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TSUBAME 2.0 始まる
TSUBAME 1.0 から2.0 への長い道のり（前編 ）

次世代気象モデルのフルGPU 計算
— TSUBAME 2.0 の 3990GPUで 145 TFlops —

MEGADOCKによるタンパク質間相互作用予測
〜システム 生 物 学への応用〜



気象予報は人々の日常生活や関連産業に大きな影響を与え、防災の観

点からも非常に重要であることは言うまでもない。大気は地球規模の

スケールで見れば非常に薄い層であり、鉛直方向の大気圧（勾配）と重

力の釣り合いが近似的に良く成り立つ。これまで静力学平衡モデルの

気象計算が行われてきたが、 水蒸気の上昇気流による上空での雲形成

などが重要であると認識されるようになり、大気の上下運動を考慮す

る3次元非静力学平衡モデルの気象計算が行われるようになってきた。

　気象計算では観測データとそれまでの計算結果を4 次元変分原理

に基づいてデータ同化を行い初期値を作成する。気象はカオス的な現

象であり、初期値から決定論的に時間発展させる長さには限界があり、

度々初期値を入れ替えての再スタートが必要となる。

　近年、ゲリラ豪雨のような突発的で局地的な豪雨が多く見られるよ

うになった。これからのの気象予報では、このような現象を予報する

ために高 解 像 計算を迅 速に行うことが求められる。気 象 計算は細

かい格 子で 3 次 元 非 静力学 平 衡モデルの大 規 模 計算を行うように

なりつつあり、HPC（ High Performance Computing）の代 表的な

アプリケーションとなっている。

気 象 計 算を高 速に実 行する（高い実 行 性 能を得る）要 求は非 常に

強い。米国大気研究センターを中心に開発されている次世代大気シ

ミュレーションコード WRF（Weather Research and Forecasting）[1]

