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概要：本稿では，Partitioned Global Address Space（PGAS）言語 XcalableMP と OpenACC を用いたア
クセラレータクラスタのための新しいプログラミングモデル XcalableACC（XACC）を提案する．XACC
では，アクセラレータを利用したアプリケーションを簡易に作成するために，XMP と OpenACC の指示
文をシームレスに利用できる．さらに，Omni XACC コンパイラはステンシルアプリケーションの性能を
向上させるため，アクセラレータ間の直接通信を可能にする Tightly Coupled Accelerators（TCA）を，そ
の袖領域の転送に利用している．本稿では，姫野ベンチマークの実装を通して XACC の生産性と性能につ
いて評価する．生産性の評価では，XACC を用いた姫野ベンチマークは，MPI と OpenACC を用いた姫
野ベンチマークの行数の半分以下で実装できることを示した．性能の評価では，XACC および TCA を用
いた姫野ベンチマークの性能は，MPI と OpenACC および GPUDirect RDMA を用いた姫野ベンチマー
クの性能よりも，最大 2.7 倍性能が高いことを示した．

1. はじめに
高メモリバンド幅と優れた演算性能を合わせ持つアクセ

OpenACC は指示文を用いたプログラミングモデルであ
り，その生産性は優れていることが知られている．後者は

Message Passing Interface（MPI）[5] がよく用いられる．

ラレータを搭載したクラスタシステム（アクセラレータク

しかし，MPI を用いたプログラミングは各プロセスに対

ラスタ）が普及しつつある．アクセラレータクラスタは，

するデータの分散や転送，ループ文のインデックス計算な

2014 年 6 月の Green500 list [1] において，上位 17 位を占

どを行う必要があるため，その生産性は低いことが問題と

めていることから，その省電力性についても特長であると

なっている．

言える.

そこで我々は，MPI に代わるプログラミングモデルとし

アクセラレータクラスタ上で動作するアプリケーショ

て，並列言語 XcalableMP（XMP）[6–8] の開発を行って

ンを開発するためには，プログラマは 2 種類のプログラ

いる．XMP は OpenACC と同様に指示文を用いて並列化

ミングモデルを組合せたハイブリッドプログラミング

を行うプログラミングモデルである．XMP は Partitioned

を行う必要がある．具体的には，アクセラレータにホス

Global Address Space（PGAS）言語 [9] の一種であり，グ

トのデータと計算をオフロードするためのプログラミン

ローバルビューモデルとローカルビューモデルという 2 種

グモデル，そしてホスト間の通信を行うプログラミング

類のメモリモデルを提供している．グローバルビューモデ

モデルが必要になる．前者は OpenACC [2]，Open Com-

ルでは，プログラマは逐次コードに XMP の指示文を挿入

puting Language（OpenCL）[3]，Compute Unified Device

することで並列化を行う．ローカルビューモデルでは，他

Architecture（CUDA）[4] などがよく用いられる．特に，

プロセスが透過的にアクセスできる領域を定義し，Coarray
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Fortran [10] の特徴である Coarray を用いて通信を行う．
我々は，XMP および OpenACC の事例から，アクセラ
レータクラスタにおいても指示文ベースのプログラミン
グモデルが有効であると考えている．そこで本稿では，

XMP と OpenACC を組合せたプログラミングモデルであ
る XcalableACC（XACC）を提案する．XACC は，XMP
と OpenACC をシームレスに利用できるプログラミングモ

1

Vol.2014-HPC-146 No.7
2014/10/2

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

デルである．XACC を用いることで，アクセラレータクラ

#pragma xmp template t(0:N-1)

スタ上で動作するアプリケーションを簡易に作成すること
ができると考えている．
本稿における科学的な貢献は下記の通りである．(1) ア
クセラレータクラスタにおける指示文ベースのプログラミ

template t
index

0

#pragma xmp nodes p(4)
#pragma xmp distribute t(block) onto p

ングモデルの提案とその評価，(2) アクセラレータ間の直
接通信を可能にする Tightly Coupled Accelerators（TCA）
ネットワーク [11, 12] に対する指示文の実装とその評価．
本稿の構成は下記の通りである．2 章では関連研究を述

N-1

node 1
index

node 2

N/4-1

0

node 3
N/2-1

node 4

3*N/4-1

N-1

double a[N];
#pragma xmp align a[i] with t(i)

べる．3 章では XMP の概要について説明する．4 章では

node 1

node 2

node 3

node 4

node 1

node 2

node 3

node 4

XACC のプログラミングモデルについて説明し，5 章では
XACC コンパイラの実装について説明する．6 章では考察
を行う．7 章ではまとめと今後の課題について述べる．

2. 関連研究
本章では，アクセラレータクラスタにおける PGAS 言語
を用いたプログラミングモデルについて述べる．

a[]
index

0

N/4-1

N/2-1

3*N/4-1

N-1

#pragma xmp loop on t(i)
for(int i=0;i<N;i++){ a[i] = .... }
図 1 分散配列の定義とループ文の分散 [7]

