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システムソフトウェアの概要 
富士通では、1977 年に我が国初のスーパーコンピュータを開発

し、その後、分散メモリ形ベクトルスーパーコンピュータ「VPP
シリーズ」で並列処理システムを提供するなど、並列プログラム
開発環境・並列処理ライブラリ・ジョブ運用管理機能など、高速
な科学シミュレーションを効率的に実行し、システム運用を効率
化するためのシステムソフトウェアを一貫して開発・提供してき
ました。 

スーパーコンピュータ PRIMEHPC FX10 では、従来のスーパー
コンピュータシステムの経験・技術を継承し、高速・大規模な科
学シミュレーションを実現するために数万ノードレベルの高いシ
ステムスケーラビリティ性を持つシステムソフトウェア
「Technical Computing Suite」を提供します。 

システムソフトウェアの体系と概要を以下に示します。 
 

 
 
 
■ オペレーティングシステム（OS） 

Linux カーネルをベースとしており、多数のアプリケーショ
ンを容易に移植することが可能です。PRIMEHPC FX10 のハード
ウェア性能を最大限に引き出すよう拡張を行っています。 

 
■ システム運用管理、ジョブ運用管理、分散ファイルシステム 

数万台規模のシステムを効率的に利用することが可能です。 
 システム運用管理：数百～数万の計算ノードを、統一さ

れた一元管理ビューで表示します。一元管理ビューでは
システムの起動・停止を制御し、異常箇所を監視・切り
離すことでシステム自動運転を可能にしています。また、
大規模なシステムを運用要求に合わせて柔軟に構成変更
することを可能にしています。 

 ジョブ運用管理：数万ノードを使用する単一のジョブ投
入だけでなく、多数のユーザーのジョブ投入、豊富なジ
ョブバリエーションを考慮し、大規模システムの効率的
なジョブ・スケジューリングを可能にしています。 

 分散ファイルシステム：1 ペタバイト以上の大規模・高
速なファイルシステムを、多数の計算ノードで共有でき
ます。 

 
■ プログラム開発環境 

自動並列コンパイラ／並列プログラム言語／開発・デバッグ
ツール／数学ライブラリを備え、既存のアプリケーションを容
易に移植・開発できます。また、PRIMEHPC FX10 のハードウェ
ア機能を活用し、並列処理によって高速に処理を実行できます。 

 
これらのシステムソフトウェアにより、大学の計算機センター、

研究機関におけるアプリケーションの開発、および科学シミュレ
ーションの実行から分析までの一連の業務を容易にサポートでき
ます。 
 

 
 
 

大規模システム実現の課題とソフトウェアの取り組み 
気象・地震シミュレーション、飛行解析・医薬品解析などの科

学計算処理を高速に行うために、PRIMEHPC FX10 では数百～十万
台規模の計算ノードで並列に演算を実行します。多数のユーザー
が効率よくシステムを利用できるようにするために、以下を目標
としてシステムソフトウェアを設計・開発しました。 

 大規模システムの効率利用 
 容易なアプリケーション開発 
 高並列シミュレーションの実現 

 
■ 大規模システムの効率利用 

PRIMEHPC FX10 では、システム管理機能およびジョブ運用管
理機能によってシステム管理者、利用者が数百～十万台規模の
計算ノードを一元的に管理することができます。これにより、
大規模システムを効率的に利用でき、さまざまな規模での利便
性を図っています。 

 
・高信頼性、高可用性の実現 

ソフトウェアの異常も含めてシステムの故障率はハードウェ
アの規模に比例して増加するため、特に、大規模なシステムで
は異常を早期に検出して隔離・復旧することが重要です。 

PRIMEHPC FX10 のシステム管理ソフトウェアは、多数のノー
ドを階層的に管理することで、ノードを 1 つずつ確認するより
も、ハードウェア・ソフトウェアの異常を早期に低オーバーヘ
ッドで検出できます。そして異常な計算ノードをジョブ運用か
ら切り離し、ジョブ運用管理システムが影響を受けたジョブを
自動的に再実行します。これにより、利用者はシステムの異常
を意識することなく、シミュレーションの結果を得られます。 

スーパーコンピュータ 
PRIMEHPC FX10 のシステムソフトウェアの特長 

 

図 2 システムソフトウェアの動作概要

図 1 システムソフトウェアの体系 
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・多数ユーザーでの共用 

利用者は、多数の計算ノードを使用する大規模なシミュレー
ション、および種々なパラメータ・入力データを扱う多数の小
規模シミュレーションを、ジョブ運用管理システムによって実
行できます。ジョブ・スケジューラは、ユーザーが公平にシス
テムを利用できるように実行するジョブを選択し、またシステ
ムの無駄な空きが少なくなるよう計算ノードをジョブに割り当
てます。また FEFS（クラスタ型の分散ファイルシステム）では、
特定ユーザーによる I/O 資源の占有を防止するためのフェアシ
ェア機能があります。 
 
■ 容易なアプリケーション開発 

一部のスーパーコンピュータでは標準的な UNIX から機能を
限定した独自の OS・コンパイラを提供しており、既存のアプリ
ケーションを動作させるためには開発・検証が必要でした。 

PRIMEHPC FX10 では、既存システムで動作している多数のア
プリケーションの移植性を高めるために、OS・コンパイラは業
界標準の API をサポートします。OS は Linux を採用し、標準規
約に準拠した Fortran/ C/C++コンパイラ、MPI ライブラリを提
供しています。 

 
■ 高並列シミュレーションの実現 
・並列プログラミングモデル 

計算ノード内の複数の CPU コアを利用したスレッド並列プロ
グラムおよび多数の計算ノードを利用した MPI プログラムを組
み合わせる（Hybrid モデル）ことにより、通信資源を削減でき、
より高速なシミュレーションを実現することが可能となりまし
た。 

 
 
 

多数の CPU コアを利用した並列シミュレーションでは各コア
間でのデータの通信コストを低減することが重要となります。
通信に使われるメモリ量はシミュレーションを実行するプロセ
ス数の 2 乗で増大するため、シミュレーションを 100 倍のプロ
セス数で実行すると、10000 倍のメモリ量が必要となる問題が
あります。1 プロセスが 1 コアを使用する Flat MPI モデルに対
し、1 プロセスが 16 コアを使用する Hybrid モデルによって、
通信に必要なメモリ量を 256 分の 1 に減らすことができます。 

