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概要：今日,処理性能を改善するためには並列処理が必須である.そのためには並列プログラムを実装する

必要があるが,プラットフォーム毎に異る実装が必要な現状では,その敷居は高い.OpenCLはこの課題を

解決するための一つの試みである.そこで今回,巡回セールスマン問題を題材にして,OpenCLによる並列

化の効果を評価した.コード変更の容易な SIMD演算によるベクトル化と局所探索アルゴリズムのデータ

並列化では十分な性能改善は望めない. 並列化による効果を得るためには依然としてプログラマの負担が

大きいことが確認された.

OpenCL Programming for Parallelizing Traveling Salesman Problem
Solver

Abstract: In order to improve performance, parallel processing is an inevitable technique. Currently, dedi-
cated implementation is required for different parallel platforms. It is a very tedious task for programmers.
OpenCL is a possible solution to the problem. In this study, we implement a parallel program that solves
travelling salesman problem using OpenCL environment. We exploited SIMD parallelism to improve perfor-
mance and modified local search algorism to data parallelism. Unfortunately, performance is still poor after
the parallelization.

1. はじめに

今日では演算処理速度を向上させるための手法として処

理の並列化が主流になっている. 例えば,CPUのマルチコ

ア化に伴ってプログラムの並列化が重要になっている. ま

た,演算に特化したコアを多数持つ GPUの採用が盛んに

なっている.

GPU を用いた開発には,NVIDIA 社が提供している

CUDA[1]や AMD社が提供している APP[2]など，SDK

を用いてそれぞれの GPUの性能を生かしたプログラムを

作成することが一般的である. しかしベンダー毎に異なる

開発言語を用いなければならず, その開発環境を学習しな

ければならなかったり，それぞれの環境に合わせた開発を

行わなければならなかったりなど, 開発コストが高く平均

的なプログラマが利用するには敷居が高い.

OpenCL[3]はこの問題の一つの解決策となるオープンプ

ラットフォームで, 共通の環境で開発されたプログラムが

異なるベンダーのデバイス上で動作可能になる. OpenCL
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によってプログラムの可搬性を確保できる. 本論文で

は,OpenCLを用いて巡回セールスマン問題の最適解を求

めるプログラムの並列化を行い, それらが実行時間の短縮

に貢献するかを評価する.

本論文は以下の構成となる.2章で GPUコンピューティ

ングと OpenCLについて説明し、3章で巡回セールスマン

問題について説明する. 4章で OpenCLによる巡回セール

スマン問題の最適解プログラムの実装について説明する. 5

章でプログラムの評価と結果を報告し,6章で本論文をまと

める.

2. GPUコンピューティング

2.1 GPUコンピューティングとは

元々GPU(Graphics Processing Unit)は画面表示を高速

に行うためのユニットで, 描画のための単純な機能だけを

搭載していた. しかし現在では,3Dグラフィックスや動画

再生などの処理を行うために,汎用の演算器を持っている

ものが多い. GPUは大量データの並列処理に適しており,

汎用的な計算が出来るようになったことと GPUの性能が

向上したことに伴って,グラフィックス以外の用途での活

用が注目されるようになった. これを GPGPU(General-



purpose computing on GPU) と呼ぶ. 今日の HPC(High

Performance Computing)分野においては, 物理シミュレー

ションや金融予測,解析などの科学技術計算 [4]に GPUが

利用されている.

2.1.1 Fermiアーキテクチャ

本研究で使用するFermiアーキテクチャを,汎用計算向け

の拡張が施されているGPUの代表として説明する. Fermi

アーキテクチャの特徴として以下があげられる [5].

CUDAコア

Fermi アーキテクチャでは最大 512 個の CUDA

コアを有しており,32 個の CUDA コアで 1 つの

SM(Streaming Multiprocessor) を構成している. こ

の SMには 64KBの L1キャッシュと,チップ上に全

SM で共有される 768KB の L2 キャッシュが搭載さ

れており, データへのアクセスレイテンシの削減とパ

フォーマンス向上に寄与している.

演算性能の強化

より高速に汎用計算ができるように, Fermiアーキテ

クチャでは倍精度浮動小数点演算性能が強化されてい

る. 前世代のアーキテクチャと比較して 4倍高速化し

ている. さらに SFU(Special Function Unit)と呼ばれ

る, 三角関数や指数関数,対数関数などの超越関数を処

理するためのユニットが倍増され, 汎用計算に必要な

機能が強化されている.

スケジューラの強化

GPUコアへのタスクスケジューラが強化され,プログ

ラムの切り替えが前世代アーキテクチャより 10倍高

速化されている.さらにこれまでの GPUでは一つの

カーネル (プログラム)しか実行できなかったが, Fermi

アーキテクチャでは複数の GPUプログラムを同時に

実行できるようになり, GPUコアを無駄なく利用でき

るようになっている.

