

n2�

(ψ,θ)1� (ψ,θ)2�

µ2�

n1�

(ψ,θ)1� (ψ,θ)2�

µ2�

n2�

(ψ,θ)1� (ψ,θ)2�

µ3�

n1�

(ψ,θ)1� (ψ,θ)2�

µ3�

n2�

(ψ,θ)1� (ψ,θ)2�

µ4�

n1�

(ψ,θ)1� (ψ,θ)2�

µ4�

n2�

(ψ,θ)1� (ψ,θ)2�

Field solver 
(ψ,θ,ϕ) !

Gyrokinetic solver 
(R,ζ,Z,v//)!

Collision operator!
(v//,µ)!

layer2$transpose$
(R,Z,µ1) ↔$(n,µ1)�

layer2$transpose$
(R,Z,µ2) ↔$(n,µ2)�

layer2$transpose$
(R,Z,µ3) ↔$(n,µ3)�

layer2$transpose$
(R,Z,µ4) ↔$(n,µ4)�

MPI$layer1$transpose$
[(R,Z)1,µ] ↔$(R,Z)1a~d�

MPI$layer1$transpose$
[(R,Z)2,µ] ↔$(R,Z)2a~d�

4Dº��

2Dº�ƣrx�

1DFFT 
+2DFEM�

[Idomura,SC11,Seattle] 

ĢĤĠì�ƋŽƤƢ�

!  16,384ŴŨŖì�÷ 
Problem Size:(NR,Nζ,NZ,Nv//,Nµ)=(240,64,240,128,32) 
Parallelization: nMPI1 × nMPI2 × nSMP = nµ × (nR × nZ ) × nSMP = 32 × (8 × 8) × 8 = 16,384 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĳ�ŖI;ŗnµ × nR × nZ = 32 × (8 × 8)Ŗƫ��ƃƓƠŸŧ�¬ 
 Ĵsendrecvŗþuì� 
 Ĵalltoallŗ1��ƃƓƠŸ 

ĳ8byteŖallreduceŗ�V¬ŨƞŵƝźƖ 
!  ŴŹƃŖMłļÔì�ƦsendrecvƧŒƂƤŽæËƦalltoallƧŖì�ƔŹűq�ŧù± 
 

�
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Solver MPI Communicator Byte/node Call/step
field mpi_gather nR ! nZ 14,400 2

mpi_allreduce nµ 126,608 2
mpi_scatter nR ! nZ 14,400 2
mpi_sendrecv nR 87,522 2
mpi_sendrecv nZ 87,522 2

gyrokinetic mpi_allreduce nR ! nZ 8 8!Niter

mpi_sendrecv nR 3,932,160 2!Niter

mpi_sendrecv nZ 3,932,160 2!Niter

collision mpi_alltoall nµ 1,959,936 2
mpi_alltoall nµ 1,959,936 2

Table 1: Summary of communication data size for (NR, N! , NZ , Nv!, Nµ) = (240, 64, 240, 128, 32), (N", N#, N$) =
(192, 384, 64), and nR ! nZ ! nµ = 8 ! 8 ! 32 = 2048 processes. Ntier is the number of iterations in an iterative
matrix solver for the implicit part of the ASIRK.

cause of this traditional problem, and resolved it with two
di!erent approaches. mpi_isend/irecv with the bu!er size
above a threshold value is processed based on so called the
Rendezvous protocol, in which an exchange of control se-
quences between two communication nodes is required to
start the communication. However, in a conventional over-
lap implementation, these control sequences fail when the
nodes are occupied by calculation processes immediately af-
ter launching mpi_isend/irecv. As a result, the communi-
cation processes are stuck until the next MPI routine such
as mpi_wait (or mpi_waitall) is called, and the communica-
tion processes start after finishing the calculation processes.
In order to resolve this issue, we propose an implementation
(Testall approach), in which mpi_test (or mpi_testall) is
called periodically (normally in the outermost loop of the
calculation process) until the end of the communication pro-
cess during the computing process (see Fig.3(a)B). In this
implementation, the establishment of the control sequences
is promoted by the calls of mpi_test, which temporally en-
able MPI processes to control the node. Another commu-
nication overlap technique (OpenMP approach) is to per-
form all the communication processes on a master thread
in a hybrid MPI/OpenMP parallel model (see Fig.3(a)C).
The master thread is occupied by the communication pro-
cess until it finishes, and the calculation process is paral-
lelized by Dynamic loop decomposition to avoid a load im-
balance. As a result, the communication overhead on the
master node is shared by multiple threads, and it is reduced
by 1/nSMP . Although this approach may not be so e!ective
on dual- or quad-core platforms, a significant cost reduction
is expected on current 8- or 16-core platforms and on future
many core platforms. This approach is rather universal,
because it is applicable not only to non-blocking point-to-
point communications, but also to blocking point-to-point
communications and collective communications. A similar
OpenMP approach was proposed for the exact diagonaliza-
tion scheme for a quantum Hamiltonian matrix [22] and for
a fusion plasma particle code [7]. The latter work also pro-
posed a communication overlap technique based on PGAS
languages with dedicated hardwares for PGAS communica-
tions. Our Testall approach demonstrates that communica-
tion overlap is possible even with conventional MPI libraries
and hardwares.

