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GPU アクセラレータと不揮発性メモリを考慮した
I/O 性能の予備評価
白幡 晃一1,2,a)

佐藤 仁1,2

松岡 聡1

概要：ペタ〜ヨッタバイト級の大規模データを処理する需要が高まっており，近年のスーパーコンピュー
タには GPU や Xeon Phi などのメニーコアアクセラレータに加え，フラッシュメモリなどの不揮発性メモ
リも搭載されつつある．不揮発性メモリの中でも，複数枚の mini SATA SSD (mSATA SSD) を組み合わせ
て使用することにより，従来の SSD や PCI-E 接続型のフラッシュメモリに比べ大容量かつ高バンド幅，高

IOPS を実現できる可能性がある．しかし，複数枚の mSATA SSD とメニーコアアクセラレータを考慮した
場合に I/O 性能を引き出す方法は明らかではない．I/O ベンチマークソフトウェアやデバイスメモリ容量
を超える問題サイズのベンチマークアプリケーションを用いて，複数枚の mSATA SSD から GPU デバイ
スメモリへの I/O の方法を比較検討した．16 枚の mSATA SSD によるシーケンシャル I/O 性能において，
Read バンド幅 7.69GB/s，Write バンド幅 3.75GB/s となることを確認した．また複数枚の mSATA SSD と
GPU を用いた行列ベクトル積アプリケーションにおいて，RAID0 を組みストライプサイズを 1MB と設定
することにより，8 枚の mSATA SSD から GPU へ 3.06GB/s のスループットで転送されることを確認し，
Pinned メモリの使用や転送粒度も性能に大きく影響を与えることを確認した．

Preliminary I/O Performance Evaluation
on GPU Accelerator and External Memory
Abstract: Recent supercomputers deploy not only many-core accelerators such as GPU, Xeon Phi, but also NonVolatile RAM such as flash memory as an external memory, in order to handle large-scale data processing for a wide
range of applications. In particular, aggregating multiple mini SATA SSDs (mSATA SSDs) has potential to perform
high bandwidth, high IOPS as well as large capacity. However, how to exploit I/O performance from multiple mSATA
SSDs is not clear, especially when combining with many-core accelerators. In order to clarify I/O characteristics between GPU and multiple mSATA SSDs, we comparatively investigate I/O strategies on multiple mSATA SSDs and
GPU. Our preliminary results exhibit that sequential read bandwidth is 7.69GB/s and write bandwidth is 3.8GB/s. Our
results also exhibit 3.06GB/s of throughput from 8 mSATA SSDs to GPU by using RAID0 and setting stripe size to
1MB. Using pinned memory and data chunk size also aﬀect data transfer performance significantly.

1. はじめに

大規模データを処理するための計算環境として，フラッ
シュメモリなどの不揮発性メモリを搭載し，かつ GPU や

大規模データ処理が注目されており，センサーネット

Xeon Phi などのメニーコアアクセラレータを搭載したスー

ワークデータや遺伝子データ，SNS データなど，ペタ〜

パーコンピュータを用いることが考えられる．既存のメイ

ヨッタバイト級の大規模データを処理する需要が高まって

ンメモリである DRAM は微細化の限界や消費電力が高い

いる．一例として，SNS 解析や道路ネットワーク解析，脳

ことなどから，今後の計算環境では DRAM のみで容量を

の神経ネットワーク解析などを行う大規模グラフ処理にお

増加させることは現実的ではなく，DRAM に加えて不揮発

いては，頂点数と枝数が億〜兆単位の規模のグラフを処理

性メモリを用いたメモリ構成になると考えられる．また，

する必要がある．

メニーコアアクセラレータは高い演算性能とメモリバンド
幅を持つため，数値演算中心だけでなく，メモリ演算中心
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のアプリケーションにおいても高速化が確認されている．
不揮発性メモリの中でも，複数枚の mini SATA SSD(以
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下 mSATA SSD と呼ぶ) を組み合わせて使用することによ

で RAID0 を組み，転送をオーバーラップさせることによ

り，大容量かつ高い価格性能比や電力性能比をもたらすこ

り，3.06GB/s の転送スループットを確認した．

とが可能であると考えられる．一例として，Crutial 社の
ル Read が 500MB/s，アクティブ時消費電力が 200mW 程

2. 複数 mSATA SSD を用いた I/O 性能の予備
評価

度となっている．mSATA SSD ではなく通常の SSD を複数

ここでは，不揮発性メモリを用いた I/O 性能についての

枚使用する方法も考えられるが，一枚当たりの面積や消費

予備評価を行う．複数枚の mSATA SSD を用いた I/O 性能

電力が mSATA SSD の方が高く，面積も小さいため，設置

の評価方法，評価環境について述べた後，評価結果につい

面積の観点からもスーパーコンピュータへの導入に適して

て述べる．一般に I/O 性能の指標としてシーケンシャル I/O

いる．また近年は Fusion IO 社の ioDrive のような PCI-E 接

性能とランダム I/O 性能があるが，ここではシーケンシャ

続のフラッシュメモリが注目されているが，mSATA SSD

ル I/O に焦点を当てる．

m4 256GB mSATA SSD では容量が 256GB，シーケンシャ

に比べ非常に高価であり，かつランダム I/O に特化してい
るためシーケンシャル I/O には不向きである．そのため，
今後複数枚の mSATA SSD を搭載したスーパーコンピュー
タが登場する可能性があると考えられる．

