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oneAPI GPU 最適化ガイドをご覧いただきありがとうございます。このドキュメントでは、GPU 上で oneAPI プログラム

のパフォーマンスを最大限に引き出すヒントを提供します。 
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1. はじめに 

高性能なソフトウェアを設計するには、ソフトウェアを作成する際に「通常とは異なる考え方」をする必要があります。

コードを実行するターゲット・ハードウェアと、そのハードウェアのパフォーマンス特性に十分な注意が必要です。皆さんの

目的は、正しい結果を生成するようにコードを構造化することであると思いますが、それにはコードを実行するハードウェ

アの能力を最大限に引き出す方法を考慮しなければなりません。 

oneAPI は、業界を超えたオープンな標準化をベースとした統一プログラミング・モデルであり、アクセラレーター・アーキ

テクチャー全体で共通の開発手法を提供します。アクセラレーターのユニークな機能は、プラットフォームのメイン CPU 

に追加装着できるということです。そして、アクセラレーターを利用する主な利点は、ソフトウェアをホストとアクセラレー

ターに分割して、アクセラレーターに最適化された計算領域を特殊化することで、ソフトウェアの能力を改善できることで

す。アクセラレーターのアーキテクチャーは、特定クラスの計算向けに演算ハードウェアを特殊化することでメリットを得

ています。これにより、アクセラレーターのアーキテクチャーに特化したソフトウェアに最適な結果を供給できます。 

このドキュメントの主なターゲットは GPU であり、それぞれの節では、最適化されたソリューションを開発するための多

くのトピックに焦点を当てています。インテル® oneAPI ツールキットは、コードの最適化に必要な言語と開発ツールを提

供します。これには、コンパイラー、デバッガー、プロファイラー、アナライザー、およびライブラリーが含まれます。 

1.1. パフォーマンスの移植性ではなく生産性を高めるパフォーマンス 

このドキュメントは GPU に注目しますが、CPU やそのほかのアクセラレーターで実行されるアプリケーションが必要にな

ることも考えられます。アクセラレーターのアーキテクチャーは特殊化されているため、最高のパフォーマンスを達成する

にはコードも特殊化する必要があります。この特殊化には、アプリケーションからハードウェアへの最適なマップを見つけ

るためのコードの再構築とチューニングが含まれます。極端な場合には、これに、適切な計算を実装するためそれぞれのア

クセラレーターのアルゴリズムの再設計が必要になることもあります。oneAPI の素晴らしい点は、アクセラレーターで起

動されたデバイス固有の機能を使用するため、それぞれのバリエーションを共通の言語で記述できることです。 

1.2. 最適化のワークフロー・フェーズ 

GPU を利用する際の最初のフェーズは、アプリケーションのどの領域がオフロードの恩恵を得られるか特定することです。

これは通常、計算に対するメモリーアクセスの比率が適切で、GPU にマップする適切なデータ依存のパターンを持つ計算

集約型のコードであることがほとんどです。GPU にはローカルメモリーが備わっており、通常、大規模な並列処理を実行で

きます。そのため、どの領域を実行するか決定する際に、コードが持つ特性を理解することが最も重要となります。 

インテル® oneAPI ベース・ツールキットに含まれるインテル® Advisor ツールは、コードを解析して並列実行に最適な場

所を特定するように設計されています。インテル® Advisor のプロファイラーは、各種アクセラレーターにマップされる

コードがどのように実行されるか予測するため、関数内のデータ移動、メモリー・アクセス・パターン、および計算量を測定

します。潜在的に最も利点があるコード領域をアクセラレートの最初の対象とすべきです。 
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GPU は、多くの場合、複数レベルで並列処理を活用します。これには、ホストと GPU 間のオーバーラップ、計算コア間の

並列処理、計算とメモリーアクセスのオーバーラップ、同時パイプライン、およびベクトル計算が含まれます。これらすべて

のレベルで並列処理を行うには、GPU アーキテクチャーとライブラリー、および言語の機能を十分に理解する必要があり

ます。 

すべての計算リソースを常にビジー状態に保つことも重要です。デバイスを飽和させるようなすべての実行リソースを完

全に利用するには、十分な数の独立したタスクが必要です。例えば、デバイスに 100 個の計算コアがあり、タスクが 1 つ

しかない場合、デバイスの 99% はアイドル状態であると言えます。デバイスを飽和状態に保つには、ハードウェアが実行

中のタスクの完了時に次のワークをすぐにスケジュールできるよう、利用可能な計算リソースよりもかなり多めの独立し

たタスクを生成する必要があります。 

そして、ホストとデバイス間の同期を最小限に抑えます。ホストはデバイスでカーネルを起動し、その完了を待機します。

カーネルの起動にはオーバーヘッドが生じるため、カーネルの起動回数を最小限にするように計算を構成します。 

また、ホストとデバイス間のデータ転送を最小化することも考慮しなければなりません。データは通常ホストで準備され、

計算の入力としてデバイスへコピーされます。そして、計算が完了した後、結果をホストへ転送する必要があります。最高

のパフォーマンスを得るには、デバイスの計算間で中間結果を保持することで転送を最小限に抑えます。また、計算とデー

タ移動をオーバーラップしてデータ転送の影響を減らし、計算コアがデータを待機する時間が生じないようにします。 

データを高速メモリーに保持して適切なアクセスパターンを使用します。GPU アーキテクチャーには、アクセスコストが

異なるさまざまなタイプのメモリーが搭載されます。レジスター、キャッシュ、またはスクラッチパッドは、ローカルメモ

リーよりもアクセスが容易ですが、容量は小さくなります。データがレジスター、キャッシュライン、またはメモリーページ

にロードされる場合、次のチャンクに移動する前にロードされたすべてのデータを利用するようなアクセスパターンを導

入します。メモリーがバンク化されている場合、すべての計算コアが同じバンクに同時にアクセスするのを回避するような

ストライドを適用します。 

1.3. コードのプロファイルとチューニング 

高いパフォーマンスを達成できるコードを設計したら、次のステップでは、ターゲット・アクセラレーターでコードがどのよ

うに実行されるか観測します。コードに時間計測コードを追加したり、トレースを収集したり、またはインテル® VTune™ 

プロファイラーなどのツールを使用して実行中のプログラムを監視します。収集した情報からハードウェアのボトルネッ

クとアイドル状態を特定して、ハードウェアのピーク・パフォーマンスと比較し、最適化の対象とすべき最も重要なホットス

ポットを見つけます。 

1.4. ソースコードの例 

本書では、実際のコード例を使用して最適化の手法を説明します。ここで使用するすべてのサンプルコードは、

https://github.com/oneapi-src/oneAPI-samples/tree/master/Publications/GPU-Opt-Guide (英語) から入手できま

す。サンプルをダウンロードして、README.md の指示に従って、環境を設定してください。 
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それぞれのサンプルは、最適化の方法を示すため、可能な限りシンプルに、短く、そして分かりやすくしています。サンプル 

コードは、ドキュメント全体で参照されます。コードの直前に記載されているパス名 /examples を /GPU-Opt-Guide に 

置き換えることで、完全なサンプルコードを見つけることができます。例えば、/examples/reduction/reduction.cpp 

の完全なソースコードは、GPU-Opt-Guide/reduction/reduction.cpp にあります。 

「百聞不如一見、百閒不如一為、故に、万聞不如一為」 (百聞は一見にしかず、の元になった孔子の言葉です) ということわ

ざがあります。また、本書をお読みになっているときにサンプルコードに遭遇したら、読み進めるのをいったんやめて実機

でサンプルを検証することをお勧めします。 

ともあれ、インテル® oneAPI GPU 最適化ガイドへようこそ !! 
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2. 導入ガイド 

このドキュメントを最後まで読む時間がない読者は、少なくとも、アクセラレーター向けにソフトウェアを最適化する次の 

3 つの概念を理解してください。 

2.1. アムダールの法則 

これは当然のように思われますが、アクセラレーターを利用する最初のステップと言えます。アムダールの法則によれば、

アプリケーションがアクセラレーターを使用する時間の比率 (Fp) によってアクセラレーションのメリットが制限され、最

大スピードアップは、1/(1 − Fp) で制限されます。例えば、アクセラレーターを 50% 使用する場合、無限数のアクセラ

レーターを追加しても最大 2 倍のスピードアップしか得られません。 

これは、プログラムのソースコードではなく実行に関連するものである、ということに注意してください。並列カーネルは、

ソースコード全体のごく一部である可能性がありますが、実行時間が集中している場所であれば、それで問題ないでしょう。 

2.2. 局所性の問題 

多くの場合、アクセラレーターには互いに独立したアドレス空間を持つ特殊なメモリーが備えられています。そのため、 

アプリケーションは、適切なタイミングで適切なメモリーにデータを割り当てるか移動する必要があります。 

アクセラレーターのメモリーは階層的に配置されます。レジスターはキャッシュよりもアクセス効率が良く、キャッシュは

メインメモリーよりも効率良いアクセスが可能です。データを実行ポイントに近づけることで効率は向上します。 

コードを再構成してデータを実行ポイントに近づける方法はたくさんあります。これらについては以下で説明します。ここ

では次の 3 つに注目します。 

1. アクセラレーターにデータを割り当ててデータをコピーする場合、可能な限りデータの常駐を維持します。アプリ

ケーションには多数のオフロード領域が含まれる場合がありますが、それらの領域間で共通のデータがある場合、

最初のコピーのコストを償却するため、残りのカーネル呼び出しでデータを再利用するのは理にかなっています。 

2. カーネルの実行中は連続したメモリーブロックにアクセスします。ハードウェアは連続するブロックをメモリー階

層にフェッチするため、ブロック単位で転送のコストが生じます。ブロックの最初の要素を参照すると、残りの要素

は低いコストでアクセルできるため、できるだけそれらを使用します。 

3. データの再利用率が高いブロックにコードを再構成します。2 次元行列では、次の要素ブロックをアクセスする前

に、要素を含む 1 ブロックを処理するようにワークを調整できます。例えば、ステンシル操作では、前の行、現在の

行、そして次の行にアクセスできます。ブロック内の要素をすべてアクセスすると、データが再利用されメモリーに

データを要求するコストを排除できます。 
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2.3. 適切なワークのサイズ 

データ並列アクセラレーターは、スループット・エンジンとして設計されており、実行ユニットを繰り返し複製することに特

化しています。これにより、より多くの要素を同時に処理することができますが、データ並列アルゴリズムで高いパフォー

マンスを得るには厄介であり、並列プロセッサーを完全に利用するのは困難な場合があります。 

例えば、512 個の実行ユニットがあり、それぞれの実行ユニットは 8 つのスレッドを実行し、スレッドには 16 要素のベク

トルがあると仮定します。これに一致するようスケジュールを行うには、最低でも 512 x 8 x 16 = 65536 の並列アクティ

ビティーが必要となります。さらに、それぞれの並列アクティビティーが小さい場合は、このワークをアクセラレーターに送

信するコストを償却するには、また別の大きな要素が必要です。単一の大規模なアクセラレーターを完全に利用するには、

計算を数百万の並列アクティビティーに分割することが求められることもあります。 
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3. 並列処理 

アクセラレーターはコードを並列に実行できる多くの独立した処理要素を備えているため、並列処理はアクセラレーター

を効率良く利用するには不可欠です。並列コードを開発するには 3 つの方法があります。 

3.1. 並列プログラミング言語や API を使用 

並列処理を表現するために利用できる並列プログラミング言語と API は各種存在します。oneAPI は、SYCL* フレーム

ワークによる並列プログラム開発をサポートします。また、oneAPI では、これらのプログラムをさまざまなアクセラレー

ターで実行できるバイナリーに変換するコード生成ツールも多数用意されています。通常の作業工程では、シリアルプロ

グラムを実行し、時間を要するコード領域 (ホットスポットと呼ばれる) を識別して、それらを並列カーネルに変換し、アク

セラレーターに送信して実行します。 

3.2. 並列化コンパイラー 

OpenMP* のようなディレクティブ・ベースの手法は、並列プログラムを開発するもうひとつの方法です。ディレクティブ・

ベースのアプローチでは、プログラマーはコード自身を明示的に変更することなく、コンパイラーに並列処理に関するヒ

ントを提供します。このアプローチは、スクラッチから並列プログラムを開発するよりも簡単です。 

3.3. 並列化ライブラリー 

oneAPI には、oneTBB、oneMKL、oneDNN、および oneVPL など多くのライブラリーが含まれており、さまざまなアクセ

ラレーター・アーキテクチャーで実行される汎用的な計算操作のバージョンが用意されています。アプリケーションのニー

ズに応じて、開発者はこれらのライブラリーの関数を直接呼び出すことでベースとなるアーキテクチャー向けの効率良い

実装を選択できます。必要とする関数がライブラリー含まれている場合、これは並列プログラムを開発する最も簡単なア

プローチと言えます。例えば、oneDNN はマシンラーニング・アプリケーション向けに最適化されたプリミティブを提供し

ます。これらのライブラリーは、正当性とパフォーマンスの両面で徹底した検証が行われており、プログラムの信頼性を高

めます。 
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4. インテル® Iris® Xe GPU アーキテクチャー 

インテル® Iris® Xe GPU ファミリーは、統合/低電力 (Xe-LP) から、愛好家/高性能ゲーム (Xe-HPG)、データセンター/AI 

(Xe-HP)、およびハイパフォーマンス・コンピューティング (Xe-HPC) 向けの一連のアーキテクチャーで構成されています。 

 
図 1: インテル® Iris® Xe ファミリー 

この節では、インテル® Iris® Xe GPU ファミリーのマイクロアーキテクチャーと設定パラメーターについて説明します。 

4.1. Xe-LP 実行ユニット (EU) 

各 EU は 7 つのスレッドによる同時マルチスレッド (SMT) を実装します。主な計算ユニットは、SIMD8 FP/INT 操作を

サポートする 8 要素の SIMD (Single Instruction Multiple Data) 演算ロジックユニット (ALU) と、SIMD2 拡張数学操

作をサポートする 2 要素の SIMD ALU から構成されています。それぞれのハードウェア・スレッドは、32B 幅の 128 個

の汎用レジスター (GRF) を持ちます。 

 
図 2: Xe-LP 実行ユニット (EU) 
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Xe-LP EU は、AI アプリケーション向けに FP16、INT16 および INT8 データタイプをサポートします。次の表では、Xe-LP 

の EU スループットと第 11 世代インテル® GPU の EU スループットを比較しています。 

表 1: インテル® GPU 計算スループット率 (ops/clock/EU) 
 

インテル® Iris® Xe-LP 第 11 世代 

FP32 8 8 

FP16 16 16 

INT32 8 4 

INT16 16 8 

INT8 32 (DP4A) NA 

4.2. Xe-LP デュアル・サブスライス 

それぞれの Xe-LP デュアル・サブスライス (DSS) は、16 個の EU アレイ、命令キャッシュ、ローカル・スレッド・ディスパッ

チャー、共有ローカルメモリー (SLM)、および 128B/サイクルのデータポートで構成されます。ハードウェアが SIMD16 を

実行するため 2 つの EU をペアにするので、デュアル・サブスライスと呼ばれます。 

SLM は、サブスライス内の EU からアクセス可能な 128KB の高帯域幅メモリー (HBM) です。SLM の重要な用途の 1 つ

は、サブスライス内で同時に実行されるワーク項目間でアトミックデータとシグナルを共有することです。そのため、カー

ネルのワークグループに同期処理が含まれる場合、ワークグループ内のすべてのワーク項目は単一のサブスライスに割

り当てられ、同じ 128KB SLM に共有アクセスできるようにする必要があります。サブスライスの占有率と利用率を最大

化するため、ワークグループのサイズを注意深く選択しなければなりません。一方、カーネルが SLM にアクセスしない場

合、ワーク項目は複数のサブスライスにまたがってディスパッチされる可能性があります。 

次の表は、サブスライスの計算能力をまとめたものです。 

表 2: サブスライスの計算能力 

GPU の世代 EU 数 スレッド数 操作 

インテル® Iris® Xe (ICX✝) 8 7 x 8 = 56 56 x 8 = 448 

インテル® Iris® Xe-LP (TGL✝) 16 7 x 16 = 112 112 x 8 = 896 

4.3. Xe-LP Slice 

各 Xe-LP Slice は 6 つのサブスライス (デュアル) で構成され、合計 96 個の EU、最大 16MB の L3 キャッシュ、L3 への 

128B/サイクル帯域幅、および 128B/サイクルのメモリー帯域幅を持ちます。 
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図 3: Xe-LP Slice 

4.4. 世代ごとのインテル® UHD アーキテクチャーのパラメーター 

次の表は、現在リリースされているインテル® UHD グラフィックス搭載製品の主要アーキテクチャーのパラメーターをま

とめたものです。 

表 3: 主なアーキテクチャー・パラメーター (インテル® UHD グラフィックス) 

世代 VE/EU ごと

のスレッド 

Xe コア/サブスライス

ごとの VE/EU 

Xe コア/ 

サブスライス 

合計 

スレッド数 

合計 

操作数 

第 9 世代 (BDW✝) 7 8 3 168 1344 

インテル® Iris® Xe 

(ICL✝) (第 11 世代) 

7 8 8 448 3584 

インテル® Iris® Xe-LP 

(TGL✝) (第 12 世代) 

7 16 6 672 5376 

4.5. Xe-core 

Xe-LP や以前のインテル® GPU では、計算ユニットを実行ユニット (EU) と呼んでいましたが、Xe-HPG と Xe-HPC では 

Xe-core と呼称します。これは、Xe-LP デュアル・サブスライスと同様です。 

Xe-core は、ベクトルエンジンおよび行列エンジンと呼ばれるベクトル ALU と行列 ALU を搭載しています。 
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インテル® Iris® Xe-core は、8 つのベクトルエンジン、8 つの行列エンジン、および 512KB 大容量キャッシュ/SLM を搭

載しています。これは Ponte Vecchio✝ GPU の中核となります。 

各ベクトルエンジンは 512 ビット幅で、融合型 FMA による 16 個の FP32 SIMD 操作をサポートしています。8 つのベク

トルエンジンを搭載する Xe-core は、512 FP16、256 FP32 および 256 FP64 操作/サイクルを実現します。各行列エン

ジンは 4096 ビット幅です。8 つの行列エンジンを搭載する Xe-core は、8192 int8、4096 FP16/BF16 および 2048 

FP32 操作/サイクルを実現します。また、Xe-core はメモリーシステムに対して 1024B/サイクルのロード/ストア帯域幅

を提供します。 

 
図 4: Xe-core 

4.6. Xe-slice 

Xe-slice には、合計 8MB L1 キャッシュを持つ 16 個の Xe-core、16 個のレイトレーシング・ユニット、1 個のハードウェ

ア・コンテキストが含まれます。 
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図 5: Xe-slice  

