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Cell/B.E. プログラミングの
特徴と活用事例の紹介

塚本

明（（株）ソニー・コンピュータエンタテインメント） 安田絹子（グーグル（株））

田村陽介（（株）フィックスターズ） 町田浩之（ソニー（株））
しょう．
Cell Broadband Engine™（Cell/B.E.）
はコンピュータ

アーキテクチャとしては複数のコンピュータの集合で

エンタテインメントシステムである PLAYSTATION ®3

処理させる分散コンピューティングに近く，HPC コン

（PS3®） の CPU と し て 知 ら れ て い ま す が，CPU の

ピュータや，マルチノードのネットワークプログラミン

中に 9 個のヘテロジニアスなプロセッサコアを持ち，

グの技術が応用できます．

Folding@home などのための高性能なアクセラレータと
しても活用されています．この解説では Cell/B.E. のア
ーキテクチャ，プログラミングモデル，最適化技法につ
いて概要を説明し，Cell/B.E. の性能を引き出す手法を

Cell/B.E. の特徴とその背景
▶消費電力に対する演算性能の高さ

紹介します．また，医療やファイナンスなどの産業アプ

Cell/B.E. は分岐予測やアウトオブオーダを実装した

リケーションにおける Cell/B.E. の有効性と，実際の活

高機能なマイクロアーキテクチャを採用していません．

用例を紹介します．

その代わり，各コアをシンプルで小さく保つことにより

9 個のコアを 1 チップ上に敷き詰めることを可能としま
した．このことにより，従来ハードウェアのレベルで適

なぜ Cell/B.E. か
Cell/B.E. の 演 算 コ ア で あ る SPE（Synergistic
Processor Element）
は，DSP や GPU などのアクセラレ
ータと似た特徴をいくつか持っています．しかし，特定
用途のために設計されたアクセラレータと違い，Cell/
B.E. の SPE は汎用性が高く，幅広いアプリケーション
でさまざまな用途に活用・応用することができます．

用されていた最適化が行われないため，プログラマがハ
ードウェアやコンパイラの挙動を把握して最適なプログ
ラムを書くことが Cell/B.E. の性能を引き出す鍵となっ
ています．
よく引用される Cell/B.E. のパフォーマンスを示す例
を 2 つあげましょう．
Folding@Home は，大量のコンピュータの遊休時間
を使ってタンパク質の折りたたみ構造を計算する分散コ

どのアクセラレータを採用しても，アクセラレータに

ンピューティングプロジェクトです．このプロジェクト

計算処理をさせるには，既存コードの移植作業が必要に

において，Cell/B.E. は他の CPU とは比較にならない

なります．しかし，Cell/B.E. の場合，SPE はあくまで

ほどの圧倒的な貢献をしています．2007 年 9 月の時点

汎用のプロセッサコアですから，たとえば小規模な C/

で X86 CPU との比較は下記になります．

C++ コードであればそのまま SPE に移植することが

Windows contributes 164TFlops by 172,329 CPUs

できます．実際にはコードの最適化や SPE に適した形

PS3 contributes 666TFlops by 36,813 CPUs

での移植作業を行わないと大きなアクセラレーション効

また，スーパーコンピュータの世界的なベンチマー

果は望めませんが，汎用のコードが使えるのは大きなメ

クコンテストである Top500 で 1 peta Flops（2008 年

リットです．また，SPE ではコードの最適化によって

11 月現在，トップ）を達成したロスアラモス研究所のス

得られる性能向上効果が大変大きく，ときには数倍から

ーパーコンピュータ Roadrunner は，その演算プロセ

数百倍にも及びます．コードを載せるだけなら簡単なの

ッサとして Cell/B.E. を採用しています．Roadrunner

に，最適化すればするほど大幅に性能が向上するという

は 2008 年 11 月時点で Top500 のトップに位置してお

SPE の性質は，エンジニアの知的好奇心やプログラミ

り，Cell/B.E. の実力が証明されたと言えます．特質す

ングの充実感という点において非常に魅力的と言えるで

べきは，演算性能あたりの消費電力を競う Green500 で
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SPE : マルチメディア演算向き
の128bit SIMD 型シンプルコア
とにかく演算が高速
制御的処理はそうでもない

•
•

SPE 演算用プロセッサ
MFC

SPE
SPE
SPE
SPE
SPE
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LS
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•
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SPE

図 - １ Cell/B.E. の ア ー キ
テクチャ構成図

も同時にトップになったことです． 従来の特注部品を

結ぶ EIB（Element Interconnect Bus）からなる非対称

用いたスパコンとは違い，Roadrunner は一般的に市販

マルチコアプロセッサで，その実測性能は単精度で 200

されている製品をクラスタ構成した比較的安価な構成

GFlops 超に及びます．

をとっています．1 枚の IBM LS21（Opteron を 2 個搭

概念的には Cell/B.E. は高速，小容量のメインメモ

載）と 2 枚の QS22（Cell/B.E. を 2 個搭載）を PCIe バ

リ（LS）を備え演算処理に特化した計算機（SPE）8 台と，

スで接続したカスタムデザインのブレードサーバ 3 枚が

キャッシュメモリを介して大容量のメモリにアクセスす

1 つのクラスタ単位で，これを大量に並べた構成となっ

る従来型の管理用計算機（PPE）1 台をリング型ネット

ています．

ワークで接続した分散環境を 1 チップで実現したものと

▶デザインの背景
近年，コンピュータ上で動画や音声を処理するマルチ
メディア・アプリケーションは，すでに一般的なものに

みることができます．
SPE は LS 上のコードとデータで動作し，LS と PPE
のメインメモリ間のデータ転送は各 SPE に内蔵された
DMA コントローラ
（MFC）
によって行います．

