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最近のメモリーシステムは、 コアと DRAM 全体がソケット間で分割される NUMA (Non-Uniform Memory
Access) アーキテクチャーを採用しています。 各コアは単一のメモリー空間としてメモリー全体にアクセスでき
ます。 しかし、 ローカルソケット上のメモリーのほうが、 リモートソケット上のメモリーよりも高速にアクセスでき
ます。 そのため、 不均等メモリーアクセス (NUMA、 Non-Uniform Memory Access) と呼ばれます。 このよう
にアクセス ・ レイテンシーが異なるため、 ローカル ・ ソケット ・メモリーへのアクセスを常に優先すべきです。
このため、 Linux* カーネルは、 メモリーページをデータがアクセスされるソケットに移動する NUMA マイグレー
ションを行います。 Linux* は、 特定のソケットからページへのメモリーアクセス数やアクセスのレイテンシーなど、
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ページ ・ マイグレーションの決定に必要な情報を保持しています。 Linux* の NUMA マイグレーションは、
numactl などのユーティリティーを使用して OS レベルの NUMA 割り当てポリシーが指定されていない限り、
デフォルトで有効です。
NUMA ページ ・ マイグレーションは、 単一のマシン上で独自のメモリー割り当てを持つ複数のアプリケーション
を実行する場合に非常に役立ちます。 システムが共有されるこのようなシナリオでは、 特定のアプリケーション
に関連するメモリーページをそのアプリケーションが割り当てられているコアに移動することは合理的です。
この記事では、 単一のアプリケーションがマシン全体を使用する場合 (ハイパフォーマンス ・ コンピューティン
グでは一般的なシナリオです)、 NUMA マイグレーションはパフォーマンスの低下につながることを示します。
また、 多くの場合、 numactl などの OS レベルのユーティリティーよりも、 異なるデータ構造の割り当てや割
り当てポリシーの設計を細かく制御できるアプリケーションレベルの NUMA 割り当てポリシーの使用が推奨
されます。
この記事では、 次の 2 つのアプリケーションレベルの NUMA 割り当てポリシーについて説明します (図 1)。
•• NUMA インターリーブ : メモリーページは、 NUMA ソケット間でラウンドロビン形式で均等に分割されます
(numactl -interleave all コマンドに似ています)。
•• NUMA ブロック : 割り当てメモリーの均等なチャンクが NUMA ソケット間で分割されます。
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NUMA 割り当てポリシー (色分けは 2 つのプロセッサーを示す )

インテル® Xeon® Gold プロセッサー上での評価
( NUMA インターリーブと NUMA ブロックの両方のポリシーを使用して ) サイズ m のメモリーを割り当て、
t スレッドを使用して各スレッドが連続する書き込みブロックをシーケンシャルに取得して一度だけ書き込む
単純なマイクロベンチマークを実行して、 NUMA マイグレーションの効果を評価します。
図 2 と図 3 にメモリー割り当てポリシーの疑似コードと単純なマイクロベンチマーク計算の疑似コードを
それぞれ示します。評価には、4 ソケットのインテル® Xeon® Gold 5120 プロセッサー (56 コア、2.20GHz、
187GB DDR4 DRAM ) で構成されたシステムを使用しました。 評価中、インテル® ハイパースレッディング・
テクノロジーは無効に設定されていました。
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NUMA インターリーブと NUMA ブロックメモリー割り当てポリシーの疑似コード
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評価に使用した単純なマイクロベンチマーク計算の疑似コード

異なる NUMA 割り当てポリシーに対する
NUMA マイグレーションの効果
図 4 は、 t = 56 スレッドとインターリーブ割り当てを使用して、 異なるメモリー割り当てサイズ (m) でマイクロ
ベンチマークを実行した時間です。 ワークロードが倍になると、 実行時間も倍になります。 これは想定どおり
です。 しかし、 実行中のページ ・ マイグレーションの数も大幅に増加しています。 NUMA ブロック割り当てで
も同様のパターンが見られます (図 5)。 しかし、 ブロック割り当てでは、 40GB 以下のワークロード ・ サイズ
ではページ ・ マイグレーションが発生しないため、 インターリーブ割り当てよりも優れたパフォーマンスを達成
しています。 メモリーページは、 計算中にローカルに割り当てられ、 アクセスされます。
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56 スレッドと NUMA インターリーブ割り当てを使用して異なるワークロード・サイズでマイクロベンチマークを実行した結果。
各バーの上の数値はメモリー ・ ページ ・ マイグレーションの数 (千単位) です。
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56 スレッドと NUMA ブロック割り当てを使用して異なるワークロード ・ サイズでマイクロベンチマークを実行した結果。
各バーの上の数値はメモリー ・ ページ ・ マイグレーションの数 (千単位) です。