2.1 評価方法
複数枚の mSATA SSD からの I/O 性能について，fio ベン
チマークを用いて評価を行う．2.3 節，2.4 節でそれぞれ

しかし，複数枚の mSATA SSD とメニーコアアクセラ

シーケンシャル Read，シーケンシャル Write の性能評価を

レータを考慮した場合に I/O 性能を引き出す方法は明らか

行う．また，mSATA SSD への I/O 設定，読み込み手法の

ではない．メニーコアアクセラレータはメモリ容量が CPU

比較によって予備評価を行う．I/O 設定として，各 mSATA

のホストメモリに対して非常に少ないため，大規模データ

SSD に直接 I/O する設定と，RAID0 を組む場合との比較，

処理に適用するのは容易ではない．デバイスメモリを超え

また RAID0 を組む場合のストライプサイズ，RAID カード

る大きさのデータを処理するための方法として，これまで

のキャッシュ機能の有無による比較を行う．

の既存研究では，アクセラレータの枚数を増やすことに
より合計デバイスメモリ容量を増やす方法が一般的であ

2.2 評価環境

る [1], [2]．しかし，ペタ〜ヨッタバイト級の大規模データ

今回用いた，複数 mSATA SSD を用いたプロトタイプマ

を処理するためには複数デバイスメモリだけでは容量に限

シンの設計について述べる．複数枚の mSATA SSD を用い

界があると考えられるため，アクセラレータからあふれた

た I/O 基本性能の評価には図 1 の構成とし，今回用いたマ

データをホストメモリやローカルディスクに退避する手法

ザーボードは PCI-E Gen3.0 の 8 レーンを 2 ポート使用可能

が必要になると考えられる．しかし，GPU と共にホストメ

である．それぞれの PCI-E ポートには，RAID カードが接

モリや分散ファイルシステムを用いた MapReduce システ

続され，RAID カードには 8 枚の mSATA SSD が接続されて

ムなどが提案されている [3], [4] ものの，ホストメモリや

いる．mSATA SSD と RAID カード間は SATA3 のケーブル

ディスクへの I/O についての詳細な分析はされておらず，

で接続されている．今回使用する mSATA SSD は 6Gbps(カ

また不揮発性メモリを用いた場合の I/O 特性は明らかでは

タログスペックで，シーケンシャル Read 500MB/s, シーケ

ない．特に，複数枚の mSATA SSD を使用する場合には，

ンシャル Write 260MB/s) で，PCI-E Gen3.0 は 8 レーンで片

構成や設定，GPU への I/O 手法などについて最適な方法は

方向 8GB/s であるため，mSATA SSD を 8 枚使用した場合

明らかではない．

にはシーケンシャル Read で 4GB/s，シーケンシャル Write

上記の問題の解決に向けて，シーケンシャル I/O を対象

で 2.08GB/s のバンド幅が上限となる（mSATA SSD を 16

とし，GPU と不揮発性メモリを考慮した I/O 性能の予備

枚使用した場合にはシーケンシャル Read で 8GB/s，シー

評価を行う．特に，mSATA SSD を複数枚用いた場合に焦

ケンシャル Write で 4.16GB/s のバンド幅が上限となる．）．

点を当て，複数枚の mSATA SSD から並列に I/O を行った

RAID0 を組まない場合は各 mSATA SSD に対して，ブ

場合の基本性能，および複数 mSATA SSD から GPU へ I/O

ロックサイズを 4KB として ext4 でファイルシステムを作

を行った場合の性能についての評価・分析を行う．複数

成した．RAID0 を使用する場合には，RAID カード毎に（8

mSATA SSD の構成，設定，I/O 手法などによる性能比較，

枚の mSATA SSD 毎に）RAID0 を組み，RAID カード毎に

また複数枚の mSATA SSD から GPU へのデータ転送手法，

ファイルシステムを作成した．また，RAID0 のストライプ

転送粒度による比較などを行う．

サイズを，今回使用した RAID カードで設定可能な最小の

基本 I/O 性能を評価した結果，16 枚の mSATA SSD を使

64KB，および最大の 1MB でそれぞれ評価を行う．

用して Read バンド幅 7.69GB/s，Write バンド幅 3.75GB/s

図 1 の評価環境を用いて，使用する mSATA SSD の枚数

となることを確認した．また，複数枚の mSATA SSD から

を 1,2,4,8,16 枚と変化させた際のシーケンシャル読み込み

GPU への I/O 性能を比較検討した結果，8 枚の mSATA SSD

性能およびシーケンシャル書き込み性能のスケーラビリ
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図2

fio による複数 mSATA SSD のシーケンシャル読み込み性能

Fig. 2 Sequential Read Performance on multiple mSATA SSDs using
FIO benchmark.
図 1 プロトタイプマシンの設計：16 枚の mSATA SSD を使用

Fig. 1 configuration of our prototype machine.

