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法務上の注意書きと最適化に関する注意事項
インテルのテクノロジーを使用するには、対応したハードウェア、特定のソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合が
あります。
絶対的なセキュリティーを提供できる製品またはコンポーネントはありません。
実際のコストと結果はシステム構成によって異なります。
© Intel Corporation.
Intel、インテル、Intel ロゴ、Arria、VTune は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子
会社の商標です。
Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
OpenCL および OpenCL ロゴは、Apple Inc. の商標であり、Khronos の許諾を得て使用しています。
* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
最適化に関する注意事項:
インテル® コンパイラーでは、インテル® マイクロプロセッサーに限定されない最適化に関して、他社製マイクロプロ
セッサー用に同等の最適化を行えないことがあります。これには、インテル® ストリーミング SIMD 拡張命令 2
(インテル® SSE2)、インテル® ストリーミング SIMD 拡張命令 3 (インテル® SSE3)、ストリーミング SIMD 拡張命令 3
補足命令 (SSSE3) 命令セットに関連する最適化およびその他の最適化が含まれます。インテルは、他社製マイクロプ
ロセッサーに関して、いかなる最適化の利用、機能、または効果も保証いたしません。本製品のマイクロプロセッサー依
存の最適化は、インテル® マイクロプロセッサーでの使用を前提としています。インテル® マイクロアーキテクチャーに
限定されない最適化のなかにも、インテル® マイクロプロセッサー用のものがあります。この注意事項で言及した命令
セットの詳細については、該当する製品のユーザー・リファレンス・ガイドを参照してください。
注意事項の改訂 #20110804
特に明記されない限り、このドキュメントのサンプルコードは MIT ライセンスの下に次の条件で提供されます。
© 2020 Intel Corporation.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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はじめに

1 はじめに
現代のコンピューター・アーキテクチャーで高い計算パフォーマンスを達成するには、最適化され、電力効率に
優れた、スケーラブルなコードが必要です。従来のハイパフォーマンス・コンピューティング (HPC) を始めとし
て、AI、ビデオ解析、データ解析においてハイパフォーマンスの需要は増え続けています。
現代のワークロードの多様性から、単一のアーキテクチャーですべてのワークロードに対応するのは困難になっ
ており、アーキテクチャーも多様化しています。必要とするパフォーマンスを達成するには、CPU、GPU、AI、およ
び FPGA アクセラレーターに配置されたスカラー、ベクトル、行列、および空間 (SVMS) アーキテクチャーの組
み合わせが求められます。
今日、CPU とアクセラレーター向けのコーディングには、異なる言語、ライブラリー、そしてツールを利用する必
要があります。これは、それぞれのハードウェア・プラットフォームは完全に個別のソフトウェア資産を必要とし、
異なるターゲット・アーキテクチャーではアプリケーション・コードの再利用が制限されることを意味します。
インテル® oneAPI プログラミング・モデルは、データ並列 C++ (DPC++) と呼ばれるプログラミング言語と最
新の C++ 機能を使用して並列処理を表現することにより、CPU とアクセラレーターのプログラミングを簡素化
します。DPC++ 言語は、単一のソース言語でホスト (CPU など) とアクセラレーター (GPU など) のコードの再
利用を可能にし、実行とメモリーの依存関係を明確にします。DPC++ コード内のマッピング機能により、ワーク
ロードを最適に実行できるハードウェアまたはハードウェア・セットにアプリケーションを移行できます。アクセ
ラレーターを使用できないプラットフォームでも、ホストを利用することでデバイスコードの開発とデバッグを
簡素化できます。
注:

すべてのプログラムにおいて、インテル® oneAPI が提供する単一プログラミング・モデルの恩恵を得ら
れるわけではありません。プログラムに適しているかどうか、およびプログラム向けにモデルを設計、実
装、使用する方法を理解することが重要です。

インテル® oneAPI プログラミング・モデルの概要
インテル® oneAPI プログラミング・モデルは、複数のワークロード・ドメインにまたがる広範囲のパフォーマン
ス・ライブラリーを含む、ハードウェア・ターゲット全体で利用できる、包括的かつ統合された開発者向けツール
を提供します。ライブラリーには、ターゲット・アーキテクチャーごとにカスタマイズされた関数が含まれている
ため、同じ関数呼び出しを使用して、サポートされるすべてのアーキテクチャーで最適なパフォーマンスを実現
できます。DPC++ は業界標準とオープンな規格に基づいており、エコシステムの連携と革新を促進します。
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上の図に示すように、インテル® oneAPI プログラミング・モデルを利用するアプリケーションは、CPU から
FPGA まで複数のターゲット・ハードウェア・プラットフォームで実行できます。インテル® oneAPI 製品は、基本
となるインテル® oneAPI ベース・ツールキットと、特定の開発者のワークロード要件を満たす補完的なツール
を備えたいくつかのアドオン・ツールキットで構成されます。インテル® oneAPI ベース・ツールキットには、
インテル® oneAPI DPC++ コンパイラー、インテル® DPC++ 互換性ツール、ライブラリー、および解析ツール
が含まれます。
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既存の CUDA* コードを DPC++ に移行する開発者は、インテル® DPC++ 互換性ツールを使用して既存の
プロジェクトを DPC++ に移行できます。



インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーは、アクセラレーターをターゲットとするコードのダイレクト・プロ
グラミングをサポートします。ダイレクト・プログラミングは、ユーザーコードで使用されるアルゴリズムで
API が利用できない場合にパフォーマンスを向上するコーディング手法です。CPU と GPU ターゲット向け
にはオンラインとオフラインコンパイルがサポートされ、FPGA ターゲット向けにはオフラインコンパイル
のみがサポートされます。



API ベースのプログラミングは、最適化されたライブラリー・セットを介してサポートされます。インテル®
oneAPI 製品で提供されるライブラリー関数は、サポートされるターゲット・アーキテクチャー向けに事前
にチューニングされているため、開発者の介在は必要ありません。例えば、インテル® oneAPI マス・カーネ
ル・ライブラリーの BLAS ルーチンは、CPU ターゲットだけでなく GPU ターゲット向けにも最適化されて
います。

はじめに



また、コンパイルされた DPC++ アプリケーションは、インテル® VTune™ プロファイラーやインテル®
Advisor などのツールを使用して、パフォーマンス、安定性、電力効率の目標を達成するため、解析および
デバッグできます。

データ並列 C++ (DPC++)
データ並列 C++ (DPC++) は、データ並列プログラミングの生産性を向上するために設計された高レベル言語
です。高い互換性を持つ C++ に基づいており、一般的で使い慣れた C および C++ 構造を使用します。この言語
は、標準的な C++ コンパイラーでコンパイルされたコードなど、ほかのコンパイラー型言語と同等のパフォー
マンスを提供することを目指しており、C++ クラス・ライブラリーを使用して、コンパイラーがコードを解釈し、サ
ポートされる各種アーキテクチャーで実行できるようにします。
DPC++ は Khronos Group の SYCL* を基にしており、データ並列処理とヘテロジニアス・プログラミングをサ
ポートします。さらに、インテルはお客様のコードに価値を提供し、採用に向けて標準化団体と協力することを目
的として、SYCL* の拡張を行っています。例えば、DPC++ 言語には、ホストとアクセラレーター間でメモリーの
使用を容易にする統合共有メモリーの実装が含まれています。これらの機能は、SYCL* 言語の将来のバージョ
ンに統合される予定です。SYCL* の詳細については、『SYCL* 仕様バージョン 1.2.1』 (英語) を参照してくださ
い。
DPC++ アプリケーションは、サポートされる任意のターゲット・ハードウェアで実行できますが、特定のター
ゲット・ハードウェアで最高のパフォーマンスを引き出すにはチューニングが必要です。例えば、CPU 向けに
チューニングされたコードは、そのままでは GPU アクセラレーターでは高速に実行できない可能性がありま
す。本書の目的は、開発者がインテル® oneAPI プログラミング・モデルを使用してプログラミングする方法、お
よび最高のアプリケーション・パフォーマンスを達成するため特定のアーキテクチャーを対象とし最適化する方
法を理解できるようにすることです。

インテル® oneAPI ツールキットの配布について
インテル® oneAPI ツールキットは、複数の配布経路から入手できます。


製品のローカル・インストール: インテル® デベロッパー・ゾーンからインテル® oneAPI ツールキットをイン
ストールします。



コンテナーまたはリポジトリーからインストール: サポートされるコンテナーまたはリポジトリーから
インテル® oneAPI ツールキットをインストールします。



インテル® DevCloud のプリインストール: 無料の開発サンドボックスを使用して最新のインテル® SVMS
ハードウェアにアクセスして、インテル® oneAPI ツールを選択します。
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本書について
このドキュメントは次の章で構成されます。


第 2 章: インテル® oneAPI プログラミング・モデルの紹介 (プラットフォーム、実行、メモリー、およびカー
ネル・プログラミング)



第 3 章: 各種アクセラレーター (CPU、FPGA など) 向けのコードをコンパイルする詳細



第 4 章: データ並列 C++ (DPC++) 言語オプションに関する詳細を含むプログラミング・モデルの説明



第 5 章: 一般的な API と関連ライブラリーの簡単な紹介



第 6 章: デバッガーやパフォーマンス・プロファイラーなど各種インテル® oneAPI ツールを使用したソフト
ウェア開発手順の概要、および特定のアクセラレーター (CPU、FPGA など) 向けのコードの最適化を紹介

関連ドキュメント
次のドキュメントは、これからインテル® oneAPI プロジェクトを導入する開発者向けの入門資料として役立ち
ます。このドキュメントは、インテル® oneAPI プログラミング・モデルの基本的な概念をすでに理解しているこ
とを前提としています。
Linux* 向けインテル® oneAPI ベース・ツールキット導入ガイド (英語)
Windows* 向けインテル® oneAPI ベース・ツールキット導入ガイド (英語)
インテル® oneAPI リリースノート (英語)
SYCL* 仕様バージョン 1.2.1 (英語)
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2 インテル® oneAPI プログラミング・モデル
インテル® oneAPI プログラミング・モデルは、SYCL* 仕様 (英語) を基にしています。この仕様は、4 つのモデル
に細分化することで一般的なヘテロジニアス・コンピューティング機能を提供します。これらのモデルは、開発者
が 1 つ以上のデバイスをアクセラレーターとして使用するために必要なアクションを分類します。これらのモデ
ルは、インテル® oneAPI プログラミング・モデルを使用するすべてのプログラムに当てはまります。モデルは次
のように分類されます。


プラットフォーム・モデル - ホストとデバイスを指定します。



実行モデル - コマンドキューを指定しデバイスで実行するコマンドを発行します。



メモリーモデル - ホストとデバイスがメモリーと対話する方法を定義します。



カーネルモデル - デバイスで実行するコードを定義します。このコードはカーネルと呼ばれます。

インテル® oneAPI 向けのプログラミング言語はデータ並列 C++ (DPC++) で、C++ 言語の最新機能を使用し
て並列処理を実現します。実際にインテル® oneAPI プログラミング・モデルを利用するプログラムを作成する
場合、開発者は C++ ラムダ式、テンプレート、parallel_for キーワード、およびクロージャーなどの言語機
能を使用します。
ヒント: これらの C++11 以降の言語機能を熟知していない場合は、作業を続ける前に C++ 言語リファレンス
を参照して、基本的な機能を理解してください。
インテル® oneAPI を評価および習得する場合、プログラミング・モデルは複数のアクセラレーター・クラスに対
応することがあることに留意してください。アクセラレーターのアクセスに必要な API 呼び出し数は、単一のア
クセラレーターのみにアクセスする API よりも増加することがあります。
DPC++ の主な目的の 1 つは、ベースとなる OpenCL* C コードよりも高レベルのプログラミング言語を提供す
ることです。OpenCL* プログラムに精通している開発者は、OpenCL* コードとの類似点と相違点に気付くで
しょう。この章では、必要に応じてこの類似点と相違点にも触れています。また、詳細については SYCL* 仕様の
一部を参照しています。

サンプルプログラム
次のサンプルコードは、インテル® oneAPI プログラミング・モデルを使用してベクトル加算を行うプログラム
です。プログラムは配列全体の c = a + b 式を計算します。a と b はそれぞれ 1024 個の要素を含み、結果
は配列 c に格納されます。以下では、行番号を使用してサンプルの説明を行います。ここでは、プログラミング・
モデルを導入する際に必要な機能について注目していきます。

11
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注:

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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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このサンプルコードは、インテル® oneAPI プログラミング・モデルを構成する 4 つのモデルを説明す
ることを目的としており、典型的なプログラムや最も単純なプログラムを示すものではありません。
#include <vector>

#include <CL/sycl.hpp>
#define SIZE 1024
namespace sycl = cl::sycl;
int main() {
std::array<int, SIZE> a, b, c;
for (int
a[i]
b[i]
c[i]
}

i
=
=
=

= 0; i<SIZE; ++i) {
i;
-i;
i;

{
sycl::range<1> a_size{SIZE};
auto platforms = sycl::platform::get_platforms();
for (auto &platform : platforms) {
std::cout << "Platform: "
<< platform.get_info<sycl::info::platform::name>()
<< std::endl;
auto devices = platform.get_devices();
for (auto &device : devices ) {
std::cout << " Device: "
<< device.get_info<sycl::info::device::name>()
<< std::endl;
}
}
sycl::default_selector device_selector;
sycl::queue d_queue(device_selector);
sycl::buffer<int, 1> a_device(a.data(), a_size);
sycl::buffer<int, 1> b_device(b.data(), a_size);
sycl::buffer<int, 1> c_device(c.data(), a_size);
d_queue.submit([&](sycl::handler &cgh) {
auto c_res = c_device.get_access<sycl::access::mode::write>(cgh);
auto a_in = a_device.get_access<sycl::access::mode::read>(cgh);
auto b_in = b_device.get_access<sycl::access::mode::read>(cgh);
cgh.parallel_for<class ex1>(a_size,[=](sycl::id<1> idx) {
c_res[idx] = a_in[idx] + b_in[idx];
});

インテル® oneAPI プログラミング・モデル

53
54
55
56
57

});
}
}

DPC++ プログラムは単一のソースで構成されます。これは、ホストコードとデバイスコードが同じファイルに配
置され、コンパイラーがそれらを同じコンパイル単位として扱うことを意味します。これにより、ホストコードとデ
バイスコードの境界を越えてパフォーマンスが最適化される可能性があります。
これは、通常ホストコードとデバイスコードが異なるファイルにあり、ホストとデバイス向けのコンパイラーが異
なる OpenCL* ソフトウェア・テクノロジーなどのプログラミング・モデルとは異なります。そのため、DPC++ プ
ログラムを調査する最初のステップは、ホストコードとデバイスコードの分離を理解することです。具体的には、
DPC++ プログラムは、通常 C や C++ 言語で { と } で表現されるプログラミング言語のスコープに類似した、
いくつかのスコープに分けられます。
DPC++ プログラムには次の 3 つのスコープタイプがあります。


アプリケーション・スコープ – ホストで実行されるコード



コマンド・グループ・スコープ – ホストとデバイス間のインターフェイスとして動作するコード



カーネルスコープ – デバイス上で実行されるコード

この例では、コマンド・グループ・スコープは 45 行目から 54 行目で構成され、プログラムでホストとデバイス
間の制御と通信を行うために必要な調整とデータの受け渡し操作を含みます。

カーネルスコープは、コマンド・グループ・スコープに含まれており、50 行目から 52 行目にあります。アプリ
ケーション・スコープは、コマンドグループやカーネルスコープではないその他すべての行を含みます。構文の
定義は最上位のインクルード・ファイルからインクルードされます。便宜上、sycl.hpp と namespace 宣言を
追加できます。
各行の機能と 4 つのモデルへの分類は次のようになります。
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行 2 と 6 - include と namespace - インテル® oneAPI プログラミング・モデルを使用するプログラム
は、CL/sycl.hpp をインクルードする必要があります。cl::sycl 名前空間を繰り返し参照する手間を
省くため、6 行目のように namespace 文を使用することを推奨します。



行 20 から 36 - プラットフォーム・モデル - インテル® oneAPI プログラミング・モデルを使用するプログ
ラムは、利用可能なプラットフォームをホストに照会し、実行に使用するプラットフォームを選択するか、
インテル® oneAPI ランタイムがデフォルトのプラットフォームを選択できるようにします。プラットフォー
ムは、ホストとデバイス間の関係を定義します。プラットフォームには複数のデバイスが関連付けられてい
る場合があり、プログラムは実行するデバイスを指定したり、インテル® oneAPI ランタイムがデフォルトの
デバイスを選択するようにできます。



行 39 から 45 - 実行モデル - インテル® oneAPI プログラミング・モデルを使用するプログラムは、コマン
ドグループを発行するコマンドキューを定義します。コマンドグループは、デバイス上での実行を制御しま
す。

インテル® oneAPI プログラミング・モデル



行 41 から 43 と行 46 から 48 - メモリーモデル - インテル® oneAPI プログラミング・モデルを使用する
プログラムは、バッファーとアクセサーを使用してホストとデバイス間のメモリーアクセスを管理できます。
この例では、配列 a、b、および c は、ホスト上で定義され割り当てられます。バッファー a_device、
b_device、および c_device は、デバイスがベクトル加算を計算できるように、a、b、および c からの値
を保持するように宣言されます。アクセサー a_in と b_in は、a_device と b_device がデバイス上で
読み取り専用であることを示しています。アクセサー c_res は、c_device がデバイス上で書き込みアク
セスが許可されることを示しています。



行 50 から 52 – カーネル・プログラミング・モデル – C++ 言語の parallel_for 文は、スコープで囲ま
れたコードがデバイスの計算要素全体で並列に実行されることを示します。このサンプルコードでは、C++
ラムダ式を使用してカーネルが記述されています。



行 17 から 56 – スコープと同期 – バッファーと実際のホストメモリー間のメモリー操作は非同期で実行さ
れます。同期を保証するため、コマンドキューは行 17 と行 56 の別のスコープに配置され、実行されるバッ
ファーのデストラクターの一部としてスコープが終了する前に同期するようランタイムに指示しています。
この手法は多くのプログラムで利用されています。

コンパイルして実行すると、サンプルプログラムはアクセラレーター上で 1024 要素のベクトル加算を並列に
計算します。これは、アクセラレーターに複数の並列実行可能な計算要素があることを前提としています。この
サンプルは、ソフトウェア開発者がプログラムに導入すべきモデルを示しています。次の節ではこれら 4 つのモ
デル (プラットフォーム・モデル、実行モデル、メモリーモデル、カーネルモデル) についてさらに詳しく説明しま
す。

プラットフォーム・モデル
インテル® oneAPI のプラットフォーム・モデルは、SYCL* プラットフォーム・モデルを基にしています。1 つ以上
のデバイスを制御するホストを指定します。ホストは、通常、プログラムの主要部分、具体的にはアプリケーショ
ン・スコープとコマンド・グループ・スコープを実行する CPU ベースのコンピューター・システムです。ホストは、
デバイスで実行される計算ワークを調整および制御します。デバイスはアクセラレーターであり、通常、システム
の CPU よりも効率良く迅速に操作のサブセットを実行できる計算リソースを備えた特殊なコンポーネントで
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す。各デバイスは、いくつかの操作を並列に実行できる複数の計算ユニットを搭載しています。また各計算ユ
ニットは、計算向けの独立したエンジンとして機能する複数の処理要素を含みます。
システムは、複数のプラットフォームを同時にインスタンス化および実行できます。これは、特定のプラット
フォームがシステム上で利用可能なハードウェア・リソースのサブセットのみをターゲットとする可能性がある
ためです。ただし、通常システムには 1 つ以上のサポート対象デバイスで構成される 1 つのプラットフォームが
あり、それらのデバイスで計算リソースを利用できます。
次の図は、プラットフォーム・モデルの関係を視覚的に示しています。1 つのホストが 1 つ以上のデバイスと通
信します。各デバイスには 1 つ以上の計算ユニットがあります。各計算ユニットには 1 つ以上の処理要素があ
ります。この例では、デスクトップ・コンピューターの CPU がホストであり、プラットフォーム構成のデバイスとし
ても利用できます。

16
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プラットフォーム・モデルは、いくつかの異なるタイプのデバイスにマップできる汎用性を備えており、プログラ
ミング・モデルの機能的な移植に役立ちます。デバイスの階層も一般的であり、デバイスがインテル® oneAPI プ
ログラミング・モデルの最小要件を満たしている限り、FPGA から GPU および ASIC に至るまで、異なるタイプ
のアクセラレーターにマップできます。詳細は、インテル® oneAPI ベース・ツールキットのシステム要件 (英語)
を参照してください。

実行モデル
実行モデルは、SYCL* 実行モデルを基にしています。カーネルコードがデバイス上で実行され、制御ホストと対
話する方法をを定義および指定します。
17
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ホスト実行モデルは、コマンドグループを介してホストとデバイス間の実行とデータ管理を調整します。カーネ
ル呼び出しやアクセサーなどのコマンドをグループ化するコマンドグループは、実行のためキューに送信され
ます。正式にはメモリーモデルの一部であるアクセサーも、実行の順序要件を伝えます。実行モデルを利用する
プログラムは、キューを宣言してインスタンス化します。キューは、プログラムによって制御可能なインオーダー
またはアウトオブオーダー・ポリシーで実行できます。インオーダー実行はインテルによる拡張です。
デバイス実行モデルは、アクセラレーターでの計算方法を指定します。小さな 1 次元データから大きな多次元
データまでの計算は、ND-range、work-group、sub-group (インテル拡張)、および work-item の階層全体に
割り当てられます。これらはすべて、ワークがコマンドキューに送信されるときに指定されます。実際のカーネル
コードは、単一の work-item で実行されるワークを表現することに注意してください。カーネル外部のコード
は、実行される並列処理量を制御します。ワークの量と分布は、ND-range と work-group サイズを指定するこ
とで制御されます。
次の図は、ND-range、work-group、sub-group、および work-item の関係を示しています。ワークの合計量
は、ND-range サイズで指定されます。ワークのグループは、work-group サイズで指定されます。この例では、
ND-range サイズが X * Y * Z、work-group サイズが X’ * Y’ * Z’ 、および sub-group サイズが X’ であること
を示しています。つまり、X * Y * Z の work-item があることが分かります。ワークグループは (X * Y * Z) / (X *
Y * Z) / (X’ * Y’ * Z’) であり、sub-group は (X * Y * Z) / X’ です。
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カーネルが実行されるときに、大きな ND-range、work-group、または sub-group 内の特定の work-item の
位置が重要になります。例えば、work-item が特定のデータを計算するために割り当てられる場合、明示的なメ
ソッドが必要になります。work-item の一意な識別は、nd_item クラス (global_id、work_group_id、お
よび local_id) などのビルトイン関数を介して提供されます。
次のサンプルコードは、カーネルを起動し、前述の ND-range、work-group、および work-item の関係を示
します。
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

#include<CL/sycl.hpp>
#include<iostream>
#define N 6
#define M 2
using namespace cl::sycl;
int main()
{
queue defaultqueue;
buffer<int,2> buf(range<2>(N,N));
defaultqueue.submit([&](handler &cgh){
auto bufacc = buf.get_access<access::mode::read_write>(cgh);
cgh.parallel_for<class ndim>(nd_range<2>(range<2>(N,N),
range<2>(M,M)), [=](nd_item<2> i){
id<2> ind = i.get_global_id();
bufacc[ind[0]][ind[1]] = ind[0]+ind[1];
});
});
auto bufacc1 = buf.get_access<access::mode::read>();
for(int i = 0; i < N; i++){
for(int j = 0; j < N; j++)
std::cout<<bufacc1[i][j]<<"\t";
std::cout<<"\n";
}
return 0;
}

ND-range 並列処理の例
ここでは、前述のサンプルコードで ND-range を使用する際の関係について説明します。


行 12 で nd-range を宣言しています。nd_range<2> は 2 次元のインデックス空間を指定しています。



グローバルレンジは、最初の引数 range<2>(N,N) で指定されます。これは、インデックス空間全体がサ
イズ N x N の 2 次元であることを示しています。



2 番目の引数 range<2>(M,M) は、ローカル work-group レンジをサイズ M x M の 2 次元として指定し
ています。



行 13 では nd_item<2> を使用して ND-range の各 work-item を参照し、get_global_id を呼び出
してグローバルバッファー bufacc のインデックスを決定します。

19
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sub-group は SYCL* 実行モデルの拡張であり、work_group と work_item 間の階層に配置されます。
sub_group は、ベクトルユニットを含む一般的なハードウェア・リソースと連携して、いくつかの類似する操作
を並列にロックステップで実行するために作成されます。

メモリーモデル
インテル® oneAPI のメモリーモデルは、SYCL* メモリーモデルを基にしています。ホストとデバイスがメモリー
と対話する方法を定義します。ホストとデバイス間のメモリー割り当てと管理を行います。メモリーモデルは、ホ
ストとデバイスの構成に合わせて一般化し、適応させることを目的とした抽象化です。このモデルでは、メモリー
はホストまたはデバイスのどちらかに存在して所有され、メモリー・オブジェクトを宣言することで指定されま
す。バッファーとイメージの 2 つの異なるメモリー・オブジェクトがあります。ホストとデバイス間のメモリー・オ
ブジェクトの対話は、ホストやデバイスなどのアクセスする場所と読み取りまたは書き込みなどの特定のアクセ
スモードを伝えるアクセサーを介して行われます。
メモリーが従来の malloc 呼び出しでホストに割り当てられる状況を考えてみます。いったんメモリーがホスト
上に割り当てられるとバッファー・オブジェクトが作成され、これによりホストに割り当てられたメモリーがデバ
イスと通信できるようになります。buffer クラスは、計算を行うためデバイスと通信する項目のタイプと数をや
り取りします。ホスト上でバッファーが作成されると、デバイスで許可されるアクセスタイプが、バッファーへのア
クセスタイプを指定する accessor オブジェクトを介して通知されます。一般的な手順は次のようになります。
1. buffer または image オブジェクトをインスタンス化します。
buffer または image のホストやデバイスメモリーは、インスタンス化の一部として割り当てられるか、ホ
スト上で以前に割り当てられたメモリーにラップされます。
2. accessor オブジェクトをインスタン化します。
accessor は、ホストやデバイスなどのアクセスする場所と、読み取りや書き込みなど特定のアクセスモー
ドを指定します。アクセサーはまた、使用するメモリー・オブジェクト間の依存関係を表します。
注:

image メモリー・オブジェクトは FPGA デバイスではサポートされません。

次のサンプルコードは、異なるメモリー・オブジェクトとアクセサーの使い方を示します。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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#include <vector>
#include <CL/sycl.hpp>
namespace sycl = cl::sycl;
#define SIZE 64
int main() {
std::array<int, SIZE> a, c;
std::array<sycl::float4, SIZE> b;
for (int i = 0; i<SIZE; ++i) {
a[i] = i;
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

b[i] = (float)-i;
c[i] = i;
}
{
sycl::range<1> a_size{SIZE};
sycl::queue d_queue;
sycl::buffer<int> a_device(a.data(), a_size);
sycl::buffer<int> c_device(c.data(), a_size);
sycl::image<2> b_device(b.data(),sycl::image_channel_order::rgba,
sycl::image_channel_type::fp32, sycl::range<2>(8, 8));
d_queue.submit([&](sycl::handler &cgh) {
sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::discard_write,
sycl::access::target::global_buffer> c_res(c_device, cgh);
sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read,
sycl::access::target::constant_buffer> a_res(a_device, cgh);
sycl::accessor<sycl::float4, 2, sycl::access::mode::write,
sycl::access::target::image> b_res(b_device, cgh);
sycl::float4 init = {0.f, 0.f, 0.f, 0.f};
cgh.parallel_for<class ex1>(a_size,[=](sycl::id<1> idx) {
c_res[idx] = a_res[idx];
b_res.write(sycl::int2(0,0), init);
});
});
}
return 0;
}



