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1. は じ め に

汎用グラフ処理モデル GIM-V の複数 GPU
による大規模計算とデータ転送の最適化

近年，SNS 解析，道路ネットワークの経路探索．スマートグリッド，創薬，遺伝子解析等
の応用で，大規模グラフが出現しており，数百万頂点〜数兆頂点，数億枝〜数百兆枝からな
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る超大規模なグラフに対する高速処理が求められている．一例として，現存する SNS にお
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ける交友関係は 8 億頂点，1000 億枝からなる大規模グラフによって表現される．大規模グ
ラフ処理手法として，ペタバイト級の大規模データに対して自動的なメモリ階層の管理を
行う MapReduce モデル1) に基づいた GIM-V グラフ処理アルゴリズムが提案されている2) ．

近年，SNS 解析、道路ネットワーク等の応用で、数百万頂点〜数兆頂点、数億枝〜数
百兆枝からなる超大規模なグラフに対する高速処理が求められている。大規模グラフ処
理手法として，ペタバイト級の大規模データのメモリ階層を自動管理する MapReduce
モデルに基づいた GIM-V グラフ処理アルゴリズムが考案されている．また，GPGPU
の進展により大規模計算環境への GPU の導入が進んでいる。しかし、大規模グラフ
処理に対する GPU の使用による高速化や、効率的なデータ割り振り方法等は明らか
ではない。我々は複数 GPU を用い、通信量削減手法としてグラフ分割の効果につい
て調査した結果、GPU の使用により Map フェーズは 7.17 倍の高速化を示した一方，
Sort, Reduce については性能改善の余地があることを示した．またグラフ分割により
データ転送量を 54%削減したものの、GPU 毎の負荷が不均衡になることを示した。

また，GPU を汎用計算に応用する技術の研究・開発の進展により，スーパーコンピュータ
やクラウド等の大規模計算環境への GPU の導入が進んでいる．東京工業大学のスーパーコ
ンピュータである TSUBAME2.0 では計算ノードに 3 台の GPU が搭載され，本格的な CPU
と GPU のハイブリッドスパコンとして構築されている．GPU を使用した MapReduce ライ
ブラリも存在しており，GPU の高い並列度を活かして処理を行うことができる．
我々は GIM-V に GPU を適用した場合の効果を明らかにするため，Hadoop ベースの GIM-V
の既存実装である PEGASUS との比較実験を行った結果，PEGASUS に対する優位性を確
認した3) ．しかし，大規模なグラフに対して複数 GPU を使用した場合のデータの割り振り
方法や，GPU のメモリあふれへの対処方法は自明ではない．複数 GPU を使用した場合の通
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信量の削減や，GPU メモリ，CPU メモリやローカルストレージ等のメモリ階層の効率的な
管理が必要となるためである．
我々は，大規模グラフに対して複数 GPU を用いた大規模実行と，通信量の削減手法の一
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つであるグラフ分割による最適化を行った場合の有効性について検証した．TSUBAME2.0
を用いて評価を行った結果，CPU で実装した Mars との比較において，GPU の使用により

Map フェーズについて 7.17 倍の高速化を示した一方，Sort, Reduce については高速化され

In recent years, fast processing for extremely large-scale graph, consisting of millions to
trillions of vertices and billions to hundreds of trillions of edges, is becoming increasingly
important. GIM-V graph processing algorithm based on MapReduce, which automatically
manages petabyte-scale data, is designed as general graph processing
method. Besides,
recent large-scale computing systems tend to employ GPUs to gain good peak performance
and high memory bandwidth. However, acceleration factor using GPU for large graph processing and the way of eﬃcient data distribution are not clear. We implemented multi GPU
based GIM-V system and investigated the eﬀect of graph partitioning, which is a method to
reduce inter-node data transfer. Our experiment showed that GPU performed 7.17x faster
than CPU on Map but not on Shuﬄe and Reduce, and graph partitioning reduced data transfer time by 54% but total elapsed time increased due to workload imbalance.