4.7. Xe-stack 

Xe-stack は最大 4 つの 4 Xe-slice を含みます。64 個の Xe-core、64 個のレイトレーシング・ユニット、4 個のハードウェ

ア・コンテキスト、4 個の HBM2e コントローラー、1 つのメディアエンジン、および 8 つの Xe-link ハイスピード・コヒーレ

ント・ファブリックを搭載します。また、共有 L2 キャッシュも含みます。 

 
図 6: Xe-stack 

4.8. Xe-HPC 2-stack Ponte Vecchio✝ GPU 

Xe-HPC 2-stack Ponte Vecchio✝ GPU は 2 つのスタックで構成されます。8 個のスライス、128 個の Xe-core、128 個

のレイトレーシング・ユニット、8 個のハードウェア・コンテキスト、8 個の HBM2e および 16 個の Xe-Link が含まれます。 
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図 7: Xe-HPC-2-Stack 

4.9. Xe-HPG GPU 

Xe-HPG は、Xe アーキテクチャーのエンスージアストまたはハイパフォーマンス・ゲーミング向けのバリエーションです。

これは、グラフィックス・パフォーマンスに特化したマイクロアーキテクチャーであり、ハードウェア・アクセラレーションに

よるレイトレーシングをサポートします。 

各 Xe-HPG-core には、16 個のベクトルエンジンと 16 個の行列エンジンが搭載されています。各ベクトルエンジンは 

256 ビット幅で、サイクルあたり 8 つの FP32 SIMD 操作をサポートします。Xe-HPG GPU は、8 つの Xe-HPG-slice で構

成され、最大 4 つの Xe-HPG-core があり、合計 4096 FP32 ALU ユニット/シェーダーコアが含まれます。Xe-core はメ

モリーシステムに対して 512B/サイクルのロード/ストア帯域幅を提供します。 

Xe-HPG-GPU は、最大 4 つの Xe-HPG-core を含む 8 つの Xe-HPG-slice で構成され、合計 4096 FP32 ALU ユニット/

シェーダーコアを持ちます。 
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4.10. Xe-インテル® データセンター GPU フレックス・シリーズ 

インテル® データセンター GPU フレックス・シリーズ (開発コード名 Arctic-Sound-M) には、 2 つの構成があります。

150W オプション構成では、PCIe* 4.0 カードに 32 個の Xe-core があります。75W オプションには、16 Xe-core (GPU 

あたり 8 Xe-core) の 2 つの GPU があります。どちらの構成にも、4 つの Xe メディアエンジン、データセンター向けでは

業界初の AV1 ハードウェア・エンコーダーおよびアクセラレーター、GDDR6 メモリー、レイトレーシング・ユニット、ビル

トイン XMX AI アクセラレーションが付属しています。 

インテル® データセンター GPU フレックス・シリーズは、Xe-HPG GPU の派生品であり、インテル® データセンター GPU 

フレックス 170 は 2048 FP32 ALU ユニット/シェーダーコアを備えた合計 16 Xe-core の 4 つの Xe-HPG-slice で構成

されます。 

 
図 8: インテル® データセンター GPU フレックス・シリーズ 

データセンターにおけるクラウドゲーム、メディア・ストリーミング、およびビデオ分析アプリケーション向けのインテル® 

データセンター GPU フレックス・シリーズは、ハードウェア・アクセラレーションによる AV1 エンコーダーを備えているた

め、品質を損ねることなくビットレートを 30% 向上します。カードごとに 8 つの同時 4K ストリームまたは 30 以上の 

1080p ストリームをサポートします。AI モデルは、インテル® データセンター GPU フレックス・シリーズの Xe-core を利

用したデコードストリームに適用できます。 

メディア・ストリーミングおよび配信ソフトウェア・スタックは、AV1 を含むすべての主要なコーデックのデコードとエン

コードのアクセラレーションにインテル® oneVPL を採用しています。メディア配信事業者は、2 つの主要なメディア・フ
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レームワークである FFMPEG または GStreamer を選択でき、どちらもインテル® CPU とインテル® GPU 上でインテル® 

oneVPL によるアクセラレーションが可能です。 

メディアストリームのデコードとエンコードをアクセラレートするインテル® oneVPL と並行して、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、TensorFlow* や PyTorch* フレームワークの

推論モードをアクセラレートするのに有効な AI 最適化カーネル、または OpenVINO™ モデル・オプティマイザーや推論

エンジンを提供し、推論をさらに加速してユーザーのワークロードの展開をスピードアップします。 

4.11. 用語と構成のサマリー 

インテル® Iris® Xe GPU (第 12.7 世代以降) アーキテクチャーでは、第 9 世代から第 12 世代インテル® Core™ アーキテ

クチャーで使用された GPU 用語が変更されています。以下は、新旧の用語の対照表です。 

表 4: アーキテクチャー用語の変更 

古い用語 新しい用語 一般的な用語 新しい略語 

実行ユニット (EU) Xe ベクトルエンジン ベクトルエンジン XVE 

シストリック/「EU の DPAS 部分」 Xe 行列拡張 行列エンジン XMX 

サブスライス (SS) または 

デュアル・サブスライス (DSS) 

Xe-core NA XC 

スライス レンダースライス/計算スライス スライス SLC 

タイル スタック スタック STK 
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次の表は、インテル® Iris® Xe GPU ファミリー全体のハードウェア特性を示しています。 

表 5: Xe の構成 

アーキテクチャー Xe-LP (TGL✝) Xe-HPG  

(インテル® Arc™ 

A770) 

Xe-HPG  

(インテル® データ

センター GPU  

フレックス 170) 

Xe-HPC  

(PVC✝ 1 スタック) 

スライス数 1 8 4 4 

XC (DSS) 数 6 32 16 64 

XVE (EU)/XC 16 16 16 8 

XVE 数 96 512 256 512 

スレッド/XVE 7 8 8 8 

スレッド数 672 4096 4096 4096 

FLOPs/clk - 単精度、MAD 1536 8192 8192 16384 

FLOPs/clk - 倍精度、MAD NA NA NA 16384 

FLOPs/clk - FP16 

DP4AS 

NA 65536 65536 262144 

GTI 帯域幅 バイト/ 

非スライス – clk 

r:128、w:128 r:512、w:512 r:256、w:256 r:1024、w:1024 

LL キャッシュサイズ 3.84MB 16MB 8MB 最大 204MB 

SLM サイズ 6 x 128KB 32 x 128KB 16 x 128KB 64 x 128KB 

FMAD、SP (ops/XVE/clk) 8 8 8 16 

SQRT、SP (ops/XVE/clk) 2 2 2 4 
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5. GPU 実行モデル概要 

汎用 GPU (GPGPU) の計算モデルは、1 つ以上の計算デバイスに接続されたホストで構成されます。各計算デバイスは、

実行ユニット (EU) または Xe ベクトルエンジン (XVE) と呼ばれる多数の GPU 計算エンジン (CE) で構成されています。

また、計算デバイスは図 9 に示すように、キャッシュ、共有ローカルメモリー (SLM)、高帯域幅メモリー (HBM) などを含む

場合があります。アプリケーションは、ホスト上のソフトウェア (ホスト・フレームグラフごと) と、ホストから送出される

カーネルの組み合わせとして構築され、事前に定義された分岐ポイントで VE 上で実行されます。 

 
図 9: 汎用計算モデル 

GPGPU 計算アーキテクチャーは、ホストプログラムと、ホストで設定されたコンテキスト内で実行されるカーネルセット

の 2 つの異なる実行単位を含んでいます。ホストは、コマンドキューを介してこれらのカーネルと対話します。各デバイス

は独自のコマンドキューを保持することができます。コマンドキューにコマンドが投入されると、コマンドの依存関係が

チェックされ、計算ユニットクラスター内の VE で実行されます。コマンドの実行が完了すると、カーネルは「スレッドの終

了」メッセージによってライフサイクルの終了を通知します。 

GP 実行モデルでは、カーネルをどのようにスケジュールして実行するかを決定します。kernel-enqueue コマンドが実

行のためカーネルを送出するときに、コマンドはインデックス空間または N 次元のレンジを定義します。kernel-
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instance は、カーネルそしてカーネルに関連する引数値、およびインデックス空間を定義するパラメーターで構成され

ます。計算デバイスが kernel-instance を実行する際に、カーネル関数は定義されたインデックス空間、または N 次

元のレンジ内の各ポイントに対し実行されます。 

実行中のカーネル関数は work-item (ワーク項目) と呼ばれ、その集合を work-group (ワークグループ) と呼びます。計

算デバイスは、work-group によって work-item を管理します。それぞれの work-item は、グローバル ID、または work-

group ID と work-group 内のローカル ID の組み合わせで識別されます。 

work-group の概念は、基本的にグループ内の複数のユニット項目で同じカーネルを実行するものであり、データ並列計

算の本質であると考えられます。VE は、work-item を SIMD ベクトル形式で構成することで SIMD ベクトル上で同じカー

ネルを実行できるため、該当するアプリケーションの計算を高速化できます。 

デバイスは、各 work-group を任意の順番で計算できます。また、1 つの work-group 内の work-item は同時に実行さ

れますが、実行の順番は保証されません。バリアのような高レベルの work-group の同期機能は、work-group 内の各 

work-item に適用され、必要とされる同期ポイントを容易にします。このような work-group 機能は、work-group 内の

すべての work-item が正確に同じ work-group 機能に到達するように定義されなければなりません。 

同期はコマンドレベルでも発生する可能性があり、ホストのコマンドキューにあるコマンド間で同期が行われることがあ

ります。このモードでは、あるコマンドが別のコマンド、または複数のコマンドの実行ポイントに依存関係を持つことがあ

ります。 

プログラム内部のメモリー順序の制約に関する同期として、アトミックやフェンスがあります。これらの同期タイプは、特

定の work-item のメモリー操作をほかの work-item から見える方法を制御します。これにより、データ並列計算モデル

におけるマイクロレベルの同期ポイントが提供されます。 

インテル® GPU デバイスは、多数のベクトルエンジン (VE) を搭載し、それぞれの VE はマルチスレッドの SIMD プロセッ

サーです。コンパイラーは、ハードウェア・スレッド内で同時に実行される複数の work-item をマップする SIMD コードを

生成します。カーネルの SIMD 幅は、ヒューリスティックによりコンパイラーが選択します。一般的な SIMD 幅は、SIMD-8、

SIMD-16、SIMD-32 です。 

特定の SIMD 幅に対して、スレッド内のすべてのカーネル・インスタンスが同じ命令を実行する場合、SIMD レーンを最大

限に活用できます。カーネル・インスタンスの 1 つ以上が分岐先に分岐した場合、スレッドは分岐の 2 つの経路を実行し、

マスクによって結果をマージします。VE の分岐ユニットは、このような分岐や分岐の入れ子を記録します。 
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6. SYCL* スレッドのマップと GPU 占有率 

SYCL* 実行モデルは、インテル® アーキテクチャーを採用する GPU の抽象化ビューを提供します。SYCL* スレッド階層

は、work-item の 1、2、または 3 次元のグリッドで構成されます。これらの work-item は、work-group と呼ばれる同一

サイズのスレッドのグループにグループ化されます。そして、work-group のスレッドは、sub-group と呼ばれる同じサイ

ズのベクトルのグループに分割されます。 

work-item: work-item は、カーネルの並列実行のコレクションの 1 つを表します。 

sub-group: sub-group は、レングスが 8、16、32 の SIMD ベクトル、またはインテル® UHD グラフィックスを搭載する 

CPU のネイティブベクトル長の倍数として同時に処理される、短い範囲で連続した work-item を表します。 

work-group: work-group は、スレッド階層内の 1、2、または 3 次元のスレッドのセットです。SYCL* における work-

item 間の同期は、同一 work-group 内で work-item のバリアがある場合にのみ可能です。 

6.1. nd_range 

nd_range は、スレッド階層を 1、2、または 3 次元の work-group のグリッドに分割します。これは、各 work-group の

ローカルレンジであるグローバルレンジとして表現されます。 

図 10: スレッド階層 

図 10 は、nd-range、work-group、sub-group、および work-item の関係を示しています。 
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6.2. スレッドの同期 

SYCL* は、カーネル関数内で呼び出すことができる 2 つの同期メカニズムを提供します。どちらも、同じ work-group 内

の work-item に対し定義されます。SYCL* は、nd_range 全体のすべての work-item に対するカーネル内での同期メ

カニズムを提供していません。 

mem_fence は、work-group 内のすべての work-item 間のグローバルおよびローカル・メモリー・アクセスに対しメモ

リーフェンスを挿入します。 

barrier はメモリーフェンスを挿入して、すべての  work-item がその場所に達するまで、work-group 内のすべての 

work-item の実行をブロックします。 

6.3. work-group を Xe-core のサブスライスへマップ 

この章の残りでは、GPU リソースの占有率を最大化するために必要な、適切な work-group サイズの選択方法について

説明します。ここでは、実行ターゲットとして、Xe-LP GPU を搭載するインテル® プロセッサー (Tiger Lake♰) を使用します。

また、この例では、デュアル・サブスライスには Xe-core (XC)、実行ユニットには Xe ベクトルエンジン (XVE) という新しい

用語を使用しています。 

主なアーキテクチャー・パラメーター、インテル® UHD グラフィックスの表から、Xe-LP グラフィックス (TGL♰) GPU のアー

キテクチャー・パラメーターを以下にまとめます。 

表 6: Xe-LP (TGL✝) GPU 

 VE 数 スレッド数 操作 最大ワークグループ・サイズ 

各 Xe-core 16 7 × 16 = 112 112 × 8 = 896 512 

合計 16 × 6 = 96 112 × 6 = 672 896 × 6 = 5376 512 

最大 work-group サイズは、ハードウェアと GPU ドライバーによって制限されます。サポートされる work-group の最大

サイズは、device::get_info<cl::sycl::info::device::max_work_group_size>() で照会できます。 

簡単なカーネルの例を見ていきましょう: 

リスト 1: /examples/exec-model/simple.cpp 

1 auto command_group = 

2     [&](auto &cgh) { 

3       cgh.parallel_for(sycl::range<3>(64, 64, 64), // グローバルレンジ 

4                        [=](item<3> it) { 

5                          // (カーネルコード) 

6                        }) 

7     } 
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このカーネルには、64 x 64 x 64 の 3D レンジとして構造化された 262,144 個の work-item が含まれます。work-

group と sub-group サイズの選択は、コンパイラーに任されます。GPU スライスで使用可能な 5376 の並列操作を完全

に利用するには、コンパイラーが適切な work-group サイズを選択しなければなりません。 

最も重要な 2 つの GPU リソースは以下です。 

• スレッド・コンテキスト: カーネルには、GPU のスレッド・コンテキストを活用するのに十分な数のスレッドが必要

です。 

• SIMD ユニットと SIMD レジスター: カーネルは、work-item をベクトル化し、SIMD レジスターを利用するように

構成する必要があります。 

SYCL* カーネルでは、プログラマーはカーネルを適切な work-group サイズ、sub-group サイズに構造化し、効率良いベ

クトル実行のため work-item を構成することで、ワークの分散を調整できます。効率良いベクトルカーネルの記述方法に

ついては、別のセクションで説明します。この章では、work-group と sub-group のサイズの選択にのみ焦点を当てます。 

スレッド・コンテキストは SIMD ベクトルよりも容易に利用できます。従って、work-group 内のスレッド数を選択すること

から始めます。各 Xe-core には 112 のスレッド・コンテキストがありますが、カーネルが 8 でベクトル化されている場合 

(112 x 8 = 896 > 512)、すべてのスレッドを利用することができません。このことから、work-group 内のスレッドの最大

数は 64 (512/8) であることが分かります。各サブスライスは最大 16 の work-group を実行できるため、サブスライスを

完全に利用するには、work-group には少なくとも 8 つのスレッドが必要です (8 x 16 = 128 > 112)。従って、work-

group 内のスレッドの最小サイズは 8 である必要があります。 

SYCL* は work-group 内のスレッド数を直接設定するメカニズムを持っていません。ただし、work-group サイズと 

SIMD sub-group サイズからスレッド数を求めることができます。 

work-group サイズ = スレッド数 x SIMD sub-group サイズ 

カーネルに十分な数のレジスターがある限り、sub-group のサイズを増やすことができます。各 XVE には 8 つの 128 

ビット SIMD レジスターがあることに注意してください。この単純なカーネルには拡張の余地があります。sub-group サ

イズを増やす効果はループのアンロールに似ています。各 XVE は、サイクルごとに 8 つの 32 ビット操作を実行しますが、

work-group の 相 互 作 用 ご と の ワ ー ク 量 は  2 倍 も し く は  4 倍 に な り ま す 。 SYCL* で は 、 プ ロ グ ラ マ ー は 

intel::reqd_sub_group_size({8|16|32}) を使用して sub-group のサイズを明示的に指定し、コンパイラーの

選択をオーバーライドできます。 

次の表は、スレッド数の選択基準、TGL♰ ですべての GPU リソースを占有できる sub-group のサイズをまとめたものです。 
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表 7: 完全な占有率を達成する構成 

最大 

スレッド数 

最小サブグループ・

サイズ 

最大サブグループ・

サイズ 

最大ワークグループ・

サイズ 
条件 

64 8 32 512 
スレッド数 × サブグループ・

サイズ <= 512 

一般に、大きな work-group サイズを選択すると、work-group をディスパッチする回数を減らすことができる利点があり

ます。sub-group のサイズを大きくすると、work-group で必要なスレッド数を減らすことができますが、sub-group ごと

の待機時間が長くなり、レジスターの負荷が増加します。 

6.3.1. work-group 内での work-item の同期の影響 

work-item の同期を必要とするカーネルの例を示します。 

リスト 2: /examples/exec-model/barrier.cpp 

1 auto command_group = 

2     [&](auto &cgh) { 

3       cgh.parallel_for(nd_range(sycl::range(64, 64, 128), // グローバルレンジ 

4                                 sycl::range(1, R, 128)    // ローカルレンジ 

5                                 ), 

6                        [=](sycl::nd_item<3> item) { 

7                          // (カーネルコード) 

8                          // 内部同期 

9                          item.barrier(access::fence_space::global_space); 

10                          // (カーネルコード) 

11                        }) 

12     } 

このカーネルは、work-group バリアの同期が必要なことを除けば前の例と似ています。work-item の同期は、同じ 

work-group 内の work-item 間でのみ利用できます。プログラマーは、nd_range と nd_item を使用して work-

group のローカルレンジを選択する必要があります。同期は共有変数の  Xe-core SLM を使用して実装されるため、

work-group のすべての work-item を同じ Xe-core に割り当てなければなりません。これは、Xe-core の占有率とカーネ

ルのパフォーマンスに影響します。 

このカーネルの work-group のローカルレンジは、range(1, R, 128) として与えられます。sub-group サイズが 8 

であると仮定した場合、変数 R の値が VE の占有率にどのように影響するか確認してみます。R=1 の場合、ローカルグ

ループのレンジは (1, 1, 128) で、work-group のサイズは 128 です。使用可能なスレッド・コンテキストは 112 あります

が、work-group に割り当てられた Xe-core には 16 スレッドしか含まれていません (占有率が非常に低い)。ただし、シス

テムは 7 つの work-group を同じ Xe-core にディスパッチすることで、ディスパッチ数を増やすことと引き換えにスレッ

ドの占有率を高めることができます。 

R>4 の場合、work-group のサイズはシステムでサポートされる最大 work-group サイズ 512 を超えるため、カーネル

の起動に失敗します。R=4 の場合、Xe-core は 57% しか占有されておらず (4/7)、3 つの未使用スレッド・コンテキストは
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別の work-group に対応するには十分でなく、利用可能な VE の 43% が浪費されています。ドライバーは、未使用の Xe-

core に部分的な work-group をディスパッチできる可能性があることに注意してください。ただし、カーネルにはバリア

があるため、部分的にディスパッチされた work-item は残りの work-group がディスパッチされるまでバリアを通過でき

ません。多くの場合、カーネルは部分的なディスパッチによるパフォーマンスの恩恵を受けることはありません。従って、

work-group のサイズを適切に選択することが、この問題の回避につながります。 

次の表は、グループサイズ、スレッド数、Xe-core の利用率、および占有率間のトレードオフをまとめたものです。 

表 8: 各種構成での利用 

work-item 数 グループサイズ スレッド数 Xe-core 利用率 Xe-core 占有率 

64 × 64 × 128 = 524288 (R=1) 128 16 16/112 = 14% 100% (7 work-group) 

64 × 64 × 128 = 524288 (R=2)128 × 2 2×16 = 32 32/112 = 28.6% 86% (3 work-group) 

64 × 64 × 128 = 524288 (R=3)128 × 4 3×16 = 48 48/112 = 42.9% 86% (2 work-group) 

64 × 64 × 128 = 524288 (R=4)128×4 4×16 = 64 64/112 = 57% 57% 最大 

64 × 64 × 128 = 524288 (R>4) 640+   起動の失敗 

6.3.2. work-group 内のローカルメモリーの影響 

カーネルが work-group にローカルメモリーを割り当てる例を見てみましょう: 

リスト 3: /examples/exec-model/local.cpp 

1 auto command_group = 

2     [&](auto &cgh) { 

3       // ワーク間で共有されるローカルメモリー変数 

4       sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

5                      sycl::access::target::local> 

6           myLocal(sycl::range(R), cgh); 

7       cgh.parallel_for(nd_range(sycl::range<3>(64, 64, 128), // グローバルレンジ 

8                                 sycl::range<3>(1, R, 128)    // ローカルレンジ 

9                                 ), 

10                        [=](ngroup<3> myGroup) { 

11                          // (work group のコード) 

12                          myLocal[myGroup.get_local_id()[1]] = ... 

