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第１章 序論 
 

1.1 研究背景 

  
 近年，有限要素法による解析対象は大規模化，複雑化してきている．そのた

め高精度・短時間で解析を行うためには，並列処理技術の利用が必要不可欠で

あり，超並列計算機の最大性能を引き出す計算手法が必要とされている．超並

列計算機には大きく分けて，共有メモリ型（SMP 型）, 分散メモリ型，分散・

共有メモリ型（以下 SMP Clusters と同意）と三方式ある(1)が, 近年は SMP Clusters
の形式を取るアーキテクチャが増加してきた. 実際 2001 年現在で，世界の超並

列計算機の性能上位 20 台中 14 台が SMP Clusters の形態を取っている.(2) 
 そこで近年特に SMP Clusters の最大性能を引き出すことができる並列化手法

が求められるようになってきた．SMP Clusters は共有メモリ型計算機がノードと

いう単位になっており，複数台のノード間をネットワークで接続した形態をと

る．そのためノード間，ノード内において，データ転送速度が異なる階層構造

を成している．そのため並列計算においては，アーキテクチャの最大性能を引

き出すために，プログラムの並列化において工夫が必要である． 
 

1.2 研究目的 

 
本研究では SMP Clusters に対する並列化手法として，ノード間の分散型並列

化には MPI(Message Passing Interface)を，ノード内の共有メモリ型並列化には

SMP 型並列化ディレクティブ OpenMP(A Standard Application Program Interface 
for Shared Memory Programming) (3)を使ったハイブリッド並列化手法を開発する．

そして有限要素法の各種問題（定常熱伝導解析，非圧縮粘性流体解析）にハイ

ブリッド並列化を適用し，SMP Clusters において，計算効率を高め，アーキテク

チャの性能を十分に引き出すことを目的とする． 
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第 2 章 並列計算機 
 

2.1 並列計算機の現状 

 
2.1.1 並列処理の必要 
 近年のプロセッサの高速化は著しいものがあり，内部クロック周波数が 2GHz
を超えるものまで登場している．しかし，プロセッサの演算性能の高速化に I/O
やメモリバスの性能が追いついていないのが現状である． 
つまり，いくらプロセッサが高速に動作してもメモリからのデータの供給がな

ければ必要な演算を行うことはできないのである．メモリに対するアクセス速

度の高速化は，キャッシュや仮想記憶の採用によってある程度改善されるが，

実メモリの大きさをはるかに上回る巨大なデータに対してアクセスが行われる

場合には，これらの技術もあまり有効ではない．メモリへのアクセス速度の高

速化がプロセッサ演算性能の高速化に追いついていない現状では単独のプロセ

ッサによる演算速度の向上は望めない．これらの理由により，大規模シミュレ

ーションなどを行う計算機は必然的に並列計算機となり，並列処理技術の高度

化が重要になっている． 
 
2.1.2 並列処理と並列計算機の利用による解決 
 計算機の高速化を可能にする並列処理技術は，演算パイプライン方式であり，

さらにそれを多重にした多重パイプラインであり，こうした方式の計算機はス

ーパーコンピュータと呼ばれる．また，非同期入力，RISC アーキテクチャ，ス

ーパースカラ処理などの技術も開発された．一方，プロセッサを極めて多数並

列化した計算機が並列計算機である．個々のプロセッサの能力をそれほど向上

させなくても，多数のプロセッサを使用することにより全体として高い性能が

得られる．並列計算機は，単一のスーパーコンピュータでは解けない大規模な

問題も高速に解くことができる．このように並列計算と並列処理を組み合わせ

た超並列計算機が現在開発されている．なお，PC 等の低価格化，高速化により，

それらをコンピュータネットワークにより接続し利用する，PC Cluster 技術が並

列処理を実現する身近な手段として普及し始めている． 
 
2.1.3 ハードウェア非依存の並列処理アルゴリズムの必要性  
 ただし，このような高性能な超並列計算機を有効に活用するためには，その

最大性能を十分引き出すために並列処理用のアルゴリズム開発が必要不可欠で
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ある．過去の研究例では，ベクトル化，並列化ともに，ある特定の計算機を対

象に，独自の指示行の挿入や，自動並列化等でアルゴリズムの最適化を行うと

いった手法が採用されていた．そのため，他の異なるアーキテクチャのコンピ

ュータに移植しただけで，極端に計算スピードが遅くなり，汎用性および将来

性に欠けるものであった．そこで現在では，ハードウェアに依存しない並列処

理用のアルゴリズム(MPI，HPF，OpenMP)等が提案されている． 
 
2.1.4 最近の並列計算機の性能  
 最近の並列処理研究の対象は，ペタフロップスコンピューティング・グラン

ドチャレンジ問題へ向けたハイエンド化である．米国の ASCI 計画では，ASCI 
Red で，実効性能約 2Tflops が実現されており，2004 年までに 100Tflops 以上の

実現を目指している．なお，日本の地球シミュレータプロジェクトでは，GS40
で，実効性能約 5Tflops が目標として掲げられている．また，これら汎用計算機

ではなく，用途を絞り無駄を無くした専用計算機では，理研の分子動力学専用

計算機で，実効性能約 10Tflops が得られている． 
 

2.2 並列計算機の種類 

 
2.2.1 並列計算機の構成方式  
 並列計算機全体のアーキテクチャを決定する最も大きな要因は，プロセッサ

間通信モデルとして何を採用するかである．すなわち，プロセッサ間でのデー

タ授受をどのように行うか，および，メモリをどのように構成するかである．

プロセッサ間通信は以下の Fig. 2.1 の観点から分類する． 
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Fig2.1 Architecture of Parallel Computer 
 
2.2.1.1 共有メモリ型(Shared Memory)  
 論理的にメモリを共有する．複数のプロセッサが通常のアドレス指定で直接

的に読み書きできる共有メモリが存在する． 
2.2.1.1.1 集中共有メモリ(Centralized Shared Memory)  
 プロセッサとメモリが対称になることから，対称型マルチプロセッサ(SMP：
Symmetric Multiprocessor)と呼ばれ，複数のプロセッサがメモリバス/スイッチ経

由で主記憶に接続される形態である (Fig. 2.1(a)) 
・特徴 

－メモリモデルが最も汎用で，プログラミングしやすい 
－並列処理だけでなく，スループット(Throughput：処理能力)を重視する

サーバマシン(逐次プログラム/プロセスを多数処理するマシン)としても

適している 
・欠点 
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－各プロセッサのキャッシュの一貫性をいかに実現するかという課題が存

在する 
  －１本のバスで複数のプロセッサからのメモリアクセス(主記憶に対する

読     み書き)を処理しないといけないため(共有メモリのバンド幅は一

定であるため)，必然的に接続できるプロセッサ数には上限が存在する(普
通，2～20 ぐらい) 

・参考 
－ プ ロ セ ッ サ / メ モ リ 間 を バ ス で は な く ク ロ ス バ ー ス イ ッ チ

(CrossbarSwitch：超高速ノード間接続装置)で接続 
  －プロセッサ/メモリをペアとするシステムを複数接続するが，ディレクト

リベースのキャッシュメモリの制御を行い，ハードウェアレベルで，共

有メモリを実現するもの 
  －高々数十台までしか接続できないシステムが多い 
  －理論性能に近い実行性能が達成できる 

2.2.1.1.2 分散共有メモリ(Distributed Shared Memory)  
 プロセッサと主記憶から構成されるシステムが複数個互いに接続された形態

であり，プロセッサは他のプロセッサの主記憶の読み書きを行うことができる

(Fig. 2.1(b)) 
・特徴 
  －大規模なシステム構築が可能である 
  －分散メモリ(非共有)とのアーキテクチャの差は減ってきている 
  －PC クラスタ(PC を高速ネットワークで結合する形態)でもこのアーキク

チャの形態を有する 
  －MPI-2 でも，この形態に即した one sided operation(一方的通信：従来の

MPI_Send/MPI_Recv みたいに通信側/受信側が協調して通信を行うので

なく，送信側/受信側のいずれかの制御だけで，通信を実現する操作)が定

義されている 
2.2.1.2 分散メモリ型(Distributed Memory)  
 論理的にせよメモリは共有しない．プロセッサと主記憶から構成されるシス

テムが複数個互いに接続された形態であることから，プロセッサは他のプロセ

ッサの主記憶の読み書きを行うことができず，必ず相手のプロセッサに介在し

てもらう必要がある．NORA(No Remote Access)モデルともいう．(Fig. 2.1(c)) 
 ・特徴 

－大規模なシステム構築が可能である 
    －通信遅延のオーバーヘッドは極めて高いが PC や EWS を LAN で接続

したものもこの形態に属する 
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    －PVM や MPI などのこのアーキテクチャに即した並列プログラミング

ライブラリが多数ある  
・欠点 

－何も工夫しないと理論性能と実効性能とでは大きな差が出る 
    －プログラミングが共有メモリ型に比べ複雑になる 

2.2.1.3 階層構造をもつ分散共有メモリ型  
 分散メモリ型の下に共有メモリ型をとる階層的なアーキテクチャの研究が進

められている(Fig. 2.1(c))．特に GS40 は，ノード数 640，1 ノードプロセッサと

なっている． 
・特徴 
－超大規模なシステム構築になる 

    －超大規模なシミュレーションが可能になる 
・欠点 

－階層的なメモリ構造となることから，有用な実効性能を得るためには

かなりの工夫が必要となる 
    －最適な通信，データ構造，並列プログラミングの熟考が必要になる 
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2.3 使用計算機 

 
2.3.1 SR8000 
 SR8000 は 8 台の RISC マイクロプロセッサで構成されるノードを多次元クロ

スバネットワークで複数台接続した，SMP Clusters である．マイクロプロセッサ

は大規模演算への適応力を強化する「擬似ベクトル処理機構」を搭載している．

本機構では後続命令を止めることなく，メモリからデータをパイプライン的に

取り込むことによって，ベクトル型スーパーコンピュータと同様に，メモリ上

の大規模データを演算器へ高速に供給することができる． 
 本研究では東京大学情報基盤センターにある，性能の異 なる 2 つの SR8000
システムを利用した．Table.2.1 は今回利用した SR8000 のハードウェア使用であ

る． 
 

Table.2.1 Hardware specification of SR8000 
 SR8000 Bulk SR8000 MPP 

Number of Node 128 Node 144 Node 
Memory capacity 8GB / Node 16GB / Node 
Peak performance 8GFLOPS / Node 14.4GFLOPS / Node 
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2.4 並列処理を行う上での注意事項 

Fig.2.2 Cautionary Note of Parallel Computing  
 
2.4.1 並列処理とベクトル処理の違い   
 “ベクトル化による実行時間の短縮”と “並列化による実行時間の短縮” との

相違を明確にする．ベクトル処理とは，規則的に並んだ複数個の配列データを

一度に演算する高速なベクトル命令を使って処理を行うことであり，この場合，
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CPU 時間が短縮され，同時に経過時間も短縮される．これに対して，並列処理