ていない場合があり，アルゴリズムの改良等の最適化による性能改善の余地があることを示
した．また，複数 GPU を用いた場合にグラフ分割による最適化を行うことにより，データ
転送量を 54%削減したものの，GPU 毎の負荷が不均衡になる現象が発生することを示した．
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2. 背

combine2(mi, j , v j ) = c × mi, j × v j
(1 − c) ∑n
combineAlli (x1 , . . . , xn ) =
+
xj
j=1
n
assign(vi , vnew ) = vnew

景

2.1 GIM-V
GIM-V(Generalized Iterative Matrix-Vector multiplication) とは，行列ベクトル積の一般化
である．n × n の行列 M と，大きさ n のベクトル v があるとすると，通常の行列ベクトル
積は次のように表現される．

M × v = v′ where v′i =

∑n
j=1

GIM-V の MapReduce 処理は 2 段階のアルゴリズムによって行われる．ステージ 1 では
combine2 を行い，出力は key が始点ノード番号で value が部分的に連結された結果である．
ステージ 1 の出力がステージ 2 の入力となる．ステージ 2 では combineAll によってステー

mi, j v j

上の式は次の 3 つの演算によって表現できる．mi, j と v j の積を combine2 演算子とし，頂点

ジ 1 の全結果を連結し，assign によって新しいベクトルで元のベクトルを置き換える．この

i についての combine2 の結果 n 個の和を combineAll 演算子とし，vi の新しい結果 v′i への

2 段階アルゴリズムはアプリケーションによって定められた収束基準が満たされるまで反復

更新を assign 演算子とする．

的に繰り返される．

GIM-V では，オペレータ ×G を導入し，3 つの演算子を任意に定義する．形式的には以下

2.2 Mars
GPU 上での MapReduce のフレームワークはいくつか開発されているがここでは Mars5),6)

のように定義される．
′

v = M ×G v
where

v′i

について述べる．Mars は GPU 上での MapReduce 処理実装である．プログラマは Map, Re-

= assign(vi , combineAlli ({x j | j = 1..n, and x j = combine2(mi, j , v j )}))

duce を NVIDIA CUDA カーネルとして実装することにより，GPU を用いた MapReduce 処

combine2 で mi, j と v j を連結し，combineAll でノード i についての combine2 の全結果を連結

理を実行することができる．

し，assign で vi をどのように v′i に更新するかを決定する，という演算を行う．また，GIM-V

Mars は CPU ベースの MapReduce と同様の API を提供している．Mars のランタイムは

は反復解法であり，上記の操作をアルゴリズムによって定められた収束条件を満たすまで

Map タスクと Reduce タスクに対して多数の GPU スレッドを活用し，各スレッドに key/value

繰り返し適用する．3 つの演算子を適当に定義することにより，PageRank や Random Walk

の組を自動的に割り当てることにより大規模スレッド並列を行う．同時書き込みでの競合を

with Restart，連結成分などの有用なアルゴリズムを得ることができる．

避けるため，大規模スレッド並列化でのランタイムオーバーヘッドを低く抑えられるような

GIM-V の適用例を挙げる．PageRank は Google によって使用されている，ウェブページ

ロックフリーなスキームを開発した．このスキームでは同期のオーバーヘッドを抑えながら

4)

