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電力制約下における最適な
アプリケーション実行パラメータの導出手法
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概要：HPC システムの大規模化と高性能化が進んでおり，これに伴う消費電力の増大が課題となっている．Linpack の
ような消費電力が特別に大きいプログラムを実行すると，HPC システムに供給可能な消費電力を超えてしまうことが
ある．HPC システムにおいては，システムに供給可能な電力を超えるような場合，越えてはならない最大の消費電力
（消費電力キャップ）を設定し，この値を超えないように制御することが行われる．気象条件，電力会社との契約，
設備全体の電力状況によって供給可能な消費電力が決定され，これに応じて HPC システムの消費電力キャップは決
定される．そのため，同一サーバであっても異なる消費電力キャップが設定されることが考えられる．アプリケーシ
ョンの性能も電力制約の影響を受ける．また，アプリケーションの性能はパラメータによっても変わる．そこで，消
費電力の制約を受けやすい Intel 社のメニーコア型プロセッサである Xeon Phi (Knights Landing)において，電力制約に
応じて最適なアプリケーションのパラメータを導出する手法を検討する．本手法では，いくつかの電力制約下でアプ
リケーションを事前実行して，性能に関連するデータを採取する．統計手法析を用いて，採取したデータから電力制
約値を使用した性能モデルを作成する．作成した性能モデルを用いて，電力制約値から性能を推定することにより，
電力制約下において，最も高性能なアプリケーションのパラメータを導出する．行列積プログラムに適用して検証し
た結果，性能モデルによる性能の予測誤差は 3%程度に収まった．また，各電力制約において最も性能のよいパラメ
ータを抽出できたのは，12 の電力制約のうち 11 個であり，約 92%の正解率であった．

1. はじめに
HPC システムの大規模化と高性能化が進んでおり，これ
に伴う消費電力の増大が課題となっている．この課題を解

も異なる消費電力キャップが設定されることが考えられる．
ある消費電力キャップで有効だった性能向上手法がより厳
しい消費電力キャップでは効果がなくなるということも考
えられる．

