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OpenACCで始めるGPUコンピューティング：
ループの最適化

成瀬 彰

科学技術計算の分野で始まったGPU（Graphic Processing Unit）による汎用計算は、製造業、
医療、金融など様々な分野へ広まり、モバイル、組み込みの分野でも使われ始めています。
当初は専用言語を使う必要がありGPUによる汎用計算は気軽に始められるものではありま
せんでしたが、用途が広がると同時に、従来の言語でGPU向けにプログラミングする環境
が整ってきました。OpenACCはその中の一つで、既存のプログラムにディレクティブと呼
ばれるヒント情報を追加するだけで、コンパイラが自動でGPUコードを生成する開発手法
です。今回のチュートリアルでは、全4回のシリーズとして、このOpenACCを使ってアプリ
ケーションを効率良くGPUで加速する方法を解説します。

1　はじめに
前回までに、我々が推奨するOpenACCによるアプリ
ケーション並列化サイクル（図1）の内、「データ転送の
最適化」までの3ステップを説明した。例題として用い
ているヤコビ反復法は、この3ステップを適用すること
で、GPU上で相応の性能が得られるようになった。
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図 1 OpenACC によるアプリケーション 

並列化のサイクル 

 
今回は、OpenACC によるアプリケーション並列化

のサイクルの最後のステップ、「ループの最適化」を説

明してゆく。 
 

2 ループの最適化 

データ転送の最適化の次は、ループの最適化である。

例えば、ループネストの各ループを、どのように対象

ハードウェアにマッピングするかを調整したり、より

多くの並列性を抽出できるようにコード再構成するこ

とで、GPU 上の計算時間を更に短縮することができる。

ただ、ループ最適化は、対象プロセッサに特化した最

適化になりやすい。性能ポータビリティの低下には注

意が必要だ。 
 

2.1 配列のレイアウトと多重ループの順番 

OpenACC のディレクティブを最適化すると同時に、

多重ループの順番、もしくは、配列のデータレイアウ

トが不適切な場合は、それを正す必要がある（一種の

ソースコードの再構成）。CPU も GPU も、いわゆるス

トライド・メモリアクセスは得意ではない。多次元配

列の計算は、多重ループで表現されることが多いが、

その多重ループの順番は、アクセスされる配列要素が、

アクセス順でメモリアドレス上連続となるのがベスト

である。さもないと、デバイスメモリへのアクセス回

数が増える、キャッシュメモリの利用効率が低下する、

といった性能上の悪影響が生じる。図 2に、Fortran
と C/C++それぞれの、多重ループの順番の良い例と悪

い例を示す。 
多重ループ内に複数の配列があり、配列によりデー

タレイアウトが異なる場合は、各々の配列に関して、

図 2の条件を満たすように、そのデータレイアウトを

変更するのが理想である。しかし、ある多重ループ向

けに配列のデータレイアウトを最適化すると、その副

作用が他の多重ループに及ぶこともあるだろう。現実

的な妥協解は、多重ループの順番を、Write される配列

に適切な順番に変更することである。一般的に、CPU
も GPU も、Read に比べて Write が遅い。遅い処理が、

更に遅くなるのを避けるという考え方である。 
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多重ループ内に複数の配列があり、配列によりデー
タレイアウトが異なる場合は、各々の配列に関して、
図2の条件を満たすように、そのデータレイアウトを変
更するのが理想である。しかし、ある多重ループ向け
に配列のデータレイアウトを最適化すると、その副作
用が他の多重ループに及ぶこともあるだろう。現実的
な妥協解は、多重ループの順番を、Writeされる配列に
適切な順番に変更することである。一般的に、CPUも
GPUも、Readに比べてWriteが遅い。遅い処理が、更
に遅くなるのを避けるという考え方である。