XcalableMP-dev（XMP-dev）[13–15] は XMP のアクセ
ラレータクラスタ向けの拡張である．XMP-dev はホスト

Program Multiple Data（SPMD）である．XMP の実行単

とアクセラレータ間のデータ転送，異なるアクセラレータ

位を “ノード” と呼び，全ノードで同じプログラムが実行

間のデータ転送，ループ文の並列化の機能を提供している．

される．XMP 指示文は分散配列の定義，ループ文の分散，

XMP-dev コンパイラには 2 つの実装がある．1 つは CUDA

通信の実行などを行う．また XMP コードでは，指示文で

を用いた実装であり [13,14]，もう 1 つは OpenCL を用いた

定義されていない配列は，全ノードで重複して持つ．

実装である [15]．なお XMP-dev は OpenACC には対応し
ていない．Unified Parallel C（UPC）の拡張 [16] は，GPU

3.2 分散配列の定義とループ文の分散

メモリに対して共有配列や共有ポインタを利用する機能を

XMP では分散配列を定義するために，仮想インデック

提供している．さらに，その UPC コンパイラのネットワー

ス集合である “テンプレート” を用いる．図 1 と下記に分

クレイヤで用いられている GASNet [17] は，GPU メモリ

散配列の定義とループ文の分散の例を示す．

に対して片側通信によるデータ転送を実現している．文

( 1 ) template 指示文はテンプレート t を定義する．t のイ

献 [18] では，OpenSHMEM の関数を拡張し，アクセラレー
タのメモリ領域の確保およびデータ転送機能を提供して
いる．この機能を用いることで，OpenSHMEM と CUDA

ンデックスは 0〜N-1 である．

( 2 ) node 指示文はノード集合 p を定義する．p は 4 ノー
ドから構成されている．

の組合せ，もしくは OpenSHMEM と OpenCL の組合せの

( 3 ) distribute 指示文はテンプレート t をノード集合 p に

プログラミングを行うことができる．さらに，X10 [19] と

指定した分散方式（図 1 の場合は block）で割り当て

Chapel [20] では，各言語の構文を拡張し，GPU に対する

る．block 分散の意味は，同じ幅のインデックスを各

プログラミング機能を提供している．X10 と Chapel のコ

ノードに割り当てることを意味している．他の分散方

ンパイラは，CUDA を用いた実装が行われている．

式として，cyclic 分散，block-cyclic 分散，ユーザ定義

3. XcalableMP

分散がある．

( 4 ) align 指示文は分散配列 a[] を，各ノードに割り当てた

本章では，4 章以降で説明する XACC に関連した XMP

テンプレート t に整列させる．図 1 の場合に N=16 で

の機能についてのみ述べる．本章で説明する以外の XMP

あるならば，各ノードは分散配列 a[] の 4 要素ずつを

の機能については，XMP の仕様書 [6] を参照されたい．

持つ．

( 5 ) loop 指示文はテンプレート t に従って，ループ文を
3.1 概要
XMP はクラスタシステムのための指示文ベースのプログ

分割する．図 1 の場合に N=16 であるならば，ノード

p(1) はインデックスの 0〜3 を実行する．

ラミングモデルである．XMP では，HPC アプリケーショ
ンでよく用いられる C 言語と Fortran 言語の両方に対応
した指示文を提供している．XMP の実行モデルは Single
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3.3 袖領域の定義と同期
計算シミュレーション分野においてよく現れる計算パ
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a[]

#pragma xmp template t(0:8)
#pragma xmp nodes p(3)
#pragma xmp distribute t(block) onto p
#pragma xmp align a[i] with t(i)
#pragma xmp align b[i] with t(i)
...
#pragma xmp gmove
a[0:5] = b[2:5];

#pragma xmp shadow a[1:1]
#pragma xmp reflect (a)
node 1
node 2
node 3
node 4

a[]
図 2

b[]

袖領域の定義と同期 [7]
図 5

ターンであるステンシル計算を簡易に作成可能にするため

p(1)
p(2)
p(3)

XcalableMP gmove 指示文の例 [7]

に，XMP では shadow と reflect という指示文を提供し
ている．shadow と reflect 指示文は分散配列に対して袖
領域を定義し，隣接ノード間においてその領域を同期する
ことを行う．図 2 と下記に shadow と reflect 指示文の利
用例を示す．

( 1 ) shadow 指示文は分散配列 a[] に対して袖領域とその
幅を定義する．図 2 では，その幅は両側とも 1 である．

( 2 ) reflect 指示文は定義された袖領域を隣接ノード間で
同期する．
図 3 に shadow の構文を示す．array-name は袖領域を
定義する分散配列を指定する．“int-expr : int-expr” は int

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

double a[N];
#pragma xmp template t(0:N−1)
#pragma xmp nodes p(4)
#pragma xmp distribute t(block) onto p
#pragma xmp align a[i] with t(i)
...
#pragma acc data copy(a)
{
#pragma xmp loop on t(i)
#pragma acc parallel loop
for(int i=0;i<N;i++){
a[i] = ... ;
}
}

型整数であり，袖幅を定義する．コロンの左の “int-expr”

図 6 XcalableACC コードの例

は下側の隣接ノードに対する袖幅であり，コロンの右の

“int-expr” は上側の隣接ノードに対する袖幅である．両方
の袖幅が同じ場合は，“int-expr” だけでもよい．“*” の場
合，分散配列の他ノードが担当している要素のすべてが袖
領域であることが示す．
図 4 に reflect 指示文の構文を示す．array-name は同期
を行う分散配列であり，一行で複数の分散配列を指定でき
る．width 節には同期を行う袖幅を指定する．width 節が
省略された場合は，shadow 指示文で定義した袖幅が用い
られる．“int-expr : int-expr” と “int-expr” は，同期を行
う袖幅を指定する．“/periodic/” が指定された場合，その
袖領域は巡回しているとみなして同期を実行する．async
節が指定された場合，同期をノンブロッキングで実行する．

1 #pragma xmp bcast (e) from p(2)

• reduction 指示文は，集約演算を行う．下記の例で
は，reduction 指示文は全ノードが持つローカル変数

f の総計を求めている．
1 #pragma xmp reduction (+:f)

