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概要－ 本研究はマルチエージェントシミュレーション（MAS）の実行速度向上が目的である．GPU
を処理に用いると処理を高速化することができるが，アーキテクチャや言語等の専門的な知識が必要
になる．そこで，本研究では GPGPU 特有の命令を使わずに GPGPU をエージェントシミュレーショ
ンに適用できるフレームワークを開発した．これは GPGPU の記述に自動で変換することで実現す
る．また，実行時の最適化支援として，ブランチダイバージェンスの削減を行う．
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まえがき

マルチエージェントシミュレーション（MAS）は複
数のエージェントを用いて行い，発生するエージェン
ト同士の挙動や相互作用を実験するものである．これ
により交通渋滞や株価の動向，自然現象などの複雑な
ふるまいを観察することができる．
しかし MAS では，
その性質上エージェントの数が多くなると計算量が増
え，実行速度が低下してしまう．そのため実行時間を
現実的な時間内に収められるモデルの規模や種類は限
定されてしまう．
この問題を解決する方法として，GPGPU を用いて
実行速度の低下を緩和することが考えられる．GPGPU
とは画像処理用のデバイスである GPU を汎用計算に
利用する技術であるが，しかし，これを扱うには GPU
の動作や並列処理の知識が必要となり，実装は容易で
はない．
本研究では，Python 言語による MAS 開発用のライ
ブラリを実現し，このライブラリによって作成したシ
ミュレーションプログラムを GPGPU に自動変換する
方法をとる．これにより，GPGPU についての深い知識
を必要とせず，シミュレーションの高速化が図れる．
GPGPU は通常 C/C++の低レベルな処理として記述さ
れるが，そのような記述が不要になり，記述量の減少
と可読性の向上を得られる．また，Python 言語での開
発であるためシミュレーションのデバッグを Python
にて行うことができる．本研究で実現した方法は，
Python で記述した MAS プログラムを，CUDA-C 言語
によるプログラムに変換する方法，また，Python 向け
GPGPU ライブラリ Numba を使った処理に変換するも
のである．本稿では，GPGPU に変換するための記述方
法の記述性，GPGPU 化による高速化の議論や考察に
ついて述べる．さらに，GPGPU では，分岐処理を持つ
並列処理では，処理能力を低下させるブランチダイバ
ージェンスが発生するが，本研究ではエージェントの
並べ替えを行うことでこの問題に対する対策を試みる．
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研究背景・目的

2.1 研究背景
商業施設の顧客の流れや災害時の住民の避難経路を
模索するために MAS を利用することがある．近年で
は施設の増築や駅の再開発により規模の大きいシミュ
レーションでの実験が求められている．ところで MAS
は規模が大きい，エージェント数の多いモデルではエ
ージェント同士の相互作用が多く発生するため，そこ
にかかる時間が多くなり，実行時間が飛躍的に上昇し
てしまう．MAS の開発環境の中には，スーパーコンピ
ュータを扱うものがあり，これにより実行時間の短縮
を図るものもあるが，エージェント数が数万を超える
場合は CPU での実行コストが非常に高くなる．本研究
ではこの対策として GPGPU を利用し，規模の大きい
シミュレーションの高速化を図る．また，シミュレー
ションのプログラミングの経験がないエンジニアでは
効率のいいプログラムを記述できないことがあり，こ
れによって実行時間が増える可能性もある．そこで，
今回は近年学習用としても使われ，使用する現場や開
発者が増えてきた Python 言語を使用して記述できる
ようにする．本研究では GPGPU の記述方法を隠蔽し
Python の構文を利用してシミュレーションの開発を行
うことができるフレームワークを作成する．これによ
って記述性と高速化を両立できると考えた．
2.2 本研究の目的
本研究の目標は，GPGPU を使って高速化できる
MAS のプログラムを，フレームワークの利用者が容易
に開発できるようにすることである．そのため本研究
では以下の二点を重視して開発を行う．
・ 処理の GPGPU 化による高速化
・ GPGPU を扱う処理の記述の容易化
また，本研究では最適化支援として，GPGPU の開発
で発生するブランチダイバージェンスの対策を行う．
GPGPU の記述を利用者に隠蔽するためにフレームワ
ークの機能として実装し，この機能の使用を利用者が
実行時に選択できるようにしている．
本研究は 3 節で説明する Repast HPC3) などのエージ
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ェントシミュレーションの並列化フレームワークと比
べ，記述言語に Python を用いることで学習しやすくす
る，GPGPU の処理は自動変換によって使用者が記述
する必要を無くす，という２点により高速化のための
負担を軽減する点が特色である．
3

