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接触相互作用に基づく粒子法の GPU 計算におけるメモリア
クセスの改善による高速化
渡辺 勢也1,a)

青木 尊之1,b)

都築 怜理1,c)

概要：接触相互作用に基づく粒子計算のひとつである個別要素法の GPU 計算において，メモリアクセス
を改善することにより高効率に実行する手法を提案する．個別要素法に適した近傍粒子探索手法，粒子物
理量のソートによるメモリアクセスの改善，粒子間の摩擦の効率のよい計算手法，複数のカーネル関数の
結合によるメモリアクセスの削減の 4 種類の高速化手法を実装し，各手法の効果を評価する．完全にラン
ダムな粒子配置と格子状に粒子を並べた理想的な配置の 2 つの条件で，実行時間とメモリアクセス回数，
実行性能を測定した．高速化を実装してないものと比べ，実行性能を最大で 36.9 倍に向上できた．また，
Roofline model による実行性能の上限値に対して，理想的な粒子配置では 53.0%，ランダムな粒子配置で
は 27.7%であった．メモリ使用量の増加はわずか 6 ％であり，メモリ使用量の増加を必要最小限に抑えて
大幅な高速化を実現した．

1. 緒 言

粒子計算のひとつである天文分野の重力多体問題などは，
相互作用のレンジが長く，多くの粒子と相互作用計算を行

レーザープリンターのトナーや，土砂崩れなどの斜面災

う．そのため，計算が相互作用の浮動小数点演算に律速さ

害，錠剤の製造プロセスなどの様々な分野で，粉体現象が

れるため，GPU で高い実行性能が達成されている [5]．一

重要な役割をしている．粉体のシミュレーションには，接

方，DEM などの接触相互作用に基づく粒子法は一つの粒

触相互作用に基づく粒子法である個別要素法（別名，離散

子が相互作用する粒子は十数個程度であり，計算時間はメ

要素法）
（DEM: Discrete Element Method または Distinct

モリアクセスの時間に律速される．GPU のメモリアクセ

Element Method）[1] が広く用いられている．DEM は粉

スは浮動小数点演算に比べてずっと遅いため，高い実行性

体を有限の大きさを持つ粒子で表現し，周囲の接触してい

能が出ない．さらに，DEM では，計算が進むに連れて粒

る粒子からバネとダンパによる力を受け，粒子が運動する

子分布が大きく変わるため，接触する相手の粒子のメモリ

計算モデルである．DEM で粉体の挙動をより精度良く計

アドレスはランダムになり，メモリアクセスの効率が悪く

算するためには，計算に用いる粒子の大きさを現実の粉体

なる．また，GPU のオンボードメモリ容量は少ないため，

と同程度にする必要がある．しかし，粉体の大きさは計算

粒子の物理量以外に使用するメモリ量は極力抑える必要が

対象のサイズに対して非常に小さいことが多く，しばしば

ある．

数百万から数億個という膨大な数の粒子が必要となる．

本研究では DEM 計算において，メモリアクセス回数の

計算の高速化が進めば，より大きな問題を解くことが

削減と効率的なメモリアクセスが行えるデータ管理により

できる．近年，画像表示用に設計された GPU(Graphics

高速化を行う．効率のよい近傍粒子探索手法，粒子物理量

Processing Unit) を利用して，粒子計算の高速化の研究が

のソートによるランダムなメモリアクセスの改善，接線方

行われている [2],[3],[4]．GPU は高い浮動小数点演算性能

向の接触力の計算手法，Kernel Fusion によるメモリアク

と広いメモリバンド幅を持っているため，演算アクセラ

セス回数の低減の４種類の高速化手法を提案する．カーネ

レータとして多くのスパコンにも搭載されている。

ル関数の実行時間と実行性能，メモリアクセス回数，メモ
リ使用量を測定し，各手法の高速化の効果を示す．また，

1

a)
b)
c)