図2　多重ループの順番（上：悪い例、下：良い例）

2.2　3つの粒度の並列性
OpenACCでは、3つの粒度の並列性、Gang並列、

Worker並列、Vector並列が定義されている。Gang並列
が最も粒度の粗い並列性、Vector並列が最も細かい並
列性に対応しており、Worker並列はその中間の粒度で
ある。この3種類の並列性が、具体的にハードウェアの
どの部分に対応するのかは、対象プロセッサ（GPU or 
CPU）によって変わる。GPUの場合、細粒度なVector並
列で分割されたループの各イタレーションは、ある一
つのGPUスレッドに割当てられる。粗粒度なGang並
列で分割されたループの各イタレーションは、ある一
つのスレッドブロック [1]（最大1024個のGPUスレッド
のグループ）に割当てられる。Worker並列は、CUDA
で言うところのワープ [1]（32個のGPUスレッドのグ

ループ）に対応する。Worker並列は、ワープを意識し
た最適化をOpenACCで記述するときに必要になるが、
多くの場合はGang並列とVector並列の2レベルの並列
性で十分である。ループネスト等の処理に対して、
Gang並列とVector並列を適用したときのイメージを図3
に示す。
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図 3 Gang 並列と Vector並列による処理分割 

 

2.3 並列性の粒度の指定（Gang/Worker/Vector ク

ローズ、Seqクローズ） 

多重ループの各ループを、どの粒度で並列化するか

の指定には、主に、Gang クローズと Vector クローズ

を使用する。これらディレクティブは、Loop コンスト

ラクトのオプションであり、Gang クローズを指定した

ループには Gang 並列が適用され、Vector クローズを

指定したループには Vector 並列が適用される。もちろ

ん、Worker 並列に対応する Worker クローズも存在す

る。なお、あるループを並列化せずに、逐次的に実行

させるときには Seq クローズを使用する。 
Gang/Vector クローズの使い方は、Parallel コンスト

ラクトと Kernels コンストラクトで違いがあるので、

以下、それぞれの場合の使用方法を説明する。 
 
Parallel コンストラクトの場合: 

図 4 に、Parallel コンストラクトを使用して、2 重

ループの外ループに Gang 並列を、内ループに Vector
並列を明示的に適用するときの記述例を示す。Parallel
コンストラクト内の Loop コンストラクトに

Gang/Vector クローズを付けないときは、コンパイラが

各ループに適用する並列性の粒度を決定するが、

Gang/Vector クローズの指示があるときは、コンパイラ

はその指示に従う。なお、1 つの Parallel コンストラク

ト内で、Gang クローズを付けられるループは一つだけ

である。Vector クローズも同様である。また、Parallel
コンストラクトでは、ある特定のループに対して複数

の並列性の粒度、例えば、Gang クローズと Vector ク

ローズの両方を付けることはできない。 

図3　Gang並列とVector並列による処理分割

2.3　 並 列 性 の 粒 度 の 指 定（Gang/Worker/Vectorク
ローズ、Seqクローズ）

多重ループの各ループを、どの粒度で並列化するか
の指定には、主に、GangクローズとVectorクローズを
使用する。これらディレクティブは、Loopコンストラ
クトのオプションであり、Gangクローズを指定した
ループにはGang並列が適用され、Vectorクローズを指
定したループにはVector並列が適用される。もちろん、
Worker並列に対応するWorkerクローズも存在する。な
お、あるループを並列化せずに、逐次的に実行させる
ときにはSeqクローズを使用する。

Gang/Vectorクローズの使い方は、Parallelコンストラ
クトとKernelsコンストラクトで違いがあるので、以
下、それぞれの場合の使用方法を説明する。

Parallelコンストラクトの場合：
図4に、Parallelコンストラクトを使用して、2重ルー
プの外ループにGang並列を、内ループにVector並列を
明示的に適用するときの記述例を示す。Parallelコンス
トラクト内のLoopコンストラクトにGang/Vectorク
ローズを付けないときは、コンパイラが各ループに適
用する並列性の粒度を決定するが、Gang/Vectorクロー
ズの指示があるときは、コンパイラはその指示に従
う。なお、1つのParallelコンストラクト内で、Gangク
ローズを付けられるループは一つだけである。Vector
クローズも同様である。また、Parallelコンストラクト
では、ある特定のループに対して複数の並列性の粒
度、例えば、GangクローズとVectorクローズの両方を
付けることはできない。
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図 4 Parallelコンストラクトの 