では，合計の CPU 時間は並列化のオーバーヘッドにより，単一 CPU で実行した

時よりも増加するが，経過時間を短縮することによって高速化を図る．したが

って，ベクトル化の場合は，単一 CPU での実行だが，上手にベクトル化できれ

ば，スカラで実行した時よりも，一般的に 10 倍以上の性能向上が期待できる．

並列化の場合に期待できる性能向上の効果は，最大で使用可能な CPU の個数倍

になる． 
これらのことにより，基本的には，ベクトル化と並列化を組み合わせて利用

し，多重ループの内側ループについてはベクトル化を行い，外側ループを並列

化することが，高速化を図る最善の方法となる． 
また，並列処理の場合には，オーバーヘッド時間が加わるので，並列に実行

される仕事量(粒度：Granularity)が十分に大きくなければ，並列化の効果は期待

できない．したがって，並列処理のオーバーヘッド時間よりも並列実行される

部分の実行時間の方が小さければ，並列化したことにより，実行時間(経過時間)
がかえって多くなることになる． 
ベクトル化できるプログラムは，ベクトル化すればほとんど全ての場合に性

能向上が図れるが，並列化できるプログラムは，並列化したからといって必ず

しも性能が向上するとは限らないことに注意する必要がある． 
 
2.4.2 並列処理効率 
2.4.2.1  Amdahl の法則について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.3  Parallelization Part and Non-Parallelization Part 
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Fig.2.3 に 1 個のプロセッサを用いた逐次処理および p 個のプロセッサを用い

た並列処理を行った際の計算時間の様子を示す．このときのスピードアップ

(Speed-up) pS は，式 (2.1)によって定義される 
 

p
p T

TS 1=                                                        (2.1) 

 

ここで， 1T ， pT はそれぞれ 1 プロセッサ， p プロセッサを用いて計算したと

きの処理時間を示す．このスピードアップ pS を用いると， p 個のプロセッサに

よる並列効率 pE は式(2.2)によって定義される． 
 

p

p
p Tp

T
p

S
E

⋅
== 1                                               (2.2) 

 

すなわち， p 個のプロセッサを用いたときの効率は 1 個のプロセッサで行っ

たときの逐次処理計算時間 1T を並列処理したときの計算時間 pT と p の積で除し

たものである．ここで，逐次処理では最良のアルゴリズムを用いる必要がある． 

Amdahl の法則によると，この値は上限値をもち，Fig.2.3 に見られるようにあ

らゆる作業は，並列化可能部分 ( )10 ≤≤ qq と非並列化部分 ( )p−1 に分類される．

ここで，q を並列化率という．並列化部分は理論的には，p 個のプロセッサによ

り p 倍の高速化が実現するが，非並列化部分は p 個のプロセッサを用いても，1

個のプロセッサでのみ処理することとなるので処理時間は変化しない．よって

p 個のプロセッサによる全計算時間 pT は式(2.3)によって表される． 
 

( ) ( ) 11
1 11 Tq

p
qTq

n
TqTp 








−+=−+

⋅
=                                (2.3) 

 
式(2.1)は， 
 

( )q
p
qS p

−+
=

1

1
                                                 (2.4) 
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と書き直され，上限値 

q
S pp −

=
∞→ 1

1lim                                                 (2.5) 

 

が定義される．式(2.4)は Ware の法則と呼ばれている． 

Fig.2.4 に並列化率 q ，プロセッサ数 p に対する，スピードアップ pS を示す．

この Fig.2.4 により，プロセッサ数増加に伴い，並列化効率の著しい低下が生じ

ることがわかる．Amdahl の法則では，並列化の限界を以下のように示している．

「たとえ全処理内における非並列化部分 ( )qs −= 1 が小さく，無限のプロセッサを

用いて並列処理を行っても，得られる高速化はたかだか s/1 にすぎない．」 
 

Fig.2.4 Speed-up of Parallelization  

 

 
例えば，並列化率 q が 95.0=q のときでも，1 万個 ( )10000=p のプロセッサで

得られるスピードアップはわずか 20 倍にしかならない．いかに逐次処理部分の

割合が全体の効率を下げているかが分かる． 
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2.4.2.2 並列化効率に大きな影響を与えるその他の要因 
2.4.2.2.1 通信時間：(Difference Remote Memory and Local Memory Access) 
 通信の有無は並列処理と逐次処理の大きな違いの１つである．個々のプロセ

ッサではすべての問題ではなく一部の問題のみを処理しているために，一部の

データのみを記憶している．つまり，1 個のプロセッサで処理を行うときは，必

要なデータをすべて記憶しているわけだが，並列に処理を行うときは，他のプ

ロセッサに必要なデータが存在することがあるので，データを交換する必要が

あり(リモートメモリアクセス)，プロセッサ間のデータ交換ごとに通信が必要と

なる．なお，この通信は，同じプロセッサ内のメモリにアクセスする(ローカル

メモリアクセス)と比較すると大幅に時間がかかるため，この通信速度が遅く，

しかもプロセッサ間通信が多い場合には並列処理の効率は著しく悪くなる． 
2.4.2.2.2 粒度(Grain Size,Granularity)  
 プロセッサ間通信の頻度は処理の粒度に関係している．粒度とは，複数のプ

ロセッサに与えられるタスクの大きさのことである．一つのステートメントあ

るいはそれ以下のタスクを細粒度(Fine Grain)，ループまたはサブルーチンレベ

ルのタスクを粗粒度(Coarse Grain)，それらの中間的な大きさのタスクを中粒度

(MediumGrain)と呼ぶ．粒度が小さいと，個々の並列処理部分の処理ごとに通信

や同期待ちの処理が生じ，計算時間が増大するため並列化効率の低下につなが

る．これは，通信速度の遅い計算機ほど影響を受けやすい．逆に粒度が大きい

と，多少通信速度が遅くとも，その部分の全体に与える影響が小さいので，並

列化効率に大きく影響を与えない．特に，PC クラスタの場合，一般にはプロセ

ッサ間通信の速度が遅く，このため，細粒度での並列処理を行わせると複数台

のプロセッサを用いているにも拘らず，1 台のプロセッサを用いたときより遅く

なることもあるので，できるだけ粒度を大きくしなければならない． 
2.4.2.2.3 負荷分散(Load Balance)  
 負荷分散とは，並列計算機の各プロセッサに与えられる計算負荷の均等性の

ことである．負荷の不均等が生じると負荷の高いプロセッサに対し，負荷の低

いプロセッサは計算量が少なくなり，処理に不可避な同期待ちが多くなり，処

理効率は著しく悪化する．たとえば，負荷が 2 倍異なれば計算時間が 2 倍異な

り，同期をとるために遅いプロセッサを待つことになり，いくら他のすべての

プロセッサが早く処理を済ませても一番遅いプロセッサに律速される．このた

め，処理効率はこのことだけで 50%程度に悪化する．また，問題によって解析

中に負荷量に変化が生じる場合には，最初から静的に負荷を分割するのではな

く，その時々の各プロセッサの負荷を測定し，負荷を動的に均一化させる方法

も有用である．しかし，この方法では負荷を管理するプロセッサが別に必要に

なり，しかも，負荷の測定のためにプロセッサ間の通信が必要となることから，
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別のオーバーヘッドが大きくなる問題がある． 
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第 3 章 並列プログラミングシステム 
 

3.1 並列プログラミングシステムの現状 

 
あるシリアルコードのプログラムを並列化して並列計算しようとした場合自

動並列化機能を利用するか，ユーザ自らが注意深く並列化を行うかのどちらか

である．なお，ユーザ自ら並列化を行う場合は，メッセージ・パッシング・ラ

イブラリ(Message Passing：あるプロセスのメモリ空間から別のプロセスのメモ

リ空間へのデータ転送)を用いる制御並列型と従来のプログラムにコンパイラ指

示行を挿入するデータ並列型とがある．いずれも，コンパイラに対して以下の

情報を記述することになる． 
   －計算資源(CPU など)の定義 
   －それに対するデータ(特に配列)の分散の方法 
   －データ間の依存関係 
   －プログラムの制御の流れ 
過去の研究例では，ある特定のハードウェアを対象に，独自の指示行の挿入

(SX-4：マイクロタスク)や，自動並列化等でアルゴリズムの最適化を行っていた．

そのため，他の異なるアーキテクチャのコンピュータや新たに開発された高速

なコンピュータに移植しただけで，極端にスピードが遅くなるといったものが

多く，汎用性・将来性に欠けるものであった．また，その研究成果を共有する

ことができず，応用面での並列ソフトウェア技術の蓄積を図るうえでは，プロ

グラムのポータビリティが不可欠となっていた． 
これらの反省を踏まえ，処理系に依存しない，汎用性のある並列プログラミ

ングインターフェースがいろいろと提案されている．制御並列型では，

MPI(MessagePassing Interface)，PVM(Parallel Virtual Machine)であり，データ

並列型では，分散メモリ向けの HPF(High Performance Fortran)，共有メモリ向

けの OpenMP(A Standard Application Program Interface for Shared Memory 
Programming)等である．これらは，それぞれに利点・欠点を抱えており，どれ

を選択するかは，各ユーザの環境や好みによるところが大きい． 
ただし，最近の商用並列計算機には，MPI を装備するのが常識のようになっ

ており，各社とも力を入れて性能向上を図っている．この理由は，MPI よりも

先に，PVM が流通していたが，PVM は，ネットワークで接続された複数の計算

機をあたかも 1 台の並列計算機のように利用するのが本来の目的であり，必ず

しも同じ計算機である必要がなく，異機種間での通信も可能にするように設計
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されている．このためデータ変換などのオーバーヘッドがあり，単体の並列計

算機上で使用する場合は，その計算機用に実装された MPI と比べると性能が落

ちるからである．しかし，機能的には MPI より使いやすい場合があり，現在も

実用に供している． 
また，さらに最近では，並列処理を誰もが使える実用ツールにすることが課

題になっている． 
 
3.1.1 自動並列化 
 特定マシン用の並列コンパイラを用いることにより，あるシリアルコードの

プログラムを自動的に並列化し，ある程度の並列化効率をもつ自動並列化は可

能である． 
理想的には，利用する並列計算機に「完全自動並列化コンパイラ」というも

のが存在し，アプリケーション開発者は並列化を意識することなく，コンパイ

ラによって最適化され，そのプログラムが並列に実行されることである．すな

わち，コンパイラはすべての並列性を抽出し，無駄なオーバーヘッドを持ち込

まず，使ったプロセッサの台数程度の性能向上が期待できることである．とこ

ろが，この理想は以下の 2 つの理由により，現在のコンパイラでは実現されて

いない． 
―並列プログラムの最適化はその構造だけではなく，データ配置やデータサ

イズとの関係で決まる 
   ・一般的にオーナーコンピュートルール(あるデータのアドレスを所有してい

るプロセッサが責任をもってその演算を実行するルール)という原則で演算

の割り付けを行うことが多く，同一演算でもデータの配置によって並列効

率が異なるためである．つまり，リモートメモリアクセスの頻度に応じて

通信時間にばらつきが生じるためである．これは，一度計算した後，その

通信パターンを計算機が再利用することによって，改善可能であるが，現

在はまだ実用化されていない． 
  ―アルゴリズムの並列化はプログラムの構造だけからでは解析できない 
 ・コンパイラが字面でプログラムの解析を行っただけでは限界があり，その