2.2 OpenCLとは

GPU を汎用計算で利用するためには,NVIDIA 社の

CUDA[1] や AMD 社の APP SDK[2] などの開発環境を

用いて並列処理プログラムを開発することが必要にな

る. 例えば CUDA では,CPU(ホスト) が並列処理を行う

GPU(デバイス)を制御して利用する. ホストはデバイスの

制御や命令コード生成,処理対象データの転送などの役割

を受け持つ. デバイスは CUDA拡張言語で開発された並

列プログラムを実行する.

しかし,CUDAで開発されたプログラムは NVIDIA社の

GPU上でしか利用できず,他社の GPUで実行することが

できない. このような特定のベンダーに依存した開発環境

では, 各開発環境をそれぞれ習得しプログラムを作成しな

れけばならない. このことは開発効率を低下させ,作成さ

れたプログラムの可搬性も低下させる.

この問題を解決するために, どのベンダーのGPUでも共

通の手続きで扱うことをめざしOpenCL(Open Computing

Language)と呼ばれる規格が策定された. OpenCLとは特

定のベンダーやプロセッサに依存しない統一的な並列プロ

グラミングフレームワークであり, OpenCLをサポートし

ていればどのようなプロセッサでも同一のコードを実行

できる. これらには,NVIDIA社や AMD社,Intel社のマル

チコア CPUと GPU, IBM/東芝/ソニーの Cell/B.E.そし

て様々な DSPなどがある. これらを OpenCLデバイスと

呼ぶ.

2.2.1 OpenCLの構成

OpenCLは以下の 2つで構成されている [3][6].

OpenCLランタイムAPI仕様

OpenCLランタイムAPIは, OpenCLデバイスを制御

するための API, コマンドキューと呼ばれる演算用プ

ロセッサで実行するタスクをスケジューリングするた

めの API, デバイスへのメモリ制御のための API, そ

して OpenCLデバイスで実行するためのカーネルを

生成するための OpenCLコンパイラなどで構成され

ている.

OpenCL C言語仕様

OpenCL C言語は C言語 (C99)をベースに並列処理

に必要な機能を拡張した言語であり, 並列処理用の関

数や算術関数ライブラリ, OpenCLのメモリモデルに

対応するためのアドレス空間修飾子,そして OpenCL

デバイスでの SIMD演算を容易にするためのベクタ型

の追加などの拡張がされている. この言語で開発され

たプログラムを OpenCLランタイム APIでビルドし,

生成されたカーネルと呼ばれるバイナリを演算用プロ

セッサで実行する.

2.2.2 OpenCLの利点

OpenCLのメリットは以下の 3点である [3]. 1つ目は,

全く異なるデバイスを同じ手順で利用できることである.

デバイス毎に異なる APIを習得しなくても良いため, 開発

コストを低減しコードの可搬性を高めることができる.

2つ目は,利用するデバイスの特徴に合わせた最適化がで

きることである. OpenCLはハードウェアに近いレベルの

APIであるため,それぞれのプロセッサのメモリ構成や特

性に合わせて最適化を行うことができる.

3 つ目は,C 言語に似た文法を採用しているために

OpenCL の学習コストを低く抑えられることである.

OpenCL C 言語の記述方法は C 言語と大きく変わらな

いため,容易に開発を行うことができる.

2.2.3 OpenCLのメモリモデル

OpenCLのメモリモデルでは,OpenCLデバイスのメモ

リ空間をグローバルメモリ,コンスタントメモリ,ローカル

メモリ,プライベートメモリの 4つに分類している.それぞ

れ, デバイスのメインメモリ, 演算ユニットのキャッシュメ



モリ, 演算ユニット上の共有メモリ, 演算ユニットのレジス

タを想定している. どの空間をどのメモリに割り当てるか

ははデバイス毎に異なる.

3. 巡回セールスマン問題

3.1 巡回セールスマン問題とは

巡回セールスマン問題 [7][8]とは, 地点の集合とその地

点間の距離が与えられたときに, 各地点を一度ずつ通って

最初の地点に戻ってくる巡回路のなかで, 最も短い距離で

移動できるものを求める組み合わせ最適化問題である. こ

の問題は,運搬経路計画や基盤配線,VLSIの設計などに応

用されている. 巡回セールスマン問題を効率的に解くこと

で,これらの応用において時間短縮や設計の効率化などが

可能になる.