Gang/Vectorクローズの使用例 
 

図 4 の状態では、依然として、何個の Gang（スレ

ッドブロック）が、そして、一つの Gang に対して何

個の Vector（スレッド）が生成されるかは、コンパイ

ラの判断に委ねられているが、OpenACC には Gang 数

や Vector数を指定するディレクティブも用意されてい

る。Parallel コンストラクトでは、Num_gangs クローズ

と Vector_length クローズが、それぞれ、Gangs 数と

Vector 数を指定するディレクティブである（Worker 数
を指定するのは、Num_workers クローズ）。その使用例

を、図 5 に示す。この例では、Gang 数として Nj（外

ループの反復回数）が指定されているので、Nj 個のス

レッドブロックが生成され、各スレッドブロックに対

して、外ループのイタレーションが一つ割当てられる。

次に、Vector 数として 256 が指定されているので、ス

レッドブロックあたり 256 個のスレッドが生成され、

内ループの各イタレーションは、この 256 個のスレッ

ドのいずれかに割当てられる（PGI コンパイラではサ

イクリック割当てが行われる。具体的には、図 5の場

合、N 番目のスレッドには、N 番目、N+256 番目、N+512
番目、…などの複数のイタレーション割当てられる）。

なお、Num_gangsクローズとVector_lengthクローズは、

Loop コンストラクトのオプションではない。Parallel
コンストラクトのオプションなので、記述場所は

Parallel コンストラクトの行になる。 

 
図 5  Parallelコンストラクトでの 

Gang数と Vector 数の設定例 
 
Kernels コンストラクトの場合: 

Kernelsコンストラクトの場合のGang/Vectorクロー

ズの使用例を、図 6 に示す。Parallel コンストラクト

と同様、Gang/Vector クローズは、Loop コンストラク

トのオプションとして追加すればよい。Parallel コンス

トラクトとの違いは、Kernels コンストラクトで生成し

た領域内では、ある多重ループを構成する複数のルー

プに対して、Gang クローズを付けられることである。

同様に、Vector クローズも複数のループに付けること

ができる。また、ある特定のループに対して、複数の

並列性、つまり、Gang クローズと Vector クローズの

両方を付けることもできる。結果として、Parallel コン

ストラクトよりも、Kernels コンストラクトの方が並列

性を記述する自由度が高いという状況になっている。 

 

図 6  Kernelsコンストラクトの Gang/Vectorクローズ
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プションとして追加すればよい。Parallelコンストラク
トとの違いは、Kernelsコンストラクトで生成した領域
内では、ある多重ループを構成する複数のループに対
して、Gangクローズを付けられることである。同様
に、Vectorクローズも複数のループに付けることがで
きる。また、ある特定のループに対して、複数の並列
性、つまり、GangクローズとVectorクローズの両方を
付けることもできる。結果として、Parallelコンストラ
クトよりも、Kernelsコンストラクトの方が並列性を記
述する自由度が高いという状況になっている。

 

