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本書に寄せて
　GPU は大きな進化を遂げてきました。ディスプレイに出力するための画像をすばやく生成でき
る、特殊なグラフィックスプロセッサとして出発した GPU は、現在では、超高速処理が必要なと
きの切り札となる技術に成長しました。最近では、いわゆるヘテロジニアスコンピューティング分
野において、広範囲の計算処理を高速化するために、GPU が CPU に追加されるケースが増えてき
ています。現在、多くのデスクトップシステム、演算クラスタ、さらには世界最大級のスーパーコ
ンピュータの多くに GPU が搭載されています。GPU の役割が拡大され、専門的なコンピューティ
ングに対して高い計算能力を提供するようになった結果、GPU は幅広い分野で科学と工学の進歩を
可能にしてきました。GPU は、電力消費を抑えた上で、大量の演算コアを並行して動作させること
で、それらを実現しています。
　幸いにも、GPU をプログラムするためのインターフェイスは、この急劇な変化に遅れずについて
きています。これまでは、限られた範囲の用途以外に使用するには大変な作業が必要であり、グラ
フィックスプログラマでなければ意味をなさないような多くの概念を GPU プログラマが理解する
必要がありました。現在のシステムは、GPU 上で動作するアプリケーションソフトウェアを作成す
るためのはるかに便利な手段を提供しています —— そう、CUDA を利用できるのです。
　CUDA は、さまざまな GPU カーネルを高速化するための、最も普及しているアプリケーション
プログラミングインターフェイスの 1 つです。CUDA を利用すれば、C/C++ で書かれたコードを、
ほんのわずかなプログラミング作業で、GPU 上で効率よく実行できます。CUDA は、GPU をうまく
利用するためにアーキテクチャについて知る必要性と、理解しやすいプログラムを生み出す使いや
すいプログラミングインターフェイスを提供する必要性との間で、うまく折り合いをつけています。
　本書は、科学的および技術的なプログラミングに GPU を使用したい人にとって、非常に役立つ
資料となるでしょう。本書は、CUDA のプログラミングインターフェイスとその使用法に関する総
合的な入門書です。最初の章では、ヘテロジニアスアーキテクチャでの並列コンピューティング
の基礎を取り上げ、CUDA の特徴を紹介しています。次に、CUDA プログラムがどのように実行さ
れるのかについて説明しています。CUDA は実行モデルとメモリモデルをプログラマに提供するた
め、プログラマは超並列環境を直接制御できます。CUDA のメモリモデルの詳細に加えて、本書で
は、それを活用するための方法についても詳しく解説しています。次の章では、ストリームに続い
て、カーネルの並列実行とオーバーラップの方法について説明しています。続いて、チューニング、
CUDA ライブラリの使用、GPU プログラミングでの OpenACC ディレクティブの使用に関する情報
が提供されています。さらに、マルチ GPU プログラミングに関する章に続いて、本書の締めくく
りとして実装上の注意点が示されています。それだけでなく、作業を開始するための手助けとなる
よう、さまざまなサンプルが提供されており、その多くはダウンロードして実行できます。
　CUDA は、表現力とプログラマビリティをうまく両立させており、実務上での価値が証明されて
います。ただし、アプリケーションの開発を単純化する、というミッションに挑んだことがあれば、
この話がまだ進行中であることを知っているはずです。この数年間、CUDA 研究者はヘテロジニア
スプログラミングツールの改善に取り組んできました。CUDA 6 では、ユニファイドメモリやプラ
グインライブラリを含め、GPU プログラミングをさらに容易にするためのさまざまな新機能が導入
されています。また、OpenACC と呼ばれるディレクティブセットも提供されており、本書でも紹
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介されています。OpenACC は、実行を直接制御する必要がそれほどない場合に、GPU プログラミ
ングの能力をさらに簡単に利用できるようにすることで、CUDA を補います ―― これまでのとこ
ろ、非常に前途有望な結果が得られています。OpenACC、CUDA 6、および本書で取り上げるその
他のトピックを理解すれば、アプリケーションを高速化し、これまで以上に高いパフォーマンスを
実現できます。本書はあなたの本棚で不動の地位を得るはずです。
　楽しいプログラミングを！

 BARBARA CHAPMAN
 CACDS and Department of Computer Science
 University of Houston
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まえがき
　数年前に古い C プログラムのコードを CUDA C に移植していたとき、初心者なら誰もがそうであ
るように、私たちは多くのトラブルに直面しました。それらの問題を解決する方法は、Web をちょっ
と検索すれば見つかるようなものではありませんでした。当時は、実際の CUDA 開発でプログラマ
が必要とするものに焦点を合わせた、プログラマによる、プログラマのために書かれた本があれば
よいのに、と考えたものです。本書を執筆した動機は、私たちの CUDA での経験を活かして、その
ニーズに応えることでした。本書の目的は、ハイパフォーマンス・科学計算コミュニティのニーズ
を満たすことにあります。
　新しいフレームワークやプログラミング言語を学ぶ際、ほとんどのプログラマは、コードをどこ
からか引っ張り出し、テストし、その結果に基づいてコードを組み立てていきます。試行錯誤しな
がらサンプルから学ぶことは、多くのソフトウェア開発者の典型的な学習法です。本章は、こうし
た習慣にうまく適合するように設計されています。各章では、1 つのトピックを重点的に取り上げ、
簡潔な説明を用いて基礎知識を提供し、単純かつ完全に動作するサンプルコードを使って概念を具
体的に示します。概念とコードを並行して学ぶようになっているため、これらのトピックをすぐに
試してみることができます。本書では、プロファイルに基づくアプローチを使って、各トピックを
徐々に掘り下げていきます。
　C での並列プログラミングと CUDA C での並列プログラミングの主な違いは、メモリモデルや実
行モデルといった CUDA のアーキテクチャ要素にプログラマが直接アクセスできることです。これ
により、超並列 GPU 環境をより細かく制御することが可能となります。それでも、CUDA の概念
は低レベルであると考える人もいますが、GPU の能力を活用するには、基本的なアーキテクチャの
知識を多少身につけておく必要があります。実際には、アーキテクチャに関する知識が限られてい
ても、CUDA プラットフォームをうまく動作させることは可能です。
　並列プログラミングの動機となるのは常にパフォーマンスであり、並列プログラミングはプロ
ファイリングによって制御されます。アーキテクチャの機能にプログラマをアクセスさせ、この強
力なハードウェアプラットフォームからパフォーマンスを最後の一滴まで絞り出せるようにする点
で、CUDA プログラミングは独特です。本書の練習問題に取り組んでスキルを習得すれば、CUDA 
C でのプログラミングが簡単で、楽しく、実りあるものであることを実感するでしょう。
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はじめに
　CUDA C によるヘテロジニアス並列プログラミングの世界へようこそ。
　最近のヘテロジニアスシステムは、人をうならせるような計算の可能性という未来へ向けて進化
しています。ヘテロジニアスコンピューティングは、科学からデータベース、機械学習に至るまで、
ありとあらゆる計算分野で絶えず応用されています。プログラミングの未来は、ヘテロジニアス並
列プログラミングにあります。
　本書では、CUDA プラットフォーム、CUDA Toolkit、CUDA C 言語を使って、GPU（Graphical 
Processing Unit）コンピューティングの世界に飛び込みます。本書に含まれているサンプルと練習
問題は、CUDA に関してプロ並みの知識が得られるように設計されています。

本書の対象読者
　本書は、GPU コンピューティングを利用してアプリケーションを高速化したいと考えている開発
者を対象としています。本書では、以下の項目に焦点を合わせた上で、CUDA C プログラミングの
最新技術を取り上げています。

●●  簡潔なスタイル

●●  わかりやすいアプローチ

●●  具体的な説明

●●  幅広いサンプル

●●  意図的に設計された練習問題

●●  広い範囲をカバー

●●  ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）のニーズを満たす内容

　本書のサンプルと練習問題は、C の知識を土台としています。このため、CUDA C を学ぶことで
HPC をレパートリーに加えたいと考えている経験豊富な C プログラマであれば、CUDA C プログラ
ミングをすぐにマスターできます。C に対する CUDA の拡張機能をいくつか使用するだけで、超並
列ハードウェアの能力を利用できます。CUDA プラットフォーム、プログラミングモデル、ツール、
ライブラリにより、ヘテロジニアスアーキテクチャでのプログラミングが容易になり、すぐに効果
が期待できます。
　コンピュータサイエンス以外の分野を専門にしていて、GPU での並列プログラミングを短期間で
マスターし、生産性を最大限に高め、アプリケーションのパフォーマンスを改善したいと考えてい
る場合、あなたはまさにそのための本を手にしています。明確で簡潔な本書の説明と、それを裏付
けるうまく設計されたサンプル、そしてプロファイルベースのアプローチが、GPU プログラミング
への理解を深め、CUDA を短期間でマスターするのに役立つでしょう。
　何らかの分野で教鞭をとっている、または研究職に就いていて、GPU コンピューティングを通じ
て発見とイノベーションの速度を引き上げたいと考えている場合、本書は問題解決までの時間を短
縮するのに役立つでしょう。プログラミングの経験がほとんどなく、並列コンピューティングの概
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念やコンピュータサイエンスの知識がなくても、ヘテロジニアスアーキテクチャによる並列プログ
ラミングという刺激的な世界にすぐに飛び込むことができます。
　C を扱うのは初めてだが、ヘテロジニアスプログラミングを調べてみたい、と考えている場合も
問題はありません。本書は C プログラミングでの経験をそれほど前提としていません。CUDA C プ
ログラミング言語と C プログラミング言語の構文が一部共通していることは確かですが、それぞれ
の抽象概念とベースとなるハードウェアは大きく異なるため、どちらかの経験があれば断然有利に
なるというわけではありません。ヘテロジニアスプログラミングに関心があり、新しい話題や新し
い考え方に胸を躍らせていて、技術的な話題を深く理解する情熱さえあれば、本書が大きく役立つ
はずです。
　CUDA C の経験がある場合も、新しい知識を吸収し、新しいツールを発見し、CUDA の最新機能
について知る上で、本書が有益な手段となる可能性があります。本書は、CUDA エキスパートを一
から養成することを目的としていますが、既存の CUDA 開発者にとって役立つであろう CUDA の高
度な概念やツール、フレームワークも幅広く取り上げています。

