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プリフェッチ機能を有するメモリモジュールによる
PC 上での間接参照の高速化
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パーソナルコンピュータ（PC）のメモリスロットに装着されるプリフェッチ機能を有するメモリ
モジュールを提案する．このデバイスは，Pentium4 などの COTS（Comercial Oﬀ-The-Shelf）型
MPU のキャッシュアーキテクチャの弱点を軽減することで，パーソナルスーパコンピュータに匹敵
する実効性能を PC 上でも実現可能にすることを目指している．本論文では，プリフェッチ機構付き
メモリモジュールの基本コンセプトとそのソフト的対応法について述べ，DIMMnet-2 プロトタイプ
における実装案を紹介する．NAS CG ベンチマークにおける適用を通し，間接参照の高速化に関す
る評価結果を示す．

Acceleration of Indirect Access on Personal Computer
with a Memory Module with Prefetching Functions
Noboru Tanabe,†1 Hiroshi Ando,†2 Hirotaka Hakozaki,†2,☆
Yasunori Dohi,†2 Hironori Nakajo†3 and Hideharu Amano†4
A memory module with prefetching functions plugged into a memory slot of a PC is proposed. This device mitigates the weak points of cache architecture. In this way, it will realize
personal supercomputer class performance with COTS (Comercial Oﬀ-The-Shelf) type MPU,
such as Pentium4. In this paper, the concept and its software corresponding method of a
memory module with prefetching functions, and introduction of its implementation plan on
DIMMnet-2 network interface are presented. In addition, the evaluations for acceleration of
indirect access with NAS CG benchmark are shown.

ピュータ（PC）の性能向上およびコストパフォーマ

1. は じ め に

ンスの向上は目覚ましいものがある．
これらの COTS 部品である MPU はほぼ例外なく

半導体技術やアーキテクチャの進歩を背景にして，
マイクロプロセッサ（MPU）は目覚ましい進歩をとげ

キャッシュアーキテクチャに基づいている．キャッシュ

ている．たとえば Pentium4 などはスーパコンピュー

アーキテクチャは主記憶の脆弱さを隠蔽できることが

タを凌駕する周波数で，スーパコンピュータの 1CPU

多いため，低コストな PC における主記憶は，ベクト

に匹敵する演算性能をオフィスや一般家庭に提供し

ル型スーパコンピュータのそれとは異なり，キャッシュ

ている．量産効果に下支えされ，COTS（Comercial

が効かないアプリケーションに対しては演算能力にバ

Oﬀ-The-Shelf）である MPU およびパーソナルコン

ランスしたものにはなっていない．
科学技術計算の分野では，SX-6i 1) のようにベクト
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ル型スーパコンピュータのほぼ 1CPU 分を切り出し
たパーソナルスーパコンピュータ（PSC）製品上で，

PC との性能差が数十倍に及ぶアプリケーションが多
数存在することが報告されている．このようなアプリ
ケーションにおいてはベクトル型スーパコンピュータ
は依然として存在意義がある．
キャッシュベースの MPU は記憶階層上で主記憶直
前にあるキャッシュのラインサイズは伸びる傾向にあ
1
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る．たとえば Pentium3 の L2 キャッシュラインサイズ
は 32 バイトであるのに対し，Pentium4 の L2 キャッ
シュラインサイズは 128 バイト☆ である．キャッシュ
ベースの MPU はつねにライン単位で主記憶をアクセ
スする．

表 1 目標とする性能と価格のイメージ
Table 1 Perspective of our goal of performance and price.

