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大規模ヘテロ型スーパーコンピュータ向け
データ並列処理フレームワークの設計と実装
佐藤 仁1,2,a)

白幡 晃一1,2

松岡 聡1

概要：我々は，現在，数千〜数万のアクセラレータを搭載したスパコン上でのスケーラブルなデータ並列処
理を目指したソフトウェア基盤として Hamar(Highly Accelerated MapReduce) の開発を進めている．本
稿では，その初期設計と実装について述べ，アプリケーションとして，MapReduce に基づいた汎用グラフ
処理モデルである GIM-V へ適用した事例を述べる．適用した結果，Hamar では，Map，Reduce 処理は

CUDA 及び OpenMP で柔軟に記述できることを確認した．また，予備実験として，両実装を 1 台の GPU
が搭載された単一計算ノード上で動作させたところ，Map 処理は平均して CUDA 版が OpenMP 版と比較
して平均 1.2 倍の性能向上を示し，Reduce 処理は 10 倍以上の性能低下を示した．この構成は，単一計算
ノードに GPU1 台が接続された環境であり，CUDA 版の実装では不利な条件での結果であったものの，更
なる大規模計算環境への適用や，性能最適化，自動タスクスケジューリングなどの課題が明らかになった．

1. はじめに

た統一的な操作を並列で適用するために，並列データ処理
のプロセスを Map，Shuﬄe，Reduce の 3 つの処理に分解

近年，Titan, Tianhe-1A, TSUBAME2.0 などのような

し，Map 処理で入力データとなる key-value ペアから中間

数千〜数万台の GPU アクセラレータを搭載したスーパー

データとなる key-value ペアを生成し，Suﬄe 処理で同じ

コンピュータ (スパコン) が登場している．コモディティデ

key に対して value のリストを生成し，Reduce 処理で中間

バイスである GPU は，CPU と比較して大量のスレッドに

データを Shuﬄe することにより得られた key と value のリ

よるデータ並列処理が適用でき，高い演算ピーク性能やメ

ストから最終出力となる key-value のペアデータを生成す

モリバンド幅を持ち，結果として，性能に対する価格や消

る，というような一連の処理を行う．MapReduce は局所

費電力が低いという利点がある．しかし，GPU は CPU と

性を考慮したデータ並列処理を提供するという点で GPU

独立したメモリ空間を持ち，GPU 上で演算を行い結果を

へも有効な手法であると考えられ，実際にいくつかの先行

取得するためには，明示的にデータ転送を行う必要があっ

研究も提案されている [2], [3], [4]．しかし，その一方で，

たり，GPU 自体も，デバイスメモリ，共有メモリなどの複

数千〜数万台規模のアクセラレータを搭載したスパコン

数のメモリやキャッシュを備えるため，高い性能を発揮す

やクラスタ型計算機上へ MapReduce を適用した事例は少

るためには局所性を深く考慮する必要があったりなど，プ

ない．我々は，これまで，MapReduce モデルに基づいた

ログラミングが煩雑であるという欠点がある．また，最近

GIM-V グラフ処理モデルを 256 ノード上の 768 台の GPU

では，GPU アクセラレータ以外にも Xeon Phi など GPU

上で実行させ，スケーラブルな処理が行えることを確認し

以外のアクセラレータも登場しており，Stampede など数

てきた [5]．この経験を通じて，GPU による MapReduce

千台規模の Xeon Phi を搭載したスパコンも登場している．

の大規模実行での以下のような知見を得てきた．

一方，大規模データ処理の分野では，MapReduce プログ
ラミングモデル [1] が登場し，数千〜数万台規模のクラス
タ型計算機上で局所性を考慮したスケーラブルなペタバイ
ト級のデータ並列処理を可能にしている．MapReduce は，
分散した key-value のペアデータに対して局所性を考慮し
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• プロセス間データ通信量の削減の重要性
• デバイスメモリ上での適切なデータ構造の保持の必
要性