の相対的な重要性を計算するための有名なアルゴリズムである ．ウェブページの数 n を

並列実行を正確に行うことができる．

PageRank ベクトル p とするとき，次の固有方程式を満たす．

Mars の デ ー タ 構 造 は 配 列 を 使 用 す る ．入 力 レ コ ー ド，中 間 レ コ ー ド，出 力 レ コ ー

p = (cE + (1 − c)U)p

ド は ，key 配 列 ，value 配 列 ，index 配 列 の 3 つ の 配 列 に 格 納 さ れ る ．index 配 列 は

c は減衰率であり，通常 0.85 に設定される．E は行について正規化された隣接行列であり，U

< key oﬀset, key size, value oﬀset, value size > のエントリから構成される．index 配列を調

は全要素が 1/n の行列である．固有ベクトル pcur を全要素 1/n で初期化し，次の PageRank

べることで，key または value を対応する key 配列または value 配列の oﬀset から取得する．

を pnext = (cE T + (1 − c)U)pcur によって計算する．GIM-V では，列について正規化された行

Mars スケジューラは CPU 上で実行され，タスクを GPU に割り振る．Map ステージの

T

T

next

列 E によって M を構成し， p

= M ×G p

cur

によって計算される．3 つのオペレーション

前に，Mars は CPU 上でディスクから入力データの前処理としてメモリ上で入力データを

は次のように定義される．

key/value の組に変換する．
Map ステージでは，Map Split が入力レコードを GPU スレッドに均等に割り振る．各ス
レッドはプログラマによって定義される MapCount 関数を実行し，Map が出力する中間レ
コードの数と合計サイズを計算する．続いてランタイムが GPU ベースの Prefix Sum を実行
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3.2 MPI によるマルチノード実装
複数ノード，複数 GPU を使用して大規模グラフに対して GIM-V を実行するため，MPI
によるマルチノード実装を行った．MapReduce を複数ノード実行に対応するため，Shuﬄe
でノード間通信をする実装を行った．マルチノード上での MapReduce の実装のアーキテク
チャーを図 2 に示す．
図 1 GIM-V の実装アーキテクチャー
Fig. 1 Implementation architecture of GIM-V

Shuﬄe 処理をマルチノードで実行できるように改良した．具体的には，Shuﬄe 処理を
2 つの部分に分解し，まずノード間でデータの送受信を行ってから，ノード内のソートを
行う，といった実装を行った．すなわち，Map 処理の出力を key に応じて適当な hash 値

して出力サイズと書き込む位置を得る．最後に，CPU が出力バッファをデバイスメモリ内

によって該当するノードに送信，また該当するノードは受信を行い，すべての送受信が終

に割り当ててから，各 GPU スレッドはユーザによって定義される Map 関数を実行して出力

了してから，各ノードが自分の担当するデータのソートを行う．Shuﬄe の全対全通信には

結果を得る．各スレッドの書き込みの位置が事前に計算されており他のスレッドと干渉する

MPI Alltoallv を実装した．各ノードから送受信する key/value のサイズなど必要な情報を

ことがないため，並行するスレッド間での書き込み競合は発生しない．

通信した後，key/value データ等の送受信を行う．通信のアルゴリズムとして hash 関数を定

Shuﬄe ステージでは，GPU ベースの Bitonic Sort を実行する5),7) ．Bitonic Sort は時間計算

義する．hash 関数の定義の仕方としては，一般的な方法としては key の値をノード数で割っ

2

量が O(nlog n) と，クイックソートやマージソートの時間計算量である O(nlogn) に比べ大

た余りに該当するノードに対して転送を行うようなものが一般的である．アプリケーション

きいが，GPU の長所である高い並列性を活かすことができる

プログラマが hash 関数を定義することにより最適化を行うことも可能である．今回はグラ

Reduce ステージでは，Reduce Split が同じ key のレコードのグループを GPU スレッドに

フ分割を行う場合に，各ノードが担当する頂点の番号によって定義するという実装も行って

割り振る．Reduce ステージでは，分割操作でソートされた中間の key/value の組をサイズが

いる．

ほぼ等しい複数のチャンクに分割する．同じ key の key/value の組は同じチャンクに属する．

入出力を削減するため，MPI-IO による並列 I/O の実装も行った．入力の隣接行列のデー

チャンクの数はスレッドの数と同じになる．最後に，すべてのスレッドからの出力が一つの

タを読み込む際に，各ノードがデータを読み込む開始の位置と終端の位置を自分のノードが

バッファに保存される．

担当する部分に設定し，全ノードが並列で入力ファイルの読み込みを行う．これにより，実
行開始時のディスク入力時間を短縮するとともに，1 ノードのメモリに乗り切らないデータ