本書の内容
　本書は、アプリケーションのパフォーマンスを大幅に改善する必要がある人々に、CUDA C プロ
グラミングの基本的な概念と手法を示します。本書では、CUDA Toolkit 6.0 と NVIDIA Kepler GPU
でリリースされた最新機能を取り上げています。並列プログラミングにおけるホモジニアス（同種）
アーキテクチャからヘテロジニアス（異種）アーキテクチャへのパラダイムシフトについて簡単に紹
介した後、CUDA プログラミングモデル、GPU 実行モデル、GPU メモリモデル、CUDA ストリーム
とイベント、マルチ GPU プログラミングの手法、CUDA 対応 MPI プログラミング、NVIDIA の開発
ツールを含め、CUDA に不可欠なプログラミングスキルとベストプラクティスを示しますが、本書
はそれだけにとどまりません。
　本書では、概念の基礎的な説明に具体的なサンプルを織り交ぜながら CUDA を習得するという、
ユニークなアプローチをとっています。これらのサンプルは、プロファイルに基づくアプローチを
使って最適なパフォーマンスを目指すものとなっています。本書の各トピックは、サンプルコード
に重点を置いたステップ形式でくまなくカバーされています。本書では、CUDA ベースのツールの
使用法のみならず、抽象的なプログラミングモデルからの見識と洞察に基づいて開発プロセスの各
ステップの結果を解釈する方法までをカバーしています。このため、CUDA の開発プロセスを短期
間でマスターするのに役立つでしょう。
　各章では、実行可能なサンプルコードを使って 1 つのメイントピックに取り組みます。それらの
サンプルコードでは、GPU プログラミングの基本的な機能や手法を具体的に示します。最後に、各
トピックを詳しく調べて理解を深めるのに役立つように設計された練習問題が用意されています。
　本書のサンプルはすべて、CUDA 5.0 以降と Kepler または Fermi GPU を搭載した Linux システム
を使って開発されています。CUDA C はクロスプラットフォーム言語であるため、本書のサンプル
は、組み込みシステム、タブレット、ノート PC、PC、ワークステーション、HPC サーバーなど、
他のプラットフォームにも適用できます。多くの OEM ベンダーはさまざまなフォームファクタで
NVIDIA GPU をサポートしています。
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本書の構成
　本書は 10 章で構成されており、各章では以下のトピックについて取り上げています。

第1章　CUDAによるヘテロジニアス並列コンピューティング
 CPU を GPU で補うヘテロジニアスアーキテクチャと、ヘテロジニアス並列プログラミングへ

のパラダイムシフトについて簡単に紹介します。

第2章　CUDAプログラミングモデル
 CUDA のプログラミングモデルと CUDA プログラムの一般的な構造を紹介し、CUDA の超並

列コンピューティングを論理的な側面 —— プログラミングモデルを通じて直観的に提供され
る 2 段階のスレッド階層 —— から説明します。また、スレッド構成のヒューリスティクスと、
それらがパフォーマンスにおよぼす影響についても説明します。

第3章　CUDAの実行モデル
 数千ものスレッドが GPU 上でどのようにスケジュールされるのかを学ぶことにより、カーネ

ル実行をハードウェアの観点から詳しく見ていきます。演算リソースが複数の粒度でスレッ
ドに分割される仕組みを示し、カーネルの設計をハードウェアの観点から制御する方法と、
プロファイルベースのアプローチを使ってカーネルを開発・最適化する方法について説明し
ます。その後、CUDA のダイナミックパラレリズムとネストされた実行を、サンプルを見な
がら確認します。

第4章　グローバルメモリ
 CUDA のメモリモデルを紹介し、グローバルメモリのデータレイアウトとグローバルメモリ

へのアクセスパターンを分析します。この章では、さまざまなメモリアクセスパターンによ
るパフォーマンスへの影響について説明した後、CUDA 6 の新機能であるユニファイドメモ
リにより、CUDA プログラミングの単純化と生産性の向上がどのようにして可能になるのか
を示します。

第5章　シェアードメモリとコンスタントメモリ
 シェアードメモリを使ってカーネルのパフォーマンスを向上させる方法について説明します。

シェアードメモリは、プログラムによって管理される低遅延のキャッシュです。シェアード
メモリに最適なデータレイアウトと、パフォーマンスの低下を避ける方法について説明した
後、隣接スレッド間で低遅延のやり取りを実行する方法について説明します。

第6章　ストリームと並列処理
 CUDA ストリームでマルチカーネルの並列化を実装する方法、通信と計算をオーバーラップ

させる方法、そしてさまざまなジョブディスパッチ戦略がカーネル間の並列性におよぼす影
響について説明します。

第7章　命令レベルのプリミティブの調整
 浮動小数点数の演算、標準数学関数と組み込み数学関数、CUDA のアトミック演算の特徴に
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ついて説明します。比較的低レベルの CUDA プリミティブとコンパイラフラグを使って、ア
プリケーションのパフォーマンス、精度、正確さを調整する方法を示します。

第8章　CUDAのGPUアクセラレーションライブラリとOpenACC
 線形代数、フーリエ変換、乱数生成に関する具体的なサンプルを含め、特定分野での利用を

想定した CUDA ライブラリによる新たなレベルの並列化を紹介します。コンパイラディレク
ティブに基づく GPU プログラミングモデルである OpenACC が、GPU の計算性能をより簡単
に利用する手段を提供することで、CUDA をどのように補足するのかについて説明します。

第9章　マルチGPUプログラミング
 ピアツーピアの GPU メモリアクセスのための GPUDirect テクノロジを紹介し、複数の GPU

にまたがって計算を管理および実行する方法について説明します。また、CUDA 対応 MPI と
GPUDirect RDMA を使って線形に近いパフォーマンススケーラビリティを実現することによ
り、GPU 演算クラスタに対してアプリケーションをスケーリングする方法についても説明し
ます。

第10章　実装上の注意点
 CUDA の開発プロセスと、プロファイルベースのさまざまな最適化手法について説明します。

CUDA のデバッグツールを使ってカーネルとメモリのエラーをデバッグする方法と、C で書
かれた既存のアプリケーションを CUDA C へ移植するケーススタディを紹介します。ケース
スタディでは、方法論への理解を深め、プロセスを視覚化し、ツールを実際に使用する方法
をステップ形式で示します。

システム要件
　本書では、GPU または並列プログラミングでの経験を必要としていません。作業を開始する前に、
Linux の操作法をひととおり体験しておくとよいでしょう。本書のサンプルを実行する理想的な環
境は以下のとおりです。

●●  Linux システム

●●  C/C++ コンパイラ

●●  CUDA Toolkit 6.0 以降

●●  NVIDIA Kepler GPU

　ほとんどのサンプルは Fermi デバイス上でも動作しますが、CUDA 6 の機能を使用するサンプルで
は、Kepler GPU が必要かもしれません。ほとんどのサンプルは CUDA 5.5 でコンパイルできます ※1。

※1	 ［訳注］	検証には、CUDA	Toolkit	7.0 を使用した。
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CUDA Toolkit のダウンロード
　CUDA Toolkit は、NVIDIA の Web サイトからダウンロードできます。

 https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit

　CUDA Toolkit には、NVIDIA GPU 用のコンパイラ、CUDA 数学ライブラリ、アプリケーションの
デバッグやパフォーマンス最適化のためのツールが含まれています。また、プログラミングガイド、
ユーザーマニュアル、API リファレンス、および GPU を使ったアプリケーションの高速化に役立
つその他のドキュメントも見つかるでしょう。

本書の表記
　本書を最大限に活用できるよう、本書ではさまざまな表記を使用しています。

●●  新しい用語や重要な言葉が登場したときには、それらを太字で表記しています。

●●  ファイル名、URL、および本文中のコードは、this_is_a_kernel_file.cu のように表記
しています。

●●  コードは以下のスタイルで掲載しています。

// デバイス間でのジョブの割り当て
for (int i = 0; i < ngpus; i++)
{
  cudaSetDevice(i);
  cudaMemcpyAsync(d_A[i], h_A[i], iBytes, cudaMemcpyDefault,stream[i]);
  cudaMemcpyAsync(d_B[i], h_B[i], iBytes, cudaMemcpyDefault,stream[i]);
  iKernel<<<grid, block,0,stream[i]>>> (d_A[i], d_B[i], d_C[i],iSize);
  cudaMemcpyAsync(gpuRef[i], d_C[i], iBytes, cudaMemcpyDefault,stream[i]);
}

●●  CUDA Runtime API の関数は以下のスタイルで掲載しています。

cudaError_t cudaDeviceSynchronize (void)

●●  プログラムの出力は以下のスタイルで掲載しています。

./reduce starting reduction at device 0: Tesla M2070
     with array size 16777216 grid 32768 block 512
cpu reduce      elapsed 0.029138 sec cpu_sum: 2139353471
gpu Warmup      elapsed 0.011745 sec gpu_sum: 2139353471
gpu Neighbored  elapsed 0.011722 sec gpu_sum: 2139353471
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●●  コマンドライン命令は以下のスタイルで掲載しています。

$ nvprof --devices 0 --metrics branch_efficiency ./reduce

ソースコード
　本書のサンプルに取り組む際には、コードをすべて手入力するか、本書のソースコードファイル
を使用できます。本書のサンプルは以下のサイトからダウンロードできます。

 http://book.impress.co.jp/books/1115101001_4
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本章の目的

●●  ヘテロジニアスコンピューティング ※1 アーキテクチャを理解する

●●  並列プログラミングのパラダイムシフトを認識する

●●  GPU プログラミングの基本要素を把握する

●●  CPU と GPU のプログラミングの違いを理解する

　本章のコードはダウンロードサンプルの chapter01 フォルダに含まれています。

　新しいプロセスや技術の普及に伴い、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）を取り巻
く環境は常に変化しており、それに応じて HPC の定義も変化しています。現在の HPC では、大量
の複雑なタスクを高速かつ効率よく処理するには、複数のプロセッサやコンピュータを使用する
のが常等手段です。HPC については、コンピューティングアーキテクチャのみならず、ハードウェ
アシステム、ソフトウェアツール、プログラミングプラットフォーム、並列プログラミングパラ
ダイムといった要素の集まりとして考えるのが一般的です。

※1	 ［訳注］	本書では、異なるアーキテクチャのプロセッサを使用することを「ヘテロジニアスコンピューティング」と
呼んでいる。

CUDAによるヘテロジニアス
並列コンピューティング

1第 章
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　この 10 年間で、HPC は飛躍的な進歩を遂げています。とりわけ、GPU-CPU ヘテロジニアスアー
キテクチャの登場により、並列プログラミングの抜本的なパラダイムシフトが起きています。本章
では、ヘテロジニアス並列プログラミングを理解してもらうことから始めたいと思います。

1.1　並列コンピューティング
　並列コンピューティングへの関心は高まる一方です。並列コンピューティングの主な目的は、計
算速度を向上させることにあります。
　純粋な計算の観点からすると、並列コンピューティングについては、多くの計算が同時に実行さ
れるコンピューティングの一形態として定義できます。並列コンピューティングは、大きな問題は
たいてい小さな問題に分割することが可能であり、分割した小さな問題を同時に解決していく、と
いう原理に基づいています。
　プログラマの観点からすれば、同時に実行される計算をコンピュータにどのようにマッピングす
ればよいのか、という疑問がわくのは当然のことです。たとえば、複数のコンピューティングリソー
スがあるとしましょう。その場合は、同時に実行できる計算を、複数のコンピューティングリソー
ス（コアまたはコンピュータ）を同時に使って実行することを、並列コンピューティングとして定義
できます。大きな問題が小さな問題に分割され、小さな問題がそれぞれ異なるコンピューティング
リソースによって同時に解決されます。並列コンピューティングのソフトウェア部分とハードウェ
ア部分は深く結び付いています。通常、並列コンピューティングはコンピューティングテクノロジ
の以下の 2 つの領域に関係しています。

●●  コンピュータアーキテクチャ（ハードウェア部分）

●●  並列プログラミング（ソフトウェア部分）

　コンピュータアーキテクチャが、並列化をアーキテクチャレベルでサポートすることに注力してい
るのに対し、並列プログラミングは、コンピュータアーキテクチャの計算能力をフル活用して、問題
を同時に解決することに注力しています。ソフトウェアで並列処理を可能にするには、複数のプロセ
スまたは複数のスレッドの同時実行をサポートするハードウェアプラットフォームが必要です。
　最近のほとんどのプロセッサは、図 1-1 に示す 3 つのコンポーネントで構成されるハーバード
アーキテクチャを実装しています。

