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HPC 特別プロジェクトとして、密度行列繰り込み群法の基礎となる１）厳密対角化と２）行列全対角化の

マルチコア並列性能評価を行った（尚、限られた時間であったため物理的成果ではなくマシンの性能評価

を主に実施した）。 
１）厳密対角化（疎行列の基底状態を求める対角化） 

マルチコアの性能を評価するため MPI と OpenMP を用いたハイブリッド計算を行った。利用したプロ

グラムは地球シミュレータ用に開発したものであり、地球シミュレータ上ではピーク性能の５０％を超え

る高性能のアルゴリズムである。結果は、コア数を 2 倍にした場合、プロセッサ数を 2 倍にしてプロセッ

サ内のコア数を一定とした場合は、約 1.80 倍の高速化を達成できた一方、プロセッサ数を固定してコア数

を増加すると 1.15 倍とほとんど高速化できないことが確認できた。これは、本プログラムはキャッシュの

利用に向かないアルゴリズムであり、コア数が増えてもメモリバンドの競合が発生するためほとんど高速

化しないものと考えられる。以上の結果から、マルチコアのアーキテクチャを利用するためにはこれまで

以上にキャッシュを考慮する必要があり、本プログラムのようにメモリアクセスが多い場合には、アルゴ

リズムを再構築するくらいの修正が必要であると結論づけられた。 
２）行列全対角化（密行列の全固有値・固有ベクトルを求める対角化） 
量子シミュレーションの中核となるハミルトニアン行列の全固有値固有ベクトル求解ルーチンを地球シ

ミュレータより移植し 1000 コア以上の環境で高速にかつ安定、スケーラブルに動作するかの検証を行うこ

とを目標として作業を行った。まず、1 コア単体でハウスホルダー順変換 2.39GFLOPS, ハウスホルダー逆

変換 2.94GFLOPS を記録した。次に 1 ノード内の 16 コア使用による flat-MPI 実行での動作を検証し、1000
次元から 32000次元まで問題なく動作することを確認した。性能は 1コア時からチューニングを行い、32000
次元の計算でハウスホルダー変換 16.51GFLOPS, 逆変換 60.55GFLOPS を記録した。逆変換は 1 ノードの理

論ピーク(147.2GFLOPS)の 41.1%であり、極めて高い性能を示している。次に、複数ノード間複数コアによ

る flat-MPI 実装での動作検証を行うため、32 ノードまでを利用して動作検証を行った。32 ノードまでの２

べきノード利用では全く問題なく動作した。性能は、32 ノード使用時 96000 次元でハウスホルダー順変換

428.35GFLOPS(ピーク 4710GFLOPS の 9%)、逆変換 2210GFLOPS(ピーク 4710GFLOPS の 47%)を達成した。

全体の計算では概算で 781GFLOPS(ピークの 16%)に到達した。最後に 1000 コア以上での性能評価を実施

した。各ノードで実施した最大規模の問題とその時の性能を次の表に記す。 
 

ノード数 最大次元 ハウスホルダー順変

換 
ハウスホルダー逆変

換 
全体 

128  128000 
1077GFLOPS (5.7%)

2594 秒 
7562GFLOPS (40%)

554 秒 
3298GFLOPS 

(17.5%) 
3298 秒 

256 256000 
2868GFLOPS (7.6%)

7799 秒 
15373GFLOPS (40%)

2182 秒 
5536GFLOPS (14%) 

10241 秒 

512 192000 
2393GFLOPS (3.1%)

3942 秒 
24834GFLOPS (33%)

570 秒 
5025GFLOPS (6.7%) 

5025 秒 
 

いずれも計算全体でテラフロップスを記録できたが、512 使用時が最も性能が悪い結果となっている。デ

ータの詳細を解析すると、通信時間の比率が 256 ノード以上に大きくなっていることが分かった。結論と

しては 512 ノードでは問題サイズが小さすぎたために十分な性能を生かしきれなかったと見ている。 
以上、本プロジェクトでは、512（8192 コア）ノードという未知の環境を提供いただき、東京大学情報

基盤センターの関係者には大変感謝致しております。本プロジェクトを通じて新たな問題も発見できた上、

得られた知見は、来る次世代スパコンでの行列対角化ソルバー開発に継承できるものと確信しています。

 



 

地は大きくあったが作業をこの程度に止めた。 
 
3. 同一ノード内複数コアによる flat-MPI 実装での動作検証： 
1 ノード内の 16 コア使用による flat-MPI 実行での動作を検証し、1000 次元から 32000 次元まで

