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PGAS 並列プログラミング言語 XcalableMP における
演算加速装置を持つクラスタ向け拡張仕様の提案と試作
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概要：GPU で代表されるアクセラレータは従来より格段に高い性能を達成できることから High Performance
Computing の分野で注目を集め，ノード内にアクセラレータを搭載した大規模並列計算機が急速に増えつ
つある．単体アクセラレータの並列化は CUDA のような従来のプログラミング言語モデルを用いること
で記述することができる．しかし，PC クラスタのような分散メモリ型並列計算機の利用にはノード間で
のデータの分散や通信を用いた値のやりとりをユーザが明示的に記述しなければならない．従来のアクセ
ラレータ向け言語モデルは単体のデバイスを対象にしているものがほとんどであり，クラスタ環境で用
いるためには MPI のような通信ライブラリとの併用が必要なため，並列プログラミングの手間が多く非
常に困難なものになっている．我々はこのような問題点を解決するために PGAS 並列言語 XcalableMP
（XMP）を拡張し，アクセラレータを持つクラスタ環境を想定した並列言語モデル XcalableMP acceleration

device extension（XMP-dev）を提案する．XMP はクラスタ環境を想定したデータの分散やノード間通信
を PGAS の枠組みで記述するものである．XMP-dev はそれを拡張し，従来の CUDA で記述できたノー
ド内でのホスト・デバイス間のデータ転送やワークシェアリングの記述だけでなく，ノードをまたがるデ
バイス間通信までも OpenMP-like な指示文によって簡潔に記述することができる．NVIDIA GPU 向けの
プロトタイプコンパイラを実装し，N-Body・行列積・Laplace 方程式を用いて性能評価を行った結果，逐
次コードからのわずかな変更によって 4 つのノードを持つクラスタ環境でスケーラブルな性能向上を達成
していることを確認した．
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Abstract: Heterogeneous clusters where each node is equipped with acceleration devices such as GPUs and
many-core processors are becomming popular in the high performance computing ﬁeld. Several programming
languages and models such as CUDA and OpenCL have been proposed for programming for GPUs on a single
node. However, parallel programming for a cluster with acceleration devices is still a hard and complicated
work. It is because users must describe parallel codes not only for GPUs but also for clusters including data
distribution and inter-node communication by using libraries such as Message Passing Interface (MPI). In
this paper, we propose an extension of XcalableMP (XMP) PGAS language for a cluster with acceleration
devices, named XcalableMP acceleration device extension (XMP-dev). In XMP, users can describe data distribution and communication among nodes easily with OpenMP-like directives. XMP-dev provides directives
to allocate data on the memory of acceleration devices and oﬄoading the codes working on it in each node.
The extended directives of XMP-dev provide the feature of data allocation, calculation and communication
between nodes for acceleration devices. We have implemented a prototype compiler for NVIDIA GPUs and
evaluated the performance using three benchmarks solving N-body, matrix multiplication and Laplace equation. The performance evaluation demonstrated that not only does our model achieve scalable performance,
but it also improves the productivity since it only requires small modiﬁcations from the serial codes.
Keywords: parallel programming language, cluster computing, acceleration device
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1. はじめに

類似した指示文の形式で記述することで従来の MPI と比べ
て少ない記述量で並列コードを得ることができる．我々は

GPU で代表されるアクセラレータは従来のプロセッサ

XMP をアクセラレータを持つ並列計算機向けに拡張した

による計算と比べて格段に高い計算性能を達成できること

言語仕様，XcalableMP acceleration device extension（以

から High Performance Computing の分野で注目を集めて

後，XMP-dev）を提案する．device とはホスト（CPU）の

いる．日本の TSUBAME や中国の Tianhe-1A のように，

処理の一部を請け負い高速に実行する演算加速装置を表す．

近年のトップクラスの大規模並列計算機システムにはア

XMP-dev が CUDA や OpenCL のような既存の言語モ

クセラレータを搭載したものが増えつつあり [1]，アクセ

デルと最も異なるところは，PGAS モデルによる分散メモ

ラレータなしではこれらの計算機のような高い性能を達

リ上でのプログラミングをサポートしていることである．

成することは困難になってきている．現在，CUDA [2] や

CUDA や OpenCL は単一ノードでのプログラミングを目

OpenCL [3] のようなアクセラレータ向けの言語モデルが

的としているものであり，分散メモリプラットフォームで

多数提案されており，単体アクセラレータの並列プログラ

必要とされるデータの分散やノード間通信はサポートして

ミングにはこれらのモデルを用いることが主流である．し

いない．XMP-dev は処理をノード内のアクセラレータで

かし，近年の大規模並列計算機システムのように複数の

並列化するだけでなく，そのデータをノード間で分散させ，

ノードにアクセラレータが搭載された並列システムのプロ

ノード間通信によって値の同期を行うことも可能である．

グラミングは依然困難なままである．これらのシステムの

XMP-dev は以下のような特徴を持つ．

多くはノードごとに分散メモリを持つため，ノード間通信

• XMP-dev は XMP のアクセラレータ向け拡張仕様で

を Message Passing Interface（MPI）などの通信ライブラ

ある．C と Fortran 言語をベースに独自の指示文で拡

リで記述しなければならない．そしてさらにノード内で行

張している．XMP の言語仕様は XMP-dev の中でも

われる計算を CUDA のようなアクセラレータ向けの言語

そのまま利用することができる．

モデルで記述する．アクセラレータは主記憶とは別の専用

• XMP-dev の扱うアクセラレータとはホストと独立した

のメモリを持つことが多く，このような装置を利用する場

専用のメモリを持ち，それを共有する複数の計算コア

合は主記憶と専用メモリのデータ転送を記述する必要があ

を持つものである．代表的なものとして Intel MIC [5]

る．アクセラレータの性能を引き出すにはユーザがこれら

や GPU などがあげられる．

のことをすべて記述しなければならないため，プログラミ
ングのコストは膨大になる．

• XMP-dev は単体 GPU だけでなく，GPU クラスタの
ようなアクセラレータを持つクラスタ環境を想定して

本研究の目的は GPU クラスタのようなアクセラレータ

いる．すべてのノードが同じ構成を持つホモジニアス

を持つ並列計算機システムで利用できる高性能で生産性の

なクラスタ環境を対象とする．ノード内に複数のアク

高い言語モデルを提案することである．そのような言語モ

セラレータが存在する場合も利用可能であるが，1 つ

デルを設計するには主記憶と専用メモリの間のデータ転送

の処理を実行するのは 1 つのデバイスのみである（1

やノード内処理の高速化のほかにも，並列計算機であるこ

つの処理を複数のデバイスで協調して行うことはでき

とを意識した言語仕様を取り入れる必要がある．我々が対

ない）．

象とするプラットフォームは一般的な分散メモリ型並列計

• XMP-dev はホスト・デバイス間のデータ転送やルー

算機にアクセラレータを搭載させたものである．計算機は

プ文の並列化など，アクセラレータを用いる際に行わ

複数のノードからなり，各ノードは独自のプロセッサと主

れる典型的な処理を指示文で記述する．これらの言語

記憶，専用のアクセラレータを持つ．このようなプラット

仕様は CUDA のような従来のプログラミングモデル

フォームでは既存のアクセラレータ向け言語モデルが提供

でも提供される機能ではあるが，XMP-dev の指示文

する機能以外にも，データの分散やノード間通信を記述す

をベースにしたプログラミングモデルでは逐次コード

る言語仕様が必要である．

からのわずかな変更によって並列化が可能というメ

分散メモリ型並列計算機の並列プログラミングのために

PGAS 並列言語 XcalableMP（XMP）[4] が提案されている．
XMP は並列計算機で行われる典型的な処理を OpenMP に

リットがある．

• データ分散やノード間通信など，既存のアクセラレー
タ向け言語では書けなかった異なるノード上の複数の
アクセラレータによる操作も XMP-dev では指示文で
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記述する．それによってノード間並列化とノード内並
列化を同時に行うハイブリッド並列プログラミングを
簡潔に記述することができ，プログラマの負担を大き
く軽減させる．

2 章では XMP-dev のベースになっている XMP について
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XcalalbleMP のグローバルビューモデルによるデータ並列化

Fig. 1 Data parallelization in global view model in XMP.