図 4 Parallelコンストラクトの 

Gang/Vectorクローズの使用例 
 

図 4 の状態では、依然として、何個の Gang（スレ

ッドブロック）が、そして、一つの Gang に対して何

個の Vector（スレッド）が生成されるかは、コンパイ

ラの判断に委ねられているが、OpenACC には Gang 数

や Vector数を指定するディレクティブも用意されてい

る。Parallel コンストラクトでは、Num_gangs クローズ

と Vector_length クローズが、それぞれ、Gangs 数と

Vector 数を指定するディレクティブである（Worker 数
を指定するのは、Num_workers クローズ）。その使用例

を、図 5 に示す。この例では、Gang 数として Nj（外

ループの反復回数）が指定されているので、Nj 個のス

レッドブロックが生成され、各スレッドブロックに対

して、外ループのイタレーションが一つ割当てられる。

次に、Vector 数として 256 が指定されているので、ス

レッドブロックあたり 256 個のスレッドが生成され、

内ループの各イタレーションは、この 256 個のスレッ

ドのいずれかに割当てられる（PGI コンパイラではサ

イクリック割当てが行われる。具体的には、図 5の場

合、N 番目のスレッドには、N 番目、N+256 番目、N+512
番目、…などの複数のイタレーション割当てられる）。

なお、Num_gangsクローズとVector_lengthクローズは、

Loop コンストラクトのオプションではない。Parallel
コンストラクトのオプションなので、記述場所は

Parallel コンストラクトの行になる。 

 
図 5  Parallelコンストラクトでの 

Gang数と Vector 数の設定例 
 
Kernelsコンストラクトの場合: 

Kernelsコンストラクトの場合のGang/Vectorクロー

ズの使用例を、図 6 に示す。Parallel コンストラクト

と同様、Gang/Vector クローズは、Loop コンストラク

トのオプションとして追加すればよい。Parallel コンス

トラクトとの違いは、Kernels コンストラクトで生成し

た領域内では、ある多重ループを構成する複数のルー

プに対して、Gang クローズを付けられることである。

同様に、Vector クローズも複数のループに付けること

ができる。また、ある特定のループに対して、複数の

並列性、つまり、Gang クローズと Vector クローズの

両方を付けることもできる。結果として、Parallel コン

ストラクトよりも、Kernels コンストラクトの方が並列

性を記述する自由度が高いという状況になっている。 

 

図 6  Kernelsコンストラクトの Gang/Vectorクローズ図6　KernelsコンストラクトのGang/Vectorクローズの使用例



（24-4）計算工学

OpenACCで始めるGPUコンピューティング :ループの最適化チュートリアル

Vol.22, No.1 2017

KernelsコンストラクトでGang数とVector数を指定す
る方法は、Parallelコンストラクトとは異なる。Parallel
コンストラクトでは、Num_gangsクローズやVector_
lengthクローズを使用したが、Kernelsコンストラクト
では、Gang/Vectorクローズの後に括弧付きで値を記述
すれば、それが、Gang数・Vector数の指定値となる。
図7にKernelsコンストラクトでのGang数・Vector数の
指定例を示す。

の使用例 
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する方法は、Parallel コンストラクトとは異なる。
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を記述すれば、それが、Gang 数・Vector 数の指定値と

なる。図 7 に Kernels コンストラクトでの Gang 数・

Vector 数の指定例を示す。 
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Gang数と Vector 数の設定例 
 

