
課 題

津波のシミュレーションでは、海洋の水深データを用いて波の伝搬に関する支配方程式を解くた
めの大量の数値演算を行う必要があります。 これらの計算は、通常、大規模並列計算機上で実行
されますが、演算器の稼動率は低くなりがちで、このため十分な性能を得るのは容易ではありま
せん。

ソリューション

浮動小数点演算器をハードマクロとして搭載する FPGA を使用してシミュレーションの内部ルー
プを高速化した結果、8.4 GFLOPS/W を超える電力効率と、383 GFLOPS の実効性能を達成し
ました。 †

プロジェクト

実際の海洋水深データを使用して津波シミュレーションを実行するために、高性能でありながら
低消費電力のコンピューティング・ソリューションを必要としていました。 これには、外部メモリー
の帯域幅が限られた環境においても浮動小数点演算器を多数稼動できるような、高効率の計算
方式が必要です。

このシミュレーションでは、浅水方程式として知られる、圧力波に応じた流量を記述する偏微分
方程式の数値解を求めるソルバーを使用します。 ソルバーには、 実際に測定された海洋の水深
データを入力します。

デザインの課題

一般に、津波シミュレーションの実行にはマルチコア・プロセッサーや、グラフィックス・プロセ
シング・ユニット （GPU） などのメニーコア・アクセラレーターを搭載したスーパーコンピューター
が使用されます。 各計算ノードに搭載された多数のプロセッサー ・コアを使用したソフトウェア・
ベースの並列コンピューティングによって、高性能シミュレーションが実現されます。

しかし、このようなソフトウェア・ベースの大規模並列計算では、メモリー帯域が不足し、効率が
低下することが少なくありません。 これは特に、演算強度の低いアルゴリズムの場合に発生します。
外部メモリーから読み込む必要のあるデータ量に対する演算数の比率を、演算強度と呼びます。
これは、単位データサイズ当たりに実行される演算数として、通常 FLOP/ バイトにより表現され
ます。 各プロセッサーには、使用可能な外部メモリー帯域（ギガバイト / 秒（GB/s）） に対するピー
ク算術性能（GFLOPS） の固有比率（FLOPS/BYTE） があることから、 アルゴリズムの演算強度
が低い場合、実効性能は、通常、メモリー帯域によって制限されます。

その結果、このようなメモリーに縛られた計算は、コンピューティング・コア当たりの性能、消費
電力当たりの性能、コスト当たりの性能という観点から非効率になります。 キャッシュメモリー内
データのより効率的な再利用を可能とするテンポラル・ブロッキングなど、特定のアルゴリズム
の演算強度を向上させる手法はいくつかありますが、CPU または GPU のメモリーシステムでは、
データ移動を効率的に実現できない場合があります。 例えば、あるコアから別のコアにデータを
直接移動する必要がある場合でも、CPU および GPU の場合には、共有キャッシュメモリーへの
読み書きを介した非効率なデータ移動とならざるを得ません。
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我々は、 チップ上で拡張性に優れた性能を実現するために、 深いパイ
プライン処理と粗粒度の並列処理に基づいた、高性能津波シミュレー
ション用のカスタム・コンピューティング・ハードウェアを設計しました。
外部メモリー帯域が大きく制限される場合であっても、パイプライン処
理によりメモリー参照当たりの演算数を増やすことにより、高い実効性
能を達成することができます。 また、 粗粒度の並列処理により、 使用可
能なハードウェア・リソースを活用して性能を向上させることが可能と
なります。

演算の理論

図 1 は、 MOST に基づいて 1 タイムステップ分の津波伝搬を計算する
ストリーム処理要素（SPE） を示しています。 SPE は、8 つの 32 ビット・
ワードから成る計算格子セルを入力とする計算パイプラインです。 計算
格子を x 方向に沿って走査することにより得られたデータストリームを
SPE に入力すると、1 タイムステップ後の計算格子がデータストリーム
として出力されます。 深いパイプラインを構築するため、各計算ステー
ジを別のパイプラインとするのではなく、境界処理を含むすべての計算
ステージを単一のループカーネルに融合した後に、 それを計算する単
一のパイプライン・ハードウェアを設計しました。

図 1 に示すように、SPE は x 方向のステージと y 方向のステージという
2 つの主要部分から成ります。 各部分は、 正準変換ユニット、 ステンシ
ルバッファー、主計算ユニット、逆変換ユニットで構成されます。 変換ユ
ニットと計算ユニットには、 単精度浮動小数点演算から成るデータフ
ロー構造の数値計算回路が実装されています。 ステンシルバッファー
は、データストリームとして入力された連続するデータに対して上下左
右に隣接する格子セルデータを参照するために使用します。 ステンシ
ルバッファーは、データストリームにおいて隣接セルに対応する前後の
入力データを参照するために、シフトレジスターを備えた構造となって
います。 この技法はラインバッファーとも呼ばれ、画像処理アプリケー
ションで使用されているものと同様のものです。 我々は、1 つの SPE に、
147 の加算器、121 の乗算器、12 の除算器、2 つの平方根演算器を実
装しました。 平方根演算を加減算演算 4 つ分として換算すると、これら
の演算は 288 個の四則演算と等価です。