表1

評価計算環境

Table 1 Computing Environment for Evaluations.
CPU

R
IntelTM Core⃝i7-3770K
CPU @ 3.50GHz

GPU

R
NVIDIA TESLA⃝C2050

Memory

UMAX Cetus DCDDR3-16GB-1600

RAID Card

Adaptec ASR-7805Q

mSATA SSD

R
crucial⃝m4
msata 256GB SATA 6Gbp/s

図3

ティを評価する．また，複数 mSATA SSD の設定として，各

mSATA SSD に直接 I/O する場合，RAID カード毎に RAID0

fio による複数 mSATA SSD のシーケンシャル書き込み性能

Fig. 3 Sequential Write Performance on multiple mSATA SSDs using
FIO benchmark.

を組む場合の性能比較を行う．また，RAID0 を組む場合
に，各 RAID カードのストライプサイズを 64KB と 1MB

スケールした場合の上限が 8GB/s となることから，この

の 2 つの設定で性能比較を行う．なお，使用する mSATA

結果は mSATA SSD の枚数に対してほぼ完全にスケールし

SSD の枚数が 1,2,4,8 枚の場合はすべて 1 枚の RAID カー

ていることを示している (ピーク性能の 96%)．また，各設

ドを使用して評価を行った．fio の設定は，2.3 節，2.4 節で

定による性能を比較すると，直接 I/O した場合に最も性能

それぞれ同じ設定で行った．200GB のデータに対し，2.3

が高い．RAID0 1MB と比較すると，10%程度高速である．

節では読み込み，2.4 節では書き込みを行った．I/O エン

また，RAID0 のストライプサイズ毎に比較すると，1MB

ジンは libaio を使用した．ブロックサイズは 4MB とした

の方が 64KB より 30%程度性能が高い．1MB の方が 64KB

(4MB 単位で読み込み，書き込みを行った)．

より性能が高い要因としては，ストライプサイズが大きい
方が I/O の回数が少なくて済むため I/O レイテンシを抑制

2.3 複数 mSATA SSD のシーケンシャル読み込み性能
fio を用いた複数 mSATA SSD 上でのシーケンシャル読
み込みの評価結果を図 2 に示す．x 軸は使用した mSATA

できるためであると考えられる．また，キャッシュ機能を
使用しない場合には，使用する場合に比べて性能が低下し
ている．

SSD の枚数を，y 軸はバンド幅の測定結果を MB/s で表して
いる．Raw mSATA 4KB は各 mSATA SSD に直接 I/O した

2.4 複数 mSATA SSD のシーケンシャル書き込み性能

場合の結果を，RAID0 1MB は RAID カード毎に RAID0 を

fio を用いた複数 mSATA SSD 上でのシーケンシャル書き

1MB のストライプサイズで I/O した場合の結果を，RAID0

込みの評価結果を図 3 に示す．図の読み方は図 2 と同様で

64KB は RAID カード毎に RAID0 を 64KB のストライプ

ある．

サイズで I/O した場合の結果を示している．また，RAID0

図 3 を見ると，図 2 とは逆に，RAID0 を組んだ場合の

1MB (cache oﬀ) および RAID0 64KB (cache oﬀ) は，それぞ

方が性能が高いことがわかる．一因として，RAID カード

れ RAID カードのキャッシュ機能を使用しないように設定

のキャッシュ機能により出力をバッファリングから書き込

した場合の性能を示している．

みを行うことにより性能が向上していると考えられる．ま

図 2 から，いずれの場合も mSATA SSD の枚数に線形に

た，RAID0 1MB の場合に 3.75GB/s となっており (上限は

スケールしていることがわかる．特に，直接 I/O した場合

4.16GB/s)，上限に近い性能が出ていることがわかる (ピー

には，16 枚の mSATA SSD で 7.69GB/s であった．完全に

ク性能の 91%)．
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3. 複数 mSATA SSD から GPU への I/O 性能の
予備評価

ケーションは [5] から引用し，複数 mSATA SSD 向けに修
正を加えたものである．入力データは行列ベクトル積に用
いる行列とベクトルで，出力は行列ベクトル積の結果のベ