cache が効くアプリ性能
cache が効かないアプリ性能
価格

PSC
2
20
200

目標

1
10
2

PC
1
1
1

ところが，時間的に連続するメモリアクセス番地の
距離の大きい不連続アクセスを主体とするアプリケー

ロットに装着されるプリフェッチ機能を有するメモリ

ションでは，まさに必要なデータが 128 バイトのキャッ

モジュールを提案する．このデバイスは，Pentium4

シュラインの中に 8 バイトしか存在しないため，16

などの COTS 型 MPU のキャッシュアーキテクチャの

倍のメモリバンド幅を消費してしまうというケースも

弱点を軽減することで，パーソナルスーパコンピュー

ある．このような状況が，たとえば科学技術計算にお

タ（PSC）に匹敵する性能を PC 上でも実現可能にす

いては間接参照を主体とする NAS CG ベンチマーク

ることを目指している．表 1 に本研究の目標とする

や 2 次元配列のカラム方向アクセスなどで見受けられ

性能と価格のイメージを示す．

る．それ以外でもデータベースのベンチマークである

本研究では，MPU，チップセット，マザーボードを

Wisconsin ベンチマークの多くのクエリで同様の状況

はじめとするメモリモジュール以外のあらゆるハード

がある．それらで性質が代表される重要なアプリケー

ウェアを価格性能比や製品サイクルに優れた COTS

ション群の存在を考慮すれば，その解決の工学的な価

部品を使いながら，着脱可能な独自ハードウェアを援

値は非常に高いと考えられる．

用してキャッシュアーキテクチャの欠点を軽減するこ

しかし，COTS である PC と COTS ではない PSC

とで COTS の MPU の高い潜在的演算能力を引き出

の間には 100 倍程度の価格差があり，市場に劇的な変

すという，独創性と経済性の高い手法を提案している．

化がない限り後者を手軽に購入できる状態にはなり難

さらに，本研究は現在の PC の主流である DDR 型

い．ベクトル型の市場規模の衰退と寡占化にともない

の DIMM スロットにメモリ以外のデバイスを装着する

価格低下の望みは薄くなる方向に市場は進んでいる．

という先例がない実装形態をとるため，電気的観点か

よって，価格と性能の両面において，これらの両極端

ら実現可能であることを実証する必要がある．そこで，

を埋めるコンピュータシステムの登場が望まれる．
さらに，COTS ではない PSC の製品サイクルと，

COTS である PC の製品サイクルには歴然とした差が

本研究の実機検証は DIMM スロットに装着されるネッ
トワークインタフェース（NIC）である DIMMnet-2 3)
上で行われている．

ある．たとえば，2001 年 11 月発表の SX6i の演算能力

本方式を DIMMnet-2 上に適用することで，実質的

は 8 GFLOPS であるのに対して，2005 年 1 月現在の

に高速化された安価なノード PC が高速なネットワー

Pentium4 の性能は 3.8 GHz の製品で 7.6 GFLOPS
にも達しており，少なくともピーク演算性能だけで比
較すれば PC は開発時から時間が経ち陳腐になってき

クで結合され，全体として巨大かつ高速アクセス可
能な共有メモリを有するスーパコンピュータに見える

PC クラスタが構築される．

た時点の PSC と遜色ないレベルまで進歩している．

ただし，本論文における提案技術は必ずしも NIC

以上のような観点から，キャッシュが効かないアプ

と共存して並列処理しなければ意味がないものではな

リケーションに対するアーキテクチャ面からの対応と

い．並列化に抵抗感を感じるより多くのユーザに対し

しては，COTS の目覚ましい性能向上を容易に取り込

ても，PC の単体性能を向上させられる高付加価値メ

めるものでありつつ，キャッシュアーキテクチャの欠

モリモジュールという提供形態もありうる．つまり，

点を補う方式の研究開発が望ましい．

Myrinet 4) や QsNET 5) などの PC クラスタ用ネット
ワークインタフェースとは対象とするユーザ層や市場

本研究は以上のような背景を鑑み，PC のメモリス

規模が異なる．このため，本手法はこれらにはない量
☆

厳密には，サーバ機で用いられる Pentium4 Xeon のマルチプ
ロセッサ環境に限定すれば L2 キャッシュラインサイズを 64 バ
イトに設定することも可能2) であるが，本論文で取り扱うメモ
リバンド幅ネックとなる応用ではシングルプロセッサ環境での
利用が中心であり，実現例である DIMMnet-2 も PCI-X など
を持たない安価な一般ユーザ向け PC 上で用いることを志向し
たものであるため，本論文では L2 キャッシュラインを 128 バ
イトとして扱うこととする．

産効果向上による低価格化の実現が期待できる．この
点でも独創性と経済性を有する．
本報告では，2 章でキャッシュアーキテクチャの問
題点を指摘する．3 章ではプリフェッチ機構付きメモ
リモジュールの基本コンセプトとそのソフト的対応法
について述べる．4 章ではその DIMMnet-2 における

Vol. 46

No. SIG 12(ACS 11)

プリフェッチ機能を有するメモリモジュールによる間接参照の高速化

3

る主記憶データベースにおける Wisconsin ベンチマー
クの多くのクエリにおいても顕著に発生する．半導体
メモリの容量拡大と価格低下の着実な進歩にともない，
処理ネックがハードディスクから主記憶アクセスに移
図 1 キャッシュを用いた CPU での間接配列参照の問題点
Fig. 1 Problems of indirect array accesses with cachebased CPU.

動する傾向が強まるため，主記憶上での等間隔アクセ
スの高速化のニーズが高まってきている．
一方，ベクトル型スーパコンピュータの等間隔ベク
トルアクセス命令によれば，ベクトルレジスタ上に必

実装例を紹介する．5 章ではキャッシュアーキテクチャ

要なデータのみ圧縮格納されるため，本来，このよう

が苦手とする配列への間接参照を多用する応用として

な問題に対する適応性が高い．

NAS CG ベンチマークを取りあげ，プリフェッチ機
能を有するメモリモジュールの使用における，ソフト

なハードウェアであるうえ，HPC 市場の主流がベク

ウェアも含めたその処理の過程を示す．6 章では提案

トル型から PC クラスタなどの並列型の計算機に移行

しかし，ベクトル型スーパコンピュータは大変高価

システム用に改造された NAS CG ベンチマークプロ

し，ソフトサポートもユーザ数の多いそれらのプラッ

グラムが PC 上で示す性能から，実機上での処理性能

トフォーム側に移行してきていることにともない，今

を推定する．7 章で関連研究について述べ，8 章でま

後の安定した入手性を疑問視する意見もある．

とめる．

2. キャッシュアーキテクチャの問題点

上記のような問題が，たとえば NAS CG ベンチマー
クや Wisconsin ベンチマークで代表される重要なア
プリケーション群で見受けられ，それらがベクトル型

キャッシュアーキテクチャでは間接参照などの不連続

スーパコンピュータという受け皿を失いつつある現状

アクセス時にキャッシュラインの利用効率が低下する．

と合わさって，安価な PC 上でのそれらの問題の解決

たとえば NAS CG ベンチマーク，なかでも大きな
配列サイズを有する Class C などのように，時間的
に連続するメモリアクセス番地の距離の大きい不連続

は工学的な価値が高い．

3. プリフェッチ機構付きメモリモジュール

アクセスが必要なアプリケーションを 128 バイトの

3.1 基本コンセプト

キャッシュラインを有する Pentium4 で実行する場合，

メモリ空間にマップされたメモリモジュール側にあ

必要なデータが 128 バイトのキャッシュラインの中に

るバッファ（プリフェッチバッファ）へのプリフェッチ

8 バイトしか存在しない．キャッシュを用いた CPU を
使って間接配列参照を行う際の問題点を図 1 に示し，

状態に整えられたデータ群に対してブロックアクセス

以下に列挙する．

を行う．

(1)