4. XcalableACC
4.1 概要
本章では，XMP と OpenACC のハイブリッドプログラ
ミングモデルである XACC について説明する．XACC で
は loop 文において，XMP の分散配列に対してアクセラ

3.4 他の通信指示文
本節では，アプリケーションを作成するのに有効な re-

flect 指示文以外の通信指示文について説明する．

レータを用いた並列化を行うことができる．さらに，図 2
に示した reflect 指示文を拡張し，アクセラレータメモリ上
に存在するデータにおいても袖領域の通信を行うことを可

• gmove 指示文は，グローバルイメージを保ったまま，

能にする．本章では XACC の C 言語版の構文について説

分散配列に対して通信を発生させることができる．

明するが，XACC の Fortran 版についても定義している．

図 5 に gmove 指示文の例を示す．この例では，分散
配列 b[2]〜b[6] までの 5 要素を，分散配列 a[0]〜a[4]
にコピーしている．

4.2 アクセラレータクラスタにおけるループ文の並列化
図 6 に XACC コードの例を示す．1〜5 行目では，分散

• bcast 指示文は，指定されたノードが持つローカル変

配列 a[] を定義している．7 行目では，OpenACC data 指

数に対してブロードキャスト通信を発生させる．下記

示文によって分散配列 a[] をアクセラレータに転送してい

の例では，ノード p(2) が持つローカル変数 e をブロー

る．9〜13 行目では，まず XMP loop 指示文がループ文を

ドキャストしている．

各ノードに分割し，さらに OpenACC parallel 指示文が，

ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan
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#pragma xmp shadow array-name ( shadow-width [, shadow-width]..)
where shadow-width must be one of:
int-expr : int-expr
int-expr
*
図 3

XcalableMP shadow 指示文 [6]

#pragma xmp reflect (array-name [, array-name]..) [width (reflect-width [, reflect-width]..)] [async (id)]
where reflect-width must be one of:
[/periodic/] int-expr : int-expr
[/periodic/] int-expr
図 4

XcalableMP reflect 指示文 [6]

XMP によって分割されたループ文をさらにアクセラレー

Base language + XMP & OpenACC directives

Translate

タで実行するようにスレッド分割を行う．なお，この場合，

XMP loop 指示文と OpenACC parallel 指示文の順序は，
どちらが先でも構わない．

4.3 アクセラレータメモリ上の袖領域の同期
Compile

XACC reflect 指示文を定義する．なお，XACC reflect 指
示文と XMP reflect 指示文は互換性を保つように設計して
いる．XACC reflect 指示文の構文を図 7 に示す．XACC

reflect 指示文は，図 4 の XMP reflect 指示文に acc と
アクセラレータ上の袖領域が転送される．host 節を指定す

Translate reflect directive with acc clause
Modify distributed array in OpenACC
Base language + XMP runtime function +
OpenACC directives

アクセラレータメモリ上の袖領域の同期を行うための

host の節を追加したのみである．acc 節を指定した場合，

Translate XMP directives

XMP runtime library

Li

TCA library

nk
If system has TCA

Execution File

図 10

Omni XcalableACC コンパイラの動作（背景が灰色の項目
が新規作成部分）

る，もしくは何も指定しない場合，ホスト上の袖領域が転
送される．なお XMP shadow 指示文は，そのまま XACC

reflect 指示文と一緒に利用することができる．

はそれを Omni XACC コンパイラと呼ぶ．
図 10 に Omni XACC コンパイラの動作を示す．まず，

XACC reflect 指示文は，ループ文内で繰り返して実行

Omni XACC コンパイラはベース言語（C 言語もしくは

されることが多い．XACC reflect 指示文では，袖領域の

Fortran）と XMP 指示文を XMP ランタイム関数の呼び

転送のための初期化処理（隣接ノードの特定，転送データ

出しに変換する．この動作は，元々の Omni コンパイラ

のオフセットの計算など）が内部的に実行されている．し

と同じである．次に，4.3 節で述べた XACC reflect 指示

かしながら，この初期化処理は一度のみ行えばよい．そこ

文の変換を行う．さらに，OpenACC 指示文内に XMP の

で，XACC reflect 指示文を XACC reflect init 指示文と

分散配列が利用されている場合，その分散配列を変更す

XACC reflect do 指示文の 2 つに分割することを提案す

る．この機能の詳細は 5.2 節で説明する．これらの動作の

る．XACC reflect init 指示文は同期を行う袖領域の幅を

結果，XMP ランタイム関数と OpenACC 指示文で構成さ

設定する指示文であり，上記の初期化処理を行う．XACC

れたコードが作成されるので，最後に OpenACC コンパイ

reflect do 指示文は同期の実行を行う．図 8 と図 9 に，

ラを使ってそのコードから実行ファイルを生成する．その

XACC reflect init 指示文と XACC reflect do 指示文の

際，もし実行システムが TCA を搭載している場合，TCA

構文を示す．これらの指示文に設定できる節は，XACC

を動作させるためのライブラリをリンクする．TCA の詳

reflect 指示文と同じである．この分割は，従来の XMP

細は 5.3 節で説明する．

reflect 指示文についても有効と考えられる．

5. Omni XcalableACC コンパイラの実装

5.2 ループ文の並列化の実装

5.1 Omni コンパイラの拡張

め，下記の 2 つの機能を作成した．

我々は XMP，OpenACC と OpenMP に対応した Omni
コンパイラ [14, 21, 22] を開発している．Omni コンパイ

4.2 節で述べたループ文の XACC による並列化を行うた
• OpenACC loop 指示文のための機能
図 6 の場合，まず Omni XACC コンパイラは 9 行目