デザイン・ソリューション

津波シミュレーションの計算は、 有限差分法に基づくステンシル計算
として表現されます。 ステンシル計算では、隣接する格子セルのデータ
を使用して各セルを更新します。

津波は、流体の圧力面下の流動現象に対する支配方程式である浅水方
程式（SWE） を解くことにより、 海洋全体の波動伝搬としてシミュレー
ションされます。 SWE は、以下に示す一連の偏微分方程式（PDE） によ
り構成されます。

各変数は次のように与えられます。

ここで、 t、x、y はそれぞれ、時間、経度と緯度の方向における座標を表し
ます。 u、v、g はそれぞれ、波速度の経度要素および緯度要素、重力の加
速度です。 H は水面と底層水の間の距離で、これはH=D+ηにより求めら
れます。 ここで、D と ηはそれぞれ波がない場合の水深と、伝搬波の高さ
を示します。

SWE を数値的に解く方法の 1 つが、 Method Of Splitting Tsunami
（MOST）[1] と呼ばれる手法です。 MOST では、SWE を x 方向と y 方向
に対する 2 つの正規化形式の PDE にそれぞれ変換した後に、x、y 方向
のそれぞれにおいて離散化します。 例えば、x 方向に対して正規化され
た PDE（正準方程式） は、次のようにして得られます。

各変数は次のように与えられます。

ここで、v’、p、q は、方程式のリーマン不変量を表します。 λ1、λ2、λ3 は A の
固有値で、 これは λ1=u と λ2.3=u として求められます。 詳細は、 [1]
に記載されています。 次に、 2 次元直交格子上において離散形の方程
式を得るために有限差分スキームを適用します。 x 方向の離散形式は
以下の形で得られます。

ここで、n、 i、 j はそれぞれ、時間ステップ、および 2D 格子上の位置を示
します。 同様に y 方向に離散化した方程式を求めます。 これらの離散化
方程式を経度および緯度の座標に沿って順番に数値的に解くことによ
り、次の時間ステップ (n+1) の格子セルの値を得ることができます。

図 1. ストリーム処理要素（SPE） の内部構造
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最新の FPGA は多数のロジックエレメント、レジスター、DSP ブロック
から構成されており、 単一の SPE のみではこれらの資源すべてを使用
することはできません。 そこで、図 2 に示すように、空間的並列性と時間
的並列性 [2] に基づく粗粒度構造である、SPE アレイを導入することに
しました。 最初に、 各サイクルにおいてより多くの演算を実行するため
に、 SPE の内部パイプラインの数を増やします。 n 個のパイプラインを
使用した場合、同時に n 倍の帯域が使用可能であれば、n 倍高い性能を
得ることができます。 帯域が不十分の場合には、 性能は利用可能な帯
域によって制限されるため、n をそれ以上増やしても意味がありません。
その場合には、複数の連続する時間ステップを一度に計算する時間的
並列性を利用するために、複数の SPE をカスケードに接続します。 図 2
では、 m 個の SPE をカスケード接続して、 パイプラインを m 倍長くして
います。 この技法は、ソフトウェア最適化で使用されるループアンロー
リングに対応します。 カスケード接続する SPE を増やしてもデータスト
リームへの要求帯域は増加しないため、利用可能なメモリー帯域に制
約がある場合でも計算性能を向上させることができます。

しかしながら、 時間的並列性には欠点もあります。 まず、 パイプライン
が m 倍深くなるため、 パイプライン処理の開始時と終了時のオーバー
ヘッドのために、使用率が低下します。 このため、データストリーム長が
十分でないと、 パイプライン段数を増加させるにつれ効率が低下しま
す。 次に、パイプライン内の中間結果はメモリーにもストレージにも保
存できません。 例えば、1,000 個の SPE をカスケード接続していたと仮
定すると、1,000 の時間ステップごとに 1 回しか計算結果を保存できま
せん。 このような理由から、カスケード接続する SPE の数を無限に増や
すことは現実的ではありません。 したがって、n 個のパイプラインと m 個
のカスケード接続された SPE からなる図 2 のアレイの設計空間 (n, m)
においては、n を最大化した後に m を増加させるなど、必要に応じて設
計パラメータを最適化する必要があります。