(2)
(3)

コマンドを発行し，ホスト CPU から利用確率が高い

メモリと CPU 間のポインタまたはインデック

その結果，キャッシュ・TLB・FSB・メモリバスの

スの往復にともなうメモリバンド幅やキャッシュ

利用効率が向上する．メモリモジュールは着脱可能な

エントリの浪費

ので，MPU やチップセットを改造することなく，高

有効データが少ないゆえのメモリバンド幅の

性能かつ低価格な COTS を HPC 向けコンピュータ

浪費

として有効に活用できる．

有効データが少ないゆえのキャッシュエントリ
の浪費

なお，プリフェッチコマンドには種々の実装法があり
うるが，本研究ではベクトル転送命令について検討す

( 4 ) 有効データが少ないゆえの TLB エントリの浪費
一方，ベクトル型スーパコンピュータのリストベク

る．そのうち本論文で検討するのはベクトル間接ロー

トルアクセス命令によれば，ベクトルレジスタ上に

行う命令である．

必要なデータのみ圧縮格納されるため，上記の（ 2 ）〜
（ 4 ）のような問題に対する適応性が高い．
キャッシュアーキテクチャの上記のような問題点は，

ド命令で，配列間接参照をベクトルレジスタに対して
図 2 は提案メモリモジュールにおける書き込み用
（Write window）と読み出し用（Read Window）の
バッファを有するプリフェッチ機能付き Window メモ

間接参照のときだけでなく，ストライドがキャッシュ

リ（Prefetch window）であり，これらがベクトルレ

ラインサイズと比べて大きい等間隔アクセスを行うア

ジスタとして用いられる．これらは通信用にも用いる

プリケーション，たとえば主記憶上にデータを保持す

ことができる．ホストはこの Prefetch window のデー

4
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データが得られる．
一方，ライト時における高速化の指針は DIMMnet-1
における BOTF における Window メモリへの CPU か
らの書き込みの高速化指針6) とほぼ同様であり，Win-

dow メモリにコピーし終えたら，送信を指示するキッ
ク操作の代わりにベクトルストアコマンドを起動する．

4. DIMMnet-2 における実装
図 2 プリフェッチ機能付き Window メモリ
Fig. 2 Window memory with prefetching functions.

4.1 資源モデル
プログラマから見える 1 個の DIMMnet-2 上の資源
を以下に列挙する．(12)，(13) は特権領域にマップさ
れる．

(1) SO-DIMM 領域（4 GB×1〜16）
(2) LLCM 領域（数百 KB）
(3) WW：Write Window（64 bit 幅 64 語 ×N 本）
(4) RW：Read Window（64 bit 幅 64 語 ×N 本）
(5) SR：Scalar Register（7 bit 幅 8 語）
図 3 提案システムにおける間接配列参照時のキャッシュ挙動
Fig. 3 Behavior of cache on indirect array accesses with
proposed system.

(6) WWSR：WW Status Register（64 bit 幅 1 語）
(7) RWSR：RW Status Register（64 bit 幅 1 語）
(8) CMR：Command Register（64 bit 幅 16 語）

タ格納状態をフラグを通じて確認できる．たとえばホ

(9) CMSR：Command Status Register（16 bit 幅 1
語）

スト MPU の L2 キャッシュライン分のデータごとに
フラグが 1 bit ついていて，ステータスレジスタを読
むとこのフラグを確認できる．
これらのハード的な仕組みを使って間接配列参照を
行った場合の動作と高速化原理を図 3 に示す．前章で
列挙した問題点がすべて解決される．

3.2 ソフトウェア的対応

(10) CCR：Command Count Register（8 bit 幅 16
語）
(11) CPR：Current Page Register（16 bit 幅 4 語）
(12) CPMR：Current Page Mask Register（16 bit
幅 4 語）
(13) PGIR：Process Group ID Register（16 bit 幅 4
語）

本機構は，キャッシュメモリなどとは異なり，ソフト

(1) は CMR に書き込まれたコマンドにより WW ま

的に透過なハードではない．利用するためにはプログ

たは RW を介してアクセスする．つまり，ホストのメ

ラムの変更またはコンパイラによる対応が必要である．

モリ空間には基本的にはマップされておらず，DIMM

本機構を Pentium4 などのキャッシュベースの MPU

スロットに割り当てられた最大物理メモリ容量の壁

から利用する際のリード時における指針を以下に示す．

を越える一種の I/O 空間（大域仮想アドレス空間）

(1) 主記憶の WriteBack 属性の領域にスクラッチパッ
(2) 本機構を利用するためのプリフェッチコマンドを

に存在する．大域仮想アドレス空間は rank（12 bit），
page（4 bit），oﬀset（32 bit）の合計 48 bit で指定さ
れるノード間にまたがる共有空間である．この領域は