3. 複数 GPU 上への GIM-V の実装とデータ転送の最適化
Mars 上にグラフ処理汎用アルゴリズム GIM-V の実装を行った．Mars は CUDA と C++
で実装されているのに対して，PEGASUS は Java で実装されている．我々は PEGASUS の
実装を CUDA に移植することによって Mars 上に実装した．

3.1 アーキテクチャーの概要
実装のアーキテクチャーを図 1 に示す．GIM-V を複数の MapReduce を組み合わせること
により実行する．実行の流れとしては，前処理を行った後，ステージ 1, ステージ 2 の順に
実行し，収束判定の結果により次の反復を行う．前処理では枝の隣接行列の読み込み，初期

図 2 複数ノードでの MapReduce の実装アーキテクチャー
Fig. 2 Implementation architecture of MapReduce on multiple nodes

の頂点ベクトルの生成を行う．また，グラフ分割を行う場合には隣接行列のエッジリストを
読み込んだ後に分割を行い，自分の担当するノードの部分エッジリストを保持する．
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に対しても複数ノードを用いることによりアクセスすることが可能になる．

4. 評

収束判定については，各ノードが局所的な収束判定を行い，その結果をマスターノード

価

が足し合わせるといった実装を行った．まず，各ノードは上記の方法で Reduce の終了後に

大規模グラフに対する GIM-V 処理の複数 GPU の使用による効果を明らかにするため，複

自分のノードが担当する頂点のうち収束条件を満たす頂点の数を足し合わせる．最後に各

数 GPU の使用によるスケーラビリティ，CPU 版 Mars との性能比較を行った．また，デー

ノードの収束した頂点の数をマスターノードが MPI Allreduce により各ノードの収束した

タ転送の最適化手法の一つとしてグラフ分割を行う場合の効果を明らかにするため，グラフ

Reducer の数を足し合わせる．この値の全頂点の数と比較し，一致した場合は全頂点が収束

分割の有無による GIM-V の実行時間の比較を行った．
各グラフ処理アプリケーションの反復処理 1 回分の平均時間を測定した3) ．入力データは

したことになるので反復を終了する．一致しない場合はまだ収束していない頂点があるた
め，次の反復に進む．

以下の値を持つ．SCALE は頂点数の 2 の対数であり，edge counter は頂点数に対する枝の数

3.3 グラフ分割の実装

の比率である．合計の頂点数は 2S CALE となり，枝の数は edge f actor × 2S CALE となる．今回は

グラフを分割する目的は，マルチノードで実行する際に各ノード間における通信量を削減

edge factor は 16 として実験を行った．グラフの生成は Graph500 で使用されている Kronecker

することである．GIM-V の前処理としてグラフ分割を行い，各ノードに分割されたグラフ

generator を使用して行った9),10) ． Kronecker generator によって生成される Kronecker グラフ

を割り振ることにより，複数ノードに渡る枝の数であるエッジカットの数を最小化し，ノー

は Recursive MATrix(R-MAT) グラフ11) に類似しており，スケールフリー性がある（一部の

ド間のデータ転送量を最小化する．各ノードにデータを割り振る際に，単純にデータを割り

頂点の次数が非常に多い）． Kronecker generator は R-MAT generator と同様に隣接行列の

振る場合と，データの割り振りを最適化した場合では，GIM-V の疎行列ベクトル積を計算

データ構造を使用する．

する際の通信回数が異なってくる．行列の非ゼロ要素が枝に対応し，疎行列ベクトル積を計

実験は東京工業大学のスーパーコンピュータ TSUBAME2.0 で行った．各計算ノードは

算する際には非ゼロ要素の数によって計算量が決定される．単純な割り振りを行った場合に

Xeon X5670 を 2 ソケット (12 コア)，54GB のメモリを有しており，GPU は NVIDIA Tesla

は各ノードが担当する行番号の範囲外の非ゼロ要素の数に比例して通信量が増加するのに

M2050 を 3 台有している．CPU は Intel(R)Xeon X5670(2.93GHz)6 コア 2 ソケットで，メ

