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1.

概要
GPU（Graphics Processing Unit）は、従来コ
ンピュータゲームなどの動画像処理に特化して
活用されてきた。近年は、GPU の並列計算能力の
高さに注目したディープラーニングといった機
械学習等、GPGPU としても広く利用されている。
し か し 、 GPU を 活 用 す る 際 に 従 来 の PCI
Express（PCIe）に直接接続する手法では、使用
できる GPU の数が計算機の PCIe スロットの数に
制限されてしまう、1 つの計算機が 1 つの GPU を
占有するので、GPU リソースを余らせてしまうと
いった問題点がある。Ethernet ネットワーク経
由で GPU と接続するリモート GPU 環境を用いる
ことで上記の問題点を解決できるが、GPU を直接
計算機に接続する場合と比べて、リモート GPU
との通信オーバヘッドを考慮する必要がある。
リモート GPU を実現するには、後述する通り、
PCIe over 10GbE による手法、クライアントサー
バモデルによる手法がある。両者は CPU-GPU 間
の転送サイズが小さい場合の転送オーバヘッド
等に差異があり、GPU のリモート化のオーバヘッ
ドを極力減らすために各手法の特徴を考慮した
使い分けが必要である。本論文はそのための方
法を提案する。

3. 2 つのリモート GPU 手法の使い分け方法
3.1. 2 つのリモート GPU 手法の比較考察
PCIe over 10GbE によるリモート GPU では、
PCIe パケットが Ethernet フレームとして送信さ
れる。一方、クライアントサーバモデルによる
リモート GPU では、クライアントと GPU の間に
サーバプログラムが介在する。このため、通信
遅延に関しては、PCIe over 10GbE によるリモー
ト GPU が有利になりやすい。
クライアントサーバモデルによる手法では、
リモート GPU の利用に際し、サーバプログラム
のオーバヘッドが生じる。このため、スループ
ットに関しては、CPU-GPU 間の転送サイズが小さ
く転送回数が多いときに PCIe over 10GbE が有
利になりやすい。一方、一度に送る転送量が増
えるにしたがい両者の帯域はネットワーク帯域
の上限に近づき、両者の差異は小さくなる。
上記のように PCIe over 10GbE による方法は
通信オーバヘッドが小さいという利点があるが、
PCIe over 10GbE のための専用カードが装着され
た計算機からの利用となる。一方で、クライア
ントサーバによる方法では、クライアント側の
ハードウェア環境に依存せずに、クライアント
数を容易に拡張できるという利点がある。
3.2. システムモデル
2. 関連研究
上記 2 つのリモート GPU 手法の使い分けを検
Ethernet 経由でリモートマシンの GPU を利用
討するため、ここでは、単純化された以下の仮
する手法としてクライアントサーバモデルによ
定を行う。
る手法、PCIe over 10GbE による手法がある。
 n 台のクライアントマシンがあり、各マシン
前者では、GPU を有するサーバマシンに対して
では GPU を利用するアプリケーションが m
GPU を利用したいクライアントマシンがネットワ
個ずつ動作する。
ーク経由でサーバに接続し、サーバが有する GPU
 n*m 個のアプリケーションは同じ帯域で GPU
をネットワーク越しに利用する。前者の代表例
と通信を行うものとするが、その平均転送
として rCUDA [1]がある。
サイズはアプリケーション毎に異なるもの
後者では、PCIe パケットを Ethernet フレーム
とする。アプリケーション i の単位時間毎
としてカプセル化し、Ethernet 上を転送する。
の転送回数を Pi とする。
リモート GPU とクライアントマシンが直接通信
 n 台のマシンは、PCIe over 10GbE による方
する。後者の代表例として ExpEther [2]がある。
法とクライアントサーバモデルによる方法
の両方に対応しており、どちらか片方を選
択できる。
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では、単一 GPU を異なるクライアントマシン上
で動作するアプリケーションで共有できる。