東京工業大学
Tokyo Institute of Technology, Meguro, Tokyo 152-8550,
Japan
watanabe@sim.gsic.titech.ac.jp
taoki@gsic.titech.ac.jp
tsuzuki@sim.gsic.titech.ac.jp

ⓒ 2015 Information Processing Society of Japan

Roofline model[6] から算出される実行性能の上限値に対し
て比較を行い，本研究の高速化手法の実行性能を評価する．
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2. DEM(Discrete Element Method)
Spring

DEM は粉体を構成している個々の粒子に働く力に対し
て時間積分することにより全体の挙動をシミュレーショ

Dashpot

Friction slider

Spring

ンする計算手法である．粒子間の相互作用は，図 1 のよ
Dashpot

うな，粒子同士が接触している場合にのみ働くバネとダッ
シュポットにより表現される．バネは粒子同士の食い込み
深さに比例した反発力，ダッシュポットは粒子間の相対速
度に比例した減速力を粒子に与える．粒子に加わる力は法

Normal Direction

線方向に働く反発力と，接線方向に働く摩擦力に分解され，

図 1 個別要素法の粒子間相互作用モデル

接線方向のスライダーは粒子の摩擦係数に応じて接線方向

Fig. 1 DEM interaction model.

Tangential Direction

の力の上限を与える．i 番目の粒子が j 番目の粒子から受
ける法線方向および接線方向の力は以下の式で表される．

FN
ij

=k

N

LN
ij

∆LN
ij
+c
∆t
N

(1)

3. GPU による DEM の高速化手法
3.1 リンクリストと粒子登録法による近傍粒子探索
DEM では接触している粒子間にのみ相互作用が働くの

∆LTij
(2)
∆t
ここで，L はバネの圧縮量ベクトル，∆L は相対変位増分

で，接触しないことが明かな遠く離れた粒子との接触判定

ベクトル，∆t は時間刻み，k はバネの弾性係数，c はダッ

自身の所属するセルおよび周囲のセル内の粒子とのみ接触

シュポットにおける粘性減衰係数である．添字 N と T は

判定を行うことで，相互作用計算の高速化が行える [7]．近

それぞれ法線方向と接線方向を表す．接線方向のバネの圧

傍探索に用いるメモリ使用量を削減するために，各セルが

縮量ベクトルは，現在の時間ステップにおける粒子の位置

所属する粒子番号を全て記憶するのではなく，図 2 のよう

や速度の関係から求めることはできない．そのため，粒子

に各粒子が同一セル内の他の粒子を数珠つなぎに記憶する

同士が衝突してから現在までの各ステップの接線方向の相

リンクリスト [8] がしばしば用いられている．

FTij = k T LTij + cT

は無駄である．計算領域を均一な格子（セル）で分割し，

対変位増分ベクトルをバネの圧縮量ベクトルに積載してい

自身の所属するセルおよび周囲のセル内には，接触しな

く．粒子同士が離れた場合は，バネの圧縮量ベクトルを開

い粒子も多く含まれる．そこで，図 2 のように粒子登録

放する．粒子 i の半径を Ri とすると，接線方向の力によ

法 [7],[9] により，周囲のセルからさらに近傍の粒子を絞り

る粒子 i に加わるモーメントのベクトル Mij は次のように

込むことで，相互作用計算を効率よく行うことができる．

表される．

各粒子が式 (6) の半径 Rc 内に含まれる粒子を近傍粒子リ

Mij =

Ri
(xj − xi ) × FTij
|xj − xi |

ストとして記憶し，ある一定時間の間は近傍粒子リスト内

(3)

粉体の一つの粒子は一度に複数個の周囲の粒子と接触する

の粒子とのみ接触判定を行う．rc は粒子の相互作用半径で
ある．

可能性があり，粒子 i と接触しているすべての粒子 j に関

Rc = rc + αDmin

して力とモーメントのベクトルを計算し，粒子 i に作用す

ここで，Dmin は最小の粒子直径，α は近傍粒子リストの

る力とモーメントの合力ベクトルを求める必要がある．粒

更新頻度を調整するパラメータである．パラメータ α を小

子の並進および重心を中心とする回転の運動方程式は以下

さくすると，近傍粒子リストを作成する半径が小さくなり，

の式で表される．

接触判定する粒子が少なくなるため，相互作用の計算時間

mi

∑
d2 xi
=
Fij + mi g
2
dt

は短縮される．しかし，近傍粒子リストの更新回数が多く

(4)

i̸=j

∑
d2 θi
Mij
Ii 2 =
dt

(6)