決するために，電力あたりの性能を高めることが重要視さ

また，アプリケーションは実行時のパラメータにより性

れており，電力効率を評価するランキング Green500 も注目

能が変わることがある．例えば，行列積プログラムでは，

されている[1]．また，電力を限界まで使い切ることで性能

対象とする行列サイズや計算を行う部分サイズにより，性

を向上させることができる．

能が変わる．さらに，電力制約により，動作周波数が制御

また，Linpack[2] のような消費電力が特別に大きいプロ

されると，アプリケーションの性能は変化しうる．従って，

グラムを実行すると，HPC システムに供給可能な消費電力

状況に応じて設定される消費電力キャップに対して，アプ

を超えてしまうことがある．そのため，HPC システムにお

リケーションの性能を最適化できるパラメータを知ること

いて越えてはならない最大の消費電力（以降，消費電力キ

が必要である．常に最大のアプリケーション性能を得るた

ャップと呼ぶ）を設定し，この値を超えないように制御す

めには，想定される各電力制約において最適な性能を得ら

ることが多い[3]．すべての機器を動作させると供給可能な

れる実行パターンを把握しておき，電力制約条件が与えら

電力量を超えるように，HPC システムは組まれることがあ

れたときに，最適な実行パターンでアプリケーションを実

る．例えば，サーバの冷却に必要な消費電力が低い冬に合

行することが必要である．しかし，予め想定されるすべて

わせてサーバの台数などを決定する場合，冬と同様に HPC

の電力制約下においてすべての実行パターンでアプリケー

システムを動作させると，供給可能な電力量を超えてしま

ションを実行し，性能を計測しておくことは実用的ではな

うことがある．契約した消費電力を超えることを避けるた

い．そこで，電力制約と実行パターンのすべての組合せを

め，消費電力キャップを超えないように制御を行う．これ

測定するのではなく，いくつかの組合せについて測定し，

を実現する方法の一つとして，RAPL を用いた動作周波数

その測定結果から，異なる電力制約下での性能を予測する

制御がある[4]．RAPL を用いて CPU や DRAM に対して消

ことが考えられる．こうすることによって，与えられた電

費電力キャップを設定し，この値を超えないように動作周

力制約において最適な実行パターンの抽出が容易になる．

波数を制御する．

電力制約を考慮した性能予測に関する研究が行われてい

HPC システムの消費電力キャップは，気象条件，電力会

る[5]．[5]では電力制約値と動作周波数との比例関係，動作

社との契約，設備全体の電力状況によって供給可能な消費

周波数と正規化実行時間との反比例関係を前提として，電

電力に応じて決定される．そのため，同一サーバであって

力制約値からジョブの実行時間を予測する．しかし，我々
は，これまでの研究で，動作周波数と性能が比例しない場
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合があることを確認している[6]．
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本稿ではアプリケーションとして CPU 負荷をかける行

リの特性やサーバ間の通信速度を考慮した上で適切に設定

列積プログラムを選び，異なるパラメータ，異なる消費電

しなければならない．本評価プログラムではこのような理

力キャップにおける性能を測定する．測定時に性能に関連

由により，タイル状に区切って行列演算を行う．

すると思われるデータを採取し，それらのデータから性能
モデルを作成することにより，性能値の推測を試みる．プ
ロセッサには，消費電力による性能差の影響を受けやすい
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Intel 社の Xeon Phi (Knights Landing：KNL) を用いる．KNL
はメニーコア型プロセッサであり，コア数が多く，消費電
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NKL において，行列積プログラムに適用して検証した結果，
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力が多い．また，演算性能が高く，熱が出て，温度が上昇
しやすい．従って，消費電力と温度の制約を受けやすい．

B2

C3 = C3 - A3 x B3

Linpack における行列積計算

性能モデルによる性能の予測誤差は 3%程度に収まった．
また，各電力制約において最も性能のよいパラメータを抽
出できたのは，12 の電力制約のうち 11 個であり，約 92%
の正解率であった．
2 章では，電力制約下でのアプリケーション性能とその
課題について述べる．今回の評価プログラムと RAPL によ

行列積関数の呼び出し部分

(2)

評価プログラムでは，図 2.2 のように行列をタイル状に
区切って行列演算を行う．この行列演算部分のコードを 2
種類準備した．一つ目は従来通りの方法で，行列積を行う
関数である cblas_dgemm を 2 重ループ内で呼び出す．

る電力制約について説明し，KNL 上で実際に測定した電力

二つ目は，cblas_dgemm_pack という関数を使用する． こ

制約下での評価プログラムの性能について述べ，課題をま

の関数は Intel compiler2017 で利用できる．この関数では，

とめる．3 章では，電力制約下での性能予測について述べ

cblas_dgemm 内部で行われている行列を並べ替えてバッフ

る．電力制約を考慮した性能推定方法について説明し，提

ァにコピーする処理を行う．cblas_dgemm_compute は，バ

案する推定方法による推定値と測定値との誤差を明らかに

ッファがコピーされていることを前提に行列積を行う．今

する．また，この推定方法を用いて，電力制約における最

回の評価プログラムのような行列を再利用する場合は，

適な性能を得られるアプリケーションのパラメータ導出を

cblas_dgemm_pack を活用することで，バッファにコピーす

検証する．最後に 4 章でまとめる．

る処理回数を減らすことができる．これにより，性能向上
や消費エネルギーの削減を達成できると予想している．

2. 電力制約下でのアプリ性能とその課題
2.1

以降では，一つ目のプログラムをタイル型，二つ目のプ
ログラムをタイル型 Pack と呼ぶ．

評価プログラム

アプリケーションとして CPU に負荷をかける Linpack ベ
ンチマーク[2]の行列積部分を抜き出したものを採用した．
(1)