簡略に説明を行う．3 章では XMP-dev の言語モデルにつ

ユーザが明示的に記述しなければならない．メモリアクセ

いて述べる．新しく導入された指示文やそれを用いたプロ

スはつねにローカルメモリのデータに対する参照である．

グラミングの仕方について説明を行う．4 章では XMP-dev

他のノードのデータにアクセスするためには XMP が提供

のプロトタイプコンパイラの実装について述べる．5 章で

する通信記法を用いて明示的なノード間通信を行わなけれ

は N-Body，行列積，Laplace 方程式の 3 つのベンチマー

ばならない．実行開始時のプロセス内部のスレッド数は 1

クを用いてプロトタイプの性能評価を行う．6 章で関連研

つである．

究を述べ，最後に 7 章で本稿をまとめる．

2. 背景：XcalableMP の概要

2.2 XcalableMP の指示文
XMP はベース言語の C や Fortran を独自の指示文や API

この章では XMP-dev のベースになっている XMP につ

関数で拡張したものである．XMP のグローバルビューモ

いて簡単に述べる．XMP はグローバルビューモデルとロー

デルは逐次コードに指示文を挿入するといったわずかな変

カルビューモデルという 2 つのプログラミングモデルを提

更によって並列化を記述することができる．指示文はベー

供する．XMP-dev はグローバルビューモデルをベースに

ス言語の逐次コンパイラにはコメントのように扱われるた

設計されているため，本章ではグローバルビューモデルの

め，逐次プログラムと並列プログラムを同じソースコード

説明のみを行うことにする．

からコンパイルし，実行することが可能である．

XMP のグローバルビューモデルを用いることでデータ

XMP が提供する指示文は分散メモリ型並列計算機での

並列化やタスク並列化で見られる典型的な処理を指示文で

データの分散やノード間通信を記述するためのものである．

記述することができる．このようなプログラミングモデル

データの分散やループ文の並列化は template という仮想的

は OpenMP [6] と類似したものであり，逐次コードからの

な index 配列を用いて行われる．XMP の template や配列

わずかな変更によって並列化を行うことが可能である．

の align などのコンセプトは High Performance Fortran [7]
に由来したものである．

2.1 実行モデル
XMP は分散メモリをターゲットとした並列言語である．

2.2.1 テンプレートによるデータの分散
図 1 に XMP のグローバルビューモデルのコード例を示

実行単位であるプロセスを XMP では「ノード」と定義す

す．nodes 指示文はプログラムを実行するノード集合の名

る．XMP の実行モデルは MPI と同様，Single Program

前と形状を宣言する．図 1 の例では 4 つのノードで構成

Multiple Data（SPMD）である．つまり，基本的には各

される一次元のノード集合に p という名前をつけている．

ノードで同じ処理が実行される．ソースコード上で宣言さ

template とは index の集合を表現する仮想的な配列であ

れたデータは，それが XMP の言語機能によって分割され

る．ここでの index とはデータ配列やループ文のイテレー

ると宣言されない限り，各ノードで重複して宣言される．

ションをまとめて表すものである．template の属性として

XMP はコンパイラやランタイムによる自動的なノード間

名前，各次元の上限値と下限値が与えられる．

通信やメモリ一貫性を保証しない．これらの処理はすべて

c 2012 Information Processing Society of Japan
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は template を用いて行われる．仮想的な index 空間であ
る template を distribute 指示文の記述によりノード集合
上で分散させ，align 指示文と loop 指示文を用いること
で配列とループ文の並列化を行う．template による並列化
のイメージも，あわせて図 1 に示す．

distribute 指示文は template t を各ノード上に分散さ
せることを宣言する．指示文の属性として次元ごとに分割
方法を指定する．ブロック分割やサイクリック分割などを

図 2

shadow 領域の同期

Fig. 2 Shadow synchronization.

指定することが可能である．align 指示文は template を
用いて実配列の分割を記述するものである．ノード集合上

合はそれらを異なるノードに割り当てることでタスク並列

で分散された template 空間に配列の各要素を割り当てる

化を記述する．

ことでデータの分散を指定する．図 1 の例は配列の要素

2.2.4 ノード間通信の記述

array[i ][0]〜a[i ][XMAX-1]（以後，配列の一部を表すため

XMP プロセスが他のノードに割り当てられた領域にア

に Fortran 言語の array section 記法を用ることにする．こ

クセスしたとき，コンパイラによる自動的な通信などは行

の場合，array[i ][0:XMAX-1] のように表す）が t(i ) が割

われない．XMP におけるメモリアクセスはつねにローカ

り当てられたノードに確保されることを記述したものであ

ルメモリに対するものであるため，他のノードに割り当て

る．その結果，配列 array は二次元目（メモリが非連続な

られた領域にアクセスした場合には処理系は正しい動作を

次元）の方向でブロック分割される．align 指示文によっ

保証しない．割り当てられていない（他のノードに割り当

て分割された配列は各ノードで割り当てられた分だけがメ

てられた）領域にアクセスする場合は参照される領域を参

モリ上に確保される．

照側と被参照側で重複宣言し，指示文や通信ライブラリ関

2.2.2 ループ文の並列実行

数による明示的な同期を行う必要がある．

ループ文を並列に実行するためには loop 指示文を用い

配列の各要素に対する計算が，隣接した要素に依存する

る．loop 指示文の直後に記述されたループ文はノード集

ようなパターンは，たとえば偏微分方程式の空間差分など，

合の間で処理を分担するように並列化される．ループ文の

多くのアプリケーションで見られる．そのような場合は各

イテレーション空間をどう分割するかは template やノー

ノードで割り当てられるデータ領域の境界要素を重複宣言

ド集合を指定することで決定する．図 1 の例ではループ

し，必要に応じてノード間通信による同期を行わなければ

文が配列 array を処理している．XMP は自動的なノード

ならない．XMP はこのような典型的なノード間通信を記

間通信を提供しないため，ソースコード中のメモリアクセ

述するために指示文 shadow と reﬂect を提供する．指示

スはつねにノード内のローカルメモリを参照する．array

文の記述例と動作を図 2 に示す．shadow 指示文の属性

は align 指示文と template t によってノード集合上で分割

として，重複宣言する領域の次元と大きさ（下端と上端の

されている．ループ文の中のメモリアクセスがつねにロー

要素数）を指定する．図 2 の例では第二次元方向の両端に

カルメモリに対する参照になるように，イテレーションの

要素 1 個分の領域が余分に宣言される（以降，このように

分割と配列の分散を整合して行う必要がある．XMP では

重複宣言される領域を shadow 領域と呼ぶことにする）．

ループ文の並列実行とデータの分散を同じ template で行

shadow 領域の要素は隣接するノードで宣言された境界領

うことでループ文の中のメモリアクセスがローカルメモリ

域の要素に対応する（図 2 の矢印が対応関係を表す）．し

を参照することを保証する．図 1 の例では（配列 array を

かし，その実体はローカルに確保されたメモリ領域である

分割するために用いた）template t(i ) を所有するノードが

ため，正しい値を参照するためにはノード間通信による同

イテレーション i を実行するようにしてループ文がつねに

期が必要である．shadow 領域の同期には reﬂect 指示文が

ローカル配列にアクセスするようにしている．

用いられる．XMP コンパイラは，reﬂect 指示文が記述さ

2.2.3 タスクの実行

れた場所に，shadow 領域の同期を行うノード間通信を挿

ファイル I/O や画面出力など，排他的に行う処理や逐次
で行う必要がある処理を task 指示文によって記述する．
以下に task 指示文の構文を示す．

入する．その結果，shadow 領域が隣接ノードの境界領域
と同じ値を持つことが保証される．
必要なデータの index が不明または不規則であるときは，

#pragma xmp task on on-ref

分散された配列の要素をすべて集めることで配列の値の同

compound-statement

期を行い，問題を解決することができる．shadow 領域の

on-ref の中で compound-statement を実行するノードを

サイズを*と記述することで対応する次元のすべての領域

指定する．複数のタスクが存在し，互いに依存性がない場

を重複宣言する（以降，このような領域を full shadow 領
域と呼ぶ）
．full shadow に対する reﬂect 指示文は MPI に

c 2012 Information Processing Society of Japan
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gmove 指示文によるノード間通信

Fig. 3 Global move communication.

おける MPI Allgather() 関数と同等である．したがって，

full shadow の宣言と同期においてはメモリの消費や通信
のコストに注意しなければならない．
図 3 のような例では対象となるデータが各ノードに分散
されているため，代入文を実行するためにはノード間通信
によってデータを集めなければならない．XMP では代入

図 4 XMP-dev のコード例（sample.c）

文が他のノードに割り当てられた要素を参照する可能性が

Fig. 4 XMP-dev sample code (sample.c).