なっています．しかし，より高画質な映像，高品質な音

なお，SPE は DSP や浮動小数点ユニット（FPU）の

声を扱う 3D ゲームや動画再生アプリケーションの登場

一種であると誤解されることがありますが，それぞれ

により，CPU は，これまで以上に高速にデータを処理

独立したプログラムカウンタとレジスタファイルを持

する能力を要求されるようになりました．

ち，フルセットの C/C++ プログラムが動作する汎用

従来は，CPU の性能向上を 1 基のコアの性能向上の

の RISC プロセッサです．

みで実現するという考えのもとで，CPU の開発が行わ
れてきました．しかし，その結果 CPU は複雑化して，
消費電力の増加，発熱量の増加と高コスト化を招き，以
前ほどの性能向上を望めなくなりました．

Cell/B.E. のプログラミング
Cell/B.E. プラットフォームでは図 -2 の概念図のよう

そこで，各 CPU メーカはさらなる性能向上への打開

に，PowerPC の Linux 用の C，C++，Fortran のコ

策として，複数のコアで処理を並列実行できるマルチコ

ンパイラなどが提供されており，プラットフォームに

ア CPU の開発へと向かい始めます．

依存しない一般的な Linux プログラミング環境が利用

▶アーキテクチャ

可能です．しかしながら，従来のソースコードをその
ままコンパイルしたプログラムでは，PowerPC 互換の

Cell/B.E. は，図 -1 で示すように PowerPC 互換のプ

PPE しか活用しません．従来通りの Linux プログラミ

ロセッサコアである PPE（Power Processor Element）
，

ングに加えて SPE プログラミング方法を習得すること

新開発の RISC プロセッサコアである SPE，それらを

で，Cell/B.E. の特徴や性能を活かしたプログラムの開
情報処理 Vol.50 No.2 Feb. 2009
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図 -2 Cell/B.E. プラットフォームの開
発環境

発が可能となります．

▶開発環境
Cell/B.E. を 利 用 し た ハ ー ド ウ ェ ア と し て，PS3®

（SCE） だ け で な く，GigaAccel 180（Fixstars），
QS20/21/22（IBM）
，ZEGO®BCU-100（Sony） な ど，
さまざまな製品が市販されています．これらのほとん

#include <stdio.h>
int main()
{
printf(“Hello, World!¥n”);
return 0;
}

図 -3 “Hello, World”を出力する SPE プログラム

どの Cell/B.E. ハードウェアの上で，統一された Cell/
B.E. 用の Linux カーネルが動作します．このカーネル
は SPE 仮想化インタフェースである SPUFS を備えて
います．ただし，このインタフェースをアプリケーショ
ンから直接使うことは意図されておらず，アプリケーシ

$ spu-gcc hello.c -o hello.spe
$ ./hello.spe

図 -4

SPE プログラムのコンパイルと実行

ョンは，そのインタフェース上に実装された基本ライ
ブラリである libspe2 や，さらにその上に構築された非
対称マルチコアならではのアプリケーション実行環境
MARS などを使ってプログラミングします．
それでは，libspe2 と MARS を利用したプログラミ
ングについて順を追って説明していきたいと思います．

▶ SPE プログラミング

の普通の C 言語のプログラムです．
このソースコードを SPE 向けにコンパイルして SPE
用のバイナリプログラムを生成し，さらにそれを SPE
上で実行するには，シェルのプロンプトから図 -4 のよ
うに入力・実行します．
こちらも見た通りですが，簡単に説明しておきまし
ょう．Linux 上で SPE 用のプログラムをコンパイルす

SPE の上では，SPE 向けにコンパイルされた SPE

るには，SPE（SPU）用の gcc である spu-gcc を使いま

バイナリ形式のプログラムが動きます．SPE 用のプロ

す．また，Cell/B.E. 用の標準的な開発環境がインスト

グラムの作り方は開発環境により異なりますが，基本的

ールしてある Linux では，この例のように SPE プログ

には PPE 上で動作する通常の Linux プログラムとは別

ラム名をそのままコマンドラインから入力して SPE プ

に，SPE のためのプログラムを記述・コンパイルする

ログラムを実行することができます．これは，Linux の

必要があります．

binfmt_misc と呼ばれるカーネルモジュールを使って

ここで，簡単な SPE プログラムの例を見てみましょ

実現されています．SPE 用のプログラムがシェルのプ

う．図 -3 のコードは，“Hello, World” と出力するだけ

ロンプトから入力されると，裏側で elfspe と呼ばれる

の単純な SPE プログラムです．見ての通り，メイン関

SPE プログラムを起動するだけの小さな PPE プログラ

数からはじまって標準入出力ライブラリを呼び出すだけ

ムが起動され，そのプログラムが指定された SPE プロ
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グラムを LS にロードし実行します．
また，SPE プログラムでは，組込み用の C ライブラ
リ newlib を使うことができるため，printf などの標準
ライブラリ関数のほとんどを使うことができます☆ 1．
libspe2 における SPE の扱い
次に，基本的なライブラリである libspe2 を使って
PPE プログラムから SPE プログラムを実行・制御する
方法を見てみましょう．libspe2 では，次のようなフロ
ーで SPE を利用します
（図 -5 参照）
．
（1）spe_image_open : SPE プログラムファイルをオ
ープン
（2）spe_context_create : SPE コンテキストを作成
（3）spe_program_load : SPE プログラムを SPE コン
テキストの LS にロード
（4）spe_context_run : SPE コンテキストを実行
（5）spe_context_destroy : SPE コンテキストの破棄
（6）spe_image_close : SPE プログラムファイルをク
ローズ

図 -5

SPE でのプログラム実行フロー

ここで，SPE コンテキストを実行する spe_context_
run はブロッキング API であることに注意する必要が
あります．つまり，spe_context_run を呼び出した PPE