13                        }) 

14     } 

work-group のローカル変数は work-item 間で共有されるため、Xe-core の SLM に割り当てることができます。従って、

この work-group は、グループ内の同期と同様に単一の Xe-core に割り当てる必要があります。さらに、ローカル変数が 

Xe-core SLM の 64KB 容量内に収まるよう、いろいろなグループサイズでローカル変数のサイズを比較して検討する必

要があります。 
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6.3.3. 詳細例 

このセクションの最後では、単純なベクトル加算の例のバリエーションからハードウェアの占有率を検証してみます。Xe-

LP (TGl♰) GPU で指定されるリソース・パラメーターで、ベースとなるハードウェアとしてインテル® Iris® Xe グラフィックス 

(TGL♰) プラットフォームを使用します。 

リスト 4: /examples/exec-model/vec-add.cpp 

1 int VectorAdd1(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, 

2                IntArray &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size()}; 

4 

5   sycl::buffer a_buf(a); 

6   sycl::buffer b_buf(b); 

7   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

8 

9   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

10   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

11     // 入力アクセサー 

12     sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

13     sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

14     // 出力アクセサー 

15     sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

16 

17     h.parallel_for(num_items, [=](auto i) { 

18       for (int j = 0; j < iter; j++) 

19         sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; 

20     }); 

21   }); 

22   q.wait(); 

23   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

24   std::cout << "VectorAdd1 completed on device - took " << (end - start).count() 

25             << " u-secs\n"; 

26   return ((end - start).count()); 

27 } // VectorAdd1 の終わり 

上記の VectorAdd1 により、コンパイラーは work-group サイズと SIMD 幅を選択します。この場合、カーネルのレジス

ター・プレッシャーが低いことから、コンパイラーは work-group サイズ 512 と SIMD 幅 32 を選択します。 
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リスト 5: /examples/exec-model/vec-add.cpp 

1 int VectorAdd2(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, 

2                IntArray &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size()}; 

4 

5   sycl::buffer a_buf(a); 

6   sycl::buffer b_buf(b); 

7   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

8   size_t num_groups = groups; 

9   size_t wg_size = 512; 

10   // 512 の代わりに最大 wg_size を取得 size_t wg_size = 512; 

11   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

12   q.submit([&](auto &h) { 

13     // 入力アクセサー 

14     sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

15     sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

16     // 出力アクセサー 

17     sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

18 

19     h.parallel_for( 

20         sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), [= 

21     ](sycl::nd_item<1> index) [[intel::reqd_sub_group_size(32)]] { 

22           size_t grp_id = index.get_group()[0]; 

23           size_t loc_id = index.get_local_id(); 

24           size_t start = grp_id * mysize; 

25           size_t end = start + mysize; 

26           for (int i = 0; i < iter; i++) 

27             for (size_t i = start + loc_id; i < end; i += wg_size) { 

28               sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; 

29             } 

30         }); 

31   }); 

32   q.wait(); 

33   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

34   std::cout << "VectorAdd2<" << groups << "> completed on device - took " 

35             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 

36   return ((end - start).count()); 

37 } // VectorAdd2 の終わり 

上記の VectorAdd2 の例では、関数パラメーター・グループとして、work-group サイズ 512、SIMD 幅 32、および可変

数の work-group を明示的に指定しています。 

work-group 内に同期がない場合、スレッドを任意の work-group から任意のサブスライスにディスパッチできることが

判明しています。スレッド数を GPU で利用可能なスレッド・コンテキスト数で割ると、GPU ハードウェアの占有率を推測

することができます。次の表は、さまざまな引数の組み合わせで前述の 2 つのカーネルに、インテル® Iris® Xe アーキテク

チャー (TGL♰) パラメーターを指定して GPU ハードウェアの占有率を計算しています。 
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表 9: 占有率 

プログラム占有率 work-

group 数 

work-

item 数 

work-group 

サイズ 

SIMD work-group 

のスレッド数 

スレッド

数 

占有率 

VectorAdd1 53760 13.7M 512 32 16 430K 100% 

VectorAdd2<1> 1 512 512 32 16 16 16/672 = 2.4% 

VectorAdd2<2> 2 1024 512 32 16 32 32/672 = 4.8% 

VectorAdd2<3> 3 1536 512 32 16 48 48/672 = 7.1% 

VectorAdd2<4> 4 2048 512 32 16 64 64/672 = 9.5% 

VectorAdd2<5> 5 2560 512 32 16 80 80/672 = 11.9% 

VectorAdd2<6> 6 3072 512 32 16 96 96/672 = 14.3% 

VectorAdd2<7> 7 3584 512 32 16 112 112/672 = 16.7% 

VectorAdd2<8> 8 4096 512 32 16 128 128/672 = 19% 

VectorAdd2<12> 12 6144 512 32 16 192 192/672 = 28.6% 

VectorAdd2<16> 16 8192 512 32 16 256 256/672 = 38.1% 

VectorAdd2<20> 20 10240 512 32 16 320 320/672 = 47.7% 

VectorAdd2<24> 24 12288 512 32 16 384 384/672 = 57.1% 

VectorAdd2<28> 28 14336 512 32 16 448 448/672 = 66.7% 

VectorAdd2<32> 32 16384 512 32 16 512 512/672 = 76.2% 

VectorAdd2<36> 36 18432 512 32 16 576 576/672 = 85.7% 

VectorAdd2<40> 40 20480 512 32 16 640 640/672 = 95.2% 

VectorAdd2<42> 42 21504 512 32 16 672 672/672 = 100% 

VectorAdd2<44> 44 22528 512 32 16 704 100% 次に 4.7% 

VectorAdd2<48> 48 24576 512 32 16 768 100% 次に 14.3% 

次のインテル® VTune™ プロファイラーのグラフで、さまざまな work-group サイズの予測精度を確認します。グリッド

ビューでは実行全体の平均が示されるため、グリッドビューの数値は予測と異なることがあります。 

図 11: インテル® VTune™ プロファイラーで示される VectorAdd2 の占有率 
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次のタイムライン・ビューは一定期間の占有率を示しています。占有率メトリックは、カーネル実行の大部分で正確ですが、

各スレッドが実行を終了する時間が異なるため後半に向かって減少していきます。 

図 12: VectorAdd2 タイムライン・ビュー 

次に示す VectorAdd3 カーネルは上記のカーネルに似ていますが、2 つの点で異なります。 

1. テンプレート・パラメーターとして、work-group 数、work-group サイズと sub-group サイズをインスタンス化で

きます。これにより、スレッドの占有率に対する sub-group と work-group 数の影響を調査することができます。 

2. 長時間のワークを実行ユニットに常駐するようにすることで、カーネル内のワーク量が劇的に増加します。 

リスト 6: /examples/exec-model/vaddsync.cpp 

1 template <int groups, int wg_size, int sg_size> 

2 int VectorAdd3(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, 

3               IntArray &sum, int iter) { 

4   sycl::range num_items{a.size()}; 

5 

6   sycl::buffer a_buf(a); 

7   sycl::buffer b_buf(b); 

8   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

9   size_t num_groups = groups; 

10   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

11   q.submit([&](auto &h) { 

12     // 入力アクセサー 

13     sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

14     sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

15     // 出力アクセサー 

16     sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

17 

18     h.parallel_for( 

19         sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), [= 

20     ](sycl::nd_item<1> index) [[intel::reqd_sub_group_size(sg_size)]] { 

21           size_t grp_id = index.get_group()[0]; 

22           size_t loc_id = index.get_local_id(); 

23           size_t start = grp_id * mysize; 

24           size_t end = start + mysize; 

25           for (int i = 0; i < iter; i++) 

26             for (size_t i = start + loc_id; i < end; i += wg_size) { 

27               sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; 

28             } 

29         }); 

30   }); 

31   q.wait(); 

32   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

33   std::cout << "VectorAdd3<" << groups << "> completed on device - took " 
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34             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 

35   return ((end - start).count()); 

36 } // VectorAdd3 の終わり 

VectorAdd4 カーネルは、カーネル実行の開始時と終了時にバリア同期があることを除いて、前述の  VectorAdd3 

カーネルに類似しています。このバリアは機能的には必要ありませんが、ハードウェアでスレッドをスケジュールするのに

大きく影響します。 

リスト 7: /examples/exec-model/vaddsync.cpp 

1 template <int groups, int wg_size, int sg_size> 

2 int VectorAdd4(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, 

3                IntArray &sum, int iter) { 

4   sycl::range num_items{a.size()}; 

5 

6   sycl::buffer a_buf(a); 

7   sycl::buffer b_buf(b); 

8   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

9   size_t num_groups = groups; 

10   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

11   q.submit([&](auto &h) { 

12     // 入力アクセサー 

13     sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

14     sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

15     // 出力アクセサー 

16     sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

17 

18     h.parallel_for( 

19         sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), [= 

20     ](sycl::nd_item<1> index) [[intel::reqd_sub_group_size(sg_size)]] { 

21           index.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

22           size_t grp_id = index.get_group()[0]; 

23           size_t loc_id = index.get_local_id(); 

24           size_t start = grp_id * mysize; 

25           size_t end = start + mysize; 

26           for (int i = 0; i < iter; i++) { 

27             for (size_t i = start + loc_id; i < end; i += wg_size) { 

28               sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; 

29             } 

30           } 

31         }); 

32   }); 

33   q.wait(); 

34   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

35   std::cout << "VectorAdd4<" << groups << "> completed on device - took " 

36             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 

37   return ((end - start).count()); 

38 } // VectorAdd4 の終わり 

スレッドのスケジュール方法を説明するため、上記の 2 つのカーネルが、次のように 8 つの work-group、sub-group サ

イズ 8、および work-group サイズ 320 で呼び出されることを考えてみます。work-group サイズと sub-group サイズか

ら、ハードウェアは work-group ごとに 40 スレッドをスケジュールします。 
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リスト 8: /examples/exec-model/vaddsync.cpp 

1   Initialize(sum); 

2   VectorAdd3<8, 320, 8>(q, a, b, sum, 10000); 

3   Initialize(sum); 

4   VectorAdd4<8, 320, 8>(q, a, b, sum, 10000); 

次のインテル® VTune™ プロファイラーによるグラフは、VectorAdd3 と VectorAdd4 カーネルで測定された占有率を

示します。 

 
図 13: GPU 占有率、VectorAdd3、VectorAdd4 カーネル 

VectorAdd3 カーネルでは、占有率に 2 つのフェーズがあることが分かります。合計 672 スレッドの TGL♰ マシンで、最

初が 33.3% (224 スレッドを占有) で、その次は 14.3% (95 スレッドを占有) です。それぞれ 40 スレッドを持つ合計 8 つ

の work-group があることが判明しているため、6 つの work-group のスレッドがスケジュールされる 2 つのサブスライ

ス (それぞれ 112 スレッド) があると考えることができます。これは、最初のフェーズでは、4 つの work-group にそれぞ

れの 40 スレッドがスケジュールされ、2 つの work-group に 32 スレッドがスケジュールされていることを意味します。

それに続く 2 番目のフェーズでは、残りの 2 つの work-group に 40 スレッドがスケジュールされています。 

VectorAdd4 カーネルでは、占有率は 45.3% (304 スレッド)、39.3% (264 スレッド)、および 11.9% (80 スレッド) の 3 

つのフェーズがあります。最初のフェーズでは 8 つの work-group すべてが 3 つのサブスライスでスケジュールされてい

ます。2 つのサブスライスにはそれぞれ 112 スレッド (2 つの work-group で 80、1 つで 32) が割り当てられ、1 つのサ

ブスライスは 80 スレッドが割り当てられます (2 つの work-group から)。2 番目のフェーズでは、1 つの work-group が

実行を完了し、占有率は (304 - 40 = 264) となります。そして最後のフェーズで、2 つの work-group の残りの 8 スレッ

ドがスケジュールされ実行が完了します。 
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上記のカーネルをサブスライス内のスレッドがスレッド数の倍数になるように構成された、異なる work-group サイズで

実行した場合、以下の図のようにより多くの work-group がハードウェアを十分に活用してほぼ 100% の占有率を達成

することができます。 

リスト 9: /examples/exec-model/vaddsync.cpp 

1   Initialize(sum); 

2   VectorAdd3<24, 224, 8>(q, a, b, sum, 10000); 

3   Initialize(sum); 

4   VectorAdd4<24, 224, 8>(q, a, b, sum, 10000); 

このカーネルの実行は、スレッド数が多く、work-group サイズがサブスライス内のスレッド数の倍数であるため、スレッド

の占有率は異なります。この様子を以下のインテル® VTune™ プロファイラーにおけるスレッド占有率のメトリックに示し

ます。 

 
図 14: インテル® VTune™ プロファイラーにおけるスレッド占有率のメトリック 

スライスごとの占有率を調査する方法がまだないため、上記のスケジュールは、多くの占有率に基づく推測であることに

注意してください。 

上記のカーネルをさまざまな環境と設定の組み合わせで実行し、GPU ハードウェアが実行ユニットにソフトウェア・ス

レッドをどのようにスケジュールするか理解することができます。GPU ハードウェアを効率良く利用するには、work-

group の数に加えて、work-group と sub-group のサイズに注意する必要があります。 
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6.4. インテル® GPU の占有率計算 

要約すると、SYCL* work-group は通常、Xe-core にディスパッチされ、work-group 内のすべての work-item は、work-

group 内のスレッドバリアとメモリーフェンスによる同期のため、Xe-core の同じ SLM を共有します。VE ALU、SLM、およ

びスレッド・コンテキストが十分にあれば、複数の work-group を同じ Xe-core にディスパッチできます。 

利用可能なすべての Xe-core を完全に利用することで、高いパフォーマンスを得ることができます。カーネルの GPU 施

入率に影響するパラメーターは、work-group サイズと SIMD sub-group サイズであり、これは work-group 内のスレッ

ド数も決定します。 

インテル® GPU の占有率計算 (英語) を使用すると、指定されたカーネルとその work-group パラメーターに対する

インテル® GPU の占有率を計算できます。 

https://oneapi-src.github.io/oneAPI-samples/Tools/GPU-Occupancy-Calculator/index.html
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7. カーネル 

カーネルは oneAPI オフロードモデルの計算単位です。反復空間のカーネルを送信することで、指定するデータ・オブジェ

クトに計算を適用することを要求します。 

このセクションでは、カーネルのコーディング、送信、および実行に関連するトピックについて説明します。 

7.1. sub-group と SIMD ベクトル化 

ND-Range カーネルのインデックス空間は、work-group、sub-group、および work-item に分割されます。work-item 

は基本単位です。work-item の集合は sub-group を形成し、sub-group の集合は work-group を形成します。work-

item および work-group のハードウェア・ベクトル・エンジン (VE) へのマップは、実装に依存します。すべての work-

group は同時に実行されますが、リソースの可用性に応じて異なるタイミングで実行するようにスケジュールされること

もあります。work-group の実行は、ベースとなるハードウェアの能力に応じて、プリエンプトされる場合とされない場合

があります。同じ work-group 内の work-item は、同時に実行されることが保証されています。同じ sub-group 内の 

work-item は追加のスケジュールが保証されており、追加機能を利用できることがあります。 

sub-group は、同じ VE スレッドで実行されるグローバル・インデックス空間で連続する work-item の集合です。デバイ

ス・コンパイラーがカーネルをコンパイルする場合、複数の work-item がベクトル化によって sub-group にパックされる

ため、生成される SIMD 命令ストリームは複数の work-item を同時に実行できます。work-item を sub-group にパー

ティション化する場合、その粒度により大きなパフォーマンスの差が生じる可能性があります。 

sub-group の簡単な例を見てみましょう。 

リスト 10: /examples/sub-group/sub-group-0.cpp 

1   q.submit([&](auto &h) { 

2     sycl::stream out(65536, 256, h); 

3     h.parallel_for(sycl::nd_range(sycl::range{32}, sycl::range{32}), 

4                    [=](sycl::nd_item<1> it) { 

5                      int groupId = it.get_group(0); 

6                      int globalId = it.get_global_linear_id(); 

7                      sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

8                      int sgSize = sg.get_local_range()[0]; 

9                      int sgGroupId = sg.get_group_id()[0]; 

10                      int sgId = sg.get_local_id()[0]; 

11 

12                      out << "globalId = " << sycl::setw(2) << globalId 

13                          << " groupId = " << groupId 

14                          << " sgGroupId = " << sgGroupId << " sgId = " << sgId 

15                          << " sgSize = " << sycl::setw(2) << sgSize 

16                          << sycl::endl; 