実際にデータを利用するより前に発行する．

大域仮想アドレス空間にマップされているので，後述

(3) Read window から領域 A にブロックコピーを行

の転送命令でリモートノードからもアクセスが可能で

うコードをプリフェッチが完了するころに実行する．

ある．ただし，各ユーザは CPMR により許可された

(4) Read window のアドレスに対応するキャッシュラ
インを再利用前にフラッシュする命令（Pentium4 の

page にしかアクセスできない．
(3)，(4)，(6)，(7) は DIMMnet-2 における書き込

場合は CLFLUSH 命令）を実行する．

み用と読み出し用のバッファとして考案された図 2 に

ド領域 A を確保する．

(5) 領域 A（実体はキャッシュ上）にあるデータを用

示されるプリフェッチ機能付き Window メモリの構成

いて，所望の処理を行う．プリフェッチと処理の時間

要素であり，これらがベクトルレジスタとして用いら

差が少なければキャッシュへのアクセスだけで必要な

れる．
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(2)〜(13) はホストの DIMM スロットに割り当てら
れた物理アドレス空間にマップされ，通常のメモリア
クセスによりアクセス可能とする．さらに，これらも
プロテクション上問題のないものは大域仮想アドレス
空間にマップされているので，後述の転送命令でアク
セスが可能である．つまり RW もリモートストアの
書き込み対象となる．これは，超並列計算機 TS/1 に

(9) ベクトル移動：
VM(type,iter,displace,sourceXWi,destinationXWj)
(10) ベクトル複製：
VC(type,iter,displace,sourceXWi,destinationXWj)
(11) ベクトル転送拡張：VT(rank,page)
(12) ベクトルクリア：VCLR(XWj)
(13) ベクトル同期：VSYN()

おけるリモートのベクトルレジスタ間のチェイニング
を行うプロセッサ間チェイニング7) の変形である．

4.2 ベクトル転送命令

5. NAS CG における適用例

命令は 64 bit 形式であり，ホストから CMR に書き込ま

5.1 NAS CG ベンチマーク
NAS CG は NASA 提供のハイパフォーマンスコン

れる．Packed と通常の間接アクセスの違いは Packed

ピュータ評価用ベンチマークの 1 つで，共役勾配法に

DIMMnet-2 におけるベクトル転送命令を列挙する．

は命令中で指定する 1〜4 個の要素に対する命令であ

よる疎行列の最小固有値を求めるプログラムである．

るが，通常の方は Window 上のリストベクトルで要

問題のサイズが小さい方から順にクラス S，W，A，

素を指定する点である．移動と複製の違いは，ステー
タスレジスタのフラグがクリアされるか否かの違いで

B，C の 5 種類がある．
NAS CG（シリアル版）のカーネル部分は以下のと

ある．VT 命令のみ直後に書き込まれた命令と組み合

おりであり，ほとんどの処理時間がこの部分で消費さ

せてリモートアクセスを行う命令と解釈される．ベク

れるため，この部分の高速化が重要である．その部分

トルクリア命令は指定された Window 上のデータを

にはリストベクトル colidx[k] による間接参照がある．

破棄し，対応するフラグをクリアする．ベクトル同期

for (j = 1; j <= lastrow-firstrow+1; j++) {
sum = 0.0;
for (k = rowstr[j]; k < rowstr[j+1]; k++) {
sum = sum + a[k]*p[colidx[k]];
}
w[j] = sum;
}

命令はその命令が起動されるまでに起動済みの命令が
実行完了するまで新たな命令の実行を待たせる．以下，

XW は WW と RW の総称，type はデータ型，iter は
繰返し回数，displace は XW 上での開始位置，top は
大域仮想空間上の oﬀset，stride は要素間間隔（byte
数），indexXW は index ベクトルを保持する window

上記の内側 for ループでは，j 行に含まれる非零要

である．

素数 i=rowstr[j+1]-rowstr[j] 回の繰返しがなされるの

(1) ベクトル連続ロード：

で，これがベクトル処理を行う場合のベクトル長を与

VL(type,iter,displace,RWi,top)
(2) ベクトル等間隔ロード：
VLS(type,iter,displace,RWi,top,stride)

した結果と配列 p[ ] のサイズを表 2 に示す．

(3) ベクトル間接ロード：
VLI(type,iter,displace,RWi,top,indexXWj)

える．行列の次数と i の平均を各クラスに関して測定

CG では p と同程度の大きさの配列が 8 個，a（p の
73〜273 倍）の大きさの配列が 5 個必要となる．たと
えばクラス S や W ではキャッシュに大半の配列要素

(4) Packed ベクトル間接ロード：
VLPI(type,iter,displace,RWi,top,index1,index2,
index3)

が載るのでメモリバンド幅の問題は生じないが，クラ

(5) ベクトル連続ストア：
VS(type,iter,displace,WWi,top)

のラインサイズ 128 バイトの中には 8 バイトのデー

(6) ベクトル等間隔ストア：
VSS(type,iter,displace,WWi,top,stride)
(7) ベクトル間接ストア：
VSI(type,iter,displace,WWi,top,indexXWj)
(8) Packed ベクトル間接ストア：
VSPI(type,iter,displace,WWi,top,index1,index2,
index3)

ス B では二次キャッシュからもあふれ出て多くが主記
憶へのアクセスとなる．Pentium4 の二次キャッシュ

表 2 CG における行列サイズと行あたり非零要素数の平均
Table 2 Matrix size and average number of non-zeroelements per row in CG.
クラス

行列次数

非零要素数/行の平均

S
W
A
B
C

1,400
7,000
14,000
75,000
150,000

55
72
132
182
240

p[ ] のサイズ
11 KB
54 KB
109 KB
586 KB
1.2 MB
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タがキャッシュラインの中に 16 個入るが，クラス C
では非零要素が十分に疎らであるため，p[ ] の間接参
照を行う際に 1 ラインの中の他の非零要素はほとんど
の場合入っていないと考えられる．よって，ラインサ
イズ 128 バイトのキャッシュを内蔵する Pentium4 に
おいては p[ ] の間接参照は 16 倍のメモリバンド幅を
消費してしまい，性能はメモリバンド幅がボトルネッ
クとなると予想される．

5.2 プログラムの改造方法
カーネルループは NAS CG ベンチマークの実行時
間の大半を占める．そのため，このループを高速化で
きれば全体の性能が高速化する．基本的には VLI() で
表現される提案ハードウェアによる間接ベクトルロー
ド，すなわち，gather 操作により，RW0 の連続領域
に圧縮されたデータ列を，ホスト上のベクトルレジス
タシャドー領域にコピーすることで，ホストでのアク
セスは連続化されることにより，メモリバス上のデー

図 4 NAS CG における提案システム用プログラムの流れ
Fig. 4 Flow of NAS CG program modiﬁed for proposed
system.