●●  メモリ…命令メモリとデータメモリ

●●  CPU…CU（Control Unit）と ALU（Arithmetic Logic Unit）

●●  I/O インターフェイス

　CPU（Central Processing Unit）は、HPC の鍵を握るコンポーネントです。通常は、CPU をコアと
呼びます。初期のコンピュータでは、チップに搭載されているコアは 1 つだけでした。このアーキ
テクチャをシングルコア（ユニプロセッサ）と呼びます。最近のチップデザインでは、並列化をアー
キテクチャレベルでサポートするために、1 つのプロセッサに複数のコアを組み込む傾向にありま
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す。通常は、このアーキテクチャをマルチコアと呼びます。したがって、並列プログラミングにつ
いては、利用可能なコアに問題の計算を割り振ることにより並列処理を実現することとして考える
ことができます。

CPU

ALU

CU命令メモリ データメモリ

I/O

図 1-1：ハーバードアーキテクチャ

　逐次アルゴリズムを実装するとしたら、正しいプログラムを記述するためにコンピュータアーキ
テクチャの詳細を理解する必要はないかもしれません。ただし、マルチコアマシンのためのアルゴ
リズムを実装するとしたら、コンピュータアーキテクチャの特性を理解していることがはるかに重
要となります。正確かつ効率的な並列プログラムを記述するには、マルチコアアーキテクチャの基
礎知識が必要です。
　ここからは、並列コンピューティングの基本的な概念と、これらの概念が CUDA プログラミング
とどのような関係にあるのかについて見ていきます。

1.1.1　逐次プログラミングと並列プログラミング
　コンピュータプログラムで問題を解決する際には、問題を一連の計算に分割するのが自然な流れ
です。これらの計算はそれぞれ指定されたタスクを実行します（図 1-2）。このようなプログラムを
逐次プログラムと呼びます。

問題を小さな計算に分割

実行順序

図 1-2：逐次プログラミング
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　2 つの計算がある場合、それらの関係は 2 種類に分割できます ―― 依存関係があるため、順番
に実行しなければならないものと、そうした制約がないため、同時に実行できるものです。同時に
実行されるタスクを含んでいるプログラムは並列プログラムです。並列プログラムといっても、同
時に実行できる部分だけで構成されているわけではなく、ほとんどの場合は、逐次的に実行しなけ
ればならない部分も含まれています（図 1-3）。

実行順序

逐次実行

並列実行

図 1-3：並列プログラミング

　プログラマから見て、プログラムは命令とデータという 2 つの基本要素で構成されています。計
算問題が複数の小さな計算に分割される場合、そうした小さな計算をタスクと呼びます。タスクの
内側では、個々の命令がデータを入力し、関数を適用し、データを出力します。命令によって出力
されたデータが次の命令でも必要となる場合は、データ依存性が生じます。よって、2 つのタスク
間の関係をデータ依存性の有無で分類できます。この場合、依存はもう一方の命令の出力を消費す
ることを意味します。
　依存性は並列化の妨げとなる主な要因の 1 つであるため、並列アルゴリズムを実装するにあたっ
て、データ依存性を分析することが基本的なスキルの 1 つとなります。そして、現代のプログラミ
ング環境においてアプリケーションの高速化を実現するには、それらを理解する必要があります。
データ依存性のない複数の命令系列が存在することに気づいたら、ほとんどの場合は、並列化の絶
好の機会となります。

1.1.2　並列化
　近頃では、並列化はあたりまえのことになってきており、プログラミングの世界では並列プログ
ラミングが主流になりつつあります。複数レベルでの並列化は、アーキテクチャデザインの原動力
となります。アプリケーションでの並列化には、基本的に以下の 2 種類があります。
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●●  タスク並列化

●●  データ並列化

　タスク並列化が可能となるのは、個別に処理することが可能であり、かつ大部分を並行して実行
できるタスクや関数が大量にある場合です。タスク並列化では、機能を複数のコアに分散させるこ
とに焦点を合わせます。
　データ並列化が可能となるのは、同時に処理できるデータ要素が大量にある場合です。データ並
列化では、データを複数のコアに分散させることに焦点を合わせます。
　CUDA プログラミングは、特にデータ並列化に関する処理として表現できる問題に適しています。
本書の主なテーマは、データ並列化に適した問題を CUDA プログラミングで解決する方法を示すこ
とです。大きなデータセットを処理する多くのアプリケーションでは、データ並列化モデルを使っ
て処理を高速化することが可能です。データ並列化モデルでは、データ要素を並列スレッドにマッ
ピングします。
　データ並列化プログラムの設計では、まず、データを複数のスレッドに分配し、各スレッドにデー
タの一部を処理させます。一般的には、データを分配する方法としてブロック分割とサイクリック
分割の 2 種類があります。ブロック分割では、多くの連続するデータ要素が 1 つのかたまり（チャ
ンク）にまとめられます。チャンクはそれぞれ任意の順序で 1 つのスレッドに割り当てられ、スレッ
ドで処理されるチャンクはたいてい一度に 1 つだけとなります。サイクリック分割では、1 つのチャ
ンクとしてまとめられるデータ要素の数が少なくなります。隣接するチャンクは隣接するスレッド
に割り当てられ、スレッドはそれぞれ複数のチャンクを処理できます。スレッドで処理する新しい
チャンクを選択する際には、スレッドと同じ数のチャンクを飛び越えることになります。
　図 1-4 は、1 次元（1D）のデータ分割の簡単な例を 2 つ示しています。ブロック分割では、スレッ
ドはそれぞれデータブロックを 1 つだけ受け取ります。サイクリック分割では、スレッドはそれぞ
れデータブロックを複数受け取ります。

ブロック分割：各スレッドがデータブロックを 1つずつ受け取る

サイクリック分割：各スレッドがデータブロックを 2つずつ受け取る
図 1-4：1 次元のデータ分割

　図 1-5 は、2 次元（2D）のデータ分割の簡単な例を 3 つ示しています。これらは、Y 次元に沿っ
たブロック分割、XY 次元でのブロック分割、X 次元に沿ったサイクリック分割の例です。残りの
パターンである X 次元に沿ったブロック分割、XY 次元でのサイクリック分割、Y 次元に沿ったサ
イクリック分割については、読者の課題として残しておきます。
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1 つの次元での
ブロック分割

XY次元での
ブロック分割

1つの次元での
サイクリック分割

図 1-5：2 次元のデータ分割

　通常、データは 1 次元で格納されます。データの論理的なビューとして多次元のビューが使用さ
れる場合であっても、1 次元の物理ストレージにマッピングされることは変わりません。データを
スレッドに分配する方法を決定するには、そのデータが物理的にどのように格納されるのか、そし
て各スレッドがどのような順序で実行されるのかが重要となります。スレッドの構成方法は、プロ
グラムのパフォーマンスに重大な影響をおよぼします。

データ分割

　データ分割には基本的に以下の 2 つの方法があります。

●●  ブロック…スレッドがそれぞれデータの一部分を受け取り、通常はデータが均等に分配される

●●  サイクリック…スレッドがそれぞれデータの複数の部分を受け取る

　プログラムのパフォーマンスは、通常はブロックのサイズに左右されます。ブロック分割とサイクリック
分割の両方で最適な分割方法を決定することは、コンピュータアーキテクチャと密接に関連しています。こ
れについては、例を交えて詳しく見ていきます。

1.1.3　コンピュータアーキテクチャ
　コンピュータアーキテクチャの分類方法はさまざまです。フリンの分類は広く用いられている分
類法の 1 つであり、命令とデータがコアをどのように流れるかに応じて、アーキテクチャが以下の
4 種類に分類されます（図 1-6）。

●●  SISD（Single Instruction Single Data）

●●  SIMD（Single Instruction Multiple Data）

●●  MISD（Multiple Instruction Single Data）

●●  MIMD（Multiple Instruction Multiple Data）
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Single Instruction Multiple Data
(SIMD)

Single Instruction Single Data
(SISD)

Multiple Instruction Single Data
(MISD)

命令

デ
ー
タ

Multiple Instruction Multiple Data
(MIMD)

図 1-6：フリンの分類

　SISD（Single Instruction Single Data）は、従来のコンピュータ —— つまり逐次アーキテクチャを
指します。このコンピュータに搭載されているコアは 1 つだけです。実行される命令ストリームは
常に 1 つだけで、演算は 1 つのデータストリームで実行されます。
　SIMD（Single Instruction Multiple Data）は、並列アーキテクチャの一種であり、コンピュータに
は複数のコアが搭載されています。すべてのコアが常に同じ命令ストリームを実行し、演算はそれ
ぞれ異なるデータストリームで実行されます。ベクトルコンピュータは一般に SIMD に分類されて
おり、最近のほとんどのコンピュータは SIMD アーキテクチャを採用しています。おそらく SIMD
の最大の利点は、CPU のコードを書いているプログラマが処理を逐次的に捉える一方で、データ操
作の並列化を通じて処理を高速化できることでしょう。これは、並列化の細かい部分をコンパイラ
が処理してくれるおかげです。
　MISD（Multiple Instruction Single Data）は、各コアが別々の命令ストリームを通じて同じデータ
ストリームを処理するという、少し珍しいアーキテクチャです。
　MIMD（Multiple Instruction Multiple Data）は、複数のコアが複数のデータストリームを処理し、
それぞれ別個の命令を実行するという並列アーキテクチャの一種です。多くの MIMD アーキテク
チャには、SIMD の実行上の内部要素も含まれています。
　アーキテクチャレベルでは、以下の目的を達成するためにさまざまな改良が施されています。

●●  遅延の低減

●●  帯域幅の改善

●●  スループットの改善

　遅延とは、演算の開始から完了までにかかる時間のことであり、通常はマイクロ秒で表されます。
帯域幅とは、単位時間あたりに処理できるデータの量のことであり、通常はメガバイト毎秒（MB/s）
またはギガバイト毎秒（GB/s）で表されます。スループットとは、特に浮動小数点数演算に大きく
依存する科学技術計算分野において、単位時間あたりに処理できる演算の量のことであり、通常は
ギガフロップス（GFLOPS）で表されます。ギガフロップスは、1 秒間に 10 億回の浮動小数点数演
算を実行できることを意味します。遅延は演算が完了するまでの時間を表し、スループットは特定
の単位時間内に処理される演算の数を表します。
　また、メモリの構成に基づいてコンピュータアーキテクチャをさらに細かく分類することもでき
ます。通常は、以下の 2 種類に分類されます。



第１章  ｜　CUDA によるヘテロジニアス並列コンピューティング

8

●●  分散メモリを使用するマルチノード

●●  シェアードメモリを使用するマルチプロセッサ

　マルチノードシステムでは、ネットワークによって接続された複数のプロセッサを組み合わせて
大規模な計算エンジンが構築されます。プロセッサにはそれぞれローカルメモリが搭載されており、
プロセッサどうしがそれぞれのローカルメモリの内容をネットワーク経由でやり取りできます。図
1-7 は、分散メモリを使用する典型的なマルチノードシステムを示しています。これらのシステム
はよくクラスタと呼ばれます。

プロセッサ

キャッシュ キャッシュ

メモリ

相互接続ネットワーク

メモリ

キャッシュ

......