• Shuﬄe 処理中の Sort のオーバーヘッドの削減の必要性
• Reduce 処理のオーバーヘッドの削減の必要性
また，GPU などのアクセラレータはデバイス自体やそれに
付随する SDK の開発のスピードが早く，このような最新
のデバイスや SDK の機能を少ないコード変更で利用して
1
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いくためにも、MapReduce のようなデータ並列処理の際
の共通した操作はなるべく統一して行うようなソフトウェ
ア基盤が必要であると考える．

スクのスケジューリングが課題になる．

GPU クラスタ向けの MapReduce 処理系としては，既存の
Hadoop[6] を拡張したものが提案されている．MITHRA [7]

そこで，我々は，現在，数千〜数万のアクセラレータを搭

は，Hadoop を拡張して CUDA を呼び出すような実装を

載したスパコン上でのスケーラブルなデータ並列処理を目

ブラック・ショールズモデルのアプリケーション向けに行

指したソフトウェア基盤として Hamar(Highly Accelerated

い，4 台の GPU 上でのスケーラビリティを報告している．

MapReduce) の開発を進めている．本稿では，その初期設

我々も，Hadoop からの CUDA の呼び出しを可能にしたソ

計と実装について述べ，アプリケーションとして，MapRe-

フトウェア基盤を実装し，CPU と GPU 上で動作する Map

duce に基づいた汎用グラフ処理モデルである GIM-V へ適

タスクの自動スケジューリング手法を提案している [8]．し

用した事例を述べる．適用した結果，Hamar では，Map，

かし，Hadoop は，Java で記述されており，Hadoop Pipes

Reduce 処理は CUDA 及び OpenMP で柔軟に記述できる

という C++のインターフェスがあるものの，CUDA コー

ことを確認した．一方で，両実装を 1 台の GPU が搭載さ

ドの呼び出しのオーバーヘッドが大きいことが問題となる．

れた計算ノード上で予備実験を行ったところ，Map 処理は

一方，Stuart らは，GPMR [4] と呼ばれる GPU クラスタ

平均して CUDA 版が OpenMP 版と比較して平均 1.2 倍の

向けの独自の MapReduce 処理系を提案している．GPMR

性能向上を示し，Reduce 処理は 10 倍以上の性能低下を示

は，ジョブのデータセットを GPU のデバイスメモリ上に収

した．この構成は，単一計算ノードに GPU1 台が接続され

まる粒度のチャンクに分割し，チャンク毎に Map，Reduce

た環境であり，CUDA 版の実装では不利な条件での結果で

処理を適用する．ノード間の通信は MPI を用いて行われ，

あったものの，更なる大規模計算環境への適用や，性能最

データ転送の最適化のために Combiner 処理が記述でき，

適化，自動タスクスケジューリングなどの課題が明らかに

スケーラブルなデータ並列処理を行うための機構が導入さ

なった．

れている．我々は，今回の Hamar の設計では，GPMR の

2. 関連研究

多くを参考にしているものの，文献 [4] では NVIDIA Tesla

S1070 64 台上のスケーラビリティでの検証に留まってお

こ れ ま で に も ，ア ク セ ラ レ ー タ (特 に GPU) 上 で の

り，更なる GPU アクセラレータの台数でのスケーラビリ

MapReduce 処理系はいくつか提案されている．まず，1 台

ティや最新の GPU や CUDA での性能最適化など未知の

の GPU アクセラレータ向けの MapReduce 処理系の代表

課題も多い．

的なものとしては，Mars [2], MapCG [3] などが提案され
ている．Mars は，GPU 上の MapReduce 処理系の実装の
初期の試みであり，文献 [2] では NVIDIA G80 上で動作