なり，近傍粒子リストの作成にかかる時間が増えるため，
計算全体としては計算時間が短くならない場合もある．近

(5)

i̸=j

ここで，xi と θi は粒子 i の位置および回転角ベクトル，mi

傍粒子リストに含まれていない粒子が注目している粒子の
影響半径 rc 内に入った場合に全粒子の近傍粒子リストの
更新を行う．

と Ii は粒子の質量および慣性モーメントである．各粒子
に対して並進および回転の運動方程式を数値積分すること
で，新しい時刻における粒子の位置，速度，回転角，角速
度を求める．
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3.2 粒子物理量のソート
位置や速度などの粒子の物理量を式 (7) で計算される各
粒子のセル番号順に並び替えることで，相互作用計算で接
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リンクリストを利用したセル分割と粒子登録法による近傍探
索手法

Array of spring
compression

0.

5

6

7

8 -1 -1 -1 -1 -1

Refer spring compression at
same offset of contact list
0.
0. 0. 0. 0. 0. 0.

図 3 リストをたどることによるバネ圧縮量の参照

Fig. 3 Reference of spring compression by searching.

Fig. 2 Neighbor-particle searching by means of book-keeping
method with linked-list.

の粒子番号とバネの圧縮量の値を開放する．しかし，この
接線方向のバネの圧縮量の管理方法では，接触粒子リスト

触粒子の物理量へのメモリ参照が GPU のデバイスメモリ

に登録されているかの判定，粒子が離れたときの接触粒子

に対するコアレスアクセスとなり，キャッシュにも乗りや

リストからの粒子番号の削除で接触粒子リストをたどる必

すくなる．

要があり，メモリアクセス回数が多くなる．

(
)
( x )
( z )
y
cellid = int
+int
×nx+int
×nx×ny
∆x
∆y
∆z
(7)
ここで，x, y, z は粒子の座標，∆x, ∆y, ∆z は x, y, z 軸
方向のセルの大きさ，nx, ny は x, y 軸方向のセルの数で
ある．ただ，DEM では各粒子は位置や速度の他にも，接

本研究では接触粒子リストと粒子登録法の近傍粒子リス
トを統合することで，接触粒子リストをたどることなくバ
ネの圧縮量を参照できる手法を提案する．図 4 に示すよう
に，接触していない近傍の粒子も接触粒子リストに加え，
接触していない粒子のバネ圧縮量は 0 にする．粒子登録法
の近傍粒子リストの更新のときに，新しい近傍粒子リスト

触している粒子との接線方向のバネの圧縮量を変数として

に対応させるようにバネの圧縮量をソートする．相互作用

持つため，一つの粒子に対してソートを行う変数が多く，

計算では，近傍粒子リストの先頭の粒子から計算していく

ソートに時間がかかる．そのため，毎ステップソートを行

ので，バネの圧縮量は先頭から順々に参照することができ

うと，ソートの時間が相互作用計算などよりも長くなり，

る．粒子が離れた場合のバネの圧縮量の開放は，バネの圧

計算全体の高速化が行えなくなる．DEM の時間刻み幅は

縮量配列の対応する要素を 0 にするだけで，接触粒子リス

小さいため，１タイムステップ間での粒子の移動距離は小

トには粒子番号を登録したままとなる．

さく，粒子分布はほとんど変化しない．そこで，ソートの

接触粒子リストと接線方向のバネの圧縮量の配列

頻度を数百ステップに一度行うようにすることでソートの

（ContactList）は，（全粒子数）×（最大の接触粒子数）

オーバーヘットを小さくする．

の大きさの 2 次元情報を 1 次元配列で扱う．二重ループの
順序を入れ替えて，配列へのアクセスを式 (8) から式 (9)