複数 mSATA SSD から GPU への I/O 特性を明らかにす

クトルである．入力データは実行前には全て不揮発性メモ

るため，行列ベクトル積アプリケーションを用いて複数

リに収まっている．入力ベクトルおよび出力ベクトルは全

mSATA SSD から GPU への I/O の予備評価を行う．以下の

てデバイスメモリに収まると仮定する．まず入力ベクトル

ような複数 mSATA SSD から GPU への I/O 手法が考えら

と入力行列，出力ベクトルファイルをそれぞれ開く．この

れる．

際，入力ベクトルおよび出力ベクトルは mmap 関数を用い

• 複数 mSATA SSD の設定方法：複数 mSATA SSD に対

てホストメモリへメモリ領域をマッピングする．ホストメ

して RAID0 を組む場合と組まない場合の比較，また

モリへマッピングされた入力ベクトルは cudaMemcpy 関数

RAID0 を組む場合のストライプサイズによる比較を

を用いてデバイスメモリへ転送される (図 5 の 2 行目)．入

行う．RAID0 を組む場合は OS に対して複数 mSATA

力行列は行方向に分割して繰り返し読み込みを行う (11〜

SSD を抽象化して一つのデバイスに見せることが出来

15 行目)．入力部分行列を読み込む際，pread 関数 (指定し

る一方，I/O 粒度がストライプサイズと異なっている

たオフセットでファイル読み込みを行う関数) を用いて，

と複数 mSATA SSD に均等にアクセスできない可能性

オフセットを進めながら繰り返し読み込みを行う．ホスト

がある．

メモリに読み込まれた入力部分行列は cudaMemcpyAsync

• mSATA SSD からの読み込み手法：mSATA SSD から

関数を用いてデバイスメモリへ転送される (17〜18 行目)．

ホストメモリへ直接読み込みを行う (pread 関数を使用

デバイスメモリへ転送された入力部分行列と予め転送され

する) 場合と，mSATA SSD からホストメモリへのメ

た入力ベクトルを用いて GPU 上で部分行列ベクトル積を

モリマッピングを行う (mmap 関数を使用する) 場合の

計算する (20〜23 行目)．部分行列ベクトル積の出力部分

比較を行う．直接読み込みを行う場合には I/O を明示

ベクトルは cudaMemcpyAsync 関数を用いてホストメモリ

的に発行する必要があるが，メモリマッピングのオー

へ転送される (25〜27 行目)．すべての行列ベクトル積の

バーヘッドが無視できない可能性もある．

計算が終了後，出力ベクトルは不揮発性メモリに書き込ま

• ホストメモリから GPU への DMA 転送の有無：Pinned
メモリの使用の有無による比較を行う．Pinned メモリ

(page-locked メモリ) を使用する場合はホストメモリか

れ，マッピングされたファイルを munmap 関数を用いてア
ンマッピングする．
上記のうち，入力部分行列の読み込みから出力部分ベク

ら GPU へ DMA 転送されるため高速に転送できるが，

トルの転送までのステップ (11〜27 行目) はオーバーラッ

ホスト側でのページングを防いでいるためシステム全

プされている．オーバーラップを行うために，CUDA スト

体の性能が低下する可能性がある．

リームを複数生成し，各ストリームは入力部分行列の転送，

• データ転送粒度：データの分割サイズ (チャンクサイ
ズ) による比較を行う．チャンクサイズが小さい方が

部分行列ベクトル積，および出力部分ベクトルの転送を非
同期に行う．

転送と計算のオーバーラップされる領域が大きくなる

複数 mSATA SSD に対して RAID0 を組みストライプサ

が，I/O の発行回数が増えることによるオーバーヘッ

イズを 1MB として評価を行った．ただし，3.3 節では入力

ドが大きくなる可能性がある．

行列の読み込みに関して，複数 mSATA SSD から直接 I/O

• GPU の使用の有無：GPU を使用せず，ホストメモリ上

する場合との性能比較を行った．なお，RAID0 を使用す

で CPU が計算する場合との比較を行う．GPU を使用

る場合はすべて RAID カードのキャッシュ機能をオンにし

しない場合はホストメモリ・デバイスメモリ間の転送

ている．複数 mSATA SSD から直接 I/O する設定の場合に

が必要ないため，オーバーヘッドが小さくなるが，計

は，行列データを予め分割して複数 mSATA SSD に格納し

算の並列度が小さくなるため計算時間が大きくなる．

ておき，OpenMP を使用して並列に読み込みを行う．pread

本節では各 I/O 手法について比較を行い，高速な I/O を

関数を OpenMP で並列化し，各スレッドが各 mSATA SSD

行うための手法について議論する．また，mSATA SSD 以

から入力部分行列を読み込む．ただし，3.4 節では，入力

外の不揮発性メモリとの性能比較も行う．

行列もホストメモリにマッピングする場合との性能比較を
行う．入力行列および出力ベクトルは CudaHostAlloc 関数

3.1 GPU と複数 mSATA SSD を用いた行列ベクトル積の
実装

GPU と不揮発性メモリを用いた行列ベクトル積の実装
の概要を図 4 に示す．また，GPU と不揮発性メモリを用い

を用いて Pinned メモリにマッピングされており，ホスト
メモリ・デバイスメモリ間は DMA 転送が行われる．ただ
し，3.5 節では入力行列の転送に Pinned メモリを使用しな
い場合との性能比較を行った．

た行列ベクトル積の疑似コードを図 5 に示す．このアプリ
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図 4 GPU と不揮発性メモリを使用した行列ベクトル積の実装の概要

Fig. 4 Overview of Implementation of Matrix Vector Multiplication us-

図6

プロトタイプマシンの設計：8 枚の mSATA SSD と GPU を使用

ing both GPU and NVRAM

Fig. 6 configuration of our prototype machine.