プログラムのデータ構造，性質等をよく知っているものが初めて新たな並

列アルゴリズムを発見できるのであって，コンパイラだけでは手の施しよ

うがない．ただし，従来のベクトル計算機用コンパイラなどで行われてき

た自動ベクトル化機能のように，いくつかのデータ配置やデータサイズを

想定しておいて，シナリオを用意し，実行時に判断して最適なシナリオを

選択することは可能であるし，アルゴリズムに関しても典型的なパターン

についてはコンパイラがテンプレートからその並列計算機がもっている最
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適なコードを当てはめる程度のことは十分に実現されている． 
 
3.1.2 制御並列型 

・全てのプロセッサ上でそれぞれのプログラムを実行 
    ・PVM，MPI などのメッセージ・パッシング・ライブラリの使用 
    ・基本的に複数のプログラムを作成 
    ・プログラムが動作しているプロセッサを意識 
    ・通信等の明示的なコントロールに適している 
    ・ハイ・パフォーマンス 
    ・供給度が高い 
    ・アプリケーション開発者への負担が大きい 
    ・問題によってはプログラミングが困難な場合もある 
3.1.2.1 MPI (Message Passing Interface) 
 MPI は，メッセージ通信のプログラムを記述するために広く使われる「標準

を目指して作られていた，メッセージ通信の API(Application Program Interface)
仕様である．つまり，プロセッサ間の情報交換を，メッセージ通信で行うとい

う並列計算モデルに基づいている．MPI 自身はプログラミング言語ではなく，C
言語や Fortran といった従来の逐次言語のライブラリとして使用する．自動並列

化などと比べると，かなり本格的な並列プログラミングが可能で，性能も得ら

れるが，その分アプリケーション開発者への負担が大きくなる． 
3.1.2.2 PVM(Parallel Virtual Machine)  
 PVM は，TCP/IP ネットワークで接続された何台ものコンピュータを仮想的に

1 台のマシンととらえて，並列プログラムを走らせることのできるメッセージ・

パッシングの環境とライブラリを提供する．これは 1991 年にオークリッジ国立

研究所とテネシー大学で開発されたのが始まりである．PVM は現在も開発が続

けられており，配布が自由なために先端技術分野における大規模計算のための

ソフトウェアとして世界中で利用されている．また元々は，ワークステーショ

ン・クラスタのための TCP/IP ベースの通信ライブラリであったが，現在では多

くの並列計算機にも移植されている． 
なお PVM は，ワークステーションをクラスタにすることで再利用するという

世界で育ってきたものであるため，不均質ないくつものマシンやオペレーティ

ング・システムを直接に管理する．そしてダイナミックに仮想マシンを形成す

ることができる．PVM のプロセス管理の機能では，アプリケーションの中から

動的にプロセスを生成したり，停止したりすることもできる． 
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3.1.3 データ並列型 
・Fortran の DO ループなどを並列化する 

    ・HPF などのデータ並列処理指向コンパイラの使用 
    ・基本的にひとつのプログラムを作成すればよい 
    ・複数のプロセッサで動作することを意識しなくてもよい 
    ・通信等の明示的なコントロールが困難である 
    ・パフォーマンスの限界が指摘されている 
    ・並列化のインプリメンテーションが比較的容易である 
3.1.3.1 HPF(High Performance Fortran)  
 HPF は，通常の Fortran をベースにした言語で，Fortran の逐次プログラムに最

小限度の指示文を付加することにより，分散メモリ並列計算機で簡単に高い性

能を得ることを目指している．ただし，逐次プログラムをそのまま使えるかと

いうと，必ずしもそうではなく，対象とする並列計算機のアーキテクチャや，

プログラムの制御フローなどを考慮して，並列プログラミングをする必要があ

る．なお，今後分散メモリ並列計算機を並列処理の専門家だけの研究ツールか

ら実用ツールにするためには必須のプログラミングインターフェースとして注

目されている． 
しかし，MPI などと比較すると通信等を明示的に制御できないことから，有

限要素法などの 3 次元非構造格子における計算効率の低下が指摘されている． 
3.1.3.2  OpenMP(A Standard API for Shared Memory Programming)  
 OpenMP は，共有メモリモデルのために一般ユーザが指示しやすい(従来，ベ

クトル型スーパーコンピュータでなじんできた)コンパイラ指示行(Compiler 
Directives)を標準的に定めることを目指して，米国のコンパイラ関係の ISV を中

心に仕様を決定している．特に，SGI Power Fortran，SUN Impact，KAI/KAP な

どで，各社の並列化指示文が異なり，移植性がなかったことから，共有メモリ

並列計算機の並列化指示文の共通化を目指したものである． 
最近では MPI と並び，MPI は制御並列，OpenMP はデータ並列の並列化イン

ターフェイスの API 標準となりつつある． 
 

3.2 並列プログラミングインターフェース 

 
3.2.1 MPI(Message Passing Interface) 

MPI の標準化への取り組みは Supercomputing'92 会議において，後に MPI フォ

ーラムとして知られることになる委員会が結成され，メッセージ・パッシング

の標準を作り始めたことで具体化した．これには主としてアメリカ，ヨーロッ
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パなどの産官学の研究者，主要な並列計算機ベンダのほとんどが参加した．そ

して Supercomputing'93 会議において草案 MPI 標準が示され，1994 年に初めてリ

リースされた．MPI の成功をうけて，MPI フォーラムはオリジナルの MPI 標準

文書の改訂と拡張を検討し始め，この MPI-2 フォーラムにおける最初の成果物

として，1995 年 6 月に MPI1.1 がリリースされた．1997 年には，MPI-2 がリリー

スされた． 
MPI は Message Passing Interface を意味し，メッセージ通信のプログラムを記

述するために広く使われる「標準」を目指して作られた，メッセージ通信の API
仕様である．実装は，MPP(Massively Parallel Processors)やほとんど同一な特定の

ワークステーション・クラスタを対象としている．MPI は PVM の後に設計され

たために，PVM における問題点を学んでおり，高レベルのバッファ操作が可能

であり，高速にメッセージを受け渡すことができる．そして，オープンなフォ

ーラムによって達成された「標準」であるために，MPI で作成されたプログラ

ムは非常に移植性が高い．なお，MPI には 127 個の通信関数が用意されている．

しかし，20 程度の関数を知っていれば，通信をかなり細かく制御することがで

きる． 
 
3.2.1.1 機能の分類 

・実行管理と環境問い合わせ 
    ・プロセス管理 
    ・1 対 1 通信 
    ・集団操作 
    ・プロセストポロジー 
    ・プロファイリングインターフェース 
 
3.2.1.2 実行管理と環境問い合わせ 

・MPI_INIT：MPI の呼び出し 
・MPI_FINALIZE：MPI の終了 
・MPI_INITIALIZED：MPI_INIT が既に呼び出されたかどうかの判定(任意

の時点で呼び出し可能) 
・MPI_ERRHANDLER_CREATE：異常検出を条件に呼び出す利用者手続き

を定義 
 
3.2.1.3 コミュニケータ  
 コミュニケータは，通信に参加する MPI プロセスを集めてできたグループに

つけられる一種の名前のようなものであり，プログラム上，MPI プロセスはコ
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ミュニケータと，コミュニケータに含まれるそれぞれの MPI プロセス毎にユニ

ークな値をもつランクによって識別することができる．すなわち，コミュニケ

ータによって MPI プロセスのグループを特定し，そのグループに含まれる特定

の MPI プロセスをランクによって識別する． 
利用者は，プログラムにおいて特定 MPI プロセス集合のグループを定義し，

そのグループに対して，いくつものコミュニケータを定義することもできる．

また，MPI 標準では，MPI_COMM_WORLD を MPI 予約名として定義している．

この MPI_COMM_WORLD のコミュニケータは，MPI_INIT を呼び出した直後か

ら扱うことができ，利用者の指示にしたがって生成された全ての MPI プロセス

が含まれる． 
 
3.2.1.4 MPI プロセス数の取得  
 プログラムで扱える MPI プロセス全体の数は，コミュニケータ

MPI_COMM_WORLD を引数にして MPI_COMM_SIZE を呼び出すことで得られ

る． 
3.2.1.4.1 MPI プロセスのランク  
 ランクは，コミュニケータを引数として MPI_COMM_RANK を呼び出すこと

で得ることができる． 
 
3.2.1.5 1 対 1 通信  
 1 対 1 通信では，1 つの MPI プロセスの間で，一方で送信手続きを呼び出し，

もう一方で受信手続きを呼び出すことで，通信が成立する．その引数には，通

信対象の利用者データとその型および大きさ，通信相手を識別するコミュニケ

ータとランクがあり，さらに通信メッセージを識別するタグがある． 
3.2.1.5.1 通信の種類(ブロッキング通信) 
 送信手続き名には４つのモードがあり，受信手続き名は全てのモードに共通

で MPI_RECV である． 
・同期モード(MPI_SSEND) 

 対応する送信手続きと受信手続きのどちらかを先に呼び出した場合に，

両方の呼び出しが揃うまで，先行した側の MPI プロセスは待ち合わる． 
・バッファモード(MPI_BSEND) 

 利用者の定義したバッファを使う通信である．送信手続きの呼び出し

では，通信メッセージを利用者バッファに格納するため，受信手続きの

呼び出しよりも送信手続きの呼び出しが先行しても同期モードのように

待ち合わせをすることはない． 
・レディーモード(MPI_RSEND) 
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 受信手続きの呼び出しが送信手続きの呼び出しよりも先行しなければ

ならない． 
・標準モード(MPI_SEND) 

 バッファモードまたは同期モードのいずれかの通信モードを適用する．

バッファモードで使用するバッファは内部的に準備する．なお，同期モ

ードの適用によってデッドロックが発生する場合がある． 
3.2.1.5.2 非ブロッキング通信(MPI_I～) 

・ブロッキング通信 
 送信手続きの中で通信メッセージの作成や送りだしなどを行い，受信

手続きの中で通信メッセージの選択や受け取りまでを行う． 
・非ブロッキング通信 

 通信開始手続きと通信完了手続きがあり，通信開始手続きでは，引数

の取り込みと，通信識別子の生成後，制御は利用者プログラムに戻る．

したがって，通信メッセージの作成や送りだし，また通信メッセージの

選択や受け取りなどといった本来の通信処理は，利用者プログラムの処

理と並行して MPI システムの中で行われる．通信識別子は，通信開始手

続きと通信完了確認手続きの対応をとるために用い，通信完了の確認は，

この通信識別子を引数とする通信完了確認手続き(MPI_WAIT)の呼び出

しで行う．非ブロッキング通信の注意点は，通信開始手続きの呼び出し

から通信完了確認手続きを呼び出すまでの間，通信対象である利用者デ

ータについて送信側プロセスであれば更新を，受信側プロセスでは更新

または参照を行ってはならない． 
3.2.1.5.3 通信メッセージの事前確認 

・MPI_PROBE 
 受信手続き前に，目的の通信メッセージが送られてきて，受け取り可

能か事前に確認する． 
 
3.2.1.6 集団操作 
 特定のコミュニケータに対応するグループに含まれる全ての MPI プロセスが，

集団操作の手続きを呼び出して，通信や実行制御を行う． 
3.2.1.6.1 同期制御 

・MPI_BARRIER 
 引数で指定されたコミュニケータに含まれる全ての MPI プロセスが

この同期制御手続きを呼び出すまで待ち合わせをする． 
3.2.1.6.2 同報通信 

・MPI_BCAST 
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 ルートプロセスが送信側となり，それ以外の MPI プロセスが受信側と