In Gyrokinetic solver, the calculation processes consist of
4D finite di!erence (FD) calculations in (R, !, Z, v!), and

the communication processes are 2D bu!er data communi-
cations in (R,Z). We decompose the calculation processes
in two approaches. In the first approach (Surface-core de-
composition), we decompose the calculation into a (R,Z)-
surface part, which refers the bu!er data, and the remain-
ing core part. On the other hand, in the second approach
((R,Z)-(!, v!) decomposition), we decompose the calcula-
tion into FD calculations in (R,Z), which refer the bu!er
data, and FD calculations in (!, v!). The choice of these
approaches depends also on properties of each platform. On
K, an implementation of FD calculations with two double
loops in (R,Z) and (!, v!) is much faster than the original
implementation with a single fourfold loop in (R, !, Z, v!).
In this case, the latter approach is naturally applied. On
the other hand, on BX900 and on Helios, the original im-
plementation with a single fourfold loop is faster, and the
former approach is adopted. Compared with (R,Z)-(!, v!)
decomposition, Surface-core decomposition induces an extra
overhead due to large stride memory access for the surface
part calculation. To reduce this overhead, the surface part
calculation is implemented using MPI bu!ers with indirect
index access.

3.3 Data transpose communication
Another target of communication overlap is data transpose
communications. In Collision operator, data transpose com-
munications with mpi_alltoall between (R,Z, µ)-decomposition
(Gyrokinetic solver) and (R,Z)-decomposition (Collision op-
erator) are processed before and after computing a convection-
di!usion operator in (v!, µ) (see Fig.3(b)left). All the above
processes are independent of !, and therefore, we decompose
them in the !-direction (see Fig.3(b)middle). We then em-
bed both forward and backward transpose communications
into communication threads as in the OpenMP approach
in Sec.3.2 (see Fig.3(b)right). This communication overlap
technique is applicable not only to data transpose but also to
arbitrary collective communication, provided that one finds
a calculation process, which is independent of the transferred
data.

4. PERFORMANCE ANALYSIS
4.1 Multi-core platforms
We show the performances of communication overlap tech-
niques on K-computer and on Helios. As a reference, we
also present the performance data on BX900, which was re-
ported in SC11 [5]. Detailed specifications of these platforms



ì�ƔŹűq�ù±ŕĿńŤā<�ì�ŖAĄ��

!  øƗƀŻƤŸƦ512KiB��ƧŖæêŗRendezVousƎƠƃŴƞŕšŏŐ#©
ņťŤōŞƩSƂƤŽŖæê,ŕMPIŖ)hì�Ł1cik× 

MPI_Isend� MPI_Irecv�

�Ä� �Ä�

MPI_Wait� MPI_Wait�

)h�

)h�

æê�

MPI_Isend�ŀŢŖ 
)hì�ŁXļō~ŕ 
�Ŗ)hì�ŧ$ŋŔļ�

MPI_Waitŕ�ŏŐ 
ŠŏŒ�Ŗ)hì� 

ŧ$ŋŤ�

ì�Œ�ÄŁ 
ŮƤƊƤƜƀƎŇŔļ�

)h�

cf. [�ƎƠŻŹ�&ſƚƤƆƢŲſƚƤƃƝŨƞ]�
ĸĸ[¶ZĹÃ1B ìH³WSĹŭűŶWG]  
ĸĸ[Sayantan,PPoPP2006]ĸĸĸ�
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ì�ƔŹűq�ŖSÕƦÔì�Ƨ�

!  ÔăGŧ7¡ŉŤÜÄŒ7¡ŇŔļÜÄŕ%- 
!  ÜÄăGŖ�jăGŒÔŧ7¡ŉŤJ®ăG 
!  Ôì�ŧÑĽ��ƦxyƧŒÑŦŔļ��ƦzvƧ 

!  ÔăGŧ7¡ŇŔļ�ÄŒÔì�ŧŮƤƊƤƜƀƎ 
B. mpi_testŧÜÄë�ŕ>Ř$ŉŅŒŕšŏŐ)hì�#©ŧ�ï 
C. ƔŹŽƤŹƟƀƄŁ�ŐŖì�#©ŧSÑŇĹ�Ä#©ŧdynamic%- 

 Ĵā<�ì�Ĺ<�ì�ĹÿDì�ő(¬9Í 
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A. Blocking comm.  B. Overlap with Testall C. Overlap with OpenMP 

calc. copy sendrecv Isend/Irecv testall waitall 

ĵÔì� 

Ķ[% 



!  Gyrokinetic solverŕĿńŤ[%�ÄŖ#©ŴŹƃ 
ƂƤŽŶŪźƮć(NR,Nζ,NZ,Nv//,Nµ)=(240,64,240,96,32) 
ăG%-ƮnR×nZ×nµ=8×8×32ƦÔì�ƮnR×nZ=8×8Ƨ 

!  ħĪİıĩĬĬ£ĹģįĪĭĢĤ£œŎŢŖ{�őşì�ŖŮƤƊƤƜƀƎŕo/�

!  ŮƤƊƤƜƀƎŕšŤ[%�ÄřŖaĂŗûR²�

!  �őÇđĕƥĹğĪĬīĮİőÇĔđƥŖmÍ=��

!  ĚĨęĐĐČĝĨđőş�0mŧ¸Þ�

ĞħĕěŖÔì�#©ŖmÍÝ��
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ĳ�ŖmÍ�ŗz��ŷŹƁƖŕšŤ�R� 
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ì�ƔŹűq�ŖSÕƦƂƤŽæËƧ�

!  #©Ŗ�× 
Step1:transpose f from (R,Z,µ)-decomposition to (R,Z)-decomposition 
Step2:calculations for collision operator in (v//,µ) 
Step3:transpose f from (R,Z)-decomposition to (R,Z,µ)-decomposition 
 
ĴStep1~3ŧζ%-ŇĹ<�ÿDì�ŧì�ŹƟƀƄőSÑ 

18 
calc. alltoall for transpose alltoall for inverse-transpose 

Original ζ-decomposition Overlap with OpenMP 



!  Collision operatorŖ#©ŴŹƃ 
ƂƤŽŶŪźƮć(NR,Nζ,NZ,Nv//,Nµ)=(240,64,240,96,32) 
ăG%-ƮnR×nZ×nµ=8×8×32→nR×nZ×nµ=64×32×1 

 

!  ēĒƎƠŻŹúŖĩĬĬıĮĩĬĬŧì�ŹƟƀƄŧ¬ļŐŮƤƊƤƜƀƎ�

!  ŮƤƊƤƜƀƎŕšŤ�ÄřŖaĂŁMłļĴŰƙƀŷƚ^�Ư�

!  �őÇđęƥĹğĪĬīĮİőÇēĒƥŖmÍ=��

!  ĚĨęĐĐČĝĨđőş�0mŧ¸Þ�

ĞħĕěŖƂƤŽæË#©ŖmÍÝ��
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ĳ�ŖmÍ�ŗz��ŷŹƁƖŕšŤ�R� 
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!  JT-60UÙ�Ʈ(NR,Nζ,NZ,Nv//,Nµ)=(240,64,240,128,32)~1.5×1010 

 

!  Torus(K)ŒFatTree(BX900,Helios)ő¯ŔŤì�ŴŹƃŖŹųƤƝƢŲ 
!  ì�ƔŹűq�ŕšŏŐì�#©mÍŖąå²=�ŧS¨ 
!  ì�#©Ŗ+�ŕšŏŐS0mÍŧ20�30%=� 
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ĞħĕěŴƤƄŖŹƃƠƢŲŹųƤƝƢŲƦġħčĖĐÙ�Ƨ�
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ĳ�ŖmÍ�ŗz��ŷŹƁƖŕšŤ�R� 

