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フラグメント分子軌道法に現れる Fock 行列計算の
GPGPU 化
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概要：OpenFMO プログラムの Fock 行列計算について CUDA による GPGPU 化を行った．コストの高
いアトミック加算についてはこれを回避する Fock 行列計算手法を提案し実装した．さらにスクリーニン
グ過程の分離や動的負荷分散の実現，基底関数のソートなど多くの高速化の技法を実装することにより
1CPU コアに対し 13 倍から 22 倍程度の性能を実現した．より高速な Fock 行列計算を目指し，MPI を利
用した複数 GPU による並列化についての実装も行った．16 台の GPU を利用した計算で 4CPU コアに比
べ 40 倍程度の性能が得られた．
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Abstract: GPU acceralated Fock matrix preparation routine in OpenFMO program has been implemented
with CUDA. Atomic operation less algorithm was proposed and implemented for the Fock matrix preparation. Applying several speedup techniques, such as screening, dynamic load-balancing, and sorting basis
functions, our program showed 13 to 22 times faster timing results against a CPU core. And also, the program has been parallelized with MPI to utilize multiple GPU cards. Parallelization benchmark was examined
and reveals that 16 GPUs execution was 40 times faster than 4 CPU core execution.
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1. はじめに

向きに並列化するには多くの労力が必要であった．このた
め，よりシンプルで拡張性に富んだ新しい量子化学プログ

近年の高性能科学技術計算の急速な発展に対し，量子化

ラムの実装が求められている．このようなプログラムを用

学計算アプリケーションは十分な対応ができているとはい

意することで量子化学者による高機能化の容易さはもちろ

えない状況にある．多くの量子化学研究者が応用目的で利

ん，情報科学者と協力した高速化も視野に入ってくる．

用するプログラムは古く，また高機能であるため巨大で複

HPC 向け並列計算機のうち汎用 CPU を利用した並列

雑になる傾向にあり，これを最新の計算機アーキテクチャ

計算機については OpenMP/MPI ハイブリッド並列による
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量子化学計算プログラムの対応が進みつつあり，京コン
ピュータでは数万コアクラスの並列計算も実行可能になっ
てきている．一方で GPGPU のようなアクセラレータを用
いた高性能計算機については倍精度演算へのハードウェア
サポートが十分でなかったことも影響してその対応が遅れ
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ている．単精度計算を効果的に利用することで非常に高速
な計算を実現している実装も一部にあるものの，商用ソフ
トウェアであったり [1], [2] ソースが非公開である [3], [4]
など，今後の量子化学アプリケーション開発を進めていく
うえで十分なノウハウの共有ができない状態であった．
我々は筑波大学計算科学研究センターに導入されてい
る密結合並列演算加速機構実証システム「HA-PACS」[5]
を生かした量子化学計算アプリケーションを開発する
ため，ソースが公開されている国産アプリケーションで
ある OpenFMO [6], [7] をターゲットアプリとし，これの

Hartree-Fock（HF）計算ルーチンの GPGPU 化を試みた．
HF 計算は量子化学計算の基礎的な計算手法であり，これ
を最近の HPC 向け並列計算機上で効果的に実行させるこ

図 1 分子サイズ（基底関数の数）N の HF 計算に対して（ブロッ

とは，大規模計算だけでなく高精度計算を考えるうえでも

ク数，スレッド数）で実行した場合に必要なメモリ量．破線は

重要なことである．

OpenFMO は九州大学の稲富らが開発している超並列計
算機向けフラグメント分子軌道（fragment molecular or-

(64, 96) の条件ですべてのスレッドが個別に G 行列を保持し
た場合のメモリ量

Fig. 1 Required memory size as a function of number of basis functions with various execution conditions (#block,

bital，FMO）計算プログラムである．このプログラムは C

#thread). Dashed line represents the case using private

言語で記述されており，現状の CUDA 実装では扱いやす

G matrix for each thread in (64, 96).

