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★1 並列処理
★ 1.1 並列処理とは
以前説明したパイプライン処理は，単一のCPUの性能向上のための仕組みだっ

た．ここでは，複数の CPUを互いに接続し同時に複数の処理を行う並列処理に 並列処理: parallel process-
ingついて説明する．例えば，100個の数値の和を計算するとしたら，通常の CPU1

つの場合には一般に加算 100回分の処理時間がかかる．しかし，2つの CPUを
同時に利用できるなら，それぞれに 50個の数値の和を求めさせ，最後にどちら ☆ 1) ただし，後でみるように

いつでもそううまくいくわけ
ではない

かのプロセッサにそれらの和を計算させればよいので，ほぼ半分の時間で済むこ
とになる (☆ 1)．
並列処理の様式は，「命令およびデータの流れが単一か複数か」によって次の

ように分類できる（Flynnの分類）．

SISD(single instruction stream, single data stream)
　 1つのデータに対して一度に 1つの命令を実行（並列処理でない通常のコンピュータ）
SIMD(single instruction stream, multiple data stream)
　複数のデータに対して同時に同じ命令を実行できる 例: A + P, B + Q, C + R を

同時に実行MISD(multiple instruction stream, single data stream)
　 1つのデータに対して同時に複数の異なる命令を実行できる 例: A+P, A−P, A×P を同

時に実行MIMD(multiple instruction stream, multiple data stream)

　複数のデータに対して同時に複数の異なる命令を実行できる 例: A + P, B − Q, C × R を
同時に実行

並列処理における処理単位（CPUなど）のことをノードまたはPE(Processor
Element)という．並列処理の方式は，ノードとメモリとの接続方式によって共
有メモリ型と分散メモリ型に二分することもある．共有メモリ型では，名前の通 共有メモリ: shared memory，

分散メモリ: distributed –り全てのノードが単一のメモリ領域を共有するのに対して，分散メモリ型では
個々のノードが独立したメモリ領域をもつ（下図参照，(☆ 2)）．並列処理の方式 ☆ 2)共有メモリ型ではノード

間でのデータの受け渡しが容
易な反面，メモリアクセスが
競合して性能低下しやすい．分
散メモリ型ではメモリアクセ
ス速度を上げられる反面，ノー
ド間でのデータの受け渡しが
ネックとなる．

は，この他にもノード間を接続するネットワークのトポロジによって分類したり
もできるが，この授業では省略する．
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★ 1.2 並列コンピュータの分類
並列処理を行うコンピュータの類型を以下に示す．これらは複合された形態と ☆ 3)「複数のマルチコアCPU

から成る SMP 構成の PC を
ノードとしたクラスタ」など．

なることも多い (☆ 3)．

マルチコア ひとつの CPUパッケージのなかに複数の CPUコアを入れたもの． マルチコア: multi core．デ
ュアル–: dual –. クアッド–:
quad –.

☆ 4) 下図では 2つのCPUコ
アが 1つのキャッシュメモリを
共有しているように描いてい
るが，コア毎に独立したキャッ
シュを備えることもある（1次
キャッシュはコア毎，2次キャッ
シュは共有，といった形態も
ある）．

特に 2つのコアを載せたものをデュアルコア，4つ載せたものをクアッドコアと
いう．近年では，PCに搭載される CPUの多くがマルチコアとなっている．そ
れらの場合，主記憶を複数の CPUコアで共有する共有メモリ型の並列処理方式
である（下図参照 (☆ 4)）．

対称型マルチプロセッシング (SMP) 同じ型の CPUを複数単一のバスに接続

SMP: Symmetric Multi Pro-
cessing

した共有メモリ型の構成．プロセッサの中に特別な役割のものがなく，同一のも
のを用いることから「対称」型といわれる (☆ 5)．プロセッサ数は 2から数十程

☆ 5) PlayStation3 などに搭
載されている “Cell”は，機能
の異なる複数のCPUコアを組
み合わせているので「非対称」．

度．サーバ等に用いられることが多い．
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超並列–: massively parallel
computer, クラスタ: cluster超並列コンピュータ／クラスタ 多数のノードを接続した形態．一般にノード毎