準備と関連研究

3.1 マルチエージェントシミュレーション
エージェントシミュレーションとは再現するシミュ
レーションにおける人や動物などそれぞれが独立した
意思に従って行動するものをエージェントとし，自身
の行動ルールと相互作用を定義したモデルを用いるシ
ミュレーションである．一般的なエージェントシミュ
レーションでは複数のエージェントモデルを用いてシ
ミュレーションを行うためマルチエージェントシミュ
レーションやエージェントベースシミュレーションな
どと呼ばれる．エージェントが相互に作用する局所的
な現象を再現することが目的であり，感染症の伝染，
災害時の避難，交通渋滞，SNS などによる情報拡散な
ど，社会的な現象を研究対象とする一つのツールとし
て用いられる．
エージェントシミュレーションは，その原理は単純
であるが，設計や実現をする場合には，プログラミン
グなどの知識を要する．そこで，そのような負担を軽
減し，効率的にシミュレーションを開発可能にする開
発環境が存在する．
NetLogo1) は複合的な自然現象や社会現象をモデリ
ングしシミュレーションを行うことができるマルチエ
ージェントプログラミング環境である．汎用的に用い
られるエージェントの振るまいや，相互作用の手続き
がライブラリとして提供され，効率的なシミュレーシ
ョン開発を実現している．また，シミュレーションに
用いるパラメータ等を容易に変更することが可能で，
効率的にシミュレーションの検証ができる．
Repast Simphony2) は複雑適応系(Complex Adaptive
Systems : CAS)におけるエージェントシミュレーショ
ンを開発することができるオープンソースソフトウェ
アであり，高度なモジュール化されたプラグインによ
ってネットワークやログ，スケジューラといった機能
を変更することができる．開発には ReLogo と呼ばれ
る Logo 言語の方言の一つを用いるか，Java を用いて
シミュレーションを作成することができ，プログラム
の記述に統合開発環境の一つである Eclipse による開
発が行えるようプラグインが提供されている．これを
用いることでエージェントの定義やシミュレーション
の流れ，実行やデバッグなどを行える．またボイラー
プレートと 呼ばれる実行時の設定を記述する支援が
行われており，基本的な英語と同等な記述を行うこと
ができる．
これらのシミュレーション環境構築には研究者が容
易に記述できるよう設計されているが，エージェント
数が大量になる場合，シミュレーションの実行速度が
低下する．並列実行環境を扱う Repast HPC3) などのフ

レームワークも存在するが，並列処理等に関する専門
の知識が必要であり，手軽に扱えるとは言えない．
3.2 CUDA と GPGPU
CUDA (Compute Unified Device Architecture) は ，
NVIDIA が提供している GPU 向けの言語統合開発
環境であり，コンパイラ，ライブラリなどから構成さ
れている．開発には C++言語を主に用いる．汎用的な
数値演算に利用される数値型に対応し，開発者は C++
言語と同等にプログラミングを行う．CUDA は無償で
提供されており，NVIDIA が提供している CUDA に
対応した GPU を搭載したコンピュータを保持して
いれば開発を行うことができ，設備による導入コスト
は低い．CUDA は，1 つの命令を複数のデータに対し
て適応し，並列に処理を行う SIMD(Single Instruction
Multiple Data)での並列処理を行えることが特徴である．
実際には，1 つの命令をスレッドの集合である warp と
いう単位ごとに処理するため SIMT(Single Instruction
Multiple Threads)と呼ばれることもある．
本研究では，各エージェントの処理をスレッドに割
り当てるという素直な方法で，GPU 上でシミュレーシ
ョンを実現し並列化を図る．しかし，C++言語での
GPGPU によるプログラミング開発は，シミュレーシ
ョンを作成する研究者等にとってはハードルとなる．
本研究では，より修得が簡単である Python 言語をベー
スとした環境を提供する．本研究では，PyCUDA4) お
よび Numba5) という GPGPU ツールを利用する．
PyCUDA は Python から CUDA を呼び出すこと
ができるラッパーツールである．GPU のメモリ確保
や転送，プログラムのコンパイル，実行などを行う関
数が提供されている．Python による呼び出しを行うた
め，Python の多彩なライブラリを利用することや，ス
クリプト言語の記述から実行までが比較的容易に行え
る利点を活かしつつ，画像処理やビッグデータ解析な
ど時間のかかる処理を GPU の高い並列処理能力を
使用することで短縮することができる．さまざまな
GPU による線形代数学や高速フーリエ変換，数値解
析のライブラリが提供されており，開発者はこれらを
用いることで容易に処理時間を短縮することができる．
Numba は Python プログラムに対して，デコレータ
によって指定した部分をネイティブコードにコンパイ
ルをすることで，
プログラムを高速化する技術である．
デコレータでは C 言語への変換と GPGPU への変換の
どちらかを指定できる．Numba による GPGPU は
Python プログラムを GPGPU にコンパイルすることで
実現するため，Python の構文を使うことができる．さ
らに Python の math ライブラリや乱数を生成する関数
を使用することができ，PyCUDA と比べると数学的な
処理を使うプログラムの実装が容易になっている．
3.3 GPU におけるブランチダイバージェンス
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Fig. 4: エージェント固有データの定義.