い．また OpenMP/MPI ハイブリッド並列による超並列計
算機向けの並列化 [8] だけでなく，RPC 並列化などによる

なるメモリ容量を示したものだが，多くの FMO 計算で要

耐故障性の検討にも使われるなど次世代の量子化学計算ア

求される 400 基底程度の HF 計算でも M2090 GPU ボード

プリのプラットフォームとしても利用が期待されている．

のグローバルメモリ量である 6 GB を大きく超えてしまっ

FMO 計算では巨大な分子を複数の比較的小さなフラグ

ている．このため GPGPU 化にあたっては Fock 行列を複

メントに分割することで計算量を減少させており，このフ

数スレッドで共有して扱うことになり，行列要素への排他

ラグメントおよびフラグメントペア 1 つ 1 つの計算におい

的な加算（アトミック加算）が必要となる．しかし，この

て HF 計算が利用されている．通常のタンパク質の場合に

アトミック加算は性能面での大きな障害となることが成瀬

は数百基底程度のフラグメントに分割されるため，この計

により報告されている [9]．成瀬は二電子積分をいったん

算を実装するのに必要以上に巨大な HF 計算を考慮する必

別領域に保存し，積分演算と行列への加算を分離すること

要はない．またフラグメントおよびフラグメントペアにつ

でこのアトミック加算を回避するアルゴリズムを提案して

いての計算はほぼ独立に実行できるため，フラグメントで

いるが，このアルゴリズムでは分子サイズが大きくなった

の計算だけを取り出した開発が可能であることも GPGPU

ときの影響が大きいことが予想される．

化には都合がよい．現在の OpenFMO では HF ベースの

一方，我々はこれまでに大規模 FMO-MO 計算 [10] にお

FMO 計算のみの実装であるが，今後は MP2 や DFT など

いて必要となる Fock 行列の分散並列計算アルゴリズムを提

の高精度・高機能の計算手法の実装が必要となってくる．

案してきた [11]．これは大規模な行列を複数の計算ノード

国内外の研究者にこれら手法を実装してもらう際にも個々

上で分散共有しつつ効率的な Fock 行列の並列計算を実現す

のフラグメントに対する実装でよいため，フラグメント単

る手法であり，1,024 並列のフラット MPI で 70%程度の並

独で計算している部分を抽出したプログラムの開発プラッ

列化効率を実現している．この手法において行列への加算

トフォーム化の検討も進めている．本研究ではそのプロト

は個々のプロセスが持つベクトルへの加算に置き換えられ，

タイプを利用した開発を行った．

このベクトルは必要に応じ分散共有されている行列に書き

HF 計算の GPGPU 化については，計算量的に多い二電

戻される．もし GPU 上の各スレッドがこのベクトルを保

子積分の計算だけでなく，計算した行列要素の Fock 行列

持できるならば，GPGPU 化によって発生するアトミック

への加算がボトルネックとなる．CPU による Fock 行列計

加算を同様な手法で回避することが可能になる．特に FMO

算では演算スレッドごとに Fock 行列全体を保持すること

計算では通常の大規模 HF 計算とは異なりフラグメント分

が多くの場合で可能であったのに対し，GPU には非常に

割後の比較的小さなフラグメントやフラグメントペアを扱

多くの演算コアがあるためこれらがそれぞれ行列全体を保

うため，上記ベクトルの保持に問題は少ないと考えられる．

持するのはメモリ容量的に不可能である．たとえば図 1 の

本論文では排他的行列加算を行わないアルゴリズムを提

破線は 64 ブロック，96 スレッドで実行した場合に必要と

案し，その手法を OpenFMO の Fock 行列計算ルーチンの

c 2013 Information Processing Society of Japan
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GPGPU 化に適用した．同時に GPU 上で効果的な計算を

から HF 計算の演算量は形式的には O(N 4 ) であり，HF 計

実現するための高速化手法も実装し，HA-PACS 上で性能

算の 99%以上の時間がこの計算に費やされることになる．

を評価した．本論文の構成は次のようになっている．2 章
において HF 計算の理論とその疑似コードを示し，その後

2.2 スクリーニング

の 3 章では GPGPU 化についてステップごとに実装法の

二電子積分の数が非常に多いことが HF 計算のボトル

説明と性能評価を行う．4 章では複数 GPU を用いた並列

ネックになっているため，不要な二電子積分計算を削減す

性能を評価し，5 章で先行研究について考察する．

るためのスクリーニング手法がいくつも考えられてきた．
その 1 つが重なり積分によるスクリーニングである [13]．

2. Hartree-Fock 計算

通常の基底関数はそれぞれの原子を中心としたガウス関数

ここでは HF 計算についての概略と OpenFMO での実
装を紹介する．

から構成されているため，原子間距離が離れているような
基底関数どうしではその重なりは非常に小さくなる．その
積から計算される二電子積分の値も同様に小さくなること

2.1 Hartree-Fock-Roothaan 方程式

を利用して積分計算を削減する手法である．これを利用す

HF 計算は以下に示す Hartree-Fock-Roothaan 方程式に

ると i，j ，k ，l の 4 重ループで構成される G 行列計算は，

ついて自己無撞着になるような分子軌道 {ψa } を計算する

重なりのある基底関数のペア ij ，kl だけについての 2 重

手法である [12]．

ループとして計算可能である．

FC = SC
ψa (r) =

(1)

N


Cia ϕi (r; ni , Ri )

(2)

i=1
core
Fij = Hij
+

Dkl {2 (ij|kl) − (il|kj)}

(3)

drϕi (r)ϕj (r)

式 (8) を用いたスクリーニング手法である [14]．

(ij|kl) ≤



(ij|ij)



(kl|kl)

(8)

事前に (ij|ij) および (kl|kl) を計算しておけば，その積
から二電子積分 (ij|kl) のとりうる最大値が決定できる．計

k,l


Sij =

N


次に i，j ，k ，l が揃った段階で行うのが Schwarz の不等

(4)

算に必要な精度を考慮して閾値を設定すれば，それよりも
小さい積分の計算を省略することが可能となる．特に式

ここで F は Fock 行列，S は重なり積分行列，C は分子軌道

(3) による G 行列計算を考えると，スクリーニングは式 (8)

の係数行列， は軌道エネルギーベクトルであり，分子軌道

そのものではなく対応する密度行列要素との積に対して実

core

は N 個の基底関数 {ϕi } の線形結合で与えられる．H

行すればよいことが分かる．G 行列の計算を前 SCF サイ

および D は一電子 Hamiltonian 行列，密度行列でありそ

クルとの差分の形に変形すると，二電子積分と密度行列要

れぞれ次式で与えられる．

素との積の部分は二電子積分と密度行列差分の積に置き換

core
Hij
=



drϕi (r)ĥϕj (r)

(5)

Nelec /2

Dij = 2



えることもできる．SCF 計算が収束に近づいたときは密度
行列差分が小さいため，これを用いたスクリーニングが非
常に有効に働くようになる．

Cia Cja

(6)

a

ĥ は一電子 Hamiltonian 演算子，Nelec は電子数である．
HF 計算では式 (1) を自己無撞着にするために SCF（selfconsistent ﬁeld）計算と呼ばれる繰返し計算を行う．これ
は初期値として与えた分子軌道を順に更新していき密度行
列が収束して変化しなくなるまで繰返しを行う手法であ
る．このとき Hcore は SCF の繰返しの間で変化しないた
め最初に 1 度だけ計算をすればよい．そこで本論文では式

(3) の第 2 項を特に G 行列と呼んで区別することとする．
G 行列中の (ij|kl) は二電子積分と呼ばれ，基底関数の組
i，j ，k ，l について以下のように計算される．

1
ϕk (r2 )ϕl (r2 )
(ij|kl) =
dr1 dr2 ϕi (r1 )ϕj (r1 )
|r1 − r2 |
(7)
4

G 行列を計算するのにこの積分が N 個必要となること
c 2013 Information Processing Society of Japan


2.3 OpenFMO での実装
OpenFMO は九州大学の稲富らが開発した超並列 FMO
計算向きの FMO 実装である．本研究では OpenFMO から

SCF 計算部分を切り出したコードを利用して開発を行っ
た．二電子積分の計算には小原積分 [15] を採用し，積分
タイプごとに別々に G 行列の計算を行っている．なおこ
こまでの説明では i，j ，k ，l を基底関数のインデックス
として説明したが，実際の HF 計算では基底関数は複数の
縮約基底で展開されるため，これに対応する縮約シェル
（contracted shell）に関するインデックスとして読み替え
る必要がある．