タ転送の効率化やキャッシュラインの効率的利用によ
る高速化がなされる．図 4 および以下にプログラム

べき部分なので，その機能を模擬（エミュレーション）

の改造後の処理の流れを示す．

する関数を記述したバージョンのプログラムでは，実

(1)

colidx[ ] を主記憶から提案ハードウェア上のメモ
リ領域に VS() 命令を使用して colidx-DIMM[ ]

行速度は遅くなるものの，改造が論理的に正しいこと

にコピー．

きる．

(2)

p[ ] を主記憶から提案ハードウェア上のメモ
リ領域に VS() 命令を使用して p-DIMM[ ] に
コピー．

を同一の実行結果が得られることで確認することがで

6. 性 能 評 価
6.1 評 価 環 境
性能評価は RWCP 版 OpenMP ディレクティブ付

(3)

以下カーネルループで，colidx-DIMM[ ] を

(4)

RW0 に VL() 命令を使用してロード．
VLI() 命令を起動する前にホスト側の RW0 に

明した提案メモリモジュール用の改造を行ったもので

対応するキャッシュラインを CLFLUSH 命令で

行った．Class C については RWCP 版のオリジナル

きの C 版 NPB CG 8) と，それをベースに前章で説

消去．

のコードでは Linux 上ではメモリを確保できず実行

(5)

VLI() により RW1 をインデックスとして p-

できないので，一部の配列の確保を static ではなくプ

(6)

DIMM[ ] を RW0 にロードする．
VLI() によるロードの完了をホストからポーリ

制限を回避して実行させている．表 3 に性能評価を

ング後，RW0 をソフトウェアプリフェッチまた

行ったマシンの仕様を示す．

はベクトルレジスタシャドー配列に RW0[ ] を
代入することで，ホスト側キャッシュにブロッ

(7)

(8)
(9)

ログラムの最初の部分で動的に確保することで OS の

6.2 メモリバンド幅と CG の性能の関係
表 4 に Pentium4 PC 上で CG（クラス C）実行に

ク転送でコピー．

要求されるバンド幅と演算性能を示す．メモリバンド

キャッシュに取り込んだデータを用いて a[ ] と

幅が性能を限定していることが予測されていたが，メ

内積を計算．その際，a[ ] は連続アクセスなの

モリバスを 1 本だけ動作する状態に主記憶を構成する

で MPU のハードウェアプリフェッチが起動さ
れる．

DIMM の配置を変更して測定したものの上での CG
の MFLOPS 値を示している．無対策の PC 上ではバ

上記と同様の処理を繰り返す（3 へループ）．

ンド幅から導かれる予測性能とかなり一致した実測性

p[ ] を更新し，繰り返す（2 へループ）．

能が観測された．これは，無対策の PC 上では CPU

なお，図 4 において下線を付した VS()，VL()，

VLI() の中身は，実機上ではハードウェアが実行す

の性能ではなくメモリバンド幅が CG の性能を決定し
ていることが実験的に示されていることになる．
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表 3 評価環境
Table 3 Evaluation environment.
機種名
CPU
FSB 周波数
コア周波数
L1 キャッシュ容量
L2 キャッシュ容量
L1 キャッシュラインサイズ
L2 キャッシュラインサイズ
メモリ種類
メモリバス本数
メモリ容量
OS
コンパイラ
最適化オプション

7
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Dell プレシジョン 360
Pentium4
800 MHz
2.4 GHz
8 KB
512 KB
64 B
128 B
PC3200（DDR SDRAM）
1 および 2
2 GB
Linux 2.4.26
gcc 3.2.2
-O3

表 5 NAS CG のオリジナルおよびエミュレーション性能
（MFLOPS）
Table 5 MFLOPS for original NAS CG and emulation
program on Pentium4 PC.

Class
original
emulation

S
167.61
94.31

W
166.54
106.91

A
167.71
111.66

B
90.22
54.62

C
55.57
38.20

アをエミュレーションしている時間も加算されるうえ，
ハードウェアをエミュレーションするために追加され
た配列によってキャッシュの利用効率が悪化するなど，
アルゴリズム的にもハードの実機がなければ遠回りし
ているだけにすぎず高速化する要素はなく，オリジナ
ルの CG よりは確実に遅くなる．

表 4 Pentium4 PC 上で CG（クラス C）実行に要求されるバン
ド幅と PC3200 1 本に対する演算性能
Table 4 Required bandwidth and MFLOPS per PC3200
based DIMM on Pentium4 PC for CG (class C).