S0mÍ(Tflops) ì�ŴŹƃ�§(%) 

K        25TF(9.5%)Ĵ30TF(11.3%) 
Helios 23TF(6.4%)Ĵ29TF(8.3%) 
BX900 19TF(9.8%) 
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!  ITERÙ�Ʈ(NR,Nζ,NZ,Nv//,Nµ)=(768,64,768,128,32) ~ 1.5×1011 

 

!  S0mÍ~10%»_ő~20�ŴŨŜőÏNŔŹƃƠƢŲŹųƤƝƢŲ 
 Ĵ307TFlops@196,608cores�

!  g�šţ��Ćļ�&2§ƦŨƖžƤƞ*Ƨ~99.9998%ŧòo 
 c.f.BX900ŕĿńŤASISŴƤƄŖ�&2§~99.996% 

ĞħĕěŴƤƄŖŹƃƠƢŲŹųƤƝƢŲƦĠħĜĥÙ�Ƨ�
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ĳ�ŖmÍ�ŗz��ŷŹƁƖŕšŤ�R� 

S0mÍ(Tflops) 1ŹƁƀƎĻōţ#©~ú 

ŜŒŞ�

!  5�mÍvRq� 
!  ŰƙƀŷƚŖ0�ŧÌnŇōByte/FlopÝ�ŕšŤƞƤƍƜŪƢƘƂƞ 
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 FX1、京、FX10で、実行時間を測定 (評価区間)しました。 
 asis版とtune版(井戸村様提供)の２パターンを測定しました。 

 
 
 
 

高コストループのPA情報(FX10) 

GT5Dプログラム測定結果 

Copyright 2013 FUJITSU LIMITED 

■FX1、京、FX10で、演算時間を測定 ■マシンの性能比

演算時間 スケール 演算時間 スケール 演算時間 スケール

1th 1th 1th 2100.35 1.00 1.00

4th 831.53 8th 318.92 16th 195.44 10.75 1.00 2.61 4.25

1th 1th 1th 1686.71 1.00 1.00

4th 778.02 8th 266.70 16th 150.94 11.17 1.00 2.92 5.15
tune

京 FX10

asis asis

京
Thread

FX10
Type FX1Type Thread

FX1
Thread

tune

メモリスループット
(GB/sec)

Loop 1 3.20
Loop 2 4.14
Loop 3 4.14
Loop 4 4.16
Loop 5 4.16
Loop 6 2.95

Loop2～5は、16スレッドで、 
約64GB/sとなっており、 
メモリスループット 
ネックとなっている。 

(全ての測定で96ノードを使用） 

スレッド0のPA情報 
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演算時間
(sec)

マシン
性能比

演算時間
(sec)

マシン
性能比

演算時間
(sec)

マシン
性能比

asis 831.53 1.00 asis 318.92 2.61 asis 195.44 4.25
tune 778.02 1.00 tune 266.70 2.92 tune 150.94 5.15

4
Thread

FX1 8
Thread

京 16
Thread

FX10

GT5Dプログラムは、メモリスループットネックのプログラムとなっ
ている。 

そのため、各マシンの性能比は、メモリスループットの実効性能比
とほぼ同等であった。 

まとめ（GT5Dプログラム） 

Copyright 2013 FUJITSU LIMITED 

FX1 京 FX10
1チップ性能 1.00 3.37 4.67
1ノード性能 1.00 3.37 4.67

メモリスループット
ピーク性能比

マシン名

参考資料p3 

測定ソースは、2012-04-19版（最新の最適化版）を利用 
 FX1、京、FX10で、実行時間を測定 とマシン性能比 

 
 
 
 

プロファイル情報(FX10) 

GT5Dカーネルプログラム測定値・プロファイル情報(FX10) 

Copyright 2013 FUJITSU LIMITED 

実行時間
(msec)

マシン
性能比

実行時間
(msec)

マシン
性能比

実行時間
(msec)

マシン
性能比

main 179.92 1.00 main 60.97 2.95 main 40.82 4.41
l4dx 141.76 1.00 l4dx 45.57 3.11 l4dx 30.81 4.60