OpenFMO の SCF 計算部分はラウンドロビンで静的に
ij を分散させる静的負荷分散による OpenMP/MPI ハイブ
リッド並列化がなされている．またコードは C 言語で記述
されており，CUDA による GPGPU 化にも適している．
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ラスタシステムである．HA-PACS プロジェクトでは，演
算加速装置を中心とする超並列計算機におけるアプリケー
ションおよび多数の演算加速装置を効率的に結合する並列
システムの研究開発を狙いとしており，分子軌道計算を利
用した生体分子のシミュレーションも対象アプリケーショ
ンの 1 つとなっている．
今回利用した HA-PACS ベースクラスタは，4 台の GPU
を搭載した計算ノードが 268 ノード InﬁniBand により接
続された HPC システムであり，個々のノードは 8 コア
の Intel E5 CPU（Sandy Bridge-EP，2.6 GHz）を 2 台と

128 GB のメモリを搭載している．このノードに装着され
ている 4 台の NVIDIA M2090 GPU（グローバルメモリ
図 2

(ps,ss) タイプ G 行列計算の疑似コード

Fig. 2 Pseudo code of G-matrix preparation
for (ps,ss)-type integrals.

6 GB）を効果的に利用することが HA-PACS システムの性
能を引き出すための重要なポイントとなっている．
本論文のベンチマーク計算では特に断わりのない限り次
の条件で HA-PACS ベースクラスタ上で計算を行った．コ

2.4 (ps,ss) タイプ疑似コード
分子軌道計算に使用する基底関数系によって必要となる

ンパイラは Intel icc 13.0 および NVIDIA CUDA5.0 を利用
し，BLAS および LAPACK ライブラリとして Intel MKL

積分タイプは異なるが，GPGPU 化のためのサンプルとし

10.3 を利用した．通信が必要な場合には MPI ライブラリ

てここでは最も主要な積分タイプである (ps,ss) タイプを

として mvapich2 1.8.1 を利用し，InﬁniBand を用いた通信

取り上げることとする．(ps,ss) タイプの G 行列計算の疑

を行っている．

似コードを図 2 に示した．

2.2 節で示したように，G 行列（G[][]）の計算は重なり
積分で値を持つ縮約シェルの組 ijcs，klcs に対する二重

3.2 ナイーブ実装
図 2 で示されたコードを GPU 上で動作させるため，

ループで与えられる．ここで縮約シェルペア ijcs に対応

ijcs に関するループをスレッドブロックに，klcs に関す

する基底関数のインデックス iao および jao は ijcs をイ

るループをスレッドに分配する並列化手法を採用した．こ

ンデックスとする配列で与えられるとする．klcs について

の処理分割手法の場合には G 行列が複数のスレッドで共

も同様である．check_schwarz() 関数は Schwarz の不等

有されているため，G 行列への加算を排他的に行う必要

式を評価する関数であり，密度行列の差分の最大値 Dmax[]

がある．しかしながら現在の CUDA では倍精度浮動小数

を利用してスクリーニングを行う．calc_2e_psss() は

点数に対するアトミック加算命令 atomicAdd() がサポー

(ps,ss) タイプの二電子積分計算をする関数であり，シェル

トされていないため，アトミック compare-and-swap 命令

タイプに相当する数の二電子積分（ここでは 3 個）を返し

atomicCAS() による排他制御を利用したアトミック演算

てくる．ここで求められる二電子積分の個数は積分タイプ

で代用しなければならない [16]．特に HA-PACS ベースク

に依存しており，(ss,ss) なら 1 つ，(pp,ss) や (ps,ps) なら

ラスタで採用されている Fermi 世代の GPU では最新の

3 × 3 で 9 個，(pp,ps) なら 3 × 3 × 3 の 27 個と増えていき，

Kepler 世代の GPU に比べこの処理が遅いことが分かって

(dd,dd) では 6 × 6 × 6 × 6 の 1,296 個にもなる．これらの

おり [17]，G 行列への加算がボトルネックになることが予

積分は対応する密度行列要素と乗算され G 行列要素に加算

想される．また GPU での実行では各スレッドが SIMD 動

される．またこのとき二電子積分の対称性により，密度行

作を行うため，Schwarz 不等式を利用したスクリーニング

列要素との乗算および G 行列要素への加算は積分ごとに 6

についても特別な考慮が必要となる．

回行われる．

3. GPGPU 化

ナイーブ実装として G 行列への加算を倍精度浮動小数演
算版 atomicAdd() に置き換えたものを実装して性能を測
定した．疑似コードは再掲しないが，G 行列へのアトミッ

ここでは本研究で利用する GPGPU クラスタ HA-PACS

ク加算処理を最少とするために一時変数を使ってできるだ

を紹介した後，GPGPU 化の詳細について順に説明する．

け外側のループに加算処理を移動している．ループのタス
ク分割は ijcs および klcs インデックスをラウンドロビ

3.1 HA-PACS

ンでスレッドブロックおよびスレッドにそれぞれ分配し

密結合並列演算加速機構実証システム「HA-PACS」は

た．また G 行列 G[][] はスレッドブロックごとに全体を

筑波大学計算科学研究センターに導入された GPGPU ク

持つようにし，全積分タイプについて計算後に加算してホ
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3.3 アトミック加算の削除

(ps,ss) タイプ G 行列計算の性能評価

Table 1 Performance evaluation of G-matrix preparation
for (ps,ss)-type integrals.
PU(#blk, #thd)

Method

CPU(1core)

アトミック加算は 1 つの積分につき 6 つの行列要素 Gij ，

Gkl ，Gik ，Gil ，Gjk ，Gjl への加算について必要になって
Time [s]