B1

MB
4

Linpack の行列積

Linpack の行列積の中で最も処理量が大きいのは，行列

C1

A1

の更新処理である．そこで，更新処理中の行列積を評価プ
ログラムとして採用した．更新処理の行列積は，図 2-.1 の

図 2-2

タイル状に区切った行列

ように一辺 N の行列の一部を用いて行われる．まず，行列
A1 と行列 B1 の積と行列 C1 の差を取る．次に，KB 小さい，

2.2

行列 A2, B2, C2 を用いて同様の計算を行う．このような行

今回，電力制約は Sandy Bridge 以降の Intel CPU に搭載

列演算を残りの行列がなくなるまで繰り返す．図 2-1 の場

されている機能 RAPL (Running Average Power Limit) を使

合，行列 A3, B3, C3 が最後の行列積となる．

用する．RAPL は，ソフトウェアから消費電力を監視制御

RAPL による電力制約

行列 A1, B1, C1 に対して，行列積を行うときは図 2.2 の

機能するための機能であり，本機能により，CPU やメモリ

ように小さいタイルサイズで区切って行列演算を行う．

（DRAM）の消費電力を監視し，予め設定した電力に達し

本来の Linpack の処理では行列積実行と同時に通信を行う．

た場合に消費電力を制限することができる．これらの監視

そのため，ある程度の頻度で通信の進捗を進める処理を行

単位毎に，電力制御や消費電力記録などのためのレジスタ

いたい．これを実現するために，行列をタイル状に分割し，

が用意されており，消費電力値（Joule）は約 1 ミリ秒毎に

そのタイルごとに行列積を行い，一つの行列積が終わるご

更新される．

とに進捗処理を進める．タイルのサイズは行列積ライブラ
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電力制御として，CPU 全体と DRAM に対して 2 段階の
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消費電力キャップを設定することができる．消費電力キャ

価プログラムの性能と動作周波数，温度，消費電力を計測

ップは，時間区間とその時間内で使用可能な平均消費電力

する．動作周波数と温度は MSR (Model specific registers) か

（W）を指定する．消費電力としては最低 98W から最大

ら取得した値を元に算出する．消費電力量は RAPL の値を

258W までの値を指定できる．例えば，1 秒間に 215W とい

参照する．

う消費電力キャップ 1（第 1 の制約）と，10 ミリ秒間に 258W

評価プログラムでは，行列サイズはある程度大きいほう

という消費電力キャップ 2（第 2 の制約）を設定する，こ

が性能がよい傾向にある．そこで，タイル型とタイル型

の場合，1 秒間に使用できるのは 215W だが，可能であれ

Pack の２つの評価プログラムを行列サイズ 30,000，40,000

ば 10 ミリ秒という短時間には 258W まで使用可能となる．

に対して 12 段階の電力制約で実行した．なお，タイルサ

RAPL で得られる消費電力は計算値である[7]が，RAPL

イズは表 2-2 にまとめる．タイルの m 方向のサイズは行列

と外部電力計の消費電力傾向は非常に良く一致するという

サイズ N,N/2 の 2 通りである．n 方向は 30000 で 5 通り，

報告がある[8]．今回実験を行う KNL における報告はない

40000 では 1 通りとした．従って，11 パターンを 2 つの評

が，同様な傾向が期待される．これは，電力特性を把握す

価プログラムで実行する．

るために，電力制約を設定する，あるいは，消費電力の傾
向を捉える用途には十分な精度と考える．
評価プログラムは CPU に負荷をかけるものであり，メモ
リはボトルネックではない．そのため，CPU の消費電力に

表 2-2
行列サイズ

ｍ方向

ｎ方向

30000

30000

30000,24000,12000,6000

15000

30000,24000,15000,12000,6000

40000

40000

20000

20000

注目し，RAPL を使用して CPU に電力制約を設定する．電
力制約を表 2-1 に示す．今回，第 1 制約は 1 秒間，第 2 制

タイルサイズ

40000

約は約 10 ミリ秒間とする．第 1 制約は 215W，200W, 185W，
170W の 4 種類，第 2 制約は 258W，215W，200W，190W，
185W，170W の 6 種類を組み合わせて制約を用意した．例