ParallelコンストラクトとKernelsコンストラクトで

注意すべきもう一つの違いは、Kernels コンストラクト

内での指示は、あくまでコンパイラに対するヒント、

ということである。例えば、図 7の例では、外ループ

は Gang 並列で Gang 数として Nj を指定、内ループは

Vector 並列で Vector 数として 256 を指定しているが、

コンパイラはこの指示に従わないかもしれない。コン

パイラは、例えば、内ループに対して Gang 並列と

Vector 並列の両方を適用したり、スレッド数として 128
を選択するかもしれない。PGI コンパイラの場合、コ

ンパイラのフィードバックメッセージを見ると、コン

パイラの選択結果を確認できるので、Kernels コンスト

ラクトの場合は特にコンパイラのフィードバックメッ

セージを注意して見て欲しい。 
 

2.4 Collapseクローズ 

科学技術計算では、3 重ループ、4 重ループ、それ

以上のループで構成される多重ループも珍しくない。

そのような場合、各ループに対してどのように並列性

を指示すればよいだろう。Vector 並列を最内ループに

割当てるのが基本だが、もし、最内ループの反復回数

が非常に少ないと、単に最内ループに Vector 並列を適

用するだけでは GPU の計算リソースを効率良く使え

ない。GPU は 32 スレッドが同期的に動くので、Vector
数は最低でも32必要で、可能なら128以上が望ましい。

また、Parallel コンストラクトでは、Gang/Worker/Vector
クローズは、それぞれ一つのループにしか付けられな

いので、4 重ループ以上のループネストでは、並列性

を付けられないループが出てくる。 

図 8  Collapseクローズの使用例 
 
このような場合に有用なのが、Collapse クローズで

ある。Collapse クローズは Loop コンストラクトのオプ

ションで、複数ループを束ねて、反復回数の多い一つ

のループに融合するディレクティブである。束ねるル

ープ数は、Collapse の後の括弧内に数値として指定す

る。図 8に Collapse クローズの使用例を示す。この例

では、4 重ループの外側の 2 ループを Collapse クロー

ズで融合して Gang 並列を適用、内側の 2 ループも

Collapse クローズで融合して Vector 並列を適用してい

る。これ以外にもループの融合方法はいくつか考えら

れるが、いろいろなループ融合方法を簡単に試せるの

も Collapse クローズのメリットである。 
 
ただし、ループ間に何らかの処理が入っているとこ

ろには、そのままでは Collapse クローズを適用できな

い。Collapse クローズは、融合されるループが連続し

ていることが適用条件となっているので、ループ間に

処理が入っている場合は、その処理を他の場所に移動

する必要がある。また、内ループの反復回数が、外ル

ープのイタレーション毎に変わる場合も、そのままで

は Collapse クローズを適用できない。その場合は、図 9

に示すようにコードを変更すると、具体的には、内ル

ープの反復回数を固定し、ループ内に条件判定を追加
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ションで、複数ループを束ねて、反復回数の多い一つ
のループに融合するディレクティブである。束ねる
ループ数は、Collapseの後の括弧内に数値として指定す
る。図8にCollapseクローズの使用例を示す。この例で
は、4重ループの外側の2ループをCollapseクローズで
融合してGang並列を適用、内側の2ループもCollapse
クローズで融合してVector並列を適用している。これ
以外にもループの融合方法はいくつか考えられるが、
いろいろなループ融合方法を簡単に試せるのもCollapse
クローズのメリットである。
ただし、ループ間に何らかの処理が入っているとこ
ろには、そのままではCollapseクローズを適用できな
い。Collapseクローズは、融合されるループが連続して
いることが適用条件となっているので、ループ間に処
理が入っている場合は、その処理を他の場所に移動す
る必要がある。また、内ループの反復回数が、外ルー
プのイタレーション毎に変わる場合も、そのままでは
Collapseクローズを適用できない。その場合は、図9に
示すようにコードを変更すると、具体的には、内ルー
プの反復回数を固定し、ループ内に条件判定を追加す
ると、Collapseクローズを適用できるようになる。
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すると、Collapse クローズを適用できるようになる。 

 
図 9  Collapseクローズ適用のための 

ソースコード修正例 

 

なお、図 8と図 9の例では、どちらも Parallel コン

ストラクトを用いているが、Collapse クローズは

Kernels コンストラクト内でも使用できる。 
 

2.5 Independentクローズ 

ループの各イタレーションでアクセスされる配列

の場所（インデックス）は、ループ変数がそのまま、

もしくは、ループ変数に固定値を加減して決められる

ことが多いが、テーブル引きで配列インデックスが決

められることもある。この場合の問題は、コンパイラ

がそのループを並列化できないことである。仮に、そ

のテーブル内の値（配列のインデックス値）が互いに

異なり、配列へのアクセスで競合、つまり、配列の同

じ場所が異なるイタレーションから更新されることが

無いと開発者には分かっていても、コンパイラにはそ

れが分からない。コンパイラは、データ競合が発生す

る可能性のあるループを、無条件では並列化しない。

このような場合に有用なのが Independent クローズで

ある。図 10に、Independent クローズの使用例を示す。

この例では、配列のインデックス（変数 ii）がテーブ

ル引きで決められているため、コンパイラは無条件に

は内ループを並列化できないが、Independent クローズ

を使って、このループは並列化しても安全とコンパイ

ラに通知できる。 

 