ストとして管理されており，1 つの SPU コンテキスト

プログラムは，SPE プログラムが正常終了あるいは異

が SPUFS でいう 1 つの仮想ディレクトリを構成します．

常終了しない限り，先に進みません．

この仮想ディレクトリの下に SPE のメモリ（LS）を抽象

したがって，libspe2 を使って複数の SPE を使う場合，

化する mem や PPE，SPE 間の通信機構であるメール

pthread などの PPE 上のスレッドライブラリと組み合

ボックスを表す mbox などの仮想ファイルが作られます

わせてプログラムを書く必要があります．N 個の SPE

が，普通はユーザがこれらの仮想ファイルを直接扱うこ

を使う場合の典型的なフローは次のようになります：

とはありません．

（1）SPE プログラムファイルをオープン

SPU コンテキストと物理的な SPE は n 対 m でマッ

（2）N 個の SPE コンテキストを作成

ピングされるため，ユーザプログラムは物理的な SPE

（3）SPE 実行イメージを SPE コンテキストの LS に

よりも多くの SPU コンテキストを扱うことができま

ロード

す．この SPU コンテキストとそれに対する操作 API が

（4）N 個の PPE スレッド
（pthread など）
を作成

libspe2 における SPE コンテキストと基本 API にほぼ

（5）スレッド内で SPE コンテキストを実行

マップされているかたちとなります．

（6）N 個の PPE スレッドが終了するのを待機
（7）N 個の SPE コンテキストを破棄
（8）SPE プログラムファイルをクローズ
SPUFS : Linux における SPE の扱い
ここで，参考までに OS（Linux）において SPE がど
のように抽象化されているのか簡単に説明します．

▶ Cell/B.E. のプログラミングモデル
それでは，非対称マルチコアに要求されるプログラミ
ングモデルと，それを実現する SPE プログラム実行環
境を紹介します．
PPE を主体としたプログラミングモデル

本章の冒頭でも簡単に触れましたが，Cell/B.E. 用

ここまで説明したような libspe2 を使ったプログラ

の Linux では，SPE は SPUFS という仮想ファイルシ

ミング方法で，SPE プログラムのロードや切替えを実

ステムとして抽象化されています．OS 内では物理的

現しようとすると，図 -6 のようになります．すなわ

な SPE プロセッサはそれを仮想化した SPU コンテキ

ち，SPE プログラムのロードや切替え，および SPE プ
ログラムへのパラメータの受け渡しなどすべての実行

☆1

SPE 用の newlib では，printf などの標準入出力関数は PPE 側のプ
ログラムに処理を戻すことで実現されています．ですから，この例
では実際には SPE 上で動いている個所はプログラムの起動・終了
に関するわずかな部分しかありません．

制御を PPE プログラムが担当しています（PPE centric
programming model）．
このように PPE プログラムを中心として SPE プロ
情報処理 Vol.50 No.2 Feb. 2009
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図 -6

PPE を中心としたアプリケーションの実行イメージ

図 -7

SPE を中心としたアプリケーションの実行イメージ

グラムの実行を細かく制御しようとすると，PPE プロ

プログラム側の処理待ちによる性能低下が発生せず，よ

グラム側での SPE 制御コード（SPE プログラムのロー

り効率よく SPE を利用できるようになります．

ドや切替え，複数 SPE プログラム間の連携）が煩雑化

また，もう 1 つ Cell/B.E. プログラミングで重要なポ

してくるとともに，PPE 側の処理の完了を待つことに

イントとして SPE 時間をできるだけ無駄にしないとい

よる SPE プログラムの性能低下が発生してしまいます．

う点があります．SPE が「待ち」状態に入ってしまった

たとえば，同時に他の PPE プログラムも実行されて

ら，別の SPE プログラムにコンテキストスイッチして

いる場合，このアプリケーションの PPE プログラムは，

実行可能な別の SPE プログラムを実行させることでこ

次に PPE 上で実行されるようにスケジュールされるま

の問題を回避できます．

で待たされることがあります．したがって，PPE プログ

こ の よ う な，SPE centric programming model を

ラムによる SPE プログラムのロードや切替え，もしくは

支 援 す る フ レ ー ム ワ ー ク と し て MARS（Multicore

パラメータの受け渡しが遅れると，その間 SPE は実行

Application Runtime System）
があります．

可能な状態であるにもかかわらず，PPE 側からは SPE
が「待ち」状態に入ったことが検出できないので，結果と
して SPE は何もせずにただ待たされることになってし
まい貴重な SPE 時間を無駄にすることになります．

MARS フレームワーク
MARS は SPE centric programming model のための

これは，SPE プログラムの実行制御が PPE を介して

機能を提供するライブラリです．オープンソースプロジ

行われているためです．もし，このような処理の流れ自

ェクトとして開発が進められており，コミュニティ☆ 2

体をなくして，SPE 同士が直接パラメータを受け渡し

で日々活発に改良が続けられています．

たり，SPE プログラム自身が「待ち」状態になったら能

libspe2 では SPE コンテキストが SPE プログラムの

動的に他の SPE プログラムにコンテキストスイッチし

実行単位でしたが，MARS では MARS タスクという単

たりすることができれば，より効率的に SPE を利用で

位で SPE プログラムの実行を管理します．

きるようになります．
SPE を主体としたプログラミングモデル

▶ MARS の特徴

ここの項では，アプリケーションの実行と制御の主

MARS の 1 つ目の特徴として，SPE 間で各種の同期・

体が SPE 側にあるアプリケーションの実行モデルに

通信機構を実現する API を提供しています．これによ

ついて解説します．SPE を中心としたアプリケーシ

り，PPE プログラムを介することなく，MARS タスク

ョンの実行イメージを図 -7 に示します（SPE centric

間で直接データの受け渡しができ，SPE の利用効率を

programming model）
．

上げることができます．また，MARS タスクと PPE プ

図 -7 に示すように，このモデルでは SPE プログラム

ログラムとの間のやりとりも，MARS の同期 API を利

のロードや切替え，パラメータの受け渡しなどは PPE
を介さずに行われます．これにより，SPE 自身がアプ
リケーションを主体的に実行できるようになり，PPE
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図 -8 PPE による同期機能と比
較した MARS による同期機能の
メリット