PRIMEHPC FX10 のプログラム開発環境は、自動スレッド並列
化および OpenMP によるスレッド並列化をサポートするコンパ
イラと、Tofu インターコネクト（*1）の性能を引き出す MPI ライ
ブラリを提供します。これにより、従来のアプリケーションを
再コンパイルすることで、PRIMEHPC FX10 は大規模なシミュレ
ーションを容易かつ高速に実行できます。 
 
・並列ファイルアクセス 

多数の計算ノードを利用した高速なシミュレーションの実現
には、入出力データを高速にアクセスすることが重要です。
PRIMEHPC FX10 ではファイルサーバを分散し、MPI-IO により
並列にファイルにアクセスすることで、大規模なデータの入出
力処理を短時間で行うことを実現しています。 

 

 
 

 
*1 「Tofu インターコネクト」は、富士通が独自に開発した高速インター

コネクトです。詳しくは、「スーパーコンピュータ PRIMEHPC FX10
の先進技術」を参照してください。 

 

図 3 Flat MPI モデルと Hybrid モデル 

図 4 Parallel I/O と Single Stream I/O
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システム運用管理への取り組み 
当社の PRIMEHPC FX10 のみならず、近年のスーパーコンピ

ュータシステムではシステム性能の向上を目的として、数千～
数万の計算ノードで構成されることが一般化してきています。
そのため、このような大規模なシステムの状態管理および運転
制御を容易にするための機能として、「システム運用管理」がよ
り重要になってきています。 

そこで、富士通ではこのような大規模システムに対応するた
めに、以下のような特徴を持ったシステム運用管理を開発しま
した。 
 
 階層化による処理の分散 

・システム監視、システム制御の負荷分散 
・インストールの分散処理 

 高可用性システム（運用を止めない） 
・異常検知時の自動ジョブ刈取り 
・重要ノードの冗長化と自動切替え 

 ジョブの実行効率の向上 
・通知処理の取りまとめによる頻繁な通信の削減 
・RDMA（Remote Direct Memory Access）通信機能（*1）

を使用した外乱排除 
 見やすい表示（全体を見渡せる） 

・表示内容のサマライズ 
・システム構成情報・状態表示の統一 

 
上記の特徴を実現するためのシステム運用管理の機能および

実現手段について、以降で紹介します。 
 

階層化による処理の分散 
■ システム監視、システム制御の負荷分散 

大規模構成時の監視などの処理負荷を分散するために、シス
テム運用管理では以下のような階層構造で処理を行うことで効
率化を図っています。全体をノードグループという論理概念に
分けます。ジョブ管理サブノードがノードグループの範囲でシ
ステム運用管理処理の一部を分担することによって、システム
監視およびシステム制御の負荷分散を図っています。この階層
構造により、さらにノードを増やした場合でもノードグループ
を追加していくだけで容易に管理が可能になり、システムの拡
張性を高めることができます。 

 

 
 
 
■ インストールの分散処理 

大量のノード群に OS やさまざまなパッケージをインストー
ルするには、非常に時間がかかり、その後の管理も難しくなり
ます。そこで PRIMEHPC FX10 では、大規模対応したインスト
ーラーを提供します。このインストーラーは前述の階層構造に
対応しており、パッケージや設定ファイルの適用状況を一括し
て管理できます。 

図 2 のように制御ノードがインストールサーバとなり、ジョ
ブ管理サブノードと I/O ノードが中継のインストールサーバと
なります。3 階層でのインストール構造となり、処理の分散と
高速化を図っています。制御ノードのインストーラーが、イン
ストール情報や設定ファイルの内容を一元管理し、常に中継の
インストールサーバと同期を取りながら、システム内の状態を
一様に保ちます。これによって、管理者は大きな手間をかける
ことなく大規模ノードのインストールの実施、パッケージおよ
び設定の管理をすることができます。 

システム運用管理 

 

図 1 システム運用管理の動作概要
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高可用性システム（運用を止めない） 
■ 異常検知時の自動ジョブ刈取り 

PRIMEHPC FX10 ではノードの異常を 2 種類の方法で検知す
ることができます。1 つ目がソフトウェアによるシステム監視
です。前述した階層構造を使用して、負荷を分散しながら効率
よくノードやサービスの状態を収集し、ノード異常を検知しま
す。2 つ目がハードウェアによる異常通報との連携です。
PRIMEHPC FX10 には、ノードやインターコネクトに関わるハー
ド異常を即座に通報する仕組みがあり、その通報によってノー
ドの異常を即座に検知します。 

これらの方法でノード異常を検知し、運用から該当ノードを
除外します。同時に、該当ノードを含む、実行されているジョ
ブプロセスをすべて終了させ、利用可能なノードでジョブを自
動的に再実行することによって、運用を継続します。 

 

 
 
 

 
 
 

図 2 インストーラーの大規模対応 

図 3 異常検出に伴う自動ジョブ刈取り（再実行）
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■ 重要ノードの冗長化と自動切替え 
PRIMEHPC FX10 の運用管理に欠かせない重要なノードとし

て、制御ノード、ジョブ管理ノード、ジョブ管理サブノード、
I/O ノードなどがあります。これらの重要なノードが故障によっ
て起動できない状態になると、システムの運用のすべて、もし
くは一部が停止し、運用を継続できなくなってしまいます。そ
こで、PRIMEHPC FX10 では、これらの重要なノードをすべて運
用系、待機系の冗長構成にすることを可能にしました。運用系
のノードの異常を検知した場合には、自動的に待機系のノード
に切り替えて、運用を継続させることができます。これにより、
運用が継続できないような事態を避けることができます。 

 

 
 

ジョブの実行効率の向上 
■ 通知処理の取りまとめによる頻繁な通信の削減 

システム内にある数千台～数万台の計算ノードの死活監視お
よびサービス状態の監視を 1 台のノードで実施すると、大きな
負荷が一箇所に集中することになります。そこで、システム管
理ソフトでは、ノード構成の階層化および PRIMEHPC FX10 独
自の機能を使用して、監視の効率化を図っています。 