Speedups

—

583.2

—

GPU(64, 128)

Naı̈ve

105.3

5.5

GPU(64, 128)

Non-atomic

57.7

10.1

GPU(64, 128)

Pre-screening

47.5

12.3

GPU(64, 128)

Dynamic LB

42.5

13.7

を GPGPU アーキテクチャに応用したものである．この

GPU(64, 64)

Sorting

38.6

15.1

アルゴリズムでは個々のプロセスは計算に必要な部分配列

いる．我々はこの行列要素が 3 種類，すなわち Gi∗ ，Gj∗
および Gkl に分類されることに着目し，アトミック加算を
行わない G 行列の更新法を提案する．これは以前我々らが
提案した並列分散 Fock 行列（G 行列）計算アルゴリズム

Gi∗ ，Gj∗ ，Gkl のみを利用し，適宜分散共有された G 行列
ストに転送している．密度行列 Dmax[] および D[][] につ

への更新を行っている．この更新にもアトミック加算が必

いては G 行列計算カーネル中で書き換えないため，GPU

要であるが，加算は klcs ループの外で行われるためその

ごとに 1 つずつを各 SCF サイクルの最初に転送している．

頻度は低く，また非同期通信を利用することで排他制御な

G[iao][jao] のための一時配列変数を共有メモリにとった

どのコストを隠蔽することが可能であった．以下でこれを

以外は G 行列を含めグローバルメモリまたはローカルメモ

応用した今回提案するアルゴリズムを説明する．

リを利用している．

このアルゴリズムのポイントは，ある ijcs に対する G 行

性能評価のためのサンプル計算はグリシン 15 量体（108

列計算を考えたときに Gkl 以外は Gi∗ ，Gj∗ という限られた

原子）についての HF/6-31G 計算で，縮約シェルは 399 個，

行列の範囲しか更新がないことにある．つまり G[iao][]

基底関数は 643 個となっている．この計算を HA-PACS の

および G[jao][] に対応するベクトル Gi[]，Gj[] を各ス

1 台の GPU を利用して計測し，同 1CPU コアの計算時間

レッドで保持できれば，klcs ループ内部での G 行列更新

と比較した（表 1）
．SCF 計算では収束までに 14 回の SCF

はスレッドが保持するベクトルへの更新に置き換えること

サイクルを費やしているが，表 1 の時間は (ps,ss) タイプの

ができ，排他制御を考えなくてもよくなる．残る Gkl 要素

G 行列計算についてすべてのサイクルで費やした時間の和

であるが，Gkl は klcs で与えられる kao，lao のペアに対

を示しており，データ転送やブロック間の行列リダクショ

応する G 行列要素であり，異なる klcs であれば対応する

ンの時間は含まれていない．表中の CPU は HA-PACS の

行列要素が重複することはない．すなわち klcs ループの

1CPU コアを利用した場合の経過時間であり，GPU につい

内側では，排他制御が必要ないということになる．

ては各手法で最も性能が良いブロック数およびスレッド数

本研究で行った実装では，Gi[] および Gj[] 配列をス

を選択した場合の CPU で測定した経過時間になっている．

レッド数分だけグローバルメモリに確保した．また G 行列

なお本研究では FMO 計算で HF 計算が予想されるフラ

へのアクセス範囲を制限しキャッシュの利用を促進するた

グメントペアのサイズが 1,000 基底程度であることを考慮

め，Gkl 要素に対応する G 行列の配列 Gkl[] をスレッド

し，そのサイズに余裕を持たせた 3,000 基底程度までの分

ブロックに 1 つ確保している．すべてのスレッドが異なる

子軌道計算を念頭に置いている．このように十分な余裕を

klcs を計算することを保証するため，klcs ループ終了後

とるのは，その化学的性質から小さなフラグメントへの分

にスレッド間の同期を必要とする．また同期をとることに

割が困難な分子種の存在を念のために考慮したためであ

よって Gi[]，Gj[] への各スレッドでの更新が終了したこ

る．ブロック数の決定においてはメモリ使用量が概算で

とも同時に保証できる．

(ブロック数) × (G 行列サイズ) であることを考慮し，6 GB

各スレッドで更新されたベクトル Gi[]，Gj[] は klcs

のグローバルメモリを持つ M2090 GPU ボードで実行可能

ループ終了後にリダクションしながら G 行列に加算され

なようにブロック数を最大 64 ブロックまでに制限した中

る．Gi[]，Gj[] はグローバルメモリに確保されているた

から選択した．いくつかの計算ではブロック数を増やすこ

め，配列の各要素をスレッドに順に割り振ることでコアレ

とによってさらに良い性能となる場合もあり，計算のサイ

スアクセスによるリダクション処理が可能である．一方

ズによって切り替えることも効果的である．

Gkl[] については ijcs ループ終了後に G 行列に加算され

1CPU コアに対しアトミック加算を用いたナイーブな実

る．先に述べたように Gkl[] の各要素は G 行列の別々の

装では 5.5 倍の性能向上となっている（表 1 の Naı̈ve）
．こ

要素に対応しており，この更新についても排他制御をする

のときのブロック数およびスレッド数は 64 ブロック，128

必要がない．図 3 にこの実装の疑似コードを示した．ここ

スレッドであった．アトミック加算の影響を調べるために

で tidx はスレッド Id，Nth はスレッド数であり，bidx は

排他制御なしでの時間測定をするのが望ましいが，その場

スレッドブロック Id，Nblk はスレッドブロック数である．

合は正しい計算結果を与えず SCF サイクルの過程を再現
できないため本論文では扱わない．
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57.7 秒と半分近くにまで短縮された（表 1 の Non-atomic）
．

となる．ここで最後の項は読み取りのみの密度行列 D[][]