3. Hamar の設計方針
我々は，これまで，既存のシングル GPU 向け MapRe-

させた知見を報告している．しかし，Mars では，Map 処

duce 処理系である Mars [2] を 1 ノードに複数の GPU を搭

理，Reduce 処理の際に GPU 上で使用するメモリ領域のサ

載したクラスタ型計算機上でも実行できるように拡張し，

イズを数えるためのカウンタをプログラマ側で記述しなけ

そのソフトウェア基盤の上に，MapReduce モデルに基づ

ればならず，プログラムが煩雑であることが問題となる．

いた GIM-V グラフ処理モデルを実装して，256 ノード上

また，Mars は，NVIDIA G80 GPU 向けに C と CUDA に

の 768 台の GPU 上で実行させ，スケーラブルな処理が行

より記述されているため，他の最新のアクセラレータへの

えることを確認してきた [5]．その際に以下の様な知見を

移植などのポータビリティが低い．MapCG は，OpenCL

得ている．

のように，CPU と GPU で実行可能なコードのポータブ

• プロセス間データ通信量の削減の重要性: Shuﬄe 処理

ルな記述を目指した MapReduce 処理系であり，文献 [3]

の際，プロセス間で全対全による集団通信を行うため，

では NVIDIA GTX280 ベースの GPU 上で動作させた知

その際の通信時間がアプリケーションの実行時間の大

見を報告している．MapCG では，Mars と異なり，GPU

部分を占める．この傾向は，特に，通信データ量とプ

アクセラレータ上での動的で軽量なメモリ割り当て手法

ロセス数の増加により顕著になる．

を提案しており，プログラマ側でアプリケーションの実行

• デバイスメモリ上での適切なデータ構造の保持の必要

の際に必要なメモリ領域のサイズを数え確保するという

性: Mars では非定形の key-value データに対応するた

労力は緩和されている．しかし，これらの手法は 1 台の

めに，各 key-value のペアに対して各々データサイズ

GPU アクセラレータ向けの MapReduce 処理系であり，複

を管理しているが，これにより，メモリアクセス性能

数 GPU を搭載したクラスタ型計算機 (GPU クラスタ) 上

が大幅な低下する．

での MapReduce 処理をスケーラブルに行うためにはこれ

• Sort のオーバーヘッドの削減の必要性: Shuﬄe 処理

らの手法の単純拡張のみでは難しく，複数ノード・GPU ア

時にローカルに Sort を行う．この際, GPU の実装は

クセラレータ間でのデータ転送最適化や，Map，Reduce タ

Bitonic Sort，CPU の実装は Quick Sort を採用して

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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いたが，Bitonic Sort の計算量は O(nlog 2 (n)) であり，
クイックソートは平均 O(nlog(n)) であるため，特に，
要素数が多い場合は，GPU 上での Sort の実行時間の
増加が顕著になる．

• Reduce 処理のオーバーヘッドの削減の必要性: Mars
をはじめ既存の GPU 向け MapReduce 処理系の多く
は，GPU 上の 1 スレッドに対して Reduce 処理を割り
当てるような実装を行なっている．しかし，このよう
な実装は，value の個数が多くなる場合などではボト
ルネックとなる．また，少数の value に対する Reduce
処理など，GPU 上での処理に向かない場合も多い．
また，GPU アクセラレータ自体の進化が早く，また，Xeon

Phi などの新しいアクセラレータも登場してきており，こ
のような最新のデバイスの機能をなるべく少ないコード変

図 1 Hamar の概要

更でデータ並列処理基盤に組み込めるようにすることが，
最新技術に追従する上で重要である，と考える．以上の点
から，Hamar では以下のような方針をとることにした．