M
F
L
O
P
S

p[colidx[k]]
a[k]
colidx[k]
total
PC3200×1
（予測）
PC3200×1
（実測）

ミュレーションしているプログラムに関して，前述の

提案システム

評価環境において得られた実行時間および MFLOPS

8/2×16=64 B/ﬂop
8/2=4 B/ﬂop
4/2=2 B/ﬂop
70 B/ﬂop
45.7 MFLOPS

8/2=4 B/ﬂop
8/2=4 B/ﬂop
0
8 B/ﬂop
400 MFLOPS

値を示す．すべてのクラスについてオリジナルに対し

41.8 MFLOPS

378 MFLOPS
（clﬂush 無）
188 MFLOPS
（clﬂush 有）

無対策の PC
バ
ン
ド
幅

表 5 にオリジナルの NAS CG ベンチマークおよび
提案メモリモジュールを含むシステム上での動作をエ

て 2 倍の実行時間で実行できた．実行結果はオリジナ
ルと完全に一致しており，前述の改造がプログラムの
意味を変えていないことが確認できた．

6.4 ハードによる SO-DIMM からの読み出しを
理想化した場合の性能
提案システムを使用するために追加されるソフト
ウェアオーバヘッドを測定するために，ハードウェア
で実現される機能をソフトウェアでエミュレーション

なお，提案システムでの机上予測性能は，バンド幅

している箇所についてコメントアウトを行い，演算途

比率から導かれる上限値を示しており，ソフトウェア

中でけっして NaN（非数）割込みが発生しないよう

オーバヘッドやメモリシステムのハードウェア動作効

に事前に RW などの配列を初期化したプログラムを

率は反映されていない．それらを反映した評価につい

用いて実行時間を測定した．この際，VLI() などの関

ては現状で得られている最善の測定結果のみ表 4 中に

数起動オーバヘッドは折り込まれるように，関数の中

示し，詳細は後述する．

身をコメントアウトしている．

6.3 エミュレーション性能
現状では提案メモリモジュールは存在しないので，

このバージョンのプログラムでは，VLI() などのハー
ドで更新されるべき値がまったく更新されないために，

ンしている．そのデータ構造および関数は前章で記載

CG 法の繰返しがなされてもまったく収束が進まない
など，実行結果の妥当性チェックでは失敗と表示され
るが，NAS CG ではクラスごとに所定の繰返し回数

したとおりである．

で終了してくれるので，実行時間についてはほぼ実機

そのハードウェアが実行する予定になっている部分の
動作は本評価ではソフトウェアによってエミュレーショ

本プログラムは NAS CG の処理を提案メモリモ

を用いた場合を忠実に再現している．ただし，実機よ

ジュールを用いて実行できるように NAS CG プログ

りも若干多くの配列をホストの主記憶上に作って実行

ラムそのものを書き換えたものであり，実機を使用す

しているので，キャッシュの効率は若干今回の評価の

る際にも残る記述と，実機を使用するときには削除さ

方が実機よりも悪くなる．

れるべき記述の両方を含む．本プログラムは NAS CG

ハードによる SO-DIMM から Read window まで

の処理内容をまったく変えずに，同じ結果が得られる

の読み出し時間が 1 回のポーリング時間以内で実行

ように等価変換がなされていることを実行結果から認

できる場合の提案メモリモジュールによる NAS CG

識することができる．ただし，実行時間はハードウェ

実行速度確認プログラムによる実行結果を図 5 に示
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図 5 NAS CG における提案システムの効果
Fig. 5 Eﬀect on MFLOPS of NAS CG with proposed
system.

図 6 キャッシュミス発生の抑制効果
Fig. 6 Eﬀect on reduction of cache-miss-hit.