これは倍精度浮動小数点のアトミック加算が二電子積分の

のサイズを加算している．図 1 に HF 計算サイズとその

計算そのものと同程度のコストであったことを示してお

ときのメモリ利用量を（ブロック数，スレッド数）の条件

り，我々の提案手法の有用性を示している．

ごとに図示した．想定している上限である 3,000 基底では

本提案手法では，ナイーブ実装に加え新たに Gi[]，Gj[]，

GPU のグローバルメモリサイズを超えてしまうが，64 ブ

Gkl[] の 3 つの配列を必要とする．このうちスレッドごと

ロック，96 スレッドでは 3,000 基底弱までのサイズを取り

に確保される Gi[]，Gj[] のサイズは (基底数 N ) × (1 つ

扱うことが可能であることが分かる．このサイズは通常の

の縮約シェルに含まれる軌道数) であり，我々がターゲッ

FMO 計算において予想される HF 計算（図 1 の水色部分）

トにしている d 関数までの計算ではそれぞれ 6N ワード

よりも十分に大きいため，入力に応じてより柔軟なスレッ

となる．一方，Gkl[] のサイズは (k に対応するシェルタ

ドブロック数最適化を行うことも可能である．

イプの軌道数) × (l に対応するシェルタイプの軌道数) ×

なお以降の節で実行するチューニング過程でも追加のメ

(重なり積分によるスクリーニングの生存率) であり，各ス

モリ利用があるが，全体のメモリ利用量に比べれば十分に

レッドブロックに 1 つ確保される．利用する基底関数系や

小さく無視できるサイズである．

計算する分子種にも依存するが，d 関数までの計算の場合
は各シェルタイプの軌道数はおよそ全軌道数 N の 1/3 で

3.4 Schwarz スクリーニングの分離

ある．また我々がターゲットとして扱う計算サイズの場合

3.2 節 で も コ メ ン ト し た よ う に ，SIMD 動 作 を 行 う

には重なり積分によるスクリーニングの生存率は 5 割程度

GPGPU では分岐のコストが大きくなるため Schwarz スク

2

であり，Gkl[] のサイズはおよそ 0.1N ワードと見積もる

リーニング処理についても特別な考慮が必要になる．図 3

ことができる．

の実装ではワープ内のすべてのスレッドでスクリーニン

各スレッドブロックに G[][] が必要であることなども考

グされない限り効果が期待できないからである．そこで

慮して本提案手法での GPU ボードごとのグローバルメモ

Schwarz スクリーニングの判定を klcs ループから分離し，

リ利用量 Mglobal を見積もると

スクリーニングされて残った klcs についてのみ行列計算

Mglobal = Nblk×(1.1N 2 +Nth×12N )+N 2 words (9)

のためのループを実行するよう改良した（図 4）．
分離されたスクリーニングプロセスについては klcs ルー
プをスレッドに分割し，生き残る klcs を配列 surv_klcs[]
に保存することとした．この surv_klcs[] への格納に関
して共有メモリ上にカウンタ nsurv_klcs を用意し，整数
タイプの atomicAdd() 演算による順序化を行っている．

klcs に関するの本体ループは得られた surv_klcs[] の要
素を各スレッドに分配する形で実装した．

Schwarz スクリーニングの分離処理を加えた改良に対す
る性能評価を行ったところ，57.7 秒かかっていた (ps,ss) タ
イプの G 行列計算時間が 47.5 秒と 1.2 倍程度の高速化を
得ることができた（表 1 の Pre-screening）．

図 3 (ps,ss) タイプ G 行列計算の疑似コード（non-atomic）

図 4 Schwarz スクリーニング分離の疑似コード（pre-screening）

Fig. 3 Pseudo code of G-matrix preparation for (ps,ss)-type

Fig. 4 Pseudo code of Schwarz screening before

integrals without atomicAdd() (non-atomic).

main klcs loop (pre-screening).
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int *gijcs; // Initialized in preceding kernel.
__shared__ int sijcs;
if (tidx==0) sijcs = bidx;
__syncthreads();
while(sijcs<Nijcs) {
ijcs = sijcs;
... // Operations for ijcs
if (tidx==0) sijcs=atomicAdd(gijcs,1);
__syncthreads();
}
図 5 スレッドブロック間動的負荷分散の疑似コード（Dynamic LB）

Fig. 5 Pseudo code of dynamic load-balancing scheme

図 6

(ps,ss) タイプ二電子積分計算部分の疑似コード

Fig. 6 Pseudo code of (ps,ss)-type integral calculation.

among thread blocks (Dynamic LB).