に独立したメモリを持つ（分散メモリ型である）ことが多い．ノード間の接続方
式によっていくつかに分類できる．超並列コンピュータ は，非常に多数のノー
ドを超高速の通信路で密に接続した大規模な並列計算機である．それに対して，
ノード間の接続にそれほど高速ではない，一般的な LANと同程度のネットワー
クを用いるものを，クラスタという．現代のスーパーコンピュータのほとんどは，
超並列コンピュータやクラスタの一種である．これらのノードに組み込まれる
CPUは，PCに搭載されるものと性能的に大差ないものである場合も多いが，多
数のノードを接続した並列処理によって超高速な演算能力を実現している (☆ 6)． ☆ 6)ノード数が数十万にも達

するものもある．

分散コンピューティング／グリッドコンピューティング インターネットなど一 分散コンピューティング: dis-
tributed computing
グリッド: grid, 格子，網目

般のコンピュータネットワークを介して複数のコンピュータをつなぐことで仮想
的な高性能並列計算機を構成するもの．不特定多数の参加者が自分の PCやゲー
ム機の計算時間を提供するプロジェクトとなっているものもある．(☆ 7) ☆ 7)電波望遠鏡の観測信号を

解析して地球外生命体からの
信号を探す SETI@Home や，
たんぱく質の折りたたみ構造
を解析して病気の治療に役立
てようとする Folding@Home
（多数の PS3 ユーザの参加で
話題になった），素数の探索な
ど，様々なものがある．

GPGPU 近年では，PCのグラフィックスカードなどに搭載されている画像処
理用のプロセッサ (GPU)の性能向上がめざましく，GPUを汎用の情報処理に

GPU: Graphics Processing
Unit
GPGPU: General Purpose
computing on GPU

利用することも行われるようになってきている．このような処理を GPGPUと
いう．GPUはもともと画像処理に特化しているため，並列処理に向いている．
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★ 1.3 並列処理の問題点 – nノードで並列処理したら n倍高速か？

ここまでの話からすると，「nノードで並列処理したら 1ノードの場合の n倍
の性能になる」と思うかもしれない．しかし，実際にはそこまでの性能向上は見
込めない．その理由には，主に次のようなものがある．
まず第一に，与えられた作業がうまく n等分できるとは限らない，(☆ 8)とい ☆ 8) スーパーコンピュータを

必要とするような科学技術計
算の分野では，小さい部分に
分割しやすくかつ部分同士の
独立性の高い（「並列度」が高
いという）問題が多い．その
ため超並列計算機が威力を発
揮しやすい．

うことが上げられる．また，等分できたとしても，処理に依存関係があれば，あ
るノードの結果を利用するために別のノードが待たされて，無駄が発生してしま
う．さらに，ノード数が多くなると，ノード内での処理時間と比べてノード間の
通信に要する時間が無視できなくなってくる，という問題もある．
以上からもわかるように，一般のプログラムでは全体が並列化可能というわけ

ではない．では，プログラム中で並列化可能な部分の占める割合がわかっている
ときに，nノードで並列処理したら全体として性能が何倍になるかを予測するに
はどうしたらよいだろうか．このような問題を考える際には，アムダールの法則: Amdahl’s law

（改善後の実行時間）=
（改善に関係する部分の実行時間）

（改善度） +（改善と無関係な部分の実行時間）

が役に立つ．これは，あるシステムの一部を改良したときに，全体としてどれく
らい性能が向上するかを見積もるためのものである．
一方，ソフトウェアの観点からは，並列計算機の能力を活かしたプログラムを

いかにして作成するか，ということが問題となる．ソフトウェア開発者が並列処
理用の言語／ライブラリを駆使すれば効率的なプログラムを開発できるかもしれ
ないが，それにはかなりの手間がかかる．普通のプログラムが自動的に並列処理
されるのが理想であるが，そのような仕組みを実現するのは大変難しい．

Q1. A,Bふたつの部分から成るプログラムの実行時間を短縮することを考える．
改良前は，A,Bにそれぞれ 0.8秒，0.2秒かかっていたとする．このとき，Bの
処理を 10倍高速にした場合とAの処理を 2倍高速にした場合のそれぞれについ
て，改良後の実行時間を求めよ．
Q2. ほげお君は，ある並列計算機で動くプログラム Pを作った．Pの処理全体
の 8割は完全に並列化可能であるが，残りは並列化できないという．Pを 1000
ノードから成る並列計算機で実行すると 1ノードの場合の何倍高速か．