は世界 標 準になりつつある研 究 用のオープンソースのコミュニティ・

コードであり、執 筆 時点で世 界 最 高 速のスパコン上でも実 行され 

50TFlopsを記録している[2]。

　気象計算は力学過程と呼ばれる風速や気圧、湿度などの予報変数

に対する流 体力学的な運 動の計算と、 物理 過程と呼ばれる水蒸気の

凝縮や雲形成、降雨などの局所的な物理変化のモデリング（パラメタ

リゼーション）に対する計算に分けられる。力学過程では浮動小数点

演算よりも圧倒的にメモリアクセスに時間がかかり、どの計算機でも

ピーク演算性能に対して十分高い実行性能は得られない。一方、物理

過程はさまざまな経 験的なモデリングやパラメータを多く含み、一 部

の計算は非常に負荷の高い浮動小数点演算を必要とする。

　ここ数年、GPU（Graphics Processing Units）の持つ高い浮動小数

点 演 算処 理 能 力と高いメモリバンド幅が注目され、GPUを高性 能ア

クセラレータとして汎 用計算に使 用するGPGPU（ General-Purpose 

GPU）の研究が盛んに行われている。2006 年にNVIDA 社がGPGPU 向

けの総合開発環境であるCUDA [3] をリリースして以降、GPGPUのプ

ログラミングが容易となり、HPC分野では数値流体力学をはじめとし

て、分子動力学、重力多体計算や高速フーリエ変換などでGPUを利用

した研究が精力的に進められている。

　気象計算の分野も例外ではない。高速化は従来型スパコンのCPU

性能の向上に頼るだけでなく、いち早くGPU のような新しい高性能演

算デバイスを利用する取り組みが開始されている。WRFのグループでは、

計算負荷の高いモジュールのみを GPU に移植し高速化を図った[4, 5]。

全体の計算は従来通り CPU 上で実行し、雲物理過程の一部のモジュー

ルだけを GPU 化した。しかし、このようなコードの一部 GPU 化ではア

プリケーション全体はGPU上で高速 実行されない上、CPU-GPU 間の

通信が頻繁に発生し、これがボトルネックとなるために GPU の持つ本

来の性能を十 分に発揮できない。移植されたモジュール単体は 20 倍

の高速化に成 功しているものの、アプリケーション全体では 30%の速

度向上に留まっている[4]。物理過程は小さなモジュールの集合体であ

り、頻繁なモデルの変更が行われる。一方、力学過程はコード全体に

関係する予報変数の時間積分を行うため、その一部だけGPU 化するこ

とは殆ど意味がない。

　東京工業大学 学術国際情報センターでは、680 基のGPUを搭載し

たスパコン TSUBAME 1.2 の後継機として、2010 年11月に4200 基を超

えるGPUを搭載し日本 初のペタスケールのスパコンTSUBAME 2.0 が

稼働を開始する。TSUBAME 2.0 は、演算性能の大部分を GPU が担う

こととなり、 GPUから高い実行性能を引き出すアプリケーションの開発

が重要となる。本 稿では、気象計算のプロダクション・コードの全体

をGPU 化し、TSUBAME 2.0 上で実行させるためのプロセスと、その実

行性能について紹介する。
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次期気象予報のために気象庁で開発されている非静力気象モデルASUCAをGPU 上で効率良く走らせるには、
膨大なコード全体をGPUに移植する必要がある。CUDAによる書き換えと、さまざまな新しい計算手法の導入により、
TSUBAME 2.0 の 3990 GPUを用い 145.0 TFlops（単精度計算）という高い実行性能を達成した。
HPCの主要アプリケーションである気象計算のプロダクション・コードに対し、
GPUスパコンの有用性を示すことができた意義は非常に大きい。
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ASUCA（Asuca is a System based on a Unified Concept for Atmosphere）

は気象庁が次期の気象予報のための現業コードとして開発を進めてい

る次世代高分解能局地モデル[6]である。ASUCAのうち、現在までに開

発を終えている全ての部分をGPU上へ実装することを試みた。

　力学過程のGPU 化はアプリケーション全体の枠組みに大きく影響す

るため、GPU 版のASUCAの開発の方向性を決める上で重要なステッ

プとなる。ASUCAは一 般 座標 系 を採 用し、力学過程の方程 式 系は

フラックス形式の完全圧縮・非静力学方程式系である。ASUCAでは鉛

直方向の音波関連項のみを陰的に扱う HEVI （Horizontally explicit-

Vertically implicit）法を採用している。風速などに比べて伝播速度の

速い音波、重力波に関係する項はサブステップを用いて小さい時間刻

みで計算し、移流計算や物理過程など、その他の項は大きい時間刻み

で計算する[7]。大きい時間刻みでは 3 段階 Runge-Kutta 法、小さい

時間刻みでは 2 段階 Runge-Kutta 法を用い、これらはWRFと殆ど同じ

計算内容である。雲物理過程としては現在のところ水蒸気、雲水、雨

を取り扱うKesslerタイプのwarm-rainスキームが導入されている。

TSUBAME 2.0に導入されたNVIDIA社製 GPUであるTesla M2050（Fermi

アーキテクチャ）を用いて実行することを目指し、GPUコンピューティン

グ用の統合開発環境である CUDAを用いてGPUコードの開発を行った。

最 終的なASUCAの複 数 GPUへの実装を説明する前に、単一 GPU 計

算における最適化手法について述べる。

　ASUCAの実行の流れは図 1のようになっている。初 期 値データを

CPUで読み込み、データをGPU上の global メモリへ転送する。全ての

予報変数をGPUのglobalメモリ上に確保し、時間発展ループの内側の

全ての計算をGPUで実行する。計算結果である予報値を出力するとき

のみ、最小限の必要なデータをGPUのglobalメモリからCPUのメイン

メモリへ転送する。

4-1 単一 GPUでの最適化手法

GPUの高い実 行 性 能を引き出すためにASUCAのGPUコード開 発で

導入される重要な最適化手法について、（a）移流計算の実装と（b）楕

円 型のHelmholtz 方 程 式の計算に対する実 装について焦 点を当て、

以下に説明する。

（a）移流計算の実装
3 次元の移流計算を GPU 上で効率的に行うためには、global メモリへ

のアクセスをできる限り少なくすることが必要である。CUDA の block 

内で共有される shared メモリをキャッシュとして利用することで計算

効率を向上させる。

　計算領域の格子点数を nx×ny×nzとする。CUDA の block を（64, 

4, 1 ）、grid を（nx /64, nz / 4 , 1）と割り当てCUDAのgridを物理 空間の 

xz平面に平行に配置する。CUDA の y方向が物理空間の z方向となる。

CUDAのblock 内の 各 threadを（x, z）平面に割り当て、y方向にマーチ

ングすることで ny 個の格 子点に対し j = 0 から j = ny −1 まで順に

計算を行う（図 2-（a））。blockサイズは（64, 4, 1）と最 適化し実行性能

を高めている。

次世代気象シミュレーションコード
ASUCA 3 単一 GPU への実装と計算性能 4

図 1  ASUCA の時間発展計算の流れ。
　　時間ループ内の全計算はGPU 上で行われ、
　　入出力のみCPU 上で行う。

図 2  CUDAブロック内で実行される
　　 スレッド・マーチング法

（a）移流計算 （b） Helmholtz 方程式
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　ASUCA の移流 計算では流 束 制 限 関 数を導入した風 上 差 分 法と 

