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グリーンスーパーコンピュータ ZettaScaler の技術と今後の展望
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あらまし ExaScaler 社では，省電力スーパーコンピュータ ZettaScaler シリーズを開発，展開している．最初
の世代である ZettaScaler-1.x では，PEZY Computing 社が開発した MIMD メニーコアプロセッサ PEZY-SC
を採用し，高密度実装を図った Brick と呼ばれるサーバ集合体を，フッ化炭素系不活性液体をもちいて液浸冷却
を行い，高性能，低消費電力，小型化を実現した．本論文では，この ZettaScaler-1.x で開発した独自のハード
ウェア技術とプログラミングに関して解説する．また，現在構築中の ZettaScaler-2.0 について，磁界結合 TCI
(ThruChip Interface) による DRAM との 3 次元実装技術や，新たな Brick 構造，冷却システムについて言及
する．更に，エクサスケールコンピューティングに向けた今後の方向性について展望する．
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1. ま え が き

2. ZettaScaler-1 のアーキテクチャ

昨今，コンピュータの高性能化を進める上で，最大

ZettaScaler-1 (以下，ZS-1 と略記) は，PEZY-SC

の課題は消費電力といっても過言ではない．いかに電

を計算用プロセッサとした，スーパーコンピュータシ

力効率を高めるか，また，消費電力によって発生した

ステムの総称であり，核となる PEZY-SC メニーコア

熱をいかに冷却するかが問われている．

プロセッサに，高密度化の要となる Brick と呼ばれる

これらの課題に対して，ExaScaler 社では，オリジ

多階層サーバ実装，フッ化炭素を冷媒とした液浸冷却

ナルメニーコアプロセッサと，独自の液浸冷却システ

システムを組み合わせて構成している．これらの技術

ムを用いたスーパーコンピュータ ZettaScaler シリー

により，高性能高効率なマシンを小さなフットプリン

ズを開発し，スーパーコンピュータの省エネルギーラ

トで実現している．以下，各要素技術について解説す

ンキング Green500 において，2015 年から 2016 年に

る [1]〜[3]．

かけて 3 期連続で 1 位に認定されるなどの成果を上げ

2. 1 PEZY-SC メニーコアプロセッサ

てきた．

PEZY-SC は，PE (Processing Element) を 1 チッ

本論文では，この ZettaScaler のアーキテクチャ，
プログラミングについて解説する．更に，次世代の

ZettaScaler-2.0 で導入する新技術についても言及し，

プに 1,024 コア集積したメニーコアプロセッサである．
ブロック図を図 1，緒元を表 1 に示す．

PEZY-SC は，計算に特化しシンプルな PE を多数

エクサスケールコンピューティングに向けた課題と方

集積して高性能を実現しつつ，プログラマビリティを

策について展望する．

なるべく犠牲にしないという，相反する要求を満たす
べく以下のような方針で設計された．
（ 1 ） MIMD (Multiple Instruction Stream Multi-
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ple DataStream) 構成として，柔軟なプログラ
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ミングをサポートし適用範囲を拡大
（ 2 ） 3 階層キャッシュアーキテクチャによるスケー
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ラビリティの実現
（ 3 ） PE ごとにハードウェアスレッド，レジスタファ
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図 2 ZS-1.0 のサーバ写真
Fig. 2 ZS-1.0 server board.
図 1 PEZY-SC のブロック図
Fig. 1 PEZY-SC block diagram.
表 1 PEZY-SC 緒元
Table 1 PEZY-SC speciﬁcation.

図 3 Brick 構造のサーバ
Fig. 3 Brick structure server.

（ 7 ） 並列処理用の階層的な同期命令の用意

2. 2 システム構成と高密度 Brick サーバ
ZS-1 では，GPGPU サーバと同様，Intel の CPU
に PEZY-SC を計算アクセラレータとして組み合わせ
てノードを構成した．
最初の ZS-1.0 は SUPERMICRO 社の 1 ラックサー
バに，QPI 接続された 2 個の XeonE5V2 プロセッサ
と，PCIe カードスロットに，2 個の PEZY-SC を実装
した Dual PEZY-SC カードを 4 セット，InfiniBand

FDR HCA (Host Channel Adapter) で構成した．液
浸冷却に対応し，冷媒の流れをよくするために，サー
イルを 8 本用意し，サイクルごとにスレッド