図 5 では、階層化を使った監視シーケンスを示しています。
下位で発生した計算ノードの異常を上位に通知していく場合に、
上位のノードが下位のノードからの通知を一定数、取りまとめ
て通知します。これにより、多数の計算ノードの状態が急に変
化しても、大量の通知が何度も送られることはなく、効率よく
上位に通知することができます。 
 

 
 
 
■ RDMA 通信機能を用いた外乱排除 

計算ノードの生死情報をメモリ上に記録し、PRIMEHPC FX10
に搭載されているインターコネクトが持つ RDMA 通信機能で相
手ノードのメモリを直接参照する機能を使って監視します。こ
れにより、上位のノードからの定期的な計算ノードの監視を、
計算ノード側のジョブ実行負荷に影響することなく行うことが
でき、誤認識をなくしています。 
 

 
 

 図 6 RDMA 通信機能による計算ノードの死活監視

図 5 階層化による計算ノードの死活監視

図 4 重要ノードの冗長化 
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見やすい表示（全体を見渡せる） 
■ 表示内容のサマライズ 

ターゲットとする 10 万ノードの状態を、ターミナルへコマン
ドラインで単純に 1 ノード／1 行で表示すると、10 万行もの大
量の表示となってしまいます。このような表示では、システム
の全体像の把握が困難で、重要な情報を見落としてしまう可能
性があります。このため、PRIMEHPC FX10 では、状態ごとに分
類して数だけを表示するなどして、全体のサマリー情報を標準
の表示形式としました。より詳細に情報を把握するために、ノ
ードグループなどによって表示対象を絞り込むオプションや、
特定の状態のノードのみを選択して表示するオプションなどを
提供します。これらのオプションによって、システム全体の状
態から、段階的に詳細な情報が把握できるように工夫していま
す。 

 

■ システム構成情報・状態表示の統一 
システムを構成する各ノードに関する情報には、そのノード

が有している実装 CPU 数や実装メモリ量のようなハードウェア
的な情報や、そのノードに設定されている IP アドレスやノード
の役割などのソフトウェア的な設定情報など、さまざまな情報
があります。また、それらのノードに電源が投入されているか、
何らかのハードウェア故障またはソフトウェア異常が発生して
いないか、といったノードの状態に関する情報なども存在しま
す。 

システムの大規模化に伴い、利用者やシステム管理者が把握
したい情報は多岐にわたります。システム構成情報は、利用者
や利用シーンに応じて、さまざまなコマンドで扱われます。コ
マンドの表示形式や指定形式が統一されていないと、利用者が
混乱してしまいます。このため、PRIMEHPC FX10 向けの各種ソ
フトウェアでは、システム構成情報に関する表現形式の統一化
を図っています。 

 
*1  RDMA 通信機能：Remote Direct Memory Access。PRIMEHPC FX10

に搭載されているインターコネクトが持つ通信機能。 

 



White paper スーパーコンピュータ PRIMEHPC FX10 の先進ソフトウェア 

Page 8 of 17  http://jp.fujitsu.com/solutions/hpc/products/primehpc
 

ジョブ・スケジューラ開発への取り組み 
当社では、これまでの歴代のスーパーコンピュータシステムに

向け、バッチジョブ実行環境（ジョブ・スケジューラ）を継続的
に開発・提供してきました。従来のジョブ・スケジューラには、
以下のような特長があります。 

 
■ 計算資源の事前予約による高速実行環境 

ジョブごとに、使用する計算資源を事前予約し、ハードウェ
ア性能を十分に引き出すと共に、ジョブ間の相互干渉による性
能劣化を抑える「資源管理機構」を有しています。他社にはな
い、CPU 単位のきめ細かい事前予約、言語システム（ランタイ
ム）と連携した CPU コアへのスレッド／プロセスのくくり付け
（バインド）による高速実行などを実現してきました。 
 
■ 複数ノードにまたがるジョブ概念の実現 

複数の計算ノードにまたがって並列プログラムを、1 つのジ
ョブとして一括かつ、確実な操作を可能とする「分散並列実行
環境」を提供しています。一般の分散並列実行環境では、並列
プログラムの異常終了時にいくつかのサーバにプロセスが残存
したり、プログラムの出力結果、統計情報などが一括して出力
されなかったりするなどの問題がありました。当社製品では OS
レベルでジョブに対する制御を実装することにより、このよう
な問題を解決してきました。 
 
■ 共同利用センターの多種多様な要件への対応 

スーパーコンピュータシステムは、主に共同利用センターで
運用されることが多く、センターごとにジョブ実行に関する運
用ポリシーが細かく異なっています。当社では、これまでお付
き合いいただいたお客様からの運用要件を随時製品へ取り込み、
機能的なエンハンスを実施してきました。 
 

PRIMEHPC FX10 のジョブ・スケジューラを開発するにあたり、
上記のような特長を継承するとともに、数万ノードを超える高い
システム・スケーラビリティを確保すること、PRIMEHPC FX10
のハードウェア特性を 大限に活用することを課題としてとらえ、
以下のような取り組みを行いました。 

 
■ 超大規模システムにおけるジョブ運用 

システム規模の拡大に伴い、ジョブ・スケジューラが扱うジ
ョブ数も飛躍的に増大します。PRIMEHPC FX10 は、数万の計算
ノードによる超大規模システムを実現することが可能です。ま
た、100 万を超えるジョブをシステムとして扱うことが想定さ
れます。このため、多数のジョブを確実に制御可能とするとと
もに、エンドユーザーおよびシステム管理者からの視点で、多
数ジョブを容易に扱うことができるユーザーインターフェース
を提供することが必要です。 
 

■ 超大規模システムにおける高速なジョブ実行 
システム規模が拡大するに従い、ジョブからの I/O の競合に

よる実行時間のぶれが拡大することが想定されます。
PRIMEHPC FX10 のハードウェア構成上の特性をいかし、I/O 競
合の問題を解決します。 
 
■ ハードウェア特性を 大限に活用した高性能実行環境 

PRIMEHPC FX10 のハードウェア性能を 大限に活用した高
速実行環境を提供します。従来製品のノウハウを継承するとと
もに、Tofu インターコネクトの特性を十分に活用します。 
 