巡回セールスマン問題は NP困難な問題のひとつとされ

ている. 全ての巡回路を列挙して最適解を求めることを考

える. 地点の数が nで任意の 2点間の距離が対称の場合に

は,巡回路の総数は (n−1)!
2 となり,都市数が増えるにした

がって組み合わせが指数関数的に増える. 例えば n=50で

4.66631077× 10155通りという膨大な組み合わせになる.つ

まり巡回セールスマン問題を列挙法で解くことは不可能で

ある.

3.2 近似解法

総当りにより巡回セールスマン問題の厳密解を求めるこ

とは不可能であるため, 近似解を求めることになる. 様々

な近似解を求める方法が考案されている. ここでは「局所

探索法」について述べる.

局所探索法は,巡回路の局所的な部分に変形を加えるこ

とで解を改善する方法である. 代表的な方法は k-opt 法

(k > 2) である. k は選択する枝の数であり, 多くの場合

2-opt法あるいは 3-opt法が利用される. また k を可変に

するように拡張された Lin-Kernighan法がある. 2-opt法

の手順は以下のとおりである.

2-opt法� �
( 1 ) 適当な巡回路を生成する.

( 2 ) 生成した巡回路から都市間を繋ぐ 2本の枝 (a, b)

と (c, d)を選択して,

d(a, c)+d(b, d) < d(a, b)+d(c, d)となる枝を探す.

( 3 ) そのような枝があれば,枝 (a, b)と (c, d)を枝 (a,

c)と (b, d)に繋ぎ変えて 2.に戻る.

無ければ終了する.� �
2-opt法では調べる組合せは (n−1)×n

2 になるため, 列挙法

と比べて計算時間を大幅に短縮できる.

4. OpenCLによるTSP最適解プログラムの

並列化

今回,局所探索法の 2opt法を実装した. まず逐次プログ

ラムを実装し,アルゴリズム実装の正しさを検証した. 続

いて OpenCLにより並列プログラムとして書き直した. 開

発言語には C++を用いた. 続いて OpenCLによる実装で

行った並列化手法を説明する.

4.1 ベクトル化

都市間距離の計算において並列性があることに着目した.

ここではベクタ型を活用し,SIMD型演算として並列化を

行った. 図 1と 2に並列化前と後のコードの例を示す.並

列化前に float型として表されている都市の座標値 xと y

を float2型にすることでベクトル化し,都市間距離の計算

を高速化する. float2型はベクタ型のひとつで,2つの float

型を 1 つの型として同時に扱うことできる. ベクタ型で

は 1命令で複数の値に対して同時に演算操作を行える. ま

た,SIMD型演算は 1命令で複数のデータを処理することが

出来る. ベクタ型を活用することで,OpenCLが SIMD型

演算を活用するプログラムを生成する.

1 float Distance::euclidean(Node const &a, Node const

&b)

2 {
3 float xd = a.x − b.x;

4 float yd = a.y − b.y;

5 return round(sqrt(xd ∗ xd + yd ∗ yd));

6 }

図 1 都市間距離計算関数 (並列化前)

1 float distSum(const float2 a, const float2 b)

2 {
3 float2 d = a − b;

4 return round(sqrt(d.x ∗ d.x + d.y ∗ d.y));

5 }

図 2 都市間距離計算関数 (並列化後)

4.2 データ並列化

局所探索法においてデータ並列化ができる部分を抽出し,

プログラムの処理方法を変更して並列処理化を行った. 次

に局所探索では図 3に示すように都市間を繋ぐ枝を 2重の

forループで都市を繋ぐ枝を選択し, 入れ替えた場合に距離

が短くなるか否かの評価を行なっている. 都市の入れ替え

を行わなければこのループにはデータ依存が無いため, こ

れを並列化することにした. 図 4に示すように,評価すべ

き枝の組合せは右下の部分となる縦方向がインデックス i



1 int st = 0;

2 RESTART:

3 for (int i = st; i < st + toursize; i++) {
4 for (int j = i + 2; j < i + toursize − 1; j++) {
5 // 距離短縮の評価

6

7 if 短い場合 () {
8 // 入れ替え処理

9

10 // 探索開始点を変更

11 st = (i + 1) % toursize;

12 goto RESTART;

13 }
14 }
15 }

図 3 局所探索における枝の選択

で,縦方向がインデックス j を示している. 選択される枝

をある程度の大きさのブロックごとに分割する. 図では 20

個ずつに分割して色分けして示している. このブロックに

含まれる枝の評価をデータ並列で行う. 評価後にブロック

の中から距離を短く出来るものがあれば, 枝の入れ替えを

行う.無ければ次のブロックを同じように評価する. 全て

のブロックで距離を短くできる枝が無くなれば,探索を終

了する.

