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スーパーコンピュータ TOP500 にランクインしている 

ペタスケールシステムにおいて、メラノックスの FDR InfiniBand の

採用実績が過去 6 か月間で 2 倍の成長を達成 

 
メラノックスのFDR InfiniBandベースシステムの数が前年比3.3倍に 
増加したとともに、InfiniBandを使用した上位4つのシステムで採用 

 
 

データセンターにおけるサーバやストレージシステム向けにエンドトゥエンドのイン
ターコネクトソリューションを提供するトップベンダーであるメラノックステクノロ
ジーズ社（Mellanox® Technologies, Ltd., NASDAQ: MLNX; TASE: MLNX）は、本日、
最新のスーパーコンピュータ TOP500 リストの発表を受け、同社が引き続きインターコ
ネクトソリューションのグローバルなプロバイダとして他社を大きくリードしているこ
とを発表しました。2012 年 11 月から 2013 年 6 月までの間に、TOP500 リストでメ
ラノックスの FDR InfiniBand が採用されているペタスケールシステムの数は 2 倍に増
加しています。全体としては、TOP500 リストで InfiniBand を使用した上位 4 つシス
テムをはじめ、メラノックスの FDR InfiniBand が採用されているシステムの数は
2012 年 6 月から 2013 年 6 月までの 1 年間で 3.3 倍増加しており、ハイパフォーマン
ス、スケーラビリティおよび効率性に対するニーズがより一層高まっていることが示さ
れています。 
 
メラノックスの ConnectX®および Connect-IB InfiniBand アダプタならびに SwitchX®

ベースのスイッチシステムにより、世界最速のスーパーコンピュータのサーバおよびス

トレージのパフォーマンスが最適化され、スケーラブルで低レイテンシー、電力効率に
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優れたインターコネクトが実現されており、33 あるペタスケールベースシステムの

50%近くを占める 16 システムで採用されています。 

 

メラノックスのインターコネクトソリューションによって提供される先進のオフロード

およびアクセラレーション機能により、TOP500 リストの中でもっともパフォーマンス

効率の高いシステムの構築が可能となり、システム/CPU 効率は最高で 96%近くに達し

ています。 

 

“世界最速のスーパーコンピュータにおいて、当社の FDR InfiniBand インターコネクト

ソリューションの採用が増加していることを大変光栄に思います”と、メラノックステク

ノロジーズ社会長、社長兼最高経営責任者エヤル・ワルドマンは述べています。“FDR 

InfiniBand によって、ハイパフォーマンスコンピューティング、クラウド、Web2.0、

データベースおよびストレージアプリケーションに今日もっとも高いパフォーマンスが

提供されます。メラノックスのインターコネクトソリューションは、世界のペタフロッ

プシステムの約半数で採用されており、当社のインターコネクトによって提供されるシ

ステム効率およびスケーラビリティの優位性が実証されています。メラノックスは、次

世代の 100Gb/s インターコネクトソリューションの提供に向けた開発に取り組んでお

り、2014 から 2015 年に製品を発表する予定です。” 

 

TOP500 は、Linpack を使用したベンチマークを基に世界でもっとも強力なスーパーコ

ンピュータの順位付けをしています。TOP500 リストは年に 2 回発表されており、

www.Top500.org で公開されています。 

 

2013 年 6 月発表の TOP500 リストにおける InfiniBand 関連ハイライト 
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• FDR InfiniBand は TOP500 の中でその採用がもっとも急速に伸びているイン

ターコネクトテクノロジーであり、2012 年 6 月の TOP500 に比べて採用シス

テム数は 3.3 倍増加しました。 

• InfiniBand は、TOP500 リストに登場している世界でもっとも強力なペタフ

ロップスシステムの約半分で採用されました。 

• メラノックスの InfiniBand を使用したシステムは TOP500 でもっともシステム

効率が優れており、その効率は最高で 96%に達しました。 

• InfiniBand は、TOP100 の 49%、TOP200 の 47%、TOP300 の 44%、

TOP400 の 43%で採用されており、各リストでもっとも多く採用されているイ

ンターコネクトになりました。 

• リスト全体では 205 の InfiniBand システムがランクインしました。 

• InfiniBand システムは、Ethernet システムの 2.6 倍のパフォーマンスを達成し

ました。 

• InfiniBand は、TOP500 システムでクレイ製品を使用しているシステムの 3 倍、

TOP100 システムでは同じくクレイベースシステムの 6.6 倍のシステムで採用さ

れました。 

• クラスタが引き続きシステムアーキテクチャの主流を占めており、TOP500 リス

トの 83%で採用されました。 

• メラノックスのエンドトゥエンド InfiniBand スケーラブル HPC ソリューション

は、アクセラレータを使用したシステムの 80%で採用されました。 

• メラノックスの InfiniBand インターコネクトソリューションはさまざまなアプ

リケーションで使用されており、TOP500 でも大規模ハイパフォーマンスシステ

ムから商用テクニカルコンピューティング、さらにエンタープライズデータセン

ターで幅広く採用されています。 

 
関連情報 
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• メラノックス InfiniBand スイッチおよびアダプタカード 

• メラノックスのスイッチ管理およびストレージファブリック用ソフトウェア製品 

• Twitter、Facebook、Google+、Linked-In、YouTubeの各メディアでメラノッ

クスの最新情報をご確認ください。 

• メラノックスに関する情報交換スペース、メラノックスコミュニティにぜひご参

加ください。 

メラノックスについて 

メラノックステクノロジーズ社は、サーバやストレージを対象に InfiniBand ならびに

Ethernet のエンドトゥエンドインターコネクトソリューションを提供するリーディング

カンパニーです。メラノックス社の製品により、データセンターのパフォーマンスが最

適化され、業界をリードするバンド幅、スケーラビリティ、低消費電力、高い対費用効

率が可能になるとともに、複数のレガシーネットワークテクノロジーを将来性も考慮さ

れたアーキテクチャに統合することも可能になります。メラノックス社は HPC、一般企

業、メガウェアハウスデータセンター、クラウドコンピューティング、Internet、Web 

2.0 といったさまざまな市場向けに革新的な製品、ソリューションを提供しています。 

 

メラノックステクノロジーズは 1999 年に創設され、サニーベール（米国カリフォルニ

ア州）、ヨークナム（イスラエル）に本社を構えます。メラノックステクノロジーズに

関する詳しい情報は、www.mellanox.co.jp または www.mellanox.com でご確認くだ

さい。 

### 

 

Mellanox, BridgeX, ConnectX, CORE-Direct, InfiniBridge, InfiniHost, InfiniScale, PhyX, SwitchX, 

Virtual Protocol Interconnect, Voltaire はメラノックステクノロジーズ社の登録商標です。Connect-IB, 

CoolBox, FabricIT, Mellanox Federal Systems, Mellanox Software Defined Storage, MetroX, 
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MLNX-OS, ScalableHPC, Unbreakable-Link, UFM, Unified Fabric Manager は、メラノックステクノロ

ジーズ社の商標です。記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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