バ上のファンの除去とフレームの切り抜き加工を行っ

を切り替える Fine-Grain Multi-threading を

ている（図 2）．

採用 [4], [5]．フォワーディングパス，分岐予測

汎用品の改造は，開発期間とコストを抑えることが

ハードウェアを削減．アクティブスレッドを同

できるが，空冷を前提とした設計のため，集積度が低

時に 4 本とし，明示的にアクティブスレッドを

く，液浸冷却のポテンシャルを十分活用しているとは

切り替えることで長レイテンシ処理を隠蔽

言い難かった．

（ 4 ） In-order 2 命令同時発行，Out-of-order 完了の
スーパースケーラアーキテクチャによる IPC

(Instruction per Cycle) の効率的な向上
（ 5 ） 複雑な命令を専用ユニット（Special Function

Unit）に集約し，各 PE の面積を削減
（ 6 ） オリジナル命令セットアーキテクチャ採用，命
令の絞り込みによるハードウェア簡単化
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そこで，新たに Brick と呼ばれる液浸専用サーバを
開発した（図 3）．コンセプトは以下のとおりである．
（ 1 ） 空冷サーバ比 3 倍以上の基板実装集積度の実現
（ 2 ） モジュール化推進，モジュールごとの交換，アッ
プグレードの容易化
（ 3 ） 基板間にネジ給電を導入し，冷媒の流れを阻害
する配線ケーブルを廃止
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図 5 ZS-1.5 の液浸槽（支柱から冷媒を吐出）
Fig. 5 Cooling tank of ZS-1.5.

図 4 ZS-1.5 の 1 ノードブロック図
Fig. 4 Node structure of ZS-1.5.

（ 4 ） 省電力に特化したシンプルなノード構成，Xeon
間の QPI 接続の廃止（図 4）1 ノード 1Xeon，

図 6 ヒートポンプ二次冷却機
Fig. 6 2nd cooling heat pump.

4PEZY-SC 構成
2. 3 液浸冷却システム
ZS-1 では，システム全体を効率良く冷却するため

持する必要があることや，冷媒に移動した熱の冷却に

に，液浸冷却システムを新規に開発した．液浸冷却に

は，効率の優れた熱交換器が必要なことがわかった．

は，以下のメリットがある．

これらの結果を反映して開発したシステムは以下の特

•

液体のもつ高い熱運搬能力による高効率冷却

•

低温運用によるリーク電力削減，安定性向上

•

基板上に冷水配管を必要とする Cold Plate と
異なり，基板やシステムのレイアウトに左右さ
れず，独立して開発，設置が可能

•

ファン除去による無騒音化，省メンテナンス化

•

室温運用可能

ZS-1.0 開発当初から既存の液浸冷却システムとし
て，低沸点冷媒を用いて沸騰による気化熱で抜熱する

徴をもつ．
（ 1 ） 密閉を要求しない開放系のシステム．熱伝導冷
却，ポンプによる強制循環．支柱からの冷媒吐
出による液浸槽内の温度分布均一化 (図 5)
（ 2 ） 冷媒温度は 15–40◦ C で設定可能．通常は 20◦ C
で運用
（ 3 ） 冷媒は高沸点のフッ素系不活性液体を使用，代
替フロンと熱交換を行い，ヒートポンプによっ
て大気中に熱放出 (図 6)

方式 [6]，合成油を冷媒に用いた油浸による熱伝導で抜

2. 4 システム改良と性能推移

熱する方式 [7] などが，利用可能であった．しかしな

ZS-1 は表 2 に示すように継続的に改良を繰り返して

がら，沸騰冷却は，気密性を保つ冷却槽を実現する必

完成度を高めてきた．初代 ZS-1.0 から ZS-1.4 への改

要がある．また，油浸方式では，開発段階から基板を

良では専用 Brick サーバを導入した．その後，ZS-1.5

油浸してしまうと，デバッグに伴う部品交換やプロー

でメモリを増強するとともに，高負荷時のシステム

ビングの効率に支障をきたす恐れがあった．

の安定化を図るため，PSU (Power Supply Unit) を

これらの背景から，熱伝導による抜熱で，かつ高メ
ンテナンス性を保つ冷却方式を独自開発するに至った．

倍増して Brick あたり 4 本として，冗長化を図った．
更に，ZS-1.6 では，PEZY-SC チップのパッケージ

開発の段階では，冷媒中に投げ込みクーラーを置き，

を見直した PEZY-SCnp を導入した．これは，従来

冷媒を介して冷却する方式，熱による冷媒の対流を期

の PEZY-SC チップが信号品質の問題で，DRAM や

待した対流による冷却などを試行した．結果として，

PCIe の周波数を十分に上げられないなどの課題が生じ

冷媒を強制的に循環させて，冷媒の熱分布を均一に維

たため，抜本的な見直しを行ったものである．この結
539
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Table 2

表 2 ZettaScaler-1 の改良と性能推移
ZettaScaler-1 improvement and performance.