異なっており，これを並べ替えることによる高速化も十分

3.5 動的負荷分散

に期待できる．

二電子積分のスクリーニングは負荷分散にも影響を与え

図 6 に (ps,ss) タイプの二電子積分計算の疑似コードを

ている．ある ijcs に対応する計算量はスクリーニングに

示した．ijcs，klcs に対応する積分の計算量は対応する

より生き残る二電子積分の数により決まるが，これを理論

原始シェルペア ijps，klps の数の積によって与えられる．

的に推定するのは困難である．特に密度行列との積を利用

この原始シェルペアの数 nijps，nklps は縮約シェルの種

するスクリーニングでは SCF サイクルごとにスクリーニン

類により異なっており，今回のベンチマーク計算では 1〜

グの効果も変化するため，毎回実測する以外にないといえ

36 個の範囲で変動する．たとえば今回性能評価で利用して

る．ここまでの実装ではスレッドブロックに ijcs をラウ

いる計算の ss タイプの縮約シェルペア ijcs（16,495 個）

ンドロビンで分配する静的負荷分散（Static Load-Balance，

の最初の 8 個に対応する原始シェルペアの数 nijps は {36,

SLB）手法を採用しているが，この手法では並列度が上昇

18, 9, 6, 3, 1, 15, 15} であり，これらのうちの最も大きい

すると負荷の不均衡による性能低下が顕著になることが分

ループ長 36 でワープ内のすべてのスレッドが動作するこ

かっている [18]．

とになる．

そこでスレッドブロック間でカウンタを共有する手法に

そこで ijcs のインデックスの順序を対応する nijps の

よる動的負荷分散（Dynamic Load-Balance，DLB）並列

数で並べ換える手法を実装した．この並べ替えはホストの

化を試みた（図 5）．カウンタ gijcs はグローバルメモリ

CPU 上で行い，GPU には並べ換えられた結果のデータを

に配置され，各スレッドブロックのマスタスレッドのみが

転送するだけで実現されている．これは klcs についても

atomicAdd() により排他的にカウンタ値の取得と加算を実

同様の並べ換えが行われたことに相当する．上記 ss タイ

行する．カウンタ値の取得個数は排他制御を行うコストと

プの縮約シェルの例では nijps=1 である 3,859 個の ijcs，

負荷分散改善のバランスを考えて積分タイプごとに決定す

nijps=3 である 6,121 個の ijcs の順に並べ換えられ，同

る．簡単のため図 5 では計算するべき ijcs を 1 つずつ取

一ワープ内のスレッドの計算量をある程度まで揃えること

得する場合の疑似コードを示したが，(ps,ss) タイプの場合

が可能となる．

は 1 度に 2 つの ijcs を取得している．また最初に計算す

この並べ換えにより (ps,ss) タイプ G 行列計算時間は

る ijcs についてはカウンタへのアクセスの競合が自明で

38.6 秒まで短縮された（表 1 の Sorting）．これは 1CPU

あるため事前に与えており，それに対応するよう直前に別

コアに対し 15.1 倍の性能であり，ナイーブ実装に比べても

のカーネル関数でカウンタの初期化を行っている．

2.7 倍の性能向上となっている．

動的負荷分散の導入により実行時間は 42.5 秒にまで短
縮されている（表 1 の Dynamic LB）
．64 スレッドブロッ
ク程度の並列度であっても，静的負荷分散では負荷の不均
衡が大きいことを示す結果となっている．

3.7 他積分タイプについての性能評価
ここまで (ps,ss) タイプの G 行列計算について取り上げ
てきたが，実際には (ss,ss) から (dd,dd) や，さらに大き
な基底関数系を使った場合には f 関数や g 関数が含まれ

3.6 基底関数のソート

る積分も存在する．本研究では 6-31G 基底で利用される

今回の GPGPU 化のように klcs インデックスでスレッ

(ss,ss) から (pp,pp) までの 6 種類の積分タイプについての

ド並列化した場合にはワープ内の最も遅い積分計算によっ

GPGPU 化を行った．それぞれの積分タイプに対応する G

て性能が抑えられてしまうため，個々の積分の計算量の違

行列計算カーネルについて上記 (ps,ss) タイプと同様の高

いも性能劣化の要因となる．二電子積分は縮約シェルを形

速化を実装し，それぞれに最適なスレッドブロック数およ

成する原始シェル（primitive shell）の数によって演算量が

びスレッド数を設定している．
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に増加してしまっている．このため (pp,ps) や (pp,pp) で
はこれら中間配列がレジスタやキャッシュなどに入りきら
ず，メモリアクセス速度が律速となって性能が低下したと
考えられる．アトミック加算の削減による速度向上への寄
与が小さいのは，積分計算自体の性能が低いために全体の
性能に対するアトミック加算の影響が小さいからである．
同様の速度劣化は d 関数などを利用した場合にはさらに
顕著であると予想される．このため並列化の粒度を変更し

1 つの二電子積分計算に複数のスレッドを利用することを
検討する必要がある．また G 行列の計算自体は最後のリダ
クションを除けば各積分タイプごとに完全に独立な計算と
GPGPU 化による速度向上

なるため，GPU では効率的でない積分タイプについての

Fig. 7 Speedups with GPGPU.

み CPU で計算するという方法も考えられる．本節のサン

図 7

プル計算では積分タイプごとの性能を測定するため積分タ
これらのカーネルについても (ps,ss) と同様にグリシン 15

イプごとに同期をとって時間を計測していたが，同期をと

量体についての HF/6-31G 計算による性能評価を行った．

らない場合は GPU と CPU の両方で同時に別々の積分タ

図 7 ではそれぞれの積分タイプについて，本研究で提案し

イプを計算することが可能であり全計算時間の短縮が期待

た各実装による 1CPU コアに対する速度向上比を示してい

できる．この CPU と GPU の計算の混合計算については

る．また今回用いた GPU クラスタシステム HA-PACS で

次章で試行を行った．

は計算ノードごとに 16CPU コアと 4 台の GPU が搭載さ
れる構成となっているため，ここでは HA-PACS の CPU
コア数/GPU 比と同じ比率となる OpenMP による 4CPU
コア並列による速度向上も比較として表示した．