1

// 入 力 ベ ク ト ル を G P U に 転 送

2

cudaMemcpy (d_vector ,h_vector ,size_v ,H2D );

3

// C U D A ス ト リ ー ム を 生 成

ては GPU が接続されている．使用した各デバイスは表 1

4

cudaStream_t s[ NUM_STREAMS ];

の通りである．今回使用した GPU(NVIDIA TESLA C2050)

5

for( int64_t i=0;i< NUM_STREAMS ;i++)
cudaStreamCreate (&s[i]);

6
7

// チ ャ ン ク 毎 に 部 分 行 列 ベ ク ト ル 積 を 計 算

8

for( size_t i=0 ;i< size_m ;i+= data_per_chunk ) {
cudaStreamSynchronize (s[c]);

9

// 複 数 mSATA S S D か ら ホ ス ト メ モ リ へ 行 列 の 並 列 読 み 込 み

10
11

# pragma omp parallel for
for ( int64_t j = 0; j < num_disks ; j++)

12

pread (fd_m[j], (char *)( h_d_matrix [c]) +

13

j * data_per_chunk / num_disks ,

14

カードが接続されており，もう一方の PCI-E ポートについ

は PCI-E Gen3.0 に非対応であるため，PCI-E Gen2.0 での
接続となり，バンド幅の上限は片方向で 4GB/s となる．
今回の評価で用いた入力ベクトルサイズは 128K であり，
入力行列サイズは 280MB から 140GB まで変化させて評価
を行った（いずれの行列も列数は 128K と固定し，行数を変
化させた）
．行列サイズはベクトルサイズよりはるかに大き
い．入力行列を分割する際の各入力部分行列の分割サイズ

15

data_per_chunk / num_disks , i / num_disks );

(チャンクサイズと) は 70MB とした．ただし，3.6 節では

16

// 行 列 デ ー タ を ホ ス ト メ モ リ か ら デ バ イ ス メ モ リ へ 転 送

35MB から 560MB まで変化させて評価を行った．CUDA

17

cudaMemcpyAsync (( char *)( d_matrix [c]), h_d_matrix [c],

ストリームの数は 16 個とした (16 段のオーバーラップを

data_per_chunk , cudaMemcpyHostToDevice ,s[c]);

18
19

// G P U 上 で の 行 列 ベ ク ト ル 積 の 計 算

20

matrix_vector_mult <<<nblocks ,nthreads ,0,s[c]>>>(

21

d_matrix [c],d_vector ,d_v_out ,i/size_v ,

22

data_per_chunk /( sizeof (float )),

23

size_v /( sizeof (float )));

24

// 出 力 ベ ク ト ル を デ バ イ ス メ モ リ か ら ホ ス ト メ モ リ へ 転 送

25

cudaMemcpyAsync ( h_d_v_out +i/size_v , d_v_out +i/size_v ,
data_per_chunk / size_v * sizeof (float ),

26

cudaMemcpyDeviceToHost ,s[c]);

27

3.3 直接 I/O と RAID0 の性能比較
各 mSATA SSD に直接 I/O する場合と RAID0 を組んで

I/O する場合の性能比較を行った．各 mSATA SSD に直接
I/O する場合は，pread 関数を OpenMP で mSATA SSD の枚
数に合わせて並列実行している．RAID0 の場合は pread は

1 スレッドで実行されている．

28

c++;

29

c%= NUM_STREAMS ;

30

行う)．

}

図 7 に結果を示す．x 軸は入力行列サイズを，y 軸はス
ループットを GB/s で表している (以降のグラフでも同様で

図 5 GPU と複数 mSATA SSD を用いた行列ベクトル積の疑似コー

ある)．ここでのスループットとは，入力ベクトル，入力行

ド：OpenMP で pread 関数を複数 mSATA SSD から並列読み込

列，および出力ベクトルのサイズの和を実行時間で割った

みしている．RAID0 を組む場合は OpenMP の並列数は 1 とし

値を表している．8 mSATA は各 mSATA SSD に直接 I/O し

ている．

た場合の結果を，8 mSATA RAID0 1MB は RAID カード毎

Fig. 5 Pseudo Code of Matrix-Vector Multiplication using GPU and multiple mSATA SSDs: read input partial matrix in parallel on multiple mSATA SSDs using OpenMP. When using RAID0, parallel
number is set to 1.