対し，グラフ分割を行って割り振りを最適化した場合には，各ノードが担当する行番号の範

モリ容量は 54GB である．GPU は NVIDIA Tesla M2050(1.15GHz) で，448 コア，SM の数

囲外の非ゼロ要素の数が最小化されるため，データ通信量が削減される．

は 14，メモリ容量は 3GB，メモリバンド幅は 148GB/sec である．CUDA ドライバは 4.0，

グラフ分割には様々なアルゴリズムや実装が存在するが，今回は k-way multilevel algo-

CUDA ランタイムは 4.0，CUDA Compute Capability は 2.0 である．Warp サイズは 32, L1

rithm8) を実装した METIS ライブラリを用いた． このアルゴリズムは O(|E|) の計算量で計

キャッシュ/共有メモリサイズは 64KB，L2 キャッシュサイズは 786KB である．ストレージ

算できる．前処理として METIS によるグラフ分割を行い，分割した結果の隣接行列のエッ

は Lustre 並列ファイルシステムを使用した．ネットワークは InfiniBand 装置 Grid Director

ジリストを各ノードが受け取り，GIM-V の入力として利用する． 分割数はノード数と一致

4700 を利用して，フルバイセクション・ノンブロッキングな結合網を有している．デュア

させることにより，各ノードが他ノードとの通信を行う量を削減する．METIS は入力の形

ルレールの GDR InfiniBand ネットワークに接続しており，合計で最大 80Gbps の通信性能

式として CSR 形式を使用するが，隣接行列はエッジリスト等異なる形式で格納されている

を有している．MPI は OpenMPI1.4.2+GNU を使用した．グラフ分割に使用した METIS の

場合には形式の変換を行った後に METIS を実行し，実行結果をエッジリストの形式で出力

バージョンは 4.0.3 である．

する．METIS の実行結果として頂点番号ごとの分割の番号を格納した配列が与えられるた

4.1 複数 GPU の使用によるスケーラビリティ

め，この結果を GIM-V における各ノードが担当する頂点の番号とする．今回は MapReduce

複数 GPU の使用によるスケーラビリティを評価するため，ストロングスケーリングの評

で GIM-V の実装を行ったため，Shuﬄe における hash 関数を，この配列を使用することに

価を行った．SCALE19 のグラフに対し，ノード数を変えながら PageRank アプリケーショ

より各ノードが担当する頂点によって定義している．

ンを実行した際にどのようにスケールするかを評価した．実験結果のグラフを図 3 に示す．
横軸は実験に使用したノード数を，縦軸は実行時間を表している．
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Mars 上での GIM-V のストロングスケーリング
Fig. 3 Strong scaling of GIM-V on Mars
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図 4 Mars 上での GIM-V のウィークスケーリング
Fig. 4 Weak scaling of GIM-V on Mars

結果を見ると，少なくとも 64GPU まで良好なウィークスケールがなされることをされる
結果を見ると，16GPU までは良好にスケールしているのに対し，32GPU 以上の場合はス

ことを確認した．しかし，Reduce フェーズでは問題サイズが大きくなるにつれて 1 ノード

ケールしていないという結果が得られたことがわかる．原因を分析した結果，Copy，Reduce

当たりの実行時間も大きくなる傾向がある．これは，入力のクロネッカーグラフがスケール

についてはスケールしていないということがわかった．Copy についてはノード数の増加に

フリー性を持つために特定の頂点から多数の枝が現れる傾向があるため，特定の Reducer が

よりデータ転送回数がノード数の二乗のオーダーで増加しているためであると考えられる．

大きなタスクを処理しなければならなくなるためである．

4.2 CPU 版 Mars との比較

Reduce については，ノード数の増加によりある程度の高速化が見られるものの，GPU 数が
大きい場合には GPU を増やしても高速化されず実行時間が一定になった．考えられる原因