ある場合，必要な通信を生成するようにコンパイラに指示
を行うことができる．gmove 指示文を記述することでそ

存在する．デバイスの各コアに割り当てられるスレッド

れに続く代入文がノード間通信を必要とすることをコンパ

はそのデバイスメモリを共有する．また，スレッド固有の

イラに知らせる．コンパイラは代入文の左辺と右辺の変数

メモリ領域が存在すると仮定する．XMP-dev はホモジニ

がどのように分割されているかを調べ，必要な通信を生成

アスな PC クラスタ環境を想定して設計されている．つま

する．図 3 では，分散配列の G[0][:] の要素をローカル配
に代入*1 している．コンパイラは配列

り，すべてのノードが同じ構成でなければならない．1 つ

G が割り当て

の XMP-dev プロセスがノード内に存在する複数のアクセ

られたノード 0-3 が各自の割当て領域をブロードキャスト

ラレータを扱うことも可能であるが，現在の言語仕様では

列 L[:]

する通信を生成する．

shadow 領域の同期や gmove 指示文によるノード間通
信のほかに，典型的な通信のパターンとしてブロードキャ
スト，リダクションなどを行う指示文が提供される．

1 つのタスクを複数のデバイスで協調して処理させること
はできない．

XMP-dev はデバイスメモリ上のデータの宣言やホスト・
デバイス間のデータ転送，ループ文の並列化など，アクセ
ラレータを用いる際に使われる典型的な処理を指示文で

3. XMP-dev のアクセラレータ向け言語拡張

記述することができる．これらの指示文と XMP が提供す

2 章で述べたように，XMP を用いることで逐次コード

るノード間通信のための指示文を用いることでクラスタ

に指示文を挿入するというわずかな変更で並列コードを

環境での利用が可能である．その場合，デバイス上のデー

記述することができる．本研究の目的はアクセラレータを

タの交換はホストを経由して行われるため，ユーザがホス

持つ PC クラスタで使える高性能で生産性の高いプログラ

ト・デバイス間のデータ転送とホスト間の通信を記述する

ミングモデルを提案することである．そのため，XMP の

必要がある．このような処理をより簡単に記述するため，

アクセラレータ向け拡張仕様である XMP-dev の提案とプ

XMP-dev ではデバイス間のデータ転送を記述するための

ロトタイプコンパイラによる性能の評価を行う．本章では

指示文を提供する．

XMP に対しいくつかの新しい指示文を導入し XMP-dev

図 4 に XMP-dev のコード例を示す．デバイス上で配

の仕様を定義する．これらの指示文はアクセラレータを用

列の総和を求めるものである．キーワード device を含む

いたスレッド並列化を記述するためのものである．

行が XMP-dev の指示文である．XMP と同様，XMP-dev
ではアクセラレータに関するすべての動作が明示的に記述

3.1 XMP-dev のプログラミングモデル

されたときのみ行われる．デバイス上のデータの確保や解

XMP-dev がターゲットとするアクセラレータは多数の

放，ホスト・デバイス間のデータ転送，ループ文のワーク

プロセッサコアを持ち，それらのコアからアクセス可能な

シェアリングによる並列実行などが指示文によって記述さ

デバイス専用のメモリ（以後，デバイスメモリと呼ぶ）が

れる．また，bcast，reduction，reﬂect などのノード間

*1

XMP の C 言語仕様では配列の代入を効率良く簡潔に記述する
ために Fortran 言語の array section 構文を導入している．
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どの操作に関するエラーチェックを行うが，ユーザが記述

#pragma xmp dev allocate (list)

した処理を忠実に実行する．したがって，記述された指示

#pragma xmp dev replicate (list)

文が正しく動くことを保証するのはユーザ責任である（た
とえば，データのサイズがデバイスメモリの容量を超えな
いなど）．

XMP-dev は初学者や熟練者を含む幅広いユーザをター
ゲットとする．初学者には CUDA や OpenCL より簡単な
プログラミングモデルを提供し，熟練者には性能をチュー
ニングするためのよりプリミティブな機能を提供すること
を目標とする．

XMP-dev の並列コードはそのデバイスのためのよりプリ
ミティブなプログラミングモデルで書かれた並列コードと，
それらが同様なアルゴリズムで記述された場合に，同等の
性能を達成することが期待される．たとえば，XMP-dev の

GPU コードは同様のアルゴリズムで書かれた CUDA+MPI
コードと同等の性能を達成することを期待する．

dev によってデータが宣言されるデバイスを指定する．
データは dev で指定されたデバイス上で宣言され，他のデ
バイスに移動されたりはしない．list の中にはデバイス上
で確保する変数のリストを記述する．それらの変数はあら
かじめ逐次コードの中に宣言されているものでなければな
らない．device allocate 指示文と device replicate 指
示文は逐次コードに宣言された変数と同じ大きさ・型の変
数をデバイス上に宣言する．align 指示文で分散された配
列の場合，ホストメモリと同様，ノードに割り当てられた
領域のみ（shadow 領域含む）がデバイス上で確保される．

device allocate 指示文で宣言された変数はデバイス上
のみで確保される．したがって，ホストからは直接アクセ
スできない．対象とするのはグローバルスコープに静的に
宣言された配列のみである．確保されたデバイスメモリの
解放を明示的に指定することはできない．つまり，プログ

3.2 XMP-dev 指示文の構文
以下にすべての XMP-dev 指示文に共通した基本的な構
文を示す．XMP-dev の指示文は dev，directive name，

directive clause という 3 つの要素で構成される．
#pragma xmp dev directive name

ラムの実行中つねにデバイスメモリ上にデータが存在する
場合に使われる．

device replicate で宣言された変数はホストメモリとデ
バイスメモリ両方に確保される．変数が配列の場合は（コ
ンパイラでサイズを解析できるように）静的に宣言された

directive clause

ものでなければならない．ユーザからは同じ名前に見える

XMP-dev はノード内で複数のアクセラレータが存在す

が，実体は複数存在し（ホスト・デバイス用の変数が個別

る環境を想定している．つまり 1 つの XMP-dev プロセス

に存在するため），実行するデバイスを指定することでコ

が複数のデバイスを扱うことが可能である．タスクを実行

ンパイラが実際にアクセスされる変数を使い分ける．変数

するデバイスを宣言するために dev が記述される．

のスコープを与えることによってデバイスメモリの確保と

dev ::= device {(device name device id )}
dev の中にはデバイス名とデバイス番号を記述する．デ
バイス名はデバイスの種類によって XMP-dev が提供する
キーワードを利用する（GPU や MIC など）．デバイス番
号は 1 から始まる整数の値である．同一種類の複数のデバ
イスの中から 1 つのデバイスを特定するために使われる．
デバイス名とデバイス番号が省略されている場合はデフォ
ルトのデバイス*2 が選択される．
データの確保や解放・ループ文の並列実行など，デバイ
ス上で行われる動作を directive name で指定する．各指
示文は固有の節を持つ．それらは directive clause の中
に記述される．

3.3 デバイスデータの宣言
GPU のようなアクセラレータはデバイス専用のメモリ
を持つ．デバイスが処理するデータはそのメモリ上で宣言
され，処理の後解放される．XMP-dev ではデバイス上の
データを宣言するために以下の 2 つの指示文を提供する．

解放のタイミングを明示的に指定することが可能である．
図 5 に図 4 のコードで宣言された変数 a ，hb ，gb のメ
モリ上のイメージを示す．配列 a ，hb ，gb は align 指示
文によって 4 つのノードで分散されている．配列 a は full

shadow 領域を持つ．device replicate 指示文で宣言され
ているため，shadow 領域を含む領域がホストとデバイス
メモリ上で確保される．配列 gb は device allocate 指示
文で宣言されているため，デバイス上のみで確保される．

device allocate 指示文と device replicate 指示文が
グローバルスコープで記述された場合，変数は main() 関
数の実行前に確保され，プログラムの終了時に解放される．
しかし，デバイスメモリはホストメモリより少ない場合が
多く，より効率良く使うことが求められる．つまり，プロ
グラムの実行中にデバイスメモリの確保と解放をコント
ロールする機能が必要である．そのような機能を実現する
ため，device replicate 指示文の構文を拡張する．以下に
拡張された device replicate 指示文の新しい構文を示す．

#pragma xmp dev replicate (list)
compound-statement

*2

デフォルトデバイスはコンパイラオプションや設定ファイルなど
で指定される．
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図 5 XMP-dev のメモリイメージ

Fig. 5 Memory image of data in XMP-dev.