......

......

プロセッサ プロセッサ

メモリ

図 1-7：分散メモリを使用するマルチノードシステム

　マルチプロセッサアーキテクチャの規模は、通常はデュアルプロセッサから数十あるいは数百も
のプロセッサにおよびます。これらのプロセッサは、物理的に同じメモリに接続されているか（図
1-8）、PCI-Express（PCIe）などの低遅延リンクを共有します。メモリを共有するということは、ア
ドレス空間を共有するということですが、物理メモリが 1 つだけであるとは限りません。そうした
マルチプロセッサには、マルチコアと呼ばれる複数のコアを搭載したシングルチップシステムと、
複数のチップからなるコンピュータの両方が含まれます。これらはどちらもマルチコアデザインを
採用している可能性があります。マルチコアアーキテクチャにより、シングルコアアーキテクチャ
は過去のものとなっています。
　コアの数が数十から数百におよぶなど、コアの数が特に多いマルチコアアーキテクチャを通常は
メニーコアと呼びます。最近では、コンピュータアーキテクチャはマルチコアからメニーコアへ移
行しています。
　GPU（Graphics Processing Unit）はメニーコアアーキテクチャに相当するもので、上記のほぼす
べての種類の並列化 —— マルチスレッド、MIMD、SIMD、命令レベルの並列化 —— に対応します。
NVIDIA では、この種のアーキテクチャを SIMT（Single Instruction, Multiple Thread）と呼んでいま
す。
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プロセッサ プロセッサ

キャッシュ

バス

キャッシュ

プロセッサ

シェアードメモリ

......

......キャッシュ

図 1-8：物理的に同じメモリに接続するマルチプロセッサアーキテクチャ

　GPU と CPU は共通の祖先を持つわけではありません。もとより、GPU はグラフィックス向けの
アクセラレータです。GPU が、超並列コンピューティング問題を解決するのにふさわしい、高性能
で、汎用的で、完全にプログラム可能なタスク／データ並列プロセッサとなったのは、ごく最近の
ことです。

GPU コアと CPU コア

　GPU アーキテクチャと CPU アーキテクチャはメニーコアおよびマルチコアとして分類されますが、
GPU コアと CPU コアはまったく異なるものです。
　CPU コアは比較的高度なコアであり、逐次プログラムの実行を最適化することを目的として、非常に複
雑な制御ロジックのために設計されています。
　GPU コアは比較的軽量なコアであり、並列プログラムのスループットに焦点を合わせて、より単純な制
御ロジックを持つデータ並列化タスクのために最適化されています。

1.2　ヘテロジニアスコンピューティング
　初期のコンピュータには、一般的なプログラミングタスクを実行するために設計された CPU が
搭載されているだけでした。この 10 年間で、HPC コミュニティの主流は複数の処理コンポーネン
トを搭載したコンピュータに切り替わっています。その代表格は GPU ですが、もともとは、グラ
フィックス向けの並列処理に特化した設計になっていました。GPU の性能が徐々に向上し、より一
般化された結果、パフォーマンスや電力効率の高さにより、汎用の並列コンピューティングタスク
に適用できるようになりました。
　CPU と GPU は、一般的には、1 つのコンピュータノード内で PCI-Express バスによって接続され
る別々の処理コンポーネントです。この種のアーキテクチャでは、GPU をディスクリートデバイス
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と呼びます。
　ホモジニアス（同種）システムからヘテロジニアス（異種）システムへの転換は、HPC の歴史にお
いて 1 つの節目となっています。ホモジニアスコンピューティングでは、同じアーキテクチャのプ
ロセッサを 1 つ以上使ってアプリケーションを実行します。ヘテロジニアスコンピューティングで
は、複数のプロセッサアーキテクチャを使ってアプリケーションを実行し、タスクを適切なアーキ
テクチャに割り当てることで、結果的にパフォーマンスを向上させます。
　ヘテロジニアスシステムには、従来の HPC システムと比べて大きな利点がありますが、アプリ
ケーションの設計が複雑になるため、ヘテロジニアスシステムの利用に効果があるケースは、現状
では限られています。並列プログラミングは最近大きな注目を集めていますが、異種の演算リソー
スが含まれるとなると、その分複雑さが増すことになります。
　並列プログラミングが初めての場合は、パフォーマンスの改善と、ヘテロジニアスアーキテク
チャで現在利用可能な、高度なソフトウェアツールという恩恵を受けることができます。並列プロ
グラミングに慣れている場合は、ヘテロジニアスアーキテクチャでの並列プログラミングにもすぐ
に適応できるでしょう。

1.2.1　ヘテロジニアスアーキテクチャ
　最近の一般的なヘテロジニアス演算ノードは、2 つのマルチコア CPU ソケットと 2 つ以上のメ
ニーコア GPU で構成されています。現時点では、GPU はスタンドアロンプラットフォームではな
く、CPU のコプロセッサです。このため、GPU は PCI-Express バスを通じて CPU ベースのホスト
と連動しなければなりません（図 1-9）。GPU コンピューティング用語として、CPU がホスト、GPU
がデバイスと呼ばれるのは、このためです。

CU

キャッシュ

MARDMARD

CPU GPU

PCle バス

ALU

ALU ALU

ALU

図 1-9：ヘテロジニアスアーキテクチャ

　ヘテロジニアスアプリケーションは、以下の 2 つの部分で構成されます。

●●  ホストコード

●●  デバイスコード

　ホストコードは CPU で実行され、デバイスコードは GPU で実行されます。ヘテロジニアスプラッ
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トフォームで実行されるアプリケーションは、通常は CPU によって初期化されます。CPU コードは、
計算量の多いタスクがデバイスにロードされるのに先立ち、そのデバイスの環境、コード、データ
を管理する役割を担います。
　計算量の多いアプリケーションでは、プログラムセクションでのデータの並列性が高いことがよ
くあります。GPU は、こうしたデータ並列性の高い部分の実行を高速化するために使用されます。
アプリケーションの計算量の多い部分を高速化するにあたって、物理的に CPU と離れた場所にあ
るハードウェアコンポーネントが使用される場合、そのコンポーネントをハードウェアアクセラ
レータと呼びます。GPU はハードウェアアクセラレータの代表例であると言ってよいでしょう。
　NVIDIA の GPU コンピューティングプラットフォームは、以下の製品ファミリで利用できます。

●●  Tegra

●●  GeForce

●●  Quadro

●●  Tesla

　Tegra は、タブレットやスマートフォンといったモバイル／組み込みデバイス向けに設計されて
います。GeForce はコンシューマグラフィックス、Quadro はプロ仕様のビジュアライゼーション、
Tesla はデータセンター向けの並列コンピューティングを目的として設計されています。Fermi は
Tesla 製品ファミリの GPU アクセラレータとして、最近では HPC アプリケーションのコンピュー
ティングアクセラレータとして広く利用されています。Fermiは、2010年にNVIDIAによってリリー
スされた、世界初の完全な GPU コンピューティングアーキテクチャです。Fermi GPU アクセラレー
タにより、地震データの処理、生化学シミュレーション、天気／気象モデルの作成、信号処理、金
融工学、CAE（Computer-Aided Engineering）、数値流体力学、データ分析など、さまざまな分野に
おいて HPC の機能が再定義され、高速化されることになりました。現世代の GPU コンピューティ
ングアーキテクチャは、Fermi の後、2012 年の秋にリリースされた Kepler です。Kepler の処理性
能は前世代の GPU をはるかに凌いでおり、GPU でのワークロードの処理を最適化し、並列化を促
進するための新たな手法を提供するため、HPC にさらなる革命を起こすものと期待されています。
Tegra K1 には、GPU として Kepler が搭載されており、組み込みアプリケーションにおいて GPU
の能力を解き放つために必要なものがすべて含まれています。
　GPU の性能は、以下の 2 つの重要な特性によって表現されます。

●●  CUDA コアの数

●●  メモリのサイズ

　このため、GPU のパフォーマンスを表すための指標として、以下の 2 つがあります。

●●  ピーク計算性能

●●  メモリ帯域幅

　ピーク計算性能は、計算能力の度合いであり、通常は 1 秒間に処理できる単精度または倍精度浮
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動小数点数演算の数として定義されます。ピーク性能は、通常は GFLOPS（ギガフロップス）また
は TFLOPS（テラフロップス）で表されます。前者は 1 秒間に 10 億回の浮動小数点数演算を実行
できることを意味し、後者は 1 秒間に 1 兆回の浮動小数点数演算を実行できることを意味します。
メモリ帯域幅は、メモリからデータを読み取る、またはメモリにデータを格納するときのレートで
あり、通常はギガバイト毎秒（GB/s）で表されます。FermiとKeplerのアーキテクチャおよびパフォー
マンス特性を簡単にまとめると、表 1-1 のようになります。

表1-1：Fermi と Kepler
FERMI（TESLA.C2050） KEPLER（TESLA.K10）

CUDA コア 448 2×1536

メモリ 6GB 8GB

ピーク性能 ※ 1.03TFLOPS 4.58TFLOPS

メモリ帯域幅 144GB/s 320GB/s

※ 単精度浮動小数点数演算の数で表されたピーク性能

　本書のほとんどの例は、Fermi と Kepler のどちらの GPU でも実行できます。一部の例では、
Kepler GPU にのみ搭載されているアーキテクチャ上の特別な機能が必要です。

［日本語版コラム］GPU アーキテクチャの進化

　2015 年 9 月時点では、表 1-1 の TESLA K10 と同じ Kepler アーキテクチャに基づきながらも、より高
性能な Tesla K40 が利用可能です。また、GPU アーキテクチャは着々と進化を続けており、Kepler アー
キテクチャから Maxwell と呼ばれる新しいアーキテクチャへの移行が始まっています。この Maxwell アー
キテクチャは、Quadro/GeForce 製品に採用されています。Fermi、Kepler、Maxwell、各アーキテクチャ
のフラッグシップレベル製品のスペックは以下のとおりであり、世代が変わっても最大消費電力はほぼ同じ
ですが、ピーク性能は向上し続けています。

Fermi
（TESLA.C2050）

Kepler
（TESLA.K40）

Maxwell
（Quadro.M6000）

CUDA コア 448 2880 3072

メモリ容量 6GB 12GB 12GB

ピーク性能 1.03TFLOPS 5.0TFLOPS 6.1TFLOPS※

メモリ帯域幅 144GB/s 288GB/s 317GB/s

最大消費電力 240W 235W 250W

※ ベースクロックで算出

　GPU アーキテクチャの進化は Maxwell で終わりではありません。次世代、次々世代のアーキテクチャ
として Pascal、Volta のリリースが予定されています。GPU はこれからさらに使いやすくなり、電力あた
りの性能も向上していきます。今後も GPU アーキテクチャの進化に注目です。



13

1

1.2　ヘテロジニアスコンピューティング

コンピュートケイパビリティ（Compute Capability）

　Tesla の全製品ファミリに含まれている GPU アクセラレータのハードウェアバージョンを表すために、
NVIDIA ではコンピュートケイパビリティ（CC）という特別な用語を使用しています。Tesla 製品のバージョ
ンは表 1-2 のとおりです。
　メジャーリビジョン番号が同じである場合、コアアーキテクチャは同じです。