• アクセラレータの持つ効率的なデータ並列処理を活か

4. Hamar

した設計にする．そのために，複雑な分岐命令を伴う

図 1 に Hamar の概要を記す．Hamar の基本部分は C++

処理や複雑なメモリ管理はなるべく行わないように

及び MPI で実装されており，他の MapReduce 処理系と

する．

同様に Map 処理，Shuﬄe 処理，及び，Reduce 処理のコン

• メモリアクセス性能を犠牲にしないよう，非定形な
データ構造を持つアプリケーションは諦め，定形な

ポーネントから構成される．以降では，現状の Hamar の
実装及び詳細について述べる．

データ構造を持つアプリケーションに対象を限定する．

• 良好な Weak Scaling を達成するためには，プロセス間

4.1 プログラマによる記述

のデータ通信量を削減する必要がある．このため，既存

プログラマは，Map 処理と Reduce 処理の Functor Class

の MapReduce 処理系に多くみられる典型的な手法で

を記述する必要がある．Map の Functor Class はアクセラ

あるが，Map 処理の後，Shuﬄe 処理の前に Combiner

レータ上で動作し，その上で行う処理を記述する．一方，

処理のようなデータ量を演算により削減する処理を導

Reduce の Functor Class はホスト (CPU) 上で動作し，そ

入し，通信データ量を削減する手法を導入する．

の上で行う処理を記述する必要がある．従って，Reduce

• 通信データ量だけではなく，プロセス間通信の総数の

処理でアクセラレータを用いる処理を記述する場合は，プ

増加が，全対全通信時の性能低下に大きく影響する．

ログラマが明示的に記述する必要がある．これは，Reduce

このため，ノード上の 1 つのプロセスが代表して通信

処理を CPU 及びアクセラレータを用いて柔軟に記述でき

するなど，プロセス間通信の総数を下げるような実装

るようにするためである．例えば，Reduce 処理において，

を行えるようにする．

GPU を用いた Reduction 演算を適用する場合，動作させる

• Reduce 処理の際，アクセラレータ上で複数スレッド

GPU の種類によっては，ホスト上で要素数に応じてスレッ

による Reduction 演算が可能なような実装にする．ま

ド数を制御し GPU カーネルを起動する必要がある．しか

た，アクセラレータ上での処理が向かないような場合

し，アクセラレータ上にインターフェースを設定した場合，

はホスト上で演算が行えるような実装にする．

データ並列処理が行えず分岐も多数発生するため GPU ア

• アクセラレータ等デバイスの SDK が提供する API が

クセラレータの性能を活かせない．ただし，Reduce 処理

簡便に呼び出せ，かつ，データ並列処理を行う際に共

をプログラマが全て記述するのは煩雑なので，Reduce の

通する処理と，デバイス毎の個別の処理やアルゴリズ

際の典型的な処理は Hamar 側で提供する．現在の実装で

ム毎の処理を切り分け，抽象化する．

は，以下に示すように, Map の Functor Class では，アク

このため，Hamar では，テキスト処理などの典型的な

セラレータ上で入力の key-value のペアを受け，演算結果

MapReduce アプリケーションとは異なり，科学技術計算

である key-value のペアを出力する．

向けに定形な数値データに対し簡便に並列処理を行うよう
なアプリケーションに対象を限定し，割り切った設計とし
ている．
ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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c l a s s Map {
device

p a i r <K1 , V1>

o p e r a t o r ( ) ( p a i r <K0 , V0> ∗ i n p u t ) { }
};
また，Reduce の Functor Class では，ホスト上で入力とし
て key と value の配列 (の先頭ポインタ)，value の個数を
受け，key-value のペアを出力する．

c l a s s Reduce {
void
o p e r a t o r ( ) ( K1 i n p u t k e y ,
V1 i n p u t v a l u e s ,
i n t num input values ,
p a i r <K1 , V1> ∗ output )

