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場に浸透してくると，製品に対しては高性能ばかりでなく，

経済性，信頼性，運用性など，あらゆる要素が求められる

ようになってきます。

以上のことを考慮に入れて，最近のスーパーコンピュー

タに求められている条件をまとめると，以下のようになる

と考えられます。

・容易に高い実効性能が得られること

・価格性能比が優れていること

・信頼性が高く，運用コストが低いこと

・使いやすく，標準化に対応したシステムであること

NECは，スーパーコンピュータに求められるこれらの条

件を満足する製品としてSX-8を開発し，2004年10月より

販売を開始しました。

2．SX-8の特長

SX-8には，以下のような大きな5つの特長があります。

（1）世界最高速クラス1チップベクトルプロセッサ

SX-6から採用した1チップベクトルプロセッサを，最先

端のCMOS LSIテクノロジの採用によりさらに強化し，世界

最高速クラスのプロセッサ当たり16GFLOPSという高性能

を達成しています。

（2）スケーラビリティに優れたマルチプロセッサシステム

SX-8は，シングルノードシステムでの共有メモリアーキ

テクチャの使いやすさと，マルチノードシステムでの高い

スケーラビリティを併せ持つ，共有・分散メモリアーキテ

クチャを採用しています。シングルノードシステムでは最

大8CPU・128GFLOPS，マルチノードシステムでは最大

4,096CPU・65TFLOPSのベクトル演算性能を実現してお

り，最小構成から最大構成までの間で4,000倍もの性能レン

ジをカバーしています。

（3）高密度実装による小型化と優れた設置性

プロセッサの省電力設計により，消費電力・発熱量を削

減しているほか，最先端の高密度実装技術により，CPUと
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要　旨

近年，解決すべき問題がより大規模化していく一方で研

究・開発期間の短縮が求められ，コンピュータによる問題

解析や設計の高速化，最適化に対する要求がよりいっそう

厳しくなっています。このため，スーパーコンピュータの

高速化に対するニーズはますます高まっています。

NECではこのようなニーズに応えるため，従来機種の

SX-6に対して性能を大幅に向上させ，よりコストパフォー

マンスの優れたベクトルスーパーコンピュータSX-8を製品

化しました。

本稿では，最新鋭スーパーコンピュータSX-8のハードウ

ェア，ソフトウェアについて，特長と概要を説明します。

In recent years, while the problem size to be solved is

more and more scaling up, requirements for quick and

optimal problem analysis and product design by comput-

ers are further growing. This increases the demands for

faster supercomputers. 

To respond to these demands, NEC developed and

started the sales of vector supercomputer SX-8, which

significantly improved the performance and cost-effec-

tiveness compared with the predecessor SX-6.

In this paper, major features and outline of the state-of-

the-art SX-8 hardware and software are described.

1．まえがき

かつては一部研究者の占有物であったスーパーコンピュ

ータも，現在では研究・開発になくてはならないツールと

して，多くの研究者，技術者，学生などに幅広く利用され

ています。この結果，現在のHPC（High Performance

Computing）市場では多くのベンダが競って製品を投入し，

激しい市場競争が展開されています。このように製品が市
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モリスループット，入出力性能などのトータルバランスに