●●  Kepler クラスのアーキテクチャはメジャーバージョン番号3

●● . Fermi クラスのアーキテクチャはメジャーバージョン番号2

●● . Tesla クラスのアーキテクチャはメジャーバージョン番号1

　NVIDIA が提供している 1 つ目のクラスの GPU には、Tesla GPU アクセラレータのファミリ全体と同
じ Tesla 名が含まれています。
　なお、本書の例を実行するには、コンピュートケイパビリティが 2 以上であることが必要です。

表1-2：Tesla●GPUコンピューティング製品のコンピュートケイパビリティ（CC）
GPU CC

Tesla K40 3.5

Tesla K20 3.5

Tesla K10 3.0

Tesla C2070 2.0

Tesla C1060 1.3

1.2.2　ヘテロジニアスコンピューティングのパラダイム
　GPU コンピューティングは CPU コンピューティングに取って代わるものではありません。どち
らのアプローチも、特定の種類のプログラムにとってメリットがあります。CPU コンピューティン
グは制御系のタスクに適しており、GPU コンピューティングはデータ並列処理が集中するタスクに
適しています。CPU とそれを補完する GPU は、強力なタッグを組みます。CPU は、短いシーケン
スの計算処理によって表される動的なワークロードや、予測できない制御フローに合わせて最適化
されています。GPU はその対極にあり、計算タスクとシンプルな制御フローが大部分を占めるワー
クロードに合わせて最適化されています。図 1-10 に示すように、CPU と GPU の適用範囲は以下の
2 つの次元によって区別されます。

●●  並列化のレベル

●●  データのサイズ
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データサイズ（小→大）

CPU
逐次コンピューティング

GPU
並列コンピューティング

グラフィックス

（
高
↑
低
）
並
列
性

図 1-10：CPU と GPU の適用範囲

　問題のデータサイズが小さく、制御ロジックが複雑で、並列性が低い場合は、複雑なロジックや
命令レベルの並列化に対処できる点で、CPU が適しています。大量のデータを処理し、データの並
列性が圧倒的に高い問題に対しては、GPU を選択するのが正解です。これは、GPU がプログラマ
ブルコアを多数搭載し、大規模なマルチスレッディングのサポートが可能であり、ピーク帯域幅が
CPU よりも高いためです。
　CPU ＋ GPU 形式のヘテロジニアス並列コンピューティングアーキテクチャが進化したのは、
CPU と GPU が補完的な性質を持ち、これら 2 種類のプロセッサを使ってアプリケーションのパ
フォーマンスを最大限に高めることが可能であるためです。したがって、パフォーマンスを最適化
するには、アプリケーションで CPU と GPU の両方を利用する必要があるでしょう。この場合は、
逐次的な部分やタスク並列化に関する部分を CPU で実行し、データ並列化に集約する部分を GPU
で実行します（図 1-11）。

GPU

アプリケーションコード

CPU
計算量の多い部分

逐次的な部分

図 1-11：CPU と GPU の併用
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　このような方法でコードを記述すれば、GPU と CPU の補完的な性質をうまく利用して、CPU ＋
GPU 統合システムの計算能力を完全に引き出すことができます。アプリケーションでの CPU と
GPU の併用を可能にするために、NVIDIA は CUDA と呼ばれるプログラミングモデルを設計しまし
た。本書のテーマは、この新しいプログラミングモデルです。

CPU スレッドと GPU スレッド

　CPU のスレッドは、一般的には、重量のあるエンティティです。マルチスレッド機能を実現するには、
オペレーティングシステムが CPU の実行チャネルでスレッドを切り替えなければなりません。こうしたコ
ンテキストスイッチは低速で、高くつきます。
　GPUのスレッドはきわめて軽量です。標準的なシステムでは、数千ものスレッドがキューに追加されます。
あるスレッドグループを待機しなければならない場合、GPU は単に別のグループで実行を開始します。
　CPU コアは、一度に実行するスレッドを 1 つか 2 つに制限することで、遅延を最小限に抑えるように設
計されています。これに対し、GPU コアは大量のスレッドを並行かつ同時に実行することで、スループッ
トを最大化するように設計されています。
　現在、クアッドコアプロセッサを 4 つ搭載している CPU で同時に実行できるスレッドは、たった 16 個
です。CPU がハイパースレッディングをサポートしている場合は、32 個になります。
　NVIDIA の Fermi アーキテクチャ世代の GPU では、マルチプロセッサあたり最大で 1,536 個 ※2 のアク
ティブスレッドの並列実行をサポートできます。マルチプロセッサを 16 個搭載した GPU では、24,000
を超えるアクティブスレッドの並列実行をサポートすることも可能です。

1.2.3　 CUDA：ヘテロジニアスコンピューティングのための 
プラットフォーム

　CUDA は、汎用的な並列コンピューティングプラットフォーム／プログラミングモデルであり、
NVIDIA GPU の並列コンピュートエンジンを利用して多くの複雑なコンピューティング問題をより
効率的に解決します。CUDA を使用すれば、CPU で従来行ってきたのと同じように、GPU をコン
ピューティングに活用できます。
　CUDA プラットフォームを利用するには、CUDA アクセラレーションライブラリ、コンパイラ
ディレクティブ、アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）、そして C、C++、
Fortran、Python といった業界標準のプログラミング言語に対する拡張を利用します（図 1-12）。
本書では、CUDA C プログラミングを重点的に見ていきます。

※2	 ［監注］	Fermi での値。Kepler、Maxwell では、2,048 個になった。



第１章  ｜　CUDA によるヘテロジニアス並列コンピューティング

16

GPUコンピューティングアプリケーション

プログラミング言語

ライブラリとミドルウェア

CUFFT
CUBLAS

CURAND
CUSPARSE

etupmoCtceriDnohtyPnartroFC ディレクティブ
（OpenACCなど）

C++

CULA
MAGMA

Thrust
NPP

PhysX
OptiX iray MATLAB

Mathematica

VSIPL
SVM

OpenCurrent

図 1-12：CUDA プラットフォーム

　CUDA C は ANSI C 規格の拡張であり、ヘテロジニアスプログラミングを可能にするための言語
拡張と、デバイス、メモリ、その他のタスクを管理するための使いやすい API で構成されています。
CUDA はスケーラブルなプログラミングモデルでもあり、さまざまな数のコアを搭載した GPU に
対して、プログラムの並列化を透過的にスケーリングできます。一方で、C プログラミング言語に
精通しているプログラマであれば、CUDA を習得するのは簡単です。
　CUDA は、GPU デバイスを管理するための API とスレッドを管理するための API という、以下の
2 つのレベルの API で構成されています（図 1-13）。

●●  CUDA Driver API

●●  CUDA Runtime API

CPU
アプリケーション

CUDAライブラリ

CUDA Runtime

CUDA Driver

GPU

図 1-13：CUDA Driver API と CUDA Runtime API
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　Driver●APIは低レベルの API であり、プログラミングは比較的難しいものの、GPU デバイスの使
用法をより細かく制御できます。Runtime●APIは、Driver API をベースとして実装された、より高
レベルの API です。Runtime API の各機能は、Driver API に渡されるより簡潔な機能に整理されて
います。

［日本語版コラム］Runtime API と Driver API

　Runtime API と Driver API のパフォーマンスに顕著な違いはありません。カーネルによるメモリの使用
法や、デバイス上でのスレッドの構成方法のほうが、はるかに大きな影響をもたらします。
　Driver API は、Runtime API の土台となっている下位レベルの API です。Driver API では、コンテキス
ト（Context）やモジュール（Module）など、多くのアプリケーション開発者にとって意識する必要性の低
い概念を習得する必要がありますが、Runtime API では、これらの概念は隠ぺいされており、アプリケー
ション開発者はそれを意識することなく CUDA プログラムを記述できます。したがって、多くのアプリケー
ションでは、プログラムの読みやすさを高めるという意味でも、Runtime API を使用することが好ましく、
Runtime API と Driver API を混在させることはありません。
　しかし、わずかではあるものの、Runtime API では提供されず、Driver API でのみ提供される機能があ
ります。その機能が必要な場合、アプリケーション全体を Driver API で記述する必要があるのでしょうか。
いいえ、そんなことはありません。Runtime API と Driver API は併用することが可能です。もし Driver 
API でのみ提供される機能が必要な場合は、必要な部分だけ Driver API を採用し、他の部分は Runtime 
API で記述する方法をとることができます。

　CUDA プログラムは、以下の 2 つの部分で構成されます。

●●  CPU で実行されるホストコード

●●  GPU で実行されるデバイスコード

　NVIDIA の CUDA コンパイラである nvcc は、コンパイルプロセスでデバイスコードをホストコー
ドから切り離します。図 1-14 に示すように、ホストコードは標準の C コードであり、さらに C コ
ンパイラによってコンパイルされます。デバイスコードは CUDA C で記述され、データ並列化関数
をラベル付けするためのキーワードによって拡張されます。これらのデータ並列化関数はカーネル
と呼ばれます。デバイスコードはさらに nvcc によってコンパイルされます。そして、カーネル関
数の呼び出しと GPU デバイスの明示的な操作を可能にするために、リンク時に CUDA ランタイム
ライブラリが追加されます。
　CUDA の nvcc コンパイラは、広く利用されている LLVM オープンソースコンパイラインフラス
トラクチャに基づいています。CUDA Compiler SDK を利用すれば、GPU アクセラレーションをサ
ポートするプログラミング言語を作成・拡張することが可能です（図 1-15）。
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CUDAライブラリ

CUDAコンパイラ

CPUホストコード

Cコンパイラ

CPU

CUDAコンピューティング
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GPU

CPU＋GPU統合コード

図 1-14：CUDA プログラムの構造

CUDA
C, C++, Fortran 新しい言語のサポート

LLVM Compiler
For CUDA

NVIDIA
GPUs

新しいプロセッサ
のサポート

×86
CPUs

図 1-15：GPU アクセラレーションをサポートするプログラミング言語の作成・拡張が可能

　CUDA プラットフォームは、多種多様な並列コンピューティングエコシステムをサポートするた
めの基盤でもあります（図 1-16）。世界水準のツール、サービス、ソリューションを提供する企業
が次々に登場していることを背景に、CUDA エコシステムは急成長を遂げています。GPU ベースの
アプリケーションを開発したい場合、GPU の性能を利用する最も簡単な方法は、C/C++ 開発者に対
して包括的な開発環境を提供する CUDA Toolkit※3 を使用することです。CUDA Toolkit には、コン
パイラ、数学ライブラリ、およびアプリケーションのデバッグやパフォーマンスの最適化を行うた
めのツールが含まれています。また、サンプルコード、プログラミングガイド、ユーザーマニュア
ル、API リファレンスなど、作業を開始するのに役立つドキュメントも揃っています。

※3	 https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit
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図 1-16：CUDA プラットフォーム

1.3　Hello.World.from.GPU
　新しいプログラミング言語を習得するとしたら、最も効果的な方法は、新しい言語を使ってプロ
グラムを作成することです。ここでは、GPU で実行する最初のカーネルコードを記述します。どの
言語でも、最初のプログラムと言えば、"Hello World" という文字列を出力するプログラムです。
　CUDA を初めて使用するときには、CUDA コンパイラが正しくインストールされていることを確
認しておくとよいでしょう。Linux システムでは、以下のコマンドを使用します。