Fig. 1: ブランチダイバージェンス.
CUDA では一般的に 32 個のスレッドを束ねた
warp と呼ばれる単位ごとに命令を割り当てる．この
warp は命令呼び出しごとではなく関数単位で割り当
てられる．ところが，条件分岐文によって warp 内の
スレッドが異なる命令を処理する必要がある場合，一
部のスレッドが処理を行い，残りのスレッドは処理を
行うことなく待機しているだけとなる．また，warp の
中で 1 つのスレッドのみが実行する場合でも，のこり
の実行されないスレッドに対しても同等のコストがか
かる．そのためブランチダイバージェンス（分岐によ
って制御の流れが異なったものになること）が増加し
た場合，GPU で処理する命令は増加し，また処理を行
っていないスレッドがあるため使用率が低下し処理に
かかる時間が増加する．
Fig. 1 にブランチダイバージェンスが発生する例を
示す．CUDA では 32 個のスレッドに対して同一の命
令を出すため，functionA は同時に処理を行うことが
できる．しかし，2 行目の条件分岐によって functionB
と functionC のどちらかを処理するため，functionB を
処理するときは functionC を処理するスレッドは待機
している．functionC を処理するときも同様に functionB を処理するスレッドは待機する必要がある．この
例では各スレッドは 3 処理で処理が終わるが warp
で見ると 4 処理必要になり，GPU の使用率が下がる
と同時に処理時間が悪化することがわかる．
エージェントシミュレーションでは，個性の異なる
エージェントを GPU のスレッドに割り当てるため，
ダイバージェンスの問題が発生する．本研究では，こ
の対策について，既存の対策手法を適用した．
既存の対策では， Eddy Z.Zhang らの研究 6) で挙げ
られている同一の分岐を行うデータを整列させる方法
や，加藤らの研究 7) で挙げられている for ループの１
ループごとにデータを整列させるかを確認する方法な
どがある．本研究では if 文によるブランチダイバージ
ェンスに対してデータを整列させて対策を行う．
4

本研究で開発したフレームワーク

本研究では，Python で定義したエージェントのメイ
ン処理を CUDA を用いて並列に処理することによっ
てシミュレーションの高速化を図る．本ツールは，オ
ブジェクト指向フレームワークとして構成され，シミ
ュレーションを行うにあたり必要となるいくつかの機
能を提供している．主な機能としてエージェントの個
性を定義するエージェント定義，シミュレーション全
体の流れを定義するシミュレータ定義の 2 つに分けら
れる．また，さらなる高速化のための機能を使用して
カスタマイズすることが可能である．
4.1 シミュレーションの概要
本フレームワークでは，人や動物などを表す「エー
ジェント」および，それら以外の「オブジェクト」の
2 種類によって状態を表し，「シミュレータ」によっ
て状態の管理やエージェントの処理の呼び出しが行わ
れる．開発者は，上記の 3 種類のそれぞれについて，
初期化，前処理，後処理を定義し，エージェントにつ
いてはさらにメイン処理を定義する．これらの処理は
以下の順序で実行される．
1. シミュレータの初期化，前処理を行う．
2. オブジェクトの初期化，前処理を行う．
3. エージェントの初期化を行う．
4. エージェントの前処理，メイン処理，後処理をそ
れぞれ行う．
5. 画面表示を定義している場合，表示を行う．
6. 定義したステップ数だけ 4，5 を繰り返す．
7. オブジェクトの後処理を行う．
8. シミュレータの後処理を行う．
それぞれの処理における例としては，初期化では定数
や変数の定義，またフィールドクラスの定義を行う．
前処理ではパラメータや属性の設定を行う．メイン処
理ではエージェントの意思決定を伴う処理を行う．後
処理ではデータの更新やファイル出力などを行う．こ
こで述べた例は一例であり，シミュレーションの種類
や目的に応じて適宜変更して記述することができる．
エージェントの定義の一例を Fig. 2 に示す．これは
感染症の拡散のシミュレーションのエージェントの処
理である．この例では前処理（pre 関数）と後処理（post
関数）は無く，メイン処理（mainloop 関数）のみを行
うモデルになっている．mydata 関数で自身を初期化し，
view 関数で描画の際のエージェント単位の処理を定
義している．先頭で定義されている変数 agentManager
と field には実行時に後述の各クラスのインスタンス
が代入される．
4.2 シミュレータの定義
シミュレータの定義ではシミュレーションを行う際
に必要となるパラメータや関数の定義を行うことがで
きる．設定項目は，シミュレーションのステップ数，
実行するシミュレーション名または使用するエージェ
ントの種類と個体数，画面表示によるフィードバック
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Fig. 5: エージェント情報管理クラス.
シミュレータで定義されたフィールドの情報を取得
することができるクラスの一部を Fig. 3 に示す．この
クラスを用いることでフィールドの縦横の幅やフィー
ルドの情報を取得することができ，エージェントの移
動や処理に用いることができる．また，この関数を実
行して得られる値を最初から格納している定義済みの
変数を試験的に実装している．これを使うことで先述
の pre, mainloop, post の各関数内でこの関数を実行して
値を取得する必要が無くなる．
4.3 エージェントの定義