優れ，高い実効性能を発揮します。

マルチノードシステムは，複数のシングルノードシステ

ム間を超高速に接続する専用のノード間接続装置（Internode

Crossbar Switch：IXS）により，2 ～ 512台のノードをク

ラスタ接続したシステムであり，最大4,096CPU・65TFLOPS

の驚異的なベクトル演算性能を発揮します（表を参照）。

（1）中央処理装置（CPU）

高速に演算を実行するCPUは，1LSIチップ内に実装さ

れた1組のスカラユニットと，4組のベクトルユニットから

構成されています。クロックサイクルの高速化と1チップ

化によるプロセッサ内部デザインの改善により，短いベク

トル長でも高性能を実現しています。ベクトルユニットは，

論理演算，乗算，加算/シフト演算，除算/平方根演算，マ

スク演算，ロード/ストアの各パイプラインから構成され，

これらのパイプラインを4セット搭載した多重並列パイプ

ライン方式を採用しています。SX-8で新たに追加されたベ

クトル平方根演算器は，ハードウェアによる平方根演算の

ベクトル処理を可能とし，本演算機能が有効なプログラム

主記憶装置をコンパクトな1つのモジュールに収容して筐

体をコンパクト化し，設置面積も大幅に削減しています。

この結果，電力コストやフロアコスト等の運用コストが大

幅に削減されました。

（4）実績のあるオペレーティングシステムと上位互換性

海洋研究開発機構の世界最速クラススーパーコンピュー

タ「地球シミュレータ」のハードウェアおよび基本ソフト

ウェアの基本設計と製造を担当した経験を生かし，超大規

模構成での優れた運用性を実現しています。また，従来の

SXアーキテクチャを継承することにより，高い上位互換性

を確保しています。オペレーティングシステムはSX-3から

採用し，豊富な実績を持つ業界標準のUNIXに準拠したオ

ペレーティングシステムSUPER-UXを継続して採用すると

ともに，さらなる強化を行っています。

（5）充実のソフトウェア開発・利用環境と豊富なアプリ

ケーションソフトウェア

実績あるベクトル処理，および共有メモリ/分散メモリの

両方の並列処理に対応するソフトウェア開発環境を提供し

ています。さらに，グリッドコンピューティングの進展を

考慮して，各種UNIX/Linux機やPCが混在する統合環境

でもアプリケーションソフトウェアへのアクセスや操作が

容易に行えるWebSuperComputing環境を実現しています。

また，高い上位互換性により，従来から蓄積されてきた

SXシリーズ向けに高度にチューニングされた豊富なアプリ

ケーションソフトウェアを，継続して利用できます。

3．ハードウェアの概要

SX-8の製品ラインナップは，図1に示すように，最大8

台の中央処理装置（CPU）と主記憶装置（MMU）を密結

合した，メモリ共有型のシングルノードシステムと，複数

のシングルノードシステムをノード間接続装置によりクラ

スタ接続した，マルチノードシステムから構成されます。

SX-8シングルノードシステムは，最大8CPU・128GFLOPS，

主記憶容量128Gバイト，入出力チャネル数最大55チャネ

ルのAモデル，および最大4CPU・64GFLOPS，主記憶容

量64Gバイト，入出力チャネル数最大27チャネルのBモデ

ルの2モデルから構成されています。いずれも演算性能，メ

表　SX-8の主な諸元
Table SX-8 system specifications.

　　　　　　項　　目  　　　　　　　　　 SX-8（シングルノード）    SX-8（マルチノード） 

　　　　　　モデル名 1B 2B 4B 4A 6A 8A 16M2 128M16 4096M512 

中央処理装置 CPU数 1 2 4 4 6 8 16 128 4096 

（CPU） 最大ベクトル性能 16GFLOPS 32GFLOPS 64GFLOPS 64GFLOPS 96GFLOPS 128GFLOPS 256GFLOPS 2,048GFLOPS 65,536GFLOPS  

主記憶装置 容量  16G/24G/32G/48G/64GB   32G/48G/64G/96G/128GB  256GB 2TB 64TB 

（MMU） 最大データ転送性能 64GB/秒 128GB/秒 256GB/秒 256GB/秒 384GB/秒 512GB/秒 512GB/秒 8TB/秒 262TB/秒 

入出力機構 最大チャネル数  27CH   55CH  110CH 880CH 28,160CH 

（IOF） 最大転送速度  6.4ＧB/秒   12.8GB/秒  25.6ＧB/秒 204.8GB/秒 6,553.6GB/秒 

ノード間接続装置 最大データ転送性能   　　　　　　　—    32ＧB/秒 256GB/秒 8,192GB/秒 

図1 SX-8のハードウェア構成
Fig.1 SX-8 hardware configuration.
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ます。障害発生時には，故障発生箇所を自動的に指摘する