4
Thread

FX1 8
Thread

京 16
Thread

FX10

main = ★１＋★２ 
l4dx  = ★３ 
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高コストループ 

Copyright 2013 FUJITSU LIMITED 

高コストループのソース 

4 参考資料p5 

Performance

実行時間 (sec)
浮動小数点演算

ピーク比
MFLOPS MIPS 浮動小数点演算数

VEC1+VEC2 スレッド0 4.12 3.73% 551 467 2.27E+09
l4dx_s スレッド0 3.11 21.28% 3146 2299 9.80E+09

Cache

L1I ミス率
(/有効総命令数)

L1D ミス率
(/ロード・ストア数)

ロード・ストア数 L1D ミス数
L1D ミス dm率
(/L1D ミス数)

L1D ミス hwpf 率
(/L1D ミス数)

L1D ミス swpf 率
(/L1D ミス数)

VEC1+VEC2 スレッド0 0.02% 4.37% 1.86E+09 8.15E+07 1.96% 98.04% 0.00%
l4dx_s スレッド0 0.01% 3.14% 5.21E+09 1.64E+08 16.26% 70.23% 13.50%

L2 ミス率
(/ロード・ストア数)

L2 ミス数
L2 ミス dm 率
(/L2 ミス数)

L2 ミス pf 率
(/L2 ミス数)

メモリスループット
(GB/sec)

L2 スループット
(GB/sec)

μ DTLB ミス率
(/ロード・ストア数)

mDTLB ミス率
(/ロード・ストア数)

VEC1+VEC2 スレッド0 4.53% 8.43E+07 6.96% 93.04% 3.87 2.53 0.00173% 0.00002%
l4dx_s スレッド0 1.41% 7.35E+07 5.23% 94.77% 4.03 6.74 0.00055% 0.00001%

キャッシュの情報とPAグラフ(スレッド0から抜粋) 
PA情報 1プロセス16スレッド(FX10) 
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16スレッドで、約64GB/sとなっており、 
メモリスループットネックとなっている。 

main 
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前回の会合で報告したGT5Dと同様に、今回のGT5Dのカーネル
ソースもメモリスループットネックとなっていた。 
そのため、各マシンの性能比は、メモリスループットの実効性能比
と同等であった。 

まとめ（GT5Dカーネルプログラム） 
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FX1 京 FX10
1チップ性能 1.00 3.37 4.67
1ノード性能 1.00 3.37 4.67

メモリスループット
ピーク性能比

マシン名
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添付資料 
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マシン諸元
FX1 京 FX10

CPU数 1CPU 1CPU 1CPU
メモリ容量 32GB 16GB 32GB

名称 SPARC64™VII SPARC64™VIIIfx SPARC64™  IXfx
周波数 2.5GHz 2.0GHz 1.848GHz
core数 4core 8core 16core

L1命令キャッシュ L1命令キャッシュ L1命令キャッシュ

64KB　コア毎 32KB　コア毎 32KB　コア毎

L1データキャッシュ L1データキャッシュ L1データキャッシュ

64KB　コア毎 32KB　コア毎 32KB　コア毎

L2キャッシュ L2キャッシュ L2キャッシュ

6MB　コア共通 6MB　コア共通 12MB　コア共通

倍精度 1コア性能 10GFLOPS 16GFLOPS 14.78GFLOPS
演算性能 1チップ性能 40GFLOPS 128GFLOPS 236.54GFLOPS

(理論性能) 1ノード性能 40GFLOPS 128GFLOPS 236.54GFLOPS
1チップ性能 13.7GB/s 46.2GB/s 64.0GB/s
1ノード性能 13.7GB/s 46.2GB/s 64.0GB/s

*:STREAM benchmark のTriad性能

(目安：FX1との倍精度演算性能ピーク性能比)
FX1 京 FX10

FX1比 倍精度 1コア性能 1.00 1.95 1.47
演算性能 1チップ性能 1.00 3.17 5.87

ピーク性能比 1ノード性能 1.00 3.17 5.87
1チップ性能 1.00 3.37 4.67
1ノード性能 1.00 3.37 4.67

メモリスループット
ピーク性能比

マシン名

ノード

CPU

キャッシュ容量

マシン名

メモリスループット

(実効性能(*))
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