Fig. 2: エージェントのプログラム例.
の有無である．シミュレーションのステップ数は整数
値による指定と永久実行の 2 つに対応しておりユーザ
の目的に合わせた設定を行うことができる．エージェ
ントの種類と個体数の設定では，ユーザが作成した
様々なエージェントを使用するか，しないかの指定，
また，個体数の設定を行うことが可能で，シミュレー
ションの規模やエージェント種間のバランスを変更し
た様々なシミュレーションを行うことができる．
これらの設定はファイルに記述することもできる．
この場合はシミュレーション名と同名のディレクトリ
内にある，実行時に使用するエージェントの種類と個
体数が記述された CSV ファイルから設定を読み込ん
で自動で設定する．さらにこのシミュレーション名に
は略称を使うことができ，実行するシミュレーション
を変更するときに容易に書き換えることができる．こ
の機能は用意された専用の CSV ファイルに略称を記
述することで使用できる．
画面表示によるフィードバックでは，シミュレーシ
ョンの情報を表示するための命令を記述する．ユーザ
がフィードバックのプログラムの経験がない場合を考
慮し画面の表示等をあらかじめ定義したクラスを提供
しており，これによりユーザは描画を行うための開発
に時間をかけずに済む．また，開発者が独自の表示系
プログラムを保持している場合は本システムから描画
関数を呼び出すよう記述することで表示することがで
きる．

Fig. 3: フィールド情報管理クラス.

本環境では基底クラスが用意される．この基底クラ
ス群はプログラマには隠蔽される．シミュレーション
の用途に合わせたメソッドを複数定義しており，これ
らを組み合わせることで様々な個性を持つエージェン
トを定義することができる．提供されている関数とし
て，
(1) エージェント固有のデータを定義する関数
(2) エージェントの前処理
(3) エージェントのメイン処理
(4) エージェントの後処理
がある．
エージェント固有のデータは Fig. 4 のように Python
の Dictionary と同等の処理を行うクラスを提供して
おりこれを用いて定義，参照できるため，特殊なクラ
スを利用しておらず Python を使用することができる
開発者であれば新たに学習する必要はない．
シミュレーションに利用されるエージェントの情報
を柔軟に取得するためのクラスの一部を Fig. 5 に示す．
これによりユーザ自身でエージェントの情報を保持し
た変数の定義や管理をし，引数の増加を防ぐことがで
きる．またこのクラスではエージェントの生成，削除
の機能を設けており，個体数が変化するシミュレーシ
ョンにおいても対応することができる．
4.4 更なる高速化のためのカスタマイズ
本フレームワークでは，シミュレーションを高速化
するための細かいチューニングが加えられるようにな
っている．まず画面表示のタイミングを制御すること
ができる．一般的なプログラムの処理の中で画面表示
は時間のかかる処理の一つである．そして大規模なシ
ミュレーションの場合では表示するエージェントやオ
ブジェクトが非常に多くなりコストが高くなることが
多いため，画面出力の頻度を減らすことでシミュレー
ションの結果を変えることなく処理の高速化を行うこ
とができる．さらにブランチダイバージェンスを削減
するための機能を使用するかどうかを指定できる．
また，本環境では主にエージェントのメイン処理を
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Fig. 6: 後処理の並列可能例.
GPU による実行によって高速化しているが，この他に
も通常は CPU で実行するエージェントの前処理や後
処理を GPU により処理することができる．Fig. 6 のプ
ログラムのようにエージェントの座標更新といったエ
ージェントが互いに参照しあうデータは全エージェン
トで同期をとる必要がある．しかし他のエージェント
からデータを参照されることがない関数では並列に処
理することができる．ユーザはこのようなプログラム
を記述した場合に GPU で処理するように設定するこ
とで高速化することができる．

