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前号の記事 「データ並列 C++ のリダクション操作」 では、 総和演算子を使用して 1,000 万要素の配列を単一
の値にレデュースするいくつかのカーネルを調査しました。この記事では、マルチブロック・インターリーブ・リダクショ
ンと呼ばれる別のリダクション手法を紹介します。 第 9 世代と第 12 世代のインテル GPU でインテル® VTune™ 
プロファイラーを使用してすべてのリダクション操作を比較し、 カーネル間でパフォーマンスに差が生じる理由を
説明します。

Ramesh Peri インテル コーポレーション シニア主席エンジニア

一般的なリダクション ・ パターンのさらなるチューニング

データ並列 C++ の 
リダクション操作の 
パフォーマンスを解析する

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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マルチブロック ・ インターリーブ・リダクション
データ並列 C++ （DPC++） では、 ショートベクトルをロード / ストアや算術演算子の操作が定義された基本データ
型として定義しています。 これらのショートベクトルを使用して別のレベルのブロックを追加し、 サポートするアーキ
テクチャー向けに非常に長いベクトル演算をコンパイラーに生成させることができます。vec<int, 8> データ型は、
8 つの整数からなるベクトルです。 このデータ型を使用して、 図 1 に示すリダクション操作を実装します。 図に
示すように、 アクセスパターンはベクトルサイズが 2、 サブグループ・ サイズが 4 で、 ワーク項目ごとに入力ベクト
ルの 4 要素を処理します。

以下のコードは、 ベクトルサイズ 8、 サブグループ ・ サイズ 16 で、 ワーク項目ごとに入力ベクトルの 256 要素を
処理する、 上記のメモリー ・アクセス ・ パターンのリダクション操作を実装します。

void multiBlockInterleavedReduction(sycl::queue &q, 
                    sycl::buffer<int> inbuf,
                    int &res) {
  const size_t data_size = inbuf.get_size()/sizeof(int);
  int work_group_size =
      q.get_device().get_info<sycl::info::device::max_work_group_size>();
  int elements_per_work_item = 256;
  int num_work_items = data_size / elements_per_work_item;
  int num_work_groups = num_work_items / work_group_size;
  sycl::buffer<int> sum_buf(&res, 1);

  q.submit([&](auto &h) {
      const sycl::accessor buf_acc(inbuf, h);
      sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::noinit);
      sycl::accessor<sycl::vec<int, 8>, 1, sycl::access::mode::read_write,
                     sycl::access::target::local>
          scratch(work_group_size, h);
      h.parallel_for(sycl::nd_range<1>{num_work_items, work_group_size},
                [=](sycl::nd_item<1> item) 
                [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] {
         size_t glob_id = item.get_global_id(0);
         size_t group_id = item.get_group(0);
         size_t loc_id = item.get_local_id(0);

図 1. 要素のベクトルを読み込み、 その要素に対してベクトル ・ リダクション操作を行い、 
最終結果のベクトルをレデュース
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         sycl::ONEAPI::sub_group sg = item.get_sub_group();
         size_t sg_size = sg.get_local_range()[0];
         size_t sg_id = sg.get_group_id()[0];
         sycl::vec<int, 8> sum{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
         using global_ptr =
            sycl::multi_ptr<int,sycl::access::address_space::global_space>;
         int base = (group_id * work_group_size + sg_id * sg_size)
                            * elements_per_work_item;
         for (size_t i = 0; i < elements_per_work_item / 8; i++)
           sum += sg.load<8>(global_ptr(&buf_acc[base + i * 8 * sg_size]));
         scratch[loc_id] = sum;
         for (int i = work_group_size / 2; i > 0; i >>= 1) {
           item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space);
           if (loc_id < i)
              scratch[loc_id] += scratch[loc_id + i];
         }
         if (loc_id == 0) {
            int sum=0;
            for (int i = 0; i < 8; i++)
               sum += scratch[0][i];
            auto v = sycl::ONEAPI::atomic_ref<int, 
                        sycl::ONEAPI::memory_order::relaxed,
                        sycl::ONEAPI::memory_scope::device,
                        sycl::access::address_space::global_space>(
                        sum_acc[0]);
            v.fetch_add(sum);
         }
      });
  });
}

このカーネルは、 明示的にアドレスを計算する代わりに、 ベクトルロード操作を使用してエンコードすることもで
きます。 また、 各ワーク項目がロードしたベクトルを最初にローカルでレデュースするように変更することもできます 
(この実装のアクセスパターンを図 2 に示します）。