す．各クラスに対して，オリジナル（original），単純

図 6 に RWCP 版 CG（original）と前節の fastest の

に提案システムを用いた場合（simple），Read win-

Class B の conj grad() 関数における結果を示す．横軸

dow を 2 本用いたうえでループアンローリングを行

は命令コードのオフセット値であり，縦軸は L2 キャッ

い PREFETCHNTA 命令や CLFLUSH 命令実行時

シュミスのサンプリング回数である．両方ともプログ

期の調整を行った場合（fastest），CLFLUSH 命令の

ラム実行中の L2 キャッシュミスヒットの大半はカー

影響を完全に取り去った場合（No clﬂush）の 4 種類

ネル部分の間接参照 p[colidx[k]] によって発生してい

の測定結果が示されている．このグラフより明らかな

る．もう 1 つ 1/20 ほど小さな山が後半に存在するが，

ように Original は Class B から C になると性能が半

こちらも間接参照 z[colidx[k]] によって発生している

減してしまうのに対して，提案システムを用いる場合

ことが分かる．キャッシュミス数の回数比から考えて，

はむしろ性能が向上する．このため，Class C のよう

カーネル部分のみ提案ハードウェアを用いた高速化を

に計算時間が長く高速化が強く望まれる処理において，

施すことでほぼ十分と考えられ，本論文における評価

CLFLUSH 命令を使用する場合においては 3 倍の高

はすべてカーネル部のみの改造を行う際の評価である．

速化を達成することができることが分かった．さらに

また，Original に比べて，提案ハードウェアを用いた

Pentium4 の CLFLUSH 命令自体の改善や，その影

場合の Fastest のキャッシュミスヒット回数が大幅に減

響の回避方法が発見されれば 388 MFLOPS 程度まで

少していることが分かる．これは提案ハードウェアが

高速化がされることが分かった．これは Single チャ

キャッシュライン浪費を抑制する効果と，改造したプ

ネルの PC 上で提案システムを 1 ボード用いた場合

ログラムが PREFETCHNTA 命令をおおむね適切な

の性能上限 400 MFLOPS に近いため，残された課題

タイミングで挿入できていることによると考えられる．

は CLFLUSH 命令の影響排除が主体であることが分

6.5.1 Pentium4 のハードウェアプリフェッチの

かる．

効果

図 5 において Original のプログラムの測定値は

今回実験に用いた Pentium4 にはハードウェアプリ

Dual チャネルを用いた場合の結果である．Original の

フェッチ機能がついており，その影響が懸念されたた

プログラムの ClassC において，表 4 に示されている

め，ハードウェアプリフェッチ機能を有効にした場合

ように Single ではバンド幅が有効に働き，Dual では

と無効にした場合の実行時間を測定した．その結果を

それほどではない．ハードディスクへのアクセスがほ

図 7 に示す．この結果，ハードウェアプリフェッチ機

とんどないことを確認しているものの，この測定条件

能はオリジナルのプログラムではほとんど影響がなく，

においてはバンド幅に比例しないその他の要因（TLB

提案システムを用いる場合には Class B および C の

ミスなど）の影響も大きいことが示唆されている結果

両方で若干メリットがあることが分かった．

であると考えられる．

6.6 Read window の語数を変動させた場合の
性能

6.5 キャッシュミス発生の抑制効果
CG におけるキャッシュミス発生状況を Pentium4

1 本の配列の間接参照のために Read window を 1

のパフォーマンスカウンタを用いた測定ツールであ

本のみ用いた場合，Read window の語数を変動させ

る Brink および Abyss 9) の組合せによって測定した．

た場合の性能変化を測定した．その結果を図 8 に示
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図 7 ハードウェアプリフェッチの演算性能への効果
Fig. 7 Eﬀect on MFLOPS with hardware-prefetching.

図 9 Read window の個数を変動させた場合の演算性能
Fig. 9 Eﬀect on MFLOPS with the number of Read
window.

図 8 Read window の語数を変動させた場合の演算性能
Fig. 8 Eﬀect on MFLOPS with the word-number of Read
window.

図 10 プリフェッチにかかる遅延を変動させた場合の性能
Fig. 10 Eﬀect on MFLOPS with the latency of
prefetching.

す．その結果 1 KB 程度あればすべての Class の CG

は本数が多いほど性能が向上することが分かった．つ

に対しては十分な性能が得られることが分かった．他

まり，同じ 2 KB の資源を使うならば，2 KB を 1 本の

のアプリケーションについても調べる必要があるが，

構成で使うよりは 512 B を 4 本の構成で使った方が，

少なくともこの結果のみからいえば，CG に対して

性能向上が得られるといえる．このことは SO-DIMM

は DIMMnet-2 プロトタイプの当初の設計値である

から Read window までのプリフェッチにかかる時間

512 B よりも，ハードウェア資源が足りるならば 1 KB

の隠ぺいの観点からも小さめの Read window を複数

以上に増やした方が若干性能が向上するといえる．本

設けて，大きな語数が効果があるような場面ではその

評価では SO-DIMM から Read window までのプリ

使用本数を増やすことで同等以上の効果をあげるとい

フェッチにかかる時間が 1 回のポーリング時間以内で

う方針が良いと考える．

終わるという状況下での評価になっているが，実際に
は Read window の語数をあまり大きくするとこの仮

6.8 プリフェッチにかかる遅延を変動させた場合
の性能

定が非現実的なものとなり実機と本評価との間に誤差

SO-DIMM から Read window までのプリフェッチ

が増大する．この点を考慮すると必ずしも語数が多け

にかかる時間は DIMMnet-2 プロトタイプの間接参照

ればよいというものでもないと考える．

ベクトルアクセスに関する論理設計が完了していない

6.7 Read window の個数を変動させた場合の
性能

現時点では明確ではないため，この時間が 1 回のポー

1 本の配列の間接参照のために Read window を複
数用いた場合，Read window の語数を 512 B に固定

変化を測定した．遅延時間の生成には Pentium4 の性

し，本数を変動させた場合の性能変化を測定した．そ

ポーリングの部分に挿入した．その結果を図 10 に示

の結果を図 9 に示す．その結果，1〜4 本までの範囲で

す．この測定は 512 B の Read window が 1 本の場合

リング時間を超える範囲で変化させたときの性能の
能カウンタを用いて正確な遅延時間を生成してフラグ
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（simple）と 2 本の場合（fastest）で明瞭に性能グラ