問題なく動作することが確認された。性能は 1 コア時からチューニングを行い、32000 次元の計

算でハウスホルダー変換 16.51GFLOPS, 逆変換 60.55GFLOPS を記録した。逆変換は 1 ノードの

理論ピーク(147.2GFLOPS)の 41.1%であり、性能面ではかなりよい成績を示している。 
 
4. 複数ノード間複数コアによる flat-MPI 実装での動作検証： 
HPC プロジェクトでは通常 128 ノードのクラスが開放されていたが、通常の試験では 32 ノード

までを利用して動作検証を行った。結論としては 32 ノードまでの２べきノード利用では全く問

題なく動作した。それ以外は検証していないが、地球シミュレータ等での経験から問題なく動

作するものと判断する。性能は、32 ノード使用時 96000 次元でハウスホルダー順変換

428.35GFLOPS(ピーク 4710GFLOPS の 9%) 逆変換 2210GFLOPS(ピーク 4710GFLOPS の 47%)
を達成した。全体の計算では概算で 781GFLOPS(ピークの 16%)に到達した。 
 
5. 1000 コア以上での性能評価： 
128 ノード, 256 ノード, 512 ノード使用の機会を頂けたため限られた時間ではあるが 4.の設定を

そのまま使い大規模ノードでの実測を試みた。各ノードで実施した最大規模の問題とその時の

性能について次の表にまとめておく。 
 
 

ノード

数 
最大次元 ハウスホルダー順

変換 
ハウスホルダー逆

変換 
全体 

128  128000 
1077GFLOPS (5.7%)

2594 秒 
7562GFLOPS 

(40%) 
554 秒 

3298GFLOPS 
(17.5%) 
3298 秒 

256 256000 
2868GFLOPS (7.6%)

7799 秒 
15373GFLOPS 

(40%) 
2182 秒 

5536GFLOPS 
(14%) 

10241 秒 

512 192000 
2393GFLOPS (3.1%)

3942 秒 
24834GFLOPS 

(33%) 
570 秒 

5025GFLOPS 
(6.7%) 

5025 秒 
 
 
(注) キューの制約があるため 
256 ノード 256K 次元は順変換、逆変換を２回に分けて測定している。 
 
いずれも計算全体でテラフロップスを記録できたが、512 使用時が最も性能が悪い結果となって

いる。データの詳細を解析すると、通信時間の比率が 256 ノード以上に大きくなっていること

が分かる。例えば順変換の 256 ノード(256K 次元)では通信 2557 秒, 全体 7799 秒 =>32.7%。512
ノード(192K 次元)では通信 2652 秒, 全体 3942 秒 =>67.2%など 512 ノードでは 256 の倍以上プ

ロセッサが遊んでいたことになる。結論としては 512 ノードでは問題サイズが小さすぎたた



 

めに十分な性能を生かしきれなかったということになる。また、通信性能が仮に 2 倍にな

っても本質はレイテンシにあるため、性能の改善はわずかなものになると予想される。デ

ータが少ないため強スケーラビリティの議論はできないのだが、360000 次元の測定が可能

であれば全体で 10TFLOPS(ピーク 1/6)が達成できたかもしれない。ただし実行時間は 4 時

間に達するが。。。（これは、来るペタコンでも問題になりそう。。。） 
 
6. OpenMP を併用したハイブリッド実装での動作検証： 
  
 ハイブリッド実装（日立コンパイラ）での実行は残念ながら 1.の問題が解決されなかったた

め（理由は不明）、自前のルーチンのみ実行できることを確認するのみに終わった。通信が 1/4
以下になるため、性能面での改善は期待できたのであるが誠に残念である。こちらの Xeon クラ

スタでは問題なく動作しており、ScaLAPACK の問題がなければ、ハイブリッド版により計算全

体でピーク性能の 20%は達成できたかも知れない。 
  
7. まとめ 
 

以上が本 HPC プロジェクトにおいて実際に行った作業、そして得られた知見等ですが、私た

ちはこれまで、地球シミュレータなどのベクトル計算機を中心に固有値ソルバーの開発を行っ

てきたため、性能面、特に対ピーク性能で 10%を切るようなルーチンに遭遇するのは初めての

経験でした（具体的にはハウスホルダー順変換である）。この問題点は学会等ですでに議論され

ているため、解決策については目星が大体ついています。今後は解決策を取り込んだ新しいア

ルゴリズムの実装と評価を行うこと、さらには、今回実施できなかったハイブリッド実装の性

能評価を行うことが目標となります。 
 
最後に、東京大学情報基盤センターの皆様には大変御世話になりました。厚く御礼申し上げ

ます。今後もこうした機会がございましたら何卒、宜しくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 