ラはそれらの指示文を並列コードに変換する．本稿では

の XMP loop 指示文とその下のループ文を変換する．

Omni コンパイラを拡張し，XACC に対応させる．本稿で

図 11 にその変換例を示す．図 11 の 8 行目は，各ノー
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#pragma xmp reflect (array-name [, array-name]..) [width (reflect-width [, reflect-width]..)] [async (id)] [acc|host]
where reflect-width must be one of:
[/periodic/] int-expr : int-expr
[/periodic/] int-expr
図 7

XcalableACC reflect 指示文

#pragma xmp reflect_init (array-name [, array-name]..) [width (reflect-width [, reflect-width]..)] [async (id)] [acc|host]
where reflect-width must be one of:
[/periodic/] int-expr : int-expr
[/periodic/] int-expr
図 8

XcalableACC reflect init 指示文

#pragma xmp reflect_do (array-name [, array-name]..) [async (id)] [acc|host]
図 9 XcalableACC reflect do 指示文
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

unsigned long long XACC start a = XACC get array start index( XMP DESC a, 0);
unsigned long long XACC length a = XACC get array length( XMP DESC a, 0, N−1);
#pragma acc data copy( XMP ADDR a[ XACC start a: XACC length a])
{
int XMP loop init i;
int XMP loop cond i;
int XMP loop step i;
XMP sched loop template BLOCK(0, N, 1, &( XMP loop init i), &( XMP loop cond i), &( XMP loop step i), ...);
#pragma acc parallel loop
for(int i = XMP loop init i; i < XMP loop cond i; i += XMP loop step i) {
(∗( XMP M GET ADDR E 1( XMP ADDR a, i))) = ... ;
} // end for
} // end acc data

図 11

Omni XcalableACC コンパイラを用いた図 6 のループ文の変換例

ドが担当するループ文のインデックスを計算してい

5.3 袖領域の同期のための実装

る．次に，Omni XACC コンパイラは，図 6 の 10 行

本節では，4.3 節に示した XACC reflect init 指示文と

目の OpenACC parallel 指示文を図 11 の 9 行目に挿

XACC reflect do 指示文の実装について記述する．なお，

入する．

XACC reflect 指示文は，reflect init 指示文と reflect do

• OpenACC data 指示文のための機能
Omni XACC コ ン パ イ ラ は 分 散 配 列 に 対 し て動 的
に メ モ リ 領 域 を 確 保 す る ．例 え ば ，図 6 の 場 合 ，

指示文を順に呼び出すだけで実装可能なので，本節では

XACC reflect 指示文の実装については省略する．
一般に，アクセラレータ上のデータを他のホストのアク

N/4∗sizeof (double) byte のメモリを各ノード上に確保

セラレータに転送する場合，CUDA などを用いてホストメ

する．動的メモリ確保の場合，OpenACC の仕様では，

モリに一度コピーした後，MPI などを用いて他のホストに

OpenACC data 指示文に開始インデックスと転送要素

コピーする．GPUDirect RDMA [23] を用いるとホストへ

数を指定する必要がある．そのため，分散配列を Ope-

のコピーを行う必要はないが，MPI ソフトウェアスタッ

nACC data 指示文に用いる場合，Omni XACC コンパ

クに対する遅延，InfiniBand などのインターコネクトを通

イラはそのホストにおける開始インデックスと転送要素

る際のプロトコル変換に対する遅延が発生する．これらの

数を挿入する必要がある．例えば，Omni XACC コンパ

通信遅延は，小さいデータサイズの転送を必要とするよう

イラは，図 6 の 7 行目の#pragma acc data copy(a)

なアプリケーションにおいて，性能ボトルネックになるこ

を#pragma acc data copy(a[start:length]) のよ

とが知られている．将来の科学計算分野では強スケーリン

うに変換する．start は開始インデックスであり，

グ計算の比率が高くなると考えられているため [24]，これ

length は転送要素数である．Omni XACC コンパイ

らの通信遅延を解決することは非常に重要である．アク

ラは，これらの値を計算する関数を OpenACC data

セラレータ間のデータ転送を効率的に行うために，Omni

指示文の前に挿入する．これらの変換例を図 11 の 1〜

XACC コンパイラでは，従来の転送方法（CUDA+MPI お

3 行目に示す．

よび GPUDirect RDMA）に追加して，TCA ネットワー
ク [11, 12] も対応させる．TCA は PCI Express（PCIe）技
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表 1 評価環境（HA-PACS/TCA システム）

CPU

Intel Xeon-E5 2680v2 2.8 GHz x 2 Sockets

Memory

DDR3 1866 MHz x 4 channel, 128GB
NVIDIA Tesla K20X x 4 GPUs,

GPU

GDDR5 6GB/GPU

Interconnect
図 12

PEACH2 ボ ー ド (左 図 は サ イ ド ビ ュ ー ，右 図 は ト ッ プ

Compiler

InfiniBand Mellanox Connect-X3
Dual-port QDR
GCC version 4.7, CUDA 6.0, mvapich2 2.0b

ビュー) [11]
1000

Host

Latency (μsecond)

GPUDirect RDMA
Host Memory Mode
Internal Memory Mode

100

10

PCIe External Cable
1

図 13 PEACH2 のネットワーク構成の例

8

64

そのため，TCA を介したアクセラレータ間のデータ転送

4K

32K

256K

2M

Transfer Size (Byte)