用することで簡単に効率的に行えるようになります．

2 つ目の特徴として，MARS では MARS タスクが「待

その詳細はまず，MARS タスクが同期のためにブロ
ックされると，MARS タスクは「待ち」状態に入ります．

ち」状態になったときに SPE の CPU 時間が浪費されな

これを MARS kernel が検出し他の MARS タスクにタ

いようにする機構が用意されています．同期をとるため

スクスイッチします．このタスクスイッチにより，SPE

などの理由で SPE が「待ち」状態になったとしても，そ

は待ち時間を別の MARS タスクの実行のために割り

のことは通常 PPE 側ではそれを検出することができま

当てることができ SPE 実時間を無駄にせずにすみます．

せん．MARS では同期用 API などが呼ばれて MARS

その後，ブロックされて「待ち」状態にあった MARS タ

タスクが「待ち」状態に遷移した場合，各 SPE の LS に

スクは待っていた同期イベントを受け取り，実行可能状

常駐する小さな MARS kernel がこれを検出し，他の実

態に戻ります．そして SPE が利用可能になったときに，

行可能にある MARS タスクにタスクスイッチさせます．

元の MARS タスクの実行が再開されるようにスケジュ

このように，MARS でのタスクスイッチは MARS タ

ールされます．以上の仕組みにより，MARS の API を

スクが kernel へのブロッキング API の呼び出しで
「待ち」

利用するだけで SPE 時間を無駄にしない Cell/B.E. プ

状態に遷移することをきっかけに発生する協調的なノン

ログラミングを暗黙のうちに実現できます．

プリエンプティブ方式のタスクスイッチです．libspe2
が利用する SPUFS が提供するプリエンティブ方式とは

▶ MARS プログラミング

異なり，処理が継続できなくなったときかアプリケーシ

それでは，MARS タスクをどう生成して実行する

ョンが明示的に指示したときにのみタスクスイッチを行

かを示します．サンプルコードでは PPE プログラム

いますので，多くの場合 MARS のほうが総合的なパフ

（図 -9）から 3 つの MARS タスク（SPE プログラム）を

ォーマンスと SPE 利用効率は良くなります．

生成します．1 つはメインとして SPE から調停役を行

図 -8 は，MARS の 同 期 機 能 で あ る セ マ フ ォ

うメイン MARS タスク（図 -10）で，残りの 2 つは演算

（semaphore）が，PPE centric programming model の同

処理を行うことを想定した MARS タスク
（図 -11）です．

期を使った場合に比べていかに効率的かを示した例です．

最初のメイン MARS タスクは，PPE からスケジュ

MARS を利用せずに，スピンロックで同期処理を行

ールされます．次にメイン MARS タスクは 2 つの演算

う場合，ブロックされた SPE プログラムは有意な処理

処理 MARS タスクの実行をスケジュールします．その

を行わないまま SPE 全体の実行を占有し続けます．セ

際，メイン MARS タスクは，PPE から渡された 2 つの

マフォを取得できるまでに長時間を要する場合，SPE

タスク ID を利用します．

はほかの処理を何も行うことができず貴重な SPE 時間

各々の演算処理 MARS タスクは，“Hello!” を出力し

の浪費となり，パフォーマンスの低下につながります．

ます．この例では実際に演算処理を行う代わりにメイン
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図 -9

#include <stdio.h>
#include <mars/mars.h>
#include <libspe2.h>
#define NUM_SUB_TASKS

2

extern spe_program_handle_t spe_main_prog;
extern spe_program_handle_t spe_calc_prog;
int main(void)
{
struct mars_context *mars_ctx;
struct mars_task_id task1_id;
static struct mars_task_id task2_id[NUM_SUB_TASKS] __attribute__((aligned(16)));
struct mars_task_args task_args;
int i;
mars_context_create(&mars_ctx, 0, 0);
mars_task_create(mars_ctx, &task1_id, "Task 1", spe_main_prog.elf_image,
MARS_TASK_CONTEXT_SAVE_ALL);
for (i = 0; i < NUM_SUB_TASKS; i++) {
char name [16];
sprintf(name, “Task 2.%d”, i);
mars_task_create(mars_ctx,&task2_id[i],name, spe_calc_prog.elf_image,
MARS_TASK_CONTEXT_SAVE_ALL);
}
task_args.type.u64[0] = mars_ptr_to_ea(&task2_id[0]);
task_args.type.u64[1] = mars_ptr_to_ea(&task2_id[1]);
/* start main SPE MARS task */
mars_task_schedule(&task1_id, &task_args, 0);
mars_task_wait(&task1_id, NULL);
mars_task_destroy(&task1_id);
for (i = 0; i < NUM_SUB_TASKS; i++)
mars_task_destroy(&task2_id[i]);
mars_context_destroy(mars_ctx);
return 0;
}

PPE プログラム

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

#include <stdlib.h>
#include <spu_mfcio.h>
#include <mars/mars.h>
#define DMA_TAG 0
int mars_task_main(const struct mars_task_args *task_args)
{
static struct mars_task_id task2_0_id __attribute__((aligned(16)));
static struct mars_task_id task2_1_id __attribute__((aligned( 16)));
struct mars_task_args args;
mfc_get(&task2_0_id, task_args->type.u64[0], sizeof(task2_0_id), DMA_TAG, 0, 0);
mfc_get(&task2_1_id, task_args->type.u64[1], sizeof(task2_1_id), DMA_TAG, 0, 0);
mfc_write_tag_mask(1 << DMA_TAG);
mfc_read_tag_status_all();
/* start calculation SPE MARS task 0 */
args.type.u32[0] = 123;
mars_task_schedule(&task2_0_id, &args, 0);
/* start calculation SPE MARS task 1 */
args.type.u32[0] = 321;
mars_task_schedule(&task2_1_id, &args, 0);
mars_task_wait(&task2_0_id, NULL);
mars_task_wait(&task2_1_id, NULL);
return 0;
}