単一ソケット上での NUMA マイグレーションの効果
図 6 は、 単一ソケット上で 160GB のワークロードを異なるスレッド数で実行した場合の合計実行時間、 およ
びユーザーコードとカーネルコードで費やされた時間です。 メモリー全体がソケット間で均等に分割されるため、
各ソケットには約 47GB のメモリーがあります (187GB を 4 ソケットで分割)。 ここでは、 4 ソケットすべてにわ
たって 160GB を割り当てました。 どちらの割り当てポリシーでも、 マイクロベンチマークはスレッド数に応じて
スケーリングしています。スレッド数が増加すると実行時間は減少し、ページ・マイグレーションの数も減少します。
これは、 アプリケーションの実行時間が長くなるほど、 OS カーネルによるページ ・ マイグレーションが増える
ためです。
各バーの赤色の部分は、 カーネルコードでページ・マイグレーションに費やされた時間です。 NUMA マイグレー
ションが無効な場合、 これはほぼゼロになります。 NUMA マイグレーションを無効にした場合、 インターリー
ブでは 2.4 倍、 ブロックでは 1.6 倍の相乗平均スピードアップが得られます。 このことから、 NUMA マイグレー
ションがパフォーマンスに大きく影響することが分かります。
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単一ソケット上で固定ワークロード ・ サイズ (160GB) と異なるスレッド数を使用してマイクロベンチマークを実行した結果。
スレッド数は上部に示します。 括弧内はソケット数です。 各バーの上の数値はメモリー ・ ページ ・ マイグレーションの数
(百万単位) です。

複数のソケット間の NUMA マイグレーションの効果
単一ソケットと同様のパターン (図 6) が複数のソケットでも見られました (図 7)。 各グラフは、 異なるソケット
数で NUMA マイグレーションを有効にした場合と無効にした場合の結果を示しています。 ソケット上のすべて
のコアが使用されています。 NUMA マイグレーションが無効な場合は常に、 カーネルで費やされる時間が減
少することが分かります。 もう 1 つ興味深い点は、 NUMA マイグレーションが無効な場合、 ユーザーコードで
費やされる時間がわずかに増加していることです。 これは、 NUMA マイグレーションによりメモリー ・アクセス・
レイテンシーが減少することを示しています。 ただし、 NUMA マイグレーションのオーバーヘッドがメリットを
上回り、 全体のパフォーマンスを低下させる可能性があります。
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異なる数のソケット上で固定ワークロード ・ サイズ (160GB) と異なるスレッド数を使用してマイクロベンチマークを実行し
た結果。 スレッド数は上部に示します。 括弧内はソケット数です。 各バーの上の数値はメモリー ・ ページ ・ マイグレーション
の数 (百万単位) です。
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パフォーマンスの最大化
前述の結果から、 NUMA マイグレーションなどの OS レベルの機能は、 大きなパフォーマンス ・ オーバーヘッ
ドが発生する可能性があるため、 特にマシン全体で単一のアプリケーションを実行する場合 (ハイパフォーマン
ス ・コンピューティングでは一般的なシナリオです)、 慎重に使用する必要があります。
アプリケーションの実行時間に対する NUMA マイグレーションの影響は、 次のようなさまざまな要因によって
異なります。
•• 使用される NUMA 割り当てポリシーの種類
•• プロセッサー上で使用されるソケット数

NUMA ページ ・ マイグレーションによって生じるパフォーマンス ・ノイズを回避するには、 図 8 に示すように、
該当する OS レベルの機能を無効にします (NUMA マイグレーションはデフォルトで有効です)。
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OS レベルの機能の無効化
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NEWS Highlights
Embedded Vision Alliance が 「2019 年最優秀ビジョン製品賞」 の受賞者を
発表
最優秀開発ツール : OpenVINO™ ツールキット

Embedded Vision Alliance は、 2019 年の Embedded Vision Summit において 「年間
最優秀ビジョン製品賞」 の受賞者を発表しました。 この賞は、 ビジュアル AI やコンピューター ・
ビジョンなど、 急激に成長しているこの分野で業界をリードするテクノロジー企業の革新性と卓越性
を表彰するものです。
Embedded Vision Alliance の創設者である Jeff Bier 氏は次のように述べています。
「今日、 ビジュアル AI を実現するテクノロジーは、 多様な成長市場において需要が高まっています。
その結果、 この分野での革新が加速しています。 「年間最優秀ビジョン製品賞」 は、 インパクトの
ある革新的なテクノロジーを提供している企業を表彰するものです。」
この記事の続きはこちら (英語) でご覧になれます。 >
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