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NVLink2.0 の CPU・GPU 間コヒーレントメモリアクセス機能(ATS)の調査
及び深層学習への適用に関する考察
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概要：POWER9 CPU と Volta GPU から構成される IBM Power System AC922 は，GPU が CPU のページテーブルに直
接アクセスすることにより GPU から CPU メモリの任意のアドレスへのコヒーレントなアクセスを可能にする Address
Translation Services(ATS)機能を提供している．
本稿では ATS 機能を深層学習における大規模モデルサポートのための GPU メモリ仮想化のために使用することを想
定して，その使用方法と性能について議論する．我々は，深層学習での行列積計算を想定して，各種メモリ確保方式
(GPU メモリ，Unified Memory，ATS)でメモリを確保，各種計算ライブラリ(cuBLAS，OpenBLAS，NVBLAS)で行列積
を計算し，メモリ確保，メモリ初期化，行列積計算，メモリ解放の各実行時間を測定するベンチマークプログラムを
作成した．また，IBM Power System AC922 でこのベンチマークの実行時間を測定し，その測定結果について考察した．
測定結果によれば，GPU の実メモリ以上のデータの行列積計算を cuBLAS で行う場合 ATS は Unified Memory の 4 倍
以上高速であった．更に ATS メモリの先頭アドレスをページ境界に合わせ，ページアウト不可とすることで Unified
Memory の 12 倍程度の速度が得られることが分かった．これは OpenBLAS ライブラリにより行列積計算を CPU で行
列計算をする場合と比較すると 40 倍以上高速である．GPU の実メモリ以上のデータの行列積計算をする場合ライブ
ラリ内で CPU・GPU 間のデータ転送を行う NVBLAS を使用する方法が最速であった．深層学習の大規模モデルサポ
ートの際は，大規模データは ATS 上に配置し，NVBLAS で対応可能な基本行列計算は NVBLAS で，それ以外の演算
は GPU 用ライブラリで対応することが最適であると考えられる．
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Performance of a CPU-GPU coherent memory access function over NVLink2.0(ATS)
for deep learning
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Abstract: IBM Power System AC922 consisting of POWER9 CPU and Volta GPU provides a function, called Address Translation
Services (ATS), which allows the GPU to access the CPU’s page tables directly, and enables GPU's coherent access to any CPU
memory addresses, such as any stack or heap variables.
This report discusses ATS's performance and its application to deep learning. Since matrix multiplication is a dominant calculation
in deep learning, we measure and discuss the matrix multiplication performance for deep learning when using ATS on IBM Power
System AC922. We develop and use an in-house benchmark to measure execution time of the matrix multiplication with any
combination of memory allocation methods (ATS, GPU, Unified Memory) and matrix multiplication libraries (cuBLAS,
OpenBLAS, NVBLAS), and measure the execution time of memory allocation, memory initialization, matrix multiply calculation,
and memory deallocation separately.
According to the measurement results, ATS is faster than Unified memory by 4+ times for matrix multiplication for data larger
than physical GPU memory. And it can be optimized more by 3+ times by aligning and pinning the allocated memory, which is
faster by 40+ times than CPU calculation. It is the fastest way for matrix multiplication for data larger than GPU physical memory
to use NVBLAS. For large model support of deep learning, the fastest way is to allocate ATS for large data, to use NVBLAS for
basic linear algebra calculation, and to use GPU programs for other calculations, including deep learning specific functions.
Keywords: Deep Learning, Large-scale neural network, NVLink, ATS, GPU

1. はじめに

いる場合，この GPU 上のページ変換ハードウェアが CPU
のページテーブルに直接アクセスして，CPU 仮想アドレス

IBM 社の POWER9 CPU と Nvidia 社が Volta GPU から構成

から実アドレスへの変換を行う．この機能により，GPU で

されるマシンでは，CPU・GPU 間が NVLink2.0 と呼ばれる

動作する CUDA[5]プログラムは，CPU メモリの任意のアド

データ転送リンクにより結合される．

レスに，GPU メモリと全く区別無くアクセスすることが可

Volta GPU は，Address Translation Services(ATS)と呼ばれ
る CPU の仮想アドレスのページ変換機能を行うハードウ
ェアを備えており，CPU・GPU 間が NVLink2.0 で結合さて