示文は従来どおりの動作をする．device replicate 指示文

ことが可能である（device allocate はホスト用とデバイ

が関数の中にある compound statement の前に記述された

ス用の変数を用意する必要がある）が，gmove 指示文を用

場合，compound statement が実行される前後でメモリの確

いたホスト・デバイス間通信の記述はできない．このよう

保と解放を行う．つまり，デバイス上の変数は compound

な場合は device replicate sync 指示文を用いてホスト・

statement の中でのみ有効である．必要なときのみデータ

デバイス間の通信を行う．以下に device replicate sync

を宣言することで，デバイスメモリをより効率良く使うこ

指示文の構文を示す．

とができる．包含関係にある変数のスコープをネストした

sync clause ::= in (list) | out (list)

device replicate 指示文で記述することも可能である．

#pragma xmp dev replicate sync
{sync clause}+

3.4 ホスト・デバイス間のデータ転送

device replicate sync 指示文は in と out という 2 つ

データがデバイスの専用メモリに存在する場合は，ホスト

の節を持つ．これらの節は通信の方向を指定するものであ

とデバイスの間でデータの移動を行う必要がある．device

る．in 節はホストからデバイスへの通信を指定し，out 節

allocate で確保されたデータは gmove 指示文を用いるこ

はデバイスからホストへの通信を指定する．現在，転送さ

とでホストとの通信を記述する．本来はノード間通信のた

れるデータの範囲を指定する構文は用意されていない．変

めに用意された指示文を XMP-dev ではホスト・デバイス

数の確保された要素すべて（shadow 領域を含む）がコピー

間のデータ移動を記述できるように機能を拡張した．以下

される．図 5 に device replicate sync 指示文による配

に gmove 指示文の構文を示す．gmove 指示文は通信が

列 a のデータ転送を示す．配列 a は full shadow 領域を持

必要な代入文の前に挿入される．

つため，重複宣言された配列 a の要素すべてがコピーさ

#pragma xmp gmove

れる．

assign-statement
コンパイラは gmove 指示文からホスト・デバイス間の

3.5 タスク Oﬄoad の指定

通信を生成する．コンパイラは代入文の変数がホスト側で

デバイス上にデータが置かれたら，次は処理をデバイス

宣言されたものかデバイス側で宣言されたものかを見て通

上で行うように指定する．XMP-dev では task 指示文を拡

信の方向を決定する．図 4 では配列 hb がホストメモリで

張し，デバイスへのタスクの oﬄoad を指定する．拡張さ

宣言され，配列 db はデバイスメモリ上で宣言されるため，

れた device task 指示文の構文を以下に示す．

デバイスからホストへの通信が挿入される．

task construct ::=
loop construct | comm construct

配列 hb と db は同じサイズを持ち，同一 template 上で
分割されるため，メモリレイアウトは一緒である．そのた

#pragma xmp dev task

め，図 4 のコードはノード内でのホスト・デバイス間の通

task construct

信のみが行われる．しかし代入される要素が他のノードに

タスクを実行するデバイスを dev で指定する．たとえ

割り当てられた場合，コンパイラは gmove 指示文からホ

ば，device (GPU1) と書かれた場合，GPU の ID 番号 1

スト・デバイス間の通信だけでなくノード間通信をも生成

のデバイスが選択される*3 ．task construct の中に指定

する．

できる処理はデバイスの種類によって異なる．たとえば

データが device replicate で宣言されたときはホスト
とデバイスで変数が同じ名前を持つ．device replicate 指
示文を使うことで逐次コードを最小限の変更で並列化する
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num threads 節ではデバイススレッドの数を指定する．

が可能である．
多 く の デ バ イ ス で 共 通 し て ，デ ー タ 並 列 化 を 指

省略された場合，デバイスごとのデフォルト値が与えられ

定 す る loop construct と ノ ー ド 間 通 信 を 指 定 す る

る（NVIDIA GPU の場合，16 × 16）．コンパイラがルー

comm construct の 2 つの処理が記述できると考えら

プ文のイテレーションをどのスレッドに割り当てるかは実

れる．デバイスの種類によって異なる処理や最適化パラ

装依存である．5.6 節で割当て方式による性能の違いを述

メータを記述する必要が生じるが，それらはデバイス専用

べる．
ループ文をデバイスで実行するためには device task

の言語仕様として提供する．

3.5.1 ループ文の並列実行
loop 指示文で並列実行されるループ文は各イテレーショ
ンが独立して実行できることがユーザによって保証される．

指示文でタスクの oﬄoad を記述する．以下のコード例で
はループ文がデバイス GPU1 上で並列に実行するように

device task 指示文を記述している．

それは各イテレーションが並列性を持ち，ノード間だけで

#pragma xmp device (GPU1) task

なく共有メモリのマルチスレッドレベルでも並列に実行で

{

きることにほかならない．したがって loop 指示文はマル

#pragma xmp loop on t(i) threads private(x)
for (int i = 0; i < N; i++) ...

チコアのアクセラレータ上で並列実行することができる．

XMP-dev では loop construct，つまり loop 指示文と対

}

象となるループ文を device task 指示文の中に書くことに
よってデバイスによるループ文の並列実行を記述する．
アクセラレータが提供する共有メモリ・マルチスレッド
での並列化を記述するためには loop 指示文に新しい節を

device task 指示文と loop 指示文は以下のようにまと
めて書くことができる．device loop 指示文は 2 つの指示
文を簡潔にまとめるためのシンタックスシュガーである．

#pragma xmp device (GPU1) loop on

導入しなければならない．以下に loop 指示文と新しく導

t(i) threads private(x)

入された節の構文を示す．
loop clause ::= private (list) | firstprivate (list)
| shared (list) | num threads (n)

for (int i = 0; i < N; i++) ...
3.5.2 ノード間通信
XMP は bcast，reduction，reﬂect のようなノード間
通信のための指示文を提供する．XMP-dev の gmove 指

loop construct ::=
#pragma xmp loop [(list)] on on-ref
[reduction (op:list)] [threads {loop clause}+]
loop-statement

示文や replicate sync 指示文とそれらのノード間通信の
指示文を組み合わせることで，ノード内にアクセラレータ
を持つ PC クラスタでの利用が可能になる．デバイス上の
データの通信は以下の 3 つのステップで記述する．

共有メモリ・マルチスレッドでの並列プログラミングに

1．デバイス上のデータをホストにコピーする（gmove，

はスレッドプライベート変数や共有変数を指定する節が必

replicate sync）．

要である．XMP-dev ではループ文の中で登場する変数のス

2．XMP の指示文や外部ライブラリを利用することで

コープを指定するために private，ﬁrstprivate，shared

ノード間で通信を行う（gmove，bcast，reduction，

の 3 つの節が用意されている．

reﬂect）．

ﬁrstprivate 節と private 節で宣言された変数はスレッ

3．ホストメモリのデータをデバイスメモリに戻す．

ド固有の変数として宣言される．ﬁrstprivate 節で宣言さ

しかし，ホストメモリを経由するデバイス間通信は記述

れた変数はループ文が実行される前の値で初期化される．

量が多い（メモリ間のコピー・ノード通信で，最低 3 つの

現在，ﬁrstprivate 節と private 節で記述できるのはスカ

ステップをすべて記述しなければならない）うえ，5 章の

ラ変数のみである．特に指定がないスカラ変数は自動的に

Laplace 方程式の性能評価で説明されるように性能低下の

ﬁrstprivate 属性を持つ．ループ文の中で登場する配列の

原因になる．XMP-dev では comm construct で定義され

データはデバイス上で宣言され，スレッド間で共有される．

る以下のような指示文を device task の中に書くことで，

つまり，device allocate 指示文か device replicate 指

それらの処理がデバイスどうしで直接行われるようにする

示文で宣言されたものでなければならない．

ことができる*4 ．device task 指示文の導入によってデバ

shared 節で宣言された変数はデバイスメモリ上におか
れ，デバイススレッドの間で共有される．shared 変数は

loop 文の中でのみ，デバイスから参照可能である．device
allocate 指示文や device replicate 指示文で宣言されて
いる変数は自動的に shared 属性を持つ．
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イス間通信の記述が簡潔になるだけでなく，コンパイラに
よる性能の最適化が容易になる．

comm construct ::=
*4

実装の中ではホスト・デバイス間転送が行われる場合もあるが，
ユーザからはデバイスどうしが直接通信を行うように見える．
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#pragma xmp reﬂect (list)
| #pragma xmp bcast (list)
| #pragma xmp reduction (list)
device

loop 指 示 文 と 同 様 ，device

task と

comm construct を 1 つ の 指 示 文 で ま と め て 書 く こ と
ができる．たとえば，reﬂect 指示文の場合は#pragma

device (GPU1) reﬂect (u) のように書く．

図 6

以下にデバイスメモリ間の通信を記述したコード例を

コンパイルの流れ

Fig. 6 XMP-dev compilation process.