GIM-V に GPU を適用した場合の効果を確認するため，GPU 版 Mars と CPU 版 Mars に

の一つとして，今回扱った入力データは少ない頂点が大きな次数を持つスケールフリー性が

対して GIM-V アプリケーションを実行し，性能比較を行った．なお，以降の実行結果では，

あるクロネッカーグラフであり，value のサイズが非常に大きな key が含まれ，並列化がで

Shuﬄe を Copy と Sort という二つのフェーズに分けて表している．Copy とは複数ノード間

きない部分がボトルネックになっているためであると考えられる．

でのデータ転送を行うフェーズであり，Sort とはローカルノードでの Shuﬄe を行うフェー

また，1 ノード当たりに処理するデータ量を一定にしてノード数を増やした際のスケーリ

ズである．

ング（ウィークスケーリング）を測定した．PageRank において，1 ノード当たりが処理す

128 ノードにおいて，入力グラフの SCALE を変化させたときの各フェーズにかかった時間

るデータ量を SCALE18 と同じ量に固定し，1 ノードから 128 ノードまで変化させながら実

の内訳を，図 5 に示す．結果を見ると，GPU での実行の場合では，SCALE14 から SCALE21

験を行った．実験結果を図 4 に示す．横軸は実験に使用したノード数を，縦軸は実行時間を

までの間では，問題サイズが大きくなるに従って Sort と Reduce の割合が大きくなってい

表している．

き，SCALE22 以上では Sort の割合が大きくなっていく傾向が見られる．CPU での実行の
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図 5 GPU 版 Mars と CPU 版 Mars の PageRank の実行時間の内訳
Fig. 5 Breakdown of elapsed time on Mars GPU and Mars CPU

図 6 グラフ分割の有無による実行時間の比較
Fig. 6 Comparison of elapsed time between with and without graph partitioning

場合では，SCALE が大きくなるにつれて Map, Sort, Reduce の割合が大きくなっていく傾向

うことによって，却って GPU 毎の負荷が不均衡になり，同期を取る際に負荷の大きい GPU

が見られる．SCALE21 までは GPU，CPU ともに Reduce の割合が大きくなっているのに対

の実行が終了するまで他の GPU が待機するためであること，また，グラフ分割を行った際

し，SCALE22 以降では GPU では Sort の割合がかなり大きくなってくのに対し，CPU では

に転送されるデータ量は削減されるものの，Copy フェーズの全体に対する実行時間の割合

Sort と Reduce 以外に Map の時間が大きくなっている．これは，CPU で実行する場合には

が小さいことが原因として考えられる．
グラフ分割によるデータ転送時間の削減効果を確認するため，グラフ分割の有無による，

Mapper 関数の並列数が GPU に比べて少ないことが原因であると考えられる．また，GPU

実際のデータ転送部分である，MPI Alltoallv 関数の実行時間の比較を行った．SCALE17

で実行する場合に SCALE を大きくすると，SCALE25 の場合に Sort の実行時間が CPU に比
べても大きな割合になっている．これは，GPU での Sort が O(nlog2 n) である Bitonic

Sort

の入力データに対して 32GPU を使用した場合の，MPI Alltoallv 関数の実行時間の比較を

であるのに対し，CPU では O(nlogn) であるクイックソートが実装されているため，ソート

図 7 に示す．結果を見ると，グラフ分割を行った場合にはデータ転送量の削減による効果が

する要素の数が大きくなった場合に GPU の方が計算量が大きくなってしまうことが原因と

見られる．しかし，GIM-V 全体の実行時間におけるデータ転送時間の割合は非常に小さい

して考えられる．

ため，効果はわずかであることがわかった．

4.3 グラフ分割による効果の検証

5. 動的な自動チューニングに向けて

グラフ分割の有無による性能比較によりデータ転送量の削減が及ぼす効果を調査する．そ

GPU と CPU の比較やグラフ分割の有無による比較などの評価の結果より，GIM-V の実

れぞれの実行時間の比較を図 6 に示す．横軸は入力のグラフの SCALE の値を，縦軸は実行

行において複数 GPU の使用による大規模実行の効率やグラフ分割による効果を明らかにし

時間の対数を表している．

た．これらの結果を踏まえ，今後の課題の一つとして性能の自動チューニングを動的に行う

グラフ分割を行った場合に GIM-V の実行時間は増加している．これは，グラフ分割を行
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図 7 グラフ分割の有無による MPI Alltoallv 関数の実行時間の比較
Fig. 7 Comparison of MPI Alltoallv elapsed time with and without graph partitioning