17                    }); 

18   }); 
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この例の出力は次のようになります。 

Device: Intel(R) Gen12HP 

globalId = 0 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 0 sgSize = 16 

globalId = 1 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 1 sgSize = 16 

globalId = 2 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 2 sgSize = 16 

globalId = 3 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 3 sgSize = 16 

globalId = 4 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 4 sgSize = 16 

globalId = 5 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 5 sgSize = 16 

globalId = 6 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 6 sgSize = 16 

globalId = 7 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 7 sgSize = 16 

globalId = 16 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 0 sgSize = 16 

globalId = 17 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 1 sgSize = 16 

globalId = 18 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 2 sgSize = 16 

globalId = 19 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 3 sgSize = 16 

globalId = 20 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 4 sgSize = 16 

globalId = 21 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 5 sgSize = 16 

globalId = 22 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 6 sgSize = 16 

globalId = 23 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 7 sgSize = 16 

globalId = 8 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 8 sgSize = 16 

globalId = 9 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 9 sgSize = 16 

globalId = 10 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 10 sgSize = 16 

globalId = 11 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 11 sgSize = 16 

globalId = 12 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 12 sgSize = 16 

globalId = 13 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 13 sgSize = 16 

globalId = 14 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 14 sgSize = 16 

globalId = 15 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 15 sgSize = 16 

globalId = 24 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 8 sgSize = 16 

globalId = 25 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 9 sgSize = 16 

globalId = 26 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 10 sgSize = 16 

globalId = 27 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 11 sgSize = 16 

globalId = 28 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 12 sgSize = 16 

globalId = 29 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 13 sgSize = 16 

globalId = 30 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 14 sgSize = 16 

globalId = 31 groupId = 0 sgGroupId = 1 sgId = 15 sgSize = 16 

この例の sub-group は、work-item 数 16 または sub-group サイズ 16 を持っています。これは、各スレッドが同時に 

16 個の work-item を実行し、32 個の work-item が 2 つの VE スレッドで実行されることを意味しています。 

デフォルトでは、コンパイラーはデバイス固有の情報とヒューリスティックから sub-group サイズを決定します。ユーザー

は、カーネル属性 intel::reqd_sub_group_size を使用してコンパイラーの選択をオーバーライドすることで、

sub-group の最大サイズを変更できます。sub-group サイズを明示的に要求することでパフォーマンスが向上すること

があります。 
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リスト 11: /examples/sub-group/sub-group-1.cpp 

1   q.submit([&](auto &h) { 

2     sycl::stream out(65536, 256, h); 

3     h.parallel_for( 

4         sycl::nd_range(sycl::range{32}, sycl::range{32}), [= 

5     ](sycl::nd_item<1> it) [[intel::reqd_sub_group_size(32)]] { 

6           int groupId = it.get_group(0); 

7           int globalId = it.get_global_linear_id(); 

8           sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

9           int sgSize = sg.get_local_range()[0]; 

10           int sgGroupId = sg.get_group_id()[0]; 

11           int sgId = sg.get_local_id()[0]; 

12 

13           out << "globalId = " << sycl::setw(2) << globalId 

14               << " groupId = " << groupId << " sgGroupId = " << sgGroupId 

15               << " sgId = " << sgId << " sgSize = " << sycl::setw(2) << sgSize 

16               << sycl::endl; 

17         }); 

18   }); 

出力は次のようになります。 

   

Device: Intel(R) Gen12HP 

globalId = 0 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 0 sgSize = 32 

globalId = 1 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 1 sgSize = 32 

globalId = 2 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 2 sgSize = 32 

globalId = 3 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 3 sgSize = 32 

globalId = 4 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 4 sgSize = 32 

globalId = 5 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 5 sgSize = 32 

globalId = 6 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 6 sgSize = 32 

globalId = 7 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 7 sgSize = 32 

globalId = 8 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 8 sgSize = 32 

globalId = 9 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 9 sgSize = 32 

globalId = 10 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 10 sgSize = 32 

globalId = 11 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 11 sgSize = 32 

globalId = 12 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 12 sgSize = 32 

globalId = 13 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 13 sgSize = 32 

globalId = 14 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 14 sgSize = 32 

globalId = 15 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 15 sgSize = 32 

globalId = 16 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 16 sgSize = 32 

globalId = 17 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 17 sgSize = 32 

globalId = 18 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 18 sgSize = 32 

globalId = 19 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 19 sgSize = 32 

globalId = 20 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 20 sgSize = 32 

globalId = 21 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 21 sgSize = 32 

globalId = 22 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 22 sgSize = 32 

globalId = 23 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 23 sgSize = 32 

globalId = 24 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 24 sgSize = 32 

globalId = 25 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 25 sgSize = 32 

globalId = 26 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 26 sgSize = 32 

globalId = 27 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 27 sgSize = 32 

globalId = 28 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 28 sgSize = 32 

globalId = 29 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 29 sgSize = 32 

globalId = 30 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 30 sgSize = 32 

globalId = 31 groupId = 0 sgGroupId = 0 sgId = 31 sgSize = 32 
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有効な sub-group のサイズはデバイスによって異なります。デバイスを照会して次の情報を得られます。 

リスト 12: /examples/sub-group/sub-group-sizes.cpp 

1   std::cout << "Sub-group Sizes: "; 

2   for (const auto &s : 

3        q.get_device().get_info<sycl::info::device::sub_group_sizes>()) { 

4     std::cout << s << " "; 

5   } 

6   std::cout << std::endl; 

サポートされる有効な sub-group のサイズは以下です。 

Device: Intel(R) Gen12HP 

Subgroup Sizes: 8 16 32 

次に、sub-group を使用してパフォーマンスを向上する方法を示します。 

7.1.1. ベクトル化とメモリーアクセス 

インテル® グラフィックス・デバイスは複数の VE を搭載しており、各 VE はマルチスレッド SIMD プロセッサーです。コン

パイラーは、VE スレッドで同時に実行される sub-group に複数の work-item をパックする SIMD 命令を生成します。

SIMD 幅 (sub-group サイズ) は、デバイスの特性とヒューリスティックに基づいてコンパイラーによって選択されるか、

カーネルによって明示的に要求され、8、16、または 32 にできます。 

指定する SIMD 幅で SIMD レーンの使用率を最大化すると、最適な命令パフォーマンスが得られます。1 つ以上のレーン 

(またはカーネル・インスタンスや work-item) に分かれている場合、スレッドはパスが後続でマージされる前に両方の分

岐パスを実行するため、動的な命令数は増加します。SIMD の分散はパフォーマンスに影響します。コンパイラーは分散を

最適化しようとしますが、可能であればソースコードで分散を回避することが有益です。 

work-item のメモリーアクセスは、sub-group のメモリーアクセスや SIMD レーンの使い方に影響します。work-item の

連続したメモリーアクセスは、多くの場合最適とは言えません。次に例を示します。 
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リスト 13: /examples/sub-group/sub-group-2.cpp 

1   constexpr int N = 1024 * 1024; 

2   int *data = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

3 

4   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

5     h.parallel_for(sycl::nd_range(sycl::range{N / 16}, sycl::range{32}), 

6                    [=](sycl::nd_item<1> it) { 

7                      int i = it.get_global_linear_id(); 

8                      i = i * 16; 

9                      for (int j = i; j < (i + 16); j++) { 

10                        data[j] = -1; 

11                      } 

12                    }); 

13   }); 

14   q.wait(); 

この簡単なカーネルは 1024 x 1024 の整数配列を初期化します。各 work-item は連続した 16 個の整数を初期化しま

す。コンパイラーが sub-group サイズに 16 を選択したと仮定すると、各 sub-group またはスレッドで 16,256 個の整数

が初期化されます。ただし、SIMD レーン 16 のストアはスキャッターされます。 

work-item で 16 個の連続する整数を繰り返し初期化する代わりに、単一の SIMD 命令で 16 個の連続する整数を一度

に初期化する方が効果的です。 

リスト 14: /examples/sub-group/sub-group-3.cpp 

1   constexpr int N = 1024 * 1024; 

2   int *data = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

3 

4   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

5     h.parallel_for(sycl::nd_range(sycl::range{N / 16}, sycl::range{32}), 

6                    [=](sycl::nd_item<1> it) { 

7                      int i = it.get_global_linear_id(); 

8                      sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

9                      int sgSize = sg.get_local_range()[0]; 

10                      i = (i / sgSize) * sgSize * 16 + (i % sgSize); 

11                      for (int j = 0; j < sgSize * 16; j += sgSize) { 

12                        data[i + j] = -1; 

13                      } 

14                    }); 

15   }); 
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この例では、メモリー書き込みを行いますが、同じ手法をメモリー読み取りにも適用できます。 

リスト 15: /examples/sub-group/sub-group-4.cpp 

1  constexpr int N = 1024 * 1024; 

2  int *data = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

3  int *data2 = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

4  memset(data2, 0xFF, sizeof(int) * N); 

5 

6  auto e = q.submit([&](auto &h) { 

7    h.parallel_for(sycl::nd_range(sycl::range{N / 16}, sycl::range{32}), 

8                   [=](sycl::nd_item<1> it) { 

9                     int i = it.get_global_linear_id(); 

10                     i = i * 16; 

11                     for (int j = i; j < (i + 16); j++) { 

12                       data[j] = data2[j]; 

13                     } 

14                   }); 

15  }); 

このカーネルは、1024 x 1024 の整数配列を同じサイズの別の整数配列にコピーします。各 work-item は連続する 16 

個の整数をコピーします。ただし、data2 からの読み取りはギャザーされ、data へのストアはスキャッターされます。

work-item の代わりに各 sub-group で連続する整数を読み取って格納するようにコードを変更すると、より効率が高ま

ります。 

リスト 16: /examples/sub-group/sub-group-5.cpp 

1   constexpr int N = 1024 * 1024; 

2   int *data = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

3   int *data2 = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

4   memset(data2, 0xFF, sizeof(int) * N); 

5 

6   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

7     h.parallel_for(sycl::nd_range(sycl::range{N / 16}, sycl::range{32}), 

8                    [=](sycl::nd_item<1> it) { 

9                      int i = it.get_global_linear_id(); 

10                      sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

11                      int sgSize = sg.get_local_range()[0]; 

12                      i = (i / sgSize) * sgSize * 16 + (i % sgSize); 

13                      for (int j = 0; j < sgSize * 16; j += sgSize) { 

14                        data[i + j] = data2[i + j]; 

15                      } 

16                    }); 

17   }); 

インテル® グラフィックスには、メモリーブロックのロード/ストアに最適化された命令が用意されています。sub-group 

内の work-item が連続するメモリーブロックにアクセスする場合、sub-group ブロックのアクセス関数を使用して、これ

らのブロックでロード/ストア命令を利用できます。 
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リスト 17: /examples/sub-group/sub-group-6.cpp 

1   constexpr int N = 1024 * 1024; 

2   int *data = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

3   int *data2 = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

4   memset(data2, 0xFF, sizeof(int) * N); 

5 

6   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

7     h.parallel_for( 

8         sycl::nd_range(sycl::range{N / 16}, sycl::range{32}), [= 

9     ](sycl::nd_item<1> it) [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] { 

10          sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

11           sycl::vec<int, 8> x; 

12 

13           using global_ptr = 

14               sycl::multi_ptr<int, sycl::access::address_space::global_space>; 

15           int base = (it.get_group(0) * 32 + 

16                       sg.get_group_id()[0] * sg.get_local_range()[0]) * 

17                      16; 

18           x = sg.load<8>(global_ptr(&(data2[base + 0]))); 

19           sg.store<8>(global_ptr(&(data[base + 0])), x); 

20           x = sg.load<8>(global_ptr(&(data2[base + 128]))); 

21           sg.store<8>(global_ptr(&(data[base + 128])), x); 

22         }); 

23   }); 

sub-group サイズが明示的に 16 であることに気が付きましたか? sub-group 関数を利用する場合、コンパイラーの選

択をオーバーライドして sub-group サイズを常に期待通りにすることを推奨します。また、このドキュメントの公開時点

では、ブロックのロード/ストアは、現在のインテル® グラフィックスでは sub-group サイズ 32 が機能しないことに注意

してください。従って、明示的に要求するグループサイズは 16 以下である必要があります。 

7.1.2. データ共有 

sub-group 内の work-item は同一スレッドで実行されるため、データが各 work-item でプライベートであっても work-

item 間で共有する方が効率的です。sub-group でデータを共有する方が、共有ローカルメモリー (SLM) を使用して 

work-group 間でデータを共有するよりも効果的です。sub-group 内の work-item 間でデータを共有するもう 1 つの方

法は、シャッフル関数を使用することです。 
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リスト 18: /examples/sub-group/transpose.cpp 

1     constexpr size_t blockSize = 16; 

2     sycl::buffer<unsigned int, 2> m(matrix.data(), sycl::range<2>(N, N)); 

3 

4     auto e = q.submit([&](auto &h) { 

5       sycl::accessor marr(m, h); 

6       sycl::accessor<unsigned int, 2, sycl::access::mode::read_write, 

7                      sycl::access::target::local> 

8           barr1(sycl::range<2>(blockSize, blockSize), h); 

9       sycl::accessor<unsigned int, 2, sycl::access::mode::read_write, 

10                      sycl::access::target::local> 

11           barr2(sycl::range<2>(blockSize, blockSize), h); 

12 

13       h.parallel_for( 

14           sycl::nd_range<2>(sycl::range<2>(N / blockSize, N), 

15                             sycl::range<2>(1, blockSize)), 

16           [=](sycl::nd_item<2> it) [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] { 

17             int gi = it.get_group(0); 

18             int gj = it.get_group(1); 

19 

20             sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

21             int sgId = sg.get_local_id()[0]; 

22 

23             unsigned int bcol[blockSize]; 

24             int ai = blockSize * gi; 

25             int aj = blockSize * gj; 

26 

27             for (int k = 0; k < blockSize; k++) { 

28               bcol[k] = sg.load(marr.get_pointer() + (ai + k) * N + aj); 

29             } 

30 

31             unsigned int tcol[blockSize]; 

32             for (int n = 0; n < blockSize; n++) { 

33               if (sgId == n) { 

34                 for (int k = 0; k < blockSize; k++) { 

35                   tcol[k] = sg.shuffle(bcol[n], k); 

36                 } 

37               } 

38             } 

39 

40             for (int k = 0; k < blockSize; k++) { 

41               sg.store(marr.get_pointer() + (ai + k) * N + aj, tcol[k]); 

42             } 

43           }); 

44     }); 

このカーネルは 16 x 16 の行列を転置します。前述の例より複雑に見えますが、考え方は単純です。sub-group が 16 x 

16 のサブ行列をロードして、シャッフル関数を使用してサブ行列を転置します。サブ行列は 1 つだけ行列があるため、必

要となる sub-group は 1 つのみです。4096 x 4096 のような大きな行列も同様に転置できます。各 sub-group はサブ

行列をロードし、サブ行列は sub-group のシャッフル関数を使用して転置されます。これは演習として皆さんに任せます

ので、試してみてください。 

SYCL* で使用できる sub-group シャッフル関数にはいくつかのバリエーションがあります。それぞれのバリアントは、特

定デバイスの特定用途向けに最適化されています。独自の関数を作成せずに、これらの最適化された関数を利用すること

を推奨します (要件に一致する場合)。 
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7.1.3. sub-group サイズ vs. 最大 sub-group サイズ 

ここまでの例では、work-group のサイズは sub-group のサイズと、work-group のサイズおよび sub-group のサイズの

両方で割り切れます (2 の累乗)。work-group のサイズが最大 sub-group サイズで割り切れ、両方のサイズが 2 の累乗

である場合、sub-group サイズと最大 sub-group サイズは同じです。しかし、work-group サイズが sub-group サイズで

割り切れない場合はどうでしょう ? 次の例について考えてみます。 

リスト 19: /examples/sub-group/sg-max-size.cpp 

1   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

2     sycl::stream out(65536, 128, h); 

3     h.parallel_for( 

4         sycl::nd_range<1>(7, 7), [= 

5     ](sycl::nd_item<1> it) [[intel::reqd_sub_group_size(8)]] { 

6           int i = it.get_global_linear_id(); 

7           sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

8           int sgSize = sg.get_local_range()[0]; 

9           int sgMaxSize = sg.get_max_local_range()[0]; 

10           int sId = sg.get_local_id()[0]; 

11           int j = data[i]; 

12           int k = data[i + sgSize]; 

13           out << "globalId = " << i << " sgMaxSize = " << sgMaxSize 

14               << " sgSize = " << sgSize << " sId = " << sId << " j = " << j 

15               << " k = " << k << sycl::endl; 

16         }); 

17   }); 

18   q.wait(); 

この例の出力は次のようになります。 

globalId = 0 sgMaxSize = 8 sgSize = 7 sId = 0 j = 0 k = 7 

globalId = 1 sgMaxSize = 8 sgSize = 7 sId = 1 j = 1 k = 8 

globalId = 2 sgMaxSize = 8 sgSize = 7 sId = 2 j = 2 k = 9 

globalId = 3 sgMaxSize = 8 sgSize = 7 sId = 3 j = 3 k = 10 

globalId = 4 sgMaxSize = 8 sgSize = 7 sId = 4 j = 4 k = 11 

globalId = 5 sgMaxSize = 8 sgSize = 7 sId = 5 j = 5 k = 12 

globalId = 6 sgMaxSize = 8 sgSize = 7 sId = 6 j = 6 k = 13 

sub-group サイズは 7 ですが、最大 sub-group サイズは 8 のままです。sub-group の最大サイズは SIMD 幅であるた

め変更されませんが、sub-group 内の work-item は 8 未満であるため、sub-group のサイズは 7 となります。そのため、

work-group サイズが sub-group の最大サイズで割り切れない場合は注意が必要です。work-item が少ない最後の 

sub-group は、別の処理が必要な場合があります。 

7.2. 条件チェックを排除 

「sub-group と SIMD ベクトル化」で、SIMD の分散がパフォーマンスに影響する可能性を説明しました。sub-group 内の 

work-item がすべて同じ命令を実行すると、SIMD レーンを最大限活用できます。1 つ以上の work-item が分散パスで

処理される場合、マージする前に両方のパスが実行されなければなりません。 
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すべての条件チェックが分散を引き起こすわけではありませんが、通常、分散は条件チェックによって生じます。一部の条

件チェックは、SIMD の分散を引き起こさなくてもパフォーマンス・ハザードとなる可能性があります。一般に、条件チェッ

クを排除するとパフォーマンスの向上につながります。 

7.2.1. バッファーをパディングして条件チェックを排除 

共有ローカルメモリーの畳み込みの例を見てみましょう: 

リスト 20: /examples/slm/convolution-global.cpp 

1     sycl::buffer<int> ibuf(input.data(), N); 

2     sycl::buffer<int> obuf(output.data(), N); 

3     sycl::buffer<int> kbuf(kernel.data(), M); 

4 

5     auto e = q.submit([&](auto &h) { 

6       sycl::accessor iacc(ibuf, h, sycl::read_only); 