なお，同じプログラムを同じサイズ，同じ電力制約下で

えば，制約 11 では 1 秒間に 215W という第 1 の制約と，約

実行した場合でも性能にばらつきが発生するため，1 つの

10 ミリ秒間に 258W という第 2 の制約を設定する．なお，

パターンを 15 回実行し，中央値を各パターンの性能値とし

258W は RAPL で設定可能な最大電力である．制約 11 が最

た．

も弱く，制約 44 が最も強い制約である．12 段階の電力制

評価プログラムのパラメータは，プログラムの種別（タ

約の下で実行し，性能値と性能に関連すると思われるデー

イル型とタイル型 Pack），行列サイズ，タイルサイズの 3

タを採取する．

種類である．パラメータの組合せは 22 通りになる．
表 2-1

電力制約

実行した結果をプログラム種別に分けてまとめたグラ

第 1 制約

第 2 制約

フを図 2-1 と図 2-2 に示す．それぞれのグラフは，実行パ

制約 11

215W

258W

ターン毎に各制約の下で実行したときの性能値をまとめて

制約 12

215W

215W

いる．横軸のラベルは実行パターン名になっており，行列

制約 21

200W

258W

サイズ，m 方向サイズ，n 方向サイズを表す数字の上位 2

制約 22

200W

215W

桁を”-“で連結している．“30”から始まるラベルは行列サ

制約 23

200W

200W

イズ 30000，”40”から始まるラベルは行列サイズ 40000 で

制約 31

185W

258W

ある．

制約 32

185W

215W

タイル型プログラムでは，制約毎に細かく性能が変わる

制約 33

185W

185W

ことはなく，いくつかの制約で同様の性能が得られている．

制約 41

170W

258W

また，行列サイズ 30000 の性能は大体 3 段階，40000 は 5

制約 42

170W

215W

段階に分かれており，40000 のほうが細かく分かれている．

制約 43

170W

190W

一方，タイル型 Pack プログラムでは，制約によって性能が

制約 44

170W

170W

細かく変わっていることがわかる．表 2-1 は制約が緩いも
のから順番に挙げており，この順番でよい性能が得られる

2.3

アプリ性能

と予想していた．図 2-1, 図 2-2 はこの表の順番に性能値を

2.1 で述べた 2 種類の評価プログラムに対して，行列サ

表示している．図 2-1 のタイル型プログラムでは，１つの

イズやタイルサイズを変えて実行し，性能を比較する．測

実行パターンを除いて，ほぼ制約が厳しくなるに従って性

定 に は ， 富 士 通 製 KNL サ ー バ で あ る Fujitsu Primergy

能値が悪くなっている．しかし，図 2-2 のタイル型 Pack プ

CX1640 M1 を用いた．TDP は 215W である．測定では，評

ログラムの場合は，性能値は必ずしもこの制約順にはなっ
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ていない．第 2 制約の範囲でどの程度動作できるのかに依

である．いずれも，最も制約が緩く，性能の良い制約 11

存するかもしれない．

で得られた性能値により実行パターンを降順ソートし，他
の制約の性能値もこの順番で表示している．制約によって，
実行パターンの性能の優劣が異なることがわかる．タイル
型プログラムにおいて最も性能が良い実行パターンは，制
約 11 を除き，行列サイズ 40000 のものである．タイル型
pack プログラムの場合も，最も性能が良い実行パターンは
行列サイズ 40000 のものだが，制約 43 では行列サイズ
30000 の実行パターンのほうがよい．
このように，制約によって性能がよい実行パターンが異
なることがある．
2.4

図 2-1

タイル型の各パターンの性能値

電力制約下でのアプリ性能最大化のための課題

2.3 で述べたように，電力制約によって性能の良い実行
パターンが異なる場合がある．常に最大のアプリケーシ
ョン性能を得るためには，想定される各電力制約におい
て最適な性能を得られる実行パターンを把握しておき，
電力制約条件が与えられたときに，最適な実行パターン
でアプリケーションを実行することが必要である．
しかし，予め想定されるすべての電力制約下において
すべての実行パターンでアプリケーションを実行し，性
能を計測しておくことは実用的ではない．そこで，電力
制約と実行パターンのすべての組合せを測定するのでは
なく，いくつかの組合せについて測定し，その測定結果