Lax-Wendroff 法を混合したスキームが用いられている。この計算は

それぞれの空間方向 4 点を参照する。各 blockはそのサイズよりも両

方向に 3 大きい（64+3）×（4+3）の配列をsharedメモリ上に確保する。

物理 空間のxz平面のデータは計算に必要な時にglobalメモリから一

旦このsharedメモリへコピーし、block内のthreadで共有して利用する。

図 3 の外周領域には block の境界に位置するthread がアクセスする

隣 接データを格 納する。sharedメモリを利 用することで block 内の

thread がglobalメモリへ重複してアクセスすることを回避できる。一方、

y方向にはマーチングの方向なのでthread 間でデータを共有する必要

がなく、該当するthreadの一時変数（register）に格納して利用する。

j+1番目の計算でsharedメモリで共 有するデータは j 番目の計算時に

既にregisterへ格納されているため、実際にはj+1番目の計算開始時

にsharedメモリへはglobalメモリからでなくregisterからデータを移動

し再利用することで計算効率を高めている[8]。

（b）1次元 Helmholtz 方程式による気圧計算の実装
移流計算と異なり気圧に対する楕円型の1次元 Helmholtz 方程式を

解く計算では、3 重対角行列を解くために鉛直方向に逐次計算を行う。

CUDA のgrid を物理空間の xy 平面上に取り、各 thread はブロック内

の（x, y）平面に割り当て、z 方向に一往復マーチングすることで計算が

完了する（ 図 2-（b））。

4-2 単一 GPUによる計算性能

気象庁において開発されてきた ASUCA はFortran言語で書かれてい

るが、GPU上に実装するにあたり予報変数の配列の次元の順序を変更

するため、その検証目的も含めて C/C++言語に書き換え、さらにCUDA

でGPU 化を実装した。CPUのC/C++コードはGPU との計算性能を比

較するためにも用いる。また、GPU コードの浮動小 数 点演算数を直

接測定することは困難であるため、ASUCA では CPU コードに対して 

PAPI（Performance API ）[9]を用い実測した浮動小数点演算数を元に、

GPU の実行時間から実行性能を評価している。

　単一 GPUを用い、格子数の x 、z 方向をそれぞれ nx = 256 、nz = 48

と固 定し、y方向の格 子 数を変 化させて単 精度、倍 精度でそれぞれ

ASUCAを実行した。GPUはTSUBAME 2.0 に搭載されたNVIDIA Tesla 

M2050 を使 用し、その実 行 性 能を図 4 に示す。また、GPUコードの

元となったC/C++言 語で書かれたASUCAをIntel 社 製 Xeon X5670 

（Westmere-EP ）2.93GHz 6-core のうち1コア用いた時の計算性能と、

Fortran で書かれたオリジナルのASUCA（Intel ifort でコンパイル）を

Xeon X5670 2.93GHz 6-core x 2 の12コアで計算した時の計算性能に

ついても合わせて示している。256×208×48 格子の計算では単精度

で 49.1 GFlops の性能を示し、これは倍精度で TSUBAME 2.0 の1ノー

ドにあるCPU 12コア用いたオリジナルのFortran コードによる計算の

約 6 倍の性能を達成している。また、GPUの単精度と倍精度の実行性

能の違いがメモリ転送量に比例した 2 倍程度になっている。

TSUBAME 2.0 に搭載されるTesla M2050 は 1 GPU当たり 3GByte のメ

モリしか持たない、ASUCAは 1 GPU に対して 256×208×48 の計算

格子サイズまでしか計算することができない（単精度の場合）。これ以

上の計算 格子サイズを計算するためには複 数のGPUを用いる必 要が

ある。例えば気象庁の数値予報で用いている典型的な計算格子サイ

ズは721×577×50 である。

　ASUCAでは鉛直方向の格子点数が最大で100 程度であるため、複

数 GPU 計算を行うために全 体の計算領 域をx 、y方向に二 次 元 領 域

分割し、それぞれの領域の計算を一つのGPUが受け持つ。隣 接する

GPU 間での境界領域のデータ交換が必 要になるが、GPUは他のGPU

の global メモリ上のデータに直接アクセスすることができない。そこ