表 3 PEZY-SCnp と PEZY-SC の性能比較
Table 3 PEZY-SC speciﬁcation.

アーキテクチャに依存した組み込み関数が利用可能で
ある．これら PEZY-SC のコードは，ホストプロセッ
サのコードより起動し，終了後はホストに通知される．

PEZY-SC コードは起動後，PE の ID と PE 内に
おけるスレッド ID を取得したうえで，それに応じた
処理を実行し，出力バッファをフラッシュして終了す
る．PEZY-SC ではハードウェアスレッドを 1PE あ
たり 8 本，1 チップ全体では 8,192 本用意しているの
で，ホストプロセッサは同時に 8,192 本のスレッドを
起動できる．8,192 本を超える場合には，自動的に複
数回のスレッド起動に分割され，論理的には 8,192 本
を超えるスレッドとして扱われる．
果，表 3 に示すような性能向上が確認され，Shoubu は

プログラミング環境の整備は ZettaScaler にとって

Green500 1 位に認定されたスパコンとして，初めて

大きな課題であり，OpenACC への対応 [8] や，自動

1PetaFLOPS を超える性能を実現したことになった．

並列化などの検討についても鋭意進めている．

3. ZettaScaler-1 のプログラミング

3. 2 最適化の実際
PEZY-SC は MIMD 構成の PE を採用しているた

3. 1 プログラミングモデル

め，原理的には PE ごと，スレッドごとに全く異なっ

ZettaScaler-1 のプログラミングは，GPGPU のプ

た処理を行える．しかしながら，階層ごとのメモリバ

ログラミングモデルに類似し，ホストとなる Xeon プ

ンド幅が限られ，命令やデータ供給ネックを防ぐため

ロセッサから PEZY-SC にオフロードして実行する．

に，各階層のキャッシュメモリに頼る必要があり，参

ホストプロセッサのコードは C++，PEZY-SC のコー

照局所性が少ないと，現実的な性能を得るのは難しく

ドは PZCL と呼ばれる OpenCL ライクなプログラミ

なる．

ング環境を用いて記述する．

PEZY-SC コードでは，同期，データのフラッシュ，
ID 関係の取得，スレッド切り替えなど，命令セット
540

これらのことから，PEZY-SC を有効に利用するに
は，以下のような戦略が必要と考えられている．

•

スレッド，PE 単位の並列性の活用
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•

L1〜L3 キャッシュを考慮したメモリ配置

•

ホストプロセッサからの起動回数削減

•

スレッド切り替えによるレイテンシ隠蔽

•

同期命令によるキャッシュ利用効率向上

•

ローカルメモリ (16KB/PE) の有効活用

表 4 PEZY-SC2 緒元
Table 4 PEZY-SC2 speciﬁcation.

これらの方策をもとに，各種アプリケーションの実
装について検討が行われており，幾つかの報告事例が
存在する [9]〜[13]．特に，猫の小脳をリアルタイムで
実現できたことは ZS-1 の有効性を端的に示した成果
といえる．
また，MIMD 方式のメリットとして，SIMD (Single-

Instruction stream Multiple-Data stream) 方式とは
異なり，各スレッドが自由に分岐するコードを生成で
きる．したがって，コードを動作させて正しい答えを
得るというところまでの敷居が低い．最初に正しい答
えが出るコードとして，ZettaScaler シリーズに移植
後，上記のようなチューニングによってコードの高速
化を図る開発スタイルを推奨している．