3.3 接線方向のバネ圧縮量の取り扱い

に変える．

た時刻から各時刻におけるバネ圧縮量の増分を蓄積してお

[
]
ContactList i × N CP + k
[
]
ContactList i + k × N P

く必要がある．各粒子は，接触する最大の粒子数（3 次元

ここで，i は着目粒子番号，k は i 番目の粒子の接触粒子リ

計算ですべての粒子サイズが同じ場合は 12 個）のバネの

ストの k 番目の要素，N P は全粒子数，N CP は最大の接

圧縮量を保持する変数を持つ．図 3 のように，バネの圧縮

触粒子数である．このようにすると，各粒子の接触粒子リ

量に対応させた接触粒子リストに，接触している粒子の番

ストの k 番目のメモリの並びが連続になり，メモリアクセ

号を記憶させる．着目する i 番目の粒子と周囲の j 番目の

スがコアレスアクセスになる．また，接触粒子リストに近

粒子との相互作用を計算では，i 番目の粒子の接触粒子リ

傍粒子リストを加えることで，近傍粒子リストが必要無く

ストに j 番目の粒子が登録されているかを調べ，前の時刻

なり，粒子登録法に必要なメモリ量を大幅に削減すること

で接触していたかを判定する．前の時刻で接触していた場

ができる．

DEM では接線方向のバネの圧縮量を現在の時刻の粒子
の位置関係から求めることはできないので，粒子が接触し

(8)
(9)

合は対応したバネ圧縮量を参照し、接触していない場合は
接触粒子リストの空いている要素を j 番目の粒子に割り当
てる．接触していた粒子が離れたときは，接触粒子リスト
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3.4 Kernel Fusion によるメモリアクセスの削減
図 5 に GPU 実装した DEM のフローチャートを示す．
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4. 実行性能評価
4.1 実行性能評価を行う条件
3 章で提案した高速化手法の評価を行うために，NVIDIA
社が提供する性能解析ツールである NVIDIA Visual Pro-

filer を用いて 1 タイムステップでのカーネル関数の実行時
間と実行性能 FLOPS(Floating-point Operations Per Sec-

ond)，Device メモリへのアクセス回数を測定した．高速
化手法を実装していないものとして，メモリ使用量が少な
図 4

ソートされたリストを用いたバネ圧縮量の参照

Fig. 4 Reference of spring compression by sorting list.

い高速化手法であるリンクリストを用いたセル分割法の
みで近傍探索を行った場合（algorithm3-0）の測定も行う．

3.1 節から 3.4 節で示した高速化手法を順に追加していき
（algorithm3-1 から algorithm3-4）
，各節で示した手法の相
start

Sort particle values

対的な効果も調べる．計算粒子数は 131,072 個である．
布が不規則になるため，メモリアクセスの効率が低下する．

No

Update book-keeping
No

粒子計算では粒子の位置が変化して計算が進むと粒子分

Yes

Sort particle values
Yes

そこで，図 6 のように，粒子の並びが完全なランダムな場
合と図 7 のように格子状に規則正しく粒子を配置したメ

Make Linked-list

Make book-keeping list

モリアクセスが理想的な場合の２つの条件で測定を行い，
粒子分布の計算性能への影響も評価する．粒子の色はメモ
リ・アドレスを表していて，粒子データはメモリ上に青い

Calculate interaction

Time integrate

粒子から赤い粒子の順で並んでいる．3.2 節の粒子物理量
のソートによる高速化の評価のため，初期では完全にラン
ダムに粒子データを並べている．粒子登録法での近傍粒子

Check book-keeping list updating

No

Finish?

Yes
end

図 5

DEM 計算のフローチャート

Fig. 5 Flow chart of DEM simulation.