なる． 
3.2.1.6.3 GATHER 通信と SCATTER 通信  

・MPI_GATHER 
 複数の MPI プロセスから１つの MPI プロセスへデータを収集する場

合に使用する． 
・MPI_SCATTER 

 １つの MPI プロセスから複数の MPI プロセスへデータを分配する場

合に使用する．同報通信との違いは，同報通信は，同じデータを複数の

MPI プロセスに展開するのに対して，SCATTER 通信は，送信データを

分割して別々の部分を任意の MPI プロセスに送信することにある． 
 
3.2.1.7 入出力に関する注意事項 

・全ての入出力文は，MPI_INIT を呼び出した後に行う 
・Thread タスクの場合，複数の MPI プロセスにおいて同時に同一の装置番

号に対して入出力文を実行すると結果は保証されない 
・ある外部ファイルに対して入出力する場合には，対象ファイルを置くデ

ィレクトリと MPI プロセスの実行ディレクトリの関係を考慮しなければ

ならない(MPIEXECDIR の利用) 
 
3.2.2 OpenMP(A Standard API for Shared Memory Programming) 
 OpenMP とは，共有メモリ機構を持つ並列計算機用に並列化を記述するための

指示文，ライブラリ，及び環境変数を規定したものである．OpenMP 規格の目的

は，共有メモリ機構を持つ異なるプラットホーム向けに，可搬性のある並列プ

ログラムを記述できるようなプログラミングモデルを提供することである． 
 OpenMP は米国のコンパイラ関係の ISV を中心に，1997 には Fortran ver.1.0 ，
1998 には C/C++ ver.1.0，1999 には F90 の API が提供された． 
 
3.2.2.1 OpenMP の構成 
 OpenMP は次の機能によって構成される． 
・並列リージョン指示 

 OpenMP では，プログラムの並列実行区間（並列リージョン）を，並列

リージョン指示によってユーザが明示的に指定する．並列リージョンでは，

プログラムは「スレッド」と呼ばれる並列実行単位に分かれて並列実行を

行なう．並列リージョンの開始時点では，各スレッドは同一の処理をスレ

ッド間で重複して行なっている．実際に並列実行による効果を得るために
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は，次に示す処理分割指示によって処理を各スレッドに分担させる． 
・処理分割指示 

 プログラムの処理を各スレッドに分割する．処理分割指示としては，

DO,SECTIONS,SINGLE の三つがある．これらの処理分割指示によって，

プログラムの実行を各スレッドで分担することで，並列処理による速度向

上を得ることができる． 
・データ属性指示 

 並列リージョン及び処理分割構造内のデータに対し，そのデータ

をスレッド間で共有するかどうかについての属性を指定する．  
データ属性の指定には，SHARED,PRIVATE による並列リージョン内

の属性の指定がある．PRIVATE 属性を指定されたデータは，各スレ

ッドごとに個別の領域がとられる．PRIVATE 属性変数を用いること

によって，各スレッドが同一の領域に同時に書き込みを行なうこと

によって起きるデータ競合を回避することができる．  
データ属性の指定には，SHARED,PRIVATE による並列リージョン内

の属性の指定以外に，THREADPRIVATE 指示文によってスレッド内

でグローバルなプライベート変数を宣言できる．また，

FIRSTPRIVATE,LASTPRIVATE,COPYIN によって，プライベート変数

への初期値及び終値を設定できる．  
・同期指示及び MASTER 指示 

 同期指示及び MASTER 指示は，並列実行を正しく行なうために，

並列リージョン内でスレッド間の同期をとったり，特定のスレッド

だけで実行する区間を指定したりするための指示である．  
同期指示文には，すべてのスレッドでの同期を行なう BARRIER 指

示文及び一度に一つのスレッドだけ実行を許す CRITICAL 指示文な

どがある．  
MASTER指示文は並列リージョン内でマスタスレッドによる逐次実

行を行なう．  
・実行時ライブラリと環境変数 

 OpenMP では，スレッド数などの並列実行環境の問い合わせ及び設定を

行なう実行時ライブラリ及び排他制御のための実行時ライブラリが用意

されている．また，環境変数によって並列実行環境の設定を行なうことが

できる． 
 
3.2.2.2 OpenMP による並列実効の概念 
 OpenMP では PARALLEL 指示文によって並列実行範囲（並列リージョン）を
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指定する． 
 プログラムの開始時点では，マスタースレッドと呼ばれるただ一つのスレッ

ドが動作している．マスタースレッドは，最初の PARALLEL 指示文に出会うま

で逐次的にプログラムを実行する．マスタースレッドは，PARALLEL 指示文に

出会うと，複数のスレッドからなるスレッドの「チーム」を生成する．PARALLEL
指示文によって指定された並列リージョンは，その並列リージョン内から呼び

出される副プログラムも含め，チーム内の各スレッドによって並列に実行され

る．処理分割指示がない場合，通常は並列リージョン内の文は各スレッドによ

って重複して実行される．並列リージョンが終了すると，チーム内のスレッド

間で同期がとられ，マスタースレッドだけがその後の実行を継続する．

PARALLEL 指示文による並列実行の概念を Fig.3.1 に示す． 
 

 
Fig.3.1 Image of parallel execution by PARALLEL directive 

 
3.2.2.3 処理分割指示による並列化 
 処理分割指示は，並列実行中のスレッドのチーム内で処理の分担を行なうこ

とを指定する．処理分割指示による並列構造には，DO,SECTIONS,SINGLE の三

つがある．これらの並列構造は，NOWAIT 節を指定しない限り，各並列構造の
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終了時にスレッド間で同期がとられる．各並列構造の開始時には，同期は行わ

れない．次に，それぞれの実行概念を説明する．図の矢印は制御の流れを表わ

し，横線は同期のポイントを表わしている． 
3.2.2.3.1 DO 指示 
 DO ループの繰り返しをチーム内のスレッドで分担して実行する．どのスレッ

ドがどの繰り返しを実行するかは，ループスケジューリングの指定によって決

まる．Fig.3.2 に DO 指示の概念を示す． 

 

Fig.3.2 Image of  DO directive 
 
3.2.2.3.2 SECTIONS 指示 
 実行文の集まりを，チーム内のスレッドで分担して実行する．SECTION 指示

で区切られた実行文の範囲をセクションと呼ぶ．セクションの数が起動してい

るスレッドの数より多い場合，一つのスレッドが複数のセクションを順に実行

する．Fig.3.3 に SECTIONS 指示の概念を示す． 
 

 
Fig.3.3 Image of  SECTIONS directive 

 
3.2.2.3.3 SINGLE 指示 
 行文の集まりをチームの中の１スレッドだけが実行する．SINGLE と END 
SINGLE で囲まれた範囲を SINGLE セクションと呼ぶ．ある SINGLE セクション
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をどのスレッドが実行するかは不定である．本処理系では，チームの中で最初

に SINGLE 指示文の位置に到達したスレッドが，その SINGLE セクションを実

行する．Fig.3.4 に SINGLE 指示の概念を示す． 

 
Fig.3.4 Image of  SINGLE directive 

 
3.2.2.4 同期指示及び MASTER 指示による並列実行の制御 
 同期指示は，スレッド間の同期を取りながら実行を制御する CRITICAL, 
BARRIER, ATOMIC, FLUSH, ORDERED がある．MASTER 指示は，特定のスレ

ッドだけで実行する範囲を指定する．MASTER,CRITICAL,ORDERED のそれぞ

れの実行概念を説明する． 
3.2.2.4.1 MASTER 指示 
 実行文の集まりをマスタースレッド（スレッド 0）が実行する．MASTER と

END MASTER で囲まれた範囲を MASTER セクションと呼ぶ．MASTER セクシ

ョンの開始と終了時には同期は行われない．Fig.3.5 に MASTER 指示の概念を示

す． 
 

 
Fig.3.5 Image of  MASTER directive 

 
3.2.2.4.2 CRITICAL 指示 
 実行文の集まりをすべてのスレッドが排他的に（一度に一つのスレッドが）

実行する．並列実行を行なっているスレッドのうち，早く CRITICAL 指示文に

到達したものから順に実行する．CRITICAL と END CRITICAL で囲まれた範囲

を CRITICAL セクションと呼ぶ．Fig.3.6 に CRITICAL 指示の概念を示す． 
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Fig.3.6 Image of  CRITICAL directive 

 
3.2.2.4.3 ORDERED 指示 
 DO 指示文と組み合わせて使い，ORDERED と END ORDERED で囲まれた範

囲を，そのループを逐次実行した時と同じ順序で実行する．DO 指示文にも

ORDERD 節の指定が必要である．Fig.3.7 に ORDERED 指示の概念を示す． 
 

 
Fig.3.7 Image of  ORDERED directive 

 
3.2.2.5 実行環境操作ルーチン 
 OpenMP では，スレッド数などの並列実行環境の問い合わせ及び設定を行なう

実行時ライブラリ及び排他制御のための実行時ライブラリが用意されている．

また，環境変数によって並列実行環境の設定を行なうことができる．次に代表

的なものを示す． 
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3.2.2.5.1 OMP_SET_NUM_THREADS 
・形式 

SUBROUTINE OMP_SET_NUM_THREADS(n) 
・機能 

次に起動される並列リージョンで使用するスレッド数を指定する． 
ただし，n は共有メモリ機構のプロセッサ数を超えない数である． 

 
3.2.2.5.2 OMP_GET_NUM_THREADS 
・形式 

INTEGER FUNCTION OMP_GET_NUM_THREADS() 
・機能 

現在起動しているスレッドの数を決める． 
 
3.2.2.5.3 OMP_GET _THREAD_NUM 
・形式 

INTEGER FUNCTION OMP_GET _THREAD_NUM () 
・機能 

自分のスレッド番号を返す．並列実行中の並列リージョンから呼ばれた場

合 ， 自 分 の ス レ ッ ド 番 号 を 返 す ． そ の 値 は ， 0 ～

OMP_GET_NUM_THREADS( )－1 の範囲の値となる．逐次実行部分から呼

ばれた場合，0 を返す． 
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第４章 ハイブリッド並列化 
 

4.1 ハイブリッド並列の概要 

 
 SMP Clusters におけるハイブリッド並列処理とは Fig.4.1 に示すように，ノー

ド間を MPI といった分散メモリ型並列処理で，ノード内を OpenMP といった

SMP 型並列処理で並列処理することである． 
 

 
Fig.4.1 Hybrid image 

 
4.1.2 ハイブリッド並列における通信 

OpenMP のようなスレッド形の並列処理と MPI のような通信を伴う並列処理

を混在するときには，ノード内で並列処理を行う適当なブロックを並列実行し

た後，マスタースレッドのみがノードを代表して通信を行うことにより，安全

な通信が可能となるということに特に注意しなくてはならない． 
OpenMP は，プログラム中で並列実行の指示があった時点で，複数のスレッド

を生成し，並列実行部分が終了した時点でマスタースレッド以外のスレッドは

消滅する．したがって，OpenMP ディレクティブで指定される並列に実行される

部分領域内に MPI 関数がなければ，MPI 通信は自然にマスタースレッドが行う

というスタイルになるため，安全に通信が行える．Fig.4.2 は OpenMP によりノ

ード内 4 スレッドで共有型並列，2 ノード間で通信を伴い，並列処理をするとき

の様子を表す． 
 



 29

 
Fig.4.2 Hybrid parallel processing 

 