図 -10

メイン MARS タスクプログラム（SPE）
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#include <stdio.h>
#include <mars/mars.h>
int mars_task_main(const struct mars_task_args *task_args)
{
/* do some calculations here */
printf("MPU(%d): %s - Hello! (%d)¥n",
mars_task_get_kernel_id(), mars_task_get_name(),
task_args->type.u32[0]);
return 0;
}

図 -11 演算処理 MARS タス
クプログラム（SPE）

MARS タスクから渡されたユニークな数値を演算処理

グしやすくかつ高速化しやすい）データ構造は，各 SPE

MARS タスクごとに出力しています．

が端から順にデータ転送しながら処理を進められるよう

今回の例では，演算処理 MARS タスクが printf() を

なストリーム型のデータ構造です．逆に，以前の処理結

呼ぶだけですが，MARS 同期 API などが呼ばれてブロ

果によって次に転送すべきデータの位置が決まるような

ッキングされた場合は，別の MARS タスクにタスクス

データ構造を使うと，たとえ高速とされるアルゴリズム

イッチされます．

を使っていたとしても，データ転送がボトルネックとな

前章で紹介しました libspe2 を利用したサンプルプ
ログラムより少しコードが長くなりますが，MARS の
API によって大変シンプルに SPE centric programming
model を実現できることが分かります．

って性能が悪くなってしまうことがあります．

▶ダブル・バッファリング
SPE とメインメモリ間のデータ転送は，SPE の高
速な演算に対し最もボトルネックとなりやすい個所で

Cell/B.E. 固有の最適化技法
ここでは，Cell/B.E. プログラムを高速化・最適化す

す．ボトルネックを最小限にするには，データが必要に
なってからデータ転送を行うのではなく，必要になった
ときには転送が終わっているのが理想的です．SPE で

る上で重要となる Cell/B.E. の特徴や技法を紹介します．

は，演算ユニットである SPU が演算を行っている間に，

Cell/B.E. プログラミングでは，時間のかかる演算部分

DMA コントローラを含む MFC が同時にデータ転送を

をいかに SPE に処理させるかが最適化の鍵を握るため，

処理することができるため，ダブルバッファリングなど

SPE とメインメモリ間のデータ転送や SPE に関する技

の技法によってデータ転送コストを隠蔽することが可能

法がプログラミングにおいて大きなウェイトを占めます．

です
（図 -12）
．

▶データ構造の設計

▶アライメント

SPE に処理をさせるには，メインメモリから SPE の

データ構造と関連して，Cell/B.E. プログラミングに

ローカルメモリである LS に処理データや実行コードを

おいて性能やコードの移植の手間に大きくかかわってく

転送してくる必要があります．このデータ量は，ある程

るのが，データのアライメント
（整列と配置）の問題です．

度の規模のプログラムになると，LS のサイズ（256KB）

たとえば，メインメモリと SPE の LS 間の DMA によ

より大きくなってしまうのが普通です．このため，「デ

るデータ転送では，転送するデータは 16 バイト境界に

ータを転送しながら処理を進める」というのが SPE の

アラインされた 16 バイトの整数倍のサイズを持つ領域

典型的な処理スタイルになります．Cell/B.E. では，こ

である必要があります．また，最も効率よくデータ転送

のようなメモリ間のデータ転送はすべてプログラマが明

を行うことができるのは，128 バイトでアラインされた

示的に制御する必要があります．ですから，効率的にデ

128 バイトの整数倍のサイズの領域に対してとなります．

ータ転送しやすいようにデータ構造やアルゴリズムをあ

データ転送に限らず，SPE 上で最適な（つまり最も性

らかじめ設計しておくことが，プログラム全体の設計や

能の良い）ロード・ストアや演算を行うには，すべての

性能を大きく決定づけます．

データが 16 バイトでアラインされている必要がありま

一般的に，Cell/B.E. が最も得意とする
（プログラミン

す．これは，SPE（SPU）が 128 ビット（=16 バイト）
情報処理 Vol.50 No.2 Feb. 2009
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図 -12 シングルバ
ッファリングとダブ
ルバッファリング

図 -13 ベクタ型と
ベクタ型内に保持さ
れる要素型の配置イ
メージ

を基本ユニットとするプロセッサであり，レジスタサイ
ズや演算のオペランドもすべて 16 バイトを単位として
いるためです．

▶ベクタ型と SIMD 演算
Cell/B.E. のための C/C++ 言語開発環境では，SPE
の演算単位である 16 バイトのデータをうまく扱えるよ
うに，ベクタ型（vector type）と呼ばれる型が基本型と
して用意されています．Cell/B.E. ではすべてのベクタ
型は 16 バイトのサイズを持ち，その中に C/C++ の標

図 -14

SIMD 演算のイメージ

準の型データを配列のように複数保持できるようになっ
ています．ベクタ型は各標準型に対応するように定義さ
れており，たとえば，32 ビットの整数型（int）に対応し
て，4 個の整数型（4 * 32 =128 ビット）の値を保持でき