7       sycl::accessor oacc(obuf, h); 

8       sycl::accessor kacc(kbuf, h, sycl::read_only); 

9 

10       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(sycl::range{N}, sycl::range{256}), 

11                      [=](sycl::nd_item<1> it) { 

12                        int i = it.get_global_linear_id(); 

13                        int group = it.get_group()[0]; 

14                        int gSize = it.get_local_range()[0]; 

15 

16                        int t = 0; 

17                        int _M = static_cast<int>(M); 

18                        int _N = static_cast<int>(N); 

19 

20                        if ((group == 0) || (group == N / gSize - 1)) { 

21                          if (i < M / 2) { 

22                            for (int j = M / 2 - i, k = 0; j < M; j++, k++) { 

23                              t += iacc[k] * kacc[j]; 

24                            } 

25                          } else { 

26                            if (i + M / 2 >= N) { 

27                              for (int j = 0, k = i - M / 2; j < M / 2 + N - i; 

28                                   j++, k++) { 

29                                t += iacc[k] * kacc[j]; 

30                              } 

31                            } else { 

32                              for (int j = 0, k = i - M / 2; j < M; j++, k++) { 

33                                t += iacc[k] * kacc[j]; 

34                              } 

35                            } 

36                          } 

37                        } else { 

38                          for (int j = 0, k = i - M / 2; j < M; j++, k++) { 

39                            t += iacc[k] * kacc[j]; 

40                          } 

41                        } 

42 

43                        oacc[i] = t; 

44                      }); 

45     }); 
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入れ子になった if-then-else の条件チェックは、入力の最初と最後の 128 要素を処理するのに必要です。これにより、

インデックスが範囲外となることはありません。入力配列の最初と最後に 0 を埋めると、次のように条件チェックを安全に

排除できます。 

リスト 21: /examples/conditionals/convolution-global-conditionals.cpp 

1   std::vector<int> input(N + M / 2 + M / 2); 

2   std::vector<int> output(N); 

3   std::vector<int> kernel(M); 

4 

5   srand(2009); 

6   for (int i = M / 2; i < N + M / 2; ++i) { 

7     input[i] = rand(); 

8   } 

9 

10   for (int i = 0; i < M / 2; ++i) { 

11     input[i] = 0; 

12     input[i + N + M / 2] = 0; 

13   } 

14 

15   for (int i = 0; i < M; ++i) { 

16     kernel[i] = rand(); 

17   } 

18 

19   { 

20     sycl::buffer<int> ibuf(input.data(), N + M / 2 + M / 2); 

21     sycl::buffer<int> obuf(output.data(), N); 

22     sycl::buffer<int> kbuf(kernel.data(), M); 

23 

24     auto e = q.submit([&](auto &h) { 

25       sycl::accessor iacc(ibuf, h, sycl::read_only); 

26       sycl::accessor oacc(obuf, h); 

27       sycl::accessor kacc(kbuf, h, sycl::read_only); 

28 

29       h.parallel_for(sycl::nd_range(sycl::range{N}, sycl::range{256}), 

30                      [=](sycl::nd_item<1> it) { 

31                        int i = it.get_global_linear_id(); 

32                        int t = 0; 

33 

34                        for (int j = 0; j < M; j++) { 

35                          t += iacc[i + j] * kacc[j]; 

36                        } 

37 

38                        oacc[i] = t; 

39                      }); 

40     }); 

41     q.wait(); 

42 

43     size_t kernel_ns = (e.template get_profiling_info< 

44                             sycl::info::event_profiling::command_end>() - 

45                         e.template get_profiling_info< 

46                             sycl::info::event_profiling::command_start>()); 

47     std::cout << "Kernel Execution Time Average: total = " << kernel_ns * 1e-6 

48               << " msec" << std::endl; 

49   } 
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7.2.2. 条件チェックをリレーショナル関数に置き換える 

条件チェックをリレーショナル関数 (特にビルトイン・リレーショナル関数) に置き換えることで排除することもできます。

ビルトイン関数が提供される場合、それらの利用を推奨します。SYCL* は、select()、min()、max() など豊富なビルト

イン・リレーショナル関数セットを提供します。多くの場合、条件チェックをこれらの関数に置き換えることでパフォーマン

スを向上できます。 

畳み込みの例をもう一度考えてみましょう。if-then-else 条件チェックは、ビルトイン関数 min() と max() に置き

換えることができます。 

リスト 22: /examples/conditionals/convolution-global- conditionals-min-max.cpp 

1     sycl::buffer<int> ibuf(input.data(), N); 

2     sycl::buffer<int> obuf(output.data(), N); 

3     sycl::buffer<int> kbuf(kernel.data(), M); 

4 

5     auto e = q.submit([&](auto &h) { 

6       sycl::accessor iacc(ibuf, h, sycl::read_only); 

7       sycl::accessor oacc(obuf, h); 

8       sycl::accessor kacc(kbuf, h, sycl::read_only); 

9 

10       h.parallel_for(sycl::nd_range(sycl::range{N}, sycl::range{256}), 

11                      [=](sycl::nd_item<1> it) { 

12                        int i = it.get_global_linear_id(); 

13                        int t = 0; 

14                        int startj = sycl::max<int>(M / 2 - i, 0); 

15                        int endj = sycl::min<int>(M / 2 + N - i, M); 

16                        int startk = sycl::max<int>(i - M / 2, 0); 

17                        for (int j = startj, k = startk; j < endj; j++, k++) { 

18                          t += iacc[k] * kacc[j]; 

19                        } 

20                        oacc[i] = t; 

21                      }); 

22     }); 

7.3. レジスターのスピルを回避 

7.3.1. レジスターとパフォーマンス 

レジスターはメモリー階層における最速のストレージです。データを可能な限り長くレジスターに留めることは、パフォー

マンスにとって重要です。一方、レジスター数は限られており、メモリー空間よりもはるかに少ないデータしか保持できま

せん。例えば、現世代のインテル® GPU には、XVE スレッドごとに 32 バイト幅の汎用レジスターが 128 個備わっていま

す。コンパイラーはできるだけ多くの変数をレジスターに割り当てようとしますが、実行中の任意の時点では限られた数の

レジスターに少数の変数セットのみを割り当てることができます。すべての変数が同時に必要となるわけではなく、さまざ

まな変数のセットが処理経過とともに変わるため、レジスターは処理中にいろいろな変数を保持することになります。必

要とするすべての変数をレジスターに保持できない場合、レジスターがスピルする (溢れる) ことがあります。また、レジス

ターにある変数をメモリーに退避して、別の変数向けのスペースを確保する必要が生じる場合もあります。 
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SYCL* では、コンパイラーはレジスターに work-item のプライベート変数を割り当てます。sub-group 内の複数の 

work-item は、1 つの XVE スレッドにパックされます。デフォルトでは、コンパイラーは SIMD 幅または sub-group サイ

ズを決定するヒューリスティックの 1 つとしてレジスター・プレッシャーを考慮します。レジスター・プレッシャーが高いと、

sub-group サイズが小さくなる可能性があります。例えば、sub-group サイズが明示的に指定されていない場合、レジス

タースピルが発生するか特定の変数がレジスターに格納されないとサイズは 16 ではなく 8 になります。 

sub-group サイズや SIMD 幅が、ハードウェアの持つ最大値でない場合、ハードウェアが十分に活用されていないと考えら

れます。レジスターのスピルがホットなループ内で発生すると、パフォーマンスが大幅に低下する可能性があります。変数を

レジスターに格納していない場合、その変数へのアクセスによりメモリー・トラフィックが大幅に増加することがあります。 

コンパイラーはレジスターのスピルを回避もしくは最小化しようとしますが、開発者が最適化することで、コンパイラーの

適切な判断に役立ち、多くの場合パフォーマンスに良い結果をもたらします。 

7.3.2. 最適化手法 

レジスター・プレッシャーを減らすにはいくつかの方法があります。 

• 値を変数にロードしてからその変数を使用するまでの距離をなるべく短くします 

コンパイラーは命令をスケジュールして距離を最適化しますが、同じ変数へのロードと使用を近接させたり、ソース

内の依存関係を排除することで、コンパイラーの最適化に有効な作用をもたらすことがあります。 

• 過度なループアンロールを回避します 

ループアンロールは、コンパイラーによる命令スケジュールの最適化の可能性を高め、パフォーマンスの向上につ

ながります。しかし、アンロールによって使用される一時変数がレジスター割り当てのプレッシャーを高め、レジス

タースピルを引き起こす可能性があります。ループアンロールの有無、およびアンロールの回数を比較して、ルー

プをアンロールするかまたその回数を決定してください。 

• USM ポインターを推奨します。 

バッファーアクセサーは、USM ポインターよりも多くのスペースを使用します。USM ポインターとバッファーアクセ

サーを選択可能な場合は、USM ポインターを選択します。 

• 低いコストで求められる値はその都度計算します。そうしないと、レジスターに長期間保持されることになります。 

• 可能であれば、大きな配列や構造体の利用は避けてください。 

例えば、sycl::float4: の配列 sycl::float4 v[8]; が 4 つの float 配列、float x[8]、float 

y[8]、float z[8]、float w[8]; に分割可能であれば、float の 4 つの配列のすべて、または一部が 

sycl::float4 の配列よりもレジスターに割り当てられる可能性が高くなります。 

• 多くのループを複数の小さなループに分解して、同時に利用される変数の数を減らすことができます。 

• 可能な限り小さなデータタイプを使用します。 
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• Private 変数を volatile として宣言してはなりません。 

• sub-group でレジスターを共有します。 

• 可能であれば、sub-group ブロックのロード/ストアを使用します。 

• 共有ローカルメモリーを使用します。 

上記はすべてを網羅しているわけではありません。この章の残りでは、上記の手法の特に最後の 3 つを適用する例を示し

ます。 

7.3.3. 小さなデータタイプを選択 

リスト 23: /examples/registers/histogram32-long.cpp 

1   constexpr int blockSize = 256; 

2   constexpr int NUM_BINS = 32; 

3 

4   std::vector<unsigned long> hist(NUM_BINS, 0); 

5   sycl::buffer<unsigned long, 1> mbuf(input.data(), N); 

6   sycl::buffer<unsigned long, 1> hbuf(hist.data(), NUM_BINS); 

7 

8   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

9     sycl::accessor macc(mbuf, h, sycl::read_only); 

10     auto hacc = hbuf.get_access<sycl::access::mode::atomic>(h); 

11     h.parallel_for( 

12         sycl::nd_range(sycl::range{N / blockSize}, sycl::range{64}), [= 

13     ](sycl::nd_item<1> it) [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] { 

14           int group = it.get_group()[0]; 

15           int gSize = it.get_local_range()[0]; 

16           sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

17           int sgSize = sg.get_local_range()[0]; 

18           int sgGroup = sg.get_group_id()[0]; 

19 

20           unsigned long 

21               histogram[NUM_BINS]; // 分布図の値域は、レジスターに格納するには 

22                                    // ストレージを消費しすぎます 

23           for (int k = 0; k < NUM_BINS; k++) { 

24             histogram[k] = 0; 

25           } 

26           for (int k = 0; k < blockSize; k++) { 

27             unsigned long x = 

28                 sg.load(macc.get_pointer() + group * gSize * blockSize + 

29                         sgGroup * sgSize * blockSize + sgSize * k); 

30 #pragma unroll 

31             for (int i = 0; i < 8; i++) { 

32               unsigned int c = x & 0x1FU; 

33               histogram[c] += 1; 

34               x = x >> 8; 

35             } 

36           } 

37 

38           for (int k = 0; k < NUM_BINS; k++) { 

39             hacc[k].fetch_add(histogram[k]); 

40           } 

41         }); 

42   }); 
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この例では 32 値域の分布図を計算します。各 work-item には、unsigned long データタイプの 32 個のプライベー

ト値域があります。大きなストレージが必要であるため、プライベート値域をレジスターに格納できずパフォーマンスが低

下します。 

blockSize が 256 である場合、各プライベート分布図の値域の最大値は、unsigned int を超えることはありません。

プライベート分布図の値域を unsigned long から unsigned int にしてレジスター・プレッシャーを減らし、プライ

ベート値域をレジスターに収めることができます。これは簡単な変更ですがパフォーマンスに大きな影響を与えます。 

リスト 24: /examples/registers/histogram32-int.cpp 

1   constexpr int blockSize = 256; 

2   constexpr int NUM_BINS = 32; 

3 

4   std::vector<unsigned long> hist(NUM_BINS, 0); 

5 

6   sycl::buffer<unsigned long, 1> mbuf(input.data(), N); 

7   sycl::buffer<unsigned long, 1> hbuf(hist.data(), NUM_BINS); 

8 

9   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

10     sycl::accessor macc(mbuf, h, sycl::read_only); 

11     auto hacc = hbuf.get_access<sycl::access::mode::atomic>(h); 

12     h.parallel_for( 

13         sycl::nd_range(sycl::range{N / blockSize}, sycl::range{64}), [= 

14     ](sycl::nd_item<1> it) [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] { 

15           int group = it.get_group()[0]; 

16           int gSize = it.get_local_range()[0]; 

17           sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

18           int sgSize = sg.get_local_range()[0]; 

19           int sgGroup = sg.get_group_id()[0]; 

20 

21           unsigned int histogram[NUM_BINS]; // 分布図の値域はデータタイプが小さいほど 

22                                             // ストレージの使用量が少なくなります 

23           for (int k = 0; k < NUM_BINS; k++) { 

24             histogram[k] = 0; 

25           } 

26           for (int k = 0; k < blockSize; k++) { 

27             unsigned long x = 

28                 sg.load(macc.get_pointer() + group * gSize * blockSize + 

29                         sgGroup * sgSize * blockSize + sgSize * k); 

30 #pragma unroll 

31             for (int i = 0; i < 8; i++) { 

32               unsigned int c = x & 0x1FU; 

33               histogram[c] += 1; 

34               x = x >> 8; 

35             } 

36           } 

37 

38           for (int k = 0; k < NUM_BINS; k++) { 

39             hacc[k].fetch_add(histogram[k]); 

40           } 

41         }); 

42   }); 
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7.3.4. プライベート変数を volatile として宣言しない 

前述のコード例を少し変更します。 

リスト 25: /examples/registers/histogram32-int-volatile.cpp 

1   constexpr int blockSize = 256; 

2   constexpr int NUM_BINS = 32; 

3 

4   std::vector<unsigned long> hist(NUM_BINS, 0); 

5 

6   sycl::buffer<unsigned long, 1> mbuf(input.data(), N); 

7   sycl::buffer<unsigned long, 1> hbuf(hist.data(), NUM_BINS); 

8 

9   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

10     sycl::accessor macc(mbuf, h, sycl::read_only); 

11     auto hacc = hbuf.get_access<sycl::access::mode::atomic>(h); 

12     h.parallel_for( 

13         sycl::nd_range(sycl::range{N / blockSize}, sycl::range{64}), [= 

14     ](sycl::nd_item<1> it) [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] { 

15           int group = it.get_group()[0]; 

16           int gSize = it.get_local_range()[0]; 

17           sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

18           int sgSize = sg.get_local_range()[0]; 

19           int sgGroup = sg.get_group_id()[0]; 

20 

21           volatile unsigned int 

22               histogram[NUM_BINS]; // volatile 変数はレジスターに 

23                                    // 割り当てられません 

24 

25           for (int k = 0; k < NUM_BINS; k++) { 

26             histogram[k] = 0; 

27           } 

28           for (int k = 0; k < blockSize; k++) { 

29             unsigned long x = 

30                 sg.load(macc.get_pointer() + group * gSize * blockSize + 

31                         sgGroup * sgSize * blockSize + sgSize * k); 

32 #pragma unroll 

33             for (int i = 0; i < 8; i++) { 

34               unsigned int c = x & 0x1FU; 

35               histogram[c] += 1; 

36               x = x >> 8; 

37             } 

38           } 

39 

40           for (int k = 0; k < NUM_BINS; k++) { 

41             hacc[k].fetch_add(histogram[k]); 

42           } 

43         }); 

44   }); 

プライベート histogram 配列は、volatile 配列として認識されます。volatile 変数は揮発性であるため、レジス

ターに保持されません。実際には、histogram のプライベート配列が volatile である理由はありません。プライベー

ト変数が揮発性である必要があるのであれば、それはもはやプライベートではありません。 
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7.3.5. sub-group でレジスターを共有 

次に分布図の値域を 256 に増やします。 

リスト 26: /examples/registers/histogram256-int.cpp 

1   constexpr int blockSize = 256; 

2   constexpr int NUM_BINS = 256; 

3 

4   std::vector<unsigned long> hist(NUM_BINS, 0); 

5 

6   sycl::buffer<unsigned long, 1> mbuf(input.data(), N); 

7   sycl::buffer<unsigned long, 1> hbuf(hist.data(), NUM_BINS); 

8 

9   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

10     sycl::accessor macc(mbuf, h, sycl::read_only); 

11     auto hacc = hbuf.get_access<sycl::access::mode::atomic>(h); 

12     h.parallel_for( 

13         sycl::nd_range(sycl::range{N / blockSize}, sycl::range{64}), [= 

14     ](sycl::nd_item<1> it) [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] { 

15           int group = it.get_group()[0]; 

16           int gSize = it.get_local_range()[0]; 

17           sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

18           int sgSize = sg.get_local_range()[0]; 

19           int sgGroup = sg.get_group_id()[0]; 

20 

21           unsigned int 

22               histogram[NUM_BINS]; // histogram の値域は、レジスターに格納するには 

23                                    // ストレージを消費しすぎます 

24           for (int k = 0; k < NUM_BINS; k++) { 

25             histogram[k] = 0; 

26           } 

27           for (int k = 0; k < blockSize; k++) { 

28             unsigned long x = 

29                 sg.load(macc.get_pointer() + group * gSize * blockSize + 

30                         sgGroup * sgSize * blockSize + sgSize * k); 

31 #pragma unroll 

32             for (int i = 0; i < 8; i++) { 

33               unsigned int c = x & 0x1FU; 

34               histogram[c] += 1; 

35               x = x >> 8; 

36             } 

37           } 

38 

39           for (int k = 0; k < NUM_BINS; k++) { 

40             hacc[k].fetch_add(histogram[k]); 

41           } 

42         }); 

43   }); 

256 個の分布図値域では、データタイプが unsigned int でもパフォーマンスは低下します。各 work-item のプライ

ベート値域のストレージは、レジスターに格納するには大きすぎます。 
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図 15: 各 work-item が 256 個のプライベート分布図値域を持つ 

sub-group サイズが 16 である場合、16 個の work-item が 1 つの EU スレッドにパックされていることが分かります。

また、同じ sub-group の work-item は相互に効率良く通信およびデータ共有できることが判明しています。同じ sub-

group 内の work-item がプライベート分布図の値域を供する場合、sub-group 全体で 256 個のプライベート値域が、

または work-item には 16 個のプライベート値域が必要になります。 

 
図 16: sub-group が 256 個のプライベート分布図値域を持つ 

sub-group の分布図値域を共有するには、各 work-item は入力データを同じ sub-group のすべての work-item にブ

ロードキャストします。対応する分布図値域を所有する work-item が更新を行います。 
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リスト 27: /examples/registers/histogram256-int-shared-private.cpp 