4.2 ハイブリッドプログラミング 

 
 MPI と OpenMP によるハイブリッドプログラミングを行う際には，MPI で並

列化されているプログラムに OpenMP の並列化ディレクティブを追加すること

によって並列化を行う．このとき，プログラム中で対象となるループの並列化

可能性やプログラムの整合性はユーザーが判断する．また本研究のように SMP 
Clusters がベクトル機の場合は，並列ループ長がパフォーマンスに大きく影響す

るので，最適なループ長の確保なども考慮にいれる必要がある． 
 次項では式(4.1)のマトリックスベクトル積を元に，プログラミングの具体的例

を示す． 
 

cbA =⋅  (4.1) 
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(1) Serial code 
まずシリアルコードは次のようになる． 
 

1 DO j=1,ncols 
2 DO i=1,nlows 
3  c(i)=c(i)+a(i,j)*b(i) 
4 END DO 
5 END DO 

Code.3.1 Serial code of matrix vector product 
 
(2) MPI parallel code 
次に MPI を用いて最外側ループを並列処理する． 
 

1 DO j=1,n_loc  ! My local part 
2 DO i=1,nrows 
3 c(i)=c(i)+a(i,j)*b(i) 
4 END DO 
5 END DO 
6 CALL MPI_REDUCE_SCATTER(c)  ! Update c   

 (global sum and broadcast) 
Code.3.2 Parallel code of matrix vector product by MPI 

 
ここで n_loc は ncols をノード数で割った値となっている． 
 
(3-1) OpenMP parallel code 
 次に OpenMP ディレクティブを加えてさらに並列処理をする．ここで最外側

ループと最内側ループどちらも OpenMP によって並列処理することができるの

であるが，ベクトル機では最内側ループ長が長ければそれだけベクトル化によ

るパフォーマンスアップが大きくなるので，OpenMP により並列処理をするのは

最外側ループとする． 
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1 c=0.0 
2 !$OMP PARALLEL shared (c) , private (c_loc) 
3 c_loc=0.0 
4 !$OMP DO private (i) 
5 DO j=1,n_loc  ! My local part 
6 DO i=1,nrows 
7 c_loc(i)=c_loc(i)+a(i,j)*b(i) 
8 END DO 
9 END DO 
10 !$OMP END DO 
11 
12 !$OMP CRITICAL 
13 DO i=1,nrows 
14 c(i)=c(i)+c_loc(i) 
15 END DO 
16 !$OMP END CRITICAL 
17 !$OMP END PARALLEL 
18 
19 CALL MPI_REDUCE_SCATTER(c)  ! Update c  

 Code.3.3 Parallel code of matrix vector product by OpenMP (1) 
 
 上記コードの要点を説明をする． 
・line2  

 OpenMP の並列リージョンを定義する．また属性指示節 shared，private
で並列リージョンで扱う変数の属性を定義する．ここでは変数 c はスレッ

ド間で共通のアドレスを持ち，変数 c_loc は各スレッド固有のアドレスを

持つ変数である． 
・line4～9 

 各スレッドごとにローカル変数 c_loc に解を代入．DO 指示文に特に指定

がなければ，DO ループは各スレッド毎に n_loc/num_thread の長さに分担

される． 
 OpenMP によって発生した各スレッド上でベクトル c へ，解の足し合わ

せを行うのであるが，全スレッドで共有のアドレススペースをもつグロー

バル変数（c）に各スレッドがそれぞれ数値を代入すると，アドレスの同

時アクセスが起こり，解の精度が保証されない．そこで各スレッドでロー

In the critical section, a 
single thread updates the 
global copy of c. 

Creates local copy of c 
and sets it to zero 

Sets global copy of c to 
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カル変数 c_loc に各スレッドが数値を代入する． 
・line12～16 

全スレッド毎にグローバル変数 c に排他的に足し合せを行う．(3.2.2.4.2 
CRITICAL 指示参照) 

 OpenMP にはベクトルのリダクション（逐次足し合わせ）関数がないので，ベ

クトルのスレッドをまたいでのリダクションが発生する場合には，上記コード

のように注意が必要である． 
 
(3-2) OpenMP parallel code 
 また上記コードのクリティカルセクション（line12～16）のように，同一ルー

プ内にグローバル変数とローカル変数が混在すると，コードが分かりにくいば

かりでなく，エラーを生じる原因にもなりやすいので，次のように書くことも

できる．  
1 integer, external   ::  OMP_GET_THREAD_NUM 
2 real, dimension( nrows , n_threads )  :: c_work 
3 
4 c_work=0.0 
5 !$OMP PARALLEL shared (c , c_work , n_threads) , private (MYTHRE) 
6 MYTHRE = OMP_GET_THREAD_NUM() + 1 
7 !$OMP DO private (i) 
8 DO j=1,n_loc  ! My local part 
9 DO i=1,nrows 
10 c_work(i,MYTHRE)=c_work(i,MYTHRE)+a(i,j)*b(i) 
11 END DO 
12 END DO 
13 !$OMP END DO 
14 
15 !$OMP DO private (i) 
16 DO i=1,nrows 
17 DO j=1,n_threads 
18 c(i)=c(i)+c_work(i,j) 
19 END DO 
20 END DO 
21 !$OMP END PARALLEL 
22 CALL MPI_REDUCE_SCATTER(c)  ! Update c  

 Code.3.4 Parallel code of matrix vector product by OpenMP (2) 
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 上記コードの要点を説明をする． 
・line2  

 まず全スレッドで共通アドレスをもつ，グローバル変数 c_work を定義

っする．c_work は変数 c を並列スレッド倍に取った 2 次元配列となる． 
・line6  

 並列リージョン内での自分のスレッド番号を習得する． 
・line7～13 

 各スレッドごとにグローバル変数 c_work に解を代入．このとき，

MYTHRE は各スレッド毎に固有の値なので，アドレスの同時アクセスは

起こらない．  
・line15～20 

 変数 c に c_work の値を足し合わせる． 
 この書き方の場合，クリティカルセクションが無い分，先ほどよりもコード

の内容が理解しやすくなる． 
 ただし，この場合，ワーク領域のために共有メモリ並列スレッド倍の領域が

必要になるので，効率は(3-1)よりも落ちる． 
 
(補足) スカラーのリダクション 
 (3-1)で OpenMP にはベクトルのリダクション関数がないと述べたが，スカラ

ーのリダクション関数は定義されている．内積の計算の OpenMP による並列は

以下のようになる． 
 

1 DO i=1,n 
2 c=c+a(i)*b(i) 
3 END DO 

 
 

1 !$OMP PARALLEL 
2 !$OMP DO REDUCTION( +:c ) 
1 DO i=1,n 
2 c=c+a(i)*b(i) 
3 END DO 
4 !$OMP END DO 
5 !$OMP END PARALLEL 

Code.3.5 Parallel code of inner product by OpenMP 
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第 5 章 非圧縮粘性流体解析手法 
 

5.1 概要 

 

 本研究ではハイブリッド並列化アルゴリズムの性能を評価するために，有限

要素法非圧縮粘性流体解析をあつかった．以下非圧縮粘性流体解析手法につい

て説明する． 

 

5.2 支配方程式 

  

 非圧縮性粘性流体の運動の基礎方程式は，連続体としての流動体の質量保存

則，運動量保存則，および非圧縮性，等方性などの仮定の基に以下の非線形微

分方程式によって記述される. 

 

・ 連続の方程式 
0=⋅∇ u  (5.1) 

・Navier-Stokes(NS)式 
uuuu 2)( ∇+−∇=∇⋅+ νp&  (5.2) 

 

 ここでは u は速度ベクトル，p は密度で除した圧力，νは動粘性係数，上付き･

は時間方向偏微分を表す. 

 式（5.1）の連続方程式は，流体中に dx，dy，dz を各辺の長さとする微小直方

体を考えたときに，この直方体に流入する質量と流出する質量とが釣り合うこ

とを示している.また式（5.2）は運動量が流れ場の中で対流および拡散によって

輸送されることを示している.式（5.2）の対流項は未知数の速度について非線形

項になっており，その非線形効果によって流体のもつ運動エネルギが大きな渦

から小さな渦へと伝えられている.対流項の影響が強くなると流れ場は乱流とな

る. 
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 上式については，速度 ),,( wvu=u ，圧力 p およびの 4 変数に対して，1 個の

方程式の連続の方程式，3 個の NS 方程式を適当な初期条件，境界条件を導入し

連立させて解くことになる. 

 以上の基礎方程式に対して境界条件は以下のものを与える. 

 
Γ=Γ= onon V ττ )) ,uu  (5.3) 

  

ここで ΓΓ ,V はそれぞれ，速度境界条件，表面力境界条件が与えられる境界を示

しており， τ)) ,u は既知量を表す．τ は式（5.4）で定義される i方向表面力成分を

表す. 
nuI ⋅∇+−= )( ντ p  (5.4) 

 

ここで式（5.4）について I は単位テンソル，n はΓ上外向き単位法線ベクトルで

ある． 

 

5.3 有限要素法による支配方程式の離散化 

 

 有限要素法の適用に当たっては重みつき残差法の一つで一般によく用いられ

てるガラーキン法(重み関数として基本関数と同じものを用いる)で離散化をす

る.なお近似方法は，速度に関して 1 次，圧力に関して 0 次（要素内一定）の基

本関数を用いる.形状近似は 1 次の基本関数で近似する. 

 
5.3.1 重みつき残差法の適用 

 

 有限要素法を適用するにあたり当たり，まず最初に支配方程式の重みつき残

差積分形式を導く. 式（5.1）， 式（5.2）にそれぞれ重み関数 vp WW , を乗じて

領域Ω内で積分を行う.さらに式（5.4）の表面力境界条件についても，重み関数

vW を乗じて境界 γΓ 上で積分する.そして先の領域Ωと境界 γΓ の 2 領域に渡って

の残差の加重和を 0 とする.ここで速度境界条件についてはあとで厳密に満足す
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ることができるのでここでは考慮する必要がない. 
 

∫
Ω

=Ω⋅∇ 0dp uW  (5.5) 

0)(

)(

2 =Ω−+Ω∇−

Ω∇+Ω∇⋅+Ω

∫∫

∫∫∫

ΓΩ

ΩΩΩ

γ

ττν dd

pddd

vv

vvv

)

&

WuW

WuuWuW

 (5.6) 

 

 次に NS 方程式の圧力勾配項と拡散項の部分積分を行い次数を下げることに

よって以下の弱形式を導く. 

 

0)()(

)(

=Ω−+Γ⋅∇+−−Ω∇⋅∇+

Ω∇−Ω∇⋅+Ω

∫∫∫

∫∫∫

ΓΓΩ

ΩΩΩ

γγ

ττνν ddpd

pddd

vvv

vvv

)

&

WnuIWuW

WuuWuW

 (5.7) 

 

ここで式（5.7）に対して vv WW = とおくと次式（5.8）のように整理される. 