図 2-2

タイル型 pack の各パターンの性能値

から，電力制約条件が与えられたときに最適な実行パタ
ーンを見つけることができるようにすることが考えられ
る．
本稿では，そのために，いつかの電力制約下における
各実行パターンの性能を測定しておき，その結果を利用
して，測定していない電力制約下での性能を推定する手
法を検討する．

3. 電力制約下での性能予測
3.1
図 2-3

タイル型の各制約の性能値

先行研究による手法

稲富らは電力制約を考慮した性能推定技術を提案して
いる[6]．具体的には，電力制約値から動作周波数，動作
周波数から正規化実行時間の 2 段階で推定を行う．この
2 段階のモデルに基づく推定により，電力制約下におけ
るアプリ実行時間を 15%程度の誤差で推定可能と報告さ
れている．
(1) 電力制約値から動作周波数の推定
まず，モジュール電力制約値からモジュール動作周波
数を推定する．モジュール電力制約値をモジュール消費電

図 2-4

タイル型 Pack の各制約の性能値

力と考えている．HPC システムに搭載されているモジュー
ルの消費電力と動作周波数との間は，アプリの性質，計算

図 2-3 と図 2-4 は同じ性能値を制約毎に集計したグラフ

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

律速かメモリバンド幅律速か，に関わらず線形関係がある

4

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2017-HPC-161 No.4
2017/9/19

と想定し，モジュールの消費電力から動作周波数を推定す
る．ここでは，モジュールとは，CPU とそれに直接接続さ
れた DRAM の組を指す．
(2) 動作周波数を用いた正規化実行時間の推定
次に，得られたモジュール動作周波数を用いて正規化
実行時間を推定する．正規化実行時間とは，非制約時の実
行時間に対する電力制約下での実行時間の比と定義してい
る．実行サイクル数が動作周波数の変化に関わらず一定の
場合，正規化実行時間と動作周波数は反比例関係があり，

図 3-2

タイル型 pack の消費電力と動作周波数の例

DRAM アクセス遅延が小さい dgemm では 2 点反比例モデ
ルで正規化実行時間を近似可能という．メモリアクセス遅
延によるプロセッサ・ストールが多く発生するアプリでは，

(2)

動作周波数を用いた正規化実行時間の推定

評価プログラムにおいて実行時間と性能はほぼ反比例

正規化実行時間が動作周波数の反比例式からずれると予想

する．そこで，性能と動作周波数は比例と仮定し，動作周

し，3 点反比例モデルを用いている．

波数から性能を推定できるかを検証する．

3.2

先行研究の検証

今回の評価プログラムは演算律速なものであり，3.1 の
手法の適用が可能と思われる．そこで，今回評価プログラ
ムとして選んだ行列積プログラムに対して，3.1 の手法の
適用を試みる．ただし，我々の求めるものは正規化実行時
間ではなく，性能である．
(1)

電力制約値から動作周波数の推定

モジュールの消費電力をここでは CPU 全体の消費電力
とする．実行パターン毎に CPU 全体の消費電力(W)と動作

図 3-3

タイル型の動作周波数と性能の例

周波数をプロットし，消費電力を動作周波数で線形近似し
た近似曲線を求めると，近似値と測定値との相関係数 R2
はタイル型プログラムでは 0.92 以上，タイル型 Pack プロ
グラムでは 0.98 以上となり，ともに線形関係があると言え
る．例として，図 3-1 と図 3-2 に行列サイズ 30000，m 方向
30000，n 方向 30000 の動作周波数と消費電力の関係を表し
たグラフを示す．タイル型では R2 は 0.934 であるのに対し，
タイル型 Pack は 0.9897 であり，より相関が高い．
図 3-4

タイル型 Pack の動作周波数と性能の例

図 3-3, 図 3-4 に行列サイズ 30000，タイルサイズの m 方
向 30000，n 方向 30000 の動作周波数と性能の関係を表した
ものを示す．動作周波数で性能を線形近似した近似曲線の
近似値と測定値との相関係数 R-2 乗値は図 3-3 タイル型で
は R2 は 0.7784 しかないのに対し，図 3-4 のタイル型 Pack
プログラムでは 0.9835 である．R-2 乗値はタイル型 Pack
プログラムではほとんどの実行パターンにおいて 0.95 以
図 3-1