に RAID0 を 1MB のストライプサイズで I/O した場合の結
果を，8 mSATA RAID0 64KB は RAID カード毎に RAID0
を 64KB のストライプサイズで I/O した場合の結果を示し
ている．結果を見ると，ほとんどの場合に RAID0 1MB が

3.2 評価環境

最も性能が高いことがわかる．まず，RAID0 を組まない場

図 6 の構成を用いて評価を行った．2 つの PCI-E ポート

合の方が性能が劣る原因としては，OpenMP による pread

のうち，片方には 8 枚の mSATA SSD が接続された RAID

の並列化の効率が悪いことが考えられる．また，RAID0 を
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図7

行列ベクトル積の性能：RAID0 と Raw デバイスの性能比較

Fig. 7 Performance of Matrix-Vector Multiplication: Comparative Performance between RAID0 and Raw Device

図9

行列ベクトル積の性能：Pinned メモリを使用する場合としない
場合の性能比較

Fig. 9 Performance of Matrix-Vector Multiplication: Comparative Performance between using pinned memory and without pinned
memory

図 8 行列ベクトル積の性能：pread と mmap の性能比較

Fig. 8 Performance of Matrix-Vector Multiplication: Comparative Performance between pread and mmap

図 10 行列ベクトル積の性能：チャンクサイズによる性能比較

Fig. 10 Performance of Matrix-Vector Multiplication: Comparative Per-

組んだ場合にストライプサイズが 1MB の方が 64KB より

formance of Diﬀerent Chunk Size on Matrix-Vector Multiplication

も性能が高いのは，2.3 節でのシーケンシャル読み込み性能
でも 1MB の方が 64KB より高かったことからも妥当であ

図 8 に結果を示す．8 mSATA GPU (pread) は pread を用

る．また，RAID0 の場合に行列サイズが小さい場合より大

いた読み込みを行う場合の結果を，8 mSATA GPU (mmap)

きい場合の方が性能が高い要因としては，行列サイズが小

は mmap を用いた読み込みを行う場合の結果を表している．

さい場合には CUDA ストリームによるオーバーラップが

結果を見ると，行列サイズが 8.75GB 以下の場合は mmap の

される時間領域が小さいためであると考えられる．RAID0

方が性能が高く，17.5GB 以上の場合は pread も同等の性能

1MB では行列サイズ 140GB で 3.06GB/s のスループットと

を示している．行列サイズが 8.75GB 以下の場合に mmap

なった．また，CUDA Visual Profiler を用いて分析を行っ

の方が性能が高い要因としては，行列サイズが今回使用し

たところ，実行時間の内訳としては，mSATA SSD からホ

た環境のメモリ (16GB) に収まるため，行列データを先読

ストメモリへの I/O およびホストメモリからデバイスメモ

みしていることによると考えられる．

リへの転送が 74%，CUDA カーネルが 10%，CUDA ラン
タイムのオーバーヘッドが 16%程度であった．行列ベクト
ル積カーネルは転送でオーバーラップされていたため，ほ
とんど全体の実行時間に影響を与えていなかった．

3.5 Pinned メモリの使用による性能比較
入力行列の転送について，Pinned メモリを使用する場合
と使用しない場合の性能比較を行った．Pinned メモリを使
用する場合はホストメモリからデバイスメモリへ DMA 転

3.4 GPU への読み込み方法による性能比較

送が行われる．

入力行列について，pread を用いた読み込みを行う場合

図 9 に結果を示す．8 mSATA GPU (pinned) は行列の転

と，ホストメモリにマッピングする場合との性能比較を

送に Pinned メモリを使用する場合，8 mSATA GPU (non-

行った．8 mSATA GPU (pread) は入力行列を pread 関数を

pinned) は Pinned メモリを使用しない場合の結果を表して

用いて読み込みを行った場合を，8 mSATA GPU (mmap) は

いる．結果を見ると，Pinned メモリを使用した場合の方が

入力行列を mmap 関数でホストメモリにマッピングして場

1.21〜2.28 倍性能が高いという結果が得られた．これは，

合を示している．

Pinned メモリを使用した場合はホストメモリのページング
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図 11