 

0

)(

=Ω−Ω∇⋅∇+

Ω∇−Ω∇⋅+Ω

∫∫

∫∫∫

ΓΩ

ΩΩΩ

γ

τν dd

pddd

vv

vvv

)

&

WuW

WuuWuW

 (5.8) 

 

 上式からもわかるように，境界上の積分項の 2 つが互いに打ち消し合い，境

界上で導関数を計算する必要がなくなってしまうことがわかる.また 0=τ) の場

合には境界上の積分は 0 となり，計算上は全くこのことを考慮せずとも境界条

件が自然に満足されることになる. 

 
5.3.2 Galerkin 法の適用 

 

 重み付き残差法を適用したのち， p,u を以下のように区分多項式に展開する. 
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∑=
NP

m
mmN uu  (5.9) 

∑=
NE

e
ee pMp  (5.10) 

 

 ここで mN は節点m に関する C0 連続の区分 3 重線形基本関数であり， eM は要

素 e上で一定値の 1 をとり他の要素で 0 の値をとる C-1 連続の区分一定基本関数

である. mu は節点m について定義された流速であり， ep は要素 eの中心に定義さ

れた圧力を表す.また要素形状の近似にも mN を用いる（アイソパラメトリック要

素）を用いる. NENP, はそれぞれ，全節点数，全要素数である.この未知変数区分

は 3 次元解析では比較的よく用いられており，コーディングしやすく，メッシ

ュ作成が容易であるなどの利点がある.またごく最近では安定化有限要素法に基

づく，圧力，流速ともに節点配置をおこなった手法が主流となりつつある. 

 Galerkin 法では，重み関数に未知変数 em p,u に用いた基本関数と同様の関数を

用いる.このようにすれば，支配方程式を離散化して行列一次方程式に帰着させ

た場合に方程式系が対称系となる.よって式（5.5），式（5.6）においてそれぞれ

の重み関数について l
v

d
p NM == WW , とおくと次の式が得られる. 

 

0=Ω⋅∇∫
Ω

dNM mmd u  (5.11) 

0)()(

)}(){()(

=Ω−Ω∇−Ω∇⋅∇+

Ω∇⋅+Ω

∫∫∫

∫∫

ΓΩΩ

ΩΩ

γ

τν dNdpMNdNN

dNNNdNN

leelmml

mmkklmml

)

&

u

uuu

 (5.12) 

 

 さらに上式を行列方程式の形に整理しなおすと 

 
0=uCT  (5.13) 

FDuCpuuBuM =+−+ )(&  (5.14) 
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 ここにおいて，uは各節点量をすべて含む全体列ベクトル，pは全ての要素中

心圧力値からなる列ベクトルであり，Fは外力ベクトルである.またMは全体質

量行列， Cは全体勾配行列， TC は全体発散行列 )(uB は全体移流行列 Dは全

体拡散行列をそれぞれ示す.これらの行列は各要素 eΩ からの寄与(局所的な要素

行列)を全要素にわたって組み上げれば得ることができ，関係式であらわせば次

のようになる. 

 

∑
=

=
NE

e

e
lm

1
αβMM  (5.15) 

∑
=

=
NE

e

e
iim

1
βCC  (5.16) 

∑
=

=
NE

e

e
lm

1
αβBB  (5.17) 

∑
=

=
NE

e

e
lm

1
αβν DD  (5.18) 

  

これらの局所的要素行列は以下のとおりである. 

 

∫
Ω

Ω=
e

dNNe
βααβ

M  (5.19) 

∫
Ω

Ω
∂
∂

=
e

i
dM

x
N

e
i

e α
α

C  (5.20) 

∫
Ω

Ω∇⋅=
e

dNuNNe
βγγααβ

)(B  (5.21) 

∫
Ω

Ω∇⋅∇=
e

dNNe
βααβ

D  (5.22) 

 

 ここで βα , は各々の要素での局所的な節点番号であって，全部で 8 節点から

なる.これらの積分計算には一般には 8 点(2×2×2)の積分点を用いたガウス・ル

ジャンドル数値積分が用いられるが，本研究でもちいたアルゴリズムでは積分

点を 1 点とすることで演算数の低減化を実現している. 
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5.3.3 有限要素法における形状近似 

 

 有限要素法の特徴は差分法と比較すると複雑な解析領域の形状近似が可能で

あることが挙げられる.本節では写像による形状近似について触れる.本研究に

おいての有限要素法による解析においては局所要素座標系 ),,( ζηξ で表現される

局所要素を本来の解析領域である大域座標系 ),,( zyx に写像をする手法をとって

いる. 

 

 一般に写像は 2 つの座標系の間の関数関係で記述される.本研究の解析上では

8 節点の 1 次要素を用いており，その関数関係の記述は式（5.23）のようになる. 

 

αα α

αα α

αα α

ζηξ

ζηξ

ζηξ

zNz

yNy

xNx

),,(

),,(

),,(

∑
∑
∑

=

=

=

 (5.23) 

 

 ここでα = 1～8 であり ),,( ααα zyx は局所節点α に対応する大域座標値であ

る. αN は要素上で関数近似したものと同一の形状関数をもちいている.このよう

に関数近似と写像による形状近似に同様の基本関数を用いる要素はアイソパラ

メトリック要素と呼ばれ，有限要素法においてはよく用いられている要素であ

る. 

 各行列の算出にはガウス・ルジャンドルの数値積分法が用いられ，次式のよ

うになる. 

 

g
gig

g
ii x

Nddd
x
Nd

x
N

e

JWJ detdet
1

1

1

1

1

1 ∂
∂

=
∂
∂

=Ω
∂
∂ ∑∫ ∫ ∫∫ − − −Ω

ααα ζηξ  (5.24) 

 

ここで，式（5.24）で用いられている αN は局所要素座標系 ),,( ζηξ についての関

数であるために， ixN ∂∂ /α を求めるには合成関数の微分の関係式を用いる操作が

必要である.合成関数の微分の規則によれば， 
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 さらに式（5.25）はマトリックス系で次式のようになる. 
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ここで J はヤコビアン行列である. ξα ∂∂ /N ～ ζα ∂∂ /N は局所要素座標系におい

て次式のように αN が定義されているので，直接求めることができる 

 

)1)(1)(1(
8
1 ζζηηξξ αααα +++=N  (5.27) 

 

式（5.27）は局所座標系において，節点αにおいて 1=αN となり，その他の節

点では 0=αN となる線形関数であり，双 1 次要素の局所線形関数として決定さ

れる関数である. 

 また，ヤコビアン行列 J は式（5.23）から算出できる.これにより xN ∂∂ /α ～

zN ∂∂ /α を求めることが可能となる. 

 
5.3.4 時間積分法 

 

 前節までに有限要素法の理論に基づいて支配方程式の空間的な離散化を行っ
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たので次は時間方向に関する離散化を行う. 

 時間積分に関しては式（5.14）の時間微分項を何らかの形で離散化することに

よって解を求めることができる.この解法としては連続の式(式（5.13），すなわち

非圧縮性取扱い方と関連してくる.これらの取扱い方については直接解法，分離

解法，ペナルティ法などに分類することができる.本研究で取り扱うのは，比較

的おおきな流速をともなった問題にも対応が可能で，必要な記憶容量も少なく

て済む分離解法のなかで，速度修正法という解法を用いている. 

 
5.3.4.1 時間積分の定式化 

 

 式（5.14）において速度を時間的に陽に扱うか，それとも陰に扱うかで，解析

方法はさらに細分化されるが，ここでは速度については陽，圧力については陰

に取り扱うこととする(圧力については常時陰に扱わなくてはならない).まず式

（5.14）の時間微分項を次式のように 1 次の前進差分系で表す 

 

t

nn

∆
−

=
+ uuu

1

&  (5.28) 

 

上式を用いると式（5.13）と式（5.14）はそれぞれ次のように表すことができる. 

 
01 =+nT uC  (5.29) 

))(( 111 nnnnnnn t FDuuuBCpMuu −++−∆−= +−+  (5.30) 

 

 ここで t∆ は時間刻幅， n は時間ステップ数であり，計算時間は tnt ∆= で示さ

れる.式（5.29）の表現で，発散に次のステップの流速を用いていることから，

圧力も常に陰に扱わなければならない.式（5.30）の両辺に TC を乗じると式（5.29）

と式（5.30）の右辺が一致するので次の式が導かれる. 

 
0))(( 11 =−++−∆− +− nnnnnTnT t FDuuuBCpMCuC  (5.31) 
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 さらにpについて整理すると次の式が導かれる. 

 
0))((/1 111 =−++∆−= −+− nnnnnTnT t FDuuuBMuCCpMC  (5.32) 

 

 ここで CMC 1−T はラプラシアンに相当すること，および式（5.32）の右辺は既

知量であることに注意すれば，式（5.32）は離散的な意味での圧力に関するポア

ソン方程式となっていることがわかる.以上のことから，まず式（5.32）から 1+np

を求め，その 1+np を用いて式（5.30）から 1+nu を求めれば 1 ステップの時間進行

ができることになる. 

 また質量行列Mは次式のようにあらかじめ集中化近似を行っているために，

逆行列 1−M の計算は用意に行える. 

 

∫Ω Ω= dNllmlm δM  (5.33) 

 

5.4 次数低減化積分法 

 

 前節までに支配方程式を空間的，および，時間的に離散化を行った.しかしな

がら，計算を行うに当たっては移流，拡散，発散，勾配マトリックス等，種々

の行列のための記憶容量が必要となってくる.さらに，空間領域が 3 次元の問題

ともなるとこれらの行列の全ての記憶領域を確保することは，たとえ大型の汎

用コンピュータを用いたとしても多大な負担をともなう.本研究においては記憶

容量および，積分計算に要する演算数の低減化を優先できるように，一点積分

を適用する. 

 
5.4.1 次数低減化のための一点積分 

 

 一般に 6 面体 8 節点 1 次要素の数値積分を行う際は(2×2×2)の 8 点をもちい

たガウス・ルジャンドルの数値積分を行う.しかしながら，ここで，積分点を要
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素中心の一点のみにとることによって，要素ごとの積分計算の演算数の低減化

のみならず，次式のような近似が成立する. 
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 ここで )0( は要素中心における値を表す.式（5.34） ～ 式（5.36）からわかる

ように一点積分を仮定することにより，行列 DB, は行列Cと要素体積ベクトル

Ωおよび，要素中心速度 )0(U をもちいて計算することができ，大幅な記憶容量

の削減が可能になる.さらにこの近似によって積分計算に必要な演算数は 1/8 以

下となって計算時間の短縮も行える.さらに毎ステップの計算で勾配行列を算出

するようにすれば無記憶型も可能になる.ただし，この手法では計算時間の増大

が懸念されるので勾配行列も節点情報のみで計算を行って計算時間の短縮化を

図る. 

 

5.5 アワーグラスモード処理 

 

 前節において 1 点積分を適用したことによって記憶容量の確保および計算時

間の短縮化ができた.しかし，拡散行列Dを一点積分すると，ゼロの固有値に相

当するモードが発生して解の空間的な振動(これをアワーグラスモードと呼ぶ)

を引き起こす場合がある.このモードの発生は積分点を要素中心の 1 点に限定し

て数値積分を行ったことによる誤差の増大が原因である.そこでアワーグラス・

コントローラを要素のアスペクト比を考慮できる形で導出して修正をおこなう. 



