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あ ら ま し

スーパーコンピュータ「京」のような超並列システムにおいてアプリケーション性能を

高めるためには，計算ノード間の通信をいかに高速に実行するかが鍵となる。この通信

をつかさどるのがMPI（Message Passing Interface）通信ライブラリと低レベル通信で
ある。

本稿では，スーパーコンピュータ「京」に導入した新規アーキテクチャであるTofuイン
ターコネクトの性能を引き出し，ペタスケールアプリケーションの実行性能を高めるた

めのMPI通信ライブラリと高性能で細かな制御を可能とする低レベル通信機構の実装，
およびこれらの性能について述べる。

Abstract

The key to raising application performance in a massively parallel system like the K 
computer is to increase the speed of communication between compute nodes.  In the K 
computer, this inter-node communication is governed by the Message Passing Interface 
(MPI) communication library and low-level communication.  This paper describes the 
implementation and performance of the MPI communication library, which exploits 
the new Tofu-interconnect architecture introduced in the K computer to enhance 
the performance of petascale applications, and low-level communication mechanism,  
which performs fine-grained control of the Tofu interconnect.  
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を抑える通信方式が必要である。
（3） ユーザにとって使いやすい環境を提供
「京」が採用するTofuインターコネクトは6次元
メッシュ /トーラス構成であるため，（1） 一般のユーザ
が物理的な結合を理解してプログラム開発するの
は容易ではない。さらに，8万ノードもの大規模シ
ステムでは故障ノードをどのように回避して運用
するかについても検討課題となる。

MPI通信ライブラリの実装概要

前章で示した課題を解決するためのMPI通信
ライブラリの実現方針として，オープンソースの
MPI通信ライブラリをベースに可能な限り標準の
アプリケーションプログラミングインタフェース
（API）に合わせた低レベル通信ライブラリを提供
し，「京」に特化した機能は可能な限りこの低レベ
ル通信ライブラリで実現することにより，MPI通
信ライブラリへの変更を最小限にしている。
採用したオープンソースのMPIは，Open MPI
である。これは，元々「京」のプロセッサであ
るSPARCプロセッサでの動作実績があったほ
か，PCクラスタでの主要インターコネクトである
Infi niBandにも対応しているため，開発を容易に
することが可能であったためである。
以上の実現方針の基に，「京」のMPI通信ライブ
ラリは，前章の課題を次のように解決している。
（1） 基本性能が優れたMPIを実現

1対1通信性能を高めるため，低レベル通信ライ
ブラリレベルでTofuインターコネクトハードウェ
アの特性を生かすRDMA（Remote Direct Memory 
Access）通信を主体とした通信APIを提供し，これ
を利用してMPIを実装している。
集団通信についても，RDMA通信を主体とした

1対1通信性能をベースにTofuインターコネクトの
持つ複数のネットワークインタフェースを利用し，
かつ，6次元メッシュ /トーラス網に適した集団通
信アルゴリズムを採用することにより通信性能を
高めている。
（2） 大規模環境で最適な通信の実現
高い通信性能と省メモリ性を高めることを可能
な限り両立するために，二つの施策を実施する。
一つ目はRDMAを主体とした通信を使用すること
により，通信バッファによる使用メモリ量を抑え

MPI通信ライブラリの実装概要

ま　え　が　き

ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）
の分野でMPI（Message Passing Interface）通信
ライブラリは確固たる標準の通信ライブラリの地
位を確立しており，MPI通信ライブラリの良し悪
しがシステム性能を大きく左右すると言っても過
言ではない。
これは，スーパーコンピュータ「京」（注）において
も同様で，8万ノード以上の大規模な並列システム
で世界トップクラスの性能を実現するためには，
様々な工夫が必要である。特にノード間の通信時
間を極小にすることが性能を高めるために必須で
ある。このためには標準的に利用されるMPI通信
ライブラリのほか，MPI通信ライブラリ実装に使
用しTofuインターコネクトを制御する低レベル通
信機構が重要になる。
本稿では，スーパーコンピュータ「京」のMPI
通信ライブラリと低レベル通信機構について述
べる。

MPI通信ライブラリの開発目標と課題

MPI通信ライブラリの開発目標と課題は次の三
つである。この開発は，「京」のみならず，「京」
の100倍のエクサフロップス級のスーパーコン
ピュータの設計をも見据えたものである。
（1） 基本性能が優れたMPIを実現

1対1通信性能，集団通信性能，およびMPI-IO性
能など通信の基本性能によって，システム性能は
大きく左右される。特に1対1通信性能は，集団通
信性能，MPI-IO性能で使われるため，遅延とバン
ド幅の面からTofuインターコネクトのハードウェ
ア性能を引き出す最適な通信方式が必要となる。
（2） 大規模環境で最適な通信を実現
一般に通信が使用するメモリ量と性能は比例す
るため，省メモリ性を高めることと高性能を実現
することとの間にはトレードオフの関係がある。
さらに，通信する相手数に比例してメモリ使用量
が増加するため，8万ノードものシステムではメモ
リ枯渇の危険性が高まり，いかに使用メモリ量を
抑えるかが重要になる。このため，使用メモリ量