4. 複数 GPU を使った並列計算
HA-PACS システムではノードごとに 4 台の GPU が利
用可能であり，大きな分子軌道計算ではこれらを効果的に

(ss,ss) から (pp,ss) までの積分タイプでは行列要素のア

利用することが望まれる．また OpenFMO プログラムは

トミック加算の削減による効果が非常に大きいことが分か

OpenMP/MPI ハイブリッド並列に対応しており，これと

る．傾向として積分タイプが複雑，すなわちアトミック加

組み合わせることも重要である．ここではプログラムのシ

算の回数が大きいほどこの効果が大きくなっている．また

ンプルさを保つため MPI プロセスごとに 1 台の GPU を割

他の高速化手法についても積分タイプにより向上率の大小

り当てることとし，それぞれの MPI プロセスが OpenMP

はあるものの速度向上に貢献しており，最終的には 1CPU

並列および GPU 1 台を制御するモデルを採用した．

コアに対し 13 倍から 22 倍と高い性能を得ることができた．

OpenFMO プログラムでは G 行列計算について ijcs イ

一方で (pp,ps) と (pp,pp) ではそれ以外の積分タイプと

ンデックスをすべての OpenMP スレッドに対しラウンド

大きく傾向が異なっている．アトミック加算による速度向

ロビンで割り付ける並列化を行っている．我々の実装でも

上があまり見られず，最終的な性能（1CPU コアに対して

CPU で計算する積分タイプの場合は OpenFMO の元の並

7.6 倍および 5.7 倍）を押し下げる結果となった．4CPU コ

列化コードを利用した．一方，GPU で計算を行う積分タ

アの OpenMP 並列計算では 1 コア比 3.95 倍の性能が出て

イプについては負荷分散手法の異なる 2 種類の実装を試み

おり，これらの積分タイプについては GPU が圧倒的に速

た．1 つは GPU の全スレッドブロックに対し ijcs をラウ

いという状況ではなくなってきている．HA-PACS システ

ンドロビンで割り付ける静的負荷分散（SLB）実装である．

ムは CPU に対し比較的 GPU が多い構成であるためノー

この場合は 3.5 節でも述べたように，スレッドブロック数

ド単位では GPU を用いた方が速いが，利用するシステム

が非常に多くなる場合に並列性能が悪化することが予想さ

構成によっては CPU を用いた方が速いこともありうる速

れる．なお (ps,ps) タイプなど計算量が ijcs に比例する

度である．

積分タイプがあることを考慮すると，スレッドブロック間

このような性能劣化は (pp,ps) や (pp,pp) の二電子積分

の同期のオーバヘッドを減らすためには同一 GPU 内のス

計算に多くの中間配列を利用するところに起因している．

レッドブロックに連続した ijcs を割り振る方がよい．そ

OpenFMO で用いられている二電子積分の計算手法である

こでここでは MPI ランクについてのラウンドロビンでは

小原積分は漸化式を用いた計算手法であるため，軌道量子

なく，全スレッドブロックを通しての 1 階層でラウンドロ

数の大きさに応じた中間配列が必要になる．実際 (pp,ps)

ビンを行っている．

では 70 ワード，(pp,pp) に至っては 272 ワードの中間配列

もう 1 つの実装は MPI ランクに対して ijcs をラウン

が必要であり，(ps,ss) で必要な 20 ワード程度と比べて大幅

ドロビンで割り付けたうえで，割け付けられた ijcs をそ
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並列 G 行列計算の経過時間

図 9 G 行列計算の並列化効率

（4CPU コア + 1GPU ボード/MPI プロセス）

Fig. 8 Elapsed Time of Parallel G-matrix Preparation.

（4CPU コア + 1GPU ボード/MPI プロセス）

Fig. 9 Parallelization Eﬃciencies of G-matrix Preparation.

(4 CPU core + 1 GPU / MPI proc.)

のランクが管理する GPU のスレッドブロックに動的に振

(4 CPU core + 1 GPU / MPI proc.)

の割合が増加する傾向にある．この傾向を確認するため全

り分ける動的負荷分散（DLB）実装である．これは完全な

体，(ps,ss) タイプおよび (pp,pp) タイプについてそれぞれ

動的負荷分散ではないものの，コストの高いノード間の通

並列化効率を計算したところ図 9 のようになった．なお，

信を避けつつも相当程度の負荷分散が期待できる．また

この図において total は各積分タイプの G 行列計算と同期

3.5 節のブロック共有カウンタの仕組みを利用することで

通信にかかる時間の和であり，行列のリダクションや対角

簡単に実装が可能である．MPI ランクごとに割り付けられ

化などの SCF サイクルに必要な演算や通信の時間は含ま

る ijcs は SLB と DLB で異なっているが，MPI プロセス

れない．

数に対し十分に ijcs が多いことから本質的な差異にはな
らないと思われる．

(ps,ss) タイプの G 行列計算において動的負荷分散を用
いた GPGPU 化コードが最も高い 90%以上の並列性能を

HA-PACS 4 ノードを用いてこの実装の性能評価を行っ

示している．同様に (pp,pp) を除くすべての積分タイプに

た．HA-PACS では各ノードに 8 コア CPU が 2 台および

ついても動的負荷分散を用いたケースが最高の性能を示し

GPU が 4 台実装されているため，すべての GPU を利用

ており，GPU 内での動的負荷分散がシステム全体の並列

するためにはノードごとに 4MPI プロセスを起動させる

化効率の維持に貢献していることが分かる．

必要がある．つまり MPI プロセスごとに 4CPU コアの

一方で (pp,pp) タイプについては，動的負荷分散を利用

OpenMP スレッドと 1 台の GPU ボードを利用する．性能

したケースであっても 8MPI プロセス以上で急激に並列化

評価に用いた計算は DNA の CG 対 2 つからなるモデル分

効率が悪化していることが分かる．(pp,ss) などさらに計算

子（126 原子）の HF/6-31G 計算（814 基底）で，SCF の

時間が短くなるような積分タイプでの並列化効率は高いま

繰返し回数は 14 回となっている．

まであることから，同期をとることによる通信コストとは

図 8 には各並列度における CPU および GPU を利用し

考え難い．このため特定の ijcs の計算量が大きいことに

た場合の G 行列計算の実行時間を示した．図中において

よる負荷のアンバランスが顕在化してきていると考えるの

SLB および DLB は GPU を利用した 2 つの実装に対応し

が妥当である．

ている．また個々の積分タイプの実行時間を内訳として

これを防ぐにはノード間での動的負荷分散を考える必要

色分けして表示した．1MPI プロセス（4CPU コア）時に

があるが，ノード間通信のオーバヘッドとのトレードオフ

1,200 秒かかっていた計算が 4 ノード（16MPI プロセス，

を考慮しなければならない．今回のような負荷のアンバラ

16GPU）の GPU を用いた計算では 30 秒程度で終了して

ンスが成立するのは計算時間がきわめて小さくなったとき

おり，4CPU コアに比べて 40 倍の性能を実現している．ま

だけであり，さらに実際の計算においては積分タイプごと

た 4 ノード（16MPI プロセス，64CPU コア）の CPU によ

に同期をとらないことを考えると，このようなケースにつ

る計算が 90 秒程度であり，GPU を用いた計算は同一ノー

いて対策を考慮する必要は小さいと思われる．

ド数での CPU による計算よりも 3 倍速いことになる．
全体における積分タイプごとの割合を見ると，GPU を
用いたケースにおいて並列度が上昇するにつれて (pp,pp)
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そこで積分タイプごとに同期をとらない場合の性能に
ついて，4 ノード（16MPI プロセス）時の性能を測定した
（表 2）
．ここで示した時間は SCF 計算全体の時間であり，
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複数 GPU を用いた HF 計算の経過時間［秒］