リストの作成と粒子物理量のソートは数十ステップから数
百ステップに一度しか行われず，これらの計算時間は多く
ても計算全体の１割程度である．そのため，今回の測定で
は毎ステップ実行される相互作用計算，時間積分，粒子移
動量の計算を行うカーネル関数のみで評価する．
粒子の物理量は単精度の浮動小数点数であり，時間積
分には Leap-frog 法を用いている．計算の実行環境は，東

上から順に，粒子物理量のソート，各セルのリンクリスト
の作成，粒子登録法の近傍粒子リストの作成，粒子間相互
作用の計算，粒子の時間積分，粒子登録法の近傍粒子リス
トの更新の判定の６つのサブルーチンで構成される．毎ス
テップで必ず行うのは，フローチャートの赤枠で囲んだ，
粒子間相互作用の計算，粒子の位置と速度の時間積分，近
傍粒子リストの更新の判定である．この３つのカーネル関
数を１つのカーネル関数にまとめる（Kernal Fusion）こと
により，メモリアクセス回数を削減して高速化を図る．
それぞれ別のカーネル関数で行う場合は，相互作用計算
で得られた各粒子に加わる力をグローバルメモリに一旦書
き出し，時間積分を計算するときに力を読み込む必要があ
る．カーネルをまとめることで相互作用計算で得られた力
をレジスタに保持し，時間積分はレジスタから力を読み込
む事ができる．
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京工業大学学術国際情報センターの TSUBAME2.5 を用
いた．使用した GPU は NVIDIA 社の Tesla K20X であ
り，CUDA の Version は 6.5 である．コンパイル・オプ
ションは，Compute Capability に応じたコンパイルを行
う「-arch=sm 35」，高速な数学関数を利用するための「-

use= fast math」，const 修飾子のついたポインタ変数に
restrict 修飾子を追加する「–restrict」を使用する．
4.2 実行時間・メモリアクセス回数・実行性能の測定結果
図 8 にカーネル関数の実行時間の合計，図 9 にメモリ
アクセス回数，図 10 に GFlops 値の測定結果を示す．横
軸は実装した高速化手法であり，縦軸はそれぞれ実行時間
（msec），メモリアクセス回数，実行性能（GFlops 値）を
示している．

algorithm3-1 では，近傍粒子探索で周囲のセルから近傍
の粒子を絞り込み接触判定を行うことで，接触していない
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性能測定に用いるランダムな粒子配置（粒子の色は粒子物理量

図 8

のメモリ・アドレスを表し，粒子データは青から赤の順にメモ

Fig. 8 Computation time of each algolism.

1 タイムステップのカーネル関数実行時間

リ上に並んでいる）

Fig. 6 Particle randam distribution for performance measurement. The color of particle shows memory address of

実行性能はランダム配置の 32.6 GFlops に比べてメッシュ

particle. Particle data is arranged from blue to red par-

配置 58.3 GFlops とおよそ 1.8 倍の実行性能となっている．

ticle on memory.

algorithm3-3 で実装した接線方向のバネの圧縮量の取り
扱い方法は相互作用計算の時間を約 20%に短縮し，極めて
効果が高かった．これは接線方向のバネの圧縮量を参照す
るときのメモリアクセス回数を減らすことができたこと，
接触リストとバネの圧縮量のデータ構造を変えて，バネ圧
縮量の配列データにコアレスアクセスできたためである．
接線方向のバネの圧縮量の取り扱い方を変更することで，

3.63 倍の大幅な高速化が可能となった．
algorithm3-4 では，粒子間相互作用，粒子の時間積分，
粒子登録法の近傍リストの更新の判定を行う 3 つのカーネ
ル関数を，1 つのカーネル関数にまとめてメモリアクセス
図7

性能測定に用いる格子状に粒子を配置したメッシュ配置（粒子

回数を約 80%に減らした．ランダム配置では計算時間を

の色は粒子物理量のメモリ・アドレスを表し，粒子データは青

84.9%，メッシュ配置では 79.5%に削減できた．

から赤の順にメモリ上に並んでいる）

高速化手法を行っていない algorithm3-0 では，ランダム

Fig. 7 Particle distribution which particles are located on a
grid point for performance measurement.