 44

 

 
5.5.1 アワーグラス・コントローラ 

 

 辺の長さが hzhyhx ,, の直方体要素について考慮する.簡略化して拡散係数を 1

にして等方的な拡散を仮定すれば，拡散マトリックスは座標軸に対する要素の

傾きに依存しない形で厳密に表現することができる.また，一点積分を用いると

各座標軸間 ),,( ξζζηηξ −−− 間の相互作用が無視された形で計算できる.前者か

ら後者を差し引くと，一点積分を適用したことによる誤差が 4 個のモードを含

む形で次のように表せる. 

 

{ }{ } { }{ }

{ }{ } { }{ }

{ } { }
{ } { } tt

tt

tzyxtzyx

tzyxtzyx

HH
HH

HH
hh

hhh
HH

hh
hhh

HH
hh

hhh
HH

hhh
hhh

xzzy

yxzyx

)1,1,1,1,1,1,1,1(4,)1,1,1,1,1,1,1,1(3
)1,1,1,1,1,1,1,1(2,)1,1,1,1,1,1,1,1(1

4411
48

3311
48

2211
48

11111
144

2222

22222

−−−−=−−−−=

−−−−=−−−−=













++












++













++












++

 (5.37) 

 

 ここにおいて{ }1H ，{ }2H ，{ }3H ，{ }4H はアワーグラスモードベクトルであり，

式（5.36）のゼロのモード(ゼロエネルギモード)に相当する. 

 以上のことより式（5.37）をアワーグラス・コントローラとして，一点積分を

用いて算出した拡散行列に加えることによって，モードの発生を抑えることが

できるようになる.この方法は要素形状が直方体の場合には厳密積分による結果

と全く等価となる. 

 

5.6 行列 1 次方程式の解法 

 

 前節で示したように時間ステップを進めるためには，圧力のポアソン方程式

を解く必要がある.行列 1 次方程式の解法には，ガウスの消去法，コレスキー分
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解法，スカイライン法などの直接解法，そしてガウス・ザイデル法，SOR 法，

共役勾配法(CG法)などの反復解法がある.一般に直接解法は記憶容量を大量に使

用するために大規模解析では反復解法が用いられる.最近では反復解法として

biCG-stab や GMRES などの高性能なソルバーが主流となりつつある. 

 本研究においては，圧力のポアソン方程式の係数行列 CMC 1−t は対称正定値で

あることを考慮して，ソルバーとして共役勾配法(CG 法)を用いる. 

 
5.6.1 共役勾配法（CG 法：Conjugate Gradient Method） 

 

 行列方程式 bAx = において，A が対称正定値行列だとすれば共役勾配法(CG

法)をソルバーとして用いることができる. 

 共役勾配法の原理は, bAx = の解が関数 

 

)((
2
1)( bx,Ax)x,x −=f  (5.38) 

 

を最小にするという事実に基づいている.事実， 

 

)A,bAxxx hhhfhf (
2
1),()()( +−+=+  (5.39) 

 

であり，A が正定値だから 0),( >hh A となる.従って bAx = の解x)に対して 

 
)()( xx )) fhf >+  (5.40) 

 

 すなわち，どんな )0(≠h を選んでも )( hf +x) は )(x)f よりも大きくなるので

)(x)f は最小となる. 

 共役勾配法は，任意の初期値 0x から始めて )(xf の最小点を逐次探索する方法

である.いま，第 k 番目の近似値 kx と探索方向 kp が決まったとすると 

 
kkkk pxx α+=+1  (5.41) 
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として )( 1+kf x が最小になるようにα を決めればよい.そのためには 

 

)(),(),(
2
1)( 2

kkkkkkkk ff
k

xrpApppx +−=+ ααα  (5.42) 

 

を kα の関数とみて，それが最小となるようにα を決める.このようにすれば， 

 
),/(),( kkkkk Apprp=α  (5.43) 

 

となる.ただしここで， 

 
kk Axbr −=  (5.44) 

 

は第 k 近似 kx に対する残差である. 式（4.41）を用いると，残差も漸化式 

 
kkkk Aprr α−=+1  (5.45) 

 

によって計算できる.次に探索方向を漸化式 

 
kkkk prp β−= ++ 11  (5.46) 

 

によって決定する.ただし， 0rp =0 とする.探索方向 1+kP を決定するにあたっては

1+kx から厳密解 bAx 1−=) を望む方向へ向けるのが理想的ではあるが，当然厳密解

は未知である.そこで次善の策として，方向 1+
− − kxbA 1 と kAp との直交性 
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に着目して， 1+kP が kAp と直交するように β を決めてやればよい. 
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これより 

 

),/(),( 1 kkkkk AppApr +−=β  (5.49) 

 

となり，探索方向が決定できる.このソルバーによって得られるベクトル列 }{ iP ，

}{ ir に対して次式が成立する. 
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また, 

 

),(),(),,(),( kkkkkkkk AprApprrpr ==  (5.51) 

 

等の関係を用いると kα と kβ は次式のようになる. 
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5.6.2 共役勾配法の利点 

 

 この共役勾配法を用いる利点には以下のようなことがあげられる. 

 

1. 行列の非ゼロ成分のみを記憶すればよく，記憶容量が直接法にくらべて大幅

に減少 

2. 要素行列の全体化が不要 

3. 行列の対角成分がゼロでもピボット交換が不要 

 
5.6.3 EBE(Element-by-Element)スキーム 

 

 通常の有限要素法解析の手順では，要素行列と要素ベクトルからの寄与を計

算し，全体系に組み込み，式（5.53）のような全体行列を作成する. 

 
bAx =  (5.53) 

 

 ここで，A , x , bはそれぞれ，全体行列，全体未知ベクトルおよび全体右辺ベ

クトルを表す.式（5.53）は通常，CG 法などの反復法ソルバーを用いることによ

って解かれる. 

 なお，A  , bの要素 eからの寄与である eA  , eb は，主要な要素ループにおいて

独立して計算されるので，容易に並列化が可能である.さらに，組み込みプロセ

スは，式（5.54）のように各要素について離散化された行列とベクトルの総和と

して表現できる. 
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 有限要素法解析におけるソルバーに CG 法を用いて，式（5.30）, （5.32）を

解く際に，全体行列を作成することなく，エレメント・ワイズに演算が行える.CG



 49

法の主要な計算部分は，行列とベクトルの積で形成されているため，解法の全

ての過程を式（5.55）のように EBE スキームに取り込むことができる. 

 

bbxAAx =






=






= ∑∑
==

NE

e
e

NE

e
ee

11
 (5.55) 

 つまり，EBE スキームを用いる利点は，全体行列を作成する必要がないため

記憶容量を節約でき，要素ループが独立して計算されるのでデータ並列計算と

の整合性が非常によいことである. 
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第 6 章 解析結果 
 

6.1 概要 

 

 本研究で構築した並列化アルゴリズムの性能を評価するために，非圧縮粘性

流れ解析に MPI と OpenMP によるハイブリッド並列を適用したプログラム（以

下 Hybrid と略す）を通して，解の精度，パフォーマンスを検証する．また，ハ

イブリッド並列による性能向上を確認するために，MPI のみを用いたプログラ

ム（以下 Flat MPI と略す）の結果も示す．MPI のみを用いる場合，同一ノード

内のプロセス間でもメッセージパッシングによる通信を行う． 

 なお本研究では既存の MPI 並列有限要素法非圧縮粘性流れ解析プログラム(4)

に OpenMP による共有メモリ型並列を加えて，ハイブリッド並列プログラムを

作成した． 

 
6.1.1 並列 PE（Processor Element）数について 
  
 ここで Hybrid と Flat MPI の並列 PE 数について説明する．ノード内が m プロ

セッサから構成された SMP Clusters の n ノードを使い並列処理をするとは

Hybrid，Flat MPI それぞれ以下のような並列形態となることを意味する． 
・Hybrid 

ノード内の共有メモリ機構のプロセッサを使い，OpenMP によって m スレッ

ドによる共有メモリ型並列を行う．（ただし，m 以下の共有メモリ内プロセ

ッサを使って並列処理することも可能である．）そして，n 個のノード間を

MPI によって通信を行いながら並列処理する．並列 PE 数は n×m になる． 
・Flat MPI 

ノード内，ノード間とも MPI によって通信を行いながら並列処理する．この

とき，ノード間，ノード内の通信を特に意識しなくても良いが，SMP Clusters 
においては，ノード内とノード間では通信のバンド幅が異なるので，通信負

荷がノード内，ノード間で異なる．また SMP PC Clusters 上での計算となる

と Flat MPIの場合はノード内の全プロセッサを使うと性能が向上しないこと

が分かっている．(5) 並列 PE 数は n×m になる． 
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6.2 解の精度と並列化効率の検証 

 Hybrid プログラムの精度の検証とパフォーマンス測定のために，3 次元キャビ

ティ流れ解析を行った． 

 

6.2.1 解析モデル 
 解析モデルは Fig.6.1 に示す通りで，長さ 1 の立方体を格子状に分割した領域

で，境界条件としては上壁が流速 1.0 でその他の壁はすべて no-slip とした．解

析モデル次の二つのモデルを用いた． 
・small : 125,000(50×50×50)要素，132,651(51×51×51)節点 
・large : 1,000,000(100×100×100)要素，1,030,301(101×101×101)節点 
 

 
Fig.6.1 Analysis of cavity 

 
6.2.2 使用計算機 
 本解析では東京大学情報基盤センターの SMP Clusters SR8000-bulk を用いた．

また，解析には 1，2，4 ノード用いた．SR8000-bulk は 1 ノード 8CPU から構成

されているので，並列の PE 数は 8，16，32PE 用いたことになる． 
 

Table.6.1 Hardware specification of SR8000 
 SR8000 Bulk 

Number of Node 128 Node 
Memory capacity 8GB / Node 
Peak performance 8GFLOPS / Node 



 52

6.2.3 解の精度の検証とパフォーマンス 
 両モデルを用いて，以下の条件のもと計算を行った． 
・Re = 100 
・small : t∆ =0.005 , 1000 step 
 large : t∆ =0.0025 , 2000 step 
・2 ノード（16PE）Hybrid 並列 
 
 定常状態での Fig.6.1のA-A’線上の x方向流速成分をKu(6)らの計算したものと

比較したものが Fig.6.2 であり，十分よく一致していると言える． 
 

 
Fig.6.2 Flow velocity of x on the line A-A’ (Re=100) 

 
また Table.6.2 に解析結果を示す．small モデルの解析に約 5 分，large モデルの

解析に約 1 時間かかった．Flops 値は両モデルとも約 2GFLOPS 出ており，2 ノ

ードでの SR8000 のピーク性能は 16GFLOPS であるので，10%以上の性能が出て

いることが分かる．このことから今回の Hybrid プログラムが SR8000 の高いパ

フォーマンスを引き出していることがわかる． 
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Table.6.2 Result of Hybrid on 2 Node (16PE) 
 Elapse time [s] FLOPS [GFLOPS] 

small 2.858×102 2.235 
large 4.054×103 2.435 

 
 またこのときの large モデルにおいて，定常状態における Fig.6.1 のα，β面上

の流速場を表しているのが Fig.6.3，Fig.6.4 である． 
 
 

 
Fig.6.3 Flow velocity on theαplace 
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Fig.6.4 Flow velocity on theβplace 