図 10  Independent クローズの使用例 
 

データ競合が発生する等、並列化できないループに

Independent クローズを付けると、当然、計算結果がお

かしくなることがあるが、それは開発者の責任である。

なお、Independent クローズは Kernels コンストラクト

で使われるディレクティブである。Parallel コンストラ

クトでは、ループに対して Loop コンストラクトを付

けるだけで、そのループは並列化しても安全とコンパ

イラに通知したことになるので、Parallel コンストラク

トでは Independent クローズを使う必要はない。 
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性はあるが、それでも、そのループを並列化したい場

合はどうすればよいか。このような場合に有用なディ

レクティブが、Atomic コンストラクトである。図 11

に、Atomic コンストラクトの使用例を示す。 

図9　Collapseクローズ適用のためのソースコード修正例
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図 11  Atomic コンストラクトの使用例 
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間で競合が発生すると（複数スレッドが配列の同じ場

所を同時に更新しようとすると）、その複数スレッドの

処理が順番に行われる。当然、競合が発生すると処理

速度は低下するが、実際には競合が発生しない場合で

あっても、Atomic コンストラクトを追加すると、追加

しない場合と比べて処理速度が低下することに留意し

て欲しい。 
なお、一つの Atomic コンストラクトでガードでき

るのは、一つの計算である。複数の計算のガードが必

要なときは、各計算のそれぞれに対して、Atomic コン

ストラクトを追加する必要がある。また、図 11 では

最も用途の多いと思われる、配列要素を更新するとき

に使う Update クローズのみを示したが、Atomic コン

ストラクトには、他にも Read/Write/Capture クローズ

が存在する。 
 
2.7 有限要素法ソルバーの最適化 

ループの最適化の具体的な事例として、有限要素法

ソルバーをOpenACCでGPU化したケースを説明する。

プログラムは、東京大学の中島研吾先生からお借りし

た GeoFEM-Cube-OMP/CG である。このプログラムは、

並列有限要素法プラットフォーム GeoFEM[2]に基づ

き、一様な物性を有する Cube 形状を対象として三次

元弾性静解析問題を解く場合の処理をベンチマーク化

したものである。 
このプログラムでは、処理時間の大部分はCG法（共

役勾配法）による連立一次方程式解法に費やされるが、

その中でも特に時間を要するのは、SpMV 計算（疎行

列とベクトルの積）である。該当部分のソースコード

を図 12 に示す。なお、このコードは、説明簡略化の

ため、元コードをかなり簡素化したものになっている

ことに注意して欲しい。 

 
図 12 GeoFEM-Cube-OMP/CG の SpMV計算コード 

 
この SpMV 計算は、2 重ループで構成されている。
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は高々27 回と少ないのに対して、外ループのイタレー
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理に並列化する必要はない。従って、この事例での推

奨並列化方法は、内ループは並列化せず、外ループだ

け並列化することである。図 12 のディレクティブを

見ると、外ループにはGang並列とVector並列を適用、

内ループは逐次実行せよとコンパイラに指示してある

のが分かるだろう。 
このコードを OpenACC コンパイラでビルドすると、
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図12のSpMV計算は、2重ループで構成されており、
外ループは各節点（N：節点数）に関するループであ
り、内ループは各節点の非零非対角成分に関するルー
プである。N_ELEMENTS(i)は節点 iの非零非対角成分
の数を、IDX(j,i)は節点 iの j個目の非零非対角成分に対
応する節点番号を示している。NaïveなSpMV計算と比
べて計算内容が複雑なのは、三次元弾性静解析問題で
は各節点の3方向の変位成分が自由度となっており、3
自由度をまとめて計算しているからである。なお、こ
のコードは、説明簡略化のため、元コードをかなり簡
素化したものであることに注意して欲しい。
このSpMV計算をどう並列化するのが良いかを考え