ま　え　が　き

（注） 理化学研究所が2010年7月に決定したスーパーコン
ピュータの愛称。

MPI通信ライブラリの開発目標と課題
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追加，バグフィックスなどのバージョンアップを
繰り返している。また，現在MPIフォーラムで検
討が進んでいるMPI Version 3.0への新規機能追
加の際には大きな変更が加えられる可能性がある。
このため，Open MPIの構造そのものに対しては，
可能な限り手を入れずに，バージョンアップの修
正時に，そのままパッチが適用可能な実装とする
ことを重要視した。
（2） 低遅延通信を徹底的に極める実装

Open MPIの現状の実装では，1対1通信を実現す
るためにPML，BML，BTLの三つの通信ライブラ
リ層が介在しており，これにより最低3回の関数呼
び出しが必要になり通信遅延が増加していた。こ
のため，「京」向けのMPI通信ライブラリとしての
基本的な通信性能の実現のため，1対1通信につい
ては，専用のショートカットパス（LLP）を設け
ている。
（3） RDMA主体の集団通信実装
次の三つの理由により一部の集団通信アルゴリ

ズムでは，Open MPIの集団通信の枠組みを用いず
新たに開発した集団通信の枠組みを用いて実装し
ている。
・Tofuのハードウェア（Barrier，Bcast，Reduce，

Allreduce）への対応
・RDMAベースの集団通信への対応

る。二つ目は，同時に利用する通信先を一定数に
限定することで使用メモリ量を抑制する。
（3） ユーザにとって使いやすい環境の提供
「京」では，6次元メッシュ /トーラス網をユー
ザにとって使いやすい環境とするため，6次元メッ
シュ /トーラス網を仮想的な3次元トーラスとして
見せることにしている。このために6次元の六つの
軸を組み合わせて3次元にしている。これにより，
3次元トーラスの既存システムで開発されたアプリ
ケーションの移植を容易にするほか，構成可能な
3次元トーラス形状の選択肢が増える，システムを
複数のジョブで分割利用しても3次元トーラスシス
テムとして利用できる，また，故障ノードが存在
しても通信経路を設定することにより故障ノード
を意識しないアプリケーション実行が可能になる
などの特長を実現している。

「京」向けに開発したMPIの実装構造を図-1に示
す。Open MPIの基本構造に低遅延通信とRDMA
ベースの集団通信に対応するための変更が加えら
れている。今回Open MPIを「京」向けに実装する
に当たり，次の点を考慮した。
（1） バージョンアップへの迅速な対応
オープンソースのMPIライブラリは，常に機能

図-1　「京」向けのMPIの構造

tofu BTL，tofu LLP，tuned COLL，
tbi COLLから共通に使われる構造・処理

1対1通信 集団通信

階層拡張

短メッセージ
低遅延送信
のための
特別経路
（Send，Rsend，
Bsend）

TofuインターコネクトTofuインターコネクト

MPIインタフェースレイヤ
tuned COLL，
tbi COLL

r2 BML

ob1 PML

tofu BTL

TofuライブラリTofuライブラリ

tofu
LLP

（Low 
Latency
Path）

tofu COMMONtofu COMMON

階層拡張

Tofu専用の
1対1通信処理

長メッセージ用プロトコルを
改良（Rendezvous，Stride）

Tofuの特性を生かした
新アルゴリズムを実装し
Tofuライブラリを直接
呼び出し（Bcast，
Allgather，Allgatherv，
Allreduce，Alltoall）

Tofuのノード間バリア・
リダクション機能を活用
（Barrier，Bcast，
Reduce，Allreduce）



FUJITSU. 63, 3 （05, 2012）302

スーパーコンピュータ「京」のMPIと低レベル通信

・使用するネットワークインタフェースを指定した
複数ネットワークインタフェースの制御
さらに集団通信においては，特に頻繁に利用さ
れるBcast，Allgather，Allreduce，Alltoallについて，
複数のネットワークインタフェースを用い，かつ，
ネットワーク上のパケット衝突を最低限に抑制す
ることができる集団通信アルゴリズムを採用して
いる。
省メモリについては，MPI通信に高速型と省メ
モリ型の二つの通信モードを設定することで実現
している。高速型と省メモリ型の切替えについて
は，最初の通信は通信バッファを抑えた省メモリ
型，特定の通信相手に対し通信回数のしきい値を
超えると高速型に移行する。高速型では，より大
きな通信バッファを利用する。また，高速型への
移行数を制限することにより，消費メモリが増大
しないような仕組みも有している。