■ 運用管理の簡易化 

従来製品では、豊富な機能を具備している反面、運用設定が
複雑化し、システム管理者による運用管理コストが増大すると
いう課題が生じてきていました。ジョブ運用に必要な各種設定
項目を再整理し、システム全体に関わる設定項目と、個々のジ
ョブに関する設定項目をそれぞれ個別に定義可能とすることに
より、簡易な運用設定の実現を目指しました。 

 
超大規模システムへの対応 

数万台規模の計算ノードから構成される PRIMEHPC FX10 では、
大量のジョブに対する操作などを利用者にストレスを感じさせる
ことなく実現する必要があります。PRIMEHPC FX10 向けのジョ
ブ・スケジューラでは、次のような取り組みを行っています。 

 
■ ジョブ投入などの操作レスポンスの改善 

ジョブの受付けから終了までのライフサイクルに対する処理
内容を再整理し、各処理をマルチプロセス、マルチスレッド化
しました。これにより、ジョブ投入性能においては従来製品の
10 分の 1 のレスポンスを実現しました。多数の利用者が大量に
ジョブを投入しても違和感なく利用できます。 
さらに、パラメータ・スタディのような計算手法に対応するた
めに、「バルク・ジョブ」機能をサポートしました。パラメータ
のみを変更した同一処理内容のジョブの大量投入が可能です。 
 
■ ジョブ・スケジューリング性能向上 

ジョブ・スケジューラの処理オーバーヘッドが大きいと、実
行可能なジョブが即時実行されずにシステム全体の稼働率の低
下を招いてしまいます。PRIMEHPC FX10 向けジョブ・スケジュ
ーラでは、特に処理コストの高い、膨大な計算資源の中からジ
ョブ実行に 適な計算資源を選択する処理を並列処理化するこ
とにより、コスト低減を図っています。 

 

ジョブ運用管理 
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■ システム稼働率の向上 
共同利用センターにおいては、1 ノードのみを必要とするジ

ョブから、時には数万ノードを必要とする超大規模並列ジョブ
まで、さまざまな規模のジョブが混在した状態で実行されます。
このような環境では、効率的な計算資源のスケジューリングを
行わないと、システム全体の稼働率の低下を招くことがありま
す。PRIMEHPC FX10 のジョブ・スケジューラでは、バックフィ
ル・スケジューリングをサポートすることにより、この問題の
解決を図っています。バックフィル・スケジューリングは、大
規模ジョブが実行を開始するまでに生じる計算資源の空き時間
で、大規模ジョブの実行予定時刻までに終了する小規模ジョブ
を先に実行させるものです。稼働率を向上させることができま
す。 

 
■ 表示インターフェースの工夫 

システムが扱うジョブ数が大量なものとなるため、ジョブの
状態表示においても、利用者が容易に状況を把握できるように
する工夫が必要です。ジョブの状態表示はサマリー表示を基本
としました。詳細情報は利用者が必要に応じて取捨選択するこ
とにより、情報表示の簡素化を図りました。 

I/O 競合への対応（ファイルステージング機能） 
大量のジョブが同時実行される環境では、ジョブ間の I/O 競合

による実行時間のぶれが拡大することが想定されます。このため、
ジョブの実行に必要な各種ファイルを、ジョブ実行開始前に、ジ
ョブ実行計算ノードへ事前転送し、ジョブ実行終了後に実行結果
ファイルを回収する「ファイルステージング機能」をサポートし
ています。 
 

 
 
 
一般的なファイルステージング機能では、実行ジョブの一部と

してファイル転送を行います。この手法では、ファイル転送中も
ジョブ実行に必要な計算資源が予約されたままとなるため、計算
資源の無駄が発生することがあります。PRIMEHPC FX10 のファイ
ルステージング機能は、ファイル転送とジョブ本体とを分離して
実行させることにより、計算資源の無駄の発生を防いでいます。
PRIMEHPC FX10 のシステム構成上の特長である、計算ノードと独
立した I/O ノードの存在を活用し、I/O ノード上でファイル転送処
理を行うことにより、ジョブ本体の実行と非同期にファイル転送
を行うことで実現しています。これにより、ファイル転送による

ジョブ実行待ちがなくなり、システム全体の稼働率の低下を防い
でいます。 

高性能実行環境の提供 
■ 従来技術の継承 

ジョブへの計算資源の事前割当て、ジョブのプロセス・スレ
ッドのコアへのバインドなど、従来技術を継承し高性能なジョ
ブ実行環境を提供しています。 
 
■ PRIMEHPC FX10 のインターコネクトの活用 

PRIMEHPC FX10 の Tofu インターコネクトの特性を十分に活
用できるように、ジョブを実行する計算ノードの事前割当時に
次のような工夫をしています。 

 
 隣接ノードに対する通信性能を保証するとともに、他ジョブ

の通信による外乱を発生させないノード群を事前に割り当
てます。 

 隣接するノード群の事前割当てが容易となるように、未割当
ての計算ノード群（空きノード）が、常に隣接（連続）する
ように制御しています。 

 
運用ポリシーへの柔軟な対応 

共同利用センターにおける運用ポリシーは、センターごとに異
なっているため、さまざまな運用ポリシーへ柔軟に対応する必要
があります。 
PRIMEHPC FX10 では、共同利用センターにおける運用ポリシーを、
以下の 2 つに分類しました。 
 
 ジョブ実行時に、そのジョブへ適用する制約事項（ジョブ実

行に必要な資源量の下限・上限、省略時に採用すべき標準値
など） 

 どのジョブを優先的に実行するのかといった、ジョブ運用全
体の運用上のポリシー 

 
PRIMEHPC FX10 向けのジョブ・スケジューラでは、前者のジョ

ブごとに適用される各種制約事項を「ジョブ ACL」と呼ぶ機能に
よって定義可能としました。また、後者のシステム全体に影響す
る運用ポリシーを、「スケジューリング・ポリシー」と呼ぶ機能に
よって定義可能としました。従来製品では、これらの設定項目が
さまざまなパラメータとして存在していました。PRIMEHPC FX10
では、これらの 2 つの機能に集約することにより、運用管理者に
よる管理作業を低減させることが可能となりました。 

 
また、運用管理者は、現在の利用状況に対し、各種運用パラメ

ータが 適に設定されているかどうかを監視・改善していく必要
があります。このような運用 適化への取り組みとして、ジョブ・
スケジューラの動作ログを入力とし、運用パラメータ変更後の運
用状況をシミュレートするツールについても検討を行っています。 
 