$ which nvcc
/usr/local/cuda/bin/nvcc

　Windows システムでは、以下のコマンドを使用するとよいでしょう。

C:¥>nvcc --version
nvcc:NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2015 NVIDIA Corporation
Built on Mon_Feb_16_23:00:53_CST_2015
Cuda compilation tools, release 7.0, V7.0.27

　GPU アクセラレータカードがマシンに取り付けられているかどうかも確認しておく必要がありま
す。Linux システムでは、以下のコマンドを使って確認できます。

$ ls -l /dev/nv*
crw-rw-rw-  1 root  root   195,     0  Jul 3 13:44 /dev/nvidia0
crw-rw-rw-  1 root  root   195,     1  Jul 3 13:44 /dev/nvidia1
crw-rw-rw-  1 root  root   195,   255  Jul 3 13:44 /dev/nvidiactl
crw-rw----  1 root  root    10,   144  Jul 3 13:39 /dev/nvram
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　この例では GPU カードが 2 枚取り付けられていますが、実際の構成はこれとは異なる場合があ
ります。CUDA コンパイラと GPU カードを確認できたところで、最初の CUDA C コードを記述す
る準備が整いました。CUDA C プログラムを作成して実行する手順は以下のとおりです。

1.	  .cu という特別なファイル名拡張子を持つソースコードファイルを作成する。

2.	  CUDA の nvcc コンパイラを使ってプログラムをコンパイルする。

3.	  GPU で実行可能なカーネルコードが含まれた実行ファイルをコマンドラインから実行する。

　出発点として、"Hello World" を出力する C プログラムを作成してみましょう。

#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv)
{
  printf("Hello World from CPU!\n");
}

　このコードを hello.cu ファイルに保存し、nvcc を使ってコンパイルします。nvcc コンパイラ
のセマンティクスは、gcc やその他のコンパイラのものと同様です ※4。

$ nvcc hello.cu -o hello

　hello 実行ファイルを実行すると、以下の出力が表示されます。

Hello World from CPU!

　次に、helloFromGPU というカーネル関数を作成し、そこから "Hello World from GPU!" を出
力してみましょう。

__global__ void helloFromGPU()
{
  printf("Hello World from GPU!\n");
}

※4	 ［訳注］	たとえばVisual	 Studio 環境で hello.cuファイルをコンパイルする際には、ホストコンパイラとして
cl.exeを使用することになる。ただし、Visual	 Studio 以外の環境でコンパイルすると、ホストコンパイラによっ
て "warning C4819: ファイルは、現在のコードページ（932）で表示できない文字を含んでいます。"という警告メッセー
ジが表示されることがある。この警告メッセージが表示されないようにしたい場合は、nvccからホストコンパイ
ラに直接オプションを渡すためのスイッチを指定する必要があるかもしれない。たとえばC4819 警告が出力されな
いようにしたい場合は、nvccのコマンドラインで -Xcompiler "/wd 4819"を指定する必要がある。
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1.3　Hello.World.from.GPU

　__global__ 修飾子は、この関数が CPU から呼び出され、GPU で実行されることをコンパイラ
に認識させます。このカーネル関数を呼び出すには、以下の太字部分のコードを使用します。

int main(int argc, char **argv)
{
  printf("Hello World from CPU!\n");

  helloFromGPU<<<1, 10>>>();
}

　<<<...>>> は、ホストスレッドからのデバイスコードの呼び出しを指定します。カーネルは一連
のスレッドによって実行され、すべてのスレッドが同じコードを実行します。<<<...>>> で囲ま
れているパラメータは、このカーネルを実行するスレッドの数を指定する実行上の設定です。この
例では、GPU スレッドを 10 個実行することになります。ここまでのコードをまとめると、リスト
1-1 のようになります。

リスト 1-1：chapter01/hello.cu

#include <stdio.h>

__global__ void helloFromGPU()
{
  printf("Hello World from GPU!\n");
}

int main(int argc, char **argv)
{
  printf("Hello World from CPU!\n");

  helloFromGPU <<<1, 10>>>();
  cudaDeviceReset();
  return 0;
}

　cudaDeviceReset は、現在のプロセスにおいて現在のデバイスに関連付けられているリソース
をすべて明示的に破棄し、後始末を行う関数です。このコードをコンパイルするには、nvcc のコ
マンドラインで -arch sm_20 スイッチを指定します ※5。

$ nvcc -arch sm_20 hello.cu -o hello

※5	 ［訳注］	ダウンロードサンプルでは、リスト 1-1 の cudaDeviceReset();が CHECKマクロで囲まれている。このマ
クロは common/common.hで定義されているが、このヘッダーファイルは sys/time.hをインクルードしているた
め、Windows 環境などではエラーになる。日本語版のダウンロードサンプルには、参考までに、検証環境で正常
に動作することが確認された common_vc.hファイルが含まれている。うまくいかない場合は、ソースコードのイ
ンクルード定義を common_vc.hファイルに変更してみるとよいかもしれない。
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　-arch sm_20 スイッチを指定すると、Fermi（CC 2.0）以降で動作するコードが生成されます。実
行ファイルを実行すると ※6 、各スレッドから合計 10 個の "Hello World from GPU!" 文字列が出
力されます。

$ ./hello
Hello World from CPU!
Hello World from GPU!
Hello World from GPU!
Hello World from GPU!
Hello World from GPU!
Hello World from GPU!
Hello World from GPU!
Hello World from GPU!
Hello World from GPU!
Hello World from GPU!
Hello World from GPU!

［日本語版コラム］コンパイラオプション

　コンパイラは常に性能の優れたコード生成に努めていますが、GPU アーキテクチャが異なれば、最適な
コードも異なります。そこで nvcc には、ターゲット GPU アーキテクチャを指定する -arch オプションが
用意されています。Fermi 世代の Tesla C2050 はコンピュートケーパビリティ（CC）2.0 なので、-arch 

sm_20と指定します。Kepler世代のTesla K40はCC 3.5なので、-arch sm_35と指定します。これにより、
nvcc がそれぞれの GPU アーキテクチャに最適なコードを生成します。
　さて、ここで注意すべきポイントは互換性です。CUDA プラットフォームで想定しているのは上方互換
性です。つまり、Fermi 向けに生成したコードは Kepler 世代の GPU で動作しますが、Kepler 向けに生成
したコードは Fermi 世代の GPU では動作しません。そのために、使用する可能性のある GPU のうち、最
も世代の古い GPU をターゲットに指定してアプリケーションをビルドし、それを世代の新しい古いに関係
なくすべての GPU で使用している方も多いのではないでしょうか。しかし、それでは新しい世代の GPU
の性能・機能を活かすことができません。
　このようなときに効果を発揮するのが -gencodeオプションです。このオプションを使用すると、異な
る GPU アーキテクチャごとに最適なコードを生成できます。たとえば、-gencode arch=compute_20, 

code=sm_20 -gencode arch=compute_35,code=sm_35のように -gencodeオプションを複数指定すると、
nvccがFermi世代とKepler世代のそれぞれに最適なコードを生成し、それを1つのバイナリに集約します。
このバイナリには、GPU アーキテクチャを識別し、それに合ったコードを選択して実行する仕組みも含ま
れています。-gencode オプションを使用すれば、性能に妥協することなく、1 つのバイナリで新旧世代の
GPU を使いこなすことができます。ぜひ活用してください。

※6	 ［訳注］	Windows 環境では、./helloではなく helloとだけ入力する必要がある。
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1.4　CUDA.Cプログラミングは難しい？

CUDA プログラムの構造

　一般的な CUDA プログラムの構造は、主に以下の 5 つのステップで構成されます。

1.	 .GPUメモリを確保する。

2.	 .CPUメモリからデータをGPUメモリにコピーする。

3.	 CUDAカーネルを呼び出し、プログラムに必要な計算を実行する。

4.	 GPUメモリからデータをCPUメモリにコピーする。

5.	 GPUメモリを解放する。

　hello.cu のような単純なプログラムでは、3 つ目の「カーネルの呼び出し」しか見当たりません。これ以
降の例では、CUDA プログラムを構成しているこれらのステップを詳しく見ていきます。

1.4　CUDA.Cプログラミングは難しい？
　CPU プログラミングと GPU プログラミングの主な違いは、プログラマが GPU アーキテクチャの
機能をどれくらい扱うことになるかです。GPU アーキテクチャを基本的に理解し、並列的に思惟す
れば、数百ものコアにスケーリングする並列プログラムを、逐次プログラムを記述するときと同じ
くらい簡単に作成できます。
　並列プログラミングにおいて効率的なコードを記述したい場合は、CPU アーキテクチャを基本的
に理解している必要があります。たとえば、局所性は並列プログラミングにおいて非常に重要な概
念です。局所性は、メモリアクセスの遅延を減らすためにデータを再利用することを指します。参
照の局所性は、基本的に次の 2 種類に分かれます。時間的局所性は、比較的短い時間内でデータや
リソースを再利用することを意味します。空間的局所性は、最近利用したデータと比較的近い場所
にあるデータ要素を使用することを意味します。最近の CPU アーキテクチャでは、十分な空間的
局所性や時間的局所性に基づいてアプリケーションを最適化できるよう、大きなキャッシュが使用
されます。CPU キャッシュを効率よく使用するようにアルゴリズムを設計する責任はプログラマに
あります。プログラマは低レベルのキャッシュの最適化に対処しなければなりませんが、スレッド
がアーキテクチャによってどのようにスケジュールされるのかに関する情報を CPU から取得する
ことはできないため、イントロスペクションを行う（コードの実行に関する情報を把握する）ことは
できません。
　CUDA には、メモリ階層とスレッド階層という 2 つの概念があり、以下の構造を利用することに
より、スレッドの実行とスケジュールをより細かく制御できます。

●●  メモリ階層構造

●●  スレッド階層構造

　たとえば、CUDA プログラミングモデルでは、シェアードメモリ（共有メモリ）と呼ばれる特殊な
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メモリが提供されます。シェアードメモリについては、メインメモリへの帯域幅の消費を抑えるこ
とで大幅な高速化を図ることを目的とする、ソフトウェアによって管理されるキャッシュと考えれ
ばよいでしょう。シェアードメモリを利用すれば、コードの局所性を直接制御できます。
　並列プログラムを ANSI C で記述するときには、pthreadsまたは OpenMPを使ってスレッドの
構成を明示的に指定する必要があります。pthreads と OpenMP は、並列プログラミングをサポー
トするために用いられる、よく知られた手法であり、ほとんどのプロセッサアーキテクチャとオ
ペレーティングシステムで利用できます。CUDA C でプログラムを作成するときには、実際には、
逐次コードがたった 1 つのスレッドで呼び出されるようにするだけです。このカーネルを GPU が
受け取り、数百ものスレッドを起動して並列化し、すべてのスレッドに同じ計算を実行させます。
CUDA プログラミングモデルでは、スレッドを階層形式で構成することが可能です。この構成を操
作すると、スレッドが GPU で実行される順序に直接影響を与えることになります。CUDA C は C
の拡張であるため、C プログラムを CUDA C へ移植するのはたいてい簡単です。概念的には、コー
ドのループを外すと、CUDA C 実装のカーネルコードが得られます。
　ハードウェアの詳細は CUDA によって抽象化されるため、アプリケーションを従来のグラフィッ
クス API にマッピングする必要はありません。CUDA の中心には、スレッドグループの階層、メモ
リグループの階層、バリア同期という 3 つの重要な概念があります。これらは最低限の言語拡張と
して提供されています。CUDA をリリースするたびに、NVIDIA は並列プログラミングを単純化し
ています。CUDA の概念を低レベルと見なす向きもありますが、抽象化のレベルをそれ以上引き上
げれば、アプリケーションとプラットフォーム間のやり取りを制御する能力が低下することになり
ます。そうした能力なしには、アーキテクチャをどれくらい理解していようと、アプリケーション
のパフォーマンスを制御することは不可能です。
　したがって、GPU アーキテクチャを基本的に理解し、CUDA の開発ツールや開発環境を使いこな
すことが、読者の課題となります。