「京」向け低レベル通信機構の実装

「京」向けの低レベル通信機構では，Tofuインター
コネクト用の低レベル通信ライブラリ（Tofuライ
ブラリ）によってTofuインターコネクトハードウェ
アの性能を最大限に引き出すことができる。「京」
向け低レベル通信機構は，以下の機能を実装して
いる。
（1） 低レベル通信機能
ハードウェア性能を最大限に引き出すために

「京」向け低レベル通信機構の実装

RDMAベースの通信機能を提供している。
（2） ランクマップ機能
ジョブインタフェースからの情報に基づき，故
障ノードを回避した上で3次元トーラスを実現する
ランクマップ機能を提供している。

基本通信性能評価

本章では「京」の基本的な通信性能を評価する
ために，TofuライブラリレベルとMPIレベルの
隣接通信における1対1通信性能，集団通信として
ハードウェアによる集団通信性能とソフトウェア
による集団通信性能の一つとしてAllreduceを評価
する。
● Tofuライブラリレベルの通信性能
隣接通信におけるTofuライブラリレベルの片道
通信遅延は，8バイトメッセージで0.92 µs，最大バ
ンド幅は，16 Mバイトメッセージ時に4.76 Gバイ
ト/秒であった。ハードウェア遅延が0.91 µsである
ことから，Tofuライブラリレベルの通信処理遅延は
0.01 µsと非常に小さいことが分かる。
複数のTofuネットワーク・インタフェース（TNI）
を用いた場合の通信バンド幅性能を図-2に示す。
図-2の結果より，3TNIで14.26 Gバイト/秒とスケー
ラブルに性能向上していることが分かる。
なお，4TNIで15.03 Gバイト/秒に性能が律速さ
れるのは，CPU側のインタフェースにボトルネッ
クがあるからである。

基本通信性能評価

図-2　低レベル通信ライブラリの複数TNIによる通信バンド幅性能
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んど性能劣化がない安定した性能を示しているこ
とが分かる。

MPI通信ライブラリレベルのAllreduceのバン
ド幅性能を図-6に示す。Tofuインターコネクト
の性能を引き出すため，複数のネットワークイン
タフェースを用い，通信経路の重なりがないよう
に実装された集団通信アルゴリズムの評価結果で
ある。「京」向けに開発したAllreduce通信アルゴ
リズムTrinaryx3は，三つのネットワークインタ
フェースを用いることにより7.1 Gバイト/秒と既
存の集団通信アルゴリズムに比べて5倍の通信性
能を実現している。

む　　す　　び

本稿では，スーパーコンピュータ「京」に導入

む　　す　　び

● MPIライブラリレベルの1対1通信性能
MPIライブラリレベルの片道遅延時間を図-3に，
通信バンド幅性能の評価結果を図-4に示す。図-3
では，MPIライブラリレベルの通信遅延は，隣接
の場合，8バイトメッセージで1.27 µs，図-4では，
16 Mバイトメッセージ時に最大通信バンド幅4.7 G
バイト/秒という結果を出しており，Tofuインター
コネクトハードウェアの性能を最大限に引き出し
ていることが分かる。
● MPIライブラリレベルの集団通信性能

MPIライブラリレベルのハードウェア実装での
集団通信の評価結果を図-5に示す。ソフトウェア
実装とハードウェア実装でのBarrierとAllreduce
の9216ノードまでの評価結果を比較している。ハー
ドウェアでの実装は，9216ノードにおいてもほと

図-3　MPI通信ライブラリの片道遅延時間 図-4　MPI通信ライブラリのバンド幅性能

図-5　MPI通信ライブラリレベルのハードウェア集団通信性能
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用しているオープンソースであるOpen MPIのコ
ミュニティへの貢献も進めていく。

参 考 文 献

 （1）Y. Ajima et al.：A 6D Mesh/Torus Interconnect for 
Exascale Computers．IEEE Computer，Vol.42，
No.11，p.36-40（2009）．

するMPIと低レベル通信機構の実装とその性能向
上について述べた。実現に当たり，「基本性能が優
れたMPI」「大規模環境で最適な通信」「ユーザが
使いやすい環境」という開発目標を掲げ，様々な
工夫を取り入れた。しかし，「京」のような超大規
模マシン上ではまだまだ改善の余地が残されてい
る。今後も性能の完成度を高めていくとともに採

志田直之（しだ　なおゆき）

ミドルウェア事業本部アプリケーショ
ンマネジメント・ミドルウェア事業部 
所属
現在，MPI通信ライブラリ開発に従事。

宇野篤也（うの　あつや）

独立行政法人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 所属
現在，理研においてシステムソフトウェ
ア関連のとりまとめに従事。

住元真司（すみもと　しんじ）

次世代テクニカルコンピューティング
開発本部ソフトウェア開発統括部 所属
現在，MPI通信ライブラリ，クラスタ
ファイルシステムなど高性能通信に関
わるHPCシステムソフトウェア全般の
技術開発に従事。

 著 者 紹 介

図-6　MPI通信ライブラリレベルのAllreduceバンド幅性能
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