示す．

int sum, a[N];
#pragma xmp device replicate (sum, a)
{
#pragma xmp device replicate in (a)
#pragma xmp device loop on t(i)
for (int i = 0; i < N; i++) {

同期）

• #pragma xmp device bcast
• #pragma xmp device reduction
• #pragma xmp gmove（デバイス・ホスト間のデー
タ転送）

sum += a[i];
4.1 プロトタイプコンパイラの概要

}
#pragma xmp device reduction (+:sum)
コード例は配列 a の要素の総和を求めるものである．総
和を格納する変数 sum はデバイスメモリ上に存在し，そ
れ以降の計算にも使われるとする．ノード間通信をホスト
メモリ上で行う場合は各ノードでの部分和を持つ変数 sum
をホストメモリにコピーし，ノート間通信によってリダク
ション演算を行う．その後，値をデバイスメモリにコピー
してそれ以降の計算でデバイスが値を参照できるようにす
る．コード例ではホストメモリを意識せず，デバイスメモ
リどうしで通信を行っている．device reduction 指示文
を記述することで，ホスト・デバイス間のデータ転送を記
述せずにデバイスメモリ上でのリダクション演算を記述し
ている．このように，XMP-dev のデバイスメモリ間で行
われる通信を指示文で簡潔に記述することができる．

4. XMP-dev プロトタイプコンパイラの実装
この章では XMP-dev のプロトタイプコンパイラの実装
について述べる．プロトタイプコンパイラは CUDA アー
キテクチャを利用できる NVIDIA GPU をターゲットとす
る．プロトタイプコンパイラでは以下の XMP-dev 指示文
を実装した．

• #pragma xmp device replicate
• #pragma xmp device replicate sync
• #pragma xmp device reﬂect（full shadow 領域の
同期は未実装）

• #pragma xmp device loop（5.6 節で提案される
拡張 num threads を含む）
以下の指示文，機能はまだ実装されていない．

• #pragma xmp device allocate
• #pragma xmp device reﬂect（full shadow 領域の

c 2012 Information Processing Society of Japan


Omni XcalableMP Compiler [8] をベースに XMP-dev プ
ロトタイプコンパイラの実装を行った．XMP は C と For-

tran をベース言語としている．XMP-dev のプロトタイプ
コンパイラは C 言語をベースとしている．Omni Xcalable-

MP Compiler と同様，ノード間通信を行うランタイムラ
イブラリは MPI で記述されている．GPU の操作に関わる
ソースコードは NVIDIA CUDA コンパイラによってコン
パイルされる．
図 6 に図 4 の sample.c がコンパイルされる流れを示す．

sample.c は C 言語と XMP/XMP-dev 指示文で記述されて
いる．コンパイラはソースコードから 2 つのファイルを生
成する（sample.i ，sample.cu ）．sample.i はホストで実行
される C 言語のコードである．ノード間並列化に必要な
処理はこのファイルに含まれている．sample.cu はデバイ
スで実行されるコードである．プロトタイプコンパイラは

NVIDIA の GPU を対象とする．sample.cu には CUDA の
デバイスカーネル関数やそのラッパ関数が含まれる．デバ
イスカーネル関数は device loop 指示文などで指定した
ループ文をデバイス上で並列実行するものである．

sample.i は XMP の CPU バックエンドコンパイラ（デ
フォルトでは GCC）によってコンパイルされ，ホスト用オ
ブジェクトファイルが生成される．sample.cu は GPU バッ
クエンドコンパイラである CUDA コンパイラでコンパイル
される．最後にオブジェクトファイルと XMP/XMP-dev
のランタイムがリンクされ，実行可能な並列プログラムが
生成される．XMP-dev のランタイムはデバイスの初期化
やデバイス間通信のための関数を実装している．プロトタ
イプコンパイラのランタイムは CUDA を用いて実装され
ている．
プロトタイプコンパイラが生成するカーネルコードは

GPU の global メモリのみを利用する．したがって，shared
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メモリのような小容量で高速なメモリをユーザが明示的に

を持つ変数はデバイス上で確保された変数の先頭アドレス

利用することはできない．現在の実装では shared メモリ

をデバイスに渡すことでスレッド間で変数を共有できるよ

はキャッシュとしてのみ使われる．

うにする．align 指示文で分散された配列の場合は index
変換のために配列の descriptor も引数として渡される．

4.2 コード変換

loop 指示文で指定されたループ文はカーネル関数の中

図 4 の sample.c がコンパイルされるときに生成される

でスレッドレベルの並列コードに変換される．sample.cu

コード sample.i と sample.cu を図 7 に示す（device al-

のカーネル関数 XMP GPU FUNC 0 DEVICE() は各ス

locate 指示文とホスト・デバイス間の gmove 指示文は実

レッドに 1 つのイテレーションを割り当てて処理させるこ

装されていないため，それらの変換後のコードはイメージ

とで並列化を実現している．そのために自身のスレッド番

である）．sample.i はホストで実行されるコードである．

号を取得し，それをもとに担当するイテレーション番号を計

XMP gpu sync() と XMP gpu gmove() は device

算する．イテレーション変数 i は private 変数になり，カー

replicate sync 指示文と gmove 指示文で指定されたホ

ネル関数のローカル変数として宣言される．カーネル関数

スト・デバイス間通信を実行するためのランタイム関数で

が実行された後，ラッパ関数では XMP GPU barrier() 関

ある．

数が呼ばれ，すべてのスレッドの実行が終わるのを待つ．

device loop 指示文が記述された指示文は CUDA のカー
ネル関数にされ，sample.cu に出力される．sample.i のルー

5. 性能評価

プ文はデバイスを起動する XMP GPU FUNC 0() の関数

本章では N-Body，行列積，Laplace 方程式を解く 3 つ

呼び出しに変換される． XMP GPU FUNC 0() はデバイ

のベンチマークを用いてプロトタイプコンパイラの性能評

スカーネル関数 XMP GPU FUNC 0 DEVICE() を呼び

価を行う．これらすべてのベンチマークは実際にプロトタ

出すラッパ関数である．デバイス実行に必要なパラメータ

イプコンパイラによってコンパイルされたものである．

（NVIDIA GPU の場合，スレッドブロックの大きさなど）

性能評価のために NVIDIA の GPU を搭載する PC クラ

を生成した後，ループ文の実体を含むデバイスカーネル関

スタを用いる．表 1 にクラスタのノード構成を示す．本

数 XMP GPU FUNC 0 DEVICE() をデバイス上で実行

稿では 5.5 節以外，すべてこの環境を用いて評価を行って

する．

いる．最大 4 ノードを用いて性能評価を行った．1，2，4

コンパイラはループ文の中に登場する変数をもとにデバ

つの XMP-dev プロセスを生成し，物理ノードごとに 1 つ

イスカーネル関数の引数リストを作成する．x のように属

ずつ割り当てる．各プロセスは割り当てられたノード内の

性が指定されていない変数や ﬁrstprivate 属性が指定さ

GPU を占有する．

れた変数は，デバイスカーネル関数の引数に入り，ホスト
から値が渡される．private 変数はカーネル関数内のロー

5.1 N-Body の並列化

カル変数として宣言される．device replicate 指示文や

N-Body は重力計算を行うもので，各粒子の計算を独立

device allocate 指示文で宣言された変数，shared 属性

に実行できる並列度の高いベンチマークである．図 8 に

XMP-dev で並列化された N-Body のコードを示す．配列
p x ，p y ，p z は粒子の x，y ，z 座標を保持する．これら
の配列は device replicate によってデバイスメモリ上に
確保され，デバイスによって並列に計算される．device

loop 指示文の記述によって各粒子を並列に計算するよう
に指示を行う．重力計算は p x ，p y ，p z の計算と更新の
表 1

評価環境のノード構成

Table 1 Node configuration.
CPU

AMD Opteron Processor 6134 × 2
(8 cores × 2 sockets)

Memory
GPU
Network
OS
MPI

DDR3-1333 2 GB × 2 (4 GB)
NVIDIA Tesla C2050 (GDDR5 3 GB)
InfiniBand 4X QDR
Linux kernel 2.6.18 x86 64
OpenMPI 1.4.3

図 7 変換されたコード（図 4 の sample.c から）

CPU Compiler

GNU Compiler Collection (GCC) 4.1.2

Fig. 7 Translated codes (from sample.c in Fig. 4).