CUDA の開発環境

　NVIDIA では、C/C++ 開発者が GPU ベースのアプリケーションを構築するための総合的な開発環境を
提供しています。この環境は、以下の 5 つの要素で構成されています。

●● . NVIDIA.Nsight 統合開発環境

●● . CUDA-GDBコマンドラインデバッガ

●● . パフォーマンスを分析するためのビジュアル／コマンドラインプロファイラ

●● . CUDA-MEMCHECKメモリアナライザ

●● . GPUデバイス管理ツール

　これらのツールの使い方をマスターすれば、CUDA C でのプログラミングが容易になり、価値あるもの
となるでしょう。
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1.5　まとめ

1.5　まとめ
　コンピュータアーキテクチャと並列プログラミングモデルの両方が進化する過程で、それぞれの
設計が絡み合って現代のヘテロジニアスシステムが誕生しました。CUDA プラットフォームは、ヘ
テロジニアスアーキテクチャのパフォーマンスの改善とプログラマの生産性の向上を後押ししま
す。
　HPC の世界では、CPU ＋ GPU システムが主流となっています。この変化が、並列プログラミン
グの根本的なパラダイムシステムを引き起こしています。データ並列化のワークロードは GPU で
実行され、逐次ワークロードとタスク並列化のワークロードは CPU で実行されます。
　GPU アクセラレータに搭載された Fermi と Kepler は完全な GPU コンピューティングアーキテク
チャであり、すでに多くの分野で HPC の機能を再定義しています。本書を読み、本書で説明して
いる概念を理解すれば、ヘテロジニアスシステムにおいて数百あるいは数千ものコアにスケーリン
グする CUDA プログラムを作成することが、逐次プログラムを作成するのと同じように簡単である
ことがわかるでしょう。

 第 1 章の練習問題

1.	 図 1-5 を参考に、以下のデータ分割パターンの図を描画せよ。

●●  X 次元に沿った 2D データのブロック分割

●●  Y 次元に沿った 2D データのサイクリック分割

●●  Z 次元に沿った 3D データのサイクリック分割

2.	 hello.cu から cudaDeviceReset 関数を削除し、コンパイルして実行するとどうなるか確
認せよ。

3.	 hello.cu の cudaDeviceReset 関数を cudaDeviceSynchronize に置き換え、コンパイル
して実行するとどうなるか確認せよ。

4.	「1.3　Hello World from GPU」を参考に、コンパイルのコマンドラインからデバイスアーキ
テクチャフラグを削除し、以下のようにコンパイルしたらどうなるか確認せよ。

$ nvcc hello.cu -o hello

5.	 CUDA オンラインドキュメントの「NVIDIA CUDA Compiler Driver NVCC」セクション ※7 を読
み、nvcc がコンパイル時にサポートするファイル拡張子を確認せよ。

6.	 カーネルを実行するスレッドにはそれぞれ一意なスレッド ID が割り当てられる。これらの
スレッド ID には、組み込み変数threadIdx.xを通じてカーネルからアクセスできる。スレッ
ド ID を使って hello.cu のカーネル関数を編集し、以下の出力が得られるようにせよ。

※7	 http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-compiler-driver-nvcc/index.html#nvcc-phases
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$ ./hello
Hello World from CPU!
Hello World from GPU thread 5!



本章の目的

●●  CUDA プログラムを書く

●●  カーネル関数を実行する

●●  グリッドとブロックを使ってスレッドを構成する

●●  GPU のパフォーマンスを計測する

　本章のコードはダウンロードサンプルの chapter02 フォルダに含まれています。

　CUDA は並列コンピューティングプラットフォームであり、C 言語を少し拡張したプログラミン
グモデルでもあります。CUDA を利用すれば、C プログラムと同じくらい簡単に並列アルゴリズム
を実装できます。NVIDIA の GPU と CUDA を使用することで、組み込み、タブレット、ラップトップ、
デスクトップ、ワークステーションから HPC クラスタまで、さまざまなシステム向けにアプリケー
ションを構築することが可能です。また、プロジェクトのライフタイムにわたる CUDA プログラ
ムの編集、デバッグ、分析に役立つよう、よく知られている C プログラミングソフトウェアツー
ルを拡張したものが提供されています。本章では、ベクトル加算と行列加算という 2 つの簡単な

CUDAプログラミングモデル

2第 章
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例を使って CUDA プログラムの作成方法を学びます。

2.1　CUDAプログラミングモデルの概要
　プログラミングモデルとは、アプリケーションとハードウェア上での実装との間で橋渡しをする、
コンピュータアーキテクチャの抽象的な概念のことです。図 2-1 は、アプリケーションとプログラ
ミングモデルの実装との間にある抽象化の重要なレイヤを示しています。やり取りの抽象化は、ア
プリケーションとプログラミングモデルの実装との間にある境界であり、特権を持つハードウェア
プリミティブやオペレーティングシステムに基づき、コンパイラまたはライブラリとして実体化さ
れます。プログラミングモデルに合わせて書かれたプログラムは、そのプログラムのコンポーネン
トが情報をどのように共有し、それらのアクティビティをどのように調整するのかを指定します。
プログラミングモデルは、特定のコンピューティングアーキテクチャを論理的に表すものであり、
一般的には、プログラミング言語またはプログラミング環境に組み込まれています。

アプリケーション

プログラミングモデル

コンパイラ／ライブラリ

オペレーティングシステム

アーキテクチャ

やり取りの抽象化

ユーザー／システムの境界

ハードウェア／ソフトウェアの境界

図 2-1：プログラミングモデル

　他の並列プログラミングモデルと共通する多くの抽象化に加えて、CUDA プログラミングモデル
は GPU アーキテクチャのコンピューティング能力を利用するための特別な機能を提供します。

●●  階層構造の考え方に基づき、GPU でスレッドを構成する方法

●●  階層構造の考え方に基づき、GPU のメモリにアクセスする方法

　本章および次章では、1 つ目の点について見ていきます。2 つ目の点については、第 4 章と第 5
章で取り上げます。
　プログラマの視点からは、並列コンピューティングを以下の 3 つのレベルで捉えることができます。

●●  ドメインレベル

●●  論理レベル

●●  ハードウェアレベル
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2.1　CUDAプログラミングモデルの概要

　プログラムやアルゴリズムの設計に取り組む際には、主にドメインレベルで作業を行うことにな
ります。つまり、並列環境で動作しながら問題を正しく効率よく解決するには、データや関数をど
のように分割すればよいかについて考えます。プログラミング段階に入ると、並列スレッドをどの
ような構成にするかに関心が移ります。この段階では、スレッドと計算によって問題が正しく解決
されることを保証するために、論理レベルで考えることになります。C の並列プログラミングでは、
pthreadsまたはOpenMPを使ってスレッドを明示的に管理しなければなりません。CUDAの場合は、
スレッドの振る舞いを制御可能にするために、スレッド階層が抽象化されています。この抽象化に
よって並列プログラミングのスケーラビリティが十分に確保されることを、本書の例を見ながら確
認してください。ハードウェアレベルでは、スレッドがコアにどのようにマッピングされるのかを
理解できれば、パフォーマンスの改善に役立つかもしれません。
　CUDA のスレッドモデルでは、低レベルの詳細に踏み込まなくても、十分な情報が提供されます。
この点については、次章で説明することにします。

2.1.1　CUDA プログラミングの構造
　CUDA のプログラミングモデルでは、C プログラミング言語に対するいくつかの拡張機能を使っ
てコードに目印を付けることで、ヘテロジニアスコンピューティングシステムでアプリケーション
を実行できるようにします。ヘテロジニアス環境は、CPU とそれを補完する GPU で構成されます。
CPU と GPU は PCI-Express で接続されていますが、それぞれ専用のメモリを持っています。この
ため、以下の違いに注意してください。

●●  ホスト…CPU とそのメモリ（ホストメモリ）

●●  デバイス…GPU とそのメモリ（デバイスメモリ）

　それぞれのメモリ空間を明確に区別できるよう、本書のサンプルコードでは、ホストメモリの変
数には h_、デバイスメモリの変数には d_ で始まる名前が付いています。
　CUDA 6 以降では、ホストとデバイスのメモリ空間の橋渡しをするユニファイドメモリによって
プログラミングモデルが改良されています。この改良により、CPU と GPU のメモリに単一のポイ
ンタを使ってアクセスできるようになります。ホストとデバイス間のデータの受け渡しはシステム
によって自動的に処理されます。ユニファイドメモリの詳細については、第 4 章で説明します。さ
しあたり、ホストメモリとデバイスメモリの両方を確保する方法と、ホストメモリとデータメモリ
との間で明示的にデータをコピーする方法を理解することが重要となります。プログラマは、この
メモリとデータの制御を管理することで、アプリケーションを最適化し、ハードウェアの利用効率
を最大限に高める能力を手にします。
　CUDA プログラミングモデルの鍵を握っているのはカーネルです。カーネルとは、GPU デバイス
で実行されるコードのことです。開発者はカーネルを逐次プログラムとして表せます。開発者が書
いたカーネルは、GPU スレッドとして GPU 上でスケジュールされ、実行されます。アプリケーショ
ンのデータと GPU デバイスの性能に基づいてアルゴリズムをデバイスにマッピングする方法は、
開発者がホスト側で定義します。これには次のような意図があります —— 逐次コードを書けばよ
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い状態にすることで、開発者がアルゴリズムのロジックの作成に専念できるようにするのです。結
果として、開発者は GPU スレッドを大量に作成して管理することの煩わしさから解放されます。
　ほとんどの操作では、ホストはデバイスから独立した状態で動作できます。カーネルが起動する
とすぐにホストに制御が戻るため、デバイス上でカーネルが実行されている間に CPU が他のタス
クを実行できます。CUDA プログラミングモデルは主に非同期であるため、GPU で実行される計算
がホストとデバイス間のデータ転送とオーバーラップする可能性があります。標準的な CUDA プロ
グラムは、並列コードと逐次コードで構成されます。図 2-2 に示すように、逐次コードは（タスク
並列コードも同様に）ホストで実行され、並列コードは GPU デバイスで実行されます。ホストコー
ドは ANSI C で記述され、デバイスコードは CUDA C で記述されます。これらのコードをすべて 1
つのソースファイルにまとめてもよいですし、複数のソースファイルを使ってアプリケーションや
ライブラリを構築することもできます。NVIDIA の C コンパイラである nvcc は、ホストとデバイ
スの両方の実行コードを生成します。