The color

of particle shows memory address of particle. Particle
data is arranged from blue to red particle on memory.

配置とメッシュ配置で実行性能は 7.5 GFlops，9.7 GFlops
であったが，４つの高速化手法を実装することでそれぞれ

187.9 GFlops，359.1 GFlops と大幅な実行性能の向上を達
成できた．実際の計算の条件であるランダム配置では，理

粒子との無駄な接触判定が減り，メモリアクセス回数を約

想的な条件のメッシュ配置の 52%の実行性能であり，接触

31%に削減できている．例えば，メッシュ配置の場合，リ

に基づく粒子法の実アプリケーションでは，高い実行性能

ンクリストによるセル分割法では，周囲のセル内の 27 個

を出すのが難しいことが確認できた．これは，メッシュ配

の粒子と接触判定をし，その内の 6 個とのみ接触してい

置では 7 点ステンシル計算と同様のメモリアクセスとなり，

るので，無駄な計算が多い．粒子登録法を用いると，6 個

接触粒子の物理量へのアクセスがコアレッシングとなった

の粒子との接触判定を行えば良いので，計算とメモリアク

ためである．さらに，ほとんどの粒子が接触している粒子

セスの量を大幅に削減できる．カーネル関数の実行時間は

数が 6 個となり，各スレッドの計算量が均一化されたため，

37%程度に短縮されている．

計算効率が上がった．ランダム配置では，接触粒子へのメ

algorithm3-2 では，メモリアクセス回数は algorithm3-1
と同じだが，粒子物理量をソートしたことで相互作用計算

モリアクセスがコアレスアクセスとならない場合が多く，
各粒子の接触粒子数が異なるため実行性能は低下する．

での接触粒子の物理量へのランダムメモリアクセスが改善
され，計算時間をランダム配置では 46.3%，メッシュ配置

4.3 Roofline model による実行性能の上限値との比較

では 34.0%に削減できている．メッシュ配置で効果が大き

本研究で提案した高速化手法により，Roofline model に

いのは，粒子が格子状に並んでいるため接触粒子へのアク

よる実行性能の上限値に対してどの程度の性能が出ている

セスがコアレスアクセスとなったためである．そのため，

かを評価する．一つの粒子を 1 タイムステップ計算するの
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表 2
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Table 2 Conparing performance with Roofline model.
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各高速化手法のメモリアクセス回数

Fig. 9 Number of memory access of each algolism.
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without rocache

149.1 (39.1%)

347.8 (91.1%)
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359.1 (53.0%)
unit:GFlops

400

れ，別のスレッドが担当している粒子に対してのアクセス

350

GFLOPS

300
250

randam

はないため，アクセス回数が一度か二度である．

mesh

Roofline model から計算した実行性能の上限値を表 1 に

200

示す．なお，演算器は NVIDIA Tesla K20X とし，Peak Per-

150

formance（Fpeak ）は単精度の実行性能である 3950 GFlops，

100

メモリバンド幅（Bpeak ）は 250 GB/sec とした．表 1 の一

50

行目の「without rocache」は，Read-Only Cache を利用し

0
3_0

3_1

図 10

3_2
algorithm

3_3

3_4

は，接触している相手粒子の物理量へのアクセスが最大限

各高速化手法の実行性能

Read-Only Cache にヒットすると仮定し，相手粒子へのメ

Fig. 10 FLOPS of each algolism.