能になる．すなわち，CPU メモリを GPU メモリの代替と
して利用可能となる．
一方，深層学習分野では画像等大規模な入出力データへ
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の対応やより高い精度を得るために年々モデルの大規模化

AlexNet[2]が優勝したが，2015 年には 152 層の ResNet[3]が

が進んでおり，GPU メモリ容量の不足が問題になりつつあ

優勝しており，ネットワーク全般で層やパラメータの数が

る．現状，GPU メモリ容量不足の問題にはモデルパラレル

増加している[4]．医療分野でより精度の高い診断を行うた

による複数 GPU 使用等で対応しているが，分割の手間や

めなどにより解像度の高い画像や 3D 画像等，データ量が

GPU の実行効率等の課題もある．ATS 機能を用いて CPU

大きいデータを直接深層学習で処理する事が増えており，

メモリを GPU メモリと同様に利用できればモデル分割せ

モデルや処理中のデータを保持するためのメモリ量が飛躍

ずにこの課題に対応できる可能性がある．

的に増加している[8]．

この ATS 機能は 2019 年 3 月に公開された CUDA10.1 か

一方，深層学習の処理で多くの場合用いられる GPU の

ら利用可能となったが基本的な性能については報告されて

物理メモリ量は計算能力の向上と比較すると十分に拡大し

いない．本論文では ATS の基本的な機能と性能について，

ていない．例えば，Nvidia 社の前世代 GPU Pascal と現世代

ベンチマークプログラムを作成し，Power9 CPU 20 コアと

GPU Volta を比較すると，演算速度は単精度(32bit)で 6 倍，

Volta GPU 4 台で構成される IBM Power System AC922[13]上

半精度では(16bit)で 12 倍になっているのに対し，メモリ量

で CUDA10.1 を使用して機能と基本性能を確認し，測定結

は 16 GB から 32 GB の 2 倍に留まっている．GPU メモリ

果を考察する．また，ATS の機能を deep learning の大規模

には HBM(High Bandwidth Memory)と呼ばれる高速だが高

モデルを実行させるために活用する方法について考察する．

価なメモリが使用されるため，この傾向は当面維持される

以下，第 2 章で ATS について，第 3 章で深層学習におけ

と考えられる．

る大規模モデルサポートについて述べる．また，第 4 章で

こ の様 な 状況 で は深 層 学 習 の処 理 に必 要 なメ モ リ が

ATS 性能測定ベンチマークについて説明し，第 5 章で測定

GPU の物理メモリを超えることが十分に考えられる．使用

結果について考察する．最後に第 6 章でまとめと今後の課

メモリ量は「ミニバッチ」と呼ばれる一回に処理する入力

題について述べる．

データの個数の調整によってある程度制御可能だが，近い

2. Address Translation Services
2.1 ATS 使用可能な環境

将来ミニバッチを最小の 1 としても GPU の物理メモリ以
上のメモリが必要となることも考えられる．
3.2 大規模モデルサポートの方法

IBM 社の POWER9 CPU と Nvidia 社の Volta GPU から構

本節では大規模モデルサポートのための技術について説明

成されるマシンでは，CPU・GPU 間が NVLink2.0 と呼ばれ