図 2. 要素のベクトルを読み込み、 ベクトルを単一の結果にレデュースしてからリダクションを行う

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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void multiBlockInterleavedReductionVector(sycl::queue &q, 
                    sycl::buffer<int> inbuf,
                    int &res) {
  const size_t data_size = inbuf.get_size()/sizeof(int);
  int work_group_size =
      q.get_device().get_info<sycl::info::device::max_work_group_size>();
  int elements_per_work_item = 256;
  int num_work_items = data_size / 4;
  int num_work_groups = num_work_items / work_group_size;
  sycl::buffer<int> sum_buf(&res, 1);

  q.submit([&](auto &h) {
      const sycl::accessor buf_acc(inbuf, h);
      sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::noinit);
      sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write,
                     sycl::access::target::local>
          scratch(1, h);
      h.parallel_for(sycl::nd_range<1>{num_work_items, work_group_size},
                [=](sycl::nd_item<1> item) 
                [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] {
         size_t glob_id = item.get_global_id(0);
         size_t group_id = item.get_group(0);
         size_t loc_id = item.get_local_id(0);
         if (loc_id==0)
            scratch[0]=0;
         sycl::vec<int, 4> val;
         val.load(glob_id,buf_acc);
         int sum=val[0]+val[1]+val[2]+val[3];
         item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space);
         auto vl = sycl::ONEAPI::atomic_ref<int,
                          sycl::ONEAPI::memory_order::relaxed,
                          sycl::ONEAPI::memory_scope::work_group,
                          sycl::access::address_space::local_space>(
                          scratch[0]);
         vl.fetch_add(sum);
         item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space);
         if (loc_id==0) {
               auto v = sycl::ONEAPI::atomic_ref<int, 
                          sycl::ONEAPI::memory_order::relaxed,
                          sycl::ONEAPI::memory_scope::device,
                          sycl::access::address_space::global_space>(
                          sum_acc[0]);
               v.fetch_add(scratch[0]);  
       }
      });
  });
}
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リダクション ・カーネルのパフォーマンス解析
これらのカーネルのパフォーマンスを評価するため、 2 つの異なるインテル GPU で実行します。

1. インテル® HD グラフィックス 630 （第 9 世代統合グラフィックス、 略称 Gen9）。 この GPU には 24 の実行ユニッ
ト （EU） が搭載されており、 それぞれ 7 スレッドを利用できます。

2. インテル® Iris® Xe グラフィックス （第 12 世代統合グラフィックス、略称 Gen12）。 この GPU には 96 の実行ユニッ
ト （EU） が搭載されており、 それぞれ 7 スレッドを利用できます。

インテル® VTune™ プロファイラーを使用してカーネルのパフォーマンスを解析します。 また、 カーネルの実行時
間を長くして適切なプロファイル ・ データを収集できるように、 大規模なリダクション （1,000 万要素の代わりに、
5.12 億要素）を実行します。 各カーネルのパフォーマンスを表 1 に示します。 これは、各カーネルを 16 回実行して、
平均パフォーマンスを記録したものです。 データの収集には、 インテル® oneAPI ベース・ツールキット （v2021.2.0）
を使用しました。

カーネル インテル® HD グラフィックス 630 インテル® Iris® Xe グラフィックス
reductionAtomics1 146 49
reductionAtomics2 258 141
reductionAtomics3 111 38
ツリー ・ リダクション 288 115
ビルトイン ・ リダクション演算子 429 162
multiblockinterleavedreduction 83 37
multiblockinterleavedreductionVector 67 34

reductionAtomics1
このカーネルは、 ハードウェアが実行可能なアトミック更新の数によって制限されます （図 3）。

上の図で Global Work Size カラムは、 カーネルの合計ワーク項目数を示します。 これは、 問題のサイズ （5.12 
億要素） です。 Instance カラムは、 カーネルが呼び出された回数を示しており、 ここでは 17 です。 SIMD Width 
カラムは 32 で、 これはこのカーネルに対してコンパイラーが選択したベクトルサイズです。 Computing Threads 
Started カラムは、 このカーネルで実際に実行された個別のスレッドの数です。 これは、 Global Work Size を 
SIMD Width で割って、 Instance 数を掛けた値に等しいです。 最後に、 GPU Atomics カラムは、 このカーネルで実行
されたアトミック操作の数を示します。 reductionAtomics1 カーネルでは、 各スレッドが 2 つのアトミック
操作を発行するため、スレッド数の 2 倍になります （Gen12 の SIMD32 は 2 つの SIMD16 命令としてエンコー
ドされます）。