ビルトイン診断機能（BID）により速やかに故障箇所が検

出され，自動再構成機能により故障箇所が自動的にシステ

ムから切り離されて，システムの運転が継続されます。ま

た，障害情報の自動収集，サービスセンタへの自動通報，

サービスセンタからの遠隔保守による迅速な故障診断と容

易な予防保守を実現し，システムの信頼性・稼働性・保守

性を総合的に高めています。

4．ソフトウェアの概要

SX-3での採用以来，15年にわたり信頼と実績を築き上げ

てきたオペレーティングシステムのSUPER-UXをさらに強

化して提供しています。SUPER-UXは，オペレーティング

システムとして業界標準であるUNIXに準拠しています。

しかも，BSD機能を取り込み，その特長を継承するととも

に，高速入出力機能のサポート，大規模マルチノードシス

テムへの対応など，スーパーコンピュータにふさわしい多

彩な機能を追加しています。さらに，自動ベクトル化，自

動並列化コンパイラにより容易にSXシリーズの高性能を

引き出すことができます。ロードモジュールは上位互換の

ため，従来のSXシリーズ上で作成したプログラムを再コ

ンパイルすることなくSX-8上で実行可能です。

SUPER-UXの主要な機能について以下に説明します。

（1）強力なリソース活用・管理機能

・マルチプロセッサと並列処理をさらに強化してサポー

トし，マルチノードにおけるシングルシステムイメー

ジ（SSI）を実現。

・システムの持つ多数のCPUや大規模なメモリ資源を分

割管理するリソースブロック機能。

（2）高速入出力/大容量ファイル機能

・大容量高速ファイル入出力のためのファイルシステム

（SFS）を提供し，入出力性能を大幅に向上。

・大容量の主記憶上に通常のファイルシステムを構築し

て高速の入出力を可能にし，ディスクキャッシュとし

て利用するメモリファイル機能（MFF）。

・ファイルアーカイビングシステムSX-BackStore

・テープライブラリ装置を効率的に管理するvolcenter

（3）強力なバッチジョブ処理機能/ジョブスケジューリン

グ機能

・SSIを実現したバッチ処理システムNQSII（Network

Queuing System II）。

・拡張リソーススケジューラERSII（Enhanced Resource

Scheduler II）によるマルチノードに対応したジョブ

スケジューリング。

（4）多彩な分散ネットワーク環境

・分散ファイルシステムNFSの提供。

・複数ノード，あるいは異機種間において高速にファイ

ルを共有するGFS（Global File System）により，SXシ

リーズ，TX7シリーズ（OS：Linux）やSUN，HPな

では，SX-6に対してさらに大幅に性能が向上します。スカ

ラユニットも最大4命令を同時実行するスーパースカラ方

式や投機実行の採用，データパイプラインの強化などに加

え，クロックサイクルを2倍に高速化したことにより，ベ

クトル化されにくい部分についても高い実効性能が得られ

るように強化されています。

（2）主記憶装置（MMU）

MMUは，記憶素子に大容量メモリと高速メモリの2種

類のRAMを採用し，ユーザの利用条件やアプリケーショ

ンの特性によってどちらか一方を選択できるようになって

います。シングルノードシステムでは最大128Gバイト，

512Gバイト/秒，マルチノードシステムでは最大64Tバイ

ト，262Tバイト/秒の大容量，高メモリスループットを実

現しています。この大容量メモリとプロセッサへの高いデ

ータ供給能力により，ベクトル処理を効率よく実行するこ

とが可能となっています。

（3）入出力機構（IOF）

IOFはシステムのスループットを高く保つためにプロセ

ッサ性能・メモリ性能に見合った高速なデータ転送能力を

持っています。SX-8ではシングルノードシステムで最大55

チャネル・12.8Gバイト/秒，マルチノードシステムでは最

大28,160チャネル・6,553.6Gバイト/秒という高速総合デー

タ転送能力を実現します。入出力インタフェースも，ファ

イバチャネルインタフェースを始め，Ultra320 SCSIチャ

ネルなどの汎用インタフェースをサポートしており，多彩

な周辺機器を接続できます。ネットワークインタフェース

もジャンボフレームに対応したギガビット・イーサネット

などとの接続が可能です。

（4）ノード間接続装置（IXS）

大規模な演算を高速に処理するために，複数のシングル

ノードシステム間をクラスタ接続したマルチノードシステ

ムがあります。マルチノードシステムでは，ノード当たり

16Gバイト/秒 × 2（双方向）の超高速ネットワークで各

ノードをクロスバ結合するIXSを使用してノード間のデー