5

実装

5.1 変換
本ツールではユーザが記述した Python コードを
GPU で実行できるソースコードに変換する．この方
法としては PyCUDA で行う方法と Numba で行う方法
の 2 通りから選択できる．本節では各変換方法にて
GPGPU 化できる処理の種類と変換方法について説明
する．
5.1.1 PyCUDA を用いるプログラムへの変換
PyCUDA を使用する GPGPU への変換では，本フレ
ームワーク内に Python 言語で定義されたクラスを
CUDA C 言語でも実装することで，同じ流れで処理が
できるようにしている．この変換は以下の処理に対し
て行うことができる．
A) エージェントのデータへの代入・参照処理
B) Field クラスのインスタンスのメンバ変数
C) エージェントのデータを順次取得するループ処理
各処理をエージェントのプログラムの一例の Fig. 7 を
参考に説明する．この例は，感染症の拡散のシミュレ
ーションにおけるエージェントの意思決定部分である．
ここで，変数 data はエージェント自身を表す．全体の
エージェントの状態を参照し，その結果に応じて，自
分自身のデータを変更する．A)の処理は Fig. 7 の 2 行
目の参照処理（data[“infect”]）や 5 行目の代入処理であ
る．このようにエージェントの表現は，Python の辞書
（dictionary）を用いた記述を採用しているが，これを
CUDA C に変換した場合には，属性名によってアクセ
スができるようにクラスを定義することで実装してい

る．B)と C)については，「シミュレータ」に対応する
計算を CUDA C 側でも定義することで変換を可能と
している．Fig. 5 の AgentManager クラスはエージェン
ト全体の集合を管理するクラスである．しかし，
AgentManager クラスのメンバ関数である，エージェン
トの追加と削除を行う関数については，GPU 上での実
行を現実装ではサポートしていない．
5.1.2 Numba を用いるプログラムへの変換
Numba を使用する GPGPU への変換では，Numba で
は CUDA C 言語でクラスを定義できないこともあり，
PyCUDA とは違った変換方法を採用している．しかし
ながら，Numba の GPGPU 関数の記述が容易であるこ
ともあり，5.1.1 節の A)と B)，C)の他に，以下の処理
に対応が可能となり，GPU で実行できる範囲が増えて
いる．
D) Python の math ライブラリを使用した処理
E) Python の random ライブラリの random 関数，
randint
関数を使用した処理
F) エージェントの削除処理
G) エージェントの追加処理
各処理の変換について説明する．D)については，
Numba にて既にサポートされているため，その機能を
そのまま使用している．E)については，Numba にて各
スレッドでの乱数生成を行うクラスが用意されており，
そのクラスを使った処理に変換している．F)と G)は
GPGPU と CPU による逐次実行を組み合わせて実装し
ている．F)では処理の中で削除することが決定したエ
ージェントをマーキングし，並列での処理が終わった
時に逐次実行でまとめて削除している．G)では処理を
エージェントの追加処理部分とその前後の 3 つに分断
し，エージェントを並列でまとめて追加できるように
している．
5.2 ブランチダイバージェンス
本提案ツールでは CUDA におけるブランチダイバ
ージェンスを削減することによる最適化を行う．エー
ジェントシミュレーションにおいて，異なるふるまい
を行うエージェントのデータが隣接していることが一
般的であり，ブランチダイバージェンスを引き起こす
要因となる．本提案環境では，各スレッドが参照する
データを変更することで同一の分岐を行わせる手法を
用いて最適化を行う．
本最適化支援の有効になるプログラムの一例として
は先に挙げた Fig. 7 がある．このプログラムでは，処
理の大部分が条件分岐によって分岐したのちに行われ
ている．
またエージェントの過去の状態を用いて warp
の割り当てを変更するため比較的変化の少ないパラメ
ータを用いた条件に特に有効である．
6

性能評価

本節では，エージェントシミュレーション実行時の
処理時間を計測し性能を評価するとともに，最適化支
援としてブランチダイバージェンスを削減した場合の
実行時間について計測する．また， 開発者がエージェ
ントの個性を定義する容易性について評価を行う．
6.1 サンプルプログラム
Fig. 7: 最適化に適したプログラムの一例.