行 8 と 9 でホストに割り当てられる配列 a、b、および c を定義しています。b は、デバイス側でイメージとし
てアクセスするため float4 型で宣言されています。



行 27 と 28 は、discard_write アクセスモードで global_buffer をターゲットとする c_device
のアクセサーを作成します。



行 29 と 30 は、read アクセスモードで constant_buffer をターゲットとする a_device のアクセ
サーを作成します。



行 31 と 32 は、write アクセスモードで image をターゲットとする b_device のアクセサーを作成しま
す。

アクセサーは、カーネルがアクセスするメモリー・オブジェクトの場所と方法を指定します。メモリー・オブジェク
トを適切な場所に配置するのはランタイムの役割であり、ランタイムはアクセサーターゲットのセマンティクス
要件を満たすため、ホストとデバイス間でデータをコピーすることがあります。
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特定のアルゴリズムにおけるアクセスの局所性を最適化するため、アクセサーターゲットを指定します。例え
ば、カーネルアクセスの多くが処理要素の近くにあることでメモリーの恩恵が得られる場合、ローカルメモリー
を使用するようにします。
カーネルが、read アクセサーでの書き込み、または write アクセサーでの読み取りを行うなど、定義されたア
クセサーの違反が発生する場合、コンパイラーは診断メッセージを発行します。アクセスターゲットとアクセス
モードのすべての組み合わせに互換性があるわけではありません。詳細は、SYCL* の仕様をご覧ください。

メモリー・オブジェクト
メモリー・オブジェクトはバッファーまたはイメージのいずれかです。


バッファー・オブジェクト: 1、2、または 3 次元の要素の配列です。バッファーは低レベルの C++ ポインター
型でアクセスできます。バッファーに関する詳しい説明は、SYCL* の仕様をご覧ください。



イメージ・オブジェクト: 型固有および最適化された形式で保存されたフォーマット済みのあいまいなメモ
リー・オブジェクト。アクセスはビルトイン関数によって行われます。イメージ・オブジェクトは通常、RGB
(赤、緑、青の明度) のような形式で保存されたピクセルで構成される画像に関連しています。イメージに関
する詳しい説明は、SYCL* の仕様をご覧ください。

注:

image メモリー・オブジェクトは FPGA デバイスではサポートされません。

アクセサー
アクセサーは、ホストまたはカーネル内のバッファーとイメージへのアクセスを提供し、アプリケーションとカー
ネル間のデータ依存関係を通知します。アクセサーは、データ型、サイズ、ターゲット、およびアクセスモードを伝
えます。アクセサーは SYCL* メモリーモデルの選択肢からメモリーを指定するため、パフォーマンスの観点から
ターゲットに十分注意を払ってください。
注:

image メモリー・オブジェクトは FPGA デバイスではサポートされません。

ターゲットは次のバッファーに関連付けられます。
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global_buffer



host_buffer



constant_buffer



local
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ターゲットは次のイメージに関連付けられます。


image



host_image



image_array

イメージアクセスでは、読み取るデータ形式を通知するため、チャネルの順番を指定する必要があります。例え
ば、イメージは float4 として指定されますが、RGBA のチャネル順序でアクセスされるかもしれません。
アクセスモードは、正当性とパフォーマンスに影響し、read、write、read_write、discard_write、
discard_read_write、または atomic のいずれかです。read アクセスモードでのバッファーへの書き込み
など、アクセスモードと実際のメモリー操作の不一致は、誤ったコンパイラーの診断やプログラムの状態につな
がる可能性があります。discard_write と discard_read_write アクセスモードは、一部の実装ではパ
フォーマンス上の利点をもたらします。アクセサーに関する詳しい説明は、SYCL* の仕様をご覧ください。

同期
アクセサーを使用しないでバッファーにアクセスすることもできますが、これはまれなケースです。これを安全
に行うには、バッファーがインスタンス化されるときに mutex_class を渡す必要があります。このメソッドに
関する詳しい説明は、SYCL* の仕様をご覧ください。
アクセスターゲット
ターゲット

説明

host_buffer

ホストでバッファーにアクセスします。

global_buffer

デバイスでグローバルメモリーからバッファーにアクセスします。

constant_buffer

デバイスで定数メモリーからバッファーにアクセスします。これに
より最適化が有効になることがあります。

local

デバイスでローカルメモリーからバッファーにアクセスします。

image

イメージにアクセスします。

image_array

イメージの配列にアクセスします。

host_image

ホストでイメージにアクセスします。
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アクセスモデル
メモリー・アクセス・モード

説明

read

読み取り専用。

write

書き込み専用。

read_write

読み取りと書き込み。

discard_write

書き込みのみのアクセス。以前の値は廃棄されます。

discard_read_write

読み取りと書き込み。以前の値は廃棄されます。

atomic

アトミックアクセスを一度に 1 つずつ提供します。

統合共有メモリー
統合共有メモリーは、標準 SYCL* メモリーモデルの拡張です。これにより、ソースコードに明示的なアクセサー
がなくてもホストとデバイス間でメモリーを共有できます。明示的な関数を使用してアクセスを管理し依存関係
を強制して、イベントを待機するかイベント間の depends_on 関係を通知します。
統合メモリーのもう 1 つの特徴は、バッファー・プログラミング・モデルに代わる C++ ポインターベースの代替
手段を提供することです。統合メモリーは、メモリーを管理する明示的および暗黙的なモデルを提供します。明
示的なモデルでは、開発者はホストとデバイス間のメモリー割り当てでデータをコピーするタイミングを管理す
る必要があります。暗黙的なモデルでは、ランタイムとデバイスドライバーがホストとデバイス間のメモリーを自
動的に移行します。統合共有モデルはアクセサーに依存しないため、操作間の依存関係はイベントを使用して
指定する必要があります。開発者は、イベント・オブジェクトを明示的に待機するか、コマンドグループ内の
depends_on メソッドを使用して、タスクを開始する前に完了する必要があるイベントリストを指定できます。

カーネル・プログラミング・モデル
インテル® oneAPI のカーネル・プログラミング・モデルは、SYCL* カーネル・プログラミング・モデルを基にして
います。これにより、ホストとデバイス間の明示的な並列処理が可能となります。ここで明示的な並列処理とは、
開発者がホストとデバイスで実行するコードを決定するという意味であり、自動的という意味ではありません。
カーネルコードはアクセラレーターで実行されます。インテル® oneAPI プログラミング・モデルを使用するプ
ログラムは、単一のソースに記述できます。つまり、ホストコードとデバイスコードを同じソースファイルに含め
ることができます。ただし、言語への準拠や言語機能の観点から、ホストコードとデバイスコードそれぞれで許可
されるソースコードには違いがあります。SYCL* 仕様は、ホストコードとデバイスコードで必要な言語機能を詳
しく定義しています。以下は、インテル® oneAPI 製品に固有の機能一覧です。
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C++ 言語要件
ホストコードは C++11 以降をサポートするコンパイラーでコンパイルでき、C++11 以降の言語機能を利用で
きます。デバイスコードには、すべての C++03 言語機能と以下の C++11 言語機能をサポートするコンパイ
ラーが必要です。


ラムダ式



可変長テンプレート



エイリアス・テンプレート



rvalue 参照



std::function、std::string、std::vector

また、デバイスコードでは次の機能を使用することができません。


仮想関数



仮想継承



例外処理 - ホストとデバイス間の throw と catch



ランタイム型情報 (RTTI)



new および delete 操作によるオブジェクト管理

デバイスコードは、ラムダ式、ファンクター、またはカーネルクラスのいずれかで指定されます。これらの言語機
能によるホストコードとデバイスコードの分離は自然であり、言語拡張なしで実現されます。これらの形式で
カーネルを記述することにより、開発者はホストコードとデバイスコードを柔軟に組み合わせることができま
す。次に例を示します。


カーネルコードをホストコード内に配置するには、ラムダ式の利用を検討してください。



単一のソース内でデバイスコードをホストコードから分離するには、ファンクターの利用を検討してくださ
い。



OpenCL* プログラムからコードを移植したり、ホストコードとデバイスコードをより厳密に分離するには、
カーネルクラスの利用を検討してください。

ラムダ式、ファンクター、またはカーネル・オブジェクト内のデバイスコードは、いくつかのメカニズムを介して必
要な並列処理量を指定できます。


single_task – 単一のワーク項目でカーネルの単一インスタンスを実行します。



parallel_for – カーネルを処理要素の範囲で並列に実行します。通常、この parallel_for は、「驚異的並列
(embarrassingly parallel)」ワークロードに適用されます。



parallel_for_work_group – ローカルメモリーとバリアを使用して、階層的な処理要素の範囲でカーネル
を並列実行します。
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以下のサンプルコードは、2 つのカーネルを組み合わせて起動します。
1. single_task と C++ ラムダ式 (行 33 から 40)
2. parallel_for とファンクター (行 8 から 20 と行 50)
この構造は、前述のカーネルスコープを囲んでいます。詳細は、SYCL* の仕様をご覧ください。
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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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#include <vector>
#include <CL/sycl.hpp>
#define SIZE 1024
namespace sycl = cl::sycl;
template <typename T> class Vassign {
T val;
sycl::accessor<T, 1, sycl::access::mode::read_write,
sycl::access::target::global_buffer> access;
public:
Vassign(T val_, sycl::accessor<T, 1, sycl::access::mode::read_write,
sycl::access::target::global_buffer> &access_) : val(val_),
access(access_) {}
void operator()(sycl::id<1> id) { access[id] = 1; }
};
int main() {
std::array<int, SIZE> a;
for (int i = 0; i<SIZE; ++i) {
a[i] = i;
}
{
sycl::range<1> a_size{SIZE};
sycl::buffer<int, 1> a_device(a.data(), a_size);
sycl::queue d_queue;
d_queue.submit([&](sycl::handler &cgh) {
auto a_in = a_device.get_access<sycl::access::mode::write>(cgh);
cgh.single_task<class ex1>([=]() {
a_in[0] = 2;
});
});
}
{
sycl::range<1> a_size{SIZE};
sycl::buffer<int, 1> a_device(a.data(), a_size);
sycl::queue d_queue;
d_queue.submit([&](sycl::handler &cgh) {
auto a_in = a_device.get_access<sycl::access::mode::read_write,
sycl::access::target::global_buffer>(cgh);

インテル® oneAPI プログラミング・モデル

49
50
51
52
53

Vassign<int> F(0, a_in);
cgh.parallel_for(sycl::range<1>(SIZE), F);
});
}
}

DPC++ 同期
DPC++ カーネルは非同期に実行されます - ホストのメインスレッドで実行されている他のタスクと並列に実
行されます。これまで、並列操作の管理は困難でした。DPC++ は、SYCL* から継承されたいくつかの構造を導
入することで、並列処理の管理に関心のない開発者の作業を簡素化します。


暗黙の待機



並列実行



明示的な待機

暗黙の待機と内部ブロック
いくつかのクラスは、デストラクターで保留中の操作を暗黙的に待機します。そのため、DPC++ 開発者は内部ブ
ロックを追加して同期を強制することがよくあります。これには次のクラスが含まれます。


バッファー



イメージ



キュー



コンテキスト

以下に例を示します。
1
2
3
4
5
6
7
8

void someFunction() {
{ // <-- 波括弧を開くと内部コンテキストがセットアップされます
// SYCL オブジェクトの宣言
sycl::buffer<int, 1> myBuffer(myData, myDataSize); // <-- スタックに直接割り当て
[-- SNIP --] // カーネルをキューに送信する、など
} // <-- 波括弧を閉じて、myBuffer のデストラクターが呼び出され、待機を強制します
// 内部コンテキストの後で、カーネル操作が完了することが分かります
}

内部ブロックの追加がないと、バッファーのデストラクター someFunction() は終了時に呼び出されます。
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並列実行
カーネル操作を並列に実行してホストを待機させないようにするには、クラスのインスタンスを手動で割り当て
て、new および delete を使用してデストラクターの呼び出しを管理します。

明示的な待機と queue.wait() および queue.wait_and_throw()
DPC++ オブジェクトを破棄する前に、ホストとデバイスの操作を同期したくないことがあります。queue クラス
には、カーネル同期を明示的に制御する wait() と wait_and_throw() メソッドがあります。
以下に例を示します。
1
2
3
4
5
6
7
8

void someFunction(){
// SYCL オブジェクトの宣言
sycl::buffer<int, 1> myBuffer(myData, myDataSize);
sycl::queue myQueue(); // デフォルトデバイスを使用するキュー
myQueue.submit( [-- SNIP --] );
myQueue.wait(); // すべての操作が完了すると操作を再開します
// 操作
}

queue.wait_and_throw() を使用するには、非同期エラーハンドラーが必要です。

DPC++ 非同期エラー処理
ホストコードとカーネルコードは互いに独立して実行されるため、デバイスで発生したエラーは try/catch ブ
ロックで囲まれていてもホストには通知されません。デバイスとカーネルのエラーをキャッチするには、非同期例
外ハンドラーを定義してキューのコンストラクターに渡す必要があります。さらに、queue.wait_and_throw()
メソッドを使用して、エラー処理のライフサイクルを適切に制御する必要があります。
注:

queue.wait_and_throw() は、カーネルが完了するまでホストの制御フローを停止しますが、例外
のスローまたはキャッチがあったかどうかにかかわらず、以降の継続は妨げられることはありません。

DPC++ 例外は通常、一度に 1 つずつしかエラーハンドラーに送信されません。代わりに、エラーハンドラーは
発生したいくつかの (場合によってはすべての) 例外リストを取得します。
次の例は、意図的にエラーが発生するように記述されています。次の点に注意してください。
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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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

例外ハンドラーの定義。
ハンドラーをキューのコンストラクターに渡します。
queue.wait_and_throw() を呼び出します。
std::terminate() の呼び出しが例外ハンドラーから削除されると、wait_and_throw() の後のコードは、操
作が正常に完了したかのように実行されます。
#include <vector>
#include <CL/sycl.hpp>
#define SIZE 1024
namespace sycl = cl::sycl;
int main() {
// 小さな配列を割り当て
std::array<int, SIZE> a;
// -1 で初期化
for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
a[i] = -1;
}
// レンジの設定
sycl::range<1> a_size{ SIZE };
/*
(A)
例外ハンドラーは std::exception_ptr のリストを受けとります。これは不明瞭ですが一般的です。
アプローチは、それを再スローして実際の例外をキャッチすることです。
これにより即座にプロセスが終了します。
*/
auto exception_handler = [](sycl::exception_list exceptions) {
for (std::exception_ptr const& e : exceptions) {
try {
std::rethrow_exception(e);
}
catch (sycl::exception const& e) {
std::cout << "ASYNCHRONOUS SYCL exception:\n" << e.what() <<
std::endl;
// std::terminate() はプロセスを終了し、ゼロ以外を返して、例外に関するメッセージ
// を出力します。削除してみて、アプリケーションがどのように実行されるか確認してください。
std::terminate();
}
}
};
sycl::default_selector device_selector;
// (B)
// 例外ハンドラーをキューのコンストラクターに渡します
sycl::queue d_queue(device_selector, exception_handler);
sycl::buffer<int, 1> a_device(a.data(), a_size);
d_queue.submit([&](sycl::handler &cgh) {
// ここでは意図的にエラーを発生させています。コマンド・グループ・ハンドラーをアクセサーの
// コンストラクターに渡さないことで、"ホストのみ" のアクセサーを作成します。
// これは、カーネルの 'cgh' 引数のコメントを外すことで、
// エラーなしでこの例を実行できます。
auto a_w = a_device.get_access<sycl::access::mode::write>(/*cgh*/);
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

cgh.parallel_for<class ex1>(a_size, [=](sycl::id<1> idx) {
a_w[idx] = 1; //using host accessor here will trigger an exception
});
});
std::cout << "about to wait and throw" << std::endl;
// (C)
// wait_and_throw() の呼び出し
d_queue.wait_and_throw();
// レポートの出力
std::cout << "everything should be 1" << std::endl;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
std::cout << i << ": " << a[i] << std::endl;
}
for (int i = SIZE - 10; i < SIZE; i++) {
std::cout << i << ": " << a[i] << std::endl;
}
std::cout << "all done" << std::endl;
return 0;
}

エラー処理
C++ の例外処理は、プログラミング・モデルでエラー条件を処理する基本となります。例外に関するいくつかの
制限は、ホストとデバイスの実行の非同期性にあります。例えば、カーネルスコープで例外をスローし、アプリ
ケーション・スコープでそれをキャッチすることはできません。そのため、エラー処理を行う際に次のような制限
と想定があります。


アプリケーション・スコープでは、例外がカーネルスコープに渡ることがない限り、完全な C++ の例外処理
メカニズムと機能が利用できます。



コマンドグループのスコープでは、例外はアプリケーション・スコープとは非同期です。コマンドグループの
構成中に async_handler を宣言して、コマンドグループの実行中に発生する例外を処理できます (同期
例外もあります。3.6.7 節を参照してください)。

エラー処理に関する詳しい説明は、SYCL* の仕様をご覧ください。

フォールバック
通常、コマンドグループは指定されたコマンドキューに送信され実行されます。ただし、コマンドキューがグ
ループを実行できないこともあります。その場合、実行するコマンドグループのフォールバック・コマンド・キュー
を指定することができます。この機能はランタイムによってサポートされます。フォールバック・メカニズムの詳
細は、SYCL* の仕様をご覧ください。

30

インテル® oneAPI プログラミング・モデル

次のコードは、インテル® HD グラフィックス 530 などのインテル® プロセッサー・グラフィックスで実行すると、
ワークグループのサイズが原因で実行に失敗します。SYCL* 仕様では、関数を送信する引数として 2 番目の
キューを指定できます。この第 2 キューは、デバイスカーネルが最初のデバイスへの送信に失敗した場合に使
用されます。
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
31
32

#include<CL/sycl.hpp>
#include<iostream>
#define N 1024
#define M 32
using namespace cl::sycl;
int main(){
{
cpu_selector cpuSelector;
queue cpuQueue(cpuSelector);
queue defaultqueue;
buffer<int,2> buf(range<2>(N,N));
defaultqueue.submit([&](handler &cgh){
auto bufacc = buf.get_access<access::mode::read_write>(cgh);
cgh.parallel_for<class ndim>(nd_range<2>(range<2>(N,N),
range<2>(M,M)), [=](nd_item<2> i){
id<2> ind = i.get_global_id();
bufacc[ind[0]][ind[1]] = ind[0]+ind[1];
});
},cpuQueue);
auto bufacc1 = buf.get_access<access::mode::read>();
for(int i = 0; i < N; i++){
for(int j = 0; j < N; j++){
if(bufacc1[i][j] != i+j){
std::cout<<"Wrong result\n";
return 1;
}
}
}
std::cout<<"Correct results\n";
return 0;
}
}
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3 プログラミング・インターフェイス
この章では、CPU、GPU、および FPGA を対象とするダイレクト・プログラミングと API ベースのプログラミング
におけるインテル® oneAPI のコンパイル手順について詳しく説明します。また、コンパイルの各ステージで使用
されるツールについても詳しく説明します。

単一ソースのコンパイル
インテル® oneAPI プログラミング・モデルは、単一ソースのコンパイルをサポートします。単一ソースのコ
ンパイルには、ホストとデバイスコードを個別にコンパイルする場合と比較して多くの利点があります。
インテル® oneAPI プログラミング・モデルは、一部のユーザーの要望に答え、ホストコードとデバイスコー
ドの個別コンパイルもサポートすることを覚えておいてください。単一ソースのコンパイルモデルには次の
ような利点があります。


利便性 - 開発者は作成するファイル数を最小限に抑え、ホストコードの呼び出し元の直後にデバイスコー
ドを定義できます。



安全性 - 単一ソースでは、単独のコンパイラーがホストとデバイス間の境界にあるコードを判断することが
でき、ホスト・コンパイラーによって生成される仮引数がデバイス・コンパイラーによって生成されるカーネ
ルの実引数と一致します。



最適化 - デバイス・コンパイラーは、カーネルが起動されるコンテキストを知ることができるため、さらなる
最適化を行うことができます。例えば、コンパイラーはいくつかの定数を伝搬したり、関数呼び出し全体でポ
インターのエイリアシング情報を推測することができます。

コンパイラー・ドライバー
インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーには 2 つのコンパイラー・ドライバーがあります。


dpcpp は GCC* 互換のコンパイラー・ドライバーです。GCC 形式のコマンドライン・オプション (「-」で始ま
る) を認識し、複数のオペレーティング・システムでビルドシステムを共有するプロジェクトに役立ちます。



dpcpp-cl は、Microsoft* Visual C++* 互換のドライバーです。このドライバーは、Windows* システムで
のみ利用できます。Windows* コマンドライン・オプション (「/」で始まる) を認識し、Microsoft* Visual
Studio* ベースのプロジェクトで使用できます。

このガイドの例では dpcpp ドライバーを使用します。
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コンパイル例
インテル® oneAPI ツールには、「インテル® oneAPI ツールキットの配布について」で説明するように、いくつか
の便利な形式で利用できます。「インストール・ガイド」 (英語) の指示に従って、ツールを入手してインストールし
ます。ツールをインストールして環境を設定したら、コードをコンパイルして実行形式を作成します。

API ベースのコード
次のコードは、インテル® oneAPI マス・カーネル・ライブラリーの mkl::blas::axpy 関数を使用して、浮動
小数点数のベクトル全体に対して a と x を乗算して y を加算する API 呼び出し (a * x + y) の使用法を示
しています。このサンプルコードは、インテル® oneAPI プログラミング・モデルを利用して、アクセラレーターで
加算を実行します。
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
31
32
33
34
35
36

#include
#include
#include
#include

<vector> // std::vector()
<cstdlib> // std::rand()
<CL/sycl.hpp>
"mkl_sycl.hpp"

int main(int argc, char* argv[]) {
double alpha = 2.0;
int n_elements = 1024;
int incx = 1;
std::vector<double> x;
x.resize(incx * n_elements);
for (int i=0; i<n_elements; i++)
x[i*incx] = 4.0 * double(std::rand()) / RAND_MAX - 2.0;
// -2.0 から 2.0 の範囲の rand 値
int incy = 3;
std::vector<double> y;
y.resize(incy * n_elements);
for (int i=0; i<n_elements; i++)
y[i*incy] = 4.0 * double(std::rand()) / RAND_MAX - 2.0;
// -2.0 から 2.0 の範囲の rand 値
cl::sycl::device my_dev;
try {
my_dev = cl::sycl::device(cl::sycl::gpu_selector());
} catch (...) {
std::cout << "Warning, failed at selecting gpu device.
Continuing on default(host) device." << std::endl;
}
// 非同期例外をキャッチ
auto exception_handler = [] (cl::sycl::exception_list
exceptions) {
for (std::exception_ptr const& e : exceptions) {
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

try {
std::rethrow_exception(e);
} catch(cl::sycl::exception const& e) {
std::cout << "Caught asynchronous SYCL exception:\n"
<< e.what() << std::endl;
}
}
};
cl::sycl::queue my_queue(my_dev, exception_handler);
cl::sycl::buffer<double, 1> x_buffer(x.data(), x.size());
cl::sycl::buffer<double, 1> y_buffer(y.data(), y.size());
// y = alpha*x + y を計算
try {
mkl::blas::axpy(my_queue, n_elements, alpha, x_buffer,
incx, y_buffer, incy);
} catch(cl::sycl::exception const& e) {
std::cout << "\t\tCaught synchronous SYCL exception:\n"
<< e.what() << std::endl;
}
// y_buffer のデータを y ベクトルにコピー
auto y_accessor = y_buffer.template
get_access<cl::sycl::access::mode::read>();
for (int i=0; i<y.size(); ++i)
y[i] = y_accessor[i];
std::cout << "The axpy (y = alpha * x + y) computation is
complete!" << std::endl;
return 0;
}

アプリケーション (axpy.cpp として保存) をコンパイルするには、次の操作を行います。
1. MKLROOT 環境変数が適切に設定されていることを確認します (echo ${MKLROOT} - Linux*、
echo %MKLROOT% - Windows*)。正しく設定されていない場合、source setvars.sh (Linux*) または
setvars.bat (Windows*) スクリプトを実行するか、lib および include サブディレクトリーを含む
ディレクトリー・パスを変数に設定します。
setvars.sh (Linux*) または setvars.bat (Windows*) スクリプトの詳細については、「Linux* 向け
インテル® oneAPI ベース・ツールキット導入ガイド」 (英語) または「Windows* 向けインテル® oneAPI
ベース・ツールキット導入ガイド」 (英語) を参照してください。
2.

次のコマンドでアプリケーションをビルドします。
dpcpp -I${MKLROOT}/include -Icommon -DMKL_ILP64 -w -c axpy.cpp -o axpy.o

3.

