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アクセラレーターの利用は年々増加しており、 特にソフトウェア開発者は GPU を活用し、 さまざまな HPC や 
AI アルゴリズムを高度に並列化されたシステムで実行しています。 MarketsandMarkets の調査 1 （英語） に
よると、 データセンター ・アクセラレーター市場は、 2021 年の 137 億ドルから 2026 年には 653 億ドルに成長
すると予測されています。

過去 10 年ほどの間、 ソフトウェア開発者は、 本来グラフィックス処理用に設計され、 現在では AI やマシン
ラーニングを含む幅広い分野で使用されている GPU を利用する高度な並列ソフトウェアを記述するため、 主に 
CUDA* に依存してきました。 ソフトウェア開発者にとって、 CUDA* は独自のプログラミング・インターフェイスであり、
NVIDIA のプロセッサー上でしか使用できないことが課題でした。 このため、 開発者は単一ベンダーに縛られ、
最新のプロセッサー ・アーキテクチャーでのイノベーションが制限されてきました。

Rod Burns Codeplay Software 
Joe Todd Codeplay Software

CUDA* から SYCL* への移行がさらに容易に

SYCL* と oneAPI で 
ベンダーへの依存から 
ソフトウェアを解放

1  https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/data-center-accelerator-market-48984803.html （英語）
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市場は変化しており、 インテル （特に近日発売予定のインテル® Iris® Xe GPU） や、 RISC-V* 命令セット ・アーキ
テクチャーを利用した新しい特殊プロセッサーなど、 幅広いプロセッサー・ベンダーからの選択肢が増えています。
ソフトウェア開発者は、 既存のプロセッサーを最大限に活用するだけでなく、 この爆発的に増加する新しいアーキ
テクチャーやイノベーションに適応し、 活用する必要がありますが、 さまざまなベンダーの新しいプロセッサーごと
に新しいコードを記述することなく、 これを実現する方法はあるのでしょうか ?

SYCL* と oneAPI は柔軟で非独占的な代替手段を提供します。 SYCL* は、 高度に並列化されたプロセッサー ・
ターゲット上で動作するソフトウェアを記述する、 業界で定義されたロイヤルティー ・フリーでオープンスタンダー
ドのインターフェイスです。 SYCL* はすでに広く採用されており、 世界最速のスーパーコンピューターのいくつか
でパフォーマンスの移植に使用されています。 米国のアルゴンヌ国立研究所、 ローレンス ・ バークレー国立研究
所、 オークリッジ国立研究所では、 研究者が SYCL* を使用して、 それぞれのスーパーコンピューター ― Aurora 
（インテル® GPU を使用）、Perlmutter、Polaris、Summit（NVIDIA* GPU を使用）、Frontier（AMD* GPU を使用）
― で実行可能なソフトウェアを記述し、最高のパフォーマンスを達成しています。 ヨーロッパでは、Lumi スーパー
コンピューター ・ チームが、 ヨーロッパ大陸の既存および将来のマシンでパフォーマンスを移植するため、 主要
なプログラミング ・ モデルとして SYCL* を選択しています。 また、 ほかの政府機関や民間企業では、 マルチベン
ダーのシステムに複雑なソフトウェアを導入するため SYCL* を採用しています。

SYCL* は、 アクセラレーター ・ アーキテクチャー向けのオープンで標準ベースのプログラミング環境である 
oneAPI の中核をなしています。 oneAPI は、 一般的なライブラリーとフレームワークを定義し実装することで、 
高度な並列ソフトウェアをさまざまなアーキテクチャーで実行し、 ハイパフォーマンスと移植性を実現できるように
します。 oneAPI には、 高度に最適化されたアプリケーションの記述に必要なビルディング ・ブロックと、 一般的
な数学およびニューラル ・ ネットワーク ・アルゴリズムのライブラリーが含まれています。 これにより、 ソフトウェア
開発者は、 HPC および AI アプリケーションの作成に必要なすべてを手に入れることができます。

SYCL* は素晴らしいけれども、 すべてのコードを CUDA* から SYCL* へ移行するのは難しいのではないか、 と考
える方もいらっしゃるでしょう。 それがどれほど簡単かを示すため、 N 体シミュレーション ・プロジェクトを CUDA* 
から SYCL* に移行する方法を説明します。

N 体シミュレーションは、 定義された一連の方程式を使用して、 架空の銀河における重力相互作用を示すために
使用されます （図 1）。 このプロジェクトは、 Sarah Le Luron 氏が C++ で記述した既存のオープンソースの N 体
シミュレーションをベースにしています。 このコードは、 NVIDIA* GPU 上でシミュレーション計算の一部を並列に
実行するカーネルを実装しており、 CPU で実行する場合と比べて実行時間を短縮します。

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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このカーネルコードを SYCL* に移行するにはどうしたらよいのでしょうか ? このプロジェクトではカーネルが 
1 つですが、ほかのアプリケーションでは、コードベースに何百もの CUDA* カーネルがある可能性があります。
次のステップにより、 手間のかかる作業の多くを排除し、 開発時間を大幅に短縮できます。