でGPU 間のデータ転 送はホストCPUのメモリを経由し、次の3 段階で

マルチ GPU 計算 5

図 4  ASUCA の 1GPUでの単精度、倍精度計算における
　　 計算性能と CPU（1コアと 12コア）での
　　 倍精度計算における計算性能。

図 3  レジスタの利用によるglobalメモリアクセスの抑制
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構成される。（1）CUDAランタイムライブラリによるGPUからCPUへの

転送、（2）MPIライブラリによるCPU 間のデータ転送、（3）CUDAランタ

イムライブラリによるCPUからGPUへの転送を行う。

　複数 GPU 計算では、アプリケーション全体の実行時間に対してGPU

間のデータ交換に必要な通信時間が無視できない。通信時間はCPU

計算の場 合と同程 度であるが、GPUはCPUと比 較して格段に計算が

速いため、相対的にアプリケーションの実行時間に占める通信時間の

割合が大きくなる。このため、複数 GPUを使うアプリケーションでは、

通信のオーバーヘッドを隠蔽する工夫が必要になる。ASUCAでは、ス

ケーラビリティを向上させるため、GPU 間のデータ交換に必要な通信

をGPUの計算とオーバーラップさせる最適化手法を導入している[10]。

5-1 マルチGPUによる計算性能

TSUBAME 2.0 において複 数 GPUを用いた計算によるASUCAの性 能

について説 明する。TSUBAMEの各ノードはIntel 社 製 Xeon X5670 

（Westmere-EP）2.93GHz 6-core x 2 、メインメモリ約 50 Gbyteがあり、

PCI-Express Bus 2.0 × 16 にNVIDIA 社製のGPU Tesla M2050 が 3 個

接続されている。各ノード間はQDR InfiniBand（4GB/sec）2 本で接続

されている。各 GPUは単精度計算では 256×208×48 格子、倍精度

計算では 256×108×48 格子を担当する。これは1GPUあたりのメモ

リを最大限活用し同時実行するスレッド数を最大にし、コアレス・アク

セスを最大にするサイズである。

　図 5 に複 数 GPUで実 行したASUCAの計 算 性 能 示す。3990 GPU

を利 用して14368×14284×48 計算 格 子に対して行った計算では、

145.0 TFlopsという極めて高い実行性能を達成した。また倍精度計算

では 3936 GPUを利用して10336×9988×48 計算格子を計算し76.1 

TFlops の実行性能を達成した。また、GPU 数を増やしたときに問題サ

イズを変えて実行した場合、良い弱スケーリングが得られている。

　図 6に現在の数値予報で使用されている初期値データと境界値デー

タを用いた台風の気象計算を行った例を示す。437GPU用い計算格子

4792×4696×48（実際の格子間隔は水平500m）を単精度で計算した。

図 6  台風の気象計算をTSUBAME 2.0 の 437 GPU を用い
計算格子 4792 × 4696 × 48（水平 500m 格子）で単精度計算した例。雲を可視化している。

図 5  TSUBAME 2.0 に搭載された
　　 複数 GPU 計算と複数 CPU 計算の
　　 実行性能（弱スケーリング）の比較
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次世代の気象予報を目指して開発している気象計算のプロダクション・

コードをフル GPU 化し、東 京工業 大学の TSUBAME 2.0 スパコンの 

GPU で実行した。CPUにより実行した場合と比較すると、GPUによる

計算では圧倒的な高速化を達成することができた。GPU を用いた計

算は、マシンのコストと消費電力の面で大きなアドバンテージがあり、

気象計算のような実用目的のコードに対する有効性を示すことができ

たことの意義は大きい。中国を始めとして、大量のGPU がスパコンに

導入される時 代が始まろうとしている。東 京工業 大学・学術国際 情

報センターのTSUBAME 2.0 はその先駆けであり、日本初のペタフロッ

プスマシンである。そのような時代において、本稿で示したような大規

模なGPU 計算のアプリケーションがさらに開発されて行くことを期待

する。
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