術を基にしており，TCA によって接続された計算ホスト
は PCIe 外部接続ケーブルによって相互接続されている．

512

図 14

内蔵メモリモード，ホストメモリモード，GPUDirect RDMA
の各レイテンシ

には，ホストへのコピー，MPI ソフトウェアスタック，プ

ジスタモードでは，PEACH2 に 4 つある各 DMA コント

ロトコル変換による遅延が発生しないため，小さいレイテ

ローラに対して最大 16 個までのディスクリプタしか保存

ンシで各アクセラレータ間の直接通信を可能にする．

できない．さらに，レジスタモードで通信している間は，

PEACH2（PCI Express Adaptive Communication Hub

他のモードでは通信することができない．また，内蔵メモ

ver. 2）チップ [11, 12] は TCA の実装である．図 12 に

リモードでは，最大 1024 個までのディスクリプタしか保

PEACH2 ボードを示す．PEACH2 ボードはアルテラ社

存できない．これらに対し，ホストメモリモードには制限

の Stratix IV GX [25] を用いている．Stratix IV GX は 4

は存在しない．このことから，Omni XACC コンパイラで

つの PCIe Gen2 x8 モジュールを持つ FPGA である．各

はレジスタモードは利用しないことにした．なぜなら，レ

PCIe ポートの転送能力は 4G bytes/s である．PEACH2

ジスタモードで扱うことができるディスクリプタ以上の領

は DMA ディスクリプタにオプションを追加することで，

域を同時に転送する場合があると考えられるからである．

ストライドデータを効率的に転送する機能がある．さら

Omni XACC コンパイラでは，内蔵メモリモードとホスト

に，PEACH2 が提供している DMA チェイン機能は，複

メモリモードを用いることにする．

数の DMA ディスクリプタを効率よく実行することができ

内蔵メモリモードとホストメモリモードにおいて，ど

る．これらの機能は，ステンシルアプリケーションの袖領

ちらを優先的に利用するかを決定するために，GPU 間の

域の転送のように，複数のストライドデータを同時に転送

通信レイテンシを計測するための ping-pong ベンチマーク

する場合に有効である．図 13 に PEACH2 のネットワー

を作成した．そのアルゴリズムは，Ohio State University

ク構成の例を示す．この例では，2 つのリングトポロジの

Micro-Benchmarks [26] の latency benchmark を参考にし

ネットワークが接続されている．PEACH2 が持つ 4 つの

た．評価環境として，筑波大学の HA-PACS/TCA システ

ポートの 1 つはホストと接続されており，残りの 3 つは他

ムを用いた [27]．HA-PACS/TCA のスペックを表 1 に，結

のホストと接続されている．

果を図 14 に示す．また比較のために，GPUDirect RDMA

PEACH2 は，アクセラレータ間のメモリ転送のために，

over InfiniBand の結果も図 14 に示す．この結果から，内

3 つの DMA 通信モードを提供してる．その通信モード

蔵メモリモードのレイテンシはホストメモリモードより

は，DMA ディスクリプタをどこに保存するかによって異

常に良いことがわかる．その理由は，PEACH2 とディス

なる．その 3 つの通信モードは，それぞれ “レジスタモー

クリプタの保存場所との距離が，内蔵メモリモードの方

ド” ，“内蔵メモリモード” と “ホストメモリモード” であ

がホストメモリモードよりも近いからである．一方，1M

る．例えば，レジスタモードの場合，そのディスクリプタ

byte 以上の転送の場合は，PEACH2 の 2 つのモードよりも

は PEACH2 のレジスタに保存される．レジスタモードと

GPUDirect RDMA の方が性能が高いことがわかる．その

内蔵メモリモードには，いくつかの制限が存在する．レ

理由は，GPUDirect RDMA で用いている HA-PACS/TCA
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Support TCA ?

No

Yes

Data <= 1 MByte ?

Support
GPUDirect RDMA ?

No

Yes

Used descriptors
<= 1024 ?

No

Yes

No

Yes
PEACH2 : Internal
Memory Mode

図 15

PEACH2 : Host
Memory Mode

GPUDirect
RDMA

MPI + CUDA

Omni XcalableACC コンパイラの XcalableACC reflect
指示文における転送モードの切り替えのフロー

の InfiniBand のバンド幅は，PEACH2 の PCIe 外部接続
ケーブルのバンド幅より 2 倍大きいためである．
この結果から，Omni XACC コンパイラの XACC reflect
指示文における転送モードの切り替えを図 15 のように
決定した．PEACH2 を用いる場合，(1) 転送領域を DMA
ディスクリプタに登録，(2) DMA の実行，(3) 隣接ノード
からの受信待ち，(4) 全ノードのバリア同期，を行う．最
後のバリア同期が必要な理由は，PEACH2 が持つ 1 つの

wait スロットは 1 つのみのデータしか保持できないため，
ある領域に対するデータ受信は 1 回ずつ行う必要があるか
らである．実行システムが GPUDirect RDMA をサポート
していない場合，下記のステップによりデータ転送を行う
（図 15 中の “MPI + CUDA” である）[28]．(1) CUDA を
用いてアクセラレータメモリからホストメモリにデータを
コピーする，(2) MPI を用いて対象ホストのホストメモリ
にデータを転送する，(3) CUDA を用いてホストメモリか
ら対象アクセラレータにデータをコピーする．