本研究では、 DE5A-NET ボードに搭載されたインテル® Arria® 10 
10AX115 FPGA 上に、 225MHz で動作する SPE アレイを実装しま
した。 ボード上の 2 つの DDR3 SDRAM によって得られるピーク帯域は
2 x 12.8 GB/s であり、n=1 のパイプラインに対する要求帯域のみを満
たすことが可能であったため、設計空間を (n, m)=(1, m) に限定して検討
を行いました。 SPGen と呼ばれる独自開発のコンパイラーを使用して、
単精度浮動小数点演算子を持つデータフロー ・パイプラインを実装し
ました。 [2,3] SPGen を使用すると、演算式と関数呼び出しを記述する
コードによって、データフロー用のデータパスを生成できます。 加算と乗
算には Arria® 10 FPGA のハードウェア浮動小数点 DSP ブロックを使
用しました。 今回の実装は開発途中のものであり、例えば DSP ブロック
の割当てにはさらなる最適化の余地が残っています。

図 3 に示すように、 アクセラレーション・フレームワーク内のユーザー
定義ストリーミング ・ コア部分に、 SPE アレイを配置しました。 ユー
ザー定義部以外のフレームワーク部分は、 ストリーム計算に必要な
固定機能を提供します。 これには、 PCI-Express* インターフェイス、
DDR3 メモリー ・インターフェイス、 Scatter-Gather（SG）DMA、 デュ
アルクロック （DC）FIFO、 Avalon* ストリーミング （Avalon*-ST）バ
ス幅変換器が含まれます。 また、SGDMA 制御機能を持つ Linux* PCI-
Express* ドライバーを実装しました。 ならびに、格子データを初期化し
て FPGA の外部メモリーにアップロードし、FPGA による計算を開始し、
計算の途中結果をダウンロードしてリアルタイムに可視化するための
ソフトウェアを実装しました。 この結果、 図 4 に示すような FPGA ベー
スのリアルタイム・シミュレーション・システムが実現しました。 このシ
ステムは、 実際の海洋水深データを使用した津波シミュレーションを
行います。 計算格子は 2581x2879 のセルから構成されています。

図2. n パイプラインと m カスケード接続の構成による SPE アレイ

図 4. FPGA デモンストレーション・システム
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結 果

Arria® 10 FPGA による実装および GPU との性能比較に関する詳細な
結果は、 [3] に記載されています。 Arria® 10 10AX115 FPGA を使用
して、 m=6（カスケード接続された 6 個の SPE） まで実装することがで
きました。 図 5 は、m=1、2、4、6 用のフレームワークを含むデザイン全
体のリソース消費を示しています。 SPE の数は、アダプティブ・ロジック・
モジュール （ALM） と浮動小数点 DSP ブロックの両方によって制限さ
れます。 カスケード接続された 6 個の SPE による配列では、1386 の浮
動小数点 DSP ブロックを使用しますが、そのうちのいくつかでは、DSP
ブロックに搭載された加算器と乗算器の両方が使用されていません。

 
ハードウェア ・ カウンターを用いて、 パイプライン ・ ストール率（処理
サイクルの合計に対するストールサイクルの比率） の測定を行いまし
た。 その後、測定したストール率、SPE 当たりの換算四則演算数（288）、
Arria® 10 FPGA に実装した計算ハードウェアの動作周波数（225MHz）
を使用して、津波シミュレーションの実効性能を求めたところ、m=6 の
SPE アレイは、383 GFlops の実効性能を達成することが分かりました。
また、 DE5A-NET ボードの PCI-Express* エッジコネクターと、 ボード
の補助電源の消費電力を測定しました。 消費電力は 45.5 W であったこ
とから、このボードの消費電力当たりの実効性能は 8.42 GFlops/W で
した。† これには、 FPGA の消費電力だけでなく、 DDR3 メモリーや冷却
ファンなど、ボードによって消費されたすべての電力が含まれます。

また、 共同研究を行っている会津大学のチームの協力の下、 GPU に
ついても性能および消費電力を測定しました。 [3] で報告されている
ように、 Tesla* K20 と Radeon* R9 280X の GPU による津波シミュ
レーションの実装では、 それぞれ 44.6 GFLOPS （91.5 W） と 219 
GFLOPS （184.9 W） を達成しました。 † Tesla* K20 と Radeon* R9 
280X に対する実装では、 それぞれ CUDA* と OpenCL* を使用して
コードを記述し、ある程度の最適化を施しました。 当然ながら、さらなる
最適化の可能性も十分に残されています。 今回の評価では、 これらの
GPU では、消費電力当たりの実効性能として 0.49 GFLOPS/W と 1.19 
GFLOPS/W が達成されました。† これらの結果は、 少なくとも GPU と
の比較において、ミドルエンドの最新 FPGA は、外部メモリーの帯域が
かなり低い条件においても GPU と同程度かそれ以上の浮動小数点性
能を実現できること、および消費電力に関してははるかに高い実効性
能を達成する可能性があることを示しています。
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図 5. SPE アレイによるリソース消費（Arria® 10 10AX115 FPGA）
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