タイル型の消費電力と動作周波数の例

上であり，比例関係があると言える．しかし，タイル型プ
ログラムの行列サイズ 30000 ではほとんど 0.8 未満であり，
比例関係があるとは言えない．タイル型プログラムは 2.3
章で述べたように階段状に性能が変化し，異なる動作周波
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れまでの研究でも，動作周波数と性能が比例しない場合が
あることを確認している[6]．
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成を試みる．
採取したデータから性能モデルを作成した．なお，今
回の評価プログラムでは，温度はあまり関係しておらず，

動作周波数と性能が比例関係にあるタイル型 pack プロ

DRAM 消費電力はメモリの使用方法によって決まる傾向

グラムについて，さらに，CPU 全体の消費電力(W)を電力

にあった．そこで，動作周波数と CPU 全体消費電力を変

制約値でモデル化できるかを検証する．

数としてモデルを作成した．なお，モデルの作成には，

ここでは，2 種類の実行パターンの 12 電力制約下で採取

電力キャップ 1 と電力キャップ 2 の値が同じである 4 つ

した中央値データを使用して，電力キャップ 1 と電力キャ

の電力制約下で採取したデータを用いた．モデルは以下

ップ 2 を変数としてモデルを作成した．このモデルを用い

のような式になる．Perf は求める性能値，freq は動作周

て，モデル作成に使用していない他の実行パターンの消費

波数，pkg は CPU 全体消費電力である．Cf と Cp は freq

電力(W)を求めると，誤差 2%程度に収まる．ここで，誤差

と pkg の係数，Ip は定数である．

は，計算値と実測値との差分の絶対値を実測値で割ったも
のである．Pkg は求める CPU 全体の消費電力，Cap1 と Cap2

Perf = freq*Cf+pkg*Cp+Ip

は電力キャップ 1 と電力キャップ 2 の値，C1,C2 は電力キ
ャップ 1 と電力キャップ 2 に対する係数，I は定数である．

目的変数の変動のうち説明変数によって説明される割
合，つまり動作周波数と CPU 全体の消費電力により性能

Pkg = Cap1*C1+Cap2*C2+I

値の変動を説明できる割合を表す重決定係数 R2 は 0.94
である．重決定係数 R2 は 0 から 1 までの値をとり，１に

また，各実行パターンに対して，4 つの電力制約下で採

近いほどよい．このモデルを使用して，モデル作成に使

取したデータを用いて，CPU 全体消費電力から動作周波数

用していない電力制約下での性能値を計算したところ，

と，動作周波数から性能を求める 2 つの線形の式を作成し

測定値との誤差は 1%程度に収まった．

た．

さらに，動作周波数と CPU 全体消費電力をそれぞれ電

これらの式を用いて，電力制約値から CPU 全体消費電力，

力キャップ 1 と電力キャップ 2 から求めるモデルを作成し

CPU 全体消費電力から動作周波数，動作周波数から性能値

た．モデル作成には，電力キャップ 2 における値の変化を

を計算した．計算した性能値と測定値との誤差は 1~3%程

考慮するため，制約 11 と 41 で採取したデータも用いた．

度に収まった．従って，タイル型 Pack プログラムに関して

動作周波数と CPU 全体消費電力の関係（傾きや定数）など

は，一部の電力制約あるいは実行パターンで採取したデー

はタイルサイズにより異なるため，このモデルはタイルサ

タからモデルを作成し，作成したモデルを使用することに

イズを考慮して，より細かい単位で作成することが必要で

より，モデル作成に使用していない実行パターンの電力制

ある．今回はタイルサイズの n 方向単位でデータをまとめ

約下での性能値を推定可能と言える．

て，モデルを作成した．例えば，行列サイズ 30000 の n 方

このように，先行研究の手法を実際に KNL 上で行列積

向サイズ 30000 の場合，m 方向サイズ 30000 と 15000 のデ

プログラムに適用したところ，動作周波数と性能が比例関

ータを使用する．Freq と Pkg は求める動作周波数と CPU

係にある場合にはうまく性能を推定できた．