次のコマンドでアプリケーションをリンクします。
Linux*:
dpcpp -I${MKLROOT}/include -DMKL_ILP64 -w axpy.o -foffload-staticlib="${MKLROOT}/lib/intel64"/libmkl_sycl.a -Wl,-export-dynamic -Wl,--
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start-group "${MKLROOT}/lib/intel64"/libmkl_intel_ilp64.a
"${MKLROOT}/lib/intel64"/libmkl_sequential.a "${MKLROOT}/lib/intel64"
libmkl_core.a -Wl,--end-group -lsycl -lpthread -lm -ldl -o axpy.out
Windows*:
dpcpp -I${MKLROOT}/include -DMKL_ILP64 -w axpy.o -lOpenCL
-foffload-static-lib="${MKLROOT}/lib/intel64"/libmkl_sycl.a -Wl,-exportdynamic -Wl,--start-group
"${MKLROOT}/lib/intel64"/libmkl_intel_ilp64.a
"${MKLROOT}/lib/intel64"/libmkl_sequential.a
"${MKLROOT}/lib/intel64"/libmkl_core.a
-Wl,--end-group -lsycl -lpthread -lm -ldl -o axpy.out
4. 次のコマンドでアプリケーションを実行します。
./axpy.out

ダイレクト・プログラミング
ここでは、ベクトル加算のサンプルコード (vector_add.cpp) を使用します。このサンプルコードは、
インテル® oneAPI プログラミング・モデルを利用して、アクセラレーターで加算を実行します。
次のコマンドは、実行形式をコンパイルしてリンクします。
dpcpp vector_add.cpp
コマンドとオプションのコンポーネントと関数は、「API ベースのコード」セクションで説明したものと類似して
います。
このコマンドを実行すると、実行時にベクトルの加算を実行する実行ファイルが作成されます。

コンパイルモデル
インテル® oneAPI プログラミング・モデルを利用するプログラムのコンパイルコマンドは、標準の C/C++ コン
パイルおよびリンクと良く似ています。ただし、コンパイルモデルは、ホストといくつかのアクセラレーターの両
方で同時に実行可能なコードをサポートします。そのため、コンパイルとリンクステップでコンパイラー、リン
カー、およびその他のサポートツールから発行されるコマンドは、単一のアーキテクチャーを対象とする標準
C/C++ コンパイラーよりも複雑になります。通常、開発者はこの複雑さを意識する必要はありませんが、ツール
の熟練ユーザーはこれらの詳細を考慮して、特定のアーキテクチャー向けに細かい調整を行うことができます。
DPC++ プログラムは、ホストコードとデバイスコードの両方を含むソースファイルのセットで構成できます。ホ
ストコードのコンパイルは、特定のターゲット・アーキテクチャーが判明しているため、いくらか単純です。通常、
ホストは x86 ベースのコンピューターです。
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デフォルトでは、インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーは、デバイスコードを任意の互換デバイスで実行可能
なデバイスに依存しない形式にコンパイルします。これは、デバイスに依存しないコードが実行時または「オン
ライン」でデバイス固有形式にコンパイルされるため、オンラインコンパイルと呼ばれます。さらに、DPC++ はコ
ンパイル時にデバイス固有コードを生成することもできます。これは、オフラインコンパイルと呼ばれます。コン
パイル時に既知および未知のアーキテクチャーを対象とする必要があるため、オフラインコンパイルにはいくつ
かの課題があります。さらに、特定のターゲット向けに積極的な最適化を行うと有用な場合があります。コンパ
イルモデルはこれらの異なる要件をサポートします。コンパイルモデルは以下を可能にします。


ターゲット固有のコード - カーネル関数のターゲット固有のバージョンを生成します。



ターゲット固有の最適化 - コンパイラーはターゲット固有の最適化を行います。



汎用ターゲットのサポート - 広範囲のアーキテクチャーをターゲットにします。



将来のターゲットをサポート - 新しいアーキテクチャーをターゲットにします。これは、新しいアーキテク
チャーが新しい最適化の可能性をもたらす前方互換に該当します。

これらの要件を満たすため、コードは 2 つの形式にコンパイルされます。1 つはデバイスに依存しない SPIR*-V
(英語) 中間表現で、もう 1 つはターゲット固有の実行コードです。


SPIR*-V 形式により、実行時にデバイスコードにコンパイルされるオンラインコンパイルが可能になりま
す。



実行する前に、アプリケーションをターゲット固有の実行コードにコンパイルする方法は、オフラインコン
パイルと呼ばれます。インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーは、各デバイス向けに複数のコード形式を生
成します。

これら 2 つのコード形式は、ファットバイナリーと呼ばれる単一のアプリケーション・バイナリーにバンドルされ
ます。ファットバイナリーは、ターゲットデバイスで実行されるアプリケーションと必要な形式が実行時に決定さ
れる場合にインテル® oneAPI ランタイムによって使用されます。複数のデバイスを対象とするデバイスコード
が、単一のファットバイナリーに共存します。
次の図は、ソースコードからファットバイナリーへのコンパイル手順を示します。
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コンパイルには以下のツールが使用され、図では四角形で示されます。


ドライバー – Linux* の実行形式は dpcpp、Windows* は dpcpp-cl です。このファイルをコマンドライン
で起動してコンパイルを開始します。コンパイルプロセスを調整し、必要に応じてほかのツールを起動しま
す。



ホスト・コンパイラー – DPC++ ホスト・コンパイラーです。手動で起動することで、サードパーティーのホス
ト・コンパイラーも使用できます。



デバイス・コンパイラー – DPC++ デバイス・コンパイラーです (複数存在する場合もあります)。デフォルト
は SPIR*-V コンパイラーです。出力ファイルの拡張子は *.bc です。SPIR*-V は、デバイスコードのリンク
後に生成されます。



SPIRV コンパイラー - llvm-spirv – LLVM IR ビットコードを SPIR*-V に変換するインテル® oneAPI
ベース・ツールキットに含まれる標準 LLVM ツールです。



バンドラー – ホストとデバイス・オブジェクト・コードをファット・オブジェクトと呼ばれる単一のファイルに
マージします。



アンバンドラー – ファット・オブジェクトをホストとデバイス・オブジェクト・コードに戻します。これは、バン
ドラーの機能です。



LLVM ビットコード・リンカー - LLVM IR ビットコード・ファイルをリンクするインテル® oneAPI ベース・
ツールキットに含まれる標準 LLVM ツールです。



<Target> バックエンド – オフラインコンパイルで使用されるターゲット <Target> のバックエンドです。
SPIR*-V をネイティブデバイスのコード形式にコンパイルします。
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プラットフォーム・リンカー – 開発プラットフォームの標準リンカーです (Linux* では ld、Windows* では
link.exe)。



オフロードラッパー - デバイスバイナリー (デバイス・オブジェクト・ファイルとは異なります) を最終的な
DPC++ 実行形式 (ファットバイナリー) にリンクされるホスト・オブジェクト・ファイルにラップします。

ファイルタイプ:


デバイス・オブジェクト・ファイル - ほかのデバイス・オブジェクトとのリンクに適したデバイス・オブジェクト・
コードです。LLVM ビットコードまたは一部の ISA ネイティブを使用できます。



ホスト・オブジェクト・ファイル - ホスト・オブジェクト・コードを含む通常のオブジェクト・ファイルです。
Windows* の COFF または Linux* の ELF などが該当します。



ファット・オブジェクト・ファイル - -fsycl-targets オプションで渡されるすべてのターゲット向けにコ
ンパイルされたホストおよびデバイスコードを含むホスト・オブジェクト形式のファイルです。デバイスコー
ドは、オブジェクト・ファイルの特殊セクションに挿入されます。



ファット・バイナリー・ファイル - SPIR*-V またはその他の形式のデバイスバイナリーを含むホスト実行形式
です。

次の 3 つのステップでコンパイルします。
1. オブジェクトへコンパイル - a.cpp と b.cpp ファイルのソースコードが中間形式に変換されます。中間
形式に対する最適化が行われます。コンパイラーのコマンドラインで、デバイス・オブジェクト・コードを生
成するターゲットのリストを指定するか、デフォルトの SPIR*-V を使用できます。これらのオブジェクトは、
ファット・オブジェクトにバンドルされます。2 つのファット・オブジェクトが生成されます: a.o と b.o
(Linux*)、a.obj と b.obj (Windows*)。
2. 実行形式にリンク - ファット・オブジェクトがアンバンドルされ、ターゲット固有のイメージと汎用イメージ
にリンクされます。このフェーズで追加の最適化が行われます。ターゲット固有のイメージと汎用イメージ
はファットバイナリーにグループ化されます。
3. 実行 – 実行のためファットバイナリーがロードされます。プログラムの制御フローが DPC++ カーネルオ
フロードが起動される位置に到達すると、インテル® oneAPI ランタイムが呼び出され、ターゲット固有の
実行可能イメージが存在するか検索されます。存在する場合、実行はターゲット固有の実行可能イメージ
で続行されます。ターゲット固有の実行可能イメージが見つからない場合、汎用イメージがロードされ、オ
ンラインでコンパイラーが起動されて、カーネルの転送時に SPIR*-V イメージからターゲット固有のイ
メージが作成されます。どちらも存在しない場合、カーネルはホスト上で実行されます。ファットバイナリー
内のユーザー・アプリケーションが実行されます。
コンパイルの開始点には、コンパイラー・ドライバー dpcpp の呼び出しが含まれます。次のコンパイルコマンド
は、2 つのソースファイル a.cpp と b.cpp をコンパイルし、実行形式にリンクします。
dpcpp a.cpp b.cpp
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これは、コンパイルとリンクが 1 つのステップで実行され、デバイスコードがデバイスに依存しない形式で配布
される最も単純なコンパイル方法です。より複雑なシナリオについては後述します。

オブジェクトへのコンパイル手順
オブジェクトへのコンパイルステップでは、ソースファイルがコンパイルされ、出力はファット・オブジェクト (入
力ソースごとに 1 つ) になります。単一ソースのコンパイルを可能にするため、ソースごとに統合ファイルヘッ
ダーが作成されます。上記の図では、これらは a.h および b.h という名前です。実際には、a.h および b.h
ファイルとの競合を避けるため、一意な名前が使用されます。統合ヘッダーにより、ホストコードはデバイスコー
ドを呼び出し、インテル® oneAPI プログラミング・モデルを介して通信と調整を行い、異なるデバイスで実行す
ることが可能になります。
統合ヘッダー作成されると、適切なコンパイラーによってオブジェクトへのコンパイルが行われます。


ホスト・コンパイラー - ホストコードはホスト・コンパイラーでコンパイルされます。ホスト・コンパイラーは、
インストール中にデフォルトで設定されます。出力は、ホストコードのオブジェクト・ファイルです。デバイス
コードとの相互運用を可能にする統合ヘッダーが含まれます。



SPIR*-V デバイス・コンパイラー - デバイスコードは SPIR*-V コンパイラーによってコンパイルされ、コー
ドの SPIR*-V 中間形式が生成されます。出力はターゲットに依存しないオブジェクト・ファイルで、デバイス
コードの SPIR*-V バイナリーの中間形式です。



特定のデバイス・コンパイラー - デバイスコードは特定のデバイス・コンパイラーによってコンパイルされ、
ターゲット固有のオブジェクト・ファイルを生成します。これは、オフラインコンパイルの一部です。ターゲッ
トは、-fsycl_targets オプションで指定されます。

ホスト・オブジェクト・ファイルと指定されたターゲット・オブジェクト・ファイルが作成されると、バンドルツール
を使用してファット・オブジェクト・ファイルにグループ化されます。上記のコマンド例では、特定のデバイス・コン
パイラーは使用されていません。SPIR*-V コンパイラーのみが起動され、ターゲットに依存しないオブジェクト・
ファイルが生成されます。コンパイルとリンクが 1 つのステップで実行される場合、ファット・オブジェクトが作
成されないため、バンドル/アンバンドルのオーバーヘッドはなくなります。

実行形式へのリンク手順
実行形式へのリンクステップでは、ファット・オブジェクト・ファイルをファットバイナリーに変換します。このス
テップは、x86 など 1 つのターゲット向けにコンパイルを行う従来のリンクステップに類似しています。


オブジェクトは互いにリンクされ、ファイル間の変数と関数の依存関係を解決します。



指定するライブラリーをリンクすることで、サードパーティーのライブラリーへの依存関係が解決されます。



コンパイラー・ライブラリーとランタイムルーチンは、実行形式にリンクされます。
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いくつかの違いがあります。インテル® oneAPI プログラミング・モデルでは、多数のデバイスを使用し、コンパイ
ルが複数回行われるため、実行形式へのリンク中に次のようなステップが追加されます。


ファット・オブジェクト・ファイルのアンバンドル - 複数のターゲット固有および汎用 SPIR*-V オブジェクト・
ファイルが、オブジェクトへのコンパイル中にバンドルされます。これらのファット・オブジェクト・ファイルは
アンバンドルされているため、適切なターゲット固有または汎用 SPIR*-V オブジェクト・ファイルをグルー
プ化してリンクできます。



オフラインコンパイル - 実行可能ステップへのリンク中にコンパイルが行われる可能性があります。このス
テップはオプションであり、オフラインコンパイルで使用されます。
オフラインコンパイルを行うオプション (例えば、第 6 世代インテル® プロセッサーに搭載されるインテル®
プロセッサー・グラフィックス) は、以下のようになります。
Linux*:
dpcpp -fsycl-targets=spir64_gen-unknown-linux-sycldevice
-Xsycl-target- backend=spir64_gen-unknown-linux-sycldevice "-device skl"
src1.cpp src2.cpp
Windows*:
dpcpp -fsycl-targets=spir64_gen-unknown-unknown-sycldevice
-Xsycl-target-backend=spir64_gen-unknown-unknown-sycldevice "-device skl"
src1.cpp src2.cpp
-fsycl-targets で 1 つのターゲットしか指定されていない場合、対応する -Xsycl-targetbackend-option を省略できます。次に例を示します。
Linux*:
dpcpp -fsycl-targets=spir64_gen-unknown-unknown-sycldevice -Xsycl-targetbackend "-device skl" src1.cpp src2.cpp
Windows*:
dpcpp -fsycl-targets=spir64_gen-unknown-unknown-sycldevice -Xsycl-targetbackend "-device skl" src1.cpp src2.cpp
リンクされた汎用 SPIR*-V デバイスバイナリーをターゲットイメージにコンパイルする処理は、デバイスご
とに繰り返されます。



ファットバイナリー - ホストコードと複数のデバイスイメージがリンクされ、ファットバイナリーになります。
これは、ホストデバイスで実行され、適切なデバイスでデバイスカーネルを選択して実行する実行形式です。
汎用 SPIR*-V イメージは、オンラインコンパイルで使用するためファットバイナリーに含めることができま
す (オフラインコンパイルが行われない場合のデフォルト)。

実行手順
実行ステップ中に、ファットバイナリーが取得され、実行のためシステムにロードされます。ファットバイナリー
は、1 つ以上のデバイス・コード・バイナリーを含む、オペレーティング・システムが認識するモジュール (実行形
式や動的にロードされるライブラリー) です。
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DPC++ アプリケーションが起動されると、オペレーティング・システム・モジュールがプロセスのメモリーに
ロードされ、それぞれに対して静的な初期化が行われます。この静的初期化プロセスでは、各モジュールが
DPC++ ランタイムを呼び出し、利用可能なデバイス・バイナリー・イメージが登録されます。DPC++ ランタイム
は、登録されたバイナリーをマークし、それらを使用するカーネル起動要求を適切なデバイスカーネルに対応付
けます。
新しいデバイスをターゲットにするため、インテル® oneAPI プログラミング・モデルではオンラインコンパイル
をサポートしています。カーネルの起動要求中にデバイス・コード・バイナリーが利用できないことが判明する
と、オンラインコンパイルが行われることがあります。
DPC++ アプリケーションでは、ソース形式で提供される OpenCL* カーネルを動的にコンパイルして実行する
こともできます。この機能には次の API が使用されます。


cl::sycl::program::build_with_source は、OpenCL* コードを含む文字列からカーネルを動
的に生成します。



cl::sycl::program::get_kernel を使用して、デバイスで実行できる DPC++ カーネル・インスタン
スを取得します。

API の詳細については、DPC++ 仕様をご覧ください。

オンラインコンパイル
オンラインコンパイルとは、実行ステップ中に行われるカーネルコードのコンパイルです。この実行モードは、コ
ンパイラーがデバイスをより効率良く使用するコードを生成する可能性があるため、パフォーマンスが大幅に向
上します。例えば、デバイスカーネルは、実行するハードウェアでサポートされる長い SIMD 幅を利用したり、
データタイルのサイズやループカウントなど一部のカーネル引数を特定の値に設定して、一般的なループ展開
などのコンパイラーによる最適化を行います。
オンラインコンパイルにより、SPIR*-V バイナリーファイルはネイティブ・デバイス・コードにコンパイルされま
す。SPIR*-V は、互換性のあるデバイスで実行可能なデフォルトの汎用デバイスコード形式です。
インテル® oneAPI ランタイムはオンラインコンパイルを行いません。代わりに、要求されたデバイスのベースと
なるランタイムに対し、低レベル・インターフェイスを介してコンパイルを行うように要求します。例えば、
OpenCL* デバイスで SPIR*-V を入力とする clCreateProgramWithIL API を実行して、ネイティブコード
にコンパイルします。
オフラインコンパイルされたデバイスコードは、異なる API を介してランタイムシステムに送り込まれます。
OpenCL* プラットフォームでは、clCreateProgramWithBinary API です。
ファットバイナリーに埋め込まれた SPIR*-V バイナリーイメージのオンラインコンパイルは、通常、モジュール
を構成するカーネルが実行を要求したときにトリガーされます。cl::sycl::handler::parallel_for に
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は、カーネルが実行されるデバイスの情報が常に含まれています。つまり、ランタイムはどのデバイスをターゲッ
トにするか認識することができます。1 つのカーネルの実行が要求されると、そのカーネルが属する SPIR*-V モ
ジュール全体がコンパイルされます。

CPU フロー
分岐操作、命令のパイプライン化、動的コンテキスト・スイッチなどは、CPU を使用することが推奨されます。
DPC++ は、CPU ターゲットのオンラインおよびオフラインのコンパイルモードをサポートしています。オンライ
ンコンパイルは、ほかのすべてのターゲットと同様です。

CPU コマンドの例
次のコマンドは、デバイスコードの一部が静的ライブラリーにある実装を想定しています。デバイスコードを使
用してファット・オブジェクトを生成します。
dpcpp -c static_lib.cpp
ar ツールを使用して、静的ファット・ライブラリーを作成します。
ar cr libstlib.a static_lib.o
アプリケーションのソースをコンパイルします。
dpcpp -c a.cpp
静的ライブラリーとアプリケーションをリンクします。
dpcpp -foffload-static-lib=libstlib.a a.o -o a.exe

オンラインコンパイル (CPU 向け)
CPU ターゲットの指定はありません。次のコマンドは、SPIR*-V イメージを含むファットバイナリーを生成しま
す。これは、CPU を含む互換性のあるデバイスでオンラインコンパイルして実行できます。
dpcpp a.cpp b.cpp -o app.out
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オフラインコンパイル (CPU 向け)
注:

これは、機能が制限された実験的な試みです。

このコマンドを使用して、x86 デバイスでのみ実行可能な app.out を生成します。
dpcpp -fsycl-targets=spir64_x86_64-unknown-linux-sycldevice a.cpp b.cpp -o
app.out

最適化オプション
オフライン・コンパイル・モードでは、最適化オプションを使用して、特定の CPU アーキテクチャーでの実行を改
善するコードを生成できます。これらは、-fsycl-target-backend dpcpp オプションを介して渡されます。
Linux*:
dpcpp -fsycl-targets=spir64_x86_64-unknown-linux-sycldevice -Xsycl-targetbackend=spir64_x86_64-unknown-linux-sycldevice “<CPU optimization flags>”
a.cpp b.cpp -o app.out

Windows*:
dpcpp -fsycl-targets=spir64_x86_64-unknown-linux-sycldevice -Xsycl-targetbackend=spir64_x86_64-unknown-linux-sycldevice “<CPU optimization flags>”
a.cpp b.cpp -o app.out
次の CPU 最適化オプションがサポートされます。
-march=<instruction_set_arch> ターゲットの命令セット・アーキテクチャーを設定:
'sse42' インテル® ストリーミング SIMD 拡張命令 4.2
'avx2' インテル® アドバンスト・ベクトル・エクステンション 2
'avx512' インテル® アドバンスト・ベクトル・エクステンション 512
注:

サポートされる最適化オプションは、将来のリリースで変更される可能性があります。

CPU 上のホストとカーネルのインタラクション
ホストコードは、OpenCL* データバッファーの cl::sycl::accessor オブジェクトまたは cl_mem オブ
ジェクトで示されるカーネル・パラメーターとデータバッファーを介してデバイスコードと対話します。
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GPU フロー
GPU フローは CPU フローに似ていますが、異なるバックエンドとターゲットトリプル (表現形式) が使用され
る点が異なります。GPU オフライン・コンパイラーのターゲットトリプルは、spir64_gen-unknown-linuxsycldevice です。
注:

現在、GPU オフラインコンパイルでは、ターゲットの GPU アーキテクチャーを指定するオプションが必
要です。

GPU コマンドの例
次の例は、Linux* でデバイスコードを使用して静的ライブラリーを作成し、使用する方法を示します。デバイス
コードを使用してファット・オブジェクトを生成します。
dpcpp -c static_lib.cpp
ar ツールを使用して、静的ファット・ライブラリーを作成します。
ar cr libstlib.a static_lib.o
アプリケーションのソースをコンパイルします。
dpcpp -c a.cpp
静的ライブラリーとアプリケーションをリンクします。
dpcpp -foffload-static-lib=libstlib.a a.o -o a.exe

オフラインコンパイル (GPU 向け)
注:

これは、機能が制限された実験的な試みです。

次のコマンドは、特定の GPU ターゲット向けに app.out を生成します。
Linux*:
dpcpp -fsycl-targets=spir64_gen-unknown-linux-sycldevice
-Xsycl-target-backend=spir64_gen-unknown-linux-sycldevice "-device skl"
a.cpp b.cpp -o app.out
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Windows*:
dpcpp -fsycl-targets=spir64_gen-unknown-linux-sycldevice
-Xsycl-target-backend=spir64_gen-unknown-linux-sycldevice "-device skl"
a.cpp b.cpp -o app.out

FPGA フロー
フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ (FPGA) は、無限の機能を実行するように繰り返しプログラム可能な
集積回路です。
アルゴリズムのアクセラレーターとして FPGA を利用する利点は、幅広いヘテロジニアスなパイプライン実装
をサポートすることです。この特性は、対称型マルチプロセッサー、デジタル・シグナル・プロセッサー (DSP)、グ
ラフィックス・プロセシング・ユニット (GPU) などの処理ユニットとは対照的です。これらのデバイスでは、同じ汎
用計算ハードウェアを複数搭載することで、並列処理が実現されます。
一般的に、インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーを使用する FPGA コンパイルまたはデバイス固有のコード
の設計フローには、次の特徴があります。


FPGA は、オフライン・コンパイル・モードのみをサポートし、プログラムの反復に有用な 2 つのデバイス・コ
ンパイル・ステージを提供します。詳細については、「FPGA オフラインコンパイル」を参照してください。



FPGA デバイスは 3 つのイメージタイプをサポートし、それぞれ異なる目的で使用されます。詳細について
は、「FPGA デバイス・イメージ・タイプ」を参照してください。

次の図は、FPGA デバイスの典型的なコンパイルの流れを示しています。
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エミュレーション・イメージは、コードの正当性を検証し、完了に数秒しか要しません。これは、コードをコンパイ
ルする最初のステップとして推奨されます。次に、静的レポートは、カーネルのパフォーマンス・データが許容可
能であるか判断するのに役立ちます。ハードウェア・イメージを生成した後、インテル® VTune™ プロファイラー
を使用してハードウェアの実行から主要なプロファイル・データを収集します。
エミュレーション・イメージとハードウェア・イメージの詳細については、「FPGA デバイス・イメージ・タイプ」を参
照してください。静的レポートやプロファイル・データの収集に関しては、『インテル® oneAPI DPC++ FPGA 最
適化ガイド』 (英語) を参照してください。

FPGA コマンドの例
エミュレーション・イメージを生成します。
dpcpp -fintelfpga <source_file>.cpp
静的レポートを生成します。
dpcpp -fintelfpga <source_file>.cpp -fsycl-link –Xshardware \
-Xsboard=intel_a10gx_pac:pac_a10
FPGA ハードウェア・イメージを生成します (Linux* のみ)。
dpcpp -fintelfpga <source_file>.cpp -c -o <file_name>.o
dpcpp -fintelfpga <file_name>.o –Xshardware \
-Xsboard=intel_a10gx_pac:pac_a10
インテル® プログラマブル・アクセラレーション・カード (インテル® PAC) インテル® Arria® 10 GX FPGA 搭載
版で FPGA イメージを実行します。
./<fpga_hw_image_file_name>
注:

このコマンド例の -Xsboard=intel_a10gx_pac:pac_a10 はオプションです。

コマンド構文の詳細についてはコマンド構文、「FPGA オフラインコンパイル」を参照してください。
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オフラインコンパイル (FPGA 向け)
注:

FPGA デバイスはオンラインコンパイルをサポートしません。

注:

Linux* ではすべてのコンパイルフロー (エミュレーション、レポート、ハードウェア) がサポートされま
すが、Windows* ではエミュレーションのみがサポートされます。

前の図に示すように、FPGA デバイスをターゲットにすると、FPGA ターゲット・コンパイラーがデバイス生成
フェーズに挿入されます。


最初の FPGA コンパイルステージで、FPGA ターゲット・コンパイラーは、高レベルの DPC++ コードを
RTL レベルの設計抽象化に編成します。このプロセスには時間がかかります。このステージの最後で、コン
パイラーは設計の解析と反復作業に必要なほとんどの情報を含む HTML レポートを生成します。



2 番目の FPGA コンパイルステージでは、FPGA ターゲット・コンパイラーが RTL レベルの設定抽象化を
解析して、FPGA 設定ビットストリームを合成します。このプロセスの完了には長い時間 (通常数時間) を要
します。このプロセスが完了した後、正確な FPGA 周波数とリソース利用率が表示されます。

FPGA コンパイルの最も典型的なケースは、単一のデバイスをターゲットにすることです。FPGA デバイスのコ
ンパイルには、次の構文を使用します。

注:

Windows* 7 や Windows* 8.1 システムでは、ソースや出力ファイル名を示すファイルパスの合計が
260 文字を超えないようにしてください。ソースや出力ファイル名を示すファイルパスの合計が 260
文字を超えると、オフライン・コンパイラーは次のエラーメッセージを出力します: Error: failed
to move <work_directory> to <project_directory>。ここで、<work_directory> は
コンパイル時に使用され、<project_directory> はコンパイル中に生成されるレポートや FPGA
関連のファイルを保存するフォルダーとして使用されます。Windows* 10 システムでは 260 文字のパ
スの制限はありません。

例:


次のコマンドを使用してエミュレーション向けにコードをコンパイルします。
dpcpp -fintelfpga *.cpp
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注:



オフラインコンパイルを行う前に、プロジェクトのディレクトリー <file_name>.proj を削除します
(存在する場合)。ここで、<file_name> は出力バイナリー実行形式の名前です。
Linux* のみ: 高レベルの設計レポートを生成するには、次のコマンドを使用します。
dpcpp -fintelfpga *.cpp -fsycl-link –Xshardware \
-Xsboard=intel_a10gx_pac:pac_a10



Linux* のみ: 次のコマンドを使用してハードウェア向けにコードをコンパイルします。
dpcpp -fintelfpga *.cpp -c
dpcpp -fintelfpga *.o –Xshardware -Xsboard=intel_a10gx_pac:pac_a10

FPGA ハードウェア・イメージのコンパイルを行うと、*.d ファイルと *.prj ディレクトリーが作成されます。


./<fpga_hw_image_file_name> コマンドを使用して FPGA ハードウェア・イメージを実行します。



*.prj ディレクトリーには、生成されたハードウェアを説明するレポートが含まれます。このレポートを参
照してパフォーマンス・チューニングを行います。



*.d ファイルは、生成されたコードをソースにマップしてレポートの生成を容易にするために使用されま
す。
ヒント: 詳細は、インテル® oneAPI サンプルブラウザーに示される FPGA チュートリアル・サンプルの
「Compile Flow (コンパイルフロー)」を参照してください。