GPU Compiler

NVIDIA CUDA Toolkit v3.2
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N-Body の XMP-dev コード

Fig. 8 N-Body in XMP-dev.

loop 指示文に書き換えることで GPU クラスタで動作する
並列プログラムを得ることができる．これは XMP-dev が
逐次コードからのわずかな修正によりアクセラレータを持
つ PC クラスタで動作する並列コードを生成できたことを
示している．
今回は full shadow 領域をデバイス間で交換する機能が
図 9 N-Body の評価結果

Fig. 9 Performance of N-Body (GFLOPS).

実装されていないため，device reﬂect 指示文を使わず，
ホストメモリを経由した同期を行っている．しかし，こ
の手法だと device replicate sync out を実行するとき

2 つのステップで行われる．現在の言語仕様はスレッド間

に shadow 領域以外もホストメモリにコピーされる．full

のバリア同期を提供していないため，図 8 のコードでは

shadow 領域の同期を行うように device reﬂect 指示文を

ループ文 2 つに分けて記述している．

実装することで，このような無駄なデータ転送をなくすこ

1 つの粒子にかかる重力の計算には他の粒子すべての位

とができ，より良い性能を得ることができると考えられる．

置情報が必要であるため，p x ，p y ，p z には full shadow

また，現在のベンチマークは重力計算を 2 つのループ文に

領域を宣言する．重力計算により位置情報が更新される

分けて行っているが，スレッドバリアを実装することで 2

ため，タイムステップごとに配列の shadow 領域の同期を

つの処理を 1 つのループ文にまとめて書くことができる．

とらなければならない．配列データはデバイス上に存在

今後，スレッドバリアの指示文とその実装について検討を

するため，shadow 領域の同期はホストを経由して行う．

行う．

device replicate sync out 指示文によってデバイスの
データをホストメモリにコピーする．そして reﬂect 指示

5.2 行列積の並列化

文によって shadow 領域の要素を集める．最後に device

図 10 に XMP-dev で並列化された行列積のコードを示

replicate sync in 指示文を記述することで次のタイムス

す．行列 a ，b の積を計算し，行列 c に代入する．2 次元

テップでデバイス上で計算を行うことができる．

配列 a ，b ，c は 2 次元ブロック分割で各ノードに割り当

図 9 に N-Body の性能を示す．N-Body は重力計算が実

てられる．要素 c[i ][j ] を計算するためには a[i ][0:N-1] と

行時間のほとんどを占める．各要素の処理が独立であるた

b[0:N-1][j ] が必要である．配列 a ，b は 2 次元分割されてい

め並列性が高く，GPU による並列化が効果的である．ホ

るため，計算の前に他のノードに割り当てられている要素

スト・デバイス間通信やノード間通信のコストは重力計算

をノード間通信で集める必要がある．図 10 のコードでは

2

（粒子数 N に対して O(N )）に比べると比較的少ない（粒

a ，b に full shadow 領域を宣言し，同期を行うことで必要な

子数 N に対して O(N)）ため，性能は 4 ノードまでで台数

ノード間通信を記述している．ホスト上で reﬂect 指示文

に比例してスケールアップする．データサイズが大きくな

で a と b の要素を集め，device replicate sync in 指示文

るにつれて重力計算の割合が増し，複数ノードでの性能が

でデバイスメモリに転送を行う．device replicate sync

向上する．全体の行数が 105 行である逐次コードにわずか

指示文は shadow 領域も含めて転送を行うため，行列 c を

8 行の XMP 指示文を加えることによって PC クラスタで

計算するための値がすべてデバイスメモリ上に揃う．最後

動作する並列コードを記述することができる．さらに 4 つ

に device loop 指示文を記述することで c[i ][j ] の計算を

の XMP-dev 指示文を加え，2 つの loop 指示文を device

デバイス上で並列に行うように記述する．計算が終わった
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図 10 行列積の XMP-dev コード

Fig. 10 MatMul in XMP-dev.

今回の性能評価では 2 つの方法で shadow 領域の同期を
記述し，その比較を行う．図 12 は shadow 領域の同期を
記述した 2 つのコードを表す．ver1 と記述された指示文
が明示的にホストメモリを経由して同期を行う手法，ver2
はデバイスどうしが直接 shadow 領域を交換することを記
述した手法である．その他の部分は ver1 と ver2 で共通し
図 11 行列積の評価結果

て現れるコード列である．

Fig. 11 Performance of MatMul (GFLOPS).

あとは device replicate sync out 指示文で配列 c の値
をホストメモリに転送する．
図 11 に行列積の性能を示す．N-Body と同様，計算時
間（行列サイズ N に対して O(N3 )）がデータ転送時間（行
列サイズ N に対して O(N2 )）より高い割合を占めるため，
ノード数に比例して性能が向上している．より大規模のシ
ステムでは full shadow を使わず，割り当てられたローカル
領域を他のノードと交換しながら計算を行うことが望まし
い．しかし，今回のような少ないノード数では XMP-dev
のグローバルビューの指示文のみで記述したコードでも十
分実用的な性能向上が得られている．

5.3 Laplace 方程式の並列化
図 12 に Laplace 方程式を解くソルバの XMP-dev コー
ドを示す．差分法によって Laplace 方程式を解くものであ
る．各イテレーションごとに配列の値を計算し，次のイ
テレーションで利用するために配列を更新する．ベンチ
マークは 2 つの配列 u ，uu を持つ．u には前回のイテレー
ションで計算された値が，uu には配列 u をもとに計算さ
れた新しい値が収納される．要素 uu[i ][j ] を計算するため
に u[i+1 ][j ]，u[i-1 ][j ]，u[i ][j+1 ]，u[i ][j-1 ] が参照される．
要素 uu[i ][j ] の値は次のイテレーションで参照されるため，
イテレーションの最後に u にコピーされる．ベンチマーク
の中では以上の処理が ITER 回繰り返される．

XMP-dev 版ソルバでは配列 u ，uu は 2 次元ブロック分割
される．uu[i ][j ] の計算に u[i+1 ][j ]，u[i-1 ][j ]，u[i ][j+1 ]，

u[i ][j-1 ] が必要であるため，配列 u には大きさ 1 の shadow
領域を宣言する．次に，各イテレーションのはじめに同期
を行うことで shadow 領域が正しい値を持つようにする．
最後に，配列 uu の計算，配列 u と uu の交換を行う 2 つ
のループ文を device loop 指示文で並列化する．
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ver1 ではユーザが明示的にホストメモリを経由したノー
ド間通信を記述する．イテレーションの最後に device

replicate sync out を記述し，デバイス上の配列 u のデー
タをすべてホストメモリに転送する．そして次のイテレー
ションの最初に reﬂect 指示文を記述することで，ホスト
メモリ上の配列 u の shadow 領域の同期を行う．最後に

device replicate sync in 指示文でデバイスメモリに同
期されたデータを転送する．しかし，このような手法で
は device replicate sync 指示文の処理を実行するとき，

shadow 領域だけでなく，配列全体のデータがホスト・デ
バイス間で転送されてしまう．配列全体の領域に比べて

shadow 領域の大きさはわずかであるため，ver1 のような同
期の記述は無駄なホスト・デバイス間転送によるパフォー
マンスの低下を招く．

ver2 では device reﬂect 指示文のみを用いて shadow
領域の同期を記述している．デバイスどうしで shadow 領
域の要素のみを交換するようなノード間通信が生成される
ため，ver1 より高い性能が得られると予想される*5 ．
図 13 に Laplace 方程式ソルバの評価結果を示す．全
体的に ver1 の性能が ver2 より低いことが分かる．これ
は device replicate sync の実行時間の差が原因である．
図 14 に評価結果の詳細を示す．N = 4k のときの ver1 と

ver2 の性能を device replicate sync によるデータ転送，
shadow 領域の同期，配列の計算の 3 つの部分に分けて表
示したものである．

ver1 では各イテレーションで配列 u 全体をホスト・デバ
イス間で転送するため，device replicate sync の実行時
間が長く，実行時間全体のほとんどを占めている．メモリ
転送の時間は要素数に比例するため，ノード数に応じて性
能が上がっていることが図 13 から分かる．しかし，計算
*5

プロトタイプコンパイラの実装ではホストメモリに shadow 領
域のみを転送し，ノード間通信を行うことで device reflect を
実現している．
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図 12 Laplace 方程式ソルバの XMP-dev コード

Fig. 12 Laplace in XMP-dev.