全体の消費電力，Cap1 と Cap2 は電力キャップ 1 と電力キ
ャップ 2 の値，Cf1,Cf2 は動作周波数モデルにおける電力

3.3

性能モデルによる性能予測

キャップ 1 と電力キャップ 2 に対する係数，Cpk1,Cpk2 は

動作周波数と性能が比例しないタイル型プログラムに

CPU 全体消費電力モデルにおける電力キャップ 1 と電力キ

対して，別な手法を試す．これまで我々は統計手法を用

ャップ 2 に対する係数である．If, Ipk は動作周波数モデル

いて消費電力モデルを作成し，利用してきた[9]．メモリ

と CPU 全体消費電力モデルにおける定数である．係数と定

使用時のみに消費電力が増加する DRAM 消費電力に対

数は各モデルで異なる．

し，消費電力モデルを利用した計算値と測定値の誤差は
アイドル状態を除けば 3%程度に収まった．今回，この統

Freq = Cap1*Cf1+Cap2*Cf2+If

計手法，重回帰分析を用いて性能値モデルを作成し，モ

Pkg = Cap1*Cpk1+Cap2*Cpk2+Ipk

デルを用いた性能値の推定を試みる．
まず，電力制約下でのアプリ実行時に性能に関連する

このモデルを使用して，モデル作成にしていない電力制

と思われるデータを採取する．今回は，コアの平均動作

約下での動作周波数や CPU 全体の消費電力を計算し，その

周波数，コアの平均温度，CPU の消費電力量，DRAM の

計算値から性能値を計算した．図 3-5 は行列サイズ 30000，

消費電力量を採取する．これに電力制約となる電力キャ

タイルサイズの m 方向 30000，n 方向 30000 の性能値の測

ップ 1，電力キャップ 2 の値を加えて，性能モデルの作

定値と計算値との比較グラフである．制約 11，制約 31，制
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タを導出する手法を検討した．
いくつかの電力制約下でアプリケーションを事前実行し，

デル式を利用する行列サイズ 30000，m 方向 15000，n 方向

性能に関連するデータを採取する．動作周波数と性能が比

30000 も同様の結果である．計算値と測定値との誤差はタ

例する場合には、採取したデータを用いて，電力制約値か

イル型全体で 3%に収まっており，うまく性能値を推定で

ら CPU 全体消費電力，CPU 全体消費電力から動作周波数，

きていると言える．

動作周波数から性能値，の 3 段階で電力制約値から性能値
を推定する．動作周波数と性能が比例しない場合には，統
計手法析を用いて，採取したデータから電力制約値を使用
した性能モデルを作成し，作成した性能モデルを用いて，
電力制約値から性能を推定する．いずれかの方法により，
電力制約下における各パラメータでのアプリケーション実
行時の性能を推定し，最も高性能なアプリケーションのパ
ラメータを導出する．
今回の評価プログラムに対しては，性能モデルによる性
能の予測誤差は 3%程度に収まった．各電力制約において
最も性能のよいパラメータを抽出できたのは，12 の電力制

図 3-5

性能値（測定値と計算値）の比較例

約のうち 11 個であり，約 92%の正解率となった．
今回評価プログラムは行列積プログラムのみであり，他

3.4

アプリのパラメータ導出

のアプリケーションでの評価を行い，検証することが必要

予めいくつかの電力制約下において，アプリケーション

である．また，電力キャップ 1 と電力キャップ 2 が異なる

のパラメータを変えて事前に実行し，性能値と性能に関連

場合の性能推定の精度を向上させる工夫も必要と考える．

するデータを採取しておく．
電力制約値から CPU 全体の消費電力，CPU 全体の消費
電力から動作周波数，動作周波数から性能値の推定が可能
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よりも良かったケースである．

4. おわりに
本稿では，消費電力の制約を受けやすい Intel 社のメニー
コア型プロセッサである Xeon Phi (Knights Landing)におい
て，電力制約に応じて最適なアプリケーションのパラメー
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