FPGA ハードウェア・イメージをコンパイルする場合、インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーは、毎回完全な
コンパイルを行わなくてもエラーを検出してソースコードを修正できるようにチェックポイントを提供します。
次の表はチェックポイントをまとめたものです。
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FPGA コンパイルのチェックポイント
チェックポイント
オブジェクト・ファ
イル

ファイル拡張子
•
•

*.o
*.obj

フロータイプ

コンパイラーの解析エラーを
検出します。(構文など)

ハードウェア

数分

インテル® oneAPI DPC++ コ
ンパイラーが生成するレポー
トを表示します。

ハードウェア

数時間

インテル® oneAPI DPC++ コ
ンパイラーは、完全な FPGA
イメージを生成します。完全に
カスタムの計算パイプライン
を FPGA リソースにマッピン
グすることは、計算負荷の高
い最適化の問題であるため、
コンパイルに時間がかかりま
す。

•

FPGA 初期イメー
ジ・オブジェクト

•
•

*.a
*.lib

注:
*.a と *.lib
ファイルには、すべての
FPGA デバイスとホスト
コードに対応するファイ
ルが含まれます。

FPGA イメージ・
オブジェクト

•
•

*.a
*.lib

利用可能な機能

数秒

•

エミュレー
ション
ハードウェア

ソースからの
コンパイル時間

注:
*.a と *.lib
ファイルには、すべての
FPGA デバイスとホスト
コードに対応するファイ
ルが含まれます。

詳細は、「FPGA デバイスリン
ク」を参照してください。
実行形式

プログラムの実行形式

•
•

エミュレー
ション
ハードウェア

•

•

エミュレー
ション・フ
ローは数秒
ハードウェ
ア・フローは
数時間

エミュレーションとハードウェ
ア・イメージの詳細について
は、「FPGA デバイス・イメー
ジ・タイプ」を参照してくださ
い。

ターゲット・プラットフォームを指定 (-fintelfpga)
単一の FPGA デバイスをターゲットにするには -fintelfpga オプションを使用します。最適化レベル、デバッ
グデータ、リンクするライブラリーなど、デフォルトのコンパイラー設定をセットします。
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FPGA 固有の引数 (-Xs)
-Xs オプションは、FPGA 固有の引数を渡します。ターゲット名は必要ありません。ターゲットが複数ある場合、
引数はすべてのターゲットに渡されます。
注:

単一コンパイルでは、複数の FPGA ターゲットはサポートされません。

–Xs 引数は次のように使用します。


後続のオプションに適用するスタンドアロンのオプションとして。次に例を示します。
dpcpp -fintelfpga hello.cpp -Xs -fp-relaxed -Xs -fpc
dpcpp -fintelfpga hello.cpp -Xs ‘‘-fp-relaxed -fpc’’



プライベート・コンパイラー・オプションのプリフィクスとして。次に例を示します。
dpcpp -fintelfpga hello.cpp -Xsfp-relaxed -Xsfpc

ここで、-fp-relaxed と -fpc オプションが FPGA ターゲット・コンパイラーに渡されます。オプションに関す
る詳細は、『インテル® oneAPI DPC++ FPGA 最適化ガイド』 (英語) を参照してください。
次のいずれかのオプションを使用して FPGA イメージのタイプを指定します。

FPGA ターゲット固有の引数
FPGA デバイス・イメージ・タイプ

引数

エミュレーション (デフォルト)

なし

ハードウェア

-Xshardware

ターゲット FPGA ボードを指定 (-Xsboard)
レポートとハードウェア・フローを実行する場合、ターゲットの FPGA ボードをインテル® oneAPI DPC++ コン
パイラーに知らせる必要があります。レポートとハードウェア・フローを実行する実際の FPGA ボードを接続す
る必要はありませんが、ボード・サポート・パッケージ (BSP) ソフトウェア・スタックは必要です。
ターゲット FPGA ボードを指定するには –Xsboard <引数> を使用します。<引数> を省略すると、コンパイ
ラーはデフォルトの BSP および intel_a10gx_pac:pac_a10 ボードを使用する設定を適用します。
–Xsboard <引数> は次のいずれかの形式です。


-Xsboard=<BSP 名、またはパス>:<ボード名>



-Xsboard=<ボード名>
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注:

-Xsboard=<ボード名> を指定すると、コンパイラーはターゲットボードを含む BSP を自動的に検索
します。例えば、-Xsboard=<pac_s10> を指定すると、インストールされているインテル® FPGA アド
オンで pac_s10 ボードを提供する完全な BSP を自動的に検索します。見つからない場合、コンパイ
ラーは pac_s10 ボードを提供するインテル® oneAPI DPC++ コンパイラーに付属するパーシャル
BSP を検索します。

インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーには次の BSP が含まれています。


intel_a10gx_pac: pac_a10 ボードを含みます。



intel_s10sx_pac: pac_s10 ボードを含みます。

インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーに含まれる BSP は、レポートフローのみをサポートします。このような
BSP はパーシャル BSP と呼ばれます。ハードウェア・フローを実行するには、インテル® oneAPI ベース・ツール
キット (英語) 用のインテル® FPGA アドオンをインストールする必要があります。インテル® FPGA アドオンに
同梱されている BSP は、レポートとハードウェア・フローの両方をサポートします。このような BSP は、フル
BSP と呼ばれます。インテル® FPGA アドオンと BSP ソフトウェア・スタックのインストールの詳細については、
「インテル® oneAPI ツールキット・インストール・ガイド」 (英語) を参照してください。
FPGA カスタム・プラットフォーム (a10_ref および s10_ref) をターゲットにするには、次の手順を実行しま
す。
1. BSP をインテル® FPGA 開発ツールのウェブサイトからダウンロードします。
2. インテル® oneAPI ベース・ツールキット・ウェブサイトからインテル® FPGA アドオンをダウンロードしま
す。
3. カスタム・プラットフォーム用のインテル® FPGA アドオンをインストールします。
4. カスタム・プラットフォーム BSP をインテル® FPGA アドオン・インストールのボードフォルダーに配置しま
す。
注意:

ターゲットボード名を含む複数の BSP が検出された場合、BSP 名やパスが指定されていない限り、コ
ンパイラーはエラーを生成します。唯一の例外は、同じボードをサポートするフル BSP とパーシャル
BSP の両方が利用可能な場合です。この場合、コンパイラーはフル BSP を使用してコンパイルします。

FPGA デバイスリンク
デフォルト (デバイス・リンク・オプションが指定されない) では、インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーは、ホ
ストの生成、デバイスイメージの生成、および実行形式へのリンクを次のように行います。
dpcpp -fintelfpga hello.cpp -Xshardware
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ハードウェア・イメージを生成する場合、デバイスリンクを使用してデバイス部分のみをコンパイルし、FPGA コ
ンパイルのチェックポイントを選択します。デバイス・リンク・コマンドの入力ファイルには、FPGA イメージの生
成に必要なすべてのデバイス要素が含まれている必要があります。
デバイスリンクには次のような利点があります。


開発サイクルの短縮 (レポートの生成は数分で済みますが、ハードウェアの生成には時間がかかります)。



デバイスコードとホストコードのコンパイルの分離。
⎯ ホストコードのみが変更された場合、ホストコードのみを再コンパイルします。
⎯ DPC++ プログラムがホストコードとデバイスコードに分離され、ホストコードのみ変更された場合、デ
バイスコードでは FPGA 初期イメージ・オブジェクトまたは FPGA イメージ・オブジェクトを再利用しま
す。
ヒント: FPGA 初期イメージ・オブジェクトと FPGA イメージ・オブジェクトをリンクして、コンパイル時間を
短縮します。以下のいずれかのデバイス・リンク・オプションを使用します。

FPGA デバイス・リンク・オプション (Linux*)
デバイス・リンク・オプション

説明

-fsycl-link[=early]

デフォルト。FPGA 初期イメージ・オブジェクトと HTML レポートを生成します。
注:
これはデフォルトであり、[=early] の指定はオプションです。

-fsycl-link=image

リンクに使用する完全な FPGA ハードウェア・イメージを生成します。

例:


次のコマンドを使用して HTML レポートを生成します。
dpcpp -fintelfpga -fsycl-link[=early] -o dev_early.a *.cpp/*.o -Xshardware



次のコマンドを使用してハードウェアの FPGA イメージを生成します。
dpcpp -fintelfpga -fsycl-link=image -o dev.a *.cpp/*.o -Xshardware



次のコマンドを使用して FPGA 初期イメージ・オブジェクトからハードウェアの FPGA イメージを生成しま
す。
dpcpp -fintelfpga -fsycl-link=image -o dev.a dev_early.a -Xshardware

例 1 - ホストプログラムの再コンパイル
プログラムは、a.cpp、b.cpp、main.cpp、および util.cpp として複数のソースファイルに分割されます。
a.cpp と b.cpp ファイルのみがデバイスコードを含んでいます。次の例は、ホストプログラムのみを再コンパ
イルして、コンパイル時間を節約する方法を示します。
1. 次のコマンドを実行して *.o (FPGA イメージ・オブジェクト) ファイルを生成します。
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dpcpp -fintelfpga a.cpp b.cpp --fsycl-link=image -o dev.a -Xshardware
注:

このコマンドの完了には数時間かかります。

2. 次のコマンドを実行してホスト部分のコンパイルとリンクを行います。
dpcpp -fintelfpga main.cpp -c -o main.o
dpcpp -fintelfpga util.cpp -c -o util.o
dpcpp -fintelfpga dev.a main.o util.o -o a.out
a.out は実行形式です。
main.cpp と util.cpp ファイルのみが変更された場合、数秒で完了するステップ 3 のコマンドのみを
実行します。

例 2 - FPGA コンパイルとホストのリンクを分離
次の例は、デバイスコードを変更せずに異なるオプションや引数を使用してアプリケーションを再コンパイルす
る際に、コンパイル時間を短縮する方法を示します。
1. アプリケーションのソースを *.o ファイルにコンパイルします。
dpcpp -fintelfpga -c a.cpp -o a.o
2. *.a (FPGA イメージ・オブジェクト) ファイルを生成します。
dpcpp -fintelfpga a.o -fsycl-link=image -o dev.a -Xshardware
注:

このコマンドの完了には数時間かかります。

3. コンパイルして実行形式にリンクします。
dpcpp -fintelfpga dev.a -o a.out
ステップ 3 でリンクに問題が発生する場合、適切なリンクオプションでコマンドを再実行すると数秒で完了
します。
ヒント: 詳細は、インテル® oneAPI サンプルブラウザーに示される FPGA チュートリアル・サンプルの
「Device Link (デバイスリンク)」を参照してください。

FPGA デバイス・イメージ・タイプ
FPGA デバイスイメージは、FPGA で実行するプログラムまたはビットストリームを含みます。ほかのデバイス
とは異なり、FPGA デバイスは次のイメージをサポートします。
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FPGA デバイス・イメージ・タイプ
イメージタイプ

目的

ツールキットの要件

コンパイル時間

エミュレーション

コードの正当性を検証します。

インテル® oneAPI ベース・ツー コンパイルは数秒で完了しま
ルキットがインストールされて す。
いる場合は、このモードを使用
します。

レポート

設計を解析するため静的最適
化レポートを生成します。完了
すると、レポートは
<project_name>.prj/rep
orts/report.html に生成
されます。
レポートに関する詳細は、
『インテル® oneAPI DPC++
FPGA 最適化ガイド』を参照し
てください。

インテル® oneAPI ベース・ツー コンパイルは数分で完了しま
ルキットがインストールされて す。
いる場合は、このモードを使用
します。

ハードウェア
(Linux* のみ)

FPGA デバイス上で実際のビッ ベータ版 oneAPI ベース・ツー
トストリームを生成します。
ルキット用インテル® FPGA ア
ドオンがインストールされてい
る場合は、このモードを使用し
ます。

コンパイルには数時間かかりま
す。

複数の FPGA をターゲットにする
インテル® oneAPI ベータリリースではサポートされません。

その他のインテル® oneAPI DPC++ コンパイラー・オプション
インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーには、カーネルのコンパイルプロセスをカスタマイズするオプション
が用意されています。
次の表に、インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーでサポートされるオプションを示します。
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コンパイラー・オプション
オプション名

説明

-Xsv

コンパイルの進行状況を示すレポートを生成します。

-Xsemulator

エミュレーション・デバイス・イメージを生成します。

-Xshardware

ハードウェア・デバイス・イメージを生成します。

-Xsboard

ターゲット FPGA ボードを指定します。

-reuse—exe=<exe_file>

ホストのソースコードのみが変更された場合 (デバイスコードには影響がない)、以前
のコンパイルを使用してコンパイルを高速化できます。このオプションは、ハードウェ
ア用にコンパイルする場合にのみ有用です。次に例を示します。

最初のコンパイルには完了まで数時間かかります。



dpcpp -fintelfpga -Xshardware file.cpp -o
file.exe [-reuseexe=file.exe]
ホストコードのみを変更した場合、2 回目のコンパイルは数分で
完了できます。



dpcpp -fintelfpga -Xshardware file.cpp -o
file.exe -reuseexe=file.exe
デバイスを変更した場合、2 回目のコンパイルは完了に数時間
を要します。
dpcpp -fintelfpga -Xshardware file.cpp -o
file.exe -reuseexe=file.exe
FPGA の最適化オプションに関する詳細は、『インテル® oneAPI DPC++ FPGA 最適化ガイド』 (英語) を参照し
てください。

ホストコードでの FPGA デバイス選択
明示的に FPGA エミュレーター・デバイスまたは FPGA ハードウェア・デバイスを設定するには、ホストコードで
次のヘッダーファイルをインクルードします。
CL/sycl/intel/fpga_extensions.hpp
次のいずれかのデバイス・セレクター・タイプを宣言します。


FPGA エミュレーターには次を使用します。
intel::fpga_emulator_selector device_selector;



FPGA ハードウェア・デバイスには次を使用します。
intel::fpga_selector device_selector;
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次のようなサンプルコードについて考えてみます。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

#include <CL/sycl/intel/fpga_extensions.hpp>
using namespace cl::sycl;
...
#ifdef FPGA_EMULATOR
intel::fpga_emulator_selector device_selector;
#else
intel::fpga_selector device_selector;
#endif
queue deviceQueue(device_selector);
...

注:



ランタイムがホストコードで fpga_emulator_selector や fpga_selector を検出できなかった場
合、エラーメッセージが表示されます。
カーネルコードのデバッグを有効にするため、FPGA エミュレーター・デバイスの最適化はデフォルトで無
効になっています。そのため、カーネルコードをエミュレートする際に実行速度が最適化されない可能性が
あります。-Xsg0 コンパイラー・オプションを追加してデバッグを無効にし、最適化を有効にしてエミュレー
ターの実行を高速化します。

FPGA 上のホストとカーネルのインタラクション
FPGA デバイスは、PCIe* などの I/O を介してホスト (CPU) と通信します。

通常、PCIe* 接続される FPGA には、独自のプライベート DDR が搭載されます。再構成可能な FPGA ロジック
上でカーネルを実行する前に、CPU はカーネルが FPGA ローカル DDR メモリーにアクセスして使用するすべ
てのデータを (ダイナミック・メモリー・アクセス (DMA) で) 一括転送する必要があります。また、カーネルは操作
を完了すると、結果を DMA 経由で CPU に転送する必要があります。転送速度は PCIe* リンクと DMA の効率
によって制限されます。例えば、PCIe* Gen 3 x 8 リンクを備えたインテル® プログラマブル・アクセラレーショ
ン・カード (インテル® PAC) インテル® Arria® 10 GX FPGA 搭載版では、転送は 6 ～ 7GB/秒です。不必要な転
送を排除 (例えば、データを read-only または write-only に正しくタグ付けするなど) する手法に関する詳細
は、『インテル® oneAPI DPC++ FPGA 最適化ガイド』 (英語) をご覧ください。

57

ベータ版インテル® oneAPI プログラミング・ガイド

さらに、同時操作数を最大化することでシステムの効率を改善します。例えば、PCIe* は双方向の同時転送をサ
ポートし、PCIe* 転送はカーネルの実行に干渉しないため、デバイスからホストへの転送、ホストからデバイスへ
の転送、およびカーネルの実行をすべて同時に実行して FPGA デバイスの利用効率を最大化します。システム
の効率を改善するダブル・バッファリングなどの詳細については、『インテル® oneAPI DPC++ FPGA 最適化ガ
イド』をご覧ください。
再構成可能な FPGA ロジックの設定は、FPGA デバイスとの通信に数秒間を要する操作です。ランタイムはこ
の設定を自動的に管理します。これは、カーネル起動の初期化時に行われることもあります。同じプログラミン
グ・ファイルがすでにデバイスにロードされている場合は行われません。パフォーマンスを測定する場合はこの
背景を考慮し、プログラムの実行時間を測定する前に 1 つのカーネルをウォームアップ実行します。
FPGA 上のカーネルは再構成可能なロジックを使用し、一度にそのカーネルの呼び出しを 1 つだけ処理できま
す。同じカーネル・インスタンスを複数回呼び出すプログラムでは、ランタイムが同じカーネルロジックでそれら
の呼び出しを順番に実行します。
詳細については、以下を参照してください。


『インテル® oneAPI DPC++ FPGA 最適化ガイド』 (英語)



「サードパーティー IDE でのインテル® oneAPI DPC++ FPGA ワークフロー」 (英語)



https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/products/boards_and_kits/devkits/altera/acceleration-card-arria-10-gx/overview.html



https://ja.wikipedia.org/wiki/Direct_Memory_Access



https://ja.wikipedia.org/wiki/PCI_Express



https://ja.wikipedia.org/wiki/DDR4_SDRAM

IDE での FPGA ワークフロー
インテル® oneAPI ツールは、サードパーティー統合開発環境 (IDE) と統合して、Linux* (Eclipse*) および
Windows* (Visual Studio*) でソフトウェア開発にシームレスな GUI 環境を提供します。詳細は、「サードパー
ティー IDE でのインテル® oneAPI DPC++ FPGA ワークフロー」 (英語) を参照してください。

複雑なシナリオ: スタティック・ライブラリーの使用
インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーは、ホストおよびデバイス向けのコンパイル済みオブジェクトを含む
静的ライブラリーをサポートします。
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スタティック・ライブラリーの作成
導入ガイド (英語) の説明に従ってコンパイラーを準備してソースをコンパイルします。
dpcpp app1.cpp app2.cpp -c
ar cr libapp.a app1.o app2.o # Linux* 専用コマンドライン
lib -out:libapp.lib app1.obj app2.obj # Windows* 専用コマンドライン

スタティック・ライブラリーの使用
作成したライブラリーは、最終的なアプリケーションを作成するときに使用します。ファット・ライブラリーは、通
常のライブラリーとは異なります。-foffload-static-lib オプションは動作を指示するために使用しま
す。
Linux*: dpcpp main.cpp -foffload-static-lib=libapp.a
Windows*: dpcpp main.cpp -foffload-static-lib=libapp.lib

標準インテル® oneAPI DPC++ コンパイラー・オプ
ション
次の標準オプションが利用できます。オプションは、ホストのみ、デバイスのみのコンパイルで分離されていませ
ん。
オプション

説明

-fsycl-targets=T1,...,Tn

インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーは、カンマで区切っ
たトリプルのリストによって指示されるデバイスコードを生
成します。一部のトリプルはオフラインコンパイルでも使用
できます。

-foffload-static-lib=<lib>

FAT 静的ライブラリーにリンク。
<lib> とリンクします。これは、ターゲットデバイスに対応
するファット・オブジェクトを含むファット・スタティック・アー
カイブです。リンクでは、clang はライブラリーに含まれる
オブジェクトからデバイスコードを抽出し、コマンドラインで
指定される個別のファット・オブジェクトのデバイス・オブ
ジェクトとリンクします。
注:
-foffload-static-lib で指定されないコマ
ンドラインで渡されるライブラリーは、ホスト・ライブラリー
として扱われ、最終的なホストリンクでのみ使用されます。
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-fsycl-device-only

デバイスのみのバイナリーを生成します。

-Xsycl-target-backend=T "options"

ターゲット T のデバイス・コンパイル・ツールチェーンのバッ
クエンドに渡すオプションを指定します。
• オフラインコンパイル: ターゲット T 向けのデバ
イス・コンパイラーです。

•

オンラインコンパイル: ランタイムのコンパイル
に使用するターゲット T 向けのデバイス・コンパ
イラーです。

必要に応じて、コンパイルとリンクに使用するほかのツール
をカスタマイズできます。その場合、オプション名 (-Xsycltarget-<toolid>=T) のツール ID の部分を backend
から次のいずれかに置き換えます。
• frontend
⎯ ターゲット T の SPIR*-V ベースのデバイ
ス・コンパイラーのフロントエンド + ミドル
エンドを示します。ミドルエンドは、SPIR*-V
を生成する SPIR*-V ベースのデバイス・コン
パイラーの一部です。この SPIR*-V は、
clang ドライバーによって T のバックエンド
に渡されます。
• linker
⎯ ターゲット T 向けのデバイス・コード・リン
カーです。
⎯ 一部のターゲットは、1 つのコンポーネント
にフロントエンドとバックエンドを含む場合
があります。この場合、オプションはマージ
されます。
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-fsycl-link

デバイスバイナリーの部分リンクを行います。これはオフ
ロードラッパーによってラップされ、ホスト・コンパイラー/リ
ンカーによってデバイスバイナリーがリンクされます。

-fsycl-link=<value>

FPGA で使用するデバイスバイナリーの部分リンクを行いま
す。<value> には以下を指定できます。
• early
⎯ この位置で html レポートを生成します。こ
こで停止してプログラムを反復することもで
きます。生成には数分かかります。ここから
再開して FPGA イメージを生成することも
できます。
• image
⎯ FPGA デバイスでリンクおよび実行できる
FPGA ビットストリームを生成します。生成
には数時間かかります。

プログラミング・インターフェイス

-fintelfpga

FPGA との事前コンパイルに固有のオプションです。機能的
には、-fsycltargets=spir64_fpga-unknownunknown-sycldevice と同等であり、依存関係とデバッ
グ情報を有効にしてコンパイルを行います。

-Xs "options" -Xs<arg>

-Xsycl-target-backend と同様に、"options" をバック
エンド・ツールに渡します。-Xs<arg> バリアントは次のよ
うに機能します。
-Xshardware → -Xsycl-target-backend "hardware"
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4 データ並列 C++ (DPC++) のプログラミング
言語とランタイム
データ並列 C++ (DPC++) のプログラミング言語とランタイムは、DPC++ プログラムで使用される C++ クラ
ス、テンプレート、およびライブラリーのセットで構成されます。この章では、プログラミングに使用される主要
クラス、テンプレート、およびランタイム・ライブラリーの概要を説明します。

C++ バージョンのサポート
「インテル® oneAPI プログラミング・モデル」のセクションでは、DPC++ プログラムのアプリケーション・スコー
プとコマンド・グループ・スコープのコードで利用可能な C++ 言語機能について説明しました。アプリケーショ
ン・スコープとコマンド・グループ・スコープには、ホストで実行されるコードが含まれます。また、DPC++ プログ
ラムのカーネルスコープのコードで利用可能な C++ 言語機能についても説明しました。カーネルスコープはデ
バイス上で実行されるコードです。一般に、C++ のすべての機能は、アプリケーション・スコープとコマンド・グ
ループ・スコープで利用できます。カーネルスコープでは利用可能な C++ 機能は制限されます。これは、アクセ
ラレーターの機能が限定的であるためです。
各ベンダーのコンパイラーにより、C++ 標準への準拠にわずかな違いがあります。インテル® oneAPI DPC++
コンパイラーは LLVM ベースのコンパイラーであるため、C++ ソースコードを受け入れて実行形式を作成する
際に LLVM ベースのコンパイラー固有の動作が見られます。インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーのベース
となる LLVM のバージョンを確認するには、-version オプションを使用します。
dpcpp --version
以下に例を示します。
DPC++ Compiler 2021.1 (2019.8.x.0.1010)
Target: x86_64-pc-windows-msvc
Thread model: posix
InstalledDir: c:\PROGRA~2\INTELO~1\compiler\latest\windows\bin

ヘッダーファイルと名前空間
コンパイラーのヘッダーファイルは、インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーのインストール先のサブディレク
トリーにあります。例えば、<install dir>/lib/clang/*/includeです。ここで、<install dir> は
インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーのインストール・ディレクトリーです。
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DPC++ プログラミング言語をサポートするインクルード・ファイルは、次の場所にあります。
<install dir>/include/CL/sycl
ヘッダーファイル内の名前は、言語を実装するプライマリー DPC++ クラスに対応しています。
DPC++ のベースとなる SYCL* のインテル固有の拡張は、
<install_dir>\compiler\latest\windows\lib\clang\10.0.0\include\CL\sycl\intel
(Windows*) または、
<install_dir>/compiler/latest/linux/compiler/lib/clang/10.0.0/include/CL/sycl/
intel (Linux*) に配置されます。

DPC++ クラス、クラス・テンプレート、および定義
次の表は、DPC++ クラス、クラス・テンプレート、およびプログラミング言語の定義をまとめたものです。また、
項目を定義する特定のインクルード・ファイルの説明も示します。
クラス

インクルード・ファイル

説明

アクセサー

accessor.hpp、
accessor2.hpp

バッファー、イメージ、およびデバイス・ロー
カル・メモリーへのアクセスを有効にして
指定します。

アトミック

atomic.hpp

データ値の同期アクセスを保証する操作と
メンバー関数です。

バッファー

buffer.hpp

ホストとデバイス間の通信を行うためメモ
リーをカプセル化します。

ビルトイン関数

builtin.hpp

ホストとデバイス間で効率良く利用できる
数学関数です。

コマンド・グループ・ハンドラー

handler.hpp、handler2.hpp

コマンド・グループ・スコープで実行するコ
マンドをカプセル化します。

コンテキスト

context.hpp

プラットフォームとデバイスの集合をカプ
セル化します。

デバイス

device.hpp

アクセラレーターの属性、機能、および能
力をカプセル化します。

デバイスイベント

device_event.hpp

ほかの操作の待機に使用される関数をカ
プセル化します。

デバイスセレクター

device_selector.hpp

コマンドグループを実行するデバイスの選
択を有効にします。

イベント

event.hpp

メモリー転送とカーネルの実行を調整する
オブジェクトをカプセル化します。
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クラス

インクルード・ファイル

説明

例外

exception.hpp

エラー条件など異常値の発生を処理する
ためプログラムが出力する通知です。

グループ

group.hpp

work-group をカプセル化するテンプレー
ト・クラスです。

ID

id.hpp

グローバルまたはローカル範囲のそれぞ
れの項目にアクセスするため、次元のベク
トルをカプセル化します。

イメージ

image.hpp

ホストとデバイス間の通信に最適化された
形式でメモリーをカプセル化します。

注:
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イメージ・メモリー・オブジェク
トは FPGA ではサポートされ
ません。