4. 次世代機 ZettaScaler-2.0 の概要

に LLC (Last Level Cache) を置いた．LLC は全 PE

現在，我々は ZS-1 シリーズの成果，知見と反省

スとしたため，このレベルでのメモリコヒーレンシ管

を踏まえ，更なる性能向上と高密度小面積化を目標
に，ZettaScaler-2.0 シリーズの開発に取り組んでい

と MIPS64 で共有され，アドレスごとに単一のリソー
理は不要となる．
更に，SC2 では 16 ビット半精度浮動小数点演算を

る．ZettaScaler-2.0 では，新規開発の PEZY-SC2 プ

新たにサポートし，Deep Learning 分野への適合性を

ロセッサを中心に，磁界結合 TCI-DRAM を用いた帯

増すとともに，幾つかの命令についてレイテンシの短

域の拡大や，集積度とメンテナンス性向上を狙った新

縮やスループット向上を図った．SC2 の緒元を表 4 に

Brick サーバアーキテクチャを採用する．以下，各々

まとめた．

の技術の特徴について説明する．

4. 1 PEZY-SC2
PEZY-SC2 (SC2) では，プロセスを 2 世代進め，

4. 2 磁界結合 TCI によるメモリ帯域の拡大
SC2 では，メモリ帯域の拡大と，MIMD メニーコ
アによるメモリ空間の参照範囲の断片化に対応するた

TSMC の 16nm FinFET+ を採用した．集積度の向

め，新たに磁界結合 TCI-DRAM とのインタフェース

上を PE 数の増強に充て，PEZY-SC の 2 倍となる

を追加し，3 次元実装によって，SC2 と統合的にパッ

2,048 コアを内蔵した．また，新たに MIPS64 P6600

ケージングすることにした（図 7）．この TCI-DRAM

を 6 コア内蔵した．PEZY-SC では，ARM926 を 2

UM-1 は関連会社の UltraMemory 社で開発を進めて

コア内蔵していたが，これは簡単な管理やデバッグ

いるもので，複数の DRAM ウェハとアクティブイン

用途としてであり，ホストプロセッサとして用いるに

タポーザも TCI で結合された，積層 DRAM である．

は処理能力的に不十分であった．今回，MIPS64 プロ

また，このアクティブインタポーザは，PEZY-SC2 と

セッサを搭載したことにより，ZS-1 では別途用意し

接続され，データアクセスを行う．UM-1 は 1 メモリ

ていた Xeon プロセッサを省くことも可能となった．

あたり 0.5TB/s の帯域をもつ予定であり，SC2 では

また，MIPS64 プロセッサと各 PE が同じメモリアド

4port，合計 2TB/s の帯域と倍精度換算で 0.5B/Flop

レス空間を共有するため，データ転送オーバヘッドの

という極めて高い演算性能メモリバンド幅比率を実

削減に寄与する．また，PEZY-SC では 256PE 単位

現する．これによって，メモリ帯域を要求するアプリ

の Prefecture と呼ばれる同期単位で用意していた L3

ケーションに対しての適用性拡大を期待している．

キャッシュを廃し，SC2 のもつメモリコントローラ側
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ることによって，電力損失の低減を図った．

ZettaScaler-2.0 では，この新ブリック構造をベース
にネットワーク帯域を拡大すべく，開発を進めている．

5. エクサスケールの実現に向けて
本章では，エクサスケールコンピューティングを実
図7

PEZY-SC2 と TCI-DRAM 統合パッケージモック
アップ
Fig. 7 Mockup of PEZY-SC2 and TCI-DRAM
integration package

現するにあたって，これから我々が取り組むべき課題
について俯瞰する．

5. 1 PEZY-SC シリーズの今後の展開
我々は，継続的に新プロセッサの開発を進める計画
であり，半導体プロセスの進化に合わせて，1 チップ
のコア数の増強を予定している．現在，PEZY-SC3 の
開発に着手しているが，この SC3 では，7nm 世代ま
でプロセスを進め，1 チップに 4,096〜8,192 コアを実
装することを視野に入れている．また，SC2 で主記憶
帯域に関して改善を図ったが，ネットワーク帯域に関
しては，旧来のままであった．SC3 では，新たに光イ
ンタフェースを導入することによって向上させる可能
性を探っている．早ければ 2018 年に，SC3 を用いた

図 8 ZettaScaler-1.8 Brick
Fig. 8 ZettaScaler-1.8 brick picture.