SIMD 演算命令となっています．SPE 上でも int などの

るベクタ整数型（vector int）が定義されています．ベク

標準型を使った普通の演算をプログラムすることが可能

タ型と 1 つのベクタ型に保持される複数の要素型のイメ

ですが，SPE の真の性能を活かすには，SPE にとって

ージを図 -13 に示します．

もっとも自然な「16 バイトのベクタ型データ」と「複数演

Cell/B.E. 上では，こうした複数の値を保持できる 16
バイトのベクタ型を使って演算を記述することで，
「複

算を一度に行う SIMD 命令」を使いこなすことが重要な
のです．

数のデータを 1 つの演算で処理する」SIMD（Single

Cell/B.E. の C/C++ 開発環境では，組込み関数と呼

Instruction/Multiple Data）タイプの演算（図 -14）を C/

ばれる記法を使って SIMD 演算を記述することができ

C++ でプログラムすることができます．

ます．1 つの組込み関数は 1 個あるいは数個の命令にコ

SIMD 演算は大量のデータに同じような演算を何度
も行うマルチメディア処理などに向いた演算方式であ

ンパイルされるため，C/C++ 的な記法を使いながら
命令レベルの最適化を実現することができます．

り，最近の多くのプロセッサで拡張命令としてサポート

ベクタ型と SIMD 組込み関数を使って複数のデータ

されています．Cell/B.E. では PPE も SPE も SIMD 命

の演算を SIMD 化するごく簡単な例を図 -15 に示しま

令をサポートしており，特に，SPE ではほぼすべての

す．この例では，4 つの単精度浮動小数点（float）型を保

命令が 16 バイトのベクタ型データをオペランドとする

持するベクタ型「__vector float」と 4 つの値を一度に積算
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float a[4], b[4], c[4];

__vector float va, vb, vc;

for (i = 0; i < 4; i++) {
c[i] = a[i] * b[i];
}

vc = spu_mul(va, vb);

4つのﬂoat 型の演算をfor 分
を使って計算するコード

ベクタ型と SIMD Intrinsics を使って
1命令で4つの演算を行うコード

図 -15 ベクタ型と SIMD Intrinsics を使った
SIMD プログラムの例

for (i = 0; i < N; i += 4) {
*(vec_float4*)&c[i] = *(vec_float4*)&a[i] *
*(vec_float4*)&b[i]);
}
for (i = 0; i < N;
vec_float4 av0 =
vec_float4 bv0 =
vec_float4 av1 =
...

i += 16) {
Load the input to
*(vec_float4*)(a + i);
registers
*(vec_float4*)(b + i);
*(vec_float4*)(a + i + 4);
Compute on registers

vec_float4 cv0 = av0 * bv0;
vec_float4 cv1 = av1 * bv1;
...
*(vec_float4*)(c + i) = cv0;
*(vec_float4*)(c + i + 4) = cv1;
...
}

図 -16 基本的なループ
･アンローリングとレジ
スタ活用の例

する SIMD 演算用の組込み関数「spu_mul」を使っていま

は高速化されます）
．これを，たとえば 1 ループに 4 回

す．同様にして，ほとんどの算術演算や論理演算，ビッ

（=16 個）ずつ演算を行うように手で展開し，さらに一

ト演算を対応する組込み関数を使って SIMD 化すること

時変数などを明示的に使うことでなるべくレジスタ上で

ができます．SIMD 化によって，オペランドとなる 16

演算が行われるように記述しなおすと（図 -16 参照），コ

バイトのベクタ型に内包できる要素数倍の高速化が望め

ンパイラがループブロック内でより有効にレジスタを使

ます．たとえば，int や float などの 32 ビットのデータ

うことができるため，さらに数十％〜数倍程度高速化す

型を対象とする演算であれば 4 倍の高速化が可能なはず

ることが可能です．

です．実際には，標準型を使った演算では逆に無駄な命

なお，こうした細かい最適化テクニックは，一般的な

令が必要となることがあるため，SIMD 化するだけで要

汎用プロセッサではコンパイラが勝手に行ってくれるの

素数倍以上の高速化が達成できることもあります．

が普通です．実際，図の例のように非常に単純なルー

▶ループ・アンローリングとレジスタの活用

プでは，SPE でもコンパイラがかなりの最適化をやっ
てくれます．しかし，SPE の場合，ハードウェアがシ

Cell/B.E. に限らず，一般的な最適化のテクニックと

ンプルなためにソフトウェアが最適化できる自由度が普

して，何回分かのループを展開して書き下すループ・ア

通のプロセッサより大きく，かつレジスタ数の潤沢さや

ンローリングという手法があります．ループを展開する

SIMD 演算の存在などユニークな特徴をいくつか備えて

と，レジスタを効率的に使いやすくなり，かつ分岐を減

いるため，コンパイラによる最適化技術だけでは SPE

らせるため，より高速なバイナリを生成しやすくなるの

の性能をまだまだ出し切れないことがよくあります．

です．
SPE には 128 個もの汎用レジスタが存在するため，

▶ブランチの演算化とブランチヒント

ループ・アンロールによる最適化が非常に大きな効果

SPE プログラムの高速化において重要な点の 1 つに，

を持ちます．たとえば，32 ビットのデータを 4 個ずつ

ブランチ
（分岐）
をできるだけ減らすことがあげられます．

SIMD 演算するようなループ文があった場合，1 ループ

一般的に，どのプロセッサでもブランチミスは性能的な

に 1 回（=4 個）ずつ演算を行うようなコードを書くと

コストを伴うのが普通ですが，SPE ではパイプライン

大して性能が出ません（SIMD 化の効果で 4 〜 6 倍程度

がかなり深く分岐予測機構もないため，ブランチミスの
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ペナルティが性能に大きく影響します．
ブランチミスを避けるにはいくつかの方法があります

を解析するツールを使ってデュアル・イシュー最適化を
行うことが可能です．

が，小さな分岐の場合，SIMD 演算などを活用してすべ
ての分岐先の値を計算してしまい，最後にマスクなどを
使って取り出す方法がよく使われます．一方，分岐より
も前の段階でソフトウェア的にあらかじめ分岐先が予測

