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研究概要
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レッドは大容量低速メモリのデバイスメモリを共有して
データを参照することができる．そのため，単一 GPU で

高い並列性と広いメモリバンド幅を持つ GPU(Graphics

の処理は共有メモリ型並列計算のように振る舞う．
Processing Unit) が高性能コンピューティング (HPC) 分野
で注目され，また統合開発環境 CUDA(C ompute Unified 2.2 複数 GPU プログラミング

Device Architecture) の公開により，GPU を汎用計算に
計算の高速化において HPC 分野では複数 GPU を用い
用いる GPGPU(General-Purpose computing on GPUs)
た研究が盛んに行われている [1][2]．
が様々な分野で行われるようになった．更に，GPU を複
CUDA で複数 GPU の並列実行を行う手法の一つに，マ
数同時に用いることによって大規模計算を可能とし，さら
ルチスレッドなどの API を用いてホスト側 (CPU) で並列
なるアプリケーションの高速化を目指す研究もおこなわ
プログラミングを行う方法がある．この場合，単一 GPU
れている [1]．
と比べて並列階層が一つ増える事になり，プログラムが複
しかし，CUDA のプログラミングには特有の実行モデ
雑化しやすい問題がある．また，各 GPU が持つデバイス
ルやメモリモデルの知識を得る必要があり，OpenMP な
メモリはその GPU 自身のみが参照できる．そのため GPU
どの CPU 並列プログラミングを行っていたプログラマに
間でデータ参照が必要な場合は CPU に用意したバッファ
とって負担が大きい．また CUDA は GPU デバイスなど
メモリを介する必要がある [2]．つまり，複数 GPU を用
の環境が整っていなければ使用することができないため，
いる際は分散メモリ型並列計算のように振る舞う．
環境によっては大きくプログラムを改造する必要が出て
くる．

2.3

OpenMP

また複数 GPU 間の直接通信や並列実行を行うために，

CPU 側の並列プログラミングを行う手法があるが，並列
OpenMP はマルチスレッド並列プログラミングの API
処理が多層化することから更にプログラミングが複雑化 の一つであり，, 簡易的に並列プログラミングを行うこと
する．
ができる．実行モデルに fork-join 型並列モデルを採用し
そこで本研究では簡易な並列プログラミングが可能な ている．プログラムで並列構文を発見した場合，複数 CPU
OpenMP に注目した．OpenMP 処理系コンパイラによっ スレッドが生成され，並列実行が行われる (fork)．各 CPU
て複数 GPU 向けのコード生成を可能にすることで，複数 スレッドは並列構文内に書かれた処理を終了すると，他の
GPU プログラミングの簡易化を図る．それにより，複数 CPU スレッドが終了するまで待ち，終了した後，並列処
GPU を用いた並列コンピューティングを行うプログラマ 理をしていた CPU スレッドが解放され 1CPU スレッド
の負担の軽減が期待できる．
で逐次処理される (join)．この際，並列実行の階層構造は
1 つとなり，CUDA GPU に比べて階層構造は少ないこと

研究背景
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が分かる．また，全て CPU スレッドはメインメモリを共
有する．

2.1

CUDA と単一 GPU プログラミング

提案手法
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CUDA は NVIDIA 社が公開した C(C++) 言語ベース
の統合開発環境である．CUDA では並列計算を行う計算

3.1

並列実行単位の対応付け

単位を GPU スレッドと呼び，この GPU スレッドが多数

OpenMP と単一 GPU では，共有メモリ型である共通

生成されることによって並列計算がおこなわれる．また

GPU スレッドの集まりをブロック，ブロックの集まりを 点を持ち，OpenMP の fork-join 型並列モデルは CUDA
グリッドとして階層的に管理が行われ，同じグリッド内の GPU におけるホスト側とデバイス側 (GPU) に置き換え
GPU スレッドは同一の処理を行う．この際，その処理の ることができる．しかし，複数 GPU の場合では分散メモ
内容はカーネル関数としてコードに書かれる．全 GPU ス リ型となるため，このギャップを解消する必要があるが，
1

本研究では CPU を GPU の共有メモリとして扱うことで

あり，自動最適化機構を持つが，複数 GPU には対応して

解消する．

いない．

また，各実行形式の並列実行階層は異なる．forall ルー

また複数 GPU プログラミングを行った研究事例とし

プの並列実行を行った場合，GPU 無しでは複数 CPU ス

て，Shimokawabe らの大規模な天気モデルの計算を行っ

レッドの並列階層１つで並列化が行われる．1GPU の場

た例 [1] や小川らによる相変態を対象にした GPU の数に

合，1CPU スレッドから起動した 1GPU の複数ブロック

対する性能の拡張を測った例 [2] があげられる．これらの

と複数 GPU スレッドの並列階層２つで並列化が行われ

研究では同ノード内の複数 GPU データ通信を OpenMP

る．複数 GPU の場合，複数 CPU スレッドでまず並列化

で，異なるノード同士の複数 GPU データ通信を MPI を

され，それが更にそれぞれの GPU で複数ブロック，複数

用いて行われている．本研究では異なるノード間通信が

GPU スレッドで並列化が行われるため，計 3 層の並列階 必要なものは対象としない．
層がある．本研究ではこれらの対応化を行っていく (Fig.
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1 および Fig. 2)．

進捗
GPU を取り扱うに当たって，その知識を得るために

CUDA アーキテクチャの理解や複数 GPU プログラミン
グの試行を行った．また OMPCUDA の複数 GPU プログ
ラミングへの対応を進めている．複数 GPU プログラミン
グの試行においては，forloop による行列和と行列差計算

Fig. 1: OpenMP の並列実行階層の単一 GPU の対応付け. を試行し，実行時間の比較などを行った．また GPU 間の
データ通信の特性やメモリの生成と解放の実験を行い，そ
れぞれ実行時間を測定した．
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今後の方針
各 GPU 間のデータ依存が起こらないようなイタレー

ション処理の並列化から対応を行い，その後データ依存が
あるものに対してもコード生成ができるように改良を行

Fig. 2: OpenMP の並列実行階層の複数 GPU の対応付け.

3.2

いたい．
この研究の評価は，ベンチマークによる性能評価と実

メモリのマッピング

際にプログラムをした際のプログラムソースの行数の減
少を持って行う事とする．またどれだけの数の GPU を対

OpenMP のメモリモデルと GPU のメモリモデルを対

象にする点について，初期は 2 つとして，そこから数を

応付ける必要がある．OpenMP のスレッド間シェアード

増やしていく．

変数に関して複数 GPU ではホスト側のバッファメモリに
マッピングし，各 GPU が処理するのに必要な分だけデバ
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