1   constexpr int blockSize = 256; 

2   constexpr int NUM_BINS = 256; 

3 

4   std::vector<unsigned long> hist(NUM_BINS, 0); 

5 

6   sycl::buffer<unsigned long, 1> mbuf(input.data(), N); 

7   sycl::buffer<unsigned long, 1> hbuf(hist.data(), NUM_BINS); 

8 

9   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

10     sycl::accessor macc(mbuf, h, sycl::read_only); 

11     auto hacc = hbuf.get_access<sycl::access::mode::atomic>(h); 

12     h.parallel_for( 

13         sycl::nd_range(sycl::range{N / blockSize}, sycl::range{64}), [= 

14     ](sycl::nd_item<1> it) [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] { 

15           int group = it.get_group()[0]; 

16           int gSize = it.get_local_range()[0]; 

17           sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

18           int sgSize = sg.get_local_range()[0]; 

19           int sgGroup = sg.get_group_id()[0]; 

20 

21           unsigned int 

22               histogram[NUM_BINS / 16]; // histogram の値域をレジスターに格納するには 

23                                         // ストレージを消費しすぎます 

24           for (int k = 0; k < NUM_BINS / 16; k++) { 

25             histogram[k] = 0; 

26           } 

27           for (int k = 0; k < blockSize; k++) { 

28             unsigned long x = 

29                 sg.load(macc.get_pointer() + group * gSize * blockSize + 

30                         sgGroup * sgSize * blockSize + sgSize * k); 

31 // subgroup サイズは 16 

32 #pragma unroll 

33             for (int j = 0; j < 16; j++) { 

34               unsigned long y = sycl::group_broadcast(sg, x, j); 

35 #pragma unroll 

36               for (int i = 0; i < 8; i++) { 

37                 unsigned int c = y & 0xFF; 

38                 // (c & 0xF) は値域が存在する work-item です。 

39                 // (c >> 4) は値域のインデックスです。 

40                 if (sg.get_local_id()[0] == (c & 0xF)) { 

41                   histogram[c >> 4] += 1; 

42                 } 

43                 y = y >> 8; 

44               } 

45             } 

46           } 

47 

48           for (int k = 0; k < NUM_BINS / 16; k++) { 

49             hacc[16 * k + sg.get_local_id()[0]].fetch_add(histogram[k]); 

50           } 

51         }); 

52   }); 
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7.3.6. sub-goup ブロックのロード/ストアを使用 

メモリーブロックのロード/ストアはベクトル化されます。ベクトルロード/ストア命令の各レーンには、固有のアドレスと

データがあります。アドレスとデータの両方がレジスター空間を持ちます。以下に例を示します。 

リスト 28: /examples/registers/non-block-load-store.cpp 

1  constexpr int N = 1024 * 1024; 

2  int *data = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

3  int *data2 = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

4  memset(data2, 0xFF, sizeof(int) * N); 

5 

6  auto e = q.submit([&](auto &h) { 

7    h.parallel_for(sycl::nd_range(sycl::range{N}, sycl::range{32}), 

8                   [=](sycl::nd_item<1> it) { 

9                     int i = it.get_global_linear_id(); 

10                     data[i] = data2[i]; 

11                   }); 

12  }); 

メモリーは、data[i] = data2[i]; 文でロードおよびストアされます。これは、ベクトル化され、各ベクトルレーンは

独自のアドレスを持ちます。SIMD 幅または sub-group サイズが 16 であると仮定すると、16 レーンのアドレスの合計レ

ジスター空間は、128 バイトになります。各 GRF レジスターが 32 バイト幅である場合、アドレスには 4 つの GRF レジス

ターが必要です。 

アドレスが連続しているため。sub-group ブロックのロード/ストアのビルトインを使用することで、アドレスレジスター空

間を節約できます。 
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リスト 29: /examples/registers/block-load-store.cpp 

1  constexpr int N = 1024 * 1024; 

2  int *data = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

3  int *data2 = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

4  memset(data2, 0xFF, sizeof(int) * N); 

5 

6  auto e = q.submit([&](auto &h) { 

7    h.parallel_for( 

8        sycl::nd_range(sycl::range{N}, sycl::range{32}), 

9        [=](sycl::nd_item<1> it) [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] { 

10          sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

11          int x; 

12 

13          using global_ptr = 

14              sycl::multi_ptr<int, sycl::access::address_space::global_space>; 

15          int base = (it.get_group(0) * 32 + 

16                      sg.get_group_id()[0] * sg.get_local_range()[0]); 

17          x = sg.load(global_ptr(&(data2[base + 0]))); 

18          sg.store(global_ptr(&(data[base + 0])), x); 

19        }); 

20  }); 

x = sg.load(global_ptr(&(data2[base + 0]))); 

sg.store(global_ptr(&(data[base + 0])), x); 

上記の文は、連続したメモリーブロックをロード/ストアしますが、コンパイラーはこの 2 つの文を特別なメモリーブロッ

クのロード/ストア命令にコンパイルします。そして。連続したメモリーブロックであるため、必要となるのはブロックの開

始アドレスのみです。これにより、レジスター空間の 128 バイトではなく 8 バイト、または最大で 1 つのレジスターが各ブ

ロックのロード/ストアのアドレスとして使用されます。 

7.3.7. 共有ローカルメモリーを使用 

例えば、分布図値域を 1024 に増やすと、プライベート値域が同じ sub-group で共有されていても、プライベート値域向

けのレジスタースペースが足りなくなります。メモリー・トラフィックを軽減するには、ローカル分布図値域を共有ローカル

メモリーに割り当てて、同じ work-group 内の work-item で共有します。次の「共有ローカルメモリー」の項で分布図の

例を確認してください。 
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7.4. 共有ローカルメモリー 

ほとんどのケースでは、work-item はデータを共有して相互に通信を行う必要があります。一方、すべての work-group 

内のすべての work-item はグローバルメモリーにアクセスできることから、データ共有と通信はグローバルメモリー経

由で行うことができます。ただし、グローバルメモリーの帯域幅は低く、レイテンシーが長いため共有と通信の効率は低下

します。ベクトルエンジン (VE) スレッドが同時に実行する sub-group 内の work-item は、データを共有して互いに効率

良く通信できますが、sub-group 内の work-item 数は少ないため共有と通信の範囲は限定されます。広範囲の work-

item にアクセスできる高い帯域幅の低レイテンシーのメモリーは、work-item 間のデータ共有と通信には理想的です。

インテル® GPU に搭載される共有ローカルメモリー (SLM) は、そのような用途向けに設計されています。 

インテル® GPU の各 Xe-core には個別の SLM があります。SLM へのアクセスは、Xe-core 内の VE、または同じ Xe-core 

の VE で実行されるようにスケジュールされた同じ work-group 内の work-item に限定されます。これは Xe-core (また

は work-group) に対してローカルであり、同じ Xe-core (または同じ work-group 内の work-item) 内の VE によって共

有されるため SLM と呼ばれます。SLM は各 Xe-core でオンチップであるため、グローバルメモリーよりもはるかに高い

帯域幅と低いレイテンシーを持っています。また、SLM は work-group 内のすべての work-item にアクセスできることか

ら、work-group サイズに応じて数百の work-item 間のデータ共有と通信に対応できます。 

SLM は work-group が管理するキャッシュであると考えることができます。work-group が開始されると、work-group 

内の work-item はグローバルメモリーから SLM にデータを明示的にロードでき、データを高速にアクセスするため 

work-group のライフタイム中 SLM に保持できます。work-group が終了する前に、明示的に work-item によって SLM 

内のデータをグローバルメモリーに書き戻すことができます。work-group の実行が完了すると、SLM のデータも失われ

無効化されます。SLM とグローバルメモリー間の整合性を保つのはプログラマーの責任です。適切に SLM を使用するこ

とでパフォーマンスを大幅に向上できます。 

7.4.1. 共有ローカルメモリーのサイズと work-group サイズ 

オンチップの SLM のサイズは限定されます。work-group で利用可能なメモリー量はデバイスによって異なりますが、デ

バイスに照会することで確認できます。以下に例を示します。 

リスト 30: /examples/slm/slm-size.cpp 

1   std::cout << "Local Memory Size: " 

2             << q.get_device().get_info<sycl::info::device::local_mem_size>() 

3             << std::endl; 

出力は以下のようになります。 

Local Memory Size: 65536 
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サイズはバイト単位です。この GPU デバイスには、work-group ごとに 65,536 バイト (64KB) の SLM があることが分か

ります。 

work-group が利用できる最大 SLM サイズを知ることが重要です。多くの場合、work-group で利用可能な SLM の合計

サイズは、work-group 内の work-item 数で一定ではない関数です。SLM の最大数は、グループ内の work-item の総数、

つまり work-group サイズを制限することがあります。例えば、最大 SLM サイズが 64KB で、それぞれの work-item が 

512 バイトの SLM を必要とする場合、最大 work-group サイズが 128 を超えることはありません。 

7.4.2. バンク競合 

SLM は、高帯域幅で同時アクセス可能な同じサイズのメモリーバンクに分割されます。バンクの合計数はデバイスによっ

て異なります。このドキュメントの公開時点では、連続する 64 バイトが 4 バイト (32 ビット) の粒度で 16 個のバンクに

格納されます。異なるバンクへのアクセス要求は並行して処理できますが、同一バンクの異なるアドレス要求はバンク競

合を発生させシリアル化されます。バンク競合はパフォーマンスに悪影響を及ぼします。次の例について考えてみます。 

リスト 31: /examples/slm/slm-bank-s16.cpp 

1   constexpr int N = 32; 

2   int *data = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

3 

4   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

5     sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

6                    sycl::access::target::local> 

7         slm(sycl::range(32 * 64), h); 

8     h.parallel_for(sycl::nd_range(sycl::range{N}, sycl::range{32}), 

9                    [=](sycl::nd_item<1> it) { 

10                      int i = it.get_global_linear_id(); 

11                      int j = it.get_local_linear_id(); 

12 

13                      slm[j * 16] = 0; 

14                      it.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

15 

16                      for (int m = 0; m < 1024 * 1024; m++) { 

17                        slm[j * 16] += i * m; 

18                        it.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

19                      } 

20 

21                       data[i] = slm[j * 16]; 

22                    }); 

23   }); 

バンク数が 16 である場合、上記のすべての work-item は、同じバンクの異なるアドレスの読み取りと書き込みを行いま

す。それぞれのバンクのメモリー帯域幅は全体の 1/16 になります。 

次の例では、SLM バンクの競合がなく、すべての work-item が異なるバンクの異なるアドレスを読み書きするためメモ

リー帯域幅を完全に活用します。 
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リスト 32: /examples/slm/slm-bank-s1.cpp 

1   constexpr int N = 32; 

2   int *data = sycl::malloc_shared<int>(N, q); 

3 

4   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

5     sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

6                    sycl::access::target::local> 

7         slm(sycl::range(32 * 64), h); 

8     h.parallel_for(sycl::nd_range(sycl::range{N}, sycl::range{32}), 

9                    [=](sycl::nd_item<1> it) { 

10                      int i = it.get_global_linear_id(); 

11                      int j = it.get_local_linear_id(); 

12 

13                      slm[j] = 0; 

14                      it.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

15 

16                      for (int m = 0; m < 1024 * 1024; m++) { 

17                        slm[j] += i * m; 

18                        it.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

19                      } 

20 

21                      data[i] = slm[j]; 

22                    }); 

23   }); 

7.4.3. データ共有と work-group バリア 

「レジスターのスピルを回避」の項の 256 値域のヒストグラムの例を見直してみましょう。 

リスト 33: /examples/registers/histogram256-int-shared-private.cpp 

1   constexpr int blockSize = 256; 

2   constexpr int NUM_BINS = 256; 

3 

4   std::vector<unsigned long> hist(NUM_BINS, 0); 

5 

6   sycl::buffer<unsigned long, 1> mbuf(input.data(), N); 

7   sycl::buffer<unsigned long, 1> hbuf(hist.data(), NUM_BINS); 

8 

9   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

10     sycl::accessor macc(mbuf, h, sycl::read_only); 

11     auto hacc = hbuf.get_access<sycl::access::mode::atomic>(h); 

12     h.parallel_for( 

13         sycl::nd_range(sycl::range{N / blockSize}, sycl::range{64}), [= 

14     ](sycl::nd_item<1> it) [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] { 

15           int group = it.get_group()[0]; 

16           int gSize = it.get_local_range()[0]; 

17           sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

18           int sgSize = sg.get_local_range()[0]; 

19           int sgGroup = sg.get_group_id()[0]; 

20 

21           unsigned int 

22               histogram[NUM_BINS / 16]; // histogram はレジスターに格納するには 

23                                         // ストレージを消費しすぎます 

24           for (int k = 0; k < NUM_BINS / 16; k++) { 

25             histogram[k] = 0; 

26           } 

27           for (int k = 0; k < blockSize; k++) { 
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28             unsigned long x = 

29                 sg.load(macc.get_pointer() + group * gSize * blockSize + 

30                         sgGroup * sgSize * blockSize + sgSize * k); 

31 // subgroup サイズは 16 

32 #pragma unroll 

33             for (int j = 0; j < 16; j++) { 

34               unsigned long y = sycl::group_broadcast(sg, x, j); 

35 #pragma unroll 

36               for (int i = 0; i < 8; i++) { 

37                 unsigned int c = y & 0xFF; 

38                 // (c & 0xF) は、bin が存在するワーク項目です。 

39                 // (c >> 4) は bin インデックスです。 

40                 if (sg.get_local_id()[0] == (c & 0xF)) { 

41                   histogram[c >> 4] += 1; 

42                 } 

43                 y = y >> 8; 

44               } 

45             } 

46           } 

47 

48           for (int k = 0; k < NUM_BINS / 16; k++) { 

49             hacc[16 * k + sg.get_local_id()[0]].fetch_add(histogram[k]); 

50           } 

51         }); 

52   }); 

この例を最適化して、long の代わりに int データタイプを使用し、最適なパフォーマンスを得るためプライベート分布図

の値域がレジスターに収まるようにして sub-group 内のレジスターを共有します。より多くの値域サイズ (例えば 1024) 

が必要な場合、プライベート分布図の値域がグローバルメモリーにあふれることは避けられません。 

histogram の値域は、それぞれの値域がアトミックに更新される限り、work-group 内の work-item 間で共有できます。 

リスト 34: /examples/slm/histogram-slm-1024.cpp 

1   constexpr int NUM_BINS = 1024; 

2   constexpr int blockSize = 256; 

3 

4   std::vector<unsigned long> hist(NUM_BINS, 0); 

5   sycl::buffer<unsigned long, 1> mbuf(input.data(), N); 

6   sycl::buffer<unsigned long, 1> hbuf(hist.data(), NUM_BINS); 

7 

8   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

9     sycl::accessor macc(mbuf, h, sycl::read_only); 

10     auto hacc = hbuf.get_access<sycl::access::mode::atomic>(h); 

11     sycl::accessor<unsigned int, 1, sycl::access::mode::atomic, 

12                    sycl::access::target::local> 

13         local_histogram(sycl::range(NUM_BINS), h); 

14     h.parallel_for( 

15         sycl::nd_range(sycl::range{N / blockSize}, sycl::range{64}), 

16         [=](sycl::nd_item<1> it) { 

17           int group = it.get_group()[0]; 

18           int gSize = it.get_local_range()[0]; 

19           sycl::ext::oneapi::sub_group sg = it.get_sub_group(); 

20           int sgSize = sg.get_local_range()[0]; 

21           int sgGroup = sg.get_group_id()[0]; 

22 

23           int factor = NUM_BINS / gSize; 

24           int local_id = it.get_local_id()[0]; 

25           if ((factor <= 1) && (local_id < NUM_BINS)) { 

26             local_histogram[local_id].store(0); 
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27           } else { 

28             for (int k = 0; k < factor; k++) { 

29               local_histogram[gSize * k + local_id].store(0); 

30             } 

31           } 

32           it.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

33 

34           for (int k = 0; k < blockSize; k++) { 

35             unsigned long x = 

36                 sg.load(macc.get_pointer() + group * gSize * blockSize + 

37                         sgGroup * sgSize * blockSize + sgSize * k); 

38             local_histogram[x & 0x3FFU].fetch_add(1); 

39             local_histogram[(x >> 16) & 0x3FFU].fetch_add(1); 

40             local_histogram[(x >> 32) & 0x3FFU].fetch_add(1); 

41             local_histogram[(x >> 48) & 0x3FFU].fetch_add(1); 

42           } 

43           it.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

44 

45           if ((factor <= 1) && (local_id < NUM_BINS)) { 

46             hacc[local_id].fetch_add(local_histogram[local_id].load()); 

47           } else { 

48             for (int k = 0; k < factor; k++) { 

49               hacc[gSize * k + local_id].fetch_add( 

50                   local_histogram[gSize * k + local_id].load()); 

51             } 

52           } 

53         }); 

54   }); 

work-group が開始されると、work-group 内の各 work-item は SLM の histogram の値域を 0 に初期化します (上

記コードの 21- 27 行目)。単一の work-item ですべての histogram の値域を初期化することもできますが、通常は、

work-group 内のすべての work-item でジョブを分散する方が効果的です。 

28 行目にある初期化後の work-group バリアは、work-item が値域を更新する前にすべての histogram の値域が 0 

に初期化されることを保証します。 

SLM にある histogram の値域はすべての work-item で共有されるため、任意の work-item による値域の更新はアト

ミックでなければなりません。 

work-group 内のローカル分布図が完成すると、グローバル histogram が更新されます。ただし、ローカル SLM の値

域を読み取ってグローバル値域を更新する前に、43 行目で work-group バリアを再度呼び出してすべての work-item 

のワークが完了するのを待機します。 

SLM のデータを共有する場合、work-item の同期に work-group バリアが必要になることがあります。バリアにはコスト

が生じるため、work-group のサイズが増えるとコストも増加します。アプリケーションに最適な work-group サイズを特

定するため、いろいろなサイズを試してください。 

また、examples フォルダーには 256 個の値域を持つ SLM バージョンのヒストグラムも用意されています。レジスター

を使用したバージョンとパフォーマンスを比較することもできます。予想を上回る結果を得られても、さらにパフォーマン

スを向上する最適化が可能であるか考えることもあるでしょう。これは演習として皆さんにお任せします。 
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7.4.4. キャッシュとして SLM を使用 

ハードウェアにキャッシュの管理を任せるよりも、アプリケーションでホットなデータの管理を行う方が望ましい場合があ

ります。アプリケーションでデータのキャッシングを直接管理すると、データが必要なときにそのデータがどこにあるのか、

そしてデータアクセスのコストを正確に推測できます。SLM はそのような用途に利用できます。 

次の 1-D 畳み込みの例について考えてみます。 

リスト 35: /examples/slm/convolution-global.cpp 

1     sycl::buffer<int> ibuf(input.data(), N); 