 
6.2.4 並列性能評価 
 small，large モデルとも Hybrid と Flat MPI で並列性能比較を行った．SR8000
の 1(8PE)，2(16PE)，4(32PE)ノードを用いて 100step を計算する際に要した solver
の計算時間を用いて並列化の効率の比較を行った． 
 
6.2.4.1 Elapse time of solver の比較 
 Table.6.3は 1PEでのシリアル計算の結果である．そして，Table.6.4はFlat MPI，
Table.6.5 は Hybrid の計算結果である． 
 また Hybrid と Flat MPI の経過時間の比較をグラフにしたものが，small，large
モデルそれぞれ，Fig.6.5，Fig.6.6 である． 
 同一並列 PE 数の計算時間を見ると，small，large モデル共に，Flat MPI と Hybrid
で近い値になっているのが分かる． 
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Table.6.3 Result of serial 
  1PE 

small Compute solve time [s] 427.7 
large Compute solve time [s] 3216 

 
Table.6.4 Result of Flat MPI 

  1 Node 2 Node 4 Node 
Compute solve time [s] 66.49 35.68 23.39 

Speed-up 6.430 11.99 18.29 small 
Efficiency [%] 80.41 74.92 57.14 

Compute solve time [s] 488.1 252.5 150.6 
Speed-up 7.000 13.53 22.68 large 

Efficiency [%] 87.48 84.55 70.88 
 

Table.6.5 Result of Hybrid 
  1 Node 2 Node 4 Node 

Compute solve time [s] 61.17 39.71 27.47 
Speed-up 6.460 10.77 15.57 small 

Efficiency [%] 80.80 67.32 48.66 
Compute solve time [s] 518.5 305.0 157.3 

Speed-up 6.640 11.20 21.72 large 
Efficiency [%] 82.99 70.00 67.86 
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Fig.6.5 Comparison of the solve time in small model 
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Fig.6.6 Comparison of the solve time in large model 

 
 
 
 
 



 57

6.2.4.2 並列効率の比較 

 

 また並列化の効率を表す尺度としてスピードアップ nS （1CPU での計算時間

を nCPU での計算時間で割ったもの）を用いた．並列化効率 np とともに以下に

式を示す． 

 

 
n

n T
TS 1=  ， 

n
SP n

n =                       (6.1) 

 PEnby   time Elapse:
 PE1by   time Elapse:

 PEsof No.:

n

1

T
T
n

 

 
 スピードアップを比較したのが Fig.6.7 である．Fig.6.7 では，small，large モデ

ル共に Flat MPI と Hybrid の speed up が近い値を示している． 
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Fig.6.7 Speed up 
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6.3 複雑形状の解析 

 
 6.2の 3次元キャビティ流れ解析でHybrid並列プログラムはピーク性能の 10%
以上の高い性能を示した．そこで，次に少し複雑な形状のメッシュで解析を行

い，Hybrid プログラムのパフォーマンスを計測した． 
 
6.3.1 解析モデル 
 Fig.6.8，Fig.6.9 が解析したメッシュである．このメッシュは筆者の所属する研

究室，415 号室の内部を立方体で切ったものである．境界条件は Fig.6.8 に示す

ように，上面のエアコンの位置から z 軸下方向に流速 1 を，図の左側（ベラン

ダへの扉）から y 軸方向に流速 2 を与えている．また図の右側（廊下への扉）

を free とし，その他の側面は no-slip とした．解析モデルは 3 次元キャビティ解

析と同規模の解析となるように，約 10 万要素と約 100 万要素の二つのモデルを

用意した． 
・small : 118,504 要素，132,982 節点 
・large : 948,032 要素，1,001,904 節点 
 また large メッシュは small メッシュの節点間に節点を発生させる方法で作成し

ている(7)．つまり large の要素数が small の要素数 8 倍になっている．このため

節点間距離は全て，small で 0.1，large で 0.05 となっている． 
 

 
Fig.6.8  Boundary condition of Room 415 model 
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Fig.6.9  Inside view of Room 415 model 
 
6.3.2 Hybrid 並列によるパフォーマンス 
 両モデルを用いて，以下の条件のもと計算を行った． 
・Re = 100 
・small : t∆ =0.01 , 1000 step 
 large : t∆ =0.005 , 2000 step 
・2 ノード（16PE）Hybrid 並列 
 

Table.6.6 に上記条件のもと解析した結果を示す． 
 small モデルの解析に約 14 分，large モデルの解析に約 2 時間かかった．Flops
値を見ると 3 次元キャビティ流れ解析と比べると値は小さくなっているが，large
モデルで 2 ノードでの SR8k のピーク性能 16GFLOPS の 10%以上性能が出てい

ることが分かり，今回の Hybrid プログラムが複雑形状の解析でも SR8k の高い

パフォーマンスを引き出していることがわかる．またこのときの small モデルに

おける流速場を表しているのが Fig.6.10 である． 
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Table.6.6 Result of Hybrid on 2 Node (16PE) 
 Elapse time [s] FLOPS [GFLOPS] 

small 8.498×102 1.316 
large 6.725×103 1.948 

 
 

 
Fig.6.10  Flow velocity of small model 
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6.4 超大規模解析 

 
 Hybrid プログラムを大規模問題へ適用した．ここでは普通のコンピュータで

は解けない，約 1 千万節点の 3 次元キャビティ流れ解析を，レイノルズ 1000，
3200 に対して行った． 
 
6.4.1 解析モデル 
 解析モデルは Fig.6.1 に示したものと同じ，長さ 1 の立方体を格子状に分割し

た領域で，境界条件としては上壁が流速 1.0 でその他の壁はすべて no-slip とし

た．解析モデルを用いた． 
 メッシュの規模は 
・ 要素数 10,077,697 (216×216×216) 
・ 節点数 10,218,313 (217×217×217) 
 
6.4.2 使用計算機 
 本解析では東京大学情報基盤センターの SMP Clusters SR8000-mpp を用いた．

また，解析には 128 ノード用いた．SR8000-mpp は 1 ノード 8CPU から構成され

ているので，並列の PE 数は 1024PE 用いたことになる． 
 

Table.6.7 Hardware specification of SR8000 
 SR8000 MPP 

Number of Node 144 Node 
Memory capacity 16GB / Node 
Peak performance 14.4GFLOPS / Node 

 
6.4.3 解析結果 
 以下の条件の元解析を行った． 
・Re = 1000 : t∆ =0.004 , 10000 step ，t=40 
・Re = 3200 : t∆ =0.004 , 20000 step ，t=80 
・128 ノード（1024PE）Hybrid 並列 
 
 Table.6.8 に解析結果を示す．Re=1000 の解析に約 50 分，Re=3200 の解析に約

1.5 時間かかった．表の Peak ratio は 128 ノードでの SR8000-mpp のピーク性能

14.4GFLOPS×128Node = 1843GFLOPS の何%性能が出ているかを表す． 
 Table.6.8 からどちらも約 10%の性能が出ていることが分かる．このことから
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今回の Hybrid プログラムが大規模解析においても，SR8000 の高いパフォーマン

スを引き出していることがわかる． 
 

Table.6.8 Result of 10M model by Hybrid on 128 Node (1024PE) 
 Re = 1000 Re = 3200 

Elapse time [s] 2.901×103 5.734×103 
FLOPS [GFLOPS] 166.8 107.5 

Peak ratio [%] 9.05 9.15 
Memory [GB] 105.7 107.5 

 
 ここで，Re=1000 の流れは最終的に定常状態に達する．定常状態での Fig.6.1
の A-A’線上の x 方向流速成分を Ku らの計算したものと比較したものが Fig.6.11
である．ほぼ一致しているが，Hight が小さい所で一致していないのは，t=40 で

は定常状態に達していなかったためと思われる．過去の研究では t=50 で定常状

態に達している(8)ので，無次元時間で t=10 多く解析すれば，程よく一致したも

のと思われる． 
 また Re=3200 の流れは定常状態に達することはなく，周期的に変動する． 
 Fig.6.1 のα，β面上の流速場の動きを表しているのが，Re=1000 の時がそれ

ぞれ Fig.6.12，Fig.6.13，Re=3200 の時がそれぞれ Fig.6.14，Fig.6.15 である． 
 

 
Fig.6.11 Flow velocity of x on the line A-A’ (Re=1000) 
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・Re = 1000 

 
Fig.6.12 Flow velocity on theαplace (Re=1000) 
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Fig.6.13 Flow velocity on theβplace (Re=1000) 
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・Re = 3200 

 
Fig.6.14 Flow velocity on theαplace (Re=3200) 
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Fig.6.15 Flow velocity on theβplace (Re=3200) 
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第 7 章 結論 
 

7.1 結論 

 
 本研究で得た結論を以下に示す． 
 
・ MPI と OpenMP を組み合わせたハイブリッドプログラミング手法（Hybrid）

を開発し，MPI のみを用いたプログラム（Flat MPI）と性能比較をして，ほ

ぼ同じ並列性能向上が得られた． 
・ 3 次元キャビティ流れ解析，研究室内流れ解析において，ハイブリッド並列

解析を行い，SMP Clusters SR8000 のピーク性能の 10%を引き出すことができ

た． 
・ 総使用メモリ量が 100GB を超える, 約 1 千万節点の 3 次元キャビティ流れ解

析を，Re=3200 においても 1 時間半で解析することができた．またこのとき，

SR8000 のピーク性能の 10%を引き出すことができ，超大規模解析において

もハイブリッド並列解析の有効性を示した． 
 
今回は SMP Cluster として SR8000 という，いわゆるスーパーコンピュータを

使用したので，Hybrid，Flat MPI 共に性能差はなかったが，これが SMP PC Clusters
上での計算となると Flat MPI の場合はノード内の全プロセッサを使うと性能が

向上しないことが分かっている． 

また，MPIによる並列計算では入力データを領域分割法によって分割するが，

領域分割数が増えると 1 領域のデータの粒度が小さくなっていく．このことに

より，前処理の効果が薄れることが分かっており，並列計算をするときは領域

分割数が少なければいいということが言える．例えば 2 ノード，ノード内 8CPU
での並列計算を考えると，Flat MPI の場合には 16 領域に入力データを分割しな

ければならないが，Hybrid の場合は分割数が 2 領域ですむ． 
これらのことから，SMP Clusters 上での並列計算を考える場合，Hybrid 並列の

形をとることが性能面で最適な並列形態ということが言える． 
 しかし，4 章のハイブリッド並列のプログラミング例を見るとわかるように，

特に OpenMP のプログラミングにおいて，複数スレッドへのデータマッピング

を常に意識しなければならないなど，プログラミングには多少難がある． 
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7.2 今後の課題 

 
今後の課題を以下に示す． 
 
・ 入力データに，ループ内で前後依存関係のないデータ構造（マルチカラーオ

ーダリング(9)）を持たせることが考えられる．そうすると，プログラミング

の際に複数スレッドへのデータマッピングを意識しなくてもよくなるので，

OpenMP のプログラミングは容易になる． 
・ 今回は SMP Clusters として，スーパーコンピューターを用いたが，ハイブリ

ッド並列環境の PC Cluster でも解析を行い，性能評価をすることにより，さ

らなる SMP Clusters におけるハイブリッド並列の有効性を示せるものと思わ

れる． 
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