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FDPS
• Framework for Developing Particle 
Simulator 

• 大規模並列粒子シミュレーションコードの開発
を支援するフレームワーク 

• N-body, SPH, MD, Granular, etc. 

• 支配方程式

粒子間相互作用を表す関数粒子の持つ物理量をその導
関数に変換する関数

粒子データのベクトル



Programing massively parallel particle 
simulation code is very  complicating

• 分散メモリ環境での並列化 
• 計算領域の分割と粒子データの交換 
• 相互作用計算のための粒子データの交換 

• 共有メモリ環境での並列化 
• ツリー構造のマルチウォーク 
• 相互作用計算の負荷分散 

• １コア内での並列化 
• SIMD演算器の有効利用



What FDPS does
• 計算領域の分割 
• 粒子データの交換 
• 相互作用計算のための
粒子データの収集 

• 実際の相互作用の計算 
• 粒子の軌道積分

FDPS担当

ユーザー担当

領域分割

粒子交換

粒子収集

１つのプロセスが 
担当する領域



Sample code (N-body)
FDPSのインストール(ヘッダファイルをイ
ンクルードするだけ)

粒子データの定義 
(C++のクラス)

粒子間の相互作用の定義 
(C++の関数オブジェクト 
または関数ポインタ)

メインルーチン(メイン
関数)の実装

大規模並列N体コードが
117行で書ける！
ユーザーはMPIや
OpenMPを書く必要なし



Definition of particle data
Particle data:  
̶ mass 
̶ position 
̶ velocity 
̶ acceleration 
̶ gravitational softening

Communication with FDPS: 
̶ Which is position? 
̶ Which is mass? 
̶ Which are required for 
interaction? 
̶ Which are results?



Definition of interaction

Calculate gravitational 
force on i-particle

̶ Array of i-particle data 
̶ The number of i-particles 
̶ Array of j-particle data 
̶ The number of j-particles 
̶ Array to store the results

i-particle: particle receiving force 
j-particle: particle exerting force



Main routine
Template class for exchange of 
particle data

Template class for interaction 
calculation



N-body @ XC30, K
• Plumer model 
• N: 2.1x106/node 
• Up to quadrupole



Cosmological N-body 
simulation @XC30

weak scaling 
(1k^3, 2k^3, 4k^3) strong scaling 

(2k^3)



N-body@Xeon Phi

XC30 1node: 1TFlops 
Xeon Phi 1 board: 1TFlops



SPH@XC30
• Weak scaling: コア当たり27,000
粒子(全部で66万、520万、4200
万粒子) 
• 計算時間がほぼ一定→よりスケー
リング 

• Strong scaling: すべて66万粒子 
• 192コアまではよいスケーリン
グ 

• 1536コアはコア当たり430粒
子しかないのでスケールすのは
困難 

• 単精度で計算すると計算時間はさ
らに1/2に



Publication
• https://github.com/FDPS/FDPS 

• サポート: fdps-support@mail.jmlab.jp 

• Iwasawa, Tanikawa, Hosono, Nitadori, Muranushi, 
Makino, WOLFHPC 2015 

• Iwasawa, Tanikawa, Hosono, Nitadori, Muranushi, 
Makino, 2016 arXiv:1601.03138 

• FDPS講習会 2015/07/22 @ 神戸 + TV会議

https://github.com/FDPS/FDPS


SPH for WD
• Ia型超新星の親星モデル検証
(Tanikawa et al. 2015; Sato 
et al. 2015) 

• SPH+gravity 
• Helmholtz EOS 
• (Alpha nuclear reaction 
network)



Neutron star - white dwarf
• Nuclear-dominated accretion flow (Metzger 
2012) 

• Thermonuclear explosion on accretion disk 
(Fernandez, Metzger 2013)



IMBH-white dwarf
• Thermonuclear explosion (Rosswog et al. 
2009; MacLeod et al. 2015)



Summary
• We have developed FDPS. 

• Particle codes with FDPS have high performance on 
XC30 and K computer. 

• The codes also have high performance on Xeon Phi. 

• We are developing SPH simulation code for WD 
binaries. 

• WD-WD, NS-WD, IMBH-WD