図 15 N-Body の性能向上率
図 13 Laplace 方程式ソルバの評価結果

Fig. 15 Performance of N-Body (Speed-ups).

Fig. 13 Performance of Laplace (GFLOPS).

図 16 MatMul の性能向上率

Fig. 16 Performance of MatMul (Speed-ups).

た場合，ホストのみによる計算と比べて早い段階（少ない
図 14 Laplace のパフォーマンス比較

ノード数）でノード間通信がボトルネックになり性能向上

Fig. 14 Performance breakdown of Laplace.

が得られなくなってくると考えられる．このような問題を
解決するためにノード間通信と計算をオーバラップさせる

時間よりメモリ転送が高いため望ましい結果とはいえない．

ことで通信時間を隠蔽するということが考えられる．今後

ver2 でも shadow 領域の同期でホスト・デバイス間の

の課題として，XMP-dev の枠組みで非同期通信による通

データ転送が発生する．しかし，device reﬂect 指示文は

信時間の隠蔽が記述できるように言語モデルと実行の拡張

shadow 領域だけを集めてホストメモリに転送するため，

を行うことにしたい．

ver1 のような無駄なデータ転送は行われない．図 14 の
ver2 の shadow reﬂect の部分はホスト・デバイス間のデー

5.4 逐次プログラムとの性能比較

タ転送時間を含むものである．無駄なデータ転送が行われ

ここでは N-Body，MatMul，Laplace の 3 つのベンチ

ないことで，ver1 の device replicate sync より実行時

マークの逐次版と XMP-dev 版との性能比較を行う．逐次

間が抑えられていることが分かる．shadow 領域の大きさ

版コードは XMP-dev 版のプログラムから指示文を取り除

は配列全体と比べ小さいので shadow 領域の同期に必要な

いたものである．それを XMP-dev の CPU Compiler であ

ノード間通信は計算時間と比べて無視できる程度である．

る GCC 4.1.2 でコンパイルし，1 ノード 1 スレッドで実行

その結果，4 ノードまでに台数に応じた性能の向上が得ら

した場合の性能を逐次プログラムの性能とする．その性能

れている．しかし，アクセラレータによって計算時間が加

を基準にして XMP-dev が何倍の性能向上を達成したかを

速されているため，ホストのみによる計算よりノード間通

示す．

信が目立つようになる．大規模のシステムで性能を測定し
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図 18 N-Body のスケーラビリティ
図 17 Laplace の性能向上率

Fig. 18 Scalability of N-Body.

Fig. 17 Performance of Laplace (Speed-ups).
表 2 AICS GPU クラスタのノード構成

Table 2 Node configuration of AICS GPU cluster.
CPU

Intel Xeon X5670 (2.93 Ghz) × 2
(6 cores × 2 sockets)

Memory
GPU
Network
OS
MPI

24 GB
NVIDIA Tesla M2050 (GDDR5 3 GB)

図 19 行列積のスケーラビリティ

InfiniBand 4X QDR

Fig. 19 Scalability of MatMul.

Linux kernel 2.6.18 x86 64
Intel MPI Library 4.0 Update2

CPU Compiler

GNU Compiler Collection (GCC) 4.1.2

GPU Compiler

NVIDIA CUDA Toolkit v3.2

dev 版 N-Body，MatMul，Laplace の性能向上率を示す．
N-Body（15），MatMul は計算時間に比べてノード間通信
の割合が少ないため，1 ノードあたり 40〜60 倍の性能向上

図 20 Laplace 方程式（ver2 ）のスケーラビリティ

が得られている．しかし，Laplace はイテレーションごと

Fig. 20 Scalability of Laplace (ver2 ).

に shadow 領域の同期を行うため，性能向上率は他のベン
チマークより低い値を示している．同期のためにすべての

Laplace 方程式の場合は shadow 領域の同期が性能向上の

データ配列をホストメモリにコピーする ver1 は 1 ノード

ボトルネックとなっており，ベンチマークの中で最も性能

あたり 2〜3 倍の性能向上しか得られていないが，device

向上率が低い．しかし，Laplace 方程式の場合も 16 ノード

reﬂect 指示文を使ったバージョンでは shadow 領域のみ転

において 13 倍程度の実用的な性能向上率を達成している．

送を行うことで 10〜20 倍と性能が向上していることが分

さらなる性能向上のためには前述のとおり，非同期通信を

かる．

記述す仕様を導入する必要がある．

このように，XMP-dev では逐次プログラムと比べて 1
ノードあたり最大 60 倍程度の性能向上が得られ，アクセ
ラレータによる演算の加速が行われたことが確認できた．

5.6 CUDA との性能比較と GPU 向け最適化
ここでは XMP-dev が生成した並列コードと同じ手法で

CUDA のコードを自作し，その性能を比較する．その目
5.5 スケーラビリティの評価
ここでは N-Body，行列積，Laplace 方程式をより大き
い GPU クラスタで評価した結果を示し，スケーラビリ

的は XMP-dev のコードで発生するオーバヘッドを見るた
めである．比較するベンチマークとして行列積を用いる．

XMP-dev 版は今回の性能評価に用いたソースコードをそ

ティの評価を行う．この評価のために RIKEN Advanced

のまま用いる．自作のコードは XMP-dev 同様，GPU の

Institute for Computational Science（AICS）の GPU クラ

global メモリのみを参照する簡単な実装である．公平な性

スタを用いた．ノード構成を表 2 に示す．

能比較のため，デバイス関数の中で行う行列の計算のコー

図 18，図 19，図 20 に N-Body，行列積，Laplace 方程
式の結果を示す．評価結果は逐次プログラムとの比較で，
性能向上率を示したものである．Laplace 方程式はデバイ
スメモリ間で直接同期を行う ver2 を用いている．

ドが XMP-dev とまったく同じになるようにした．デバイ
ス関数のソースコードを以下に示す．
__global__ void matmul(int n, double *a,
double *b, double *c) {

すべてのベンチマークで性能がノード数に比例して向上

int i = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;

していることが分かる．N-Body の場合，大きいデータサ

int j = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

イズではほぼノード数と同様の性能向上率を達成している．

for (int k = 0; k < n; k++)
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図 22 自作 CUDA コードと XMP-dev の性能比較

Fig. 22 Performance comparison of MatMul (CUDA).

クセスを行うためである．行列積の場合，すべてのスレッ
図 21 自作コードと XMP-dev のイテレーションの割当て方式

ドを 1 次元化する XMP-dev のアルゴリズムはスレッドブ

Fig. 21 Iteration mapping to GPU threads.

ロック内のスレッドが GPU の global メモリの同じ領域に
対して集中してアクセスを行うようになり，その結果性能

c[i*n+j] += a[i*n+k]* b[k*n+j];

が低下する．

}

このような問題点を解決するためにはメモリアクセスの

XMP-dev と自作コードで異なる部分はループ文のイテ

パターンによって割当て方を変える必要がある．しかし，

レーションの割当て方である．図 21 に両バージョンのイ

すべてのコードで最適な割当てをコンパイラが決定するこ

テレーションの割当て方を示す．この図は配列の大きさが

とは困難であるため，イテレーションの割当てをユーザが

8 × 8 とし，スレッドブロック内のスレッド数を 16 とした

明示的に記述することが無難であると考えられる．たとえ

場合，どのようにイテレーションが割り当てられるかを示

ば，num threads 節を拡張してスレッドブロックの各次

すものである．

元の大きさとそれに対応するイテレーションを書けるよう

図 21.a に XMP-dev のプロトタイプコンパイラが行う割
当て方式を示す．XMP-dev は 1 次元のスレッドブロックを
生成する．NVIDIA GPU の場合のデフォルト値は 256 で

にする．拡張した num threads 節を用いた XMP-dev の
ソースコードを以下に示す*6 ．
#pragma xmp device loop (j, i) on t(j, i)

あるがこの図では 16 である場合を表している．XMP-dev

threads num_threads(j:4, i:4)