本研究では，2 つのシミュレーションについて実験
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を行った．これらは NetLogo が提供しているサンプル
モデルをそれぞれ同等の処理を行うよう移植したもの
である．以下に示す．
1. 食物連鎖のシミュレーション
2. 感染症の拡散のシミュレーション
3. 蜂の巣の作成のシミュレーション
これらの特徴について説明する．まず食物連鎖のシ
ミュレーションだが，このモデルは生態系が安定する
状況を検証することができ，捕食や餓死等によってエ
ージェントの個体数が増減する特徴を持つ．感染症の
拡散のシミュレーションは他のエージェントへの感染
拡大をシミュレーションすることができ，本研究にお
いては全ての処理を PyCUDA で GPGPU 化することが
できる．蜂の巣の作成のシミュレーションは蜂の巣の
6 角形の巣穴を作成する過程を観察することができる．
本研究では，これらのプログラムをサンプルプログラ
ムとして提供している．フレームワークの利用性を向
上するためには，単純なサンプルを用意することが必
要であると考える．使用者はサンプルをテンプレート
として改造する形で開発を行うことができる．今後サ
ンプルは増やす必要がある．
本サンプルを用いた評価では１と 2 のプログラムの
実行時間を計測することで GPGPU 変換の効果を確認
する．今回の計測では 3 は使用しない．
6.2 実行速度の評価
この評価では Python と本フレームワークを用いた
時のシミュレーション実行の処理時間を計測する．計
測に用いた実験環境は Table. 1 の通りである．計測時
間はデータの転送命令を含むエージェントの前処理，
メイン処理，後処理を毎ステップ計測し合計した値を
用い，各 5 回計測した中で最大値と最小値を除いた平
均値を示す．また，並列化時のスレッド数は毎回 512
で，ブロック数はエージェント数を 512 で割った値に
1 を足した値であり，6.2.2 節の場合は 2~16，6.2.3 節の
場合は個体数が増減するため 1~24 となる．
Table 1: 実験環境
OS
Windows 10 Home
CPU
Corei7-8700 3.20GHz
GPU
GeForce GTX 1060
Python Version
3.6
CUDA Version
9.2
Numba Version
0.42.0

6.2.1 AIDS
感染症の拡散のシミュレーションの実行時間を Fig.
8 に示す．今回の実行では初期感染者は 1 体，フィー
ルドの大きさは 100×100 で上下左右が接続し，ステ
ップ数は 100，エージェントの個体数を 1000 体から
1000 体ずつ増加させて行う．縦軸が計測時間で単位は
秒，横軸がエージェント数を示している．
計測の結果を見ると，PyCUDA では最大 106 倍，
Numba では最大 754 倍の処理効率を示した．エージェ
ントの個体数が増加するにしたがって処理にかかる時
間が増加しているが，CPU による処理に比べ GPU に
よる処理ではエージェントの個体数の変化による影響
が小さいことがわかる．そのためさらに処理が増加し
た場合であっても処理時間が大きく変化することがな
いと考えられる．
6.2.2 Wolf Sheep predation
続いて，
食物連鎖シミュレーションの実行時間を Fig.
9 に示す．今回の実行では，ステップ数 100，羊は 200
体，オオカミは 100 体，初期座標はフィールド内でラ
ンダム，
フィールドの大きさは 50×50 を初期値とし，
フィールドは上下左右で接続している．その他捕食時
のパラメータ等は NetLogo があらかじめ定義している
数値を用いている．羊とオオカミは密度を保ったまま
フィールドの大きさを 1 辺 50 ずつ変更しシミュレー
ションを行った．縦軸が計測時間で単位は秒，横軸が
フィールドの大きさを示している．また，どちらかの
種が絶滅した場合のシミュレーションは計測に含んで
いない．
結果としては，PyCUDA では最大 63 倍，Numba で
は最大 222 倍の高速化を行えた．こちらでも AIDS と
同様に，CPU による処理に比べ GPU による処理では
エージェントの個体数の変化による影響が小さいこと
がわかる．このシミュレーションではエージェント生
成処理によって完全な GPGPU 化ができず，逐次処理
を挟むため AIDS 程高速化しないと考えられる．
6.3 ブランチダイバージェンスの削減
本環境におけるブランチダイバージェンスの削減率
について検証する．使用するプログラムは 6.2.1 節で使
用した AIDS シミュレーションのプログラムを使用し，
パラメータも同様のものを使用した．処理時間を計測
し，その結果を Fig. 10 に示す．また，参考として別の
環境で行ったブランチダイバージェンスの削減率のグ

Fig. 9: Wolf Sheep predation 計測結果.