タ転送を行います。これにより，最大データ転送性能8,192G

バイト/秒の超高速ノード間接続を実現します。

（5）最先端テクノロジの採用による設置性向上

SX-8は最先端の高密度実装技術の採用により，大幅に設

置性を向上し，従来のSX-6に比べて，性能当たり1/3以下

の設置面積を実現しています。また，低消費電力設計によ

り性能当たりの消費電力はSX-6の半分以下に低減していま

す。SX-8は，すべてのモデルにおいて全面的な空冷方式を

採用し，既存の環境に柔軟に対応します。

（6）豊富なRAS機能

SX-8は，高集積設計により，ケーブルなどの部品点数の

大幅な削減を実現し，ハードウェアの信頼性を飛躍的に向

上させています。また，従来機種同様，主記憶装置におけ

る誤り訂正符号の採用はもちろん，回路の二重化，パリテ

ィチェックなどによる誤り検出機能が多数組み込まれてい
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えることのできる製品と考えています。そのために，今後

も最先端技術を取り入れ，スーパーコンピュータ製品の強

化・開発を進めていきます。皆様のご意見とご指導の程，

よろしくお願いいたします。

＊ UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標で
す。

＊ LinuxはLinus Torvalds氏の米国およびその他の国における商標，また
は登録商標です。

＊ Ethernetは米国XEROX社の登録商標です。
＊ NFSは米国Sun Microsystems社の登録商標です。
＊ OpenMPはOpenMP Architecture Review Boardの登録商標です。
＊ TotalViewはEtnus社の米国における登録商標です。
＊ VampirはドイツForschungszentrum Juelichの商標であり，Pallas社に
よって開発されました。

＊ SUNは米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商
標または登録商標です。

＊ SGIは米国Silicon Graphics, Inc.の米国およびその他の国における登録商
標です。

＊ HP，OpenViewは米国Hewlett-Packard社の登録商標です。
＊ POSIXはInstitute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の登録商
標です。

どとの間のファイル共有を実現（図2を参照）。

（5）快適な運用管理機能

・実行中のプログラムを任意の時点で中断させ，後に再

開させることを可能にするチェックポイント・リスタ

ート機能。

・分散ネットワーク管理の業界標準であるHP OpenView

を採用し，ネットワーク上の複数のホストマシンを，

１台の管理用ホストマシンにより統合的に運用管理す

るためのソフトウェアMasterScope/SX。

・自動運転制御装置（AOC）を使用したシステム運用の

省力化・無人化。

（6）新標準や技術の進歩への対応

・多様なニーズに応える，Fortran95，C++，OpenMP，

MPI-2などの最新プログラミング規格のサポート。

・I/O，ネットワーク関連の最新標準プロトコルのサポ

ート。

（7）快適なプログラム開発環境

・FORTRAN90/SXおよびC++/SXコンパイラは，SX

シリーズ上で動作するセルフ版のほかに，SUN，SGI，

HP，Linux製品上でのクロス版も提供。

・統合プログラム開発環境PSUITE，分散並列デバッガ

TotalView，性能解析ツールVampir/SXなどによる使

いやすく，効率的なプログラム開発環境。

・POSIX（Portable Operating System Interface for

Computer Environment）インタフェースのサポート

によるアプリケーションソフトウェアの移植性向上。

5．むすび

以上，SX-8のハードウェアとソフトウェアについて，そ

の特長と概要を紹介しました。SX-8はベクトルアーキテク

チャならではの高い実効性能と同時に，優れたコストパフ

ォーマンス，経済的な運用コスト，使いやすさを備えたス

ーパーコンピュータです。今後，多くのSX-8システムが

様々な分野で活躍できるよう，積極的にお客様への提案を

行っていく所存です。

ビジネスの基本となるものは，利用者の期待と要望に応

図2 GFSの概念図
Fig.2 GFS concept.
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