表 1. 異なるリダクション実装のパフォーマンス （ミリ秒単位 )

図 3. インテル® Iris® Xe グラフィックス上での  reductionAtomics1 の統計値
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インテル® VTune™ プロファイラーのアーキテクチャー ・ ダイアグラムは、 Gen9 ではメモリー帯域幅を大幅に改
善できることを示しています （ピークが 32GB/ 秒であるのに対して、 reductionAtomics1 は 15.3GB/ 秒し
か達成できていません） （図 4）。 Gen12 でこのカーネルは、 より高いメモリー帯域幅を達成しています。 これは、 
インテル® Iris® Xe グラフィックス （Gen12） のほうが、インテル® HD グラフィックス （Gen9） よりも多くのアトミッ
クメモリー更新を処理できるためです （図 5）。

図 4. インテル® HD グラフィックス 630 上での reductionAtomics1 のアーキテクチャー ・ ダイアグラム

図 5. インテル® Iris® Xe グラフィックス上での reductionAtomics1 のアーキテクチャー ・ ダイアグラム

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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reductionAtomics2
このカーネルは、 Gen9 と Gen12 の両方でパフォーマンスが低いことが分かります。 このカーネルのメモリー ・ 
アクセス・ パターンでは、 コンパイラーが 16 の異なるキャッシュラインそれぞれの 1 要素にのみアクセスするロー
ド命令を生成します。 そのため、 最初のアクセスではキャッシュを 16 回ミスするため長いレイテンシーが生じ、 
ほかの 15 の参照はすべてキャッシュにヒットします。 キャッシュヒット率と L3 からの帯域幅は良好ですが、 
全体的なパフォーマンスは 16 回のキャッシュミスが発生する最初のメモリー参照のレイテンシーにより制限され
ます。 reductionAtomics1 と比較すると、 キャッシュミス率が非常に低く、 L3 メモリー帯域幅が高いものの、
全体的なパフォーマンスはどちらのプラットフォームでも低いままです （図 6）。

reductionAtomics3
このカーネルのメモリー ・ アクセス・ パターンでは、 ベクトルロード命令が 1 つのキャッシュラインのすべて
の要素を一度にロードします。 これにより、 キャッシュミス率は 100% になりますが、 複 数のスレッドが
同時に処 理できるため、 レ イテンシー の 影 響が 緩和され ま す。 これは、 reductionAtomics1 および 
reductionAtomics2 と比較して、 このカーネルはキャッシュミス率が高く （reductionAtomics2 では 
15.5%、 reductionAtomics1 では 69.8%）、 L3 メモリー帯域幅が低いにもかかわらず、 パフォーマンスが 
優れていることからも分かります （表 1）。

図 6. インテル® HD グラフィックス 630 上での reductionAtomics2 のアーキテクチャー ・ ダイアグラム
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図 7. インテル® Iris® Xe グラフィックス上での reductionAtomic3 のアーキテクチャー ・ ダイアグラム

Gen12 上での reductionAtomics3 のアーキテクチャー ・ ダイアグラムは、 メインメモリーからの帯域幅が 
L3 帯域幅とほぼ同じであることを示しています （L3 帯域幅が 56.5GB/ 秒であるのに対して、 メモリー帯域幅は 
58.5GB/ 秒） （図 7）。

ツリー ・リダクション
ツリー ・ リダクションは一般的な手法ですが、 Gen9 と Gen12 のどちらでもパフォーマンスが良くありません。
リダクション ・ ツリーの各レベルで半分の EU をアイドル状態にしてしまう、 アルゴリズムの本質的な不均衡が効
率を悪くしています （図 8）。
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図 8. インテル® Iris® Xe グラフィックス上でのツリー ・ リダクションのアーキテクチャー ・ ダイアグラム