2     sycl::buffer<int> obuf(output.data(), N); 

3     sycl::buffer<int> kbuf(kernel.data(), M); 

4 

5     auto e = q.submit([&](auto &h) { 

6       sycl::accessor iacc(ibuf, h, sycl::read_only); 

7       sycl::accessor oacc(obuf, h); 

8       sycl::accessor kacc(kbuf, h, sycl::read_only); 

9 

10       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(sycl::range{N}, sycl::range{256}), 

11                      [=](sycl::nd_item<1> it) { 

12                        int i = it.get_global_linear_id(); 

13                        int group = it.get_group()[0]; 

14                        int gSize = it.get_local_range()[0]; 

15 

16                        int t = 0; 

17                        int _M = static_cast<int>(M); 

18                        int _N = static_cast<int>(N); 

19 

20                        if ((group == 0) || (group == N / gSize - 1)) { 

21                          if (i < M / 2) { 

22                            for (int j = M / 2 - i, k = 0; j < M; j++, k++) { 

23                              t += iacc[k] * kacc[j]; 

24                            } 

25                          } else { 

26                            if (i + M / 2 >= N) { 

27                              for (int j = 0, k = i - M / 2; j < M / 2 + N - i; 

28                                   j++, k++) { 

29                                t += iacc[k] * kacc[j]; 

30                              } 

31                            } else { 

32                              for (int j = 0, k = i - M / 2; j < M; j++, k++) { 

33                                t += iacc[k] * kacc[j]; 

34                              } 

35                            } 

36                          } 

37                        } else { 

38                          for (int j = 0, k = i - M / 2; j < M; j++, k++) { 

39                            t += iacc[k] * kacc[j]; 

40                          } 

41                        } 

42 

43                        oacc[i] = t; 

44                      }); 

45    }); 



oneAPI GPU 最適化ガイド 2023.0 

 

59 

この例では、257 要素のカーネル配列を使用して、8192 x 8192 要素の整数配列を畳み込んで結果を出力配列に書き

込みます。各 work-item は 1 つの要素を畳み込みます。ただし、1 つの要素を畳み込むには、最大 256 個の隣接する要

素が必要になります。 

各入力要素が複数の work-item で使用されていることを知っていれば、work-group 全体で必要な要素を SLM に事前

ロードすることができ、以降で要素が必要になった際に、グローバルメモリーに代わって SLM からロードできます。 

リスト 36: /examples/slm/convolution-slm-cache.cpp 

1     sycl::buffer<int> ibuf(input.data(), N); 

2     sycl::buffer<int> obuf(output.data(), N); 

3     sycl::buffer<int> kbuf(kernel.data(), M); 

4 

5     auto e = q.submit([&](auto &h) { 

6       sycl::accessor iacc(ibuf, h, sycl::read_only); 

7       sycl::accessor oacc(obuf, h); 

8       sycl::accessor kacc(kbuf, h, sycl::read_only); 

9       sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

10                      sycl::access::target::local> 

11           ciacc(sycl::range(256 + (M / 2) * 2), h); 

12 

13       h.parallel_for( 

14           sycl::nd_range(sycl::range{N}, sycl::range{256}), 

15           [=](sycl::nd_item<1> it) { 

16             int i = it.get_global_linear_id(); 

17             int group = it.get_group()[0]; 

18             int gSize = it.get_local_range()[0]; 

19             int local_id = it.get_local_id()[0]; 

20             int _M = static_cast<int>(M); 

21 

22             ciacc[local_id + M / 2] = iacc[i]; 

23 

24             if (local_id == 0) { 

25               if (group == 0) { 

26                 for (int j = 0; j < M / 2; j++) { 

27                   ciacc[j] = 0; 

28                 } 

29               } else { 

30                 for (int j = 0, k = i - M / 2; j < M / 2; j++, k++) { 

31                   ciacc[j] = iacc[k]; 

32                 } 

33               } 

34             } 

35             if (local_id == gSize - 1) { 

36               if (group == it.get_group_range()[0] - 1) { 

37                 for (int j = gSize + M / 2; j < gSize + M / 2 + M / 2; j++) { 

38                   ciacc[j] = 0; 

39                 } 

40               } else { 

41                 for (int j = gSize + M / 2, k = i + 1; 

42                      j < gSize + M / 2 + M / 2; j++, k++) { 

43                   ciacc[j] = iacc[k]; 

44                 } 

45               } 

46             } 

47 

48             it.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

49 

50                        int t = 0; 

51                        for (int j = 0, k = local_id; j < M; j++, k++) { 
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52                          t += ciacc[k] * kacc[j]; 

53                        } 

54 

55                        oacc[i] = t; 

56                      }); 

57     }); 

work-group が開始されると、各 work-item で必要とされるすべての入力要素は SLM にロードされます。最初と最後の 

work-item を除いて、各 work-item は 1 つの要素を SLM にロードします。最初の work-item は最初の要素の左に隣接

する要素をロードし、最後の work-item は SLM の最後の要素の右に隣接する要素をロードします。隣接する要素がない

場合、SLM の要素は 0 で埋められます。 

各 work-item で畳み込みを開始する前に、ローカルバリアを呼び出し、すべての入力要素が SLM にロードされるのを待

機します。 

各 work-item の畳み込みはシンプルです。隣接するすべての要素は、グローバルメモリーではなく高速な SLM からロー

ドされます。 

7.4.5. SLM エラーのトラブルシューティング 

カーネルが、エミュレーターがデフォルトでサポートするよりも多くの __private または __local メモリーを使用す

ると、CL_OUT_OF_RESOURCES エラーが発生することがあります。発生すると、次のようなメッセージが出力されます。 

1 $  ./myapp 

2 : 

3 Problem size: c(150,600) = a(150,300) * b(300,600) 

4 terminate called after throwing an instance of 

5  'cl::sycl::runtime_error' 

6  what():  Native API failed. Native API returns: 

7  -5 (CL_OUT_OF_RESOURCES) -5 (CL_OUT_OF_RESOURCES) 

8 Aborted (core dumped) 

9 $ 
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onetrace を使用すると次のようになります。 

1 $ onetrace -c ./myapp 

2 : 

3 >>>> [6254070891] zeKernelSuggestGroupSize: hKernel = 0x263b7a0 globalSizeX = 163850 

globalSizeY = 1 globalSizeZ = 1 groupSizeX = 0x7fff94e239f0 groupSizeY = 0x7fff94e239f4 

groupSizeZ = 0x7fff94e239f8 

4 <<<< [6254082074] zeKernelSuggestGroupSize [922 ns] -> 

ZE_RESULT_ERROR_OUT_OF_DEVICE_MEMORY(0x1879048195) 

5 terminate called after throwing an instance of 'cl::sycl::runtime_error' 

6  what():  Native API failed. Native API returns: -5 (CL_OUT_OF_RESOURCES) -5 

(CL_OUT_OF_RESOURCES) 

7 Aborted (core dumped) 

8 $ 

共有ローカルメモリーにコピーされたメモリーと実際のハードウェアの上限を確認するには、デバッグキーを設定します。 

1 export PrintDebugMessages=1 

2 export NEOReadDebugKeys=1 

これにより出力は次のように変わります。 

1 $ ./myapp 

2 : 

3 Size of SLM (656384) larger than available (131072) 

4 terminate called after throwing an instance of 'cl::sycl::runtime_error' 

5  what():  Native API failed. Native API returns: -5 (CL_OUT_OF_RESOURCES) -5 

(CL_OUT_OF_RESOURCES) 

6 Aborted (core dumped) 

7 $ 
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onetrace を使用すると次のようになります。 

1 $ onetrace -c ./myapp 

2 : 

3 >>>> [317651739] zeKernelSuggestGroupSize: hKernel = 0x2175ae0 globalSizeX = 163850 

globalSizeY = 1 globalSizeZ = 1 groupSizeX = 0x7ffd9caf0950 groupSizeY = 0x7ffd9caf0954 

groupSizeZ = 0x7ffd9caf0958 

4 Size of SLM (656384) larger than available (131072) 

5 <<<< [317672417] zeKernelSuggestGroupSize [10325 ns] -> 

ZE_RESULT_ERROR_OUT_OF_DEVICE_MEMORY(0x1879048195) 

6 terminate called after throwing an instance of 'cl::sycl::runtime_error' 

7  what():  Native API failed. Native API returns: -5 (CL_OUT_OF_RESOURCES) -5 

(CL_OUT_OF_RESOURCES) 

8 Aborted (core dumped) 

9 $ 

必要なメモリー使用量が決まったら、『インテル® oneAPI プログラミング・ガイド』の「エミュレーターの環境設定」 (英語) で説

明されているように、CL_CONFIG_CPU_FORCE_PRIVATE_MEM_SIZE または CL_CONFIG_CPU_FORCE_LOCAL_MEM_SIZE 

環境変数を使用して大きな値を設定してください。 

7.5. ポインターのエイリアシングと restrict ディレクティブ 

カーネルは通常、ポインター引数として渡される要素の配列を操作します。コンパイラーがポインターの相互エイリアスを

判断できない場合、安全性の観点から保守的にエイリアスがあると想定し、コンパイラーはポインターに対する操作のリ

オーダーを行いません。ループ反復内に 2 つのロードと 1 つのストアがあるベクトル加算の例を考えてみます。 

リスト 37: /examples/restrict/vec-add-restrict.cpp 

1 size_t VectorAdd(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, 

2                  IntArray &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size()}; 

4 

5   sycl::buffer a_buf(a); 

6   sycl::buffer b_buf(b); 

7   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

8 

9   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

10   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

11     auto e = q.submit([&](auto &h) { 

12       // 入力アクセサー 

13       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

14       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

15       // 出力アクセサー 

16       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

17 

18       h.parallel_for(num_items, 

19                      [=](auto i) { sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; }); 

20     }); 

https://www.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/oneapi-programming-guide/top/programming-interface/fpga-flow/emulate-your-design/emulator-environment-variables.html
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21   } 

22   q.wait(); 

23   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

24   std::cout << "Vector add completed on device - took " << (end - start).count() 

25             << " u-secs\n"; 

26   return ((end - start).count()); 

27 } // VectorAdd の終わり 

ここでは、プログラマーはベクトル長と work-group 数の選択をコンパイラーに任せています。ほとんどのケースでは、コ

ンパイラーは最高のパフォーマンスを得るため適切なパラメーターを選択することができます。しかし、パフォーマンス向

上のため work-group 数と work-group サイズを明示的に指定して、コンパイラーにヒントを与えることが適する場合

があります。 

次のカーネルは、work-item ごとに配列の複数の要素を処理するように記述されており、work-group 数と work-group 

サイズを明示的に指定しています。25 行目の intel::kernel_args_restrict は、このカーネルのバッファーアク

セサーが互いにエイリアスを持たないことをコンパイラーに通知します。これにより、コンパイラーはロードとストアのホ

イストが可能となり、命令が完了するまでの時間が長くなることから命令のスケジュールが改善されます。27 行目のプラ

グマは、2 回のアンロールを行うことをコンパイラーに指示します。 

リスト 38: /examples/restrict/vec-add-restrict.cpp 

1 size_t VectorAdd2(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, 

2                   IntArray &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size()}; 

4 

5   sycl::buffer a_buf(a); 

6   sycl::buffer b_buf(b); 

7   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

8   // size_t num_groups = 

9   // d_selector.get_info<sycl::info::device::max_compute_units>(); size_t 

10   // wg_size = d_selector.get_info<sycl::info::device::max_work_group_size>(); 

11   size_t num_groups = 1; 

12   size_t wg_size = 8; 

13   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

14   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

15     q.submit([&](auto &h) { 

16       // 入力アクセサー 

17       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

18       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

19       // 出力アクセサー 

20       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

21 

22       h.parallel_for( 

23           sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), 

24           [=](sycl::nd_item<1> index) [[intel::reqd_sub_group_size(8)]] [ 

25               [intel::kernel_args_restrict]] { 

26             size_t loc_id = index.get_local_id(); 

27         // ディレクティブでアンロール 

28 #pragma unroll(2) 

29             for (size_t i = loc_id; i < mysize; i += wg_size) { 

30               sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; 

31             } 

32           }); 

33     }); 

34   } 
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35   q.wait(); 

36   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

37   std::cout << "Vector add2 completed on device - took " 

38             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 

39   return ((end - start).count()); 

40 } // VectorAdd2 の終わり 

次のカーネルは、コンパイラー・ディレクティブの代わりに、ループを手動でアンロールする方法を示します (コンパイラー

は、内部のヒューリスティックによるコストモデルによって、ディレクティブを受け入れる場合とそうでない場合があります)。

アンロールの利点は、ループを繰り返す回数が減るため、実行される命令数が少なくなることです (比較命令と分岐命令

の数が減ります)。 

リスト 39: /examples/restrict/vec-add-restrict.cpp 

1 size_t VectorAdd3(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, 

2                   IntArray &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size()}; 

4 

5   sycl::buffer a_buf(a); 

6   sycl::buffer b_buf(b); 

7   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

8   size_t num_groups = 1; 

9   size_t wg_size = 8; 

10   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

11   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

12     q.submit([&](auto &h) { 

13       // 入力アクセサー 

14       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

15       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

16       // 出力アクセサー 

17       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

18 

19       h.parallel_for( 

20           sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), [= 

21       ](sycl::nd_item<1> index) [[intel::reqd_sub_group_size(8)]] { 

22             // 手動アンロール 

23             size_t loc_id = index.get_local_id(); 

24             for (size_t i = loc_id; i < mysize; i += 16) { 

25               sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; 

26               sum_acc[i + 8] = a_acc[i + 8] + b_acc[i + 8]; 

27             } 

28           }); 

29     }); 

30   } 

31   q.wait(); 

32   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

33   std::cout << "Vector add3 completed on device - took " 

34             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 

35   return ((end - start).count()); 

36 } // VectorAdd3 の終わり 

次のカーネルは、ロードとストアを再配置することで、データを必要とする操作が実行される前にロードが発行されるよう

にする方法を示しています。通常、GPU 上のすべてのスレッドには多くの未処理のロードが存在する可能性があります。

ロードするデータを処理する前にロードを発行することを推奨します。これにより、データが計算で実際に使用される前に

ロードを完了することが可能になります。 
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リスト 40: /examples/restrict/vec-add-restrict.cpp 

1 size_t VectorAdd4(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, 

2                   IntArray &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size()}; 

4 

5   sycl::buffer a_buf(a); 

6   sycl::buffer b_buf(b); 

7   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

8   size_t num_groups = 1; 

9   size_t wg_size = 8; 

10   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

11   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

12     q.submit([&](auto &h) { 

13       // 入力アクセサー 

14       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

15       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

16       // 出力アクセサー 

17       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

18 

19       h.parallel_for( 

20           sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), [= 

21       ](sycl::nd_item<1> index) [[intel::reqd_sub_group_size(8)]] { 

22             // 手動アンロール 

23             size_t loc_id = index.get_local_id(); 

24             for (size_t i = loc_id; i < mysize; i += 16) { 

25               int t1 = a_acc[i]; 

26               int t2 = b_acc[i]; 

27               int t3 = a_acc[i + 8]; 

28               int t4 = b_acc[i + 8]; 

29               sum_acc[i] = t1 + t2; 

30               sum_acc[i + 8] = t3 + t4; 

31             } 

32           }); 

33     }); 

34   } 

35   q.wait(); 

36   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

37   std::cout << "Vector add4 completed on device - took " 

38             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 

39   return ((end - start).count()); 

40 } // VectorAdd4 の終わり 

次のカーネルでは、restrict ディレクティブが追加されています。このディレクティブは、ループ内で書き込まれるベク

トルにエイリアスがなく、前述の例では手動で行ったようなストアを超えてロードをホイスト可能であるヒントをコンパイ

ラーに与えます。 
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リスト 41: /examples/restrict/vec-add-restrict.cpp 

1 size_t VectorAdd5(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, 

2                   IntArray &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size()}; 

4 

5   sycl::buffer a_buf(a); 

6   sycl::buffer b_buf(b); 

7   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

8   size_t num_groups = 1; 

9   size_t wg_size = 8; 

10   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

11   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

12     q.submit([&](auto &h) { 

13       // 入力アクセサー 

14       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

15       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

16       // 出力アクセサー 

17       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

18 

19       h.parallel_for( 

20           sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), 

21           [=](sycl::nd_item<1> index) [[intel::reqd_sub_group_size(8)]] [ 

22               [intel::kernel_args_restrict]] { 

23             // コンパイラーはロードをホイストする必要があります 

24             size_t loc_id = index.get_local_id(); 

25             for (size_t i = loc_id; i < mysize; i += 16) { 

26               sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; 

27               sum_acc[i + 8] = a_acc[i + 8] + b_acc[i + 8]; 

28             } 

29           }); 

30     }); 

31   } 

32   q.wait(); 

33   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

34   std::cout << "Vector add5 completed on device - took " 

35             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 

36   return ((end - start).count()); 

37 } // VectorAdd5 の終わり 

7.6. カーネル内のスレッド間での同期 

カーネル内の work-item を同期してデータ交換や更新したり、相互に連携して特定の順番でタスクを実行するにはさま

ざまな方法があります。次にその方法を示します。 

アクセサークラス: アクセサークラス:は、バッファーおよびイメージデータ構造の取得と解放を指定します。それらが生成

および破棄される場所に応じて、ランタイムは適切なデータ転送を行い、同期プリミティブを生成します。 

アトミック操作: SYCL* デバイスは、C++ アトミックの制限があるサブセットをサポートします。 

フェンス: フェンス・プリミティブは、ロードとストアを順序付けするために使用されます。フェンスは、セマンティクスの取

得と解放、またはその両方を保持できます。 

バリア: バリアは、それぞれのグループ内の work-item を同期するために使用されます。 
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階層的な並列ディスパッチ: 計算を表現する階層並列処理モデルでは、work-group 内の同期は明示的な work-group 

バリア操作を使用せず、parallel_for_work_item 関数呼び出しの複数インスタンスを介して明示的に行われます。 

デバイスイベント: イベントは、カーネル関数内での非同期操作の完了待機に使用されます。 

多くの場合、上記の同期イベントのいずれかを使用して同じ機能を表現できますが、効率とパフォーマンスが異なります。 

7.6.1. アトミック操作 

アトミックはメモリーを介した work-item 間の通信で複数の work-item を同期できます。SYCL* アトミックは C++ ア

トミックに類似しており、アトミックで保護されるリソースへのアクセスが単一ユニットとして実行することを保証してい

ます。アトミック操作のパフォーマンスと正当性には、次の要因が影響します。 

• データタイプ 

• ローカルとグローバルのアドレス空間 

• ホスト、共有、デバイスに割り当てられた USM 

アトミック操作のデータタイプ 

次のカーネルは、すべての work-item がグローバル・アキュムレーターをアトミックに更新する SYCL* リダクション操作

の実装を示しています。加算の入力データタイプと、リダクション操作が適用されるベクトルは整数です。このカーネルの

パフォーマンスは、リダクションに使用されるブロック化などほかの手法と比較しても妥当と言えます。 

リスト 42: /examples/atomics/atomics.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