6. 評価
6.1 概要
本章では，XACC プログラミングモデルの生産性と性
能について評価する．これらの評価のために，姫野ベンチ
マーク [29] を用いる．姫野ベンチマークは非圧縮流体解析
コードの性能評価を行うベンチマークであり，ポアッソン
方程式をヤコビの反復法により解く速度を測定する．姫野
ベンチマークを用いる理由は，姫野ベンチマークは典型的
なステンシルアプリケーションであるので，XACC の評価
を行う上で適当であると判断したからである．
図 16 に XACC を用いて作成した姫野ベンチマーク
（以下，XACC 版姫野ベンチマーク）のコードの一部を示
す．1〜10 行目では分散配列を定義している．11 行目では

shadow 指示文により，分散配列 p[][][] の最初と 2 つ目の

1 #pragma xmp template t(0:MKMAX, 0:MJMAX, 0:
MIMAX)
2 #pragma xmp nodes p(NDY, NDX)
3 #pragma xmp distribute t(∗, block, block) onto p
4 #pragma xmp align p[k][j][i] with t(i, j, k)
5 #pragma xmp align bnd[k][j][i] with t(i, j, k)
6 #pragma xmp align wrk1[k][j][i] with t(i, j, k)
7 #pragma xmp align wrk2[k][j][i] with t(i, j, k)
8 #pragma xmp align a[∗][k][j][i] with t(i, j, k)
9 #pragma xmp align b[∗][k][j][i] with t(i, j, k)
10 #pragma xmp align c[∗][k][j][i] with t(i, j, k)
11 #pragma xmp shadow p[1][1][0]
12 ...
13 #pragma acc data copy(p, bnd, wrk1, wrk2, a, b, c)
create(gosa)
14 {
15 #pragma xmp reflect init (p) acc
16 ...
17 for(n=0 ; n<nn ; ++n){
18
gosa = 0.0;
19 #pragma acc update device(gosa)
20
21 #pragma xmp loop (k,j,i) on t(k,j,i)
22 #pragma acc parallel loop firstprivate(omega) reduction
(+:gosa) collapse(2) gang vector length(64) async
23
for(i=1 ; i<imax−1 ; ++i)
24
for(j=1 ; j<jmax−1 ; ++j){
25 #pragma acc loop vector reduction(+:gosa) private(s0, ss)
26
for(k=1 ; k<kmax−1 ; ++k){
27
s0 = a[0][i][j][k] ∗ p[i+1][j][k] + a[1][i][j][k] ∗ p[i][j
+1][k] + a[2][i][j][k] ∗ p[i][j][k+1] + b[0][i][j][k]
∗ ( p[i+1][j+1][k] − p[i+1][j−1][k] − p[i−1][j
+1][k] + p[i−1][j−1][k] ) + b[1][i][j][k] ∗ ( p[i][
j+1][k+1] − p[i][j−1][k+1] − p[i][j+1][k−1] +
p[i][j−1][k−1] ) + b[2][i][j][k] ∗ ( p[i+1][j][k
+1] − p[i−1][j ][k+1] − p[i+1][j][k−1] + p[i
−1][j][k−1] ) + c[0][i][j][k] ∗ p[i−1][j][k] + c
[1][i][j][k] ∗ p[i][j−1][k] + c[2][i][j][k] ∗ p[i][j][k
−1] + wrk1[i][j][k];
28
ss = ( s0 ∗ a[3][i][j][k] − p[i][j][k] ) ∗ bnd[i][j][k];
29
gosa += ss∗ss;
30
31
wrk2[i][j][k] = p[i][j][k] + omega ∗ ss;
32
}
33
}
34
35 #pragma xmp loop (k,j,i) on t(k,j,i)
36 #pragma acc parallel loop collapse(2) gang vector length
(64) async
37
for(i=1 ; i<imax−1 ; ++i)
38
for(j=1 ; j<jmax−1 ; ++j){
39 #pragma acc loop vector
40
for(k=1 ; k<kmax−1 ; ++k)
41
p[i][j][k] = wrk2[i][j][k];
42
}
43
44 #pragma acc wait
45 #pragma xmp reflect do (p) acc
46 #pragma acc update host (gosa)
47 #pragma xmp reduction(+:gosa)
48 } /∗ end n loop ∗/
49 } /∗ end of acc data ∗/

図 16

XcalableACC を用いた姫野ベンチマーク

次元に袖領域を定義している．15 行目の reflect init 指示
文と 45 行目の reflect do 指示文は，アクセラレータメモ

る．21〜33 行目と 35〜42 行目のループ文は各ノードに分

リ上にある配列 p[][][] の袖領域の初期化と同期を行ってい

割し，さらにアクセラレータ上でスレッド分割し，実行し
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ている．47 行目の reduction 指示文は，各ノードが持っ