図 9. インテル® HD グラフィックス 630 上でのコンパイラーのビルトイン ・ リダクション演算子のプラットフォーム ・ ビュー

コンパイラーのビルトイン・リダクション
コンパイラーのビルトイン ・ リダクション演算子は現在開発中であり、 この記事のほかの手法のパフォーマンスを
達成するには追加のチューニングが必要です。 インテル® VTune™ プロファイラーによって報告されたアトミック
の数と開始された計算スレッドの数のメトリックを確認して、 ツリー ・ リダクションと比較すると、 ビルトイン演算子
の実装には共有ローカルメモリー （SLM） 上のツリー ・ リダクションが使用されていることが分かります。 また、 
この実装では、 リダクション演算子を適用する前に、 メインメモリーから共有ローカルメモリーへデータをコピー
しているように見えます。 これは、 インテル® VTune™ プロファイラーのプラットフォーム ・ ビューの GPU Shared 
Local Memory レーンのアクティビティーからも分かります （図 9）。
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図 10. インテル® Iris® Xe グラフィックス上でのコンパイラーのビルトイン ・ リダクション演算子のアーキテクチャー ・ ダイアグラム

ツリー ・ リダクションとコンパイラーのビルトイン ・ リダクション演算子のアーキテクチャー ・ ダイアグラムを比
較すると、 後者の SLM の使用のほうが高くなっています （読み取りが 116GB/ 秒と 62.6GB/ 秒、 書き込みが 
59.7GB/ 秒と 19.5GB/ 秒） （図 8 と 10）。 これは、 各スレッドがリダクション操作の前に使用するデータをコピー
するためです。 ツリー ・ リダクション実装では、 SLM へのデータのコピーがありません。 SLM は、 各ワークグルー
プが生成する中間値にのみ使用されます。 したがって、 同じアルゴリズムを使用していても、 ツリー ・ リダクション
実装のほうがビルトイン ・ リダクション演算子よりもパフォーマンスが優れています。

リダクション・アルゴリズムのパフォーマンスは、 アーキテクチャーによって大きく異なることを覚えておいてください。
ビルトイン ・ リダクション演算子のパフォーマンスは、 将来の oneAPI コンパイラーで向上する予定です。

MultiBlockInterleaved
このカーネルのメモリー ・アクセス ・ パターンは、 コンパイラーがスレッドごとに 128 要素をロードするブロック 
ロード操作を生成できるように注意深く設計されており、 ほかのカーネルよりも高い帯域幅を達成できます。
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図 11. カーネルの sg.load 操作に対してコンパイラーが生成したアセンブリー ・ コード

図 12. インテル® HD グラフィックス 630 上での MultiBlockInterleavedVector のアーキテクチャー ・ ダイアグラム

このカーネルのサブグループのロード操作は、 コンパイラーによって 4 つの SIMD16 ロード命令に変換され、 
それぞれ 4 つのレジスターに要素をロードします （図 11）。

MultiBlockInterleavedVector
最後の MultiBlockInterleavedVector カーネルは DPC++ のビルトインベクトルを使用して、 SIMD32 
命令とブロック読み取りにより MultiBlockInterleaved カーネルよりも優れたパフォーマンスを実現し
ま す。 MultiBlockInterleavedVector カ ー ネ ル は、 Gen9 で は 32.5GB/ 秒 （ 図 12）、 Gen12 で は 
62GB/ 秒 （図 13） のピークメモリー帯域幅を達成します。
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図 13. インテル® Iris® Xe グラフィックス上での MultiBlockInterleavedVector のアーキテクチャー ・ ダイアグラム

図 14. インテル® Iris® Xe グラフィックス上で 128 要素をロードする SIMD32 ベクトルロード命令に対して 
コンパイラーが生成したアセンブリー ・ コード

コンパイラーによって生成されるアセンブリー・コードは、スレッドごとに 128 要素をロードします。以下に示すように、
SIMD32 ロード命令は 128 要素を 16 のレジスターにロードします （図 14）。 そのため、このプラットフォームでは、
メモリーから GPU へのデータのフェッチでピーク帯域幅を達成します。

まとめ
リダクションは並列プログラミングにおいて重要な操作であり、 多くのアプリケーションで使用されています。 
この全 2 パートのシリーズでは、 DPC++ でリダクション操作をコーディングするさまざまな方法を示し、 2 つ
のインテルの統合 GPU でパフォーマンスを評価しました。 この記事で使用したカーネルのソースコードは、
https://github.com/rvperi/DPCPP-Reduction （英語） から利用できます。

関連情報
1. データ並列 C++ リソースページ （英語 )

2. データ並列 C++ サンプルコード

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://github.com/rvperi/DPCPP-Reduction
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/oneapi/data-parallel-c-plus-plus.html#gs.59f2dy
https://www.isus.jp/products/oneapi/explore-dpcpp-samples/