最初のステップでは、 最近オープンソース化された、 CUDA* を SYCL* へ移行する半自動化ツールである 
SYCLomatic（英語）を使用します。 このツールは、1 つまたは複数の CUDA* ソースファイルを SYCL* ソースコード 
に移行します。 変換するソースファイルを指定するだけで、 移行されたコードを含む C++ ソースファイルが生成 
されます。 図 2 は、 intercept-build スクリプトを使用したこの手順がいかに簡単であるかを示しています。
このスクリプトは、 コマンドとフラグを追跡して JSON ファイルに保存します。 これは、 複数のソースファイルを持
つプロジェクトで便利です。 移行するソースファイルを指定すると、 SYCLomatic ツールは SYCL* コードファイル
一式と、 移行を単純化するいくつかのヘルパークラスや関数を生成します。

図 1. 架空の銀河の N 体シミュレーション

図 2. SYCLomatic のワークフロー

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://github.com/oneapi-src/SYCLomatic
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SYCLomatic が生成するコードの一部を見てみましょう （図 3）。 元のコードと移行されたコードを比較すると、
組込みの平方根メソッドが変更されていることが分かります。 これは、 CUDA* バージョンから対応する SYCL* 
バージョンへの単純な変換です。 また、 ツールはコメントを生成しており、 アプリケーションの最適化や正当性
の確保に必要な追加の変更に関するガイドやヒントを開発者に提供していることが分かります。 その他の変更点
については、 プロジェクト ・ リポジトリー （英語） で確認できます。 特筆すべきは、 この N 体プロジェクトでは、
SYCLomatic が生成したソースコードにこれ以上変更を加える必要がないことです。 これは、 SYCLomatic が
いかに有効であるかを示していますが、 通常、 開発者はプロジェクトに対してある程度の手動でのコード変更を
行う必要があります。

移行が完了したら、 SYCL* コードをさまざまなプロセッサーで実行できます。 ここでは、 DPC++ コンパイラーを
使用して NVIDIA* GPU ターゲットを使用します。 DPC++ は、 oneAPI イニシアチブの一部であるオープンソース
の SYCL* コンパイラーです。 インテル® プロセッサー、 NVIDIA* GPU、 および AMD* GPU をサポートしています。
NVIDIA および AMD ターゲットを使用する際の環境設定方法については、Codeplay のウェブサイト（英語）とオー
プンソースの DPC++ リポジトリー （英語） を参照してください。

この N 体シミュレーションの CUDA* バージョンと SYCL* バージョンを同じ NVIDIA GeForce* GPU 上で実行する
と、ネイティブ CUDA* または SYCL* のいずれを使用しても、同等のパフォーマンスが得られます（図 4）。 画像から、
双方の N 体重力シミュレーションのカーネル時間は近く、 SYCL* バージョンのほうがネイティブ CUDA* に比べて
わずかに高速であることが分かります。この値は実行時の条件により変わりますが、研究組織と商業組織の両方で、
SYCL* で CUDA* とほぼ同等のパフォーマンス結果を達成した例があります。 Zuse Institute Berlin の動画（英語）
では、 彼らが Tsunami シミュレーション ・コードでこれを達成した事例が紹介されています。

図 3. SYCLomatic を使用して CUDA* （左） から SYCL* （右） へ移行

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://github.com/codeplaysoftware/cuda-to-sycl-nbody/
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https://github.com/intel/llvm/blob/sycl/sycl/doc/GetStartedGuide.md#build-dpc-toolchain-with-support-for-nvidia-cuda
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DPC++ を使用して NVIDIA* GPU 上で SYCL* を実行することでパフォーマンスの移植性を確保できますが、
ハードウェアのパフォーマンスを最大限に引き出すにはコードの微調整が必要になることがあります。 NVIDIA* 
ハードウェア上で SYCL* コードを実行できるだけでなく、 NVIDIA Nsight* を含む NVIDIA* プロファイル ・
ツールの利点も得られます （図 5）。 コードや設定を変更することなく、 使い慣れたツールを使用してアプリ
ケーションの微調整や最適化を行い、 最高のパフォーマンスを達成できます。

図 4. 元の CUDA* N 体コード （上） と移行後の SYCL* コード （下） は同等のパフォーマンスを達成

図 5. NVIDIA Nsight* を使って CUDA* バックエンドで SYCL* アプリケーションのプロファイルが可能

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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これらのツールから得られる情報を調べることで、 カーネルとメモリーの最適化を追跡し、 注目すべきコード位
置を簡単に特定できます。 また、 より詳細な情報を得たい場合は、 コンパイラーの出力を参照して、 生成され
た低レベルの PTX 命令を調べることも可能です。 つまり、 開発者は NVIDIA* GPU 用の NVIDIA Nsight* や
インテル® プラットフォーム用のインテル® VTune™ プロファイラーなど、 ターゲット ・アーキテクチャーに最適な
ツールを SYCL* で使うことができます。 CUDA* から SYCL* への道は、 見かけほど難しいものではなく、 その
利点は明らかです。 SYCL* で記述されたコードは、 将来を見据えたソフトウェア開発環境を実現します。
ソフトウェア開発チームは、 インテル、 NVIDIA、 AMD などの既存のアクセラレーター・プロセッサーをター
ゲットにしながら、 新しい RISC-V* ベースのアクセラレーターなど、 最新のアーキテクチャーを採用する
準備ができます。

ここで紹介したオープンソースの N 体プロジェクトのコードを検証し、 SYCLomatic を使用して CUDA* コードを 
SYCL* に移行し、 次世代プロセッサー向けにソフトウェアの将来性を確保してください。

インテル® DPC++ 互換性ツール
詳細 （英語）CUDA* アプリケーションを標準ベースのデータ並列 C++ コードに移行
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