図 1 ファイルステージング機能 
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ファイルデータ処理への取り組み 
スーパーコンピュータの性能向上は目覚ましく、2011 年には

演算性能が数十ぺタフロップスに達します。計算ノードの総
数・総コア数および搭載メモリ量の増加に伴い、ファイルシス
テムに求められる容量と総スループット性能も増大し、容量は
100 ぺタバイト級、性能は 1 テラバイト/s 級に達すると予想さ
れ、容量・性能ともに 1 年で 10 倍近いペースで飛躍的に伸び
ています。このため、ファイルシステムの主流は単一サーバ型
からクラスタ型へと変わりつつあります。 

富士通は PRIMEHPC FX10 で世界トップクラスの演算性能を
実現すると共に、ファイルシステムでも世界トップクラスのデ
ータ量処理を実現するため、以下を目標にクラスタ型の分散フ
ァイルシステム「FEFS」を開発しました。 

 
 世界 速 I/O 性能、高性能 MPI-IO 
 外乱排除で安定したジョブ実行時間 
 世界 大となるファイルシステム容量 
 性能・容量がハード増設でスケーラブルに向上 
 高信頼性（サービスの継続、データの保全性） 
 使いやすさ（多数ユーザーによる共用） 
 フェアシェア（多数ユーザーによる公平性） 

 
この目標を実現するためには性能を初め、多くの課題をクリ

アしなければなりませんでした。その中で大規模なシステムで
特に重要な課題について、FEFS での施策概要と共に以下に示し
ます。 
 

表 1 ファイルシステムの課題と施策 
項目 課題 FEFS 施策概要 

ユーザーとジョブの
I/O競合によるジョブ
ばらつき 

二階層化によるジョブ
への外乱排除 

外乱排除 
（性能） 

ジョブ間・計算ノー
ド間の I/O 競合によ
るジョブ遅延 

通信パス・ディスクの分
離による I/O 競合排除 

単点故障によるサー
ビス停止 

ハード二重化と
Failover による運用継
続 

高信頼性 

膨大な数のノードの
監視 

階層的なノード監視と
自動交替 

1 ユーザーの大量 I/O
による他ユーザーの
レスポンス低下 

1 ユーザーが出せる I/O
の上限管理 

使いやすさ 

ジョブ I/O によるユ
ーザーレスポンス低
下 

ログインノードのレス
ポンス保障 

 
以降で、上記の課題を解決するための FEFS の施策について紹

介します。 

ニ階層ファイルシステムによる外乱排除 
FEFS は、安定したジョブ実行を実現するため、ジョブ専用の

高速一時域として使用する「ローカルファイルシステム」と、
ユーザーのファイルを保存する大容量の共用保存域として使用
する「グローバルファイルシステム」の二階層のファイルシス
テムモデルの採用を可能としました。 
 

■ ローカルファイルシステム 

バッチジョブとして実行されるアプリケーションのファイル
I/O 性能を 大限に引き出すための、ジョブ専用の高速なテンポ
ラリ領域です。後述のステージング機能により入出力ファイル
をグローバルファイルステムとの間で転送し、ローカルファイ
ルシステム上には実行中または実行待ちのジョブのファイルが
一時的に置かれます。 

 

 
 
 
データブロックをアクセスするファイルサーバは PRIMEHPC 

FX10 ラック内の I/O 専用ノード（I/O ノード）であり、計算ノ
ードと Tofu インターコネクトで接続し、RDMA 通信機能を使っ
て低レイテンシ・高スループットのファイルデータ転送を実現
しています。 
 
■ グローバルファイルシステム 

PRIMEHPC FX10 の外部に配置し、ジョブの入出力データなど
ユーザーファイルを格納する大容量の共用域利用の位置づけと
なります。ログインノードからのファイルアクセスに加えて、
会話型ジョブ利用などでは、計算ノードから直接ファイルアク
セスすることで、ジョブ出力をユーザーが確認しながらデバッ
グおよびチューニングが可能です。 

分散ファイルシステム 

 

図 1 二階層のファイルシステムモデル
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PRIMEHPC FX10 は I/O ノードに搭載する QDR InfiniBand で
グローバルファイルシステムのファイルサーバ群と接続されま
す。I/O ノードは Tofu インターコネクトと InfiniBand との間の
ファイルデータの転送を中継し、計算ノードは I/O ノードを中
継してファイルサーバにアクセスします。 
 
■ ファイルステージング 

ローカルファイルシステムとグローバルファイルシステム間
のファイルの受け渡しは、ファイルステージング機能によりシ
ステムが自動的に行います。 

ファイルステージング機能はジョブ運用ソフトウェアと連携
して動作します。ジョブ開始までに入力ファイルをグローバル
ファイルシステムからローカルファイルシステムに転送（ステ
ージイン）し、ジョブ終了後に出力ファイルをローカルファイ
ルシステムからグローバルファイルシステムに転送（ステージ
アウト）します。ユーザーはステージイン・ステージアウトす
るファイルをジョブスクリプトで指定できます。 
 

通信パス・ディスクの分離による I/O 競合排除 
クラスタ型ファイルシステムである FEFS は、多数のファイルサ

ーバを束ねることで並列スループット性能をスケールアウトさせ
ます。特定のファイルサーバにアクセスが集中すると、通信の輻
輳またはディスクアクセスの競合が発生し、I/O 性能が低下して計
算ノードのジョブ実行時間がばらつくことになります。安定した
ジョブ実行のためには、ファイル I/O の競合を徹底して排除する
ことが重要です。 

FEFS では、ジョブ単位と計算ノード単位の 2 段階でファイル I/O
を分離することで、ファイル I/O の競合を排除しています。 

ジョブレベルでは、ジョブごとにファイル格納先 I/O ノードの
範囲を分けることでサーバ、ネットワーク、ディスク上でのファ
イル I/O の競合を排除します。 

また、ジョブ内の計算ノードレベルでは、ホップ数が 小の I/O
ノードを経由してファイルデータの送受信を行うことで、計算ノ
ード間のファイル I/O の競合を 小化しています。 

 

 
 

 
 
 
 