する．深層学習で使用する主要なメモリは，(1)重み，(2)バ

るデータ転送リンクにより結合される．ATS は NVLink2.0

イアス，(3)特徴マップとよばれる計算の中間結果の 3 つで

で結合された GPU と GPU 間で利用可能となる．ATS 機能

ある．一般に全結合層では重みのメモリ量が，Convolution

を使用するには CUDA10.1 以上を利用する必要がある．

層では特徴マップのメモリ量が支配的となる．

2.2 Unified Memory 及び ATS

再計算によるメモリ削減手法

Unified Memory[6]及び ATS は，CPU と GPU 間で同一のポ

本手法では，逆伝播処理時に必要だが再計算可能な変数

インタを共有するための方法である．cudaAllocManaged で

を順伝播処理後に一旦削除し，逆伝播処理時に再計算する

確保したメモリは CPU・GPU の両方のプログラムからアク

ことにより使用する GPU メモリを削減する手法[9]である．

セス可能になる．

本手法で削減可能な変数は，特徴マップと呼ばれる計算の

Unified Memory では性能向上のために CudamemAdvise に

中間結果のみで，重みやバイアスは再計算不可能なので削

よるヒントや CudaMemPrefetchAsync によるプリフェッチ

減できない．

等が使用可能である．一方 ATS には特別な API は無い．

データスワッピングによるメモリ削減手法

ATS の場合 malloc 等通常の CPU メモリ用の方法で確保し

本手法は順伝播処理終了後，変数を GPU メモリから PC

たヒープ変数，スタック変数等，任意の CPU 上のアドレス

側メモリに退避し，逆伝播処理で対応する層が実行される

が GPU からアクセス可能になる．

までに PC 側メモリから GPU メモリに回復することによ

3. 深層学習における大規模モデルサポート

り，GPU メモリの使用量を削減する手法[10][11][12]である．

本論文では深層学習の特に学習フェーズでの GPU メモリ
不足に対応するための GPU メモリ仮想化について述べる．
3.1 大規模モデルサポートの必要性
深層学習は画像認識，音声認識など様々な分野で利用さ
れており，年々その精度や処理速度が向上しており，より
高い精度を得るために，モデルの大規模化が進んでいる．
大 規 模 画 像 認 識 大 会 ILSSVC で は 2012 年 に 8 層 の
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本手法では，重み，バイアス，特徴マップの全てを削減可
能である．我々の開発した TFLMS[14]は TensorFlow にこの
データスワッピング手法を適用したもので，数十%のオー
バヘッドで GPU メモリの 7 倍のメモリが使用可能になる．
ただし，この手法では単一層のみで GPU メモリ量を超え
るメモリを必要とする場合には対応できない．
Unified Memory もしくは ATS を用いた GPU メモリ仮
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述した．ベンチマークプログラムは，以下の 5 つの手順，

Unified Memory や ATS では CPU メモリに GPU メモリと

(1)指定した種類のメモリの確保及び登録，(2) 初期化と

同様にアクセス可能なので，メモリ確保の API を変更する

registration，(3) 行列計算(1 回目)，(4)行列計算(2 回目)，(5)