アス上の連続アクセスを等間隔ベクトルアクセスや

フが分離する．1 本の場合は 500 ns〜1 µs 程度で性能

間接ベクトルアクセスに変換する点で機能が類似して

向上が得られなくなるほど遅延増加にともなう性能低

いる．しかし，ホスト CPU 上の仮想空間上に設けら

下が激しくなるが，2 本の場合は 1 µs 程度の遅延を十

れる実体と同サイズのエイリアスへのアクセスとなる

分に隠ぺいできることが分かる．この結果より，Read

ために，メモリコントローラ側でのアドレス変換が多

window を 512 B を 2 本用いるとした場合は 1 µs 以
下で SO-DIMM から Read window までのプリフェッ

その空間の狭さに縛られる．さらに，ホスト CPU の

段階でオーバヘッドが増加し，かつ 32 bit CPU では

チを完了させることを目標に論理回路の設計を進める

FSB（Front Side Bus）に接続されるためホスト側の

べきであるという指針が得られる．

メモリコントローラを変更しない限り実装できない．

間接ベクトルロードの DIMMnet-2 プロトタイプで

このため，COTS のマザーボードを利用することはで

の実装は未完了であるため正確な遅延は述べられない

きず，PC クラスタ用技術としては適用できない．こ

が，間接ベクトルロードと多くの部分を共通に用いる

れに対し本方式はホストの仮想空間とは独立した巨大

等間隔ベクトルロードの実装が，最適化できた状態で

なページサイズ（DIMMnet-2 では 4 GB）を有する

はないものの動作が可能な状態まで DIMMnet-2 プ

一種の I/O 空間に対するアクセスであるため，自ノー

ロトタイプ上で実装されており，512 バイトの Read

ドの SO-DIMM へのアクセスについては実質的にア

window1 本を double 型データで満たす繰返し数 64
では本来の半分の周波数（100 MHz）で動作した際の

ドレス変換そのものが排除されているためベクトル型

遅延が 830 ns である．ただしこの測定結果は 32 bit

らにノースブリッジやマザーボードに手を加える必要

データを不連続アクセスした場合なので，64 bit デー

がないので，COTS のメリットを最大限享受できる．

タを扱う CG の場合よりも SO-DIMM アクセスなど
の効率が悪い状況での遅延である．ASIC 化がなされ

メモリアクセス部と相まって高速化が可能である．さ

8. ま と め

て本来の周波数（200 MHz）で動作すればさらに半分

本論文では PC のメモリスロットに装着されるプリ

（400 ns）程度の遅延で間接ベクトルロードが行われる

フェッチ機能を有するメモリモジュールを提案した．

ものと考えられる．これに先立つインデックス配列の

このデバイスは，Pentium4 などの COTS 型 MPU

連続ベクトルロードはデータ量が半分で，かつ転送効

のキャッシュアーキテクチャの弱点を軽減することで，

率も 2 倍程度見込めるので上記の 1/4 程度の遅延と考

パーソナルスーパコンピュータに匹敵する性能を PC

えられる．よって ASIC 化がなされるならば，500 ns

上でも実現可能にすることを目指している．

程度のハード遅延を期待できるため，Read window2

本論文ではさらに DIMM スロットに装着される NIC

本で十分に高い効率での動作が期待できることを図 10

である DIMMnet-2 におけるベクトル転送命令による

より読み取ることができる．

本方式の実装例について示した．本実装例では，プロ

7. 従 来 研 究

テクションのためのオーバヘッドを減らしつつ，ロー

通常のキャッシュアーキテクチャベースの MPU のメ

より高速アクセス可能な，最も COTS の恩恵を享受

モリアクセス部分の改良として，SCIMA 10) や，SDT

できる 32 bit CPU のアドレス空間の不足を超越した

および TPDT

11)

カルとリモートの差を極力排除した統一的な命令に

が提案されている．しかしこれらは
MPU そのものを改造する必要があるので，Intel や
AMD などの MPU ベンダが採用しない限り PC クラ

巨大な共有メモリ構築のための 1 つの方法論が示さ

スタに利用できる COTS とはならない．さらに SDT

ンティックスをハードウェアが直接実現しており，そ

れている．このようにして形成される大域的仮想空間
は，Partitioned global address space と同様のセマ

や TPDT では書き込みには対応していない．SCIMA

れを基盤とする UPC や Co-array FORTRAN の効

では等間隔アクセスのみ命令でサポートし，間接参照

率的な実装が期待できる．

には対応していない．これに対し本方式は間接参照や

さらに，NAS CG ベンチマークによる間接参照の性

書き込みにも対応しており，MPU やマザーボードに

能評価を行い，本方式により Pentium4 などの COTS

手を加える必要がないので，COTS のメリットを最大

型 MPU を単純に用いる場合と比べ，メモリバンド幅

限享受できる．

の有効利用がはかられ，大幅な高速化が得られること

メモリコントローラ（ノースブリッジ）の改良とし
て Impulse

12)

が提案されている．Impulse はエイリ

や，CLFLUSH 命令の影響を排除できればより高速
化することや，いくつかのハード的パラメータを振っ
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た測定によるハード設計の最適化に関するいくつかの

社が商標および登録商標として使用している場合があ

重要な指針を示した．本評価結果から，類似したデー

ります．

タ構造へのアクセスがネックとなっている有限要素法
における効果も有望であると考えられる．
本評価手法は Simple Scalar Tool Set などの命令レ
ベルシミュレータを使う従来の多くの研究と異なり，
内部詳細構造が非公開な Pentium4 を対象として精密
に結果に反映できている点，NAS CG ベンチマーク
の Class B や C といった実行時間の観点から命令レ
ベルシミュレータでは現実的には取り扱えない対象に
おける実行時間を，高速かつ精密に測定できている点
で画期的な手法である．
本方式は NIC 上に必ずしも実装される必要はなく，

1CPU のシステムにおいて有効である．つまり，並列処
理とは別の原理により，本方式を内在する DIMMnet-

2 は装着した安価なノード PC の実行性能を高速化す
る可能性を持っているという点で，従来にない画期的
な特質を有する NIC であることが示された．これが，
通信のみの高速化を実現する DIMMnet-1 との根本的
な違いである．
現時点で DDR スロット上で FPGA がメモリとし
てホスト PC から認識されてアクセスできることは確
認済みで，電気的には現在の方向性での実現可能性は
確認できている．今後は，DIMMnet-2 上の外部メモ
リの構成や，その他の部分の設計を進め，本方式の有
効性をシミュレーションやハードウェアプロトタイプ
作成により評価を行う予定である．主記憶データベー
スにおける Wisconsin ベンチマークによる等間隔ア
クセスの評価を実施中である．さらに専用コンパイラ
についても開発中である．DIMMnet-2 を 2 枚装着す
るなどにより Dual チャネルを有するマザーボードへ
の対応は可能と考えているが，その詳細の検討につい
ては今後の課題である．
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