Fig. 8: AIDS 計測結果.
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Fig. 12: 他エージェント参照例.
理を行っており，自身を除くすべてのエージェントに
対して自身と同じ座標でかつ感染状態であるエージェ
ントがいた場合，自身を感染状態に変化させる処理を
記述している．
7

Fig. 10: 最適化時処理時間.

考察

7.1 実行速度

Fig. 11: （参考）ブランチダイバージェンス削減率.
ラフを Fig. 11 に示す．これは NVIDIA が提供するプロ
ファイラを用いて計測を行っている．
Fig.11 では最適化支援によってブランチダイバージ
ェンスの発生そのものを抑えることができていること
が分かる．一方で，処理時間の向上は数パーセントで
あり，さらに，効率が低下しているケースもあること
がわかる．これはブランチダイバージェンス削減のた
めのデータ列の整理に多くの処理時間が必要になるか
らと考えられる．また，データ列の整理に実行時の参
照するデータを変更する手法を用いており，データア
クセスがランダムに近くなることも要因の一つだと考
える．
本研究によってエージェントの動作を並列化するこ
とでシミュレーションを高速化することができる．し
かし効果が発揮されにくいシミュレーションも考えら
れ，その特徴としては，(1)上記に挙げたブランチダイ
バージェンスが多いもの，(2)エージェントが持つデー
タの量が多いもの，(3)並列化する処理の中で何回も同
期をとる必要があるものが挙げられる．(1)に関しては，
多数のエージェント種が存在し，それぞれの種に対し
て性質の異なる処理・手続きが適用されるようなモデ
ルであり，(2)は，エージェントが細かい多数の特徴量
によって定義されるようなモデルであり，(3)は，ある
属性の値に対する参照と代入がエージェント種間で頻
繁に行われるようなモデルである．
6.4 記述性の評価
本環境を用いた際にユーザが記述するプログラムに
ついて考察する．性能評価に用いた 6.2.1 節のプログラ
ムの GPU で処理を行う関数の一部を Fig. 12 に示す．
これは典型的なエージェントシミュレーションで行わ
れる自身の情報と他のエージェントの情報を用いた処