ハード二重化と Failover による運用継続 

性能と並んで大規模システムで重要なのは、高信頼性です。ク
ラスタ型ファイルシステムは多数のファイルサーバおよびストレ
ージ装置、ネットワーク機器で構成されるため、それらの一部が
故障またはダウンした場合または保守中であっても、ファイルシ
ステムのサービスを持続し、システムの運用を継続させなければ
なりません。 

FEFS は、ハードウェアの二重化とソフトウェアによるノード監
視・切替え制御によって耐故障性を高め、単点故障でもサービス
を持続させることができます。 
 
・ 耐故障性 

数百台を超えるファイルサーバ、ストレージ装置で構成する大
規模なファイルシステムでは、ネットワークアダプタ、サーバな
ど、常時いずれかのハードウェアが故障し保守待ちの状態になる
可能性が出てきます。このような状況でもシステム全体の稼働を
継続させるためには、故障を自動的に検出し、故障箇所を迂回し
てファイルシステムのサービスを持続させることが重要となりま
す。 

FEFS は、ハードウェアを二重化し、ソフトウェア制御によって
サーバおよび I/O 通信の経路を切り替えることで、単点故障時に
もファイルシステムとしてのサービス持続を可能としています。 

図 2 ジョブ間の I/O 分離とノード間の I/O 分離（2/2）

図 2 ジョブ間の I/O 分離とノード間の I/O 分離（1/2）
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階層的なノード監視と自動交替 

大規模システムでは、人手によらない故障の検出と、その故障
が影響する範囲のノードへの交替通知を自動化することが必須で
す。計算ノードとファイルサーバ間で監視パケットを飛ばしてノ
ード状態を監視する方式では、規模のべき乗に比例して監視パケ
ットが大量に発生し、計算ノード間の MPI 通信および計算ノード
とファイルサーバとの間のデータ通信を阻害します。 

FEFS では、システム管理ソフトと連携して階層的なノード監視
と交替の制御を行い、通信負荷を 小化しています。これは
PRIMEHPC FX10 ラック内の監視、複数ラックをグループ化したノ
ードグループ単位での監視、その上位のノードグループの監視と
ツリー上に監視を行うことで実現しています。 

 

 
 
 

運用に応じた QoS ポリシーの選択 
多数のユーザーが利用する大規模システムでは、特定のユーザ

ーが大量にファイル I/O を行った場合でも他ユーザーに悪影響を
与えないことが求められます。また、計算ノードのジョブからフ
ァイルアクセスが行われている場合でも、ログインノード上のユ
ーザーのレスポンスに影響しないことが求められます。 

FEFS は、ユーザーごとのフェアシェア機能と TSS レスポンス保
障の機能によりこれらの課題をクリアしています。 

 
1 ユーザーが発行できる I/O の上限管理 

FEFS では、クライアントおよびサーバでそれぞれ発行および処
理する I/O リクエスト数を制御し、特定ユーザーによる I/O 資源の
占有を防止します。 

クライアント側では、1 ユーザーが同時に発行できる I/O リクエ
スト数の上限を制限し、1 ユーザーから大量に I/O リクエストが発
行され I/O 帯域およびサーバ資源を占有してしまうことを抑止し
ます。 

計算ノードのように、複数クライアントから同じユーザーのア
プリケーションが同時に I/O 要求を出すと、ファイルサーバ資源
が占有される可能性があります。このため、ファイルサーバ側で 1
ユーザーが利用できるサーバ処理能力を制御し、1 ユーザーから
の I/O 要求でサーバ資源が占有されることを防止することが可能
です。 

 
ログインノードのレスポンス保障 

ユーザーが体感するアクセスレスポンスは使いやすさに直結す
るため、ジョブに対するアクセスレスポンスよりも重要です。 

FEFS は、ログインノードで TSS 利用するユーザーのアクセスレ
スポンスを保障するため、ログインノードからの I/O 要求を処理
するサーバ資源を割り当てる機能を備えました。これにより、計
算ノードのジョブがファイル I/O を行っていても、ログインノー
ドでファイル操作するユーザーのレスポンスを確保することがで
きます。 

 

 
 
 

さらに、サーバ資源を余さず有効活用できるように、ベストエフ
ォート型の運用も可能です。計算ノードからの I/O 要求がない状
態ではログインノードが全サーバ資源を利用し、ログインノード
からの I/O 要求がない状態では計算ノードが全サーバ資源を利用
します。 

 

図 4 階層的なノード監視と自動交替 

図 3 ハードウェア二重化による耐故障性

図 5 ログインノードのレスポンス保障
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他ファイルシステムとの比較 
当社の分散ファイルシステムは、オープンソースの分散ファイ

ルシステムの Lustre をベースにしています。Lustre の優れた技術
を受け継ぐと共に、Lustre とのクライアント互換性を維持しつつ
大規模システム向けに拡張を行いました。性能・容量・運用ポリ
シーの要件に応じて柔軟にファイルシステムを構成できます。 

後に、主な外部仕様について当社と Lustre （*1）、GPFS（*2）と
を比較した表を以下に示します（*3）。 

 

表 2 他社ファイルシステムとの比較 
項目 当社 Lustre GPFS 

大ファイルシステム 
サイズ 

8EB 64PB 299 Bytes

大ファイル数 263 個 232 個 264 個 
大ファイルサイズ 8EB 320TB NA 
大ストライプ数 20,000 160 NA 
大ブロックサイズ 512KB 4KB NA 

POSIX ACL 
大エントリー数 

○ 
8,191 

○ 
NA 

○ 
NA 

ディスク Quota ○ ○ ○ 
ディレクトリ Quota ○ × × 
ユーザー間のフェアシェア 
TSS レスポンス保障 

○ × × 

 
*1  http://wiki.lustre.org 
*2  http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/clresctr/vxrx/ 

index.jsp?topic= /com.ibm.cluste r. gpfs.doc/gpfs_faqs/ 
gpfsclustersfaq.html 

*3  本仕様は 2011 年 6 月現在のものであり今後変更される可能性があり
ます。 

図 6 ベストエフォート型のファイルサーバ運用
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超並列処理のプログラミングモデル 
これまで、CPU は動作周波数を向上させることで性能向上を達