を行った．本評価では 3 つの問題サイズ（S(64x64x128)，

ているホストメモリ上のローカル変数 gosa の総計を求め

M(128x128x256) と L(256x256x512)）を強スケーリングで

ている．

評価を行った．例えば，1 ノードで問題サイズ S で計測
する場合，配列 p[][][] は p[64][64][128] となる．現時点の

6.2 生産性評価

PEACH2 の実装では，1 つの PEACH2 につき 1 つの GPU

XACC 版姫野ベンチマークの実装は，XMP 指示文と

しか扱えないため，各ホストにつき 1GPU で計測を行っ

OpenACC 指示文を逐次版姫野ベンチマーク [29] に挿入す

た．なお，本評価におけるすべての問題サイズにおける袖

るのみで行うことができる．すなわち，XACC 版姫野ベン

領域の転送は，すべて PEACH2 の内蔵メモリモードが選

チマークは逐次コードのイメージを保ったまま並列化して

択される．

いると言える．

図 17 に性能評価を，表 3 にその内訳を示す．複数のホス

比較のために，MPI 版姫野ベンチマーク [29] を基に，

トを用いた場合のサイズ S と M の結果は，PEACH2 を用い

MPI と OpenACC を 用 い た 姫 野 ベ ン チ マ ー ク（ 以 下 ，

た XACC の方が GPUDirect RDMA を用いた OpenACC

MPI+OpenACC 版姫野ベンチマーク）を作成した．元々

+ MPI よりも最大で 2.7 倍性能が良い．また表 3 から，袖

の MPI 版姫野ベンチマークでは，MPI Isend()/Irecv()，

領域の通信時間は XACC の方が OpenACC + MPI よりも

MPI Type Vector() と MPI Cart create() を用いて袖領域

小さいことがわかる．サイズ L の場合，XACC の結果と

の同期を行っている．そこで MPI+OpenACC 版姫野ベ

OpenACC + MPI の結果での差は小さい．その理由は 2

ンチマークでは，MPI Isend()/Irecv() の前に OpenACC

つある．1 つ目は袖領域の通信以外の計算時間の割合が他

host data 指示文を挿入することで，GPUDirect RDMA

のサイズと比較して大きいからである．2 つ目は配列の一

を用いた袖領域の同期を行うように実装した．さらに，

次元目を分割した場合の転送データサイズは約 520Kbyte

図 16 と同様に，OpenACC の data 指示文と loop 指示文

と大きく，図 14 から PEACH2 と InfiniBand の通信速度

を使ってループ文の並列化を行った．

において差が小さいからである．また，サイズ L で 1 次元

表 2 に XACC 版姫野ベンチマークと MPI+OpenACC

目のみを分割した場合かつ 4 ホスト以上を用いた場合，そ

版姫野ベンチマークの行数を示す．表 2 より，XACC 版姫

の XACC の通信時間は OpneACC+MPI の通信時間より

野ベンチマークは MPI+OpenACC 版姫野ベンチマークの

も多くなっている．この理由は，5.3 節の最後の段落で述

半分以下の行数で実装できることがわかる．その理由の 1

べたバリア同期が遅延の原因になっているからである．す

つは，MPI+OpenACC 版姫野ベンチマークはループ文の

べての問題サイズにおいて 1 ノードの場合は，XACC の

並列化のためのインデックス計算に多くの行数を用いる一

性能は OpenACC+MPI の性能と比較して少し低下してい

方，XACC 版姫野ベンチマークはそのような計算を行う必

る．その理由は，Omni XACC コンパイラは分散配列を

要はないからである．

ポインタ計算に変換するからである．例えば，図 11 中の

XMP M GET ADDR E 1() は XMP が提供している
6.3 性能評価

マクロであり，グローバルインデックスからローカルイン

表 1 の HA-PACS/TCA システムを用いて，XACC 版

デックスを計算している．すなわち，通常の配列を用いる

姫 野 ベ ン チ マ ー ク の 性 能 評 価 を 行 っ た ．比 較 の た め ，

場合と比較して，このインデックス計算の時間が追加で必

MPI+OpenACC 版姫野ベンチマークについても評価を

要になるため，性能が低下したと考えられる．

行った．両方のコードのコンパイルには Omni XACC コ
ンパイラを用いた．姫野ベンチマークのループ文の繰り返
し回数（図 16 の変数 nn ）は 10,000 回に固定した．
本評価では，配列 p[][][] の最初と 2 番目の次元を分割す

7. 考察
7.1 他の PGAS 言語を用いたアクセラレータクラスタ
のためのプログラミングモデルとの比較

ることにした．なお，2 つ目の次元を分割した場合，その

2 章では，他の PGAS 言語を用いたアクセラレータクラ

袖領域はストライドアクセスになる．その次元分割の組合

スタのためのプログラミングモデルについて述べた．各モ

せは，図 13 に示した PEACH2 のネットワーク構成に合

デルはその構文を拡張し，アクセラレータを扱うことを可

うように決定した．例えば，最初の次元の分割数を 8，2

能にする．XACC ではアクセラレータプログラミングの

番目の次元の分割数を 2 とした場合，すべてのホストは 1

標準である OpenACC を利用しているため，その学習コス

ホップで隣接ノードにデータを転送することができる．し

トは低く，さらにアプリケーションのパフォーマンスを引

かし，最初の次元の分割数と 2 番目の次元の分割数を共

き出すために多くの先行研究を利用することができる．ま

に 4 とした場合，すべてのホストは 1 ホップで隣接ノー

た，XACC では OpenACC で記述されたプログラムがす

ドにデータを転送することはできない．本評価では，すべ

でに存在している場合，XMP 指示文を挿入することでア

てのノードが 1 ホップで転送できる場合の組合せで評価

クセラレータクラスタ用のアプリケーションを簡易に作成
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表 2 姫野ベンチマークの行数

Total

XcalableMP

XcalableACC

213

OpenACC + MPI

488

Problem Size : S

Except for directives

28

9

176

-

15

473

Problem Size : M

Problem Size : L

400

200
150
100
50

480
400
320
240
160

Number of hosts (How to divide : 1st x 2nd x 3rd)

80

Number of hosts (How to divide : 1st x 2nd x 3rd)

16 (16x1x1)

16 (8x2x1)

8 (8x1x1)

8 (4x2x1)

1 (1x1x1)

16 (16x1x1)

16 (8x2x1)

8 (8x1x1)

8 (4x2x1)

4 (4x1x1)

4 (2x2x1)

2 (2x1x1)

0
1 (1x1x1)

16 (16x1x1)

16 (8x2x1)

8 (8x1x1)

8 (4x2x1)

4 (4x1x1)

4 (2x2x1)

1 (1x1x1)

2 (2x1x1)

0

0

4 (4x1x1)

25

250

XcalableACC
OpenACC + MPI

560

4 (2x2x1)

50

300

2 (2x1x1)

75

XcalableACC
OpenACC + MPI

350

Perfoemance (GFlops)

XcalableACC
OpenACC + MPI

100

640

Perfoemance (GFlops)

125

Perfoemance (GFlops)

OpenACC

Number of hosts (How to divide : 1st x 2nd x 3rd)