ZS-3 シリーズの展開にこぎつけたい．
5. 2 コピー機のようなスパコン実現に向けて
ZettaScaler シリーズの液浸システムは，室内では

4. 3 新 Brick サーバ

無音無風かつ室温での運用が可能である．したがって，

ZettaScaler-2.0 では，集積度やメンテナンス性の

オフィスなどの居室に，コピー機のようにスパコンを

向上と，更なる低電力化を標榜して，Brick 構造を抜

設置することが原理的に可能となる．実際に，ZS-1.6

本的に見直すこととした．図 8 に，新 Brick 構造の試

Satsuki は個人の研究室に設置されている．しかしな

作のために製造した ZettaScaler-1.8 Brick の写真を

がら，液浸槽自身の荷重が，1t/m2 を超えることから，

示す．

一般的なオフィスの耐荷重を超えてしまう．これは，

ZS-1.4 から 1.6 までのブリックでは，プロセッサ

冷媒であるフッ化炭素の比重が水の 1.8 倍を超えるこ

カードをメイン基板の両面に接続して，それを 2 枚

と，安全性と製造容易性を重視し，液浸槽を必要以上

重ねる構造のため，内側のプロセッサカード交換に時

に堅牢に作っていること，ブリックの補強用金属の最

間を要していた．今回は，直接カードを直立に刺す構

適化ができていないことなどが要因である．次期シス

造として，交換カードのみを取り外しで済むようにし

テムではこれらの見直しを図るが，根本的には，冷却

た．多数のプロセッサカードを 1 枚のメイン基板であ

能力を落とさずに冷媒をいかに減らせるかを突き詰め

るキャリアボードに接続する．このキャリアボードに

てゆきたい．

は PCIe Gen3 のファブリックスイッチを配置し，プ

軽量化が実現し，併せてコスト低減，電力低減を実

ログラマブルにネットワーク構成を設定することによ

現できれば，オフィスにコピー機と同じようにスパコ

り，自由度の高い PCIe ネットワークの構築を可能と

ンを設置して，自由に技術計算，シミュレーションが

した．

できる．これが真の意味でのスパコンの民主化であり，

また，液浸槽の底部に電源ユニットを配置すること
により，ブリック上部の PSU と電源ケーブルを廃止

誰もが使える強力なツールとなることを意味する．

5. 3 新しいアーキテクチャへの挑戦

し，ネットワークケーブルの配線性を向上させた．こ

現在の ZettaScaler シリーズは，科学技術計算や画

の電源ユニットは，DC48V をキャリアボードに供給

像処理を主なターゲットアプリケーションとしており，

する．基板のベース電圧を 12V から 48V に引き上げ

浮動小数点計算を重視している．しかしながら，近年
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ブームとなっている深層学習，AI などの分野に関し
ては，必ずしも高精度の演算は必要はなく，むしろ精

6. む す び

度を落とすことによって，並列度を高める方策が性能

本論文では，ZettaScaler シリーズについて，プロ

や効率向上に寄与する．例えば，Google 社の TPU

セッサから冷却，サーバ実装，ソフトウェア開発環境

(Tensor Processing Unit) も演算精度を抑えることに

を解説した．理化学研究所情報基盤センターに設置し

よって，従来の GPGPU よりも高効率な処理を行え

た ZS-1.6 Shoubu はシステムの利用募集も行ってい

ると主張している．

る [14]．

我々も，PEZY-SC2 では，16 ビット半精度浮動小

リソースの限られるベンチャー企業が開発している

数点演算命令を追加したほか，グループ会社 Deep

が故に，まだまだ完成度としては不十分な点もあるが，

Insights 社において，AI に特化した計算エンジンの

機会があれば，

開発を開始している．このチップでも，TCI 技術を活

ぜひ我々が創ったオリジナルのスーパーコンピュー

用し，高密度実装と高メモリ帯域を両立させることに

タに触れていただき，忌憚なきご意見を頂ければ幸い

より，先行する AI エンジンを追従，凌駕したい．

である．

5. 4 自動プログラミングに向けて
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ZettaScaler シリーズの開発は，決して我々

ZettaScaler シリーズの大きな弱点として，プログ
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ラミング環境が貧弱であることが挙げられる．これ

くの企業様，研究機関様の献身的なご尽力に支えられ
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用環境を公開しているものの，本来コンピュータ自身

エネルギー・産業技術総合開発機構のプログラムを，

に興味がないユーザに対して，並列プログラミング，

ZettaScaler-2.0 の開発，設置にあたっては科学技術振
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