Cell/B.E. の活用事例
▶ Cell/B.E. の活用が期待される分野

できたり，どちらかの分岐方向に分岐する確率が高いと

Cell/B.E. は汎用プロセッサとしても高い注目を浴び

分かったりしている場合，
「ブランチヒント」を明示的

ています．発表当時，Cell/B.E. の性能は（当時の）現行

に指定することでブランチミスを減らすことが可能で

CPU の理論性能の 10 倍程度と謳われていました．既存

す．ブランチヒントは分岐先のヒントをソフトウェアか

のアプリケーションを Cell/B.E. で動作させる主なメリ

らプロセッサに知らせる方法で，うまく使うとヒントが

ットとしては，
「時間的メリット」
「スペース的メリット」

あった方に分岐した場合にノーペナルティとなります．

「コスト的メリット」
が挙げられます．時間的メリットは，

Cell/B.E. の（gcc ベースの）C/C++ 開発環境では，__

処理時間が短くなるために，数時間かかっていたような

builtin_expect() という拡張記法を使ってブランチヒン

処理が数分で終わるということです．数ミリ秒，数マイ

トを記述できます．

クロ秒といったレベルでの速度向上に価値を見出す領域

▶デュアル・イシューとパイプラインレベル最適化
これまでに述べたような最適化技法を適用することで，

も存在します．また，スペース的メリットとして，デ
ータセンタや工場内など設置場所に制約がある場合でも，
単体チップ当たりの性能が高ければ少ない数のマシンで

何もしなかった場合に比べて単一の SPE プログラムで

同じことを達成できます．さらに，現行システムと比較

比較して数倍〜数十倍の高速化が可能です．さらにダブ

して 10 倍以上の性能向上が実現できた場合，同じシス

ルバッファリングと複数 SPE による並列処理を有効に

テムを 10 分の 1 以下の規模で構築できます．この場合，

活用すれば，元のプログラムを百倍以上高速化すること

コスト的メリットとして，電気代や場所代といった運用

も問題によっては不可能ではありません．

コストの削減効果が期待できます．

ここからさらに SPE の性能を引き出したいという場

ここでは，Cell/B.E. の利用が注目されている分野を

合，SPE の演算ユニットである SPU の実行パイプライ

挙げて説明します．

ンの特徴を活かしてさらに最適化をすることができます．

金融アプリケーション

これも普通はコンパイラが自動的にやるような細かい最
適化テクニックの 1 つです．

金融工学分野は HPC の大きな市場です．金融業界で
は，解析解が存在しないような商品のプライシングや，

SPE（SPU）のパイプラインは，Even と Odd と呼

市場や金利の動きをモデル化したリスク指標の計算とい

ばれる 2 つのパイプラインによって構成されています．

ったシミュレーションが日々行われています．ウォール

SPE の命令も Even と Odd の 2 種類の命令に分かれて

ストリートの証券会社は数万コアのコンピュータをクラ

おり，Even パイプラインは Even 命令を，Odd パイプ

スタリングして業務に活用しています．国内でも 2007

ラインは Odd 命令を実行します．原則的に，算術演算

年に三菱 UFJ 証券がブレードサーバ 448 枚の Xeon プ

や論理演算などの演算系の命令は Even 命令であり，ロ

ロセッサ 1760 コアを導入し，スーパーコンピュータ

ード・ストアなどのメモリ操作命令は Odd 命令となっ

Top500 の 193 位に入っています．他にも数ミリ秒のオ

ています．

ーダで競い合うアルゴリズムトレーディングや，動産担

ここで，もしコンパイラやプログラマが処理したい命

保の変動を予測するための複雑な時系列分析といった，

令列をうまく「Even, Odd, Even, Odd…」のように並べ

演算量の多いアプリケーションが存在し，Cell/B.E. の

ることができ，かつ前後する命令同士に依存性がない場

利用が期待されています．

合，SPU は 2 つのパイプラインを使って「Even と Odd

バイオ，ゲノムアプリケーション

の命令を同時に 2 つ」実行することができます．この状

Folding@Home の例を挙げたように，バイオインフ

態を「デュアル・イシュー（二命令同時発行）
」
と呼びます．

ォマティクスは HPC の大きな市場です．人間の DNA

つまり，うまく命令を並べ替えてデュアル・イシューを

が約 30 億塩基から成り立っていることから分かるよう

たくさん起こすことができれば，論理的には SPE 上で

に，遺伝子情報処理には膨大な計算時間がかかります．

のプログラム実行を最大で
「さらに 2 倍」
高速化すること

現在バイオインフォマティクスの手法として相同性検索

ができるのです．SPE の場合，命令列は順序通りにイ

が多用されています．配列の断片からその配列に最も類

ンオーダで実行されますので，静的にパイプライン状態

似した配列をデータベースの中から検索する BLAST,
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Cell/B.E. プログラミングの特徴と活用事例の紹介
▶ Cell/B.E. アプリケーション開発事例
Cell/B.E. チップの開発を行った SCE/ ソニー，東芝，

元イメージ

IBM 各社だけでなく，Cell/B.E. を実際に採用するユー
領域分割して各 SPU で処理

ザが増加傾向にあります．また，商用アプリケーション

SPU

の Cell/B.E への移植や，オープンソースプロジェクトの

SPU
SPU
SPU
SPU
SPU

図 -17

SPU を用いた画像処理のイメージ

活動，さらには，Cell/B.E. に適した独自のソフトウェア
開発を行っている例も多くあります．ここでは，いくつ
かの実用例をピックアップして解説したいと思います．
画像処理用オープンソースライブラリ（CVCell）
画像処理を行う OpenCV ライブラリを Cell/B.E. に
移植・高速化したモジュール「CVCell」が公開されて
い ます．OpenCV は，イ ンテ ルが開 発 し た Windows
や UNIX 系 OS 上で動作するオープンソースのライブ
ラリです．図 -17 は画像処理を SPU で並列処理させ
る イ メ ー ジ で す．Linux を イ ン ス ト ー ル し た PS3 と