図 4 枝の選択

5. 評価

本節で,4.1節でのベクタ型を用いたプログラムと, 4.2節

のデータ並列化を加えたプログラムの並列化を評価する.

5.1 評価方法

評価するためのベンチマークには巡回セールスマン問題

を集めた tsplib[9]を利用した. このベンチマークでは 2点

間距離の計算方法と都市の座標データが与えられる.

今回は a280,att532,pcb3038,d15112の 4つの問題を選択

して使用した. それぞれの都市数は 280,532,3038,15112で

ある. 前節で紹介した逐次プログラムと OpenCLで実装し

た並列プログラムの実行時間を比較した. 逐次版は CPU

上で実行した. OpenCL版は,異なるデバイスで特徴に違

いが出るか否かを確認するために,CPU上と GPU上とで

実行した. 実行時間は巡回路の局所探索の開始から最適解

の導出までの時間とし, 初期化に要する時間を含めない.但

し,CPUとGPUとの間の通信時間は含まれる. それぞれ 6

回測定し,最大値と最小値を除いた 4回の測定結果を用い

て平均値を求めた. 評価に使用した環境を表 1に示す.

表 1 評価環境

逐次実行 OpenCL(CPU) OpenCL(GPU)

CPU Intel Xeon W3580 3.2GHz

GPU N/A NVIDIA Tesla C2075

OS Ubuntu 12.04 64bit

5.2 結果と考察

ベクタ化の評価結果を図 5に示す. グラフは問題ごとに

左から CPU上で逐次プログラムを実行したとき,並列プロ

グラムを CPU上で実行したとき, 並列プログラムを GPU

上で実行した時の実行時間である. 対数グラフであること

に注意されたい. 表には局所探索にかかった時間 (秒)を

示す.
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図 5 ベクトル化の効果

CPU上で並列プログラムと逐次プログラムを実行した

場合を比較すると, 並列化による効果が得られていること

が判る. a280,att532,pcb3038では,どれも逐次プログラム

より 35%程度高速化している. d15112では逐次プログラ

ムより 40%高速化している. これはベクタ型を使用したこ

とで,CPUの SIMD命令を使うようになったためと考えら

れる. GPU上で並列プログラムを実行すると,CPU上で逐

次プログラムを実行するよりも総じて実行時間が大きくな

る結果となった. 逐次プログラムをほぼそのまま OpenCL

に移植したため, GPUの得意とするデータ並列性を利用出

来ておらず,GPUの性能を生かしきれなかったからである.

ベクタ化とデータ並列化の両方を施した場合の結果を
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図 6 データ並列化の効果

図 6に示す. 図の見方は図 5と同じである.

ベクタ化に加えてデータ並列化を施すと, 都市数が増

えるにつれて, CPU上での並列プログラムの実行時間が

逐次プログラムより-163%,-2%,54%,71%となる. a280 と

att532 では実行時間が長くなる一方, pcb3038 と d15112

では実行時間が短くなっており, 都市数が増えてくると並

列化の効果が出ていることが確認できる. GPU上で並列

プログラムを実行したとき, CPU上での実行時と同様に

pcb3038,d15112において実行時間が短縮が確認できた. し

かし依然,逐次プログラムより遅い結果となっている. デー

タ並列化によって,OpenCLデバイスとホスト CPUの間で

局所探索の制御を行う通信が増えたことによって, 都市が

少ない場合にはデータ並列化の効果が打ち消されてしまっ

たと考えられる.

6. まとめ

今回,巡回セールスマン問題の 2opt法による近似解法を

OpenCL を用いて並列化し, その効果を評価した. SIMD

演算によるベクトル化と局所探索のデータ並列化によって

CPUでは効果を得ることが出来た. しかし,GPUでは期待

される並列化の効果を得ることは出来なかった. データ並

列化においては GPUは多くコアを持つにも関わらず, 逐

次プログラムより遅くなる結果となった.

OpenCLによるプログラム作成において,OpenCLデバ

イスとホスト CPUとのデータの通信処理や OpenCLデバ

イスで実行するプログラムのキューイングが必要なる. さ

らにプログラムの並列化において,アルゴリズムへの理解

した上で並列化箇所の検討と実装,デバッグといった作業

が必要になるため, 依然プログラマへの負担が大きい. し

かし,同一の並列プログラムで CPUと GPUで動作させる

ことが出来るため, 可搬性においてはプラットフォームご

とのフレームワークよりはプログラマの負担は軽減される.

今後の課題として,並列プログラムのプロファイリング

によって GPUで遅くなる原因を特定してプログラムの改

良を行う, 今回用いたデータ並列化手法とは異なる並列化

手法を検討する, 局所探索法以外に並列化に適した近似解

法が無いかを検討するなどが考えられる.
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