だけで，CPU メモリを GPU の代替としてそのまま使用で

メモリの開放を順次行い，各手順に掛かった時間を計測す

きる．本手法では，重み，バイアス，特徴マップの全てを

る．同一の行列計算を 2 回行う理由は，計算時のキャッシ

削減可能である．また，単一層のみで GPU メモリ量を超え

ュ効果を測定するためである．また，GPU メモリが切迫し

るメモリを必要とする場合にも対応可能である．

た状態での計算の実行速度を検証するために計算の実行中

Unified Memory や ATS を使用する際課題は実行速度であ
る[7]．ATS 機能は 2019 年 3 月に公開された CUDA10.1 か

に利用可能な空きメモリの量を指定した値に調整する機能
を作成した．

ら利用可能となったが基本的な性能については報告されて

メモリ確保及び登録方法

いない．本論文ではベンチマークを用いて実行速度を検証

以下の 6 種類の方法で，メモリの確保及び登録を行った．

する．

(1) GPU: GPU Memory

4. ATS 性能測定ベンチマーク

cudaMalloc で確保される通常の GPU メモリ
(2) UM: Unified Memory

4.1 想定する条件

性能向上のために cudaMallocManaged で確保される

深層学習の大規模モデルは，データスワッピング手法で比

Unified Memory．CudaMemAdvise によるヒントや，

較的うまく対応できる．ただし，データスワッピング手法

CudaMemPrefetchAsync によるプリフェッチ等が使用

では単一層の使用メモリが GPU メモリを超えた場合に対

可能である．ただし，本ベンチマークのように大きな

応できない．本論文では，ATS メモリをこの問題への対応

１つのメモリをまとめて BLAS ライブラリに渡す場合

策として導入することを想定して，基本的な性能を測定す

はヒントやプリフェッチの使用は難しい．

る．最初のステップとして最も単純なケース，すなわち深

(3) ATS: ATS Memory

層学習の重みを現す行列が非常に大きい一つの全結合層を

malloc で確保される CPU のヒープメモリ．ATS により

想定して学習時の実行速度を測定する．この場合深層学習

GPU からもそもままアクセス可能になる．ATS では

の学習時に必要な演算は密行列の行列積となる(図 1 参照)．

Unified Memory のような性能向上のためのヒントやプ
リフェッチのための API は容易されていない．
(4) ATSA: Aligned ATS Memory
posix_memalign によって 512 バイト境界に合わせて確
保した CPU のヒープメモリ．
(5) ATSR: Registered ATS Memory
malloc に よ っ て 確 保 し た CPU ヒ ー プ メ モ リ を
cudaHostRegister によって pin したメモリ．
(6) ATSAR: Aligned and registered ATS Memory
posix_memalign によって 512 バイト境界に合わせて確
保した CPU のヒープメモリを cudaHostRegister によっ
て pin したメモリ．
メモリ初期化方法
下記の CUDA カーネルを使用して，確保したデータを GPU
上で初期化した．
__global__ void _matrix_init_gpu(float *matrix, size_t size, float val)

図 1: 深層学習モデルと対応する行列計算

{

具体的な条件としては以下のものを想定する．

int index = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;



層: 全結合層

if (index < size) {



計算精度: 単精度(32 bit)



入力サイズ: 1024



出力サイズ: 2M-64M(重みのメモリサイズ 8G-256G)

}



バッチサイズ: 32

メモリを CPU ではなく GPU 上で初期化する理由は深層学

matrix[index] = val;
}

4.2 ベンチマークプログラム

習では各層は GPU 上で生成されたデータを扱うことを想

前節で想定した行列計算を行うプログラムを CUDA で記

定したためである．
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図 2: メモリ種類による“実行時間/重みメモリ量”の違い

計算方法

行できなかった．また Unified Memory 使用で重みメモリ量

計算には行列積計算を行う以下の BLAS ライブラリを使用

64GB の場合は実行時間が長すぎるため時間計測しなかっ

した．

た．

(1) cuBLAS (cuBLASSgemm)

使用メモリ毎の最大 GPU メモリ量

(2) OpenBLAS (sgemm_)

GPU メモリを使用した場合，重みメモリ量 16GB まで実行

(3) NVBLAS (sgemm_)