項目

item.hpp

範囲内で実行される関数オブジェクトをカ
プセル化します。

カーネル

kernel.hpp

デバイス上で実行されるカーネル・オブ
ジェクト関数をカプセル化します。

複数ポインター

multi_ptr.hpp

ホストとデバイスにわたってポインターの
ようなアクセスを有効にするため低レベル
のポインターを抽象化します。

Nd_item

nd_item.hpp

ND-range 内のそれぞれの work-item を
カプセル化します。

Nd_range

nd_range.hpp

1、2、または 3 次元データのインデックス
空間をカプセル化します。

プラットフォーム

platform.hpp

システム上のインテル® oneAPI ホストと
デバイスをカプセル化します。

プログラム

program.hpp

インテル® oneAPI プログラミング・モデル
を使用するプログラムを包括し、ソース
コードのコンパイルまたはリンク状態を通
信します。

プロパティー・インターフェイス

property_list.hpp

バッファー、イメージ、およびデバイスクラ
スへ追加パラメーターを渡します。

キュー

queue.hpp

コマンドキューを実行するオブジェクトと
メソッドです。

レンジ

range.hpp

１、2、または 3 次元の work-group の反
復ドメインをカプセル化します。
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クラス
標準ライブラリー・クラス

インクルード・ファイル
stl.hpp

ストリーム

説明
C++ 標準クラスへのインターフェイス。
インテル® oneAPI データ型を出力するメ
ソッドです。

ベクトルとスウィズルされたベクトル

types.hpp

ベクトルクラスはデータ要素のベクトルを
表します。スウィズルされたベクトルクラス
を使用して、ベクトル・オブジェクト内の要
素の組み合わせを選択します。

バージョン

version.hpp

コンパイラー・バージョンを定義します。

次の節では、これらの項目を詳しく説明します。ここでは、SYCL* 仕様に記載される内容の詳細については説明
しません。以下をカバーします。


説明と目的を含む概要



異なるコンストラクターについての注釈 (該当する場合)



メンバー関数の情報 (該当する場合)



SYCL* 仕様と比較して DPC++ 実装で考慮すべき特殊ケース

SYCL* に関する詳しい説明は、SYCL* の仕様 (英語) をご覧ください。

アクセサー
DPC++ アクセサーは、バッファー、イメージ、またはデバイス・ローカル・メモリーなどのメモリー・オブジェクト
の読み取りと書き込みをカプセル化します。アクセサーを作成するには、対象のアクセスターゲットを参照する
メソッドが必要です。これには、メモリー・オブジェクトのタイプと次元、アクセスモード、およびプレースホル
ダー引数も必要です。
一般的には、メモリー・オブジェクトの get_access メソッドを使用してオブジェクトを指定し、そのメモリー・
オブジェクトから引数を推測します。
メモリー・モデル・セクションの表に、利用可能なアクセスモードとアクセスターゲットをまとめています。
プレースホルダー・アクセサーは、コマンドグループとは関係なく作成され、その後特定のメモリー・オブジェク
トに関連付けられます。プレースホルダー・アクセサーの指定は、access::placeholder プレースホルダー
引数を介して通信されます。この引数は、真であれば access::placeholder::true_t に設定され、そうで
なければ access::placeholder::false_t に設定されます。
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アクセサーが作成されると、メンバー関数を照会してアクセサー情報を確認します。メンバー関数には以下が
含まれます。


is_placeholder – アクセサーがプレースホルダーであり、まだメモリー・オブジェクトに関連付けられて
いない場合は true を、そうでなければ false を返します。



get_size – メモリー・オブジェクトのサイズ (バイト単位) を取得します。



get_count – メモリー・オブジェクトの要素数を取得します。



get_range – メモリー・オブジェクトのレンジ (レンジクラス) を取得します。



get_offset – メモリー・オブジェクトのオフセットを取得します。

アクセサーは、メモリー・オブジェクトへのアクセサーのオフセットである、メモリー・オブジェクトのサブセット
を参照できます。

参照
バッファー
イメージ

アトミック
DPC++ アトミッククラスは、操作とメンバー関数をカプセル化してデータ値の同期アクセスを保証します。アト
ミック・オブジェクト構造の構築には、multi_ptr への参照が必要です。multi_ptr は、ホストとデバイス間
の効率良いアクセスを可能にする低レベルポインターの上位にある抽象化です。
アトミックメンバー関数は、C++ の標準アトミック関数をモデルにしています。これらは SYCL* 仕様で詳しく
説明されており、次のものがあります。
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store – 値をストアします。



load – 値をロードします。



exchange – 2 つの値を交換します。



compare_exchange_strong - 2 つの値が等しいかどうかを比較し、結果を基に交換します。



fetch_add – multi_ptr が指す値に値を加算します。



fetch_sub - multi_ptr が指す値から値を減算します。



fetch_and – multi_ptr が指す値のビット単位の論理積を求めます。



fetch_or - multi_ptr が指す値のビット単位の論理和を求めます。
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fetch_xor - multi_ptr が指す値のビット単位の排他的論理和を求めます。



fetch_min – multi_ptr が指す値と値の間の最小値を求めます。



fetch_max - multi_ptr が指す値と値の間の最大値を求めます。

上記のメンバー関数に加え、同じ機能を持つアトミック型の関数セットがあります。これらの関数は、先頭に
"atomic_" が追加された名称を持ちます。

バッファー
DPC++ バッファーは、ホストとデバイス間で共有される 1、2、または 3 次元の配列をカプセル化します。バッ
ファーを作成するには、配列の次元数とベースとなるデータ型が必要です。
このクラスには、レンジ、アロケーター、およびプロパティー・リストの各種組み合わせを提供する複数のコンス
トラクターが含まれます。


バッファーが使用するメモリーは、ホストメモリーにすでに存在します。この場合、メモリーへのポインター
がコンストラクターに渡されます。



hostData パラメーターを含まないコンストラクターを使用すると、バッファーに一時メモリーが割り当て
られます。



バッファーの一時メモリーの割り当てに使用される代替アロケーターを提供する、アロケーター・オブジェ
クトが渡されます。ホストメモリーを使用する場合 (use_host_ptr)、mutex_class を使用する場合
(use_mutex)、およびシングルコンテキストのみを使用する場合 (context_bound) は、プロパティーと
呼ばれる特殊な引数をコンストラクターに渡します。

バッファーが割り当てられたら、メンバー関数を照会して詳細を取得します。メンバー関数には以下が含まれま
す。


get_range – バッファーに関連付けられたレンジ・オブジェクトを取得します。



get_count – バッファーの要素数を取得します。



get_size – バッファーサイズをバイト単位で取得します。



get_allocator – バッファーの作成時に提供されたアロケーターを取得します。



is_sub_buffer – バッファーがサブバッファーであるかどうかを返します。

コマンド・グループ・ハンドラー
コマンド・グループ・ハンドラー・クラスは、コマンドグループのアクション、つまりデータのマーシャリングとデ
バイス上でのカーネルの起動をカプセル化します。
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ユーザーが呼び出し可能なコンストラクターはありません。構築はインテル® oneAPI ランタイムによって行わ
れます。以下のサンプルコードを考えてみます。
1
2
3
4
5
6

d_queue.submit([&](sycl::handler &cgh) {
auto c_res = c_device.get_access<sycl::access::mode::write>(cgh);
cgh.parallel_for<class ex1>(a_size,[=](sycl::id<1> idx) {
c_res[idx] =0;
});
});

この例では、アクセサー c_res はデバイスから取得され、パラメーターとしてコマンド・グループ・ハンドラー
(この場合 cgh) を受け取ります。カーネル・ディスパッチ自体は、コマンド・グループ・ハンドラーのメンバー関数
です。この場合、parallel_for を呼び出しています。カーネル・ディスパッチ API には、parallel_for、
parallel_for_work_group、および single_task の呼び出しがあります。
OpenCL* カーネルとの相互運用のため、引数を渡す際に使用する set_args 関数もあります。

コンテキスト
コンテキストは、プラットフォームとデバイスの集合をカプセル化します。詳細については、「プラットフォーム・
モデル」を参照してください。
このクラスには、引数としてプラットフォーム、デバイス、およびコンテキストから作成できる、複数のコンストラ
クターが含まれています。
クラスには、インスタンス化されたコンテキスト情報を照会する次のメンバー関数があります。


get_platform() – コンテキストに関連付けられたプラットフォームを取得します。



get_device() – コンテキストに関連付けられたデバイスを取得します。



is_host() – コンテキストがホスト・コンテキストである場合、true を返します。

デバイス
「実行モデル」で説明するように、デバイスクラスはシステム上にあるアクセラレーターの機能を示します。この
クラスには、デバイスを構築して、デバイスに関する情報を取得するメンバー関数が含まれます。コンストラク
ターには引数を必要としないものもあります。コンストラクターはまた、使用するアクセラレーターのタイプ
(CPU、GPU、FPGA など) を選択するデバイスセレクター引数を受け入れます。相互運用性のため
cl_device_id を使用するコードにより、OpenCL* ソフトウェア・テクノロジーを介して構築できます。
デバイスクラスには、デバイスに関する情報を照会するメンバー関数が含まれます。これは、複数のデバイスが
作成される DPC++ プログラムでは有用です。is_host()、is_cpu()、is_gpu() など基本情報を返す呼び
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出しがあります。さらに詳しい情報を取得するには、get_info 関数を使用してデバイスに関する次のような属
性を設定します。


ローカルとグローバルワーク項目 ID



ビルトイン型、ネイティブ ISA 型、およびクロック周波数の推奨幅



キャッシュの幅とサイズ



ユニファイド・メモリーのサポート、エンディアン、および (デバイスがオンラインの場合) コンパイラーの機
能など、デバイスがサポートする属性



デバイスの名前、ベンダー、およびバージョン

デバイスイベント
DPC++ device_event クラスは、カーネル内部の待機オブジェクトをカプセル化します。device_event オ
ブジェクトは、カーネル内の非同期操作の調整に使用されます。コンストラクターと引数は指定されておらず、
実装に依存します。待機メンバー関数は、待機に関連する操作が完了するまで実行を停止します。

デバイスセレクター
DPC++ device_selector クラスは、実行時に特定のデバイスを選択して、ユーザーが示すヒューリスティッ
クを基にカーネルを実行することを可能にします。構築は、引数ゼロのコンストラクター、または別の
device_selector オブジェクトを参照することで行われます。device_selector のインスタンスを別のイ
ンスタンスに割り当てることもできます。
次のサンプルコードは、標準 device_selector とデバイスセレクターのヒューリスティックを使用する派生
device_selector の使い方を示しています。この例では、選択デバイスは CPU デバイスを優先します。これ
は、整数評価の戻り値が GPU やほかのアクセラレーターよりも高いためです。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

#include <CL/sycl.hpp>
using namespace cl::sycl;
class my_device_selector : public device_selector {
public:
int operator()(const device &dev) const override{
int rating = 0;
if (dev.is_gpu()) rating = 1;
else if (dev.is_cpu()) rating = 2;
return rating;
};
};
int main() {
default_selector d_selector;

69

ベータ版インテル® oneAPI プログラミング・ガイド

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

queue Queue(d_selector);
cpu_selector d_selector2;
queue Queue2(d_selector2);
std::cout << "Executing on "
<< Queue.get_device().get_info<info::device::name>()
<< std::endl;
std::cout << "Executing on "
<< Queue2.get_device().get_info<info::device::name>()
<< std::endl;
device device1 = Queue.get_device() ;
device device2 = Queue2.get_device() ;
my_device_selector h_selector;
queue Queue3(h_selector);
std::cout << "Executing on "
<< Queue3.get_device().get_info<info::device::name>()
<< std::endl;
return 0;
}

以下は、サンプルコードの主な行の説明です。
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行 15-16 - default_selector を使用してコマンドキューを初期化するデバイスを選択しています。



行 18-19 - cpu_selector を使用してコマンドキューを初期化するデバイスを選択しています。



行 4-11 と行 31-32 - 派生 device_selector とヒューリスティックの選択を使用します。
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イベント
イベントクラスは、OpenCL* 標準の cl_event をカプセル化し、相互運用性を提供するために使用されます。

例外
DPC++ 例外クラスは、オブジェクトをカプセル化して、DPC++ プログラムのエラー状況を伝えます。DPC++
プログラム実行中のエラーは、スケジューリングまたはデバイスに関連します。
ホストとデバイス上の実行は本来非同期であるため、イベントやエラーもすべて非同期です。デバイスで発生す
る例外をキャッチするには、asynch_handler を使用します。これは、コマンドキューの作成中に提供されま
す。カーネルの実行中にエラーが発生すると、例外は async_handler リストに配置され、コマンドグループ
関数がリターンするとホストが async_handler リストの例外を処理します。exception_ptr_class は、
例外をストアするために使用され、device_error_compile_program_error、
link_program_error、invalid_object_error、memory_allocation_error、
platform_error、profiling_error、feature_not_supported など、さまざまなタイプのエラーを示
す例外を含めることができます。

グループ
グループクラスは work-group の機能をカプセル化します。ユーザーが呼び出し可能なコンストラクターはあ
りません。オブジェクトは、parallel_for_work_group 呼び出しの結果として作成されます。

71

ベータ版インテル® oneAPI プログラミング・ガイド

グループ・オブジェクトがインスタンス化されたら、次のようなメンバー関数を呼び出して、オブジェクトのプロ
パティーを照会できます。


get_id – work-group のインデックスを取得します。



get_global_range – インデックス空間全体の work-item を示すレンジを取得します。



get_local_range – work-group の work-item を示すレンジを取得します。



get_group_range – 現在の work-group の次元を示すレンジを取得します。



get_linear_id – work-group ID の線形バージョンを取得します。

グローバルレンジとローカルレンジの定義については、SYCL* 仕様の用語集をご覧ください。簡単に言うと、グ
ローバルレンジはインデックス空間内の work-item の総数です。ローカルレンジは、work-group 内の workitem 数です。

ID
ID クラスは、グローバルまたはローカルレンジへのインデックスを識別する次元のベクトルをカプセル化しま
す。クラスのコンストラクターは、1、2、または 3 次元の ID を示す 1 から 3 個の整数引数を持ちます。各整数引
数は、次元のサイズを指定します。ID オブジェクトは、次元を指定せず、デフォルトでゼロに設定されるプレース
ホルダーとして構築することもできます。
既存のレンジや項目の次元を基に構築することもできます。
クラスは、＋ (プラス)、- (マイナス) などのオペレーターをサポートします。詳細については、SYCL* 仕様を参照し
てください。

イメージ
DPC++ イメージは、ホストとデバイス間で共有される 1、2、または 3 次元のデータセットをカプセル化します。
イメージを作成するには、配列の次元数とベースとなるデータの順序および型が必要です。
注:

イメージ・メモリー・オブジェクトは、FPGA デバイスではサポートされません。

このクラスには、順序、型、レンジ、アロケーター、およびプロパティー・リストの各種組み合わせを提供する複数
のコンストラクターが含まれます。
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hostPointer パラメーターを含まないコンストラクターを使用すると、イメージに一時メモリーが割り当
てられます。



バッファーの一時メモリーの割り当てに使用される代替アロケーターを提供する、アロケーター・オブジェ
クトが渡されます。



ホストメモリーを使用する場合 (use_host_ptr)、mutex_class を使用する場合 (use_mutex)、および
単一コンテキストを使用する場合 (context_bound)、特殊な引数がコンストラクターに渡されます。

バッファーが割り当てられたら、メンバー関数を照会して詳細を取得します。メンバー関数には以下が含まれま
す。


get_range – イメージに関連付けられたレンジ・オブジェクトを取得します。



get_pitch - 1 次元のイメージに関連付けられたレンジを取得します。



get_count – イメージの要素数を取得します。



get_size – イメージのサイズをバイト単位で取得します。



get_allocator – イメージの作成時に提供されたアロケーターを取得します。



get_access – 指定されたアクセスモードとターゲットでイメージへのアクセサーを取得します。

項目
DPC++ 項目は、DPC++ レンジ内のそれぞれのデータポイントで実行される関数オブジェクトをカプセル化し
ます。カーネルが実行されると、レンジ内の個々の項目に関連付けられ、それに基づいて動作します。この関連付
けは、ランタイムによって暗黙的に行われます。ユーザーが呼び出し可能なコンストラクターはありません。カー
ネルがインスタンス化されると、DPC++ 項目が作成されます。
項目クラスのメンバー関数は、項目とそれを囲むレンジの関係を決定します。


get_id – 反復空間でワーク項目の位置を取得します。



get_range – 項目に関連付けられたレンジを取得します。



get_offset – n 次元の空間で項目の位置を取得します。



get_linear_id – n 次元の空間を 1 つに変換する項目の位置を取得します。

カーネル
DPC++ カーネルクラスは、コマンドグループがインスタンス化されたときにデバイスでコードを実行するため
メソッドとデータをカプセル化します。多くの場合、ランタイムはコマンドキューがインスタンス化されるときに
カーネル・オブジェクトを作成します。
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通常、カーネル・オブジェクトは、ユーザーによって明示的に構築されることはありません。代わりに、
parallel_for などのカーネル・ディスパッチ関数が呼び出されると構築されます。カーネル・オブジェクトが
構築される唯一のケースは、OpenCL* アプリケーションの cl_kernel がカーネル・オブジェクトを構築する
場合です。コマンドキューで使用するカーネルを事前コンパイルするには、プログラムクラスを使用します。
クラスのメンバー関数は、次のカーネル・オブジェクトに関連するオブジェクトと属性を返します。


get – 関連付けられている場合、cl_kernel を取得します。



is_host – カーネルがホスト用であるか確認します。



get_context – カーネルが関連付けられているコンテキストを取得します。



get_program – カーネルが含まれるプログラムを取得します。



get_info – カーネルの詳細を取得し、info::kernel_info 記述子を返します。



get_work_group_info – ワークグループの詳細を取得し、info::kernel_work_group 記述子を
返します。

get_info メンバー関数は、関数名、引数の数、コンテキスト、プログラム、参照の数、属性などのカーネル情報
を取得します。

複数ポインター
DPC++ 複数ポインタークラスは、抽象化されたデバイスメモリーを指す低レベルのポインターをカプセル化し
ます。
複数ポインタークラスのコンストラクターにより、メモリーのアドレス空間を明示的に指定できます。次に、適切
な識別子を持つアドレス空間を示します。


グローバルメモリー – global_space



ローカルメモリー – local_space



定数メモリー – constant_space



プライベート・メモリー – private_space

後で場所が判明する場合、場所を限定しない方法でコンストラクターを呼び出すことができます。
メンバー関数には、++ (インクリメント)、-- (デクリメント)、+ (プラス)、- (マイナス) などの標準ポインター操作
が含まれます。プリフェッチ関数も最適化を支援するため指定されますが、これは実装に依存します。
相互運用性のため、生のポインターと OpenCL* プログラムのポインター間で変換を行う操作も利用できます。
詳細については、SYCL* 仕様を参照してください。
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Nd_item
DPC++ nd_item は、DPC++ nd_range 内のそれぞれのデータポイントで実行される関数オブジェクトをカ
プセル化します。カーネルが実行されると、レンジ内の個々の項目に関連付けられ、それに基づいて動作します。
この関連付けは、ランタイムによって暗黙的に行われます。ユーザーが呼び出し可能なコンストラクターはあり
ません。カーネルがインスタンス化されると、DPC++ nd_item が作成されます。
nd_item クラスのメンバー関数は、nd_item とそれを囲むレンジの関係を決定します。


get_global_id - 反復空間でワーク項目の位置を取得します。



get_global_linear_id – グローバル反復空間の線形表現でワーク項目の位置を取得します。



get_local_id - 現在の work-group で項目の位置を取得します。



get_local_linear_id – 現在の work-group の線形表現で項目の位置を取得します。



get_offset – nd_range 全体で項目の位置を取得します。



get_group_range - 反復空間で work-group 数を取得します。



get_global_range – グローバル反復空間の次元を示すレンジを取得します。



get_local_range – 現在の work-group の次元を示すレンジを取得します。



get_offset - ローカルとグローバル反復空間の work-item 間のオフセットを示す ID を取得します。



get_nd_range – nd_item から nd_range を取得します。

このクラスには、非同期に項目のレンジをコピーできるメンバー関数 async_work_group_copy も含まれ
ます。

Nd_range
DPC++ nd_range クラスは、work-group の反復ドメインとカーネル・ディスパッチをカプセル化します。カー
ネルが操作できるデータの反復空間全体を示します。nd_range オブジェクトのコンストラクターは、グローバ
ルレンジ、ローカルレンジ、およびオプションのオフセットを持ちます。
メンバー関数には以下が含まれます。


get_global_range – グローバルレンジを取得します。



get_local_range – ローカルレンジを取得します。



get_group_range – nd_range の各次元のグループ数を取得します。



get_offset – オフセットを取得します。
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プラットフォーム
DPC++ プラットフォーム・クラスは、DPC++ プログラムで使用されるホストとデバイスの機能をカプセル化し
ます。
コンストラクターは、ホスト・プラットフォームを構築するか、下位互換のため OpenCL* プラットフォームを構
築します。コンストラクターの 1 つのバージョンは、実行するデバイスの選択に使用される
device_selector オブジェクトを受けとります。
プラットフォーム・クラスのメンバー関数には以下があります。


get - プラットフォームから OpenCL* プラットフォームを取得します。



get_info - プラットフォームで情報を取得します。



has_extension – 拡張機能の特定のサポートをプラットフォームに照会します。



is_host - プラットフォームがホスト・プラットフォームであるか確認します



get_devices – プラットフォームに関連するすべてのデバイスを返します。

メンバー関数 get_info は、プラットフォームに関連する次の情報を文字列で返します。


Profile – プラットフォームが完全なプロファイルをサポートするか、埋め込みプロファイルをサポートす
るかを返します。



Version – バージョン番号情報を返します。



Name - プラットフォーム名を返します。



Vendor - プラットフォームのベンダー名を返します。



Extensions – サポートされる拡張をリストする文字列ベクトルを返します。

プログラム
DPC++ プログラムクラスは、ホストプログラムまたは OpenCL* プログラムのいずれかをカプセル化します。
プログラム・オブジェクトは、プログラムのコンパイルまたはリンクに使用されます。
プログラム・オブジェクトのコンストラクターには、少なくともコンテキストが必要です。プログラムクラスのメ
ンバー関数には以下があります。
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get - プログラムから OpenCL* プログラムのオブジェクトを取得します。



is_host – プログラムがホストをターゲットにするかどうか確認します。



compile_with_kernel_type – カーネルのコンパイルを有効にします。
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compile_with_source – OpenCL* カーネルをコンパイルします。



build_with_kernel_type – カーネル関数をビルドします。



build_with_source – ソースからカーネル関数をビルドします。



link – オブジェクト・ファイルをリンクします。



has_kernel – プログラムが有効なカーネル関数を持つか判断します。



get_kernel – プログラムからカーネルを取得します。



get_binaries – プログラムの各デバイスのコンパイル済みバイナリーのベクトルを取得します。



get_context – プログラムがビルドされたコンテキストを取得します。



get_devices – 各デバイスのコンパイル済みバイナリーサイズのベクトルを取得します。

キュー
DPC++ キューは、デバイス上のコマンドキューのスケジュールおよび実行に使用されます。
複数形式のコンストラクターは、デバイスセレクター、デバイス、コンテスト、コマンドキューなど、各種引数を組
み合わせて利用できます。また、asyc_handler を渡して、デバイスからホストにエラーを通知することもできま
す。
コマンドキュー自体は同期して実行されるため、エラーも同様に同期されます。実際のカーネルは非同期で実
行されるため、エラーは async_handler で非同期に処理されます。キューは、wait および
wait_and_throw_throw メンバー関数を呼び出して同期できます。
コマンドグループは、submit メンバー関数を使用してキュー・オブジェクトに送信されます。
property_list は構築中に渡すことができ、enable_profiling プロパティーをデバイスに通知するため
に使用できます。
ほかにも次のようなメンバー関数があります。


get – cl_command_queue を取得します。



get_context – キューに関連付けられたコンテキストを取得します。



get_device – キューに関連付けられたデバイスを取得します。



is_host – キューがホストで実行されているかどうかを返します。

詳細は、実行モデルを参照してください。
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レンジ
DPC++ レンジクラスは、work-group の反復ドメインまたはカーネル・ディスパッチ全体をカプセル化します。
レンジ・オブジェクトのコンストラクターは、レンジの次元 (1、２、または 3 次元) に応じて、1 から 3 個の
size_t 引数を受け取ります。
メンバー関数には以下が含まれます。


get - 指定された次元を取得します。



size - レンジのサイズを取得します。

追加機能を使用すると、古いレンジから新しいレンジを作成して、そのレンジに対し追加操作を行うことが可能
になります。次に例を示します。
Range<2> +() const??