2.4GHz 動 作 の Core 2 Duo を 搭 載 し た Windows XP
マシンを用いて OpenCV の処理時間を比較した結果，
FAST-A, ClustalW, HAMMER といったアルゴリズム

CVCell を組み込んだ PS3 ではオリジナルの OpenCV

が Cell/B.E. への移植により高速化された例が報告され

を使った Core 2 Duo 搭載機に比べ，最大で 27.2 倍高

ています．

速化されました（図形の形状収縮を行う「cvErode」の

医用画像アプリケーション

場合）．このほか，ステレオ画像から視差を計算する

医療の分野では，X 線 CT, MRI, PET, 内視鏡，超音

「cvFindStereoCorrespondence」で 14.2 倍，色空間変換

波診断といった画像診断機器が普及し，医療用画像処理

を行う「cvCvtColor」で 9.9 倍の性能を実現できています．

は医師の判断に欠かせないものになっています．またス

CVCell のソースコードや高速化の結果は，Web サイト

ムーズかつ効果的な診断のためには，高品質な大量のデ

「OpenCV on the Cell」でオープンソースとして公開さ

ータを高速に処理することが求められます．こうした画

れています．

像処理のため，専用チップの開発や高価なワークステー

H.264 リアルタイムエンコーディング（CodecSys）

ションに多くの投資が行われているのが現状です．こう

Fixstars では，H.264 のソフトウェアエンコーダで

した従来機器では数十分かかるような X 線 CT におけ

ある Broadband International 社の「CodecSys」を Cell/

る画像再構成を Cell/B.E. に移植することで数分に高速

B.E. 上に移植し，1 チップで HD 映像をリアルタイム

化した例が報告されています．また，診断装置では画像

にエンコードするモジュールを開発しています．従来の

のノイズの除去や鮮明化といった一般的な画像処理技術

H.264 ソフトウェアエンコーダに比べて 8.6 倍もの高速

も使われているため，医用画像分野は Cell/B.E. での高

処理を実現した世界初の Cell/B.E. 向け H.264 ソフトウ

速化に適した分野といえます．

ェアエンコーダです．従来のハードウェアベースのエン

製造検査アプリケーション

コーダに比べて，アルゴリズムの変更や入出力などをニ

製造検査の分野では，より効率的な生産や高い品質の

ーズに応じてカスタマイズ，およびアップデートできる

維持が強く求められています．そのため，検査システム

点が大きなメリットになっています．2008 年 11 月に行

において高精度の検査が可能となる画像処理技術の効率

われた Inter BEE 2008 では，SD 画像をフル HD 画像に

化，高精度化が非常に重要となっています．たとえば，

独自の超解像技術によりアップコンバートして，リアル

半導体や液晶パネルなどの電子部品の製造工程では，表

タイムに 1920 1080 30fps の H.264 フォーマット映像に

面の欠陥，キズ，汚れ，異物等を見つけ，良品と不良品

エンコードするデモンストレーションが行われました．

を選別するために画像処理を用いた外観検査が行われて
います．近年の電子部品の小型化，高性能化に伴い，外

デリバティブ・アクセラレーション・フレームワーク
（DAF）

観検査装置にも高速・高精度な画像処理が求められてい

DAF は金融デリバティブの計算を Cell/B.E. で高速

ます．また工場では設置場所の制限もあるため，単一チ

化するフレームワークです（図 -18）
．このフレームワ

ップでの高速処理が期待できる Cell/B.E. が注目されて

ークには，倍精度拡張された新型の Cell/B.E. チップ

います．

PowerXCell 8i 向けに最適化された金融ライブラリが含
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特 集 アクセラレータ，再び ースパコン化の切り札ー
他のアクセラレータと比較しても大変高い完成度を持っ
ていることが分かります．
また，将来的には，Cell/B.E. を基本アーキテクチャと
する SpursEngine（東芝）や PowerXCell32i などの拡張
チップが発表されており，Cell/B.E. で蓄積したソフトウ
ェア資産は今後も有効活用されていくと期待されます．
今回の解説記事によって，Cell/B.E. への理解が深ま
り，ますます活用が広がることを願っています．

図 -18

デリバティブ・アクセラレーション ･フレームワーク
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まれています．DAF を使うことで，金融アプリケーシ
ョンの開発プログラマは，Cell/B.E. をほぼ意識せずに
Cell/B.E. の演算能力を最大限活かしたアプリケーショ
ンの開発が可能となります．具体的には，オプションの
プライシングにハル・ホワイトモデルを使った計算例に
おいて，現行 CPU と比較して 10 倍の高速化が実現で
きています．

まとめ
ここでは，アクセラレータとして見た場合の Cell/
B.E. アーキテクチャの特徴から，Cell/B.E. で高パフォ
ーマンスを得るためのプログラミング技法と，多様な応
用分野や活用例を紹介しました．
単一の CPU の高速性で性能を競った時代から，複数
のコアやマシンで並列処理をさせる形でマルチコアデザ
インが多く採用されるようになってきました．その中で
先駆的な非対称マルチコアである Cell/B.E. は，Top500
で初めて 1 peta Flops の壁を破り，また Green500 でも
トップとなったスーパーコンピュータ Roadrunner が示
すように，低消費電力でありながらきわめて高いパフォ
ーマンスを持つことが実証されています．
Roadrunner や PS3® に限らず，さまざまな市販製品

に Cell/B.E. が採用され活用例が広がっていることから，
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