可能であった．物理的な GPU メモリ量 32GB で特徴マップ

5. 測定結果及び考察

等重み以外にもメモリは必要であるので妥当な結果と考え

本章では，上記ベンチマークによる測定結果およびその考

4 倍の重みメモリ量 64GB 以上の行列積も実行可能であっ

察を述べる．同一条件の測定を 5 回繰り返し行い，5 回の

た．

実行時間の平均値を使用した．

る．Unified Memory 及び ATS では，少なくとも実メモリの

メモリ確保・開放時間を含む実行時間全体

5.1 ベンチマーク測定条件

本節ではメモリの確保・開放を含む全体の時間について考

ベンチマーク測定に用いたソフトウェア・ハードウェアは

察する．重みメモリ量 16GB 以下の場合，GPU メモリ使用

以下の通り．

の場合の実行時間が最速となった．重みメモリ量 32GB 以



マシン: IBM Power Systems AC922

上の場合，Unified Memory 及び ATS を使用した場合に実行



CPU: POWER9 2.3 GHz 20 コア，メモリ 1TB

可能で，ATS 使用の場合の実行時間が最速となった．ATS



GPU: Volta メモリ 32GB

は Unified Memory と比較して，4 倍以上高速に実行できた．



OS: Ubuntu 18.04

なお，メモリの確保・開放のコストはメモリプールの使用



CUDA: Ver. 10.1 (Nvidia 公式サイトよりダウンロード)

によっても削減可能である．



Driver Ver. 418.39

計算時間

5.2 メモリの種類と使用可能最大 GPU メモリ量及び実行

メモリの確保・開放を含まない計算時間（二回の計算の合

時間の違い

計）のみについて考察する．図 3 は異なるメモリ毎の計算

図 2 は行列計算に cuBLAS を使用した場合のメモリの種類

時間を比較したグラフである．重みメモリ量 16GB 以下の

（通常の GPU メモリ，Unified Memory，ATS）毎の実行時

場合 GPU メモリの実行時間が，重みメモリ量 32GB 以上の

間を示すグラフであり，x 軸は「重みのメモリ量」を，y 軸

場合 ATS メモリの実行時間が最速となり，Unified Memory

は「実行時間/重みのメモリ量」を示す．本ベンチマークで

が最速となる場合は存在しなかった．重みメモリ量 32GB

の計算量は重みのメモリ量と比例するため，オーバヘッド

の場合で，Unified Memory と ATS の実行時間を比較すると

が無ければ「実行時間/重みのメモリ量」は重みのメモリ量

ATS の実行時間が 5 倍高速となった．

によらず一定の値となる．図 2 の表中「GPU-1」等は GPU
メモリ使用，重みのメモリ量 1GB を示す．GPU メモリ使
用で重みメモリ量 32GB 及び 64GB の場合はエラーにて実
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図 3: メモリの種類と計算時間(計算時間のみ)
5.3 キャッシュ効果
図 4 に 1 回目の実行時間と 2 回目の実行時間の比率を示す

図 5: 実行時間/重みメモリ量(ATS のみ)

グラフを示す．このグラフでは，GPU メモリ，ATS では 1
回目と 2 回目計算時間は大きく変わらなかった．Unified
Memory では重みのメモリ量が小さい場合 2 回目の計算時
間が大きく削減された．これは Unified Memory が GPU 上
にキャッシュされていることを意味する．ただし，重みの
メモリ量が GPU 物理メモ リ量を超える(重みメモリ量
32GB)場合，1 回目の計算の実行中に重みデータが GPU メ
モリから追い出されてしまうため，2 回目の実行時間はほ
とんど削減されなかった．
図 6: ATS の Align と Register の効果
5.5 計算ライブラリによる実行時間の違い
ATS を使用すると同一のメモリ領域を CPU からも GPU か
らもアクセスできる．このため行列データを ATS 上に配置
すれば，行列計算を GPU 上でも CPU 上でも実行可能であ
る ． 今 回 の 測 定 で は 計 算 ラ イ ブ ラ リ と し て cuBLAS ，
OpenBLAS，NVBLAS を使用して実行時間を比較した．こ
の測定では Align と Register した ATS を使用した．図 7 は
計算ライブラリ毎の計算実行時間/重みメモリ量を示すグ
図 4: 計算時間(2 回目)と計算時間(1 回目)の実行時間比