ストリーム
DPC++ ストリームクラスは、SYCL* ビルトイン、ベクトル、およびその他の型の値をコンソールに出力する際に
使用されます。

ベクトルとスウィズルされたベクトル
DPC++ ベクトルとスウィズルされたベクトル・テンプレート・クラスは、ホストとデバイス間のベクトルを示すよ
うに設計されています。
ベクトル・クラス・テンプレートをインスタンス化するには、型と要素数を示す整数を指定します。要素数は、1、
2、3、4、8、または 16 です。それ以外の整数値はコンパイルエラーになります。指定する型は、int や float な
どの基本スカラー型でなければなりません。
作成されるオブジェクトのメンバー関数には以下が含まれます。
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get_count – ベクトルの要素数を取得します。



get_size – ベクトルのサイズをバイト単位で取得します。



lo – ベクトルの下位半分を取得します。



hi – ベクトルの上位半分を取得します。



odd – ベクトルの奇数インデックス要素を取得します。



even – ベクトルの偶数インデックス要素を取得します。
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load – 指示先の値をベクトルにコピーします。



store – ベクトルを指示先にコピーします。

__swizzled_vec__ クラスは、ベクトル・オブジェクト要素を再配置する際に使用されます。これは、ベクトル
のすべての奇数または偶数要素を取得するのに役立ちます。その場合、クラスの odd または even メンバー関
数を使用します。ベクトルを RGBA 形式などの新しいベクトルに変換するには、__swizzled_vec__ クラス
に関連付けられたメンバー関数を利用できます。
ベクトルクラスには、次のような演算子を適用できます: +=、-=、*=、/=、%=、++、--、&、|、^、+、-、*、/、%、&&、||、
<<、>>、<<=、>>=、==、!=、<、>、<=、>=。

ビルトイン型と関数
DPC++ ビルトイン関数は、ある程度の互換性を備えたホストとデバイスで実行できる低レベルの機能を提供し
ます。SYCL* 仕様の 4.13 節では、利用可能なビルトイン型と関数を詳しく説明しています。
実装によるタスクの 1 つとして、ホストとデバイスの型が一致するように、int、short、long などの C++ 基本
型がマッピングされます。
ビルトイン・スカラー・データ型は、SYCL* 仕様にまとめられています。一般に、ビルトイン型は、単精度、倍精度、
半精度の浮動小数点数、char、signed char、unsigned char、short、unsigned short、int、
unsigned int、long、unsigned long、long long、unsigned long long、および signed
integer をカバーします。ビルトイン型にベクトルの型を示す 2、3、4、8、または 16 のポストフィクスを追加す
ることもできます。例えば、float3 は、1 つのオブジェクトとしてアドレスされる 3 つの浮動小数点要素で構成
される型を示します。float3 は、RGB データを表すイメージ処理アルゴリズムでは一般的です。
ビルトイン関数は、低レベルクラスの一部、または基本数学関数の一部として定義されます。これらのビルトイ
ン関数により、ベンダーは一般的な実装向けの基本関数とともに、アーキテクチャー固有の特殊化されたビルト
イン関数を提供できます。
ビルトイン関数は次のように分類されます。


work-item 関数 – nd_item と group クラスに関連します。



基本数学関数 – 低レベルの数学および比較関数。



汎用数学関数 – 超越関数、三角関数、幾何関数。



ベクトルのロードとストア – vec クラスの読み取りと書き込み。



同期 – nd_item に関連するバリア



出力 – 出力の stream クラス
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プロパティー・インターフェイス
DPC++ プロパティー・インターフェイスは、バッファークラス、イメージクラス、およびキュークラスで使用され、
型に影響することなくクラスに追加情報を提供します。これらのクラスは、特定のプロパティーを検証および取
得するため、追加の has_property と get_property メンバー関数を提供します。

インターフェイスに必要な標準ライブラリー・クラス
インテル® oneAPI プログラミングでは、STL プログラミングで一般的なベクトル、文字列、関数、およびポイン
ター・オブジェクトを使用します。
SYCL* 仕様では、ベンダーがカスタム最適化を実装できる機能を文書化しています。実装には、いくつかの
STL インターフェイスのエイリアスが必要です。次のようなものがあります。


vector_class – std::vector<>



string_class – std::string



function_class – std::function<>



mutex_class – std::mutex



shared_ptr_class – std::shared_ptr<>



unique_ptr_class – std::unique_ptr<>



weak_ptr_class – std::weak_ptr<>



hash_class – std::hash



exception_ptr_class – std::exception_ptr

バージョン
インクルード・ファイル version.h には、コンパイラーの日付に基づく __SYCL_COMPILER_VERSION 定義
が含まれます。特定のバージョンのコンパイラーを基にコンパイルを制御する際に使用できます。
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メモリータイプ
メモリータイプ

説明

定数メモリー

すべての work-group のすべての work-item にアクセスで
きます。読み取り/書き込みは、キャッシュされ、カーネル起
動中維持されます。

グローバルメモリー

カーネルの実行中、一定のまま保持されるグローバルメモ
リー領域です。ホストは、定数メモリーに配置されたメモ
リー・オブジェクトを割り当てて初期化します。

ローカルメモリー

単一の work-group の work-item 間で共有され、ほかの
work-group の work-item にはアクセスできません。例え
ば、インテル® HD グラフィックス 530 の共有ローカルメモ
リーなどです。

プライベート・メモリー

work-item 専用のメモリー領域です。1 つの work-item の
プライベート・メモリーで定義された変数は、別の workitem からは見えません。例えば、インテル® HD グラフィック
ス 530 のレジスターファイルなどです。

キーワード
DPC++ および SYCL* の設計目標の 1 つは、言語にキーワードを追加しないことです。これによりコンパイラー
開発元の採用が容易になります。OpenCL* C コードやその他のアクセラレーターをターゲットとする言語では
独自のキーワードが使用されますが、DPC++ では必要ありません。

81

ベータ版インテル® oneAPI プログラミング・ガイド

プリプロセッサー・ディレクティブとマクロ
標準 C++ の前処理ディレクティブとマクロは、コンパイラーによって処理されます。さらに、SYCL* 仕様では、
SYCL* 固有の前処理ディレクティブとマクロが定義されています。
以下の前処理ディレクティブとマクロはコンパイラーによって処理されます。
ディレクティブ
SYCL_DUMP_IMAGES

説明
true の場合、デバイスイメージをダンプするようランタイムに指示
します。

SYCL_USE_KERNEL_SPV=<device binary> カーネルの起動要求を満たすためデバイスバイナリーを使用しま
す。
SYCL_PROGRAM_BUILD_OPTIONS
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デバイスプログラムを構築する追加のオプションを渡すために使用
されます。

API ベースのプログラミング

5 API ベースのプログラミング
最適化されたアプリケーション向けの特殊 API を提供することで、プログラミング・プロセスを簡素化する
インテル® oneAPI ツールキットのライブラリーを利用できます。この章では、サンプルコードを含むライブラ
リーの基本的な情報と、特定の利用ケースでどのライブラリーが最も有効であるか判断するのに役立つ情報を
提供します。利用可能な API など、それぞれのライブラリーの詳細は、ライブラリーのドキュメントをご覧くださ
い。

インテル® oneAPI ライブラリーの概要
インテル® oneAPI ツールキットには、次のライブラリーが含まれます。
ライブラリー

使用法

インテル® oneAPI DPC++ ライブラ
リー

ハイパフォーマンスの並列アプリケーションで使用します。

インテル® oneAPI マス・カーネル・ライ
ブラリー

高度に最適化および並列化された数学ルーチンをアプリケーションで利
用できます。

インテル® oneAPI スレッディング・ビル
ディング・ブロック

マルチコア CPU でのインテル® スレッディング・ビルディング・ブロック
(インテル® TBB) ベースの並列処理と、アプリケーションでの DPC++ デバ
イス高速並列処理を組み合わせます。

インテル® oneAPI データ・アナリティク
ス・ライブラリー

ビッグデータ解析アプリケーションと分散計算を高速化します。

インテル® oneAPI コレクティブ・コミュ
ニケーション・ライブラリー

ディープラーニングとマシンラーニングのワークロードを処理するアプリ
ケーションで使用します。

インテル® oneAPI ディープ・ニューラ
ル・ネットワーク・ライブラリー

インテル® アーキテクチャー・ベースのプロセッサーおよびインテル® プロ
セッサー・グラフィックス向けに最適化された、ニューラル・ネットワークを
使用するディープラーニング・アプリケーションで使用します。

インテル® oneAPI ビデオ・プロセシン
グ・ライブラリー

アプリケーションのビデオ処理を高速化します。
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インテル® oneAPI DPC++ ライブラリー (インテル®
oneDPL)
インテル® oneAPI DPC++ ライブラリー (インテル® oneDPL) は、インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーと
連携して生産性の高い API を提供します。これらの API を使用して、ハイパフォーマンスな並列アプリケーショ
ン向けに、デバイス全体で DPC++ プログラミングのワークを最小限に抑えることができます。
インテル® oneDPL は次のコンポーネントで構成されます。


DPC++ カーネル向けに検証済みの C++ 標準 API



DPC++ デバイス向けの実行ポリシーを備えた Parallel STL アルゴリズム



非標準 API 拡張

現在、Parallel STL はインテル® oneDPL に統合されています。非標準の API 拡張は、将来のリリースで段階的
に統合される予定です。デバイス上の C++ 標準 API およびサポートされる Parallel STL、非標準 API 拡張の
検証結果については、インテル® oneDPL リリースノートを参照してください。
詳細は、『インテル® oneAPI DPC++ ライブラリー・ガイド』 (英語) を参照してください。

インテル® oneDPL の使い方
インテル® oneDPL は、インテル® oneAPI ベース・ツールキットに含まれます。
いくつかの C++ 標準 API が検証され、DPC++ カーネル内で機能することが確認されています。これらを使用
するには、対応する C++ 標準ヘッダーファイルをインクルードし、std 名前空間を使用します。
Patallel STL と非標準の API 拡張を使用するには、必要なヘッダーファイルをソースコードでインクルードしま
す。すべてのインテル® oneDPL ヘッダーファイルは dpstd ディレクトリーにあります。それらをインクルードす
るには、#include <dpstd/…> を使用します。
インテル® oneDPL には、DPC++ 実行ポリシー、非標準アルゴリズム、特殊イテレーターなどを含む、すべての
拡張に対する固有の名前空間 dpstd があります。
Parallel STL アルゴリズムを使用してコードをビルドするには、インテル® oneAPI DPC++ コンパイラー、
インテル® oneAPI スレッディング・ビルディング・ブロック、および Parallel STL 環境変数を設定します。詳細に
ついては、「Parallel STL 導入ガイド」 (英語) を参照してください。

84

API ベースのプログラミング

インテル® oneDPL サンプルコード
DPC++ 向けの Parallel STL は、標準 C++17 並列アルゴリズムに対して以下の拡張を提供します。


DPC++ 実行ポリシー



dpstd::begin と dpstd::end 関数

コードをコンパイルするには、次のコマンドを実行します。
1. 環境変数を設定します。
2. 次のコマンドを実行します: dpcpp test.cpp -o test

DPC++ 実行ポリシー
DPC++ 実行ポリシーは、 Parallel STL アルゴリズムの実行方法を指定します。継承 (現在は、
parallel_unsequenced_policy のみがサポートされます)、SYCL* デバイスまたはキュー、およびオプ
ションのカーネル名で、標準 C++17 実行ポリシーをカプセル化します。
ポリシーを設定するには次の操作を行います。
1. #include <dpstd/execution> を追加します。
2. テンプレート引数と次のいずれかのコンストラクター引数として、標準ポリシータイプと特殊クラス (一意
のカーネル名。カーネルを呼び出すホストコードがインテル® oneAPI DPC++ コンパイラーでコンパイル
されている場合はオプション) を提供するポリシー・オブジェクトを作成します。
•

SYCL* キュー

•

SYCL* キュー

•

SYCL* デバイスセレクター

•

新しいカーネル名を提供する既存のポリシー
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

using namespace dpstd::execution;
auto policy_a = sycl_policy<parallel_unsequenced_policy, class PolicyA>
{cl::sycl::queue{ }};
std::for_each(policy_a, …);
auto policy_b = sycl_policy<parallel_unsequenced_policy, class PolicyB>
{cl::sycl::device{cl::sycl::gpu_selector{}}};
std::for_each(policy_b, …);
auto policy_c = sycl_policy<parallel_unsequenced_policy, class PolicyС>
{cl::sycl::default_selector{}};
std::for_each(policy_c, …);
auto policy_d = make_sycl_policy<class PolicyD>(sycl); // sycl is predefined
object of sycl_policy class using default kernel name
std::for_each(policy_d, …);
auto policy_e = make_sycl_policy<class PolicyE>(cl::sycl::queue{});
std::for_each(policy_e, …);

dpstd::begin と dpstd::end 関数
dpstd::begin、dpstd::end は、SYCL* バッファーを Parallel STL アルゴリズムに渡す特殊なヘルパー関数
です。これらの関数は SYCL* バッファーを受け取り、次の要件を満たす型指定のないオブジェクトを返します。
1. CopyConstructible、CopyAssignable、および == と != 演算子による比較
2. 有効な式は、a + n、a - n、–a - b であり、 a および b は型のオブジェクトで、n は整数値です。
3. dpstd::begin、dpstd::end 関数に渡す SYCL* バッファーを返す get_buffer() メソッドが含まれ
ます。
関数を使用するには、コードに #include <dpstd/iterators.h> を追加します。
次の例は、Parallal STL アルゴリズムで SYCL* バッファーを処理する手順を示します。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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#include <CL/sycl.hpp>
#include <dpstd/execution>
#include <dpstd/algorithm>
#include <dpstd/iterators.h>
int main(){
cl::sycl::queue q;
cl::sycl::buffer<int> buf { 1000 };
auto buf_begin = dpstd::begin(buf);
auto buf_end = dpstd::end(buf);
auto policy = dpstd::execution::make_sycl_policy<class fill>(q);
std::fill(policy, buf_begin, buf_end, 42);
return 0;
}

API ベースのプログラミング

注:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Parallel STL アルゴリズムは、次のコードのように、通常の (ホスト側) イテレーターで呼び出しできま
す。その場合、一時的に SYCL* バッファーが作成され、データがそのバッファーにコピーされます。デバ
イス上で一時バッファーの処理が完了すると、データはホストにコピーされます。ホストとデバイス間の
データコピーを減らすため、SYCL* バッファーを使用することを推奨します。
#include <vector>
#include <dpstd/execution>
#include <dpstd/algorithm>
int main(){
std::vector<int> vec( 1000000 );
auto policy = dpstd::execution::make_sycl_policy<
class fill>(dpstd::execution::sycl);
std::fill(policy, vec.begin(), vec.end(), 42);
// vec の各要素は 42 に等しくなります
return 0;
}

検証済みの C++ 標準 API
いくつかの C++ 標準 API は、典型的な CPU ベースのプラットフォームのコードと同様に、デバイスカーネルで
使用できます。次のコードは、std::swap 関数の使用例を示します。
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

#include <CL/sycl.hpp>
#include <utility>
#include <iostream>
constexpr cl::sycl::access::mode sycl_read_write,
cl::sycl::access::mode::read_write;
class KernelSwap;
void kernel_test() {
cl::sycl::queue deviceQueue;
cl::sycl::range<1> numOfItems{2};
cl::sycl::cl_int swap_num[2] = {4, 5};
std::cout << swap_num[0] << ", " << swap_num[1] << std::endl;
{
cl::sycl::buffer<cl::sycl::cl_int, 1>
swap_buffer(swap_num, numOfItems);
deviceQueue.submit([&](cl::sycl::handler &cgh) {
auto swap_accessor = swap_buffer.get_access<
sycl_read_write>(cgh);
cgh.single_task<class KernelSwap>([=]() {
int & num1 = swap_accessor[0];
int & num2 = swap_accessor[1];
std::swap(num1, num2);
});
});
}
std::cout << swap_num[0] << ", " << swap_num[1] << std::endl;
}
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27
28
29
30

int main() {
kernel_test();
return 0;
}

インテル® oneAPI マス・カーネル・ライブラリー
(インテル® oneMKL)
インテル® oneAPI マス・カーネル・ライブラリー (インテル® oneMKL) は、最大限のパフォーマンスを必要とす
るアプリケーション向けに最適化され、広範囲に並列化されたルーチンの数学計算ライブラリーです。
インテル® oneMKL には、C/Fortran プログラミング言語インターフェイスを備えた CPU アーキテクチャー向
けのインテル® マス・カーネル・ライブラリー (インテル® MKL) のハイパフォーマンスな最適化が含まれており、
各種 CPU アーキテクチャーとインテル® グラフィックス・テクノロジーでパフォーマンスを高めるデータ並列
C++ (DPC++) プログラミング言語インターフェイスが追加されています。
CPU と GPU アーキテクチャー向けの最適化を備えた新しい DPC++ インターフェイスには、次のような計算向
けの機能が追加されています。


BLAS と LAPACK 密線形代数ルーチン



スパース BLAS スパース線形代数ルーチン



乱数生成器 (RNG)



ベクトルの数学演算用に最適化されたベクトル数学 (VM) ルーチン



高速フーリエ変換 (FFT)

詳細については、『データ並列 C++ 向けインテル® oneAPI マス・カーネル・ライブラリー導入ガイド』 (英語) を
参照してください。

インテル® oneMKL の使い方
DPC++ プログラミング言語インターフェイスを使用する場合、考慮すべきことがあります。
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インテル® oneMKL は、インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーおよびインテル® oneAPI DPC++ ライブ
ラリーに依存しています。アプリケーションは、インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーでビルドされ、
DPC++ ヘッダーを利用しており、DPC++ リンカーを使用してインテル® oneMKL とリンクされている必要
があります。



インテル® oneMKL の DPC++ インターフェイスは、入力データ (ベクトル、行列など) に
cl::sycl::buffer オブジェクトを使用します。
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インテル® oneMKL の一部の DPC++ インターフェイスは、cl::sycl::buffer オブジェクトの代わり
に、入力データ用の Unified Shared Memory (USM) ポインターをサポートします。



インテル® oneMKL の DPC++ インターフェイスは、浮動小数点型に基づいてオーバーロードされます。標
準ライブラリー・タイプ std::complex<float>、std::complex<double> を使用する、単精度実数
引数 (float)、倍精度実数引数 (double)、半精度実数引数 (half)、および異なる精度の複素数引数を受け入
れる汎用行列乗算 API があります。



インテル® oneMKL の 2 レベルの名前空間構造が DPC++ インターフェイスに追加されます。
名前空間

説明

mkl

インテル® oneMKL の各種ドメイン間の共通要素が含まれます。

mkl::blas

密ベクトル-ベクトル、行列-ベクトル、および行列-行列の低レベル操作が含まれま
す。

mkl::lapack

行列因数分解や固有値ソルバーなど高レベルの密行列演算が含まれます。

mkl::rng

各種確率密度関数の乱数生成器が含まれます。

mkl::vm

ベクトル数学ルーチンが含まれます。

mkl::dft

高速フーリエ変換操作が含まれます。

mkl::sparse

スパース行列-ベクトル乗算、スパース三角ソルバーなどのスパース行列演算が含ま
れます。

インテル® oneMKL サンプルコード
DPC++ インターフェイスとインテル® oneMKL の一般的なワークフローを示すため、次のサンプルコードは、
GPU デバイスで倍精度の行列-行列乗算を行います。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

// 標準 SYCL* ヘッダー
#include <CL/sycl.hpp>
// std::exception クラスをインクルード
#include <exception>
// インテル(R) oneAPI マス・カーネル・ライブラリーの SYCL* API の宣言
#include "mkl_sycl.hpp"
int main(int argc, char *argv[]) {
//
// ユーザーは、m、n、k、ldA、ldB、ldC の設定と A、B、C 行列のデータを取得
//
// A、B、および C は、data() と size() メンバー関数を含む std::vector などの
// コンテナーに格納します
//
// gpu デバイスを作成
cl::sycl::device my_device;
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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try {
my_device = cl::sycl::device(cl::sycl::gpu_selector());
}
catch (...) {
std::cout << "Warning, gpu device not found! Defaulting back to host
device from default constructor." << std::endl;
}
// キューにアタッチする非同期例外ハンドラーを作成
auto my_exception_handler = [](cl::sycl::exception_list exceptions) {
for (std::exception_ptr const& e : exceptions) {
try {
std::rethrow_exception(e);
}
catch (cl::sycl::exception const& e) {
std::cout << "Caught asynchronous SYCL exception:\n"
<< e.what() << std::endl;
}
catch (std::exception const& e) {
std::cout << "Caught asynchronous STL exception:\n"
<< e.what() << std::endl;
}
}
};
// 例外ハンドラーがアタッチされた gpu デバイスで実行キューを作成
cl::sycl::queue my_queue(my_device, my_exception_handler);
// デバイスとホスト間のオフロード向けに行列データの SYCL*
cl::sycl::buffer<double, 1> A_buffer(A.data(),
cl::sycl::buffer<double, 1> B_buffer(B.data(),
cl::sycl::buffer<double, 1> C_buffer(C.data(),

バッファーを作成
A.size());
B.size());
C.size());

// mkl::blas::gemm を実行キューに追加し、同期例外をキャッチ
try {
mkl::blas::gemm(my_queue, mkl::transpose::nontrans,
mkl::transpose::nontrans, m, n, k, alpha, A_buffer, ldA, B_buffer, ldB, beta,
C_buffer, ldC);
}
catch (cl::sycl::exception const& e) {
std::cout << "\t\tCaught synchronous SYCL exception during GEMM:\n"
<< e.what() << std::endl;
}
catch (std::exception const& e) {
std::cout << "\t\tCaught synchronous STL exception during GEMM:\n"
<< e.what() << std::endl;
}
// 続行する前に、キャッチされた非同期例外を処理
my_queue.wait_and_throw();
//
// 後処理の結果
//
// C バッファーからデータをアクセスし、C 行列の一部を出力
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auto C_accessor = C_buffer.template
get_access<cl::sycl::access::mode::read>();
std::cout << "\t" << C << " = [ " << C_accessor[0] << ", "
<< C_accessor[1] << ", ... ]\n";
std::cout << "\t [ " << C_accessor[1 * ldC + 0] << ", "
<< C_accessor[1 * ldC + 1] << ", ... ]\n";
std::cout << "\t [ " << "... ]\n";
std::cout << std::endl;
return 0;
}

(倍精度値) 行列 A (サイズ m x k)、B (サイズ k x n)、C (サイズ m x n) は、ホストマシンの配列 (次元 ldA、ldB、
ldC) に格納されると想定します。スカラー (倍精度) alpha と beta を指定し、行列-行列乗算
(mkl::blas::gemm) を計算します。
C = alpha * A * B + beta * C
標準 SYCL* ヘッダーと対象の mkl::blas::gemm API 宣言を含むインテル® oneMKL 固有ヘッダーをイン
クルードします。
// 標準 SYCL ヘッダー
#include <CL/sycl.hpp>
// インテル(R) oneAPI MKL の DPC++ BLAS API を宣言
#include "mkl_blas_sycl.hpp"
次に、通常のようにホストマシンで行列データをロードまたはインスタンス化し、SYCL* デバイスを作成して非
同期例外ハンドラーを作成し、最後に例外ハンドラーでデバイスキューを作成します。ホストで発生する例外
は、標準 C++ 例外メカニズムでキャッチできます。ただし、デバイスで発生する例外は非同期エラーと見なさ
れ、例外リストに保存されて、ユーザー定義の例外ハンドラーによって処理されます。
// gpu デバイスを作成
cl::sycl::device my_device; try {
my_device = cl::sycl::device(cl::sycl::gpu_selector());
} catch (...) {
std::cout << "Warning, gpu device not found! Defaulting back to host
device from default constructor." << std::endl;
}
// キューにアタッチする非同期例外ハンドラーを作成
auto my_exception_handler = [](cl::sycl::exception_list exceptions) {
for (std::exception_ptr const& e : exceptions) {
try {
std::rethrow_exception(e);
}
catch (cl::sycl::exception const& e) {
std::cout << "Caught asynchronous SYCL exception:\n"
<< e.what() << std::endl;
}
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};

}

// 例外ハンドラーがアタッチされた gpu デバイスで実行キューを作成
cl::sycl::queue my_queue(my_device, my_exception_handler);
これで、行列データが SYCL* バッファーにロードされ、ターゲットのデバイスにオフロードして、完了後にホスト
に戻すことができます。最後に、mkl::blas::gemm API がすべてのバッファー、サイズ、および転置操作で呼
び出され、行列乗算カーネルとデータをキューに追加します。
// デバイスとホスト間のオフロード向けに行列データの SYCL*
cl::sycl::buffer<double, 1> A_buffer(A.data(),
cl::sycl::buffer<double, 1> B_buffer(B.data(),
cl::sycl::buffer<double, 1> C_buffer(C.data(),

バッファーを作成
A.size());
B.size());
C.size());

// mkl::blas::gemm を実行キューに追加し、同期例外をキャッチ
try {
mkl::blas::gemm(my_queue, mkl::transpose::nontrans,
mkl::transpose::nontrans, m, n, k, alpha, A_buffer, ldA, B_buffer, ldB, beta,
C_buffer, ldC);
}
catch (cl::sycl::exception const& e) {
std::cout << "\t\tCaught synchronous SYCL exception during GEMM:\n"
<< e.what() << std::endl;
}
gemm カーネルがキューに登録された後、実行されます。キューは、すべてのカーネルの実行を待機し、キャッチ
された非同期例外を例外ハンドラーに渡してスローするように要求します。SYCL* ランタイムは、ホストと
GPU デバイス間のバッファーのデータ転送を処理します。C_buffer のアクセサーが作成されるまでに、バッ
ファーのデータはホストマシンに暗黙的に転送されます。この場合、アクセサーは 2 x 2 の C_buffer のサブ
行列を出力するために使用されます。
// C バッファーからデータをアクセスし、C 行列の一部を出力
auto C_accessor = C_buffer.template get_access<cl::sycl::access::mode::read>(
);
std::cout << "\t" << C << " = [ " << C_accessor[0]
<< ", "
<< C_accessor[1]
<< ", ... ]\n";
std::cout << "\t [ "
<< C_accessor[1 * ldC + 0] << ", "
<< C_accessor[1*ldC + 1]
<< ", ... ]\n";
std::cout << "\t [ " << "...]\n";
std::cout << std::endl;
結果データは C_buffer オブジェクトにあり、明示的にどこかにコピーしない限り (元の C コンテナーに戻す
など)、C_buffer がスコープ外になるまでアクセサーを介してのみ利用できます。
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インテル® oneAPI スレッディング・ビルディング・ブ
ロック (インテル® oneTBB)
インテル® oneAPI スレッディング・ビルディング・ブロック (インテル® oneTBB) は、マルチコアのパフォーマン
スを最大限に活用し、移植性とコンポーザビリティーを備え、さらに将来への拡張性を持つ並列 C++ プログラ
ムの作成を可能にするオープンソース・ライブラリーです。コミュニティーの協力により、インテル® oneTBB は
共有メモリー並列アプリケーションを開発するための豊富な機能を備えた人気あるソリューションです。データ
解析、クリエイティブなコンテンツの作成、および多くのアプリケーションで実際に利用されています。
インテル® oneTBB はコンパイラーに依存せず、さまざまなプロセッサーとオペレーティング・システムで利用で
きます。CPU 向けのマルチスレッド並列処理を実現するため、ほかのインテル® oneAPI ライブラリー (インテル®
oneAPI マス・カーネル・ライブラリー、インテル® oneAPI ディープ・ニューラル・ネットワーク・ライブラリーなど)
で使用されています。

インテル® oneTBB の使い方
インテル® oneTBB は、ほかの C++ コンパイラーでもインテル® oneAPI DPC++ コンパイラーと同じ方法で使
用できます。詳細は、https://software.intel.com/en-us/tbb (英語) にあるドキュメントをご覧ください。
現在、インテル® oneTBB はアクセラレーターを直接サポートしません。ただし、DPC++ 言語とほかの
インテル® oneAPI ライブラリーを組み合わせて、利用可能なすべてのハードウェア・リソースを効率良く使用す
るプログラムを構築できます。

インテル® oneTBB サンプルコード
2 つの基本的なインテル® oneTBB サンプルコードが、インテル® oneAPI ベース・ツールキットのリポジトリー
(https://github.com/intel/BaseKit-code-samples (英語)) から入手できます。これらのサンプルは、典型的
な利用ケースを示しており、同じアプリケーションでインテル® oneTBB と DPC++ の両方を試したい開発者の
出発点として役立ちます。

インテル® oneAPI データ・アナリティクス・ライブラ
リー (インテル® oneDAL)
インテル® oneAPI データ・アナリティクス・ライブラリー (インテル® oneDAL) は、データ解析のすべてのステー
ジ (前処理、変換、解析、モデリング、検証、意思決定) で、バッチ、オンライン、および分散処理モードで計算を実
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行する、高度に最適化されたアルゴリズムのビルディング・ブロックを提供することで、ビッグデータ解析の高速
化を支援するライブラリーです。
アルゴリズムの計算だけでなくデータの取り込みを最適化し、スループットとスケーラビリティーを向上します。
Python*、C++、および Java* API に加えて、Spark* や Hadoop* などの一般的なデータソースへのコネクター
が含まれます。
さらに従来の機能に加えて、インテル® oneDAL は従来の C++ インターフェイスに DPC++ API 拡張機能を提
供し、一部のアルゴリズムで GPU も利用できるようにします。
このライブラリーは、分散計算では特に有用です。通信レイヤーから独立した分散アルゴリズムのビルディング・
ブロックの完全なセットを提供します。これにより、ユーザーは利用したい通信基盤を使って、高速でスケーラブ
ルな分散アプリケーションを構築できます。
一般的な情報は、インテル® oneDAL GitHub* ページ (英語) でご覧いただけます。完全な機能とドキュメント
については、インテル® oneAPI データ・アナリティクス・ライブラリーの公式ウェブサイト (英語) で入手できま
す。コミュニティー・サポート付きの無料のオープンソース・バージョンと、プレミアサポート付きの有料バージョ
ンを利用できます。