図 2 Reduce 処理の動作

{}
};
レッドによる Reduction 演算を行い，演算結果をアクセ

4.2 Hamar の動作フロー

ラレータ上の所定のメモリ領域へ格納する．この処理を

Map 処理

全ての key に対して繰り返し行う．全ての key に対する

Mapper は，まず，Map 処理に必要な key-value ペアの

Reduction 演算の終了の後，演算結果が格納されたアクセ

配列を格納する領域をアクセラレータ上のメモリ (GPU

ラレータ上のメモリ領域をホスト上のメモリ領域へまとめ

の場合デバイスメモリ) に確保する．その後，key-value ペ

て転送する．ただし，Iterative な MapReduce 処理を行う

アの配列を確保されたアクセラレータ上のメモリ領域へ

場合は，このホスト側へのデータ転送は省略可能であり，

転送する．key-value ペアの転送後，プログラマにより記

継続して Map 処理を行う．図 2 にその動作の概要を記す．

述された Map カーネルを起動し，複数スレッドにより各

アクセラレータを用いない Reduce 処理の場合は，ホスト

key-value ペアに対して Map 処理を行う．Map 処理の演算

上で全ての key に対する value の Reduction 演算を行う．

結果は，同様に，key，value の配列としてアクセラレータ
上の所定のメモリ領域に格納される．その後，演算結果の

key，value の配列が格納されたアクセラレータ上のメモリ

4.3 通信データ量の削減
3 節で，良好な Weak Scaling 性能を達成するためにはプ

領域をホスト上のメモリへ転送する．

ロセス間のデータ通信量を削減する必要があると述べ，こ

Shuﬄe 処理

のために，既存の MapReduce 処理系に多くみられる典型

Receiver 上で，ホスト上のメモリに格納された key-value

的手法である Combiner 処理の導入による通信データ量の

ペアの配列に対し，まず，key のハッシュを計算すること

削減や，ノード上の代表プロセスによる全対全通信の総数

で送信先のノードを決定し，その後，Sort を行う．これに

の削減について指摘した．前者に関しては，現在の Hamar

より，全てのノード上で各 key-value ペアの送信先とその

の実装では，明示的な Combiner 処理が記述できるような

個数が決定できるので，MPI Alltoallv で全対全の集団通

機構は導入されていないが，Reduce 処理の際の value 間で

信を行い，Sender が，ある key に対する value のリストを

可換で結合則が成り立つ演算が適用できるような場合は，

特定のホストに集約する．

Map 処理の後，そのまま，Reduce 処理を予め行ってから

Reduce 処理

Shuﬄe 処理を行い，その後，再度 Reduce 処理を行うなど，

Shuﬄe 処理の終了後，受信した key-value ペアの配列に
対し key に基づき Sort を行い，各 key に対する value の
リストと value の個数を取得する．これらの key，value の

多段で Reduce 処理を行う機構を導入している．

5. アプリケーション例: GIM-V

リスト，value の個数のパラメタは，プログラマが記述し

Hamar を適用したアプリケーションの例として，ここで

た Reduce の Functor Class に渡される．アクセラレータ

は汎用グラフ処理モデルである GIM-V(Generalized Itera-

を用いた典型的な Reduce 処理の場合，Reduce の Functor

tive Matrix-Vector multiplication) [9] について取り上げ，

Class 内では，各 key と value のリスト毎に，アクセラレー

その概要と，Hamar への適用事例，及び，予備実験の結果

タ上にメモリ領域を確保した後にデータを転送し，複数ス

について述べる．
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5.1 GIM-V
GIM-V 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 vi′ =

n
∑

mi,j vj

j=1

上の式は次の 3 つの演算によって表現できる．mi,j と vj
の積を combine2 演算子とし，頂点 i についての combine2
の結果の n 個の和を combineAll 演算子とし，vi の新しい
結果 v ′ への更新を assign 演算子とする．GIM-V では，オ
ペレータ ×G を導入し，この 3 つの演算子を以下のように
定義する．

図 3 入力グラフの各 SCALE における key と value の総数

v ′ = M ×G v

は key が始点ノード番号で value が部分的に連結された結

where vi′ = assign(vi , combineAlli ({xj | j = 1..n,

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 によってステージ 1 の全結果

and xj = combine2(mi,j , vj )}))

を連結し，assign によって新しいベクトルで元のベクトル

すなわち，combine2 で mi,j と vj を連結し，combineAll

を置き換える．この 2 段階アルゴリズムはアプリケーショ

で i についての combine2 の全結果を連結し，assign で vi

ンによって定められた収束基準が満たされるまで反復的に

をどのように vi′ に更新するかを決定する，という演算を行

繰り返される．

う．また，GIM-V 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繰り返

Hamar では，これらの GIM-V の MapReduce の処理を，
4.1 節の記述に基づき，単純に適用した．

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 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．