ラフである．cuBLAS は行列計算を GPU 上で，OpenBLAS

5.4 ATS におけるアラインと pin の効果

は行列計算を CPU 上で，NVBLAS はライブラリ内で CPU

ATS メモリは malloc 等通常の CPU メモリ確保の手段によ

と GPU 間でメモリを転送しながら行列計算を行う．今回

って確保されるが，先頭アドレスをページ境界と一致させ

の測定では NVBLAS を使用した場合が最速であった．

る（Align）ことによって性能を向上させることができる．

NVBLAS のように CPU・GPU 間でデータ転送しながら計

今回の測定では posix_memalign によって 512 バイト境界に

算を行うライブラリが使用可能な場合，それを使用するこ

合わせて確保したメモリと通常の malloc で確保されたメモ

とで最速に計算できる．深層学習の Convolution 層のよう

リを比較した．更に確保したメモリを cudaHostRegister に

に CPU・GPU 間でデータ転送しながら計算を行う機能が用

よって，ページアウトを禁止（Register）することにより，

意されていない場合には ATS とともに GPU 用ライブラリ

性能を向上させることが可能である．今回はこの Align と

を使用することで対応できる．行列計算の例では ATS 上で

Register の効果を計測するために何もしない ATS(ATS)，

cuBLAS を使用した場合，OpenBLAS と比較して 21-31 倍

Align した ATS(ATSA)，Register した ATS(ATSR)，Align し

高速に計算を実行できた．

て Register した ATS(ATSAR)の 4 種類のメモリを使って計
算時間を測定した．図 5 及び図 6 から分かるように Align
および Register により計算速度を 2 倍以上向上させること
ができた．また，両方を併用することで実行速度は最大 3.4
倍向上した．
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グラムを作成し，IBM Power System AC922 で実行時間を測
定した．測定結果によれば，GPU の実メモリ以上のデータ
の行列積計算を cuBLAS で行う場合，ATS は Align や
Register 等の最適化により Unified Memory の最大 12 倍程
度の速度が得られることが分かった．
GPU の実メモリ以上のデータの行列積計算をする場合ラ
イブラリ内で CPU・GPU 間のデータ転送を行う NVBLAS
を使用する方法が最速であった．深層学習の大規模モデル
サ ポ ー ト の 際 は ， 大 規 模 デ ー タ は ATS 上 に 配 置 し ，
NVBLAS で対応可能な基本行列計算は NVBLAS で，それ
以外の演算は GPU 用ライブラリで対応することが最適で
図 7: 計算ライブラリによる実行時間の違い

あると考えられる．

5.6 使用可能メモリが小さい場合の影響

今後の課題は，実際の深層学習フレームワークに ATS を適

深層学習で行列計算を行う場合，行列計算に GPU のすべ

用して，性能上のメリットを得ることである．

てのメモリを使用可能とは限らない．計算ライブラリが
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合利用可能なメモリ量が少ないと性能が低下することが考
えられる．今回の測定では，計算の実行前に cudaMalloc を
使用して計算中の利用可能なメモリ量を調整した上で実行
した．
メモリとしては Align と Register した ATS を使用し，
計算ライブラリには cuBLAS と NVBLAS を使用した．
図 8 は GPU の使用可能メモリを調整しない場合，1GB,，
0.25GB，0.125GB に調整した後で計算を実行した場合の実
行結果である．図中 cuBLAS-1G は計算ライブラリ cuBLAS
を使用し，使用可能メモリが 1GB であることを示す．どち
らの計算ライブラリを使用した場合も使用可能メモリの大
きさは実行時間に大きな影響を与えなかった．ただし，使
用可能メモリを 0.125GB に制限した場合，NVBLAS は使用
不可能であった．使用可能メモリが極端に小さい場合，
cuBLAS 等別なライブラリを使用する必要がある．

図 8: 使用可能メモリ量による実行時間の違い

6. まとめと今後の課題
本論文では ATS 機能を深層学習における大規模モデルサ
ポートのための GPU メモリ仮想化のために使用すること
を想定して，その使用方法と性能について議論した．我々
は，深層学習での行列積計算を想定したベンチマークプロ
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