成してきました。しかし近年は、動作周波数の向上は難しくなっ
てきています。そのため PRIMEHPC FX10 では、CPU の性能向上
のために、コア数の増加と HPC 独自の命令（HPC-ACE: High 
Performance Computing -  Arithmetic Computational 
Extensions）追加という 2 つの機能強化を実施し、これらのコア
を数万～数十万並列に処理することでの性能向上を図っています。 

このような超並列処理のアーキテクチャにおいて、プロセス並
列（MPI）のみのプログラミングモデルでは、メモリ使用量およ
びネットワーク通信量が増加し、性能向上の限界があると考えら
れます。そこで、PRIMEHPC FX10 では、超並列処理における通信
時間の増大を抑える技術を採用し、VISIMPACT（Virtual Single 
Processor by Integrated Multicore Architecture）と名づけました。
VISIMPACT では、L2 キャッシュをコア間で共用し、コア間のバリ
アをハードウェアで実装することで、自動並列コンパイラを使っ
てノードをあたかも 1 つの CPU のように扱うことができるプログ
ラミングが可能になりました。このプログラミングモデルには、
利用者にとって次の 2 つの利点があります。1 つは、容易にハイ
ブリッド並列が実現できることです。ノード内の複数のコアに対
するスレッド並列はコンパイラにより自動的に行われるので、ノ
ード間のプロセス並列を記述するだけで実現できます。もう 1 つ
は、プロセス数が減ることによる、プロセス間通信のオーバーヘ
ッドコストの削減です。このアーキテクチャの基本機能であるハ
ードウェアバリアと L2 共用キャッシュは、FX1（*1）で実装し、効
果を実証しました。PRIMEHPC FX10 は、さらに CPU 命令の強化
とノード内のコア数を増加させることで本アーキテクチャをさら
に発展させました。 

 

 
 
 
PRIMEHPC FX10 の言語処理系 

VISIMPACT によるハイブリッドプログラミングモデルによるプ
ログラミングを可能にするために、PRIMEHPC FX10 の言語処理系
は次の機能を備えました。 

 
■ コンパイラ 

Fortran/C/C++の 新規格をサポートしています。標準規格だ
けでなく、業界標準な言語仕様もサポートすることで、広く使
われているオープンソースソフトウェアが翻訳可能になります。

また、新 CPU の機能をいかし、高性能・高スケーラビリティを
実現するため、次に示すような 適化を実施しました。 
 拡張レジスタを有効に利用し、ループ 適化の範囲および

対象を拡大することでコア内の演算効率の向上 
 SIMD（Single Instruction Multiple Data）演算（*2）を活用

し、実行命令数を削減し、高速化 
 セクタキャッシュ（*3）（プログラマから制御できるキャッ

シュ）を有効に使うディレクティブを提供し、キャッシュ
利用の効率化 

 
上記以外にベクトル化を凌駕する自動並列化機能に加え、

OpenMP（*4）3.0 をサポートしています。 
 

これらの 適化を実施した効果として、1 コア内の性能向上例
について紹介します。拡張レジスタの利用および SIMD 命令の利
用により、NPB（NAS Parallel Benchmark）のプログラムが FX1
に比べて、単一コアでのクロック換算後の処理時間が 30%減少し
ていることがわかります。 
 

 
 

 
 

超並列処理のプログラミングモデルと言語処理系 

 

図 1 計算ノードのアーキテクチャ 

図 2 1 コアでの性能比較
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■ MPI ライブラリ 
PRIMEHPC FX10 では、これからの HPC プログラムに必要と

なってくる数万プロセス超の並列実行を可能にするため、Tofu
インターコネクトの特徴をいかした MPI を提供しています。1
対 1 通信性能では、ソフトウェアの階層構造をバイパスする特
別な低遅延経路を利用します。さらに送受信データの長さ、配
置およびホップ数も考慮に加え、転送方式の切替えを 適化す
ることで性能向上を図っています。集団通信性能では、使用頻
度が高い関数（MPI_Bcast、MPI_Allreduce、MPI_Allgather、
MPI_Alltoall など）について、1 対 1 通信を利用せず、Tofu イ
ンターコネクトの特徴をいかし、輻輳を抑える専用アルゴリズ
ムを開発しました。また、MPI_Barrier および MPI_Allreduce
については、Tofu インターコネクトの高機能バリア通信（ハー
ドウェア実装）を利用してさらに高速化しています。
MPI_Barrier、MPI_Allreduce の高機能バリア通信の効果を以下
の図に示します。ソフトウェアによる実装に比べ、768 プロセ
スでそれぞれ処理時間が 85%～88%減少していることがわかり
ます。 

また、プロセス数の増大に伴い、メモリ使用量も問題となっ
てきます。本 MPI では動的コネクション方式など、省メモリ化
の機能も開発しました。 

 

 
 
 
■ チューニングツール 

高並列プログラムのチューニングは、逐次性能と高並列性能
の両方を並行して行う必要があります。そのための適切な情報
を採取できるツールを提供しています。また、各ユーザーが使
い慣れた ISV ツールとの連携を容易にするため、業界標準のイ
ンターフェースを採用しました。 

チューニングツールは、以下の図に示すように、ハードウェ
アから OS、ライブラリ、アプリケーション層にまたがって、情
報が取れるようなセットを提供します。 
 

 

 
また、高並列の場合は、プロセスごとの振る舞いを把握する

ことが重要となります。PRIMEHPC FX10 のチューニングツール
は、プロセスごとの PA 情報を採取し、それをグラフィカルに表
示できる機能を備えています。この機能を使うことで、プロセ
スの状態の把握が容易になり、的確な対処を行うことができま
す。以下に、あるプログラムの 4096 プロセス（16×16×16）
の Elapse 時間を示します。赤色→黄色→青色の順で相対的に時
間がかかっていることがわかるため、プロセス間の性能バラン
スを見ることができます。1 つの格子は 1 つのプロセスを表し
ています。格子の上にカーソルを置くと、該当するプロセスの
情報を見ることができます。 
 

 
 
 
■ 並列プログラミング言語 XPFortran 

XPFortran（XPF）は、分散メモリ型計算機向けに Fortran を
拡張した当社独自のプログラミング言語です。拡張は主に
Fortran 文を補足する指示文（directive）の形であり、逐次プロ
グラムから始めて段階的な並列化が進められるようにしていま
す。指示文は、①データの分散、②計算負荷の分散、③通信・
同期の機能を持ちます。 