ホスト = CPU

ホスト = CPU

デバイス = GPU

デバイス = GPU

CUDA C/C++アプリケーション

ホストコード

並列コード

並列コード

ホストコード

図 2-2：CUDA C/C++ アプリケーションの実行

　CUDA プログラムの一般的な処理の流れは、以下のパターンに従います。

1.	  CPU メモリからデータを GPU メモリにコピーする。

2.	 カーネルを呼び出し、GPU メモリに格納されているデータを操作する。

3.	 GPU メモリからデータを CPU メモリにコピーする。

　ここでは、ホストメモリとデバイスメモリの管理とそれらの間でのデータの移動を理解すること
から始めます。その後、GPU カーネルの実行について詳しく見ていきます。

2.1.2　メモリの管理
　CUDA プログラミングモデルでは、システムがホストとデバイスで構成され、それぞれが独立し
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2.1　CUDAプログラミングモデルの概要

たメモリを備えていることが前提となります。カーネルはデバイスメモリを使って動作します。完
全な制御と最適なパフォーマンスを実現するために、CUDA Runtime API には、デバイスメモリの
確保、デバイスメモリの解放、およびホストメモリとデバイスメモリ間でのデータの移動を処理
する関数が用意されています。表 2-1 は、メモリを操作する標準の C 関数と、それらに対応する
CUDA C の関数をまとめたものです。

表2-1：ホストとデバイスのメモリ関数
標準C関数 CUDA.C関数

malloc cudaMalloc

memcpy cudaMemcpy

memset cudaMemset

free cudaFree

　cudaMalloc は、GPU メモリの割り当てに使用される関数です。この関数のシグネチャは以下の
とおりです。

cudaError_t cudaMalloc(void** devPtr, size_t size)

　この関数は、指定されたサイズ（バイト）の連続した領域をデバイスメモリで確保します。確
保されたメモリは devPtr を通じて返されます。cudaMalloc と標準 C ランタイムライブラリの
malloc がそっくりなことに気づいたでしょうか。その意図は、インターフェイスを標準 C ランタ
イムライブラリのものにできるだけ近づけることで、アプリケーションを移植しやすくすることで
す。
　cudaMemcpy は、ホストとデバイス間でのデータ転送に使用される関数です。この関数のシグネ
チャは以下のとおりです。

cudaError_t cudaMemcpy(void* dst, const void* src, size_t count,
                       cudaMemcpyKind kind)

　この関数は、src で指定されたコピー元のメモリ領域から、dst で指定されたコピー先のメモリ
領域へ、指定されたバイト数のデータをコピーします。kind はコピーの方向を指定するパラメー
タであり、以下のいずれかを指定できます。

●●  cudaMemcpyHostToHost

●●  cudaMemcpyHostToDevice

●●  cudaMemcpyDeviceToHost

●●  cudaMemcpyDeviceToDevice

　cudaMemcpy から制御が戻って転送が完了するまで、ホストアプリケーションはブロックされま
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す。したがって、この関数の振る舞いは同期的です。カーネルの起動を除くすべての CUDA 呼び出
しでは、cudaError_t 列挙型のエラーコードが返されます。たとえば、GPU メモリが正常に確保
された場合は、以下のエラーコードが返されます。

cudaSuccess

　それ以外の場合は、以下のエラーコードが返されます。

cudaErrorMemoryAllocation

　これらのエラーコードを人が読めるエラーメッセージに変換するには、CUDA Runtime API の以
下の関数を使用します。

const char* cudaGetErrorString(cudaError_t error)

　cudaGetErrorString 関数は、標準 C の strerror 関数とよく似ています。
　CUDA プログラミングモデルには、GPU アーキテクチャのメモリ階層という抽象概念があります。
図 2-3 は、グローバルメモリとシェアードメモリの 2 つの要素が含まれた GPU のメモリ構造を示
しています。GPU のメモリ階層については、第 4 章と第 5 章で詳しく説明します。

（デバイス）グリッド

ブロック (0, 0)

シェアードメモリ

グローバルメモリ

cudaMalloc
cudaMemcpy
cudaMemset

cudaFree

ホスト

スレッド (0, 0) スレッド(1, 0) スレッド (2, 0)

図 2-3：GPU のメモリ構造

メモリ階層

　メモリ階層は、CUDA プログラミングモデルの顕著な特徴の 1 つです。各 GPU デバイスには、さまざ
まな目的に使用される何種類かのメモリがあります。メモリ階層については、第 4 章と第 5 章で詳しく説
明します。
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2.1　CUDAプログラミングモデルの概要

　GPU のメモリ階層において最も重要なメモリは、グローバルメモリとシェアードメモリの 2 つです。グ
ローバルメモリはCPUのシステムメモリに似ており、シェアードメモリはCPUのキャッシュに似ています。
ただし、GPU のシェアードメモリは CUDA C のカーネルから直接制御できます。

　ここでは、2 つの配列を足し合わせる簡単な例を使って、ホストとデバイス間でのデータの移動
を管理する方法と、CUDA C でプログラミングを行う方法を説明することにします。図 2-4 に示す
ように、配列 a の 1 つ目の要素を配列 b の 1 つ目の要素に足し、その結果を配列 c の 1 つ目の要
素として割り当てます。そして、配列のすべての要素に対して、この計算を繰り返します。

a b c

図 2-4：配列の要素の加算

　まず、2 つの配列を足し合わせるホストコードを見てみましょう（リスト 2-1）。

リスト 2-1　chapter02/sumArraysOnHost.c

#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void sumArraysOnHost(float *A, float *B, float *C, const int N) {
  for (int idx=0; idx<N; idx++) {
    C[idx] = A[idx] + B[idx];
  }
}

void initialData(float *ip,int size) {
  // 乱数シードを生成
  time_t t;
  srand((unsigned int) time(&t));

  for (int i=0; i<size; i++) {
    ip[i] = (float)( rand() & 0xFF ) / 10.0f;
  }
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  return;
}

int main(int argc, char **argv) {
  int nElem = 1024;
  size_t nBytes = nElem * sizeof(float);

  float *h_A, *h_B, *h_C;
  h_A = (float *)malloc(nBytes);
  h_B = (float *)malloc(nBytes);
  h_C = (float *)malloc(nBytes);

  initialData(h_A, nElem);
  initialData(h_B, nElem);

  sumArraysOnHost(h_A, h_B, h_C, nElem);

  free(h_A);
  free(h_B);
  free(h_C);

  return(0);
}

　これは純粋な C プログラムであるため、あなたが使っている C コンパイラでコンパイルできます。
以下に示すように、nvcc でコンパイルし、実行することもできます。このプログラムを実行して
も何も出力されません ※1。

$ nvcc -Xcompiler -std=c99 sumArraysOnHost.c -o sum
$ ./sum

　CUDA コンパイラでは、nvcc がカプセル化している内部コンパイルツールにさまざまなオプショ
ンを渡すことができます。-Xcompiler は、C コンパイラまたはプリプロセッサのオプションを直
接指定するためのフラグです。先のコマンドラインで、コンパイラに -std=c99 が渡されているの
は、リスト 2-1 の C コードが C99 規格に準拠するコードスタイルで記述されているためです。コ
ンパイラのオプションについては、CUDA コンパイラのドキュメント ※2 で確認してください。
　リスト 2-1 のコードを書き換えて、配列の加算を GPU で実行することもできます。まず、
cudaMalloc を使って GPU のメモリを確保します。

float *d_A, *d_B, *d_C;
cudaMalloc((float**)&d_A, nBytes);
cudaMalloc((float**)&d_B, nBytes);
cudaMalloc((float**)&d_C, nBytes);

※1	 ［訳注］	cl.exeでは、-Xcompiler -std=c99オプションは認識されないため、無視される。なお、Visual	 Studio	
2013 の cl.exeは、C99 の関数の大部分に対応している。

※2	 http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-compiler-driver-nvcc/index.html#nvcc-command-options
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2.1　CUDAプログラミングモデルの概要

　次に、cudaMemcpy を使ってホストメモリのデータを GPU のグローバルメモリにコピーします。
cudaMemcpyHostToDevice パラメータを使ってコピーの方向を指定します。

cudaMemcpy(d_A, h_A, nBytes, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(d_B, h_B, nBytes, cudaMemcpyHostToDevice);

　GPU のグローバルメモリにデータがコピーされたら、ホスト側からカーネル関数を呼び出し、
GPU で配列の加算を実行できます。カーネルが呼び出されるとすぐに制御がホストに戻るため、そ
の際に、カーネルが GPU で実行されている間であっても、ホスト側では他の関数を実行できるよ
うになります。つまり、カーネルはホストに対して非同期です。
　カーネルがすべての配列要素の処理を完了すると、GPU のグローバルメモリに割り当てられた
d_C 配列に結果が格納されます。cudaMemcpy を使って、GPU のグローバルメモリの結果データを
ホストの gpuRef 配列にコピーします。

cudaMemcpy(gpuRef, d_C, nBytes, cudaMemcpyDeviceToHost);

　cudaMemcpy を呼び出すとホストがブロックされます。cudaMemcpyDeviceToHost が指定さ
れているので、GPU の d_C 配列に格納されている結果が gpuRef にコピーされます。最後に、
cudaFree を使って、GPU で使用していたメモリを解放します。

cudaFree(d_A);
cudaFree(d_B);
cudaFree(d_C);

別々のメモリ空間

　CUDA C のプログラミングを学ぶときに最もよくある間違いの 1 つは、異なるメモリ空間のポインタ間
で間接参照を行うことです。GPU に割り当てられたメモリに対するポインタをホストコードから間接参照
することはできません。たとえば、誤って以下のような代入を実行すると、実行時にアプリケーションがク
ラッシュします。

gpuRef = d_C

　正しくは、以下のコードを使用します。

cudaMemcpy(gpuRef, d_C, nBytes, cudaMemcpyDeviceToHost)

　このようなミスを避けるために、CUDA 6 ではユニファイドメモリが導入され、CPU と GPU のメモリ
に単一のポインタでアクセスできるようになりました。ユニファイドメモリについては、第 4 章で詳しく
説明します。
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2.1.3　スレッドの構成
　ホスト側からカーネル関数を呼び出すと、実行制御がデバイスへ移動します。デバイスでは、大
量のスレッドが生成され、カーネル関数によって規定されたステートメントが各スレッドによって
実行されます。スレッドの構成方法を理解しておくことは、CUDA プログラミングにおいて不可欠
な部分です。CUDA では、スレッドの構成方法がスレッド階層として抽象化されています。スレッ
ド階層は、複数のスレッドからなるブロックと複数のブロックからなるグリッドの 2 層構造になっ
ています（図 2-5）。

ブロック(1, 1)

スレッド
(0, 0)

スレッド
(1, 0)

スレッド
(2, 0)

スレッド
(3, 0)

スレッド
(4, 0)
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図 2-5：スレッド階層

　1 つのカーネルによって生成されたすべてのスレッドを、まとめてグリッドと呼びます。グリッ
ド内のスレッドはすべて同じグローバルメモリ空間を共有します。グリッドは複数のスレッドブ
ロックで構成されます。スレッドブロックとは、互いに協調して動作できるスレッドのグループで
あり、以下の機能を利用できます。

●●  ブロックに属するスレッド間の同期

●●  ブロック内で共有されるメモリ

　なお、異なるブロックに属しているスレッドどうしが協調して動作することはできません。
　スレッドは互いを区別するために、以下の一意な座標を使用します。

●●  blockIdx…グリッド内のブロックのインデックス

●●  threadIdx…ブロック内のスレッドのインデックス