行列ベクトル積の性能：GPU を使用する場合としない場合に
よる性能比較

Fig. 11 Performance of Matrix-Vector Multiplication: Comparative Per-

図 12

行列ベクトル積の不揮発性メモリデバイスによる性能比較

Fig. 12 Comparative Performance of Diﬀerent NVRAM on MatrixVector Multiplication

formance of Diﬀerent Chunk Size on Matrix-Vector Multiplication

を防ぎ，ホストメモリからデバイスメモリへ DMA 転送さ

で性能が律速されているのに対し，GPU を使用しない場

れることによる効果によると考えられる．

合は PCI-E のバンド幅で律速されないためである．2.2 節
で述べたように，今回使用した GPU は PCI-E Gen3.0 に対

3.6 データチャンクサイズによる性能比較

応しておらず，PCI-E Gen2.0 での接続となっているため，

入力行列の転送について，入力部分行列のチャンクサ

バンド幅の上限が 4GB/s となっている（PCI-E Gen3.0 では

イズを 35MB から 560MB まで変化させながら性能比較を

8GB/s）．実際，CUDA SDK に含まれている bandwidthTest

行った．

を使用して測定を行ったところ，ホストからデバイスへの

図 10 に結果を示す．raw mSATA 4KB は各 mSATA SSD

転送バンド幅は 3.15GB/s であった．そのため，PCI-E の

に直接 I/O した場合の結果を，RAID0 1MB は RAID カード

バンド幅にスループットが律速されていると考えられる．

毎に RAID0 を 1MB のストライプサイズで I/O した場合の

CPU 上で行列ベクトル積を行った場合の，行列ベクトル積

結果を，RAID0 64KB は RAID カード毎に RAID0 を 64KB

計算が全体の実行時間に占める割合は 8%程度であった．

のストライプサイズで I/O した場合の結果を示している．
結果を見ると，行列サイズが 1GB 以下の場合はチャンク
サイズが 35MB あるいは 70MB の場合に最も性能が高く，

3.8 他の不揮発性メモリとの性能比較
他の不揮発性メモリと複数 mSATA SSD の性能の差異を

行列サイズが大きくなるにつれて，チャンクサイズが大き

把握するため，複数 mSATA SSD を用いたシーケンシャル

い場合でも同等の性能を示すという結果が得られた．行列

I/O 性能を他の不揮発性デバイスと比較した．複数 mSATA

サイズが小さい場合にチャンクサイズが小さい方が性能が

SSD に対して，ioDrive2，および SSD との比較を行った．

高い要因としては，チャンクサイズが小さい方が CUDA ス

SSD は TSUBAME2.0 に搭載されているローカル SSD を使

トリームによるオーバーラップされる時間領域が大きいた

用した．ただし，この結果に限り，いずれも GPU を使用

めである．一方，行列サイズが大きい場合には，チャンク

しておらず，pread のみを繰り返し行った結果である．

サイズが大きい場合でもオーバーラップされる時間領域が

図 12 に結果を示す．8 mSATA (RAID 0) は 8 枚の mSATA

大きいため，チャンクサイズが小さい場合と同等の性能が

SSD を使用した場合の結果を，ioDrive2 は ioDrive2 を搭載

得られている．

した計算環境で計測した結果を，TSUBAME SSD は TSUB-

AME のローカルディスクとして搭載されている SSD を
3.7 GPU を使用する場合としない場合による性能比較

使用した場合の結果を示している．結果を見ると，複数

入出力データをデバイスメモリに転送せずホスト上に保

mSATA SSD を使用した場合には ioDrive2 および SSD を

持し，CPU 上で行列ベクトル積を行う場合との性能比較を

上回る性能となっている．ioDrive2 の 3.58〜6.83 倍，SSD

行った．CPU 上で行列ベクトル積を行う場合は，行列ベク

の 11.1〜17.8 倍の性能となっている．ioDrive2 のカタログ

トル積は OpenMP で並列化されている．

スペックが Read バンド幅 1.4〜1.5GB/s であることから，

図 11 に結果を示す．8 mSATA GPU は GPU を使用した

8 mSATA SSD の方が性能が大きく上回るのは妥当である．

場合の結果を，8 mSATA CPU は GPU を使用せず，CPU 上

ioDrive はランダム I/O 性能に特化しているため，シーケン

で行列ベクトル積を行った場合の結果を表している．結果

シャル I/O では複数 mSATA SSD を用いた方が効果的であ

を見ると，GPU を使用しないほうが性能が高いことがわ

ることがわかる．

かる．これは，GPU を使用する場合は PCI-E のバンド幅
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り，メモリ容量を超えるデータの処理を最適化している．

4. 議論
各 I/O 手法による比較結果から，最適な I/O 手法を使用
することにより，3.06GB/s のスループットで PCI-E バンド
幅の上限の性能で処理できることを確認した．最適な I/O
手法の選択については，RAID0 を組み，35〜70MB 程度の
粒度で I/O と計算をオーバーラップさせることにより実現
できた．
今回はシーケンシャル I/O を行うアプリケーションを用
いたため比較的容易に性能を引き出すことができたが，ラ
ンダム I/O の場合には，I/O の発行回数が増えることやアク
セス今回とは最適な I/O 手法が異なる可能性がある．RAID
のストライプサイズは最小でも 64KB 程度であるため，数

KB 以下の細粒度な I/O を行った場合は RAID0 を組まな
い方が高速になる可能性がある．また，直接 I/O とメモリ
マッピングで性能差が見られなかったが，I/O の発行数が
多い場合は直接 I/O した方が I/O 発行のオーバーヘッドが
少ない可能性がある．

CPU との比較においては CPU の方が性能が高かった要
因は今回用いた行列ベクトル積アプリケーションではアプ
リケーションでは計算量が小さいため転送を隠蔽できてい
ないためである．GPU の計算資源を十分に活かすことが
可能な，転送時間を隠蔽することが可能なアプリケーショ
ンを用いた評価を行う予定である．