に比べ，成瀬の方法は利用するメモリ量をコントロールし

（4CPU コア + 1GPU/MPI プロセス）

やすく大きな分子への適用も比較的容易だと思われる．特

Table 2 Elapsed time of HF calculation with multiple GPUs

に Kepler 世代では GPU コア数が増加しており，この特徴

[sec]. (4 CPU core + 1 GPU / MPI proc).
Processor

# MPI

Sync

はよりいっそう強調される．
しかしながら共有メモリのサイズには限界があるため，

Async

Overlap

CPU

1

1213.0

—

—

G 行列全体を更新するためには多数回保存した積分を読み

CPU

16

100.5

93.5

—

込むことになる．成瀬の方法では Gkl 要素が行列全体を動

GPU (SLB) [+CPU]

16

43.7

40.0

33.8

GPU (DLB) [+CPU]

16

37.0

36.6

30.4

いてしまうため，行列の全領域の更新が必要となるからで
ある．我々が今回提案したアルゴリズムを使えば Gkl 要素
の加算の影響を取り除くことが可能であり，成瀬の手法に

行列のリダクションや対角化などの処理を含んだ時間と

我々の提案手法を組み合わせた実装も現実的である．更新

なっている．Sync は各積分タイプごとに同期をとった場

する G 行列の範囲が Gi∗ および Gj∗ に制限できれば，行

合の計算時間であり，Async は行列のリダクションまで同

列への加算時のメモリリード回数が大幅に削減でき，彼の

期をとらなかった場合になる．CPU や SLB のような静的

手法の弱点の克服が期待できる．

負荷分散を行った場合には，各積分タイプで発生していた

PetaChem [1], [2] や Yasuda のアルゴリズム [3], [4] では

負荷のアンバランスが平均化されることによりある程度解

対象としている分子が大きいこともあり，別の行列計算ア

消され実行時間が短縮されている．一方元々負荷が均等に

ルゴリズムを採用している．また二電子積分計算も小原積

分割されていた DLB 手法ではあまり変化がないことも分

分ではない手法を採用し，単精度演算も利用するなど多く

かる．

の工夫がなされている．PetaChem では Schwarz の不等式

前章で述べたように，同期をとらないことにはもう 1 つ

を効率化するためのソーティングを行って，高速化を図っ

の利点が存在する．積分タイプごとに CPU または GPU の

ている．一方で，単精度を利用した高速計算を背景に彼ら

どちらを利用して計算させるかを選択することで，CPU と

は二電子積分の対称性を利用していない．これにより行列

GPU の混合計算が可能になるからである．たとえば図 7

へのアトミック加算は避けられるが，計算量は 2 倍程度ま

における 4CPU コアと GPU の性能差を見ると，(pp,pp)

で大きくなると思われる．また彼らのコードは非公開であ

タイプにおいてはあまり差がないことが見てとれる．GPU

り，自由に利用できる公開のコードが今後の発展には必要

であまり性能が出ない積分タイプについては CPU で実行

である．

させることにすれば，全体の計算時間をさらに短縮でき

公開されている GPGPU 化コードとしては分子軌道計算

る可能性が出てくる．そこで (pp,pp) タイプの G 行列は

パッケージ GAMESS [19], [20] に付属する libcchem ライ

CPU で計算し，それ以外を GPU で計算するテストを行っ

ブラリ [21] がある．彼らのコードは高い軌道量子数の計算

た（表 2 の Overlap）．(pp,pp) の GPU での計算時間は 7

まで考慮されているものの，現時点で十分な速度を出せて

秒であり，ほぼその時間の分だけ実行時間が短縮された．

いない．また C++ で書かれているため，彼ら以外の量子

混合計算による高速化はつねに期待できるが，積分タイ

化学プログラムの開発者が手軽にコードを読み解くのには

プごとの計算量の割合は分子種や基底関数，計算の並列度
などに依存するため，つねに (pp,pp) だけを CPU で計算
するような実装は好ましくない．このため実行時オプショ
ンでの設定変更や，動的にプロセッサを選択する手法の開
発も考えている．

5. 先行研究

困難があった．

6. おわりに
本発表では分子軌道計算の基礎的な計算手法である HF 計
算について，その主たる構成要素の G 行列計算を GPGPU
化しその性能の評価を行った．G 行列計算では行列への加
算に排他制御が必要なことが大きな障害となっていたが，

G 行列計算の GPGPU 化おける行列加算の問題とその解

それを避けるアルゴリズムを提案し高速化を実現した．ま

決策を扱ったものとしては，成瀬の報告 [9] があげられる．

たスクリーニングの分離や動的負荷分散の実装，基底関数

彼は二電子積分計算部分と行列への加算部分を分離するこ

のソートなど高速化のための多くの工夫を行った．これに

とで排他制御を行わない行列加算を実現した．計算した二

より 1CPU コアに比べ 13 倍から 22 倍という高い性能を

電子積分をいったんグローバルメモリに保存し，その後自

得ることができた．一方で (pp,pp) タイプの G 行列計算で

分に割り当てられた G 行列の範囲についての加算を実行す

は積分計算に多くの中間配列を利用するためグローバルメ

る．G 行列への加算は共有メモリを用い，加算終了後にグ

モリへのアクセスが多く，1CPU コア比で 5.7 倍と他の積

ローバルメモリにコピーする方法をとっている．メモリ使

分タイプに比べやや低い性能にとどまった．

用量が分子サイズとスレッド数に比例する我々の提案手法
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ハイブリッド並列と組み合わせた並列化を行った．GPU

OpenFMO の開発については「科学研究費補助金基盤研究

内の動的負荷分散の採用により高い並列化効率が実現でき

（C）
「超並列フラグメント分子軌道法プログラムライブラ

ていることを性能評価により示した．また積分タイプごと

リの開発」
（課題番号 22550015）の支援にもよっている．

に CPU と GPU を使い分ける手法の可能性を示し，その
評価を行った．(pp,pp) や d 関数を含む積分など GPU で
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