る。外ループのイタレーション間には依存性がないの
で、並列化が可能である。内ループ間のイタレーショ
ン間には依存性があるが、その内容は縮約演算（VAL1, 
VAL2, VAL3に対するReduction Sum）なので、こちらも
並列化が可能である。更に、これは図12からは読み取
れない情報だが、内ループのイタレーション回数は
高々27回と少ないのに対して、外ループのイタレー
ション回数は数十万回以上と十分に多いことが分かっ
ている。数十万以上あれば、GPUにとっても十分な並
列度である。つまり、イタレーション回数の少ない、
縮約計算の並列化オーバーヘッドが伴う内ループを無
理に並列化する必要はない。従って、この事例での推
奨並列化方法は、内ループは並列化せず、外ループだ
け並列化することである。図12のディレクティブを見
ると、外ループにはGang並列とVector並列を適用、内
ループは逐次実行せよとコンパイラに指示してあるの
が分かるだろう。
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このコードをOpenACCコンパイラでビルドすると、
正しい結果を計算できるGPUコードが生成される。し
かし、残念ながら、この状態では、配列Aと配列 IDX
のデータレイアウトが、選択した並列化方法とマッチ
していないため、GPUの性能を十分には引き出せな
い。GPUでは、隣接したスレッドが、メモリ上に隣接
配置されたデータをアクセスするときに、最もメモリ
アクセス効率が良くなるが [3]、図12のコードはその条
件を満たしていない。
具体的に、配列データA(1,j,i)へのREADアクセスを
考えよう。ここでは、外ループのみを並列化して、そ
の各イタレーションを別々のスレッドに割り当てる方
法を選択したので、例えば、イタレーション i=99を担
当するスレッドが配列データA(1,j,99)にアクセスする
とき、その次のイタレーション i=100を担当するスレッ
ドは配列データA(1,j,100)にアクセスすることになる。
Fortranの配列データの格納順序を考慮すると、この2つ
のデータ、A(1,j,99)とA(1,j,100)はメモリ上で非常に離
れたところに格納されている。隣接スレッドがメモリ
上で非常に離れたところに配置されたデータにアクセ
スすることになり、GPUのメモリアクセス効率は低下
する。
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（配列データレイアウト最適化後） 

 
この性能問題を解消するには、配列 A と配列 IDX

のデータレイアウトを、例えば図 13 のように変更す

れば良い。このように配列のデータレイアウトを変更

すると、隣接スレッドがメモリ上で隣接配置されたデ

ータにアクセスするようになり、GPU のメモリアクセ

ス効率が向上する。実際に、このデータレイアウト変

更の前後で、GPU 上での SpMV 計算性能は約 3 倍向上

た。また、そのときのメモリバンド幅の使用効率は 75%
に達した（メモリバンド幅の使用効率は、プログラム

のメモリアクセスパターンに依存するが、概ね 80%程

度がその上限）。多重ループの場合は特に、配列のデー

タレイアウトが、選択した並列化方法とマッチしてい

るかを注意して欲しい。 
 
3 おわりに 

今回は、我々が推奨する OpenACC によるアプリケ

ーション並列化サイクルの最後のステップ「ループの

最適化」を説明した。OpenACC には、ループ、特に多

重ループで構成される処理をどのように並列化するか

を、コンパイラにきめ細かく指示できるディレクティ

ブが用意されている。もちろん、OpenACC には、CUDA
のようなアクセラレータ専用言語が提供するレベルの

自由度はない。しかし、有限要素法ソルバーの最適化

の事例で示した様に、配列データレイアウト変更など

のコードリファクタリングを同時に行えば、OpenACC
で GPU 化したプログラムであっても、GPU 性能をほ

ぼフルに引き出すことも可能である。 
本連載は今回で最後だが、連載の間にも、OpenACC

を用いたプログラムの GPU 対応事例は着実に増えて

いる。この連載が OpenACC を始めるきっかけとなれ

ば幸いである。 
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を用いたプログラムのGPU対応事例は着実に増えてい
る。この連載がOpenACCを始めるきっかけとなれば幸
いである。
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