インテル® oneDAL の使い方
アプリケーションをビルドしてインテル® oneDAL とリンクするのに必要な依存関係に関する情報は、
「インテル® oneAPI のシステム要件」を参照してください。
インテル® oneDAL ベースのアプリケーションは、適切なデバイスセレクターを選択することで、CPU または
GPU でアルゴリズムをシームレスに実行できます。新機能により次のことが可能になります。


数値テーブルから DPC++ バッファーを抽出してカスタムカーネルに渡す。



DPC++ バッファーから数値テーブルを作成する。

アルゴリズムは、DPC++ バッファーを再利用して GPU データを保持し、GPU と CPU 間でデータを繰り返しコ
ピーする過負荷を排除するように最適化されています。

インテル® oneDAL サンプルコード
次のサンプルコードは、インテル® oneDAL 固有の機能を示します。
1
2
3
4
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#include "daal_sycl.h"
#include <iostream>
using namespace daal;
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6
7
8
9
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11
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14
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

using namespace daal::algorithms;
using namespace daal::data_management;
int main(int argc, char const *argv[])
{
// 目的の実行コンテキストを設定
cl::sycl::queue queue { cl::sycl::gpu_selector() };
services::SyclExecutionContext ctx(queue);
services::Environment::getInstance()->setDefaultExecutionContext(ctx);
float input[6] = { 1.5f, 2.7f, 3.0f, 6.0f, 2.0f, 4.0f };
cl::sycl::buffer<float, 1> a { input, cl::sycl::range<1>(6) };
auto data = SyclHomogenNumericTable<>::create(a, 2, 3);
covariance::Batch<> algorithm;
algorithm.input.set(covariance::data, data);
algorithm.parameter.outputMatrixType = covariance::correlationMatrix;
algorithm.compute();
NumericTablePtr table = algorithm.getResult()->get(covariance::correlation);
// テーブルから DPC++ バッファーを取得
BlockDescriptor<float> block;
const size_t startRowIndex = 0;
const size_t numberOfRows = table->getNumberOfRows();
table->getBlockOfRows(startRowIndex, numberOfRows, readOnly, block);
cl::sycl::buffer<float, 1> buffer = block.getBuffer().toSycl();
table->releaseBlockOfRows(block);
// 結果をコンソールに出力
auto accessor = buffer.get_access<cl::sycl::access::mode::read>();
for (int row = 0; row < table->getNumberOfRows(); row++)
{
for (int col = 0; col < table->getNumberOfColumns(); col++)
{
std::cout << accessor[row*table->getNumberOfColumns()+col] << ", ";
}
std::cout << std::endl;
}
return 0;
}

インテル® oneAPI アプリケーションをビルドする一般的なコマンドラインは次のようになります。
Linux*:
dpcpp main.cpp -ldaal_core -ldaal_thread
-foffload-static-lib=$DAALROOT/lib/intel64/libdaal_sycl.a
Windows*:

dpcpp main.cpp -ldaal_core -ldaal_thread
-foffload-static-lib=$DAALROOT/lib/intel64/libdaal_sycl.a -lOpenCL
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インテル® oneAPI コレクティブ・コミュニケーション・
ライブラリー (インテル® oneCCL)
インテル® oneAPI コレクティブ・コミュニケーション・ライブラリー (インテル® oneCCL) は、ディープラーニン
グ (DL)、およびマシンラーニング (ML) ワークロード向けのスケーラブルでハイパフォーマンスな通信ライブラ
リーです。インテル® Machine Learning Scaling Library に由来するアイデアを発展させて、新しい機能と利用
ケースを実現するため設計と API を拡張しています。
インテル® oneCCL は次の機能を備えています。


低レベルの通信ミドルウェア上に構築された MPI と libfabrics。



通信パフォーマンスに対する計算の生産的なトレードオフを可能にすることで、通信パターンのスケーラビ
リティーを促進する最適化。



優先順位、永続的な操作、アウトオブオーダー実行など、一連の DL 固有の最適化。



CPU や GPU など各種ハードウェア・ターゲットで実行する DPC++ API。



さまざまなインターコネクトで動作: インテル® Omni-Path アーキテクチャー (インテル® OPA)、
InfiniBand*、およびイーサネット

インテル® oneCCL の使い方
必要なツール:


MPI



libfabrics



インテル® oneAPI DPC++ コンパイラー

SYCL* 対応 API は、インテル® oneCCL のオプション機能です。CPU と SYCL* バックエンドの選択は、
インテル® oneCCL ストリーム・オブジェクトの作成時に ccl_stream_type 値を指定することで行われます。
GPU バックエンドでは、最初の引数に ccl_stream_sycl を指定します。SYCL* ストリームで集合操作を行
う場合、インテル® oneCCL は通信バッファーが void* にキャストされた sycl::buffer オブジェクトであ
ると想定します。

インテル® oneCCL サンプルコード
ccl_sample.cpp などのインテル® oneCCL サンプルコードは、インテル® oneAPI ベース・ツールキットの
GitHub* リポジトリー (https://github.com/intel/BaseKit-code-samples (英語)) または、インテル® oneAPI
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DL フレームワーク・デベロッパー・キットの GitHub* (https://github.com/intel/DLFDKit-code-samples (英
語)) から入手できます。
次のコマンドを使用してコードをコンパイルします。
dpcpp -I$CCL_ROOT/include -L$CCL_ROOT/lib/ -lsycl -lccl ./ccl_sample.cpp --o
ccl_sample

インテル® oneAPI ディープ・ニューラル・ネットワーク・
ライブラリー (インテル® oneDNN)
インテル® oneAPI ディープ・ニューラル・ネットワーク・ライブラリー (インテル® oneDNN) は、ディープラーニ
ング・アプリケーション向けのオープンソースのパフォーマンス・ライブラリーです。このライブラリーには、
インテル® アーキテクチャー・ベースのプロセッサーおよびインテル® プロセッサー・グラフィックス向けに最適
化されたニューラル・ネットワークの基本的な構成要素が含まれます。インテル® oneDNN は、インテル® アー
キテクチャー・ベースのプロセッサーとインテル® プロセッサー・グラフィックス上でアプリケーションのパフォー
マンス向上に注目するディープラーニング・アプリケーションおよびフレームワーク開発者を対象としていま
す。ディープラーニングでは、インテル® oneDNN を利用するアプリケーションを使用すべきです。
インテル® oneDNN は、インテル® oneAPI DL フレームワーク・デベロッパー・ツールキット、インテル® oneAPI
ベース・ツールキットの一部として配布され、apt または yum チャネルから入手できます。
インテル® oneDNN は、C および C++ インターフェイス、OpenMP*、インテル® oneAPI スレッディング・ビル
ディング・ブロック、OpenCL* ランタイムなど、ディープ・ニューラル・ネットワーク・ライブラリー (DNNL) で現在
サポートされる機能を引き続きサポートし、インテル® oneAPI プログラミング・モデル向けの DPC++ API とラ
ンタイムサポートを導入します。
詳細は、https://github.com/intel/mkl-dnn (英語) をご覧ください。

インテル® oneDNN の使い方
インテル® oneDNN は、インテル® 64 アーキテクチャーまたは互換プロセッサーをベースにするシステムをサ
ポートします。サポートされる CPU およびグラフィックス・ハードウェアのリストは、「インテル® oneAPI ディー
プ・ニューラル・ネットワーク・ライブラリーのシステム要件」を参照してください。
インテル® oneDNN は実行時に命令セット・アーキテクチャー (ISA) を検出し、オンライン生成機能を使用して、
サポートされる最新の ISA 向けに最適化されたコードを展開します。
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アプリケーションが使用する CPU または GPU ランタイム・ライブラリーとの相互運用性を保証するため、オペ
レーティング・システムごとにいくつかのパッケージが提供されます。
設定

依存関係

cpu_dpcpp_gpu_dpcpp

DPC++ ランタイム

cpu_iomp

OpenMP* ランタイム

cpu_gomp

GNU* OpenMP* ランタイム

cpu_vcomp

Microsoft* Visual C++* OpenMP* ランタイム

cpu_tbb

インテル® oneAPI スレッディング・ビルディング・ブロック

パッケージには必要なライブラリーが含まれていないため、ビルド時にインテル® oneAPI ツールキットまたは
サードパーティーのツールを使用してアプリケーションで依存関係を解決する必要があります。
DPC++ 環境では、インテル® oneDNN は DPC++ ランタイムを介して CPU または GPU ハードウェアと対話
します。インテル® oneDNN は DPC++ を使用するほかのコードで使用することもできます。これを可能にする
ため、インテル® oneDNN は基盤となる SYCL* オブジェクトと相互作用する API 拡張機能を提供します。
そのような状況の 1 つとして、インテル® oneDNN が提供しないカスタム操作を行うため DPC++ カーネルを
実行する場合が考えられます。その場合、インテル® oneDNN はカーネルをシームレスに送信するのに必要な
API を提供し、同じデバイスとキューを使用して実行コンテキストをインテル® oneDNN と共有します。
相互運用性を提供する API は、次の 2 つのシナリオを想定します。


既存の DPC++ オブジェクトをベースとするインテル® oneDNN オブジェクトの構築



既存のインテル® oneDNN オブジェクトの DPC++ オブジェクトへのアクセス

次の表にインテル® oneDNN オブジェクトと DPC++ オブジェクトのマッピングを示します。
インテル® oneDNN オブジェクト
エンジン

cl::sycl::device and cl::sycl::context

ストリーム

cl::sycl::queue

メモリー

cl::sycl::buffer<uint8_t, 1>

注:
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内部的にライブラリー・メモリー・オブジェクトは、1D uint8_t SYCL* バッファーを使用しますが、異
なる型の SYCL* バッファーを介してメモリーを初期化およびアクセスできます。この場合、バッファー
は異なる型の cl::sycl::buffer<uint8_t, 1> に再解釈されます。
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インテル® oneDNN
オブジェクト

DPC++ オブジェクトからの再構成

DPC++ オブジェクトの抽出

エンジン

mkldnn::engine(kind, sycl_dev,
sycl_ctx)

mkldnn::engine::get_sycl_device()
mkldnn::engine::get_sycl_context()

ストリーム

mkldnn::stream(engine,
sycl_queue)

mkldnn::stream::get_sycl_queue()

メモリー

mkldnn::memory(memory_desc,
engine, sycl_buf)

mkldnn::memory::get_sycl_buffer()

インテル® oneDNN でアプリケーションをビルドするには、コンパイラーが必要です。インテル® oneAPI
DPC++ コンパイラーはインテル® oneAPI ベース・ツールキットに含まれており、インテル® C++ コンパイラー
はインテル® oneAPI HPC ツールキットに含まれています。

インテル® oneDNN サンプルコード
インテル® oneDNN のサンプルコードは、製品をインストールすると
onednn/cpu_dpcpp_gpu_dpcpp/examples/sycl_interop.cpp に展開されます。

インテル® oneAPI ビデオ・プロセシング・ライブラリー
(インテル® VPL)
インテル® oneAPI ビデオ・プロセシング・ライブラリー (インテル® VPL) は、クロスプラットフォーム・サポート
と、ベンダーに依存しない高速ビデオ処理サポートを提供します。インテル® oneVPL は、独立したストレージを
備えたアクセラレーターを活用するアプリケーションにおいて、ビデオコンテンツのやり取りを簡素化するよう
に設計されています。

インテル® oneVPL の使い方
インテル® oneVPL は複数のアクセラレーターのいずれかを使用できます。フォールバックとして、純粋な CPU
ベースの操作を使用できます。アクセラレーター・ベースのハードウェアを使用するには、関連するドライバーを
インストールする必要があります。必要なドライバーには次のものがあります。


インテル® グラフィックス・ドライバー (グラフィックス・コントローラーをサポートするため)

インテル® oneVPL API は、呼び出し元で実行時にアクセラレーターをどのように使用するか選択できる、従来
の C++ スタイルのインターフェイスで定義されています。インテル® oneVPL は、そのほかのデータ並列操作を
行うプログラムで利用されることも想定されており、SYCL*/DPC++ プログラムで使用されるように設計され
ています。
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インテル® oneVPL とデータ並列ライブラリー間の主なインターフェイスは、vplMemory ライブラリーです。
vplMemory は、メモリーバッファーの転送を簡素化するためフレーム処理で使用されます。vplMemory は、
要求に応じて並列処理を行うため異なるハードウェア・コンテキスト間で移動できる参照カウントバッファーを
提供します。

インテル® oneVPL サンプルコード
インテル® oneVPL は、大部分のコアビデオ処理に適した最小限の基本インターフェイスを提供します。このイ
ンターフェイスは、SetConfig (オプションの設定に使用)、GetState (メインの read/write ループの制御に
使用)、および DecodeFrame (データの read/write に使用) の 3 つのメソッドを持つクラスで構成されます。
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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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#include "vpl/vpl.hpp"
#define BUFFER_SIZE 1024 * 1024
int main(int argc, char* argv[]) {
if (argc != 2) {
printf("usage: %s [h264 input file]\n", argv[0]);
printf("example: %s content/cars_1280x720.h264\n", argv[0]);
return 1;
}
// デコーダーを作成。デフォルトデバイスは GPU。
vpl::Decode decoder(VPL_FOURCC_H264);
// 出力カラー形式を設定。
decoder.SetConfig(VPL_PROP_DST_FORMAT, VPL_FOURCC_RGBA);
// 出力解像度を設定。
VplVideoSurfaceResolution output_size = {352, 288};
decoder.SetConfig(VPL_PROP_OUTPUT_RESOLUTION, output_size);
// 初期化。
uint8_t *pbs=new uint8_t[BUFFER_SIZE];
FILE* fInput = fopen(argv[1], "rb");
if (!fInput) {
printf("could not open input file '%s'\n", argv[1]);
return 1;
}
VplFile* fOutput = vplOpenFile("out_352x288.rgba", "wb");
vplm_mem* image = nullptr;
bool bdrain_mode = false;
// ----------// メインループ
// ---------// 終わりまでループ。デコード状態 END_OF_OPERATION または
// ERROR はループの終了を示す。
vplWorkstreamState decode_state = VPL_STATE_READ_INPUT;
for (; decode_state != VPL_STATE_END_OF_OPERATION &&
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

decode_state != VPL_STATE_ERROR;
decode_state = decoder.GetState()) {
// 利用可能なバッファースペースがある場合、
// さらに入力を読み取り。
uint32_t bs_size = 0;
if ((decode_state == VPL_STATE_READ_INPUT) && (!bdrain_mode)) {
bs_size = (uint32_t)fread(pbs, 1, BUFFER_SIZE, fInput);
}
if (bs_size == 0 || decode_state ==
VPL_STATE_INPUT_BUFFER_FULL) {
bdrain_mode = true;
}
// フレームのデコードを試行。さらにデータが必要な場合は再度読み取り。
if (bdrain_mode)
image = decoder.DecodeFrame(nullptr, 0);
else
image = decoder.DecodeFrame(pbs, bs_size);
if (!image) continue;
// デコードにより出力フレームが生成された場合、ファイルに書き込む。
vplWriteData(fOutput, image);
printf(".");
}
printf("\n");
69 // クリーンアップ
fclose(fInput);
vplCloseFile(fOutput);
delete[] pbs;
return 0;
}

コマンドラインで次のコマンドを実行してコードをコンパイルします。


Linux*: gcc <filename> -lvpl -lvplmemory -lstdc++



Windows*: cl <filename> /link vpl.lib /link vplmemory.lib

DecodeFrame は、1 バイトから大きな内部バッファーまで、任意の量のデータを受け入れて、デコードできる
場合は単一のフレームを返します。
通常操作における重要な状態を以下に示します。
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状態

説明

VPL_STATE_READY_FOR_INPUT

提供されたデータが読み込まれます (ほかの状態では入力は無視されます)。

VPL_STATE_ERROR

エラーが発生しました。

VPL_STATE_INPUT_BUFFER_FULL

バッファーが一杯でデータを読み取れません。書き込みを行う前にフレーム
を読み取ることを推奨します。

VPL_STATE_END_OF_OPERATION

すべてのフレームが出力されたことを示します (End Of Stream パラメー
ターが true である間に入力の終端に達しました)。

その他のライブラリー
その他のライブラリーは、各種インテル® oneAPI ツールキットに含まれます。各ライブラリーの詳細について
は、それぞれのライブラリーの公式ドキュメントをご覧ください。
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インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ (インテル® IPP)



インテル® MPI ライブラリー



インテル® オープン・ボリューム・カーネル・ライブラリー
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6 ソフトウェア開発プロセス
インテル® oneAPI プログラミング・モデルを使用したソフトウェア開発プロセスは、標準の開発プロセスを
ベースにしています。プログラミング・モデルは、アクセラレーターを使用してパフォーマンスを向上するため、
この章ではその作業に固有の手順を説明します。これには以下のものがあります。


パフォーマンス・チューニング・サイクル



コードのデバッグ



ほかのアクセラレーター向けのコードの移行



コードのコンポーザビリティー

パフォーマンス・チューニング・サイクル
パフォーマンス・チューニング・サイクルの目標は、対話型の応答時間やバッチジョブの経過時間など、問題解決
までの時間を短縮することです。ヘテロジニアス・プラットフォームの場合、ホストと独立して実行されるデバイ
スで利用可能な計算サイクルがあります。これらのリソースを利用してパフォーマンスを向上させます。
パフォーマンス・チューニング・サイクルには、次のステップがあります。
1. ベースラインの確定
2. オフロードするカーネルの特定
3. カーネルのオフロード
4. 最適化
5. 目標を達成するまで繰り返す

ベースラインの確定
経過時間、計算カーネル時間、1 秒あたりの浮動小数点演算数などのメトリックを含むベースラインを確定しま
す。これは、パフォーマンス向上の測定だけでなく、結果の正当性を検証する手段としても利用できます。
ベースラインを確定する簡単な方法は、C++ のタイム・ライブラリー・ルーチンを使用して、ワークロードの実行
前後でタイマー呼び出しを行うことです。
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オフロードするカーネルの特定
ヘテロジニアス・プラットフォームのデバイスで利用可能な計算サイクルを最大限に活用するには、計算集約型
で並列実行可能なタスクを特定することが重要です。CPU のみで実行されるアプリケーションを調査すると、
GPU で実行するのに適したタスクが見つかることがあります。これは、インテル® Advisor のオフロード・パ
フォーマンスの予測機能で判別できます。
インテル® Advisor は、アクセラレーターで実行される可能性があるワークロードのパフォーマンス特性を推測
できます。ワークロードのプロファイル情報から、パフォーマンスを見積もり、ボトルネックの特性を評価して、さ
らにオフロードデータ転送を推測します。
一般に、計算主体で、大規模なデータセットを持ち、限られたデータ転送を行うカーネルは、デバイスへのオフ
ロードに適しています。

カーネルのオフロード
オフロードに適したカーネルを特定したら、DPC++ を使用してカーネルをデバイスにオフロードします。詳細は
以前の章をご覧ください。

最適化
インテル® oneAPI は、複数のアクセラレーターで実行できるコードを生成します。ただし、コードはすべてのア
クセラレーターで最適ではない可能性があります。パフォーマンスの目標を達成するには 3 段階の最適化を行
うことを推奨します。
1. アクセラレーター全体に適用される一般的な最適化を行います。
2. 優先するアクセラレーターに対して積極的に最適化を行います。
3. ステップ 1 と 2 と組み合わせてホストコードを最適化します。
最適化とは、ボトルネック (ほかのコードセクションに比べて実行時間が長いコード領域) を排除する作業です。
これらのセクションは、デバイスまたはホストで実行しています。最適化では、インテル® VTune™ プロファイ
ラーなどのプロファイル・ツールを使用して、コード内のボトルネックを特定します。
ここでは、最初のステップであるアクセラレーター全体に適用される一般的な最適化を検討します。デバイス固
有の最適化、デバイス固有のベスト・プラクティス (ステップ 2)、およびホストとデバイス間の最適化 (ステップ
3 ) については、『インテル® oneAPI DPC++ FPGA 最適化ガイド』 (英語) などのデバイス固有の最適化ガイド
で詳しく説明されています。このセクションでは、アクセラレーターにオフロードするカーネルがすでに決定され
ていること、および単独のアクセラレーターでワークが完了することを想定しています。このガイドは、ホストと
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アクセラレーター間、またはホストと複数の/異なるアクセラレーター間のワークの分割については考慮してい
ません。
アクセラレーター全体に適用される一般的な最適化は次の 4 つに分類されます。
1. 高レベルな最適化
2. ループ関連の最適化
3. メモリー関連の最適化
4. DPC++ 固有の最適化
次のセクションでは上記の最適化のみをカバーします。これらの最適化を実際にコードに反映する方法の詳細
は、オンラインや一般に入手できるコード最適化関連の資料で見つけることができます。ここでは、DPC++ 固
有の最適化に関する詳細を示します。

高レベルの最適化 (HLO) のヒント


並列ワークの量を増やします。処理要素を十分に活用するには、処理要素よりも多くのワークが必要です。



カーネルのコードサイズを最小化します。これにより、アクセラレーターの命令キャッシュにカーネルが保
持されます。



カーネルのロードバランスを取ります。実行時間の長いカーネルはボトルネックとなり、ほかのカーネルの
スループットに影響する可能性があるため、カーネル間の実行時間は大きく異ならないようにします。



高コストの関数は避けてください。実行時間が長い関数は、ボトルネックとなる可能性があるため呼び出さ
ないようにします。

ループ関連の最適化


適切に構造化および構成された、単純な終了条件のループを使用します。単純な終了条件のループとは、
出口が 1 つであり、整数上限値との比較で単一の終了条件を持つループです。



線形インデックスと定数上限値を持つループを使用します。例えば、配列への整数インデックスを使用し、コ
ンパイル時に上限値が判明しているループなどです。



可能な限り深いスコープで変数を宣言します。これにより、メモリーまたはスタックの使用量を軽減できま
す。



ループ伝搬されるデータの依存関係を最小化または緩和します。ループ伝搬依存関係により、並列化が制
限されることがあります。可能な限り依存関係を排除します。排除できない場合は、依存関係の距離を最大
化するか、依存関係をローカルメモリー内に留めます。



pragma unroll でループをアンロールします。
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メモリー関連の最適化


可能な限り、メモリー使用よりも計算を優先します。メモリーのレイテンシーと帯域幅のほうが計算よりも
ボトルネックになる可能性があります。



可能であれば、グローバルメモリーよりもローカルおよびプライベート・メモリーを使用します。



ポインターのエイリアシングを避けます。



メモリーアクセスを結合します。メモリーアクセスをグループ化して個々のメモリー要求の数を減らし、
キャッシュラインの利用率を高めます。



可能であれば、頻繁に実行されるコード領域の変数と配列をプライベート・メモリーに保持します。



同時メモリーアクセスに対するループアンロールの影響に注意してください。



別のカーネルが読み取るグローバルメモリーへの書き込みを避けます。代わりにパイプを使用します。

DPC++ 固有の最適化


可能であれば、work-group サイズを指定します。属性 [[cl::reqd_work_group_size(X, Y,
Z)]] (X、Y、Z は ND-range の整数次元) を使用して、work-group のサイズを設定できます。コンパイ
ラーはこの情報を利用して積極的な最適化を行うことができます。



可能であれば、-Xsfp-relaxed オプションを使用してください。このオプションは、算術浮動小数点演算
の順番を緩和します。



可能であれば、-Xsfpc オプションの使用を検討してください。このオプションは、可能な場合は常に中間
の浮動小数点丸め操作と変換を排除して、精度を維持するため追加ビットをキャリーします。



-Xsno-accessor-aliasing オプションの利用を検討してください。このオプションは、SYCL* カーネ
ルのアクセサー引数間の依存関係を無視します。

再コンパイル、実行、プロファイル、そして繰り返し
コードを最適化したら、パフォーマンスを測定することが重要です。次を確認します。


メトリックは改善されましたか?



パフォーマンスの目標は達成できましたか?



利用可能な計算サイクルが残されていますか?

結果の正当性を確認します。数値結果を比較すると、コンパイラーの最適化やコード変更により異なる場合が
あります。差異は許容範囲内ですか? そうでなければ、最適化ステップに戻ります。
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デバッグ
DPC++ アプリケーションのデバッグには、GDB を利用できます。デバッガーは、GNU* デバッガー (GDB) を
ベースにしています。GDB の完全なドキュメントは、https://www.gnu.org/software/gdb/documentation/
(英語) をご覧ください。

デバッガー機能
GDB は、インテル® アクセラレーター・ターゲットをサポートする、複数ターゲット拡張に対応した GDB 8.3 を
ベースにしています。それぞれのターゲットで利用可能なすべての GDB 機能をサポートし、ホスト・アプリケー
ションと同じデバッグセッションでデバイスをデバッグできます。
デバイスコードは、1 つ以上の追加 Inferior として表示されます。Inferior は、各プログラム実行の GDB 内部
表現です。GDB は、サポートされるデバイスへのオフロードを自動的に検出し、新しい Inferior デバイスを作成
して、そのデバイスにオフロードされたデバイス関数をデバッグします。この機能は、GDB の Python* スクリプ
ト拡張を使用して実装されています。GDB を起動する際に正しい -data-directory を指定する必要があり
ます。
最初のバージョンで現在のインテル® グラフィックス・テクノロジーがサポートされ、ホスト、CPU、GPU、および
FPGA エミュレーション・デバイスにオフロードされたデバイス関数のデバッグが可能になりました。
GDB は、Linux* ホスト上の Eclipse* および Windows* ホスト上の Microsoft* Visual Studio* に統合できま
す。

SIMD サポート
注:

この機能は、GDB コマンドライン・インターフェイスを介して GPU デバイスでのみサポートされます。

デバッガーは、SIMD デバイスコードのデバッグを有効にします。一部のコマンド (info register、list、ま
たは step コマンド) は、ベースのスレッドで動作するため、すべての SIMD レーンを同時に操作します。ほかの
コマンド (print など) は、現在選択されている SIMD レーンを操作します。
info threads コマンドは、類似するアクティブな SIMD レーンをグループ化します。ただし、現在選択されて
いるレーンは、常に別の行に表示されます。スレッドのすべての SIMD レーンが無効な場合、スレッド全体が
(inactive) と表示されます。次のような出力が表示されます。
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(gdb) info
Id
1.1
1.2
2.1
* 2.2:1
2.2:[3 5
2.3:[1 3
2.4:[1 3
2.5:[1 3
2.6:[1 3
2.7:[1 3
2.8:[1 3
2.9:[1 3

threads
Target Id
Thread <id omitted>
Thread <id omitted>
Thread 1610612736
Thread 1073741824
7]
Thread 1073741824
5 7] Thread 1073741888
5 7] Thread 1073742080
5 7] Thread 1073742144
5 7] Thread 1073742336
5 7] Thread 1073745920
5 7] Thread 1073746176
5 7] Thread 1073746432

Frame
<frame omitted>
<frame omitted>
(inactive)
<frame> at array-transform.cpp:54
<frame> at array-transform.cpp:54
<frame> at array-transform.cpp:54
<frame> at array-transform.cpp:54
<frame> at array-transform.cpp:54
<frame> at array-transform.cpp:54
<frame> at array-transform.cpp:54
<frame> at array-transform.cpp:54
<frame> at array-transform.cpp:54 [...]