モリアクセスを除いた場合の実行性能の上限値である．

に必要な演算数を F ，必要なメモリアクセス量を B ，およ
びハードウェアの Peak Performance を Fpeak ，メモリバン
ド幅を Bpeak とすると，Roofline model による実効性能の
上限値（P erf ormance）は以下のように表せられる．

F/B
P erf ormance =
Fpeak
F/B + Fpeak /Bpeak

ない場合の実行性能の上限値である．二行目の「rocache」

(10)

高速化手法を実装した DEM の単精度実行性能を表 2 に
示す．一行目は，algorithm3-4 で Read-Only Cache を利用
しない場合の実行性能であり，２行目は夜書き込みがなく
複数回データロードされる粒子物理量に対して Read-Only

Cache を利用した場合である．Read-Only Cache を利用
しない場合では，Roofline mode で予想されるピーク性能

381.6 GFlops に対して，ランダムな配置では 39.1%，理想

接触相互作用に基づく粒子計算では，各粒子が接触してい

的な粒子配置であるメッシュ配置では 91.1%であり，十分

る粒子の数が異なるため，各粒子あたりの演算量とメモリ

に高速化されていることが確認できる．Read-Only Cache

アクセス量が異なる．さらに，粒子分布が時間とともに変

を用いた場合では，ピーク性能 677.9 GFlops に対して，そ

化するため，毎ステップあたりの計算量とメモリアクセス

れぞれ 27.7%，53.0%であり，Read-Only Cache のヒット

量も違ってくる．そこで，図 7 のメッシュ配置（右）のよう

率は低いといえる．

な粒子配置で各粒子が６個の周囲の粒子と接触していると
仮定して，演算数 F とメモリアクセス量 B を見積もった．

4.4 使用メモリ量の比較

相互作用計算に必要な接触相手の粒子の現時刻での物理量

各提案手法で 131,072 個の粒子を用いて性能評価を行っ

は，データの読み込みのみであり Device メモリへの書き

たときに確保したメモリ量を図 11 に示す．灰色が粒子登

込みがなく，1 タイムステップで複数回データが読まれる．

録法，黄色が粒子再整列に必要なメモリ量を表している．

そのため，Read-Only Cache を利用することができ，接触

algorithm3-1 で実装した粒子登録法のメモリ使用量は 7

相手粒子の物理量へのアクセスのときに Read-Only Cache

MB であり，リンクリスト法よりは少ないが全体の 13%を

にヒットすることが想定される．更新後の粒子物理量と

占めている．計算領域を分割する格子のサイズが，影響半

バネの圧縮量はデータの書き込みがあるため，Read-Only

径から近傍リストを作成する半径に変わり，格子の数が少

Cache にヒットすることはなく，Tesla K20X の L1 キャッ

なくなったことで，リンクリスト法のメモリ使用量を 10.1

シュは Device メモリに有効でない．また，これらの値の

MB から 8.6 MB に減っている．全体では、5.5 MB の増加

アクセスはスレッドが担当している粒子に関してのみ行わ

である．

ⓒ 2015 Information Processing Society of Japan

6

Vol.2015-HPC-149 No.12
2015/6/26

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

memory usage [MB]

60
7.0

50

40

10.1

8.6

particle variables

linked-list

book-keeping
2.5
7.0

sort

8.6

2.5
1.0
8.0

GFlops の 36.9 倍に向上できた．粒子物理量へのメモリア
クセスが最大限キャッシュヒットすると仮定した場合の
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な粒子配置では 53.0%，実際の計算の不規則な粒子配置で
は 27.7%であった．メモリ使用量はわずか 6%の増加であ
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り，本研究で提案した高速化手法は，メモリ使用量の増加
を必要最小限に抑えて高速化を実現できたといえる．
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確保しているため，メモリ使用量が 2.5 MB 増加している．

algorithm3-3 では，接線方向のバネの圧縮量を管理する
接触粒子リストに，粒子登録法の近傍粒子リストを組み込
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化手法の評価した．また，Roofline model による実行性能
の上限値との比較も行った．
高速化手法として，リンクリストと粒子登録法を用いた
近傍探索手法，粒子物理量のソートによるメモリアクセ
スの改善，接線方向のバネの圧縮量の効率的なアクセス
の方法，毎ステップ実行されるカーネル関数を一つにま
とめる（Kernal Fusion）ことによるメモリアクセスの削
減手法を提案した．提案手法を全て実装することで，理想
的な粒子分布に対して，実行性能を 9.7 GFlops から 359.1
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