3.3. リモート GPU 手法の使い分け方針
上記のシステムモデルにおいては、直感的に
以下の傾向が予想される。
 転送回数 Pi が大きなアプリケーション（転
送サイズが小さいアプリケーション）が集
中してるクライアントマシンにおいては、
PCIe over 10GbE を用いて、クライアントと
リモート GPU の間に専用リンクを張ると、
サーバプログラムによるオーバヘッドを軽
減できる。
 転送回数 Pi が小さなアプリケーション（転
送サイズが大きい）を、クライアントサー
バモデルによる手法で単一 GPU に複数収容
してもスループットの劣化は目立たない。
上記の割り当て手法を実現するには、単位時
間当たりの転送回数 P の値に応じて、PCIe over
10GbE による手法とクライアントサーバモデルに
よる手法でどの程度スループットに差が生じる
かを調査する必要がある。
本論文では rCUDA と 10GbE 版の ExpEther の 2
つの手法について、4GB のデータを転送したとき
のスループットを実機測定した。具体的には、
転送サイズ（つまり転送回数 P）を 4B から 40MB
まで変化させながらスループット T を実測した。
紙面の都合から測定結果は省略するが、P が大き
いとき（転送サイズが小さいとき）は PCIe over
10GbE のスループット T が高くなった。
3.4. GPU 割り当て手法
GPU 数 g がクライアントマシン数 n と同じとき、
すべてのクライアントマシンは PCIe over 10GbE
手法でリモート GPU を使用する。
GPU 数がクライアントマシン数 n より小さいと
き、i 個のリモート GPU を PCIe over 10GbE 用と
して使い、g-i 個のリモート GPU をクライアント
サーバモデル用として使うものとする。前者を
Gi 群、後者を Gg-i 群と呼ぶ。ここで、
 転送回数 P の合計値が多い i 個のクライア
ントマシンはそれぞれ Gi 群の GPU を 1 つ占
有する。
 残った n-i 個のクライアントマシンは、単
一 GPU の負荷が均一になるように Gg-i 群の
GPU を共有する。
上記を i の値を 0 から g まで変化させながらト
ータルスループットが最大化される i の値を探
索する。
4. シミュレーションによる評価
提案した GPU 割り当て手法の動作を確認する
ために簡易的なシミュレータプログラムを作成
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した。ここでは転送サイズは 4B、40B、400B、
4kB、40kB、400kB、4MB、40MB からランダムに決
まるものとし、アプリケーション毎の転送回数 P
を計算した。クライアントマシン数 n=16、アプ
リケーション数 m=4 とし、リモート GPU 数 g の
値 を 4 か ら 16 ま で 変 化 さ せ た 。 PCIe over
10GbE、および、クライアントサーバモデルにお
ける P ごとの転送スループット T の値は、3.3 節
で述べた実測値を使用した。
提案手法の比較相手は、i 個のクライアントマ
シンをランダムに選び、Gi 群の GPU を 1 つ占有
させた場合とする。g 個すべての GPU をクライア
ントサーバモデルによる手法で用いた場合の性
能を 1 とし、このうち i 個の GPU は PCIe over
10GbE による手法に切り替えたとして、提案手法
のスループット向上率/比較相手のスループット
向上率を下図に示す。g の数が大きくなるにした
がい両者の差は小さくなっているが、少数の g
に対しては提案手法によって注意深く割り当て
たほうがスループットの利得が大きくなった。

図 1. リモート GPU の数(g)を変化させたときの提案
手法とランダムな割り当てを比較した性能向上率

5.

結論
リ モ ー ト GPU を 実 現 す る に は 、 PCIe over
10GbE による手法、クライアントサーバモデルに
よる手法がある。両者は転送サイズが小さい場
合の転送オーバヘッド等に差異があり、GPU のリ
モート化のオーバヘッドを極力減らすために 2
つの手法の特徴を考慮した使い分けが必要であ
る。本論文はそのための方法を提案した。
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