SSSP を 1.5 秒で解くことに成功している．但し，スケールフリー性があるグラフや DIMACS
チャレンジの実道路ネットワークでは CPU に対する優位性がほとんど得られていない．ま
た，マルチノード上，マルチ GPU 上での MapReduce に関する研究も行われている18)19) ．こ

ことを検討する．

れらの実装を考慮して今後複数 GPU 化上でのメモリ階層の管理などについて探求する予定

GPU と CPU の比較により，Map フェーズは GPU を使用することにより高速化を達成で

である．

きていることを確認した．しかし，現状では Sort と Reduce については CPU で実行した方

7. お わ り に

が高速である．また，CPU-GPU 間の通信による遅延は GIM-V 全体の実行時間に対して無視
できるほど小さい．以上の結果より，現状では Map フェーズについては GPU 上で，Shuﬄe

7.1 ま と め

フェーズと Reduce フェーズは CPU 上で実行するのが最適である．また，グラフ分割の有

大規模グラフの計算を行う際のメモリあふれの問題を解消するために複数 GPU を用いた

無による比較については，グラフ分割を行った場合に GIM-V の実行時間が増加してしまっ

GIM-V の実装を行い，さらにデータ転送量の削減手法の一つとしてグラフ分割を行うこと

ている．今回の結果では，グラフ分割を行わない場合の方が最適である．

による有効性を検証した．TSUBAME2.0 を用いて評価を行った結果，CPU で実装した Mars

以上の結果より，Map フェーズを GPU を用いて高速化し，Shuﬄe, Reduce を CPU 上で

との比較において，GPU の使用により Map フェーズについて 7.17 倍の高速化を示した一

実行した場合に，GPU を使用しない場合に比べ，128 ノードを用いた SCALE25 の場合に，

方，Sort, Reduce については高速化されていない場合があり，アルゴリズムの改良等の最適

Map フェーズは 7.17 倍，また GIM-V 全体の実行時間が 1.12 高速化される．この結果は実

化による性能改善の余地があることを示した．また，複数 GPU を用いた場合にグラフ分割

装の改良や，入力サイズや GPU の数，アプリケーション特性などの条件によって異なるた

による最適化を行うことにより，データ転送量を 54%削減したものの，GPU 毎の負荷が不

め，GPU，CPU，グラフ分割の有無の最適な選択は自明ではない．実行時に動的に選択を行

均衡になり，GIM-V 全体の実行時間は増加するという現象が発生することを示した．

うことにより自動的なチューニングを行うことが可能となる．このようなタスクスケジュー

7.2 今後の課題

リングや最適化を今後行ってゆきたい．

実装の最適化，GPU を用いた MapReduce 型グラフ処理の効果の更なる調査，GPU メモリ
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に載り切らない入力データへの対応などが挙げられる．本実装は CPU に対して Map フェー
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ズでは性能向上は見られたものの，Shuﬄe フェーズや Reduce フェーズでは GPU を用いた
優位性は確認できなかった．Shuﬄe 処理のアルゴリズムが異なることが一つの原因と考え
られるが，今後詳細な評価を行い，アルゴリズムの改良に取り組む予定である．また，グ
ラフ分割を使用した際の GIM-V 処理の性能向上が見られなかった原因を詳細に評価し，ど
のような状況で分割による効果を確認できるかを調査する予定である．加えて，グラフ分
割自体にかかる時間は大規模グラフにおいて無視できないため，METIS の MPI 並列版であ
る parMETIS などのライブラリを実装して分割時間の削減を行う予定である．また，GPU
のメモリ量には制限があるため，大規模グラフの場合にはメモリ階層の管理が必要となる．

GPU デバイスメモリ，CPU のメモリ，SSD，ストレージなどのメモリ階層の効率的な管理
を今後行っていく予定である．
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