5. 関連研究
不揮発性メモリを用いた I/O，またアクセラレータへの

I/O に関する既存研究について述べる．
5.1 不揮発性メモリを用いた I/O
Pearce らにより，不揮発性メモリを用いた大規模グラフ
探索の最適化が行われている [6]．幅優先探索 (BFS)，単
一始点最短路 (SSSP)，連結成分 (CC) 等のアルゴリズムを
計算するための非同期探索手法を提案し，グラフデータス
トレージ内の低い局所性や遅延によるデータレイテンシを
隠蔽することを可能にしている．メモリ内および不揮発性
メモリに格納されているグラフを用いて，スレッド数によ
る性能のスケーラビリティを達成している．また，Pearce
らは，この非同期探索アルゴリズムの分散メモリ上への拡
張も行っている．グラフデータの二次元分割の通信経路の
最適化や，多くの他の頂点と繋がっているハブ頂点を複数
のノードに複製することによる通信遅延の隠蔽などを行っ
ている．また，岩渕らにより，不揮発性メモリを用いた

Graph500 ベンチマークの実装を行っている [7]．Graph500
の幅優先探索を 2 種類のグラフデータを用いてハイブリッ
ド実装を行う際に，アクセス頻度の高いデータをホストメ
モリに，低いデータを不揮発性メモリに格納することによ
ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

He らにより，複数 SSD を使用した場合の様々なパラメー
タを探索することにより最適なパラメータについて調査さ
れている [8]。Kannan らにより，I/O ステージングへの不
揮発性メモリの活用について検討している [9]．メモリ資
源が不足する際に，I/O ステージングに不揮発性メモリを
用いることによる性能向上を確認している．

5.2 アクセラレータを用いた I/O
アクセラレータからの I/O の抽象化に関する研究が行わ
れている．Silberstein らにより，GPUfs と呼ばれる，GPU
からファイルシステムへの I/O に関する研究が行われてい
る [5]．GPU のプログラミングを簡単にし，OS との統合
を改良するため，ホストファイルシステムを GPU コード
に直接アクセス可能にする手法を提案している．GPUfs は

GPU カーネルプログラムに POSIX のような API を提供し，
ホストメモリのバッファキャッシュをデバイスメモリに拡
張することにより GPU のファイルアクセスを最適化して
いる．また，Si らにより，複数の Xeon Phi 間のメモリ転
送の抽象化が行われている [10]．ホストメモリを介さずに
複数の Xeon Phi 間の直接転送の実装がなされている．

Wang らにより，DRAM と Phase Change Memory (PCM)
といったハイブリッドメモリと GPU を用いた並列実行の
際のエネルギー効率について調査している [11]．バイブ
リッドメモリとコンパイラのコデザインを行うことにより
エネルギー効率を向上させている．
複数 GPU 上でのメモリあふれへの対処についても研究
されている．Sabne らは，ホストメモリからデバイスメモ
リへの転送の自動パイプライン化のメカニズムと実装を
提案し，GPU 上での計算とメモリ転送のオーバーラップ
をして転送遅延の隠蔽を行っている [12]．任意のデバイス
メモリ容量に対応し，自動的に GPU メモリ容量を超える

OpenMP アプリケーションを実行できるようにしている．
Zhong らは，クラウドコンピューティング環境を対象とし，
GPU を考慮したバッファ管理の効率化を行い，I/O コスト
の削減を行っている [13]．ステンシル計算を対象としたデ
バイスメモリあふれに対応したランタイムの実装も行われ
ている [14]．

6. まとめ
GPU デバイスメモリ容量を超える問題サイズの大規模
データアプリケーションを想定し，不揮発性メモリから

GPU デバイスメモリへのシーケンシャル I/O 性能を評価し
た．fio ベンチマークを用いたシーケンシャル I/O 性能と
して，各 mSATA SSD を別々にマウントすることにより，

16 枚の mSATA SSD を用いて 7.69GB/s の Read バンド幅と
3.75GB/s の Write バンド幅となることを確認した．また，
8 枚の mSATA SSD から GPU デバイスメモリへのシーケ
8
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ンシャル I/O を含む行列ベクトル積アプリケーションにお
いて，ストライプサイズ 1MB で RAID0 を組み，I/O と計
算をオーバーラップさせることにより，3.06GB/s のスルー
プットで PCI-E バンド幅の上限の性能で処理できること

[11]

を確認した．また，Pinned メモリの使用により 1.21〜2.28
倍の性能向上が見られ，GPU への転送粒度は 35〜70MB

[12]

の際に最も性能が高いという結果が得られた．直接 I/O と

mmap では性能差はほとんど見られなかった．今後の課題
として，GPU から不揮発性メモリへのランダム I/O の評
価，計算量の高いアプリケーションを用いた実装と性能評

[13]

価，複数 GPU を使用した場合の評価などが挙げられる．
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