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Although recent GPUs are widely used for high-performance computing, standard programming 
frameworks such as CUDA require low-level specifications and are difficult. Thus we are developing an
easier framework named MESI-CUDA, which automatically generates optimized low-level code. However, 
the optimization of thread mapping is still insufficient; dynamic optimization depending on the execution 
environment is not possible because our current scheme is based on a static code transformation. In this report, 
we propose an implicit dynamic thread mapping scheme. In our scheme, the compiler converts user’s thread 
invocations into job submissions. The runtime scheduler dynamically partitions each job into tasks and 
executes on available GPU devices. The evaluation result shows that our scheme can automatically utilize 
heterogeneous devices without user’s additional specifications.

  

 

１．はじめに 

近年，グラフィック処理用プロセッサである GPUを汎用の高性能計算に用いる GPGPUが注目されている．現在の標準的

なプログラミングフレームワークである CUDAは低レベルな記述でハードウェアを直接制御するため，高度なチューニン

グが可能な反面，難易度が高い．そこで我々はプログラミングを簡略化しつつ高性能を達成できるフレームワーク

MESI-CUDAを開発している[1]．MESI-CUDAでは，ユーザは仮想共有変数や論理スレッド・マッピングを用いて抽象度の高

いプログラミングを行い，コンパイラが物理資源へのマッピングやホスト／デバイスメモリ間のデータ転送といった低レ

ベル操作のコードを自動生成する．また，自動最適化を行うことにより，高度なチューニングを施した CUDAコードと同

等の性能を達成することを目指している[2]． 

現在の主な問題点として，スレッド・マッピングの自動最適化が不十分な点が挙げられる．これまでの最適化はコンパ

イル時にプログラムを静的解析し，コード変換を施すことで実現してきた．このため実行時のオーバヘッドを最小化でき

る反面，GPUデバイス上のメモリが不足する場合に処理を分割実行したり，複数のデバイスが利用可能な場合に処理を適

切に割り当てたりといった，実行環境に応じた柔軟な動作が実現できない． 

 

２．提案手法 

CUDAやMESI-CUDAでは，GPU上の並列処理を並
列スレッドとしてユーザが明示的に起動する．この際に，

CUDAでは使用デバイスの切り替えやデバイス上の物理
資源へのマッピングを直接指定するが，MESI-CUDAで
は論理的なマッピングを用いる．このためユーザは物理

環境に依存しないプログラムを書けるが，処理系が物理

マッピングを適切に行う必要がある．そこで本研究では，

暗黙のジョブ・タスクを導入することにより，従来のプ

ログラムとの互換性を維持したまま動的スケジューリン

グを行う手法を提案した[3]． 
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図 1．GPUスレッドの動的マッピング 
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従来の手法では，コンパイラはユーザの論理マッピングを静的に物理マッピングに変換している．この際にメモリアク

セスパターンなどを考慮した最適化を行うが，実行時の物理環境は考慮できない．これに対し本手法では，コンパイラは

ユーザのスレッド起動を実行時スケジューラへのジョブ投入にコード変換する．スケジューラはランタイムライブラリと

してユーザプログラムにリンクされ，実行時には投入されたジョブを適切な大きさのタスクに分割し，利用可能な GPU

デバイスに割り当てる(図 1)．これにより，ユーザのプログラミングモデルを変更することなく，処理系内部で実行時の

動的スケジューリングを実現する．また，この方式ではユーザコードに対して GPU上の処理が非同期に行われるため，デ

ータ依存関係を保証する機構が必要となる．そこで静的解析を用いて必要な個所のみ同期コードを静的に挿入することで，

不要なオーバヘッドを生じずに正しい実行が保証されるようにした． 

本手法を単純に適用した場合，従来手法では生じなかった冗長なデータ転送が生じる場合がある．たとえば同種の並列

計算を繰り返し GPU上で実行するプログラムでは，途中の計算結果を CPU側で参照しないにも関わらず，タスクの独立性

を保証するために毎回ホストにデータを転送する．そこでデバイス上に転送済のデータセグメントを記録して冗長なデー

タ転送を省略するとともに，転送済データの再利用率が高くなるようにタスクをスケジューリングする手法を開発した． 

 

３．性能評価 

複数の GPUデバイスを搭載した実行環境上で，従来手法と提案

手法で生成した実行コードの実行時間を比較した．評価プログラ

ムは行列積計算(行列サイズ 81922)および熱伝導のステップ・シ

ミュレーション hotspot(平面サイズ 81922，1000ステップ)を用

いた．結果をそれぞれ図 2，3に示す．K80(1)，K80(2)は，同一

性能のデバイスをそれぞれ 1,2台使用した結果である．TITAN, 

680は異なる性能のデバイスそれぞれを単体で，TITAN+680は同

時使用した結果である．複数デバイス使用時，従来手法では処理

を単純に 2等分するよう手動でプログラムを変更しており，提案

手法では動的スケジューリングが自動的に行われる． 

行列積は単純かつ大規模な並列処理を 1回だけ行うものであり，

性能均質な K80(2)では動的スケジューリングが必要ない．このた

め提案手法ではわずかに実行時間が増加しているが，これは同手

法のオーバヘッドが実用上十分小さいことを示している．性能非

均質な TITAN+680では動的スケジューリングにより負荷のバラン

スが補正されるため，提案手法により実行時間が減少した． 

一方，ステップ・シミュレーションでは 2章で述べた理由によ

り，実行時間が大幅に増加した．提案する最適化手法を適用した

結果，冗長な転送が抑制され，性能非均質な TITAN+680では従来

手法より実行時間を削減できた． 

 

４．おわりに 

本研究では，開発中の GPGPU用プログラミングフレームワーク MESI-CUDAを対象に，動的スレッド・マッピングを実現

した．本手法では暗黙のジョブ・タスクを導入し，ユーザの静的なスレッド起動コードをジョブ投入コードに自動変換す

ることで，従来の簡易なプログラミングモデルを維持したまま動的スケジューリングを可能にした．さらに，不要なデー

タ転送を抑制する最適化手法を提案した．この結果，性能の異なるデバイスが混在する環境においても計算資源を自動的

に有効利用できる機構を実現した．今後は大規模な実プログラムの性能向上を目指し，最適化手法を改良していく． 
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図 3．ステップ・シミュレーションの実行時間 
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図 2．行列積の実行時間 
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