XPF プログラムの簡単な例を以下の図に示します。processor
指示文で宣言されたプロセッサ（仮想ノード）P は、データ A
の分散先となり（global 指示文）、計算ループ do j の負荷分散
先となります（spread do 指示文）。ここでは通信・同期は自動
に任せています。 
 

 
 
 

図 3 高機能バリア通信の効果 

図 4 チューニングツールのスタック構成

図 6 XPFortran プログラム例
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MPI と比較した XPF の利点は、プログラム開発の生産性です。
MPI プログラミングでは、逐次プログラムを各ノードの視点で
書かれたプログラム、つまり SPMD（Single Program Multiple 
Data）（*5）に直し、さらに、ノード間の通信を明示的に記述する
必要があります。MPI はすでに広く普及していますが、ハード
ウェアの高並列化・階層化に伴い、MPI でプログラム全体を記
述するのはますます難しくなります。今後は XPF のような高級
言語と MPI の混在利用が重要になってきます。XPF では、MPI
で書かれた手続きを呼び出すことができます。 

数千、数万並列の高並列プログラミングでは、アプリケーシ
ョンの多次元方向の並列性を記述する多次元並列化が、より重
要になります。XPF はこれに対応するために、多次元の仮想プ
ロセッサ配列をサポートし、Tofu ネットワーク上での効率的な
実装を実現しています。たとえば、以下の図のように形状 8×8
×16 のプロセッサ配列 Q に対して配列変数 A を 3 次元分散す
れば、A について 3 軸方向に並列化したプログラムを記述でき
ます。Q を構成する 1024 プロセッサは、ジョブ・スケジュー
ラなどの働きにより、同じ形状の仮想 3 次元トーラスを構成す
る 1024 ノードに割り当てることができます。その結果、近傍
ノード間の通信および規則的な集団通信が高速であるという
Tofu ネットワークのメリットを、XPF で簡単に書いたプログラ
ムでも享受することができます。 

 

 
 
 
*1  FX1 は、SPARC64TM VII プロセッサを利用した富士通製ハイエンドテ

クニカルコンピューティングサーバです。 

*2  SIMD 演算は、1 つの命令で複数のデータに対する演算を実行させる

技術です。詳しくは、「スーパーコンピュータ PRIMEHPC FX10 の先

進技術」を参照してください。 

*3 セクタキャッシュは、ソフトウェアで制御できる新しい種類のキャッ

シュです。詳しくは、「スーパーコンピュータ PRIMEHPC FX10 の先

進技術」を参照してください。 

*4  OpenMP は、プログラムの並列化を行うための標準化された記法の 1

つです。 

*5  SPMD は、同じプログラムを複数のプロセッサで別々のデータを使用

して実行させる並列実行の形式のことです。 

 

図 7 大規模並列への XPFortran の適用ステップ
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スーパーコンピュータの利用分野 
ハードウェアの性能向上およびアプリケーション（シミュレー

ションプログラム）の高度化により、スーパーコンピュータを使
用したシミュレーションの利用分野はますます広がってきていま
す。 

特に並列性の高いアルゴリズム・数値計算スキームが採用され
ているシミュレーションプログラムを PRIMEHPC FX10 で高速に
実行することで、科学技術の発展および企業の競争力向上に向け
たブレークスルーを起こすことが期待されます。 

 
PRIMEHPC FX10 は、以下の 2 つの分野に大別される多様な分

野に適用可能です。 
 

 基礎研究（真理の探究、国家戦略上の研究） 
主に官公庁、大学などの研究機関において、宇宙、物質、生

命などの本質を探究し自然界の普遍的法則を理解することに利
用されています。また、気象（食料問題・防災）、原子力・核融
合（エネルギー問題）など、国家戦略上重要な研究も行われて
います。 

多くの場合において、オリジナルのシミュレーションプログ
ラムを開発し、スーパーコンピュータを使用した研究によって、
理論または実験だけでは得られなかった大きな成果が得られて
います。 

 

 応用研究（製品開発または経済予測につなげる研究） 
民間企業では、製品（工業製品、医薬品、サービス商品など）

の開発をより効率的に行い企業競争力を高めるため、スーパー
コンピュータの利用が進んでいます。 

たとえば、製品設計における機能、品質などの検証において、
数多くの実験を行う場合に比較して、スーパーコンピュータを
使用することで、時間およびコストを大幅に削減することがで
きるようになります（開発サイクルの短縮）。 

 

PRIMEHPC FX10 の想定適用分野 
代表的な想定適用分野を以下に示します。 

 

表 1 PRIMEHPC FX10 の想定適用分野 

分野 代表的な適用例 

生命科学、 
医療、創薬 

臓器・細胞の機能解明、タンパク質、薬物
の相互作用の研究、ウィルス分子科学、新
薬開発など。 

新物質、 
エネルギー 

新材料開発、原子力安全解析、核融合研究
など。 

防災・減災、 
地球変動予測 

天気予報、気象予測、地震波伝播予測、石
油などの地下資源探索、地球温暖化に伴う
気象変化（災害）、海洋変化（水産資源）
の予測など。 

次世代ものづくり 自動車の衝突安全解析、航空機などの空力
特性解析、電子機器の電波伝搬解析など。

物質、 
宇宙の起源 

素粒子・原子核の研究、天体の起源探索な
ど。 

経済・金融 
その他 

経済モデル解析、ポートフォリオ分析な
ど。 

 

さらに、今後は個々の分野への適用のみならず、以下のような
分野横断での適用がますます進むと考えられます。 
 航空機・自動車ボディなどに対する軽量、高強度素材の開発 

（新物質、ものづくり分野） 
 安心・安全面を考慮した、新エネルギー研究とエネルギープ

ラント設計 （エネルギー、防災、ものづくり分野） 
 

スーパーコンピュータによるシミュレーションは、実験、理論
と並ぶ第三の研究開発手法として、今後、ますます重要となって
きます。これによる科学技術の基盤強化、イノベーションの創出、
さらには産業分野における競争力強化が期待されます。 

 

適用分野 

 

   
参考情報 
PRIMEHPC FX10 に関する情報は、当社営業までお問
い合わせいただくか、以下の Web サイトをご参照く
ださい。 
 
http://jp.fujitsu.com/solutions/hpc/products/primehpc/ 
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