SIMD ブレークポイントに到達した後など、スレッドが停止するとデバッガーは SIMD レーンを選択します。

別のレーンに切り替えるには、thread コマンドを使用します。
注:

SIMD レーンの切り替えは GDB コマンドラインでのみサポートされます。Visual Studio* のブレーク
ポイントで停止すると、GDB は正しい SIMD レーンを設定しますが、Visual Studio* からレーンを変更
する方法はありません。

SIMD レーンは、オプションで指定できます。指定する場合は、スレッド番号の後ろに [:] を追加してレーン番号
を続けます。次の 1 つ目のコマンドは、現在のスレッドのレーン 2 に切り替えて、2 つ目のコマンドは Inferior
2 のスレッド 3 のレーン 5 に切り替えます。
(gdb) thread :2
(gdb) thread 2.3:5
SIMD レーンを指定しないと、GDB は以前選択されたレーンを維持するか、以前にレーンが選択されていない
場合はレーン 1 を選択します。スレッドをシングルステップ実行する場合、デバッガーは現在選択されている
SIMD レーンを維持しようとします。
thread apply コマンドでは、指定されたコマンドはスレッドのすべてのアクティブなレーンに順番に適用さ
れます。例えば、thread apply の step コマンドは、スレッド内のアクティブな SIMD レーン数だけ発行され
ます。thread 2 に 3 つのアクティブなレーンがある場合、thread apply 2 step により thread 2 が 3
回発行されます。
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オペレーティング・システムの違い
Linux* では、GDB デバッグエンジンを使用して、ホストプロセスとデバイスコードの両方をデバッグします。
Eclipse* で GDB を起動するように設定すると、標準の GDB でクライアントやサーバー・アプリケーションをデ
バッグする場合と同様に操作できます。GDB (Python*) スクリプトは、ホストとデバイスコードにアクセスでき
ます。
Windows* では、Microsoft* デバッグエンジンでホストプロセスをデバッグし、GDB でデバイスコードをデ
バッグします。これらは Visual Studio* で統合され、単一のデバッグセッションとして表示されます。GDB
(Python*) スクリプトは、デバイスコードにのみアクセスできます。

環境設定
アプリケーションをデバッグするには、Linux* または Windows* 環境を設定する必要があります。詳しい手順
については、『 Linux* ホスト向けデータ並列 C++ のデバッグガイド』 (英語) または『Windows* ホスト向け
データ並列 C++ のデバッグガイド』 (英語) を参照してください。

ブレークポイント
特に指定しない限り、すべてのスレッドのすべての Inferior にブレークポイントが設定されます。GDB では、新
しいモジュールが作成され、新しいデバイスが起動されると、自動でデバイスコードにブレークポイントが挿入
および削除されます。
ブレークポイント条件は、デバッガー内部で評価されます。条件付きブレークポイントを使用すると、ブレークポ
イント条件を評価するためスレッドが頻繁に停止および再開されるため、顕著なパフォーマンス・オーバーヘッ
ドが生じる可能性があります。

評価とデータ競合
デバッガーは、イベントにより Inferior のほかのすべてのスレッドを停止 (すべて停止モード) するか、ほかのス
レッドの実行を継続 (非停止モード) するように構成できます。ほかの Inferior は停止しません。ホストとデバイ
ス間、2 つのデバイス間、またはスレッド間 (デバッガーが非停止モードの場合) で共有されるデータは、デバッ
ガーが式の評価などでアクセスする間に変更される場合があります。
デバッガーのデータアクセスがデバッガーアクセスと競合しないことを保証するには、コマンドを実行する間そ
のデータにアクセスする可能性があるすべてのスレッドを停止する必要があります。
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注:

ノンストップ・モードは GPU デバイスではサポートされていません。

Linux* サンプルセッション
dpcpp -g -lsycl -o sample sample.cpp
export SYCL_PROGRAM_BUILD_OPTIONS="-g -cl-opt-disable"
gdb ./ sample
GNU gdb (GDB) 8.3
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.; (C) 2019 Intel Corp.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-pc-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For information about how to find Technical Support, Product Updates,
User Forums, FAQs, tips and tricks, and other support information, please visit:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from ./sample...
(gdb) break 34
Breakpoint 1 at 0x40da58: file sample.cpp, line 34.
(gdb) run
Starting program: ./sample
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
[New Thread 0x7ffff5127700 (LWP 1695)]
Thread 1 "sample" hit Breakpoint -20, 0x00007ffff7fe7670 in isDebuggerActive () from
libigfxdbgxchg64.so
[New inferior 2]
Added inferior 2 on target 1 (native)
Intelgt auto-attach: a gdbserver will be attached using host`s inferior pid, i.e.
1695.
[Switching to inferior 2 [<null>] (<noexec>)]
Attached; pid = 1695
Remote debugging using stdio
warning: No executable has been specified and target does not support
determining executable automatically. Try using the "file" command.
0x00000000ffffd020 in ?? ()
[Switching to inferior 1 [process 1695] (sample)]
[Switching to thread 1.1 (Thread 0x7ffff7fdbec0 (LWP 1695))]
#0 0x00007ffff7fe7670 in isDebuggerActive () from libigfxdbgxchg64.so
Intelgt auto-attach: a new inferior (Num: 2) has been added and an Intel GT gdbserver
has been created to listen to GT debug events.
Thread 1.1 "sample" hit Breakpoint -20, 0x00007ffff7fe7670 in isDebuggerActive () from
libigfxdbgxchg64.so
[New Thread 1073741824]
Reading default.gtelf from remote target...
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warning: File transfers from remote targets can be slow. Use "set sysroot" to access
files locally instead.
Reading /tmp/_ZTSN2cl4sycl6kernelE.dbgelf from remote target...
[New Thread 1073741840]
[New Thread 1073741888]
[New Thread 1073742080]
[New Thread 1073742096]
[New Thread 1073742144]
[New Thread 1073742336]
[New Thread 1073742352]
[New Thread 1073742400]
[New Thread 1073745920]
[New Thread 1073745936]
[New Thread 1073745984]
[New Thread 1073746176]
[New Thread 1073746240]
[New Thread 1073746432]
[New Thread 1073746496]
[Switching to Thread 1073741824 lane 0]
Thread 2.2:0 hit Breakpoint 1, main::$_0::operator()(cl::sycl::handler&)
const::{lambda(cl::sycl::id<1>)#1}::operator()(cl::sycl::id<1>) const (this=0x0,
wiID=...) at sample.cpp:34
34
accessorOut[wiID] = in_elem + 100;
(gdb) info inferiors
Num
Description
Connection Executable
1
process 1695
1 (native)
sample
* 2
Remote target 2 (remote gdbserver-gt --attach - 1695)
(gdb) list
29
30
cgh.parallel_for<class kernel> (dataRange, [=] (id<1> wiID)
31
{
32
int dim0 = wiID[0];
33
int in_elem = accessorIn[wiID];
34
accessorOut[wiID] = in_elem + 100;
35
});
36
});
37 }
38
(gdb) print in_elem
$1 = 0
(gdb) disassemble $pc, +36
Dump of assembler code from 0xfffdd570 to 0xfffdd594:
=> 0x00000000fffdd570 <_ZTSN2cl4sycl6kernelE(int*, cl::sycl::range<1>,
cl::sycl::range<1>, cl::sycl::id<1>, int*, cl::sycl::range<1>, cl::sycl::range<1>,
cl::sycl::id<1>)+83312>:
(W)
send (16|M0)
r8:uw
r75
0xA
0x22C1103 {Breakpoint} // wr:1h+?, rd:2, Scratch Block Read
(2grfs from 0x103)
0x00000000fffdd580 <_ZTSN2cl4sycl6kernelE(int*, cl::sycl::range<1>,
cl::sycl::range<1>, cl::sycl::id<1>, int*, cl::sycl::range<1>, cl::sycl::range<1>,
cl::sycl::id<1>)+83328>:
send
(8|M0)
r8:d
r8:uq
0xC
0x41401FF // wr:2+?, rd:1, A64 Scattered
Read msc:1, to 0x0
0x00000000fffdd590 <_ZTSN2cl4sycl6kernelE(int*, cl::sycl::range<1>,
cl::sycl::range<1>, cl::sycl::id<1>, int*, cl::sycl::range<1>, cl::sycl::range<1>,
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cl::sycl::id<1>)+83344>:
add
(8|M0)
r8.0<1>:d r8.0<8;8,1>:d
End of assembler dump.

100:w

DPC++ へのコードの移行
C++ または OpenCL* などほかのプログラミング言語で記述されたコードは、複数のデバイスで使用するため
DPC++ コードへ移行できます。移行手順は、元の言語によって異なります。

C++ から SYCL*/DPC++ への移行
SYCL* は、C++ をベースとする「単一ソース」スタイルのプログラミング・モデルです。C++11 の機能を基に構
築され、C++14 の追加サポートがあり、OpenCL* デバイスで C++17 Parallel STL プログラムの高速化を可
能にします。サポートされる C++ 機能には、テンプレート、クラス、演算子のオーバーロード、ラムダ式、静的ポ
リモーフィズムが含まれます。
OpenCL* デバイス上で既存の C++ アプリケーションを高速化する場合、大部分の C++ コードは変更する必
要がないため、SYCL* はシームレスな統合を可能にします。デバイス側のコンパイルを可能にする SYCL* の構
造については、「インテル® oneAPI プログラミング・モデル」のセクションをご覧ください。

CUDA* から DPC++ への移行
インテル® DPC++ 互換性ツールは、インテル® oneAPI ベース・ツールキットに含まれます。このツールの目的
は、NVIDIA* CUDA* またはその他の言語を採用する予定のある開発者が、DPC++ の恩恵を受けるためアプリ
ケーションを移行できるように支援することです。このツールは、可能な限り DPC++ コードを自動生成し、
インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーで正しくコンパイルできるようにします。しかし、複雑なコードは自動
的に移行されず、手動での変更が必要な場合があります。このツールには、IDE プラグインのヘルプと、DPC++
へ移行するためのユーザーガイドが用意されています。

ソースファイルのワークフロー
次のワークフローでは、コマンドラインで複数のソースファイルを使用します。
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1. 次の入力を使用してインテル® DPC++ 互換性ツールを実行します。


オリジナルのソースコード



オプション、マクロ、および設定



ソースで使用されるライブラリーのヘッダーファイルを含む、適用可能なソース言語ヘッダーファイル

インテル® DPC++ 互換性ツールのコマンドライン例:
Linux*:
dpct --in-root=./foo --out-root=./result ./foo/main.cu ./foo/bar/util.cu
--extra-arg="-I./foo/bar/"
Windows*:
dpct --in-root=./foo --outroot=./result ./foo/main.cu ./foo/bar/util.cu
--extra-arg="-I./foo/bar/"
2. DPC++ コードが出力された後、追加されたコメントを参照して注意が必要なコード領域を特定し、コードを
変更して最終的な DPC++ コードを作成します。

makefile のワークフロー
次のワークフローでは、コマンドラインで makefile プロジェクトを使用します。
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intercept-build のコマンドライン例 (A):
intercept-build make
インテル® DPC++ 互換性ツールのコマンドライン例 (B):
dpct -p compile_commands.json --in-root=../..--out-root=output program.cu
追加情報については、「インテル® DPC++ 互換性ツール導入ガイド」 (英語) と『インテル® DPC++ 互換性ツー
ル・ユーザーガイド』 (英語) を参照してください。

OpenCL* コードから DPC++ への移行
現在のバージョンの DPC++ では、ランタイムは並列処理を実現するため OpenCL* コードを採用しています。
通常、DPC++ ではカーネルを実装するコードの行数と必要な API 関数やメソッドの呼び出しは少なくなりま
す。ホストのソースコード行にデバイスのソースコードを埋め込むことで、OpenCL* プログラムを作成できま
す。
ほとんどの OpenCL* アプリケーション開発者は、デバイスへのカーネルオフロードに伴うセットアップ・コード
の必要性を認識しているでしょう。DPC++ を使用すると、OpenCL* C コードに関連する大部分のセットアップ・
コードなしで、シンプルで現代的な C++ ベースのアプリケーションを開発できます。これにより、習得の労力が
軽減され、並列化の実装に集中できます。
さらに、OpenCL* アプリケーションの機能は、SYCL* API を介して引き続き利用できます。更新されたコード
は、必要に応じて SYCL* インターフェイスを使用できます。
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CPU、GPU、および FPGA 間の移行
DPC++ では、プラットフォームは CPU、GPU、FPGA、またはその他のアクセラレーターやプロセッサーなどの
デバイス (なくてもかまいません) に接続されたホストデバイスで構成されます。
プラットフォームに複数のデバイスが存在する場合、一部または大部分のワークをデバイスへオフロードするよ
うにアプリケーションを設計します。インテル® oneAPI プログラミング・モデルで複数のデバイスにワークを分
散するには、いくつかの方法があります。
1. デバイスセレクターの初期化 - SYCL* ではセレクターと呼ばれるクラスが提供され、プラットフォーム内
のデバイスを手動で選択するか、インテル® oneAPI ランタイムのヒューリスティックがデバイスで利用可
能な計算機能を判断してデフォルトデバイスを選択できるようになっています。
2. データセットの分割 - データに依存関係がない高い並列性を持つアプリケーションでは、データセットを
明示的に分割して異なるデバイスで利用します。次のサンプルコードは、複数のデバイスにワークロード
を分配する例です。dpcpp snippet.cpp コマンドでコードをコンパイルします。
int main() {
int data[1024];
for (int i = 0; i < 1024; i++) {
data[i] = i;
try {
cpu_selector cpuSelector;
queue cpuQueue(cpuSelector);
gpu_selector gpuSelector;
queue gpuQueue(gpuSelector);
buffer<int, 1> buf(data, range<1>(1024));
cpuQueue.submit([&](handler& cgh) {
auto ptr = buf.get_access<access::mode::read_write>(cgh);
cgh.parallel_for<class divide>(range<1>(512), [=](id<1> index) {
16 ptr[index] -= 1;
});
});
gpuQueue.submit([&](handler& cgh1) {
auto ptr = buf.get_access<access::mode::read_write>(cgh1);
cgh1.parallel_for<class offset1>(range<1>(1024),
id<1>(512), [=](id<1> index) {
ptr[index] += 1; 25
});
});
cpuQueue.wait();
gpuQueue.wait();
}
catch (exception const& e) {
std::cout << "SYCL exception caught: " << e.what() << '\n';
33 return 2;
}
return 0;
}
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3. デバイス間で複数のカーネルをターゲットにする - アプリケーションに複数の独立したカーネルで並列
処理可能なスコープがある場合、ターゲットデバイスごとに異なるキューを使用します。SYCL* がサポー
トされるプラットフォームとプラットフォームごとのデバイスのリストは、get_platforms() と
platform.get_devices() を呼び出すことで取得できます。すべてのデバイスが特定されたら、デバ
イスごとにキューを作成し、異なるカーネルを異なるキューに配布します。次のサンプルコードは、複数の
SYCL* デバイスにカーネルを配布する方法を示します。
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <CL/sycl.hpp>
using namespace cl::sycl;
using namespace std;
int main()
{
size_t N = 1024;
vector<float> a(N, 10.0);
vector<float> b(N, 10.0);
vector<float> c_add(N, 0.0);
vector<float> c_mul(N, 0.0);
{
buffer<float, 1> abuffer(a.data(), range<1>(N),
{ property::buffer::use_host_ptr() });
buffer<float, 1> bbuffer(b.data(), range<1>(N),
{ property::buffer::use_host_ptr() });
buffer<float, 1> c_addbuffer(c_add.data(), range<1>(N),
{ property::buffer::use_host_ptr() });
buffer<float, 1> c_mulbuffer(c_mul.data(), range<1>(N),
{ property::buffer::use_host_ptr() });
try {
gpu_selector gpuSelector;
auto queue = cl::sycl::queue(gpuSelector);
queue.submit([&](cl::sycl::handler& cgh) {
auto a_acc = abuffer.template
get_access<access::mode::read>(cgh);
auto b_acc = bbuffer.template
get_access<access::mode::read>(cgh);
auto c_acc_add = c_addbuffer.template
get_access<access::mode::write>(cgh);
cgh.parallel_for<class VectorAdd>
(range<1>(N), [=](id<1> it) {
//int i = it.get_global();
c_acc_add[it] = a_acc[it] + b_acc[it];
});
});
cpu_selector cpuSelector;
auto queue1 = cl::sycl::queue(cpuSelector);
queue1.submit([&](cl::sycl::handler& cgh) {
auto a_acc = abuffer.template
get_access<access::mode::read>(cgh);
auto b_acc = bbuffer.template
get_access<access::mode::read>(cgh);
auto c_acc_mul = c_mulbuffer.template
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get_access<access::mode::write>(cgh);
cgh.parallel_for<class VectorMul>
(range<1>(N), [=](id<1> it) {
c_acc_mul[it] = a_acc[it] * b_acc[it];
});
});
}
catch (cl::sycl::exception e) {
/* In the case of an exception being throw, print the
error message and
* return 1. */
std::cout << e.what();
return 1;
}
}
for (int i = 0; i < 8; i++) {
std::cout << c_add[i] << std::endl;
std::cout << c_mul[i] << std::endl;
}
return 0;
}

コンポーザビリティー
インテル® oneAPI プログラミング・モデルは、開発ツールチェーン全体をサポートするエコシステムを実現し
ます。これには、CPU、GPU、FPGA など複数のアクセラレーターをサポートするコンパイラーとライブラリー、デ
バッガー、および解析ツールが含まれます。

C/C++ OpenMP* および DPC++ のコンポーザビリティー
インテル® oneAPI プログラミング・モデルが提供する DPC++ と C++プログラミングは、単一ソースからのヘ
テロジニアス・プログラミングをサポートします。このコンパイラーは、さまざまなベンダーの OpenCL* 1.2
コードを介して、ホストおよびレイヤー上でさまざまな既存および新規の C++ コンパイラーと連携して動作しま
す。
インテル® oneAPI プログラミング・モデルは、OpenMP* オフロードをサポートする LLVM/Clang ベースの統
合コンパイラーを提供します。これにより、OpenMP* 構造を使用して、ホスト側のアプリケーションを並列化す
るか、ターゲットデバイスにオフロードする、シームレスな統合が可能になります。インテル® oneAPI ベース・
ツールキットで利用可能なインテル® oneAPI DPC++ コンパイラーと、インテル® oneAPI HPC ツールキット
やインテル® oneAPI IoT ツールキットで利用可能なインテル® C/C++ コンパイラーは、制限付きで OpenMP*
および DPC++ の互換性を提供します。単一のアプリケーションでは、OpenMP* target 領域または
DPC++/SYCL* コンストラクターを使用して、さまざまな関数やコードセグメントなどのコード領域の実行を利
用可能なデバイスにオフロードできます。
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OpenMP* と DPC++ オフロード構造は、別々のファイル、同じファイル、または同じ関数 (制限付き) で使用で
きます。OpenMP* および DPC++ オフロードコードは、実行可能ファイル、静的ライブラリー、またはさまざま
な組み合わせで一緒にバンドルできます。
注:

DPC++ は CPU でデバイスコードを実行する場合、インテル® TBB のランタイムを使用します。そのた
め、CPU で OpenMP* と DPC++ の両方を使用すると、スレッドのオーバーサブスクリプションが発生
する可能性があります。システムで実行されるワークロードのパフォーマンスを解析することで、この問
題が生じているか確認することができます。

制限事項
同じアプリケーションで OpenMP* と DPC++/SYCL* 構造を混在する場合、いくつかの考慮すべき制限があり
ます。


OpenMP* ディレクティブは、デバイスで実行される DPC++/SYCL* カーネル内では使用できません。同様
に、DPC++/SYCL* コードは、OpenMP* target 領域内では使用できません。ただし、ホスト CPU で実行さ
れる OpenMP* コード内で SYCL* 構造を使用することはできます。



プログラム内の OpenMP* および DPC++/SYCL* デバイス領域は相互依存関係を持つことができませ
ん。例えば、デバイスコードの SYCL* 領域で定義された関数は、同じデバイスで実行される OpenMP* コー
ドから呼び出すことはできません (その逆も同様)。OpenMP* デバイス領域と SYCL* デバイス領域は個別
にリンクされ、個別のバイナリーとしてコンパイラーによって生成されるファットバイナリーを構成します。



現時点では、OpenMP* と SYCL* ランタイム・ライブラリー間での直接的な相互作用はサポートされてい
ません。例えば、OpenMP* API で生成されたデバイス・メモリー・オブジェクトは、DPC++ コードからはアク
セスできません。OpenMP* で生成されたデバイス・メモリー・オブジェクトを DPC++/SYCL* コードで使用
すると、未定義の動作となります。

例
次のコードは、DPC++/SYCL* と OpenMP* オフロード構造を同じアプリケーションで使用する例を示します。
#include <CL/sycl.hpp>
#include <array>
#include <iostream>
float computePi(unsigned N) {
float Pi;
#pragma omp target map(from : Pi)
#pragma omp parallel for reduction(+ : Pi)
for (unsigned i = 0; i < N; ++i) {
float T = (i + 0.5f) / N;
Pi += 4.0f / (1.0 + T * T);
}
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return Pi / N;
}
void iota(float *A, unsigned N) {
cl::sycl::range<1> R(N);
cl::sycl::buffer<float, 1> AB(A, R);
cl::sycl::queue().submit([&](cl::sycl::handler &cgh) {
auto AA = AB.template get_access<cl::sycl::access::mode::write>(cgh);
cgh.parallel_for<class Iota>(R, [=](cl::sycl::id<1> i) {
AA[i] = i;
});
});
}
int main() {
std::array<float, 1024u> Vec;
float Pi;
#pragma omp parallel sections
{
#pragma omp section
iota(Vec.data(), Vec.size());
#pragma omp section
Pi = computePi(8192u);
}
std::cout << "Vec[512] = " << Vec[512] << std::endl;
std::cout << "Pi = " << Pi << std::endl;
return 0;
}

次はサンプルコードからの出力例となります。
$ icpc -qnextgen -fsycl -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 example.cpp
$ ./a.out
Vec[512] = 512
Pi = 3.14159
$

OpenCL* コードの相互運用性
インテル® oneAPI プログラミング・モデルにより、開発者は SYCL* API のさまざまな部分からすべての
OpenCL* コードの機能を引き続き利用できます。SYCL* が提供する OpenCL* コードの相互運用性は、
SYCL* が持つ高度なプログラミング・モデル・インターフェイスを利用しながら、従来の OpenCL* コードを再
利用するのに役立ちます。この相互運用性モードには 2 つの主要機能があります。
1. OpenCL* コードのオブジェクトから SYCL* オブジェクトを生成するには、次を行います。例えば、SYCL*
バッファーは、OpenCL* cl_mem から、または cl_command_queue の SYCL* キューから構築できます。
2. SYCL* オブジェクトから OpenCL* コードのオブジェクトを取得するには、次を行います。例えば、SYCL*
アクセサーに関連付けられた暗黙の cl_mem を使用する OpenCL* カーネルを起動します。
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用語集
アクセラレーター (Accelerator)
操作のサブセットを迅速に実行する計算リソースを含む専用コンポーネント。CPU、GPU、または FPGA など。
関連情報: デバイス
アクセサー (Accessor)
アクセスする場所 (ホスト、デバイス) とモード (read、write) 情報を通信します。
アプリケーション・スコープ (Application Scope)
ホスト上で実行されるコード。
バッファー (Buffers)
計算を行うためデバイスに送られる項目の数や型を通信するメモリー・オブジェクト。
コマンド・グループ・スコープ (Command Group Scope)
ホストとデバイス間のインターフェイスとして動作するコード。
コマンドキュー (Command Queue)
コマンドグループを同時に発行します。
計算ユニット (Compute Unit)
処理要素間で使用する共有要素を含み、デバイス上のほかの計算ユニットにあるメモリーよりも高速にアクセ
スする、処理要素を「コア」にグループ化したもの。
デバイス (Device)
操作のサブセットを迅速に実行する計算リソースを含むアクセラレーターまたは専用コンポーネント。CPU は
デバイスとして利用できますが、その場合、CPU はアクセラレーターとして使用されます。CPU、GPU、または
FPGA など。
関連情報: アクセラレーター
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デバイスコード (Device Code)
ホストではなくデバイスで実行されるコード。デバイスコードは、ラムダ式、ファンクター、またはカーネルクラス
を介して指定されます。
ファットバイナリー (Fat Binary)
複数デバイス向けのデバイスコードを含むアプリケーション・バイナリー。バイナリーには、汎用コード (SPIR*-V
形式) とターゲット固有の実行可能コードの両方が含まれます。
ファット・ライブラリー (Fat Library)
複数デバイス向けのオブジェクト・コードを含むアーカイブまたはライブラリー。ファット・ライブラリーには、汎
用オブジェクト (SPIR*-V 形式) とターゲット固有のオブジェクト・コードの両方が含まれます。
ファット・オブジェクト (Fat Object)
複数デバイス向けのオブジェクト・コードを含むファイル。ファット・オブジェクトには、汎用オブジェクト (SPIR*V 形式) とターゲット固有のオブジェクト・コードの両方が含まれます。
ホスト (Host)
プログラムの主要部分、具体的にはアプリケーション・スコープとコマンド・グループ・スコープを実行する CPU
ベースのシステム (コンピューター)。
ホストコード (Host Code)
ホスト・コンパイラーによってコンパイルされ、デバイスではなくホストで実行されるコード。
イメージ (Images)
ビルトイン関数を介してアクセスされるフォーマット済みのあいまいなメモリー・オブジェクト。通常、RGB など
の形式で保存されピクセルで構成される画像に関係します。
カーネルスコープ (Kernel Scope)
デバイス上で実行されるコード。
ND-range
1 次元、2 次元、または 3 次元の N 次元レンジ、カーネル・インスタンスのグループ、またはワーク項目の略。
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処理要素 (Processing Element)
計算ユニットを構成する計算向けの個別のエンジン。
単一ソース (Single Source)
ホストとアクセラレーターで実行できる同じファイルのコード。
SPIR*-V
グラフィカル・シェーダー・ステージと計算カーネルを表現するバイナリー中間言語。
サブグループ (Sub-group)
サブグループはインテルによる拡張です。
ワークグループ (Work-group)
計算ユニットで実行するワーク項目の集合。
ワーク項目 (Work-item)
インテル® oneAPI プログラミング・モデルにおける計算の基本単位。処理要素で実行されるカーネルに関連付
けられます。
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