5.3 予備実験
Hamar を基盤にその上に GIM-V モデルに基づく GIM-

GIM-V の 代 表 的 な 適 用 例 と し て PageRank が あ る ．

V アルゴリズムを適用した実装により，1 ノード上で簡単

PageRank は Google によって使用されているウェブペー

な予備実験を行った．実験環境は，CPU が Intel Core i7

ジの相対的な重要性を計算するためのアルゴリズムであ

3.20GHz (6 コア), メモリが 16GB の計算ノードに NVIDIA

る [10]．ウェブページの数 n を PageRank ベクトル p とす

Tesla C2050 の GPU が PCI-E Gen2×16 で接続されたもの

ると，次の固有方程式を満たす．

をハイパースレッディングを作動させた状態で用いた．OS
は Linux 2.6.32 であり，使用した CUDA のバージョンは 4.1

p = (cE T + (1 − c)U )p

で，gcc のバージョンは 4.4.5 であった．実験では，CUDA

ここで，c は減衰率であり，通常 0.85 に設定される．E は

で実装したもの (cuda) と，OpenMP で実装したもの (omp)

行について正規化された隣接行列であり，U は全要素が

を比較した．cuda では，4.2 節で記した Reduce 処理を導

1/n の行列である．固有ベクトル pcur を全要素 1/n で初

入している．実行の際，CUDA 実装 (cuda) はノード上の 1

= (cE + (1 − c)U )p

cur

台の GPU 上で動作し，OpenMP 実装 (omp) は OpenMP

によって計算する．GIM-V では，列について正規化され

を 12 スレッドで動作させた．実験では Graph500 [11] で

た行列 E T によって M を構成し，pnext = M ×G pcur に

使用されているものを入力グラフとして用いた．この入力

よって計算される．3 つのオペレーションは次のように定

としてあたえるグラフは，SCALE と edge factor という 2

義される．

つのパラメタをもつ．SCALE は頂点数の 2 の対数であり，

期化し，次の PageRank を p

next

T

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

edge factor は頂点数に対する枝の数の比率である．合計の
頂点数は 2SCALE となり，枝の数は edge f actor × 2SCALE
となる．今回は，edge factor を 16 とし，SCALE を 14 か
ら 20 まで変化させた．各 SCALE での key 及び value の
総数は図 3(対数表記) のとおりである．

5.2 GIM-V の Hamar への適用

図 4 に各 SCALE での実行時間を対数表記で示す．omp

GIM-V の MapReduce 処理は 2 段階のアルゴリズムに

が cuda と比較して高速に動作し，SCALE 数が大きくな

よって行われる．ステージ 1 では combine2 を行い，出力

るにつれ両実装とも実行時間の増加がみられた．実行時間
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6. おわりに
現在，我々が進めている，数千〜数万のアクセラレー
タを搭載したスパコン上でのスケーラブルなデータ並列
処理を目指したソフトウェア基盤である Hamar(Highly

Accelerated MapReduce) の初期設計と実装の概要につい
て述べ，アプリケーションとして，MapReduce に基づい
た汎用グラフ処理モデルである GIM-V へ適用した．適用
した結果，Hamar では，Map，Reduce 処理は CUDA 及び

OpenMP で柔軟に記述できることを確認した．また，大規
模計算環境への適用，更なる性能最適化や自動タスクスケ
図 4

各 SCALE での実行時間

ジューリングなどの課題が明らかになった．
今後の課題としては，大規模に実行させた場合のボトル
ネックの解析，性能改善や，アクセラレータ上での動的メ
モリ管理手法の導入，Map，Reduce のインターフェース
の改良などが挙げられる．
謝辞 本研究の一部は JST CREST「ポストペタスケー
ルシステムにおける超大規模グラフ最適化基盤」及び、科
研費 若手研究 (B) (23700031) の援助による。
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