評価実験より本提案環境では Python と比較した場
合，PyCUDA では AIDS において最大 106 倍，Wolf
Sheep predation において最大 63 倍，Numba ではそれぞ
れ 754 倍，222 倍の高速化を得ることができ，GPGPU
による性能向上を見ることができる．特にエージェン
トの個体数の増加に応じて Python による実行と比べ
て本提案環境を用いた場合では処理時間の増加が緩や
かであり，エージェントの個体数が多い場合において
削減率が大きくなることが見られた．また PyCUDA で
はコード変換や GPU 上のメモリ確保等を最初の呼び
出しのみにすることでオーバーヘッドの削減したこと
も速度向上の一因と考えられる．
また今回の Numba を用いた変換では PyCUDA を用
いた時よりも高速化していたが，Numba では中身が空
の pre，post 関数の実行時間を大幅に削減できることが
理由の一つと考える．これらの関数は例えば AIDS シ
ミュレーションでは PyCUDA での実行時間の 67%を
占めている．また，Numba ではエージェントのデータ
が引数で与えられるのに対し，今回の PyCUDA を用い
た変換では，エージェントの値を得るためにクラスの
関数を経由する必要があり，エージェントの個体数を
増やすことでそのアクセス時間が増えたと考える．し
かしこのクラスは CUDA C 言語で Python の dictionary
のようなアクセス方法を使用するために必要であり，
将来の機能として考えている CUDA C コードの出力
機能のためには欠かせないものとなっている．
7.2 ブランチダイバージェンス
本フレームワークでは最適化支援としてブランチダ
イバージェンスの削減を試みた．ブランチダイバージ
ェンスの計測結果では本フレームワークの機能を用い
ることで 95%以上の削減を達成できることがわかる．
今回の計測で用いたプログラムに対して有効であると
考える．しかしブランチダイバージェンスを削減した
場合であっても処理時間を短縮されていないことが見
られた．これは本機能の処理がブランチダイバージェ
ンスの削減による短縮される時間より大きくなってし
まうことが考えられる．また本フレームワークにおけ
るブランチダイバージェンスの削減はデータの参照先
を変更する手法を用いているため，メモリアクセスが
ランダムに近くなり処理に時間がかかっていることが
考えられる．さらに本機能におけるデータの整列にお
いてプログラムの解析と整列に用いる手法についての
検証を行っていない．プログラムの解析を行い，条件
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分岐の命令を検出できた場合であっても数値や真偽値
によって重みや処理を変更する必要があると考える．
それらに加えて，
データ整列のコストがかかっている．
そのためシミュレーション全体の処理時間は低下して
おり最適化の手法が不十分であると考えられる．しか
し，CUDA を用いたプロトタイプ実装での事前調査に
おいて本手法での最適化を行った場合では速度の向上
が見られた．これらのことから，エージェント個別の
データにアクセスするコストやフレームワークによる
オーバーヘッドが原因と考えられ，検証し原因を明確
にするとともに改善することが必要である．
7.3 記述性
記述性においては GPGPU で必要となるデータの流
れや呼び出しを開発者に見せることなく処理を行って
おり，Python と同等の記法によってプログラムを作成
でき，一般的な制御構文に加えてクラスによるオブジ
ェクトの定義が可能で単純な四則演算から複雑な構造
を持つオブジェクトを扱ったプログラムまで作成が可
能である．さらにエージェントやフィールドのデータ
を取得するクラスを提供しており，他エージェントの
データやフィールドの情報を参照することが容易にな
ったと考える．また，データを受け渡すための引数の
増大を防ぐことができ，記述量の削減に加えて可読性
も向上したと考える．
また，本環境で記述したソースコードは Python に
よって処理することができ，CPU による実行でデバッ
グを行うことも可能であるため，GPU による処理を
行う前に正しい動作をするかを確認したのちに処理を
行うことが可能である．また CPU による処理を行う関
数では Python のライブラリを用いることができる．そ
のためエージェントを一つのデータの集まりとしてと
らえることで，暗号の解読や画像処理といったエージ
ェントシミュレーション以外の目的や，Python のライ
ブラリを用いてシミュレーションにネットワークを用
いることができると考えられる．
定義済みの変数を用いることで本フレームワークを
利用する際の記述方法の記述量を削減し，可読性を上
げることができる．エージェントをループするプログ
ラムでは Fig. 12 のとおり Python らしく記述すること
ができている．
8

あとがき

本研究では GPU を用いたエージェントシミュレ
ーションのフレームワーク開発の研究を行った．この
フレームワークにより GPGPU に必要となる GPU
上のメモリへのデータ転送命令やスレッドの設定など
の命令をユーザから隠蔽しつつ実行時間の削減が図れ
た．また，ユーザによっては，さらなる高速化のため
の機能を使うことで実行時間の短縮を行うことができ
る．
今後の課題としては，サンプルプログラムの増強を
行い利用者の記述方法の学習をより支援しやすくする
ことの他に，対応構文の拡充と型推論があげられる．
本提案手法では Python の構文すべてに対応しておら
ず，あらかじめ対応している構文に合わせてプログラ
ムを作成する必要がある．また，言語変換器によって
作成されたプログラムも同等の処理を行うが制約があ
り，意図した処理を行うために記述量が増加すること

がある．
型推論は，Python は動的型付け言語であるため不要
であるが，CUDA C で必要となり変数や関数に型情報
を持たせる必要があるが，フレームワークが適切な型
を付与しているとは限らず，暗黙の型変換で対応でき
ない箇所に関してはエラーになってしまう．
さらに分散処理に対応することも必要だと考える．
本論文にて用いたプログラムはエージェントの個体数
が 10000 体程度であり商業施設や駅であれば対応す
ることができている．しかし，市町村規模でのシミュ
レーションでは数十万から数百万規模のエージェント
が必要となり，また人以外のエージェントも存在する
ため処理が増大することが考えられる．そこで複数の
コンピュータを用いた分散処理や複数の GPU を用
いたマルチ GPU に対応することでこれらに対応す
ることができると考える．この問題には GPU のシェ
アードメモリやコンスタントメモリ等の高速なメモリ
を利用することも有効であると考えられる．シェアー
ドメモリはグローバルメモリよりも高速にデータアク
セスを行える領域で，グローバルメモリと比較して
100 倍以上の速度でアクセスができる 8) ．分散処理に
よる煩雑さを防ぐためにも，これらの高速なメモリを
利用できるようにすることが考えられる．
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