図 17 姫野ベンチマークの結果
表 3

計算時間の内訳（単位は秒，括弧内は袖領域の通信に要する時間）
1

2

How to divide (1st x 2nd x 3rd)

1x1x1

2x1x1

Ploblem Size

Number of hosts

S
M
L

XcalableACC

3.9 (-)

4

8

16

2x2x1

4x1x1

4x2x1

8x1x1

8x2x1

16x1x1

2.6 (0.3)

1.8 (0.3)

2.1 (0.5)

1.5 (0.4)

1.7 (0.6)

1.3 (0.4)

1.5 (0.5)
3.7 (2.3)

OpenACC + MPI

3.4 (-)

3.5 (1.4)

3.7 (2.2)

3.8 (2.1)

3.4 (2.0)

3.7 (2.2)

3.5 (2.2)

XcalableACC

26.5 (-)

13.7 (0.8)

7.7 (1.0)

8.8 (2.0)

5.3 (1.3)

5.8 (2.0)

3.5 (1.2)

4.3 (2.0)

OpenACC + MPI

23.6 (-)

16.5 (4.4)

11.9 (5.3)

14.7 (7.8)

9.9 (5.7)

12.5 (8.0)

8.9 (5.7)

11.6 (8.3)

XcalableACC

200.3 (-)

103.5 (2.9)

53.2 (3.8)

56.6 (7.2)

30.1 (5.0)

33.7 (7.6)

18.2 (4.5)

21.0 (7.8)

OpenACC + MPI

191.1 (-)

99.0 (2.9)

58.0 (8.2)

53.7 (4.7)

33.7 (8.1)

30.0 (4.6)

20.0 (6.1)

18.3 (4.6)

することができる．
他の利点として，Omni XACC コンパイラは既存の Ope-

nACC コンパイラをそのまま利用可能である．例えば，商

指示文をアクセラレータクラスタに対応させた機能を開発
している．また，片側通信を簡易に記述できる coarray 機
能も同様に開発している．

用コンパイラの PGI，Cray，HMPP，オープンソースソフト

TCA を搭載したシステムは，現実装では図 13 のように

ウェアの Omni [21]，accULL [30]，OpenUH [31] と今後リ

最大 16 ホストまでしか接続できない [11]．そして，TCA

リースされる予定の GNU コンパイラなどが Omni XACC

を搭載したシステム同士は，通常のインターコネクトでも

コンパイラでも利用できる．この特徴は，Omni XACC コ

接続されている．例えば，表 1 の HA-PACS/TCA システ

ンパイラの OpenACC に対する開発コストを削減できると

ムは，4 つの TCA を搭載したシステム同士が InfiniBand で

考えられる．

接続されている．この TCA を搭載したシステム間でシー
ムレスかつ効率的に通信を行うために，TCA と MPI を組

7.2 XcalableACC プログラミングモデルの制限
XACC の reflect/reflect init/reflect do 指示文は，袖
領域の転送について制限がある．これらの指示文は，XMP

合せた通信ライブラリを開発している．この通信ライブラ
リを用いることで，より大規模な TCA を搭載したシステ
ムを用いた計算が可能になる．

のグローバルメモリモデルに従うため，全ノードで同じ命

5.3 節の第 3 段落で示したように，PEACH2 にはストラ

令が実行される．例えば，1 ノードのみ異なる袖幅を持つ

イドデータを効率的に転送する機能がある．ストライド

ことはできない．また，ある特定のノード間のみ袖領域の

データに対してより高速に通信を行うには，転送データに

転送を行うこともできない．しかしながら，ほとんどのス

対して pack/unpack の操作を行うことが有効な場合があ

テンシルアプリケーションにおいて，袖領域の転送は同じ

る．しかしながら，pack/unpack の付加的操作により，性

設定で同時に実行されるので，大きな制限にはならないと

能が低下する場合もある．そこで，データ転送サイズやス

考えている．

トライド幅などから通信時に pack/unpack を行うかどう
かを決定するためのマイクロベンチマークの開発を行って

7.3 さらなる生産性と性能の向上について
3.4 節で説明した XMP の gmove，bcast と reduction
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パラメータの閾値を設定する．さらに，このベンチマーク

信モードのフロー作成のためのマイクロベンチマーク，隣

は図 14 のようにレイテンシも測定し，図 15 のフローを自

接ノード間のみの同期機構などを開発する．(2) XACC を

動生成するための機能も持たせることを考えている．

用いて実アプリケーションを作成し，より多くのホストを

5.3 節の第 4 段落で説明した通り，PEACH2 の内蔵メモ
リモードにおけるディスクリプタには個数制限が存在する

用いた性能評価および生産性の評価を行う．
謝辞

本研究は JST-CREST 研究領域「ポストペタス

ため，その袖領域の数にも制限がある．この制限を緩和す

ケール高性能計算に資するシステムソフトウェア技術の

るため，利用したディスクリプタを解放することができる

創出」，研究課題「ポストペタスケール時代に向けた演算

reflect destroy 指示文を考えている．プログラマが適切

加速機構・通信機構統合環境の研究開発」による．また，

なタイミングで reflect destroy 指示文を用いることで，

HA-PACS/TCA システムの利用は筑波大学計算科学研究

より多くの袖領域に対して内蔵メモリモードを用いた通信

センターの「学際共同利用プログラム」による．

を行うことが可能になる．

5.3 節の最後の段落で説明した通り，PEACH2 を用いた
袖領域の通信ではバリア同期が必要になるが，その同期が
性能低下を引き起こす場合があることが，6.3 節の性能評
価からわかった．その問題を改善するため，PEACH2 の
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