ではスレッド数がどれほど多くても 1 次元のスレッドブ

for (i = 0; i < N; i++)

ロックを生成する．CUDA ではスレッドブロックの各次

for (k = 0; k < N; k++)

元ごとに大きさの制限があるため，実体は多次元のスレッ

for (j = 0; j < N; j++)

ドブロックになるがコンパイラはそれぞれのスレッドに一

c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];

意なスレッド ID 番号を与えることで 1 次元のスレッドブ

上記のソースコードは拡張 num threads 節によって，

ロックのように扱う．また，CUDA ではスレッドブロック

dim3(4, 4) のスレッドブロックを生成し x 次元にイテレー

そのものも x，y，z 次元の index を持つが，XMP-dev のコ

ション j ，y 次元に i を対応させることを記述している．

ンパイラはそれらを 1 次元に展開する．その結果，CUDA

これを試験的に実装して性能の評価を行った結果が図 22

の表現を借りると，dim3(16, 1, 1) 個のスレッドを持つス

の XMP-dev opt である．hand，XMP-dev basic の

レッドブロックを dim3(4, 1, 1) 個生成することになる．

スレッド数が 256 であったため，XMP-dev opt のスレッ

図 21.b に自作コードの割当て方式を示す．イテレーショ

ド数も同じように設定した．num threads(j:16, i:16) と

ン j をスレッドの x 次元に，イテレーション i をスレッド

記述することでスレッドの数とイテレーションの割当て

の y 次元に対応させている．スレッドブロックも 2 次元の

方法を指定した．XMP-dev は 1 ノードで実行した場合で

構造を持ち，その結果 index 計算が簡単になる．しかし，

も分散配列の index 変換（グローバル index からローカル

このような手法は i ，j のイテレーションの数が CUDA の

index）を行うため，すべてのデータサイズにおいてその

スレッド数やスレッドブロック数の上限を超えないと仮定

オーバヘッドが見られる．しかし，拡張 num threads 節

した場合のみ用いることができる手法で XMP-dev のよう

を使わない場合と比べて自作コードに近い性能が得られる

に一般的なアルゴリズムとはいえない．

ことが確認できた．このような仕様拡張は CUDA のアー

図 22 に両方の性能を比較したグラフを示す（1 ノード

キテクチャに依存したものである．各デバイスの種類ごと

で実行，スレッド数は 256）
．すべてのデータサイズで自作

にこのようなアーキテクチャ依存のパラメータが存在する

のコードの性能（hand）が XMP-dev の性能（XMP-dev

ことが考えられるが，そのようなケースをデバイス独自の

basic）を上回っている．これは行列積のコード対して，自
作コードのスレッド割当ての方がより効率的なメモリア
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使う場合，それを記述するための言語仕様を導入すること
になる．

XMP-dev で十分な性能が達成できない場合はユーザが
自作したカーネルコード（GPU の場合は CUDA コード）
を XMP-dev で呼び出せるようにして性能をチューニン
グできるようにすることも考えられる．そのようなイン
タフェースを用いて自作のカーネルを呼び出す場合でも，
図 23 XMP-dev と CUDA+MPI の性能比較

Fig. 23 Performance comparison of MatMul (CUDA+MPI).

ノード間の並列化（データの分散やノード間通信），デバ
イス上のデータの宣言，デバイス・ホスト間の転送などは

XMP-dev の指示文でシームレスに記述できるようにする
言語仕様を導入して記述できるようにしてゆきたい．

ことが望ましい．そうすることで，ユーザはデバイスの
カーネルコードの最適化のみに集中することができる．

5.7 CUDA・MPI による並列プログラムとの性能比較
GPU において XMP-dev が目標とするのは CUDA と

6. 関連研究

MPI を用いたプログラムと同等の性能を達成することで

OpenMPC [9] と OMPCUDA [10] は NVIDIA GPU 向け

ある．ここでは CUDA と MPI でハイブリッド並列化され

の OpenMP 実装である．これらはほとんど純粋な OpenMP

たプログラム（以降，CUDA+MPI）と XMP-dev との性

指示文から CUDA コードを生成する．OpenMP の仕様を

能を比較する．ベンチマークは 5.6 節と同様，行列積を用

決定する OpenMP Architecture Review Board [6] も GPU

いる．

CUDA+MPI のプログラムは図 10 の XMP-dev と同じ
アルゴリズムで記述されたものである．配列 a と b に full

shadow に相当する領域を宣言し，計算前に同期を行う．

や Digital Signal Processor などのマルチコアアクセラレー
タを扱うための言語仕様を OpenMP に取り入れることを
検討している．

PGI Accelerator Compilers [11] は GPGPU のための独

GPU 並列化のための CUDA カーネルは 5.6 節と同じもの

自の言語仕様を提供する．OpenMP をベースとする Open-

を用いる．したがって，GPU の global メモリのみを用い

MPC や OMPCUDA と異なり，データの確保や解放・ルー

たシンプルな実装である．

プ文の並列化をより明示的な形で記述する．そのために独

図 23 に XMP-dev と CUDA+MPI の 性 能 を 示 す ．

自の指示文を提供する．これらの言語モデルは単体ノード

XMP-dev の性能として XMP-dev basic と XMP-dev opt

の単体 GPU で動作することを想定して作られているため，

があるが，XMP-dev opt は 5.6 節で提案された GPU の拡

GPU クラスタや複数の GPU を持つ単体ノード環境では

張仕様（map threads）を用いた性能で，XMP-dev basic

動作しない．

はそれを用いない場合の性能である．

HMPP Workbench [12] は PGI Accelerator Compilers

図 23 から分かるように XMP-dev はすべての場合にお

と同様，GPGPU のための指示文を提供する．HMPP は

いて CUDA+MPI と同等の性能を示している．2，4 ノー

CUDA や OpenCL をバックエンドコンパイラとして使っ

ドの場合，ランタイムのオーバヘッドによる性能の低下

ているため，マルチコア CPU や GPU 環境で動作し，CPU

が見られるが，どの場合でも 5%以内にとどまっている．

と GPU の負荷分散機能を行うことが可能である．マルチ

XMP，XMP-dev はノード間通信のために MPI を用いて

GPU にも対応しているが，単体ノードの環境を想定して

おり，グローバルビューモデルの指示文によって並列化さ

おり，GPU クラスタ環境には対応していない．

れたコードは MPI 版のコードと同様のコードに変換され

Hargrove らは Uniﬁed Parallel C（UPC）の GPGPU 拡

る．このことからも CUDA+MPI と XMP-dev の性能が同

張を提案している [13]．UPC の GPGPU 拡張は単体のみ

等であることが説明できる．

でなく，複数ノード環境も想定したもので UPC の言語モ

XMP-dev は GPU の global メモリのみを使った場合，

デルと通信ライブラリ GASNET を拡張し，GPU のデバ

CUDA+MPI とほとんど同じ性能を達成できることが分

イスメモリに対する片側通信を提供する．UPC のスレッ

かった．今後の課題として以下のようなことが考えられる．

ドは GPU か CPU のメモリのどちらかのみにアクセスで

現在の XMP-dev コンパイラでは GPU の shared メモリ

きる．ユーザは GPU と CPU の処理を UPC スレッドを用

のような高速なメモリを用いた最適化は行われていない．

いて並列化し，それらの間のデータ転送を UPC が提供す

また，そのような領域を明示的に宣言し，利用できるよう

る片側通信の API によって記述することになる．UPC に

な言語機能を提供していない．今後，高速なローカルメモ

よる並列化は逐次コードからのわずかな変更によって並列

リをどう使うかを含めて言語仕様や実装に関する考察を行

コードを記述できる我々の提案と比べて並列化のための記

う必要がある．ユーザがそのようなメモリ領域を明示的に

述量が非常に大きい．
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StarPU [14] は CPU や GPU などの複数のデバイスが混

高生産・高性能プログラミング環境」による．XcalableMP

在する環境で並列プログラミングを行うためのフレーム

の仕様は，検討している次世代並列プログラミング言語検

ワークである．ホスト・デバイス間のデータ一貫性の保証

討委員会によるものである．

やタスクのオフロードをデバイスの種類にかかわらず，共
通したインタフェースで行うことができる．また，オフ
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る．NVIDIA GPU 向けのオプショナルな拡張仕様として

shared メモリ領域の宣言と利用のための記述方法について
検討を行う．また，外部のデバイスコードを XMP-dev の
中で呼び出せるようなインタフェースを提供することでよ
り高い性能を達成できるようにする．
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