4 

5       h.parallel_for(data_size, [=](auto index) { 

6         size_t glob_id = index[0]; 

7         auto v = sycl::ext::oneapi::atomic_ref< 

8             int, sycl::ext::oneapi::memory_order::relaxed, 

9             sycl::ext::oneapi::memory_scope::device, 

10             sycl::access::address_space::global_space>(sum_acc[0]); 

11         v.fetch_add(buf_acc[glob_id]); 

12       }); 

13     }); 

次のカーネルのようにベクトルのデータタイプが float または double である場合、float と double にはハード

ウェアによるアトミック操作のサポートがないことからアクセラレーターのパフォーマンスが低くなることがあります。次

の 2 つのカーネルは、アトミック加算を実行する時間が、ネイティブでアトミック操作がサポートされるかどうかにより大

幅に異なる可能性があることを示しています。 
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リスト 43: /examples/atomics/test_atomic.cpp 

1 // 

2 int VectorInt(sycl::queue &q, int iter) { 

3   VectorAllocator<int> alloc; 

4   AlignedVector<int> a(array_size, alloc); 

5   AlignedVector<int> b(array_size, alloc); 

6 

7   InitializeArray<int>(a); 

8   InitializeArray<int>(b); 

9   sycl::range num_items{a.size()}; 

10   sycl::buffer a_buf(a); 

11   sycl::buffer b_buf(b); 

12   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

13   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

14     q.submit([&](sycl::handler &h) { 

15       // 入力アクセサー 

16       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_write); 

17       sycl::accessor b_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

18 

19       h.parallel_for(num_items, [=](auto i) { 

20         auto v = sycl::ext::oneapi::atomic_ref< 

21             int, sycl::ext::oneapi::memory_order::relaxed, 

22             sycl::ext::oneapi::memory_scope::device, 

23             sycl::access::address_space::global_space>(a_acc[0]); 

24         v += b_acc[i]; 

25       }); 

26     }); 

27   } 

28   q.wait(); 

29   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

30   std::cout << "Vector int completed on device - took " << (end - start).count() 

31             << " u-secs\n"; 

32   return ((end - start).count()); 

33 } 

アトミックを使用する場合、ハードウェアによるサポートがあり効率良く実行されるか確認する必要があります。

インテル® GPU (第 9 世代) およびインテル® Iris® Xe 統合グラフィックスでは、float と double データタイプのアト

ミックはサポートされていないため、VectorDouble のパフォーマンスは非常に低くなります。float および double 

データタイプのアトミック操作がハードウェアによってサポートされる将来の GPU では、このカーネルのパフォーマンス

が大幅に向上します。 

  



oneAPI GPU 最適化ガイド 2023.0 

 

69 

リスト 44: /examples/atomics/test_atomic.cpp 

1 // 

2 int VectorDouble(sycl::queue &q, int iter) { 

3   VectorAllocator<double> alloc; 

4   AlignedVector<double> a(array_size, alloc); 

5   AlignedVector<double> b(array_size, alloc); 

6 

7   InitializeArray<double>(a); 

8   InitializeArray<double>(b); 

9   sycl::range num_items{a.size()}; 

10   sycl::buffer a_buf(a); 

11   sycl::buffer b_buf(b); 

12 

13   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

14   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

15     q.submit([&](sycl::handler &h) { 

16       // 入力アクセサー 

17       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_write); 

18       sycl::accessor b_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

19 

20       h.parallel_for(num_items, [=](auto i) { 

21         auto v = sycl::ext::oneapi::atomic_ref< 

22             double, sycl::ext::oneapi::memory_order::relaxed, 

23             sycl::ext::oneapi::memory_scope::device, 

24             sycl::access::address_space::global_space>(a_acc[0]); 

25         v += b_acc[i]; 

26       }); 

27     }); 

28   } 

29   q.wait(); 

30   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

31   std::cout << "Vector Double completed on device - took " 

32             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 

33   return ((end - start).count()); 

34 } 

インテル® VTune™ プロファイラーを使用してこれらのカーネルを解析すると、ネイティブアトミックの影響を測定するこ

とができます。VectorInt カーネルは、VectorDouble および VectorFloat カーネルよりもはるかに高速であるこ

とが分かります。 

 
図 17: インテル® VTune™ プロファイラーにおける動的命令 

インテル® VTune™ プロファイラーの動的命令解析を使用すると、ネイティブアトミックがサポートされていない場合、命

令数が劇的に変化することが分かります。 
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以下に VectorInt カーネルのアセンブリー・コードを示します。 

 
図 18: インテル® VTune™ プロファイラーにおけるアトミック int 

VectorDouble のアセンブリー・コードと比較すると、VectorDouble カーネルを実行するには、さらに 3,300 万の 

GPU 命令が必要であることが分かります。 
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図 19: インテル® VTune™ プロファイラーにおけるアトミック double 
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インテル® Advisor には、GPU カーネルのパフォーマンス向上の可能性を示す情報を提供する推奨ペインがあります。 

 
図 20: インテル® Advisor の推奨ペイン 

インテル® Advisor の推奨事項の 1 つに「非効率なアトミックが存在します」という項目があります。アトミック操作が

ハードウェアでネイティブにサポートされていない場合、エミュレートされますが、インテル® Advisor はこれを検出可能

であり、可能な解決策に関するアドバイスを提供します。 

 
図 21: インテル® Advisor の推奨事項「非効率なアトミックが存在します」 
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グローバルとローカルアドレス空間のアトミック操作 

標準の C++ メモリーモデルは、アプリケーションが単一アドレス空間を持つ、単一デバイスで実行されることを前提とし

ています。これらの仮定はどちらも SYCL* アプリケーションにはあてはまりません。アプリケーションの異なる領域を各

種デバイス (ホストデバイスと 1 つ以上のアクセラレーター・デバイス) で実行できます。それぞれのデバイスには複数の

アドレス空間 (プライベート、ローカル、グローバル) があります。また、デバイスのグローバルアドレス空間は互いに分か

れている場合があります (USM サポートに依存します)。 

グローバルアドレス空間でアトミックを使用する場合、グローバルの更新はローカルよりも時間がかかるため注意が必

要です。 

リスト 45: /examples/atomics/global_atomics_ref.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <iostream> 

8 int main() { 

9   constexpr int N = 256 * 256; 

10   constexpr int M = 512; 

11   int total = 0; 

12   int *a = static_cast<int *>(malloc(sizeof(int) * N)); 

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

14     a[i] = 1; 

15   sycl::queue q({sycl::property::queue::enable_profiling()}); 

16   sycl::buffer<int> buf(&total, 1); 

17   sycl::buffer<int> bufa(a, N); 

18   auto e = q.submit([&](sycl::handler &h) { 

19     sycl::accessor acc(buf, h); 

20     sycl::accessor acc_a(bufa, h, sycl::read_only); 

21     h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(N, M), [=](auto it) { 

22       auto i = it.get_global_id(); 

23       sycl::ext::oneapi::atomic_ref<int, 

24                                     sycl::ext::oneapi::memory_order_relaxed, 

25                                     sycl::ext::oneapi::memory_scope_device, 

26                                     sycl::access::address_space::global_space> 

27           atomic_op(acc[0]); 

28       atomic_op += acc_a[i]; 

29     }); 

30   }); 

31   sycl::host_accessor h_a(buf); 

32   std::cout << "Reduction Sum : " << h_a[0] << "\n"; 

33   std::cout 

34       << "Kernel Execution Time of Global Atomics Ref: " 

35       << e.get_profiling_info<sycl::info::event_profiling::command_end>() - 

36              e.get_profiling_info<sycl::info::event_profiling::command_start>() 

37       << "\n"; 

38   return 0; 

39 } 
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次の例のように、ローカルメモリー空間を使用するようにコードを再構成することができます。 

リスト 46: /examples/atomics/local_atomics_ref.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <iostream> 

8 int main() { 

9   constexpr int N = 256 * 256; 

10   constexpr int M = 512; 

11   constexpr int NUM_WG = N / M; 

12   int total = 0; 

13   int *a = static_cast<int *>(malloc(sizeof(int) * N)); 

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

15     a[i] = 1; 

16   sycl::queue q({sycl::property::queue::enable_profiling()}); 

17   sycl::buffer<int> global(&total, 1); 

18   sycl::buffer<int> bufa(a, N); 

19   auto e1 = q.submit([&](sycl::handler &h) { 

20     sycl::accessor b(global, h); 

21     sycl::accessor acc_a(bufa, h, sycl::read_only); 

22     auto acc = sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

23                               sycl::access::target::local>(NUM_WG, h); 

24     h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(N, M), [=](auto it) { 

25       auto i = it.get_global_id(0); 

26       auto group_id = it.get_group(0); 

27       sycl::ext::oneapi::atomic_ref<int, 

28                                     sycl::ext::oneapi::memory_order_relaxed, 

29                                     sycl::ext::oneapi::memory_scope_device, 

30                                     sycl::access::address_space::local_space> 

31           atomic_op(acc[group_id]); 

32       sycl::ext::oneapi::atomic_ref<int, 

33                                     sycl::ext::oneapi::memory_order_relaxed, 

34                                     sycl::ext::oneapi::memory_scope_device, 

35                                     sycl::access::address_space::global_space> 

36           atomic_op_global(b[0]); 

37       atomic_op += acc_a[i]; 

38       it.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

39       if (it.get_local_id() == 0) 

40         atomic_op_global += acc[group_id]; 

41     }); 

42   }); 

43   sycl::host_accessor h_global(global); 

44   std::cout << "Reduction Sum : " << h_global[0] << "\n"; 

45   int total_time = 

46       (e1.get_profiling_info<sycl::info::event_profiling::command_end>() - 

47        e1.get_profiling_info<sycl::info::event_profiling::command_start>()); 

48   std::cout << "Kernel Execution Time of Local Atomics : " << total_time 

49             << "\n"; 

50   return 0; 

51 } 
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USM データ上のアトミック操作 

ディスクリート GPU の場合、 

• ホストに割り当てられた USM (sycl::malloc_host) のアトミック操作はサポートされていません。 

• ホストとデバイスから共有 USM ロケーションへの同時アクセス (sycl::malloc_shared) はサポートされてい

ません。 

アトミック操作とデバイスのアルゴリズムには、デバイスに割り当てられた USM (sycl::malloc_device) メモリーを

使用することを推奨します。 

7.6.2. ローカルバリア vs グローバルアトミック 

アトミックを使用すると、カーネル内で複数の work-item が共有リソースを操作できます。バリアは、work-group 内で 

work-item 間の同期を可能にします。カーネルの起動とローカルバリアを適切に使用することで、グローバルアトミック

機能を実現できます。アーキテクチャーと関連するデータ量によって、どちらか一方のパフォーマンスが向上する可能性が

あります。 

次の例では、ベクトル内の少量の要素を総計しようとしています。このタスクは個別に実行できます。リスト  75 に示す

カーネルは、ベクトルのすべての要素をウォークスルーして、単一の work-item のみがそれらの合計を行います。 

リスト 47: /examples/local-global-sync/atomics.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

4       h.parallel_for(data_size, [=](auto index) { 

5         int glob_id = index[0]; 

6         if (glob_id == 0) { 

7           int sum = 0; 

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

9             sum += buf_acc[i]; 

10           sum_acc[0] = sum; 

11         } 

12       }); 

13     }); 

以下のリストのカーネルは、すべての work-item が合計する値をグローバル変数で更新するグローバルアトミックを使

用して同じ問題を解決します。これは並列に実行されますが、グローバル変数の競合が非常に多く、ほとんどの場合パ

フォーマンスはそれほど期待できません。 
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リスト 48: /examples/local-global-sync/atomics.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

4 

5       h.parallel_for(data_size, [=](auto index) { 

6         size_t glob_id = index[0]; 

7         auto v = sycl::ext::oneapi::atomic_ref< 

8             int, sycl::ext::oneapi::memory_order::relaxed, 

9             sycl::ext::oneapi::memory_scope::device, 

10             sycl::access::address_space::global_space>(sum_acc[0]); 

11         v.fetch_add(buf_acc[glob_id]); 

12       }); 

13     }); 

次のカーネルは、すべての work-item がベクトルの複数の要素を合計します。この合計は並列に行われ、work-group の

すべての work-item 間で共有される配列が更新されます。work-group のすべての work-item がバリアを使用してツ

リー・リダクションを行い、それらを同期して共有メモリーの中間結果を最終的にリダクションします。このカーネルは、明

示的に 1 つの work-group を作成し、ベクトル内のすべての要素を更新する役割を work-group 内の work-item に分

散します。スレッド数の観点からはマシンのリソースを使い切っていませんが、問題サイズが小さい場合はこれくらいの並

列処理で十分なこともあります。 

リスト 49: /examples/local-global-sync/atomics.cpp 

1     Timer timer; 

2     q.submit([&](auto &h) { 

3       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

4       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

5       sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

6                      sycl::access::target::local> 

7           scratch(work_group_size, h); 

8       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>{work_group_size, work_group_size}, 

9                      [=](sycl::nd_item<1> item) { 

10                        size_t loc_id = item.get_local_id(0); 

11                        int sum = 0; 

12                        for (int i = loc_id; i < data_size; i += num_work_items) 

13                          sum += buf_acc[i]; 

14                        scratch[loc_id] = sum; 

15                        for (int i = work_group_size / 2; i > 0; i >>= 1) { 

16                          item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

17                          if (loc_id < i) 

18                            scratch[loc_id] += scratch[loc_id + i]; 

19                        } 

20                        if (loc_id == 0) 

21                          sum_acc[0] = scratch[0]; 

22                      }); 

23     }); 

ここに示した 3 つのカーネルのパフォーマンスはプラットフォーム間でかなり異なり、開発者はアプリケーションと実行

されるハードウェアに適した手法を選択する必要があります。 
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7.7. work-group サイズを選択する考慮事項 

SYCL* では nd_range カーネルの work-group サイズを選択できます。work-group のサイズは、計算リソース、ベ

クトルレーン、および work-item 間の通信の利用率に影響を及ぼします。同じ work-group 内の work-item は、共

有メモリーやハードウェアによる同期機能などのハードウェア・リソースを利用することがあります。これにより、

work-group 間で work-item よりも効率良く通信できるようになります。これには一般的に、アクセラレーターでサ

ポ ー ト さ れ る 最 大  work-group サ イ ズ を 選 択 す る 必 要 が あ り ま す 。 最 大  work-group サ イ ズ は 、

device::get_info<cl::sycl::info::device::max_work_ group_size>() を呼び出すことで照会でき

ます。 

work-group サイズの選択の影響を明確にするため、大きなベクトル全体のすべての要素を加算するリダクション・カーネ

ルを考えてみます。カーネルを実行する関数は、work-group-size と sub-group-size を引数として受け取り、異な

る値の組み合わせで検証を行うことができるようにします。パフォーマンスの差は、さまざまな値の work-group サイズを

使用してカーネルが呼び出されたときにレポートされるタイミングから確認できます。 

リスト 50: /examples/work-group-size/reduction-wg-size.cpp 

1 void reduction(sycl::queue &q, std::vector<int> &data, std::vector<int> &flush, 

2                int iter, int vec_size, int work_group_size) { 

3   const size_t data_size = data.size(); 

4   const size_t flush_size = flush.size(); 

5   int sum = 0; 

6 

7   const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

8   // int vec_size = 

9   // q.get_device().get_info<sycl::info::device::native_vector_width_int>(); 

10   int num_work_items = data_size / work_group_size; 

11   sycl::buffer<int> buf(data.data(), data_size, props); 

12   sycl::buffer<int> flush_buf(flush.data(), flush_size, props); 

13   sycl::buffer<int> sum_buf(&sum, 1, props); 

14 

15   init_data(q, buf, data_size); 

16 

17   double elapsed = 0; 

18   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

19     q.submit([&](auto &h) { 

20       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

21 

22       h.parallel_for(1, [=](auto index) { sum_acc[index] = 0; }); 

23     }); 

24     // キャッシュをフラッシュ 

25     q.submit([&](auto &h) { 

26       sycl::accessor flush_acc(flush_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

27       h.parallel_for(flush_size, [=](auto index) { flush_acc[index] = 1; }); 

28     }); 

29 

30     Timer timer; 

31     // reductionMapToHWVector main の始まり 

32     q.submit([&](auto &h) { 

33       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

34       sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

35                      sycl::access::target::local> 

36           scratch(work_group_size, h); 

37       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 
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38 

39       h.parallel_for( 

40           sycl::nd_range<1>(num_work_items, work_group_size), [= 

41       ](sycl::nd_item<1> item) [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] { 

42             auto v = sycl::ext::oneapi::atomic_ref< 

43                 int, sycl::ext::oneapi::memory_order::relaxed, 

44                 sycl::ext::oneapi::memory_scope::device, 

45                 sycl::access::address_space::global_space>(sum_acc[0]); 

46             int sum = 0; 

47             int glob_id = item.get_global_id(); 

48             int loc_id = item.get_local_id(); 

49             for (int i = glob_id; i < data_size; i += num_work_items) 

50               sum += buf_acc[i]; 

51             scratch[loc_id] = sum; 

52 

53             for (int i = work_group_size / 2; i > 0; i >>= 1) { 

54               item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

55               if (loc_id < i) 

56                 scratch[loc_id] += scratch[loc_id + i]; 

57             } 

58 

59             if (loc_id == 0) 

60               v.fetch_add(scratch[0]); 

61           }); 

62     }); 

63     q.wait(); 

64     elapsed += timer.Elapsed(); 

65     sycl::host_accessor h_acc(sum_buf); 

66     sum = h_acc[0]; 

67   } 

68   elapsed = elapsed / iter; 

69   std::string msg = "with work-groups=" + std::to_string(work_group_size); 

70   check_result(elapsed, msg, sum); 

71 } // reduction の終わり 

次のコードでは、上記のカーネルは 2 つの異なる値 (2*vec_size とアクセラレーターでサポートされる最大 work-

group サイズ) で呼び出されます。work-group サイズが 2*vec_size と等しい場合、カーネルのパフォーマンスは 

work-group サイズが最大値である場合よりも低くなります。 

リスト 51: /examples/work-group-size/reduction-wg-size.cpp 

1   int vec_size = 16; 

2   int work_group_size = vec_size; 

3   reduction(q, data, extra, 16, vec_size, work_group_size); 

4   work_group_size = 

5       q.get_device().get_info<sycl::info::device::max_work_group_size>(); 

6   reduction(q, data, extra, 16, vec_size, work_group_size); 

バリアやアトミックが利用されない場合、work-group サイズはパフォーマンスに影響しません。これを理解するため、ア

トミックやバリアがない vec_copy カーネルについて考えてみます。 

  



oneAPI GPU 最適化ガイド 2023.0 

 

79 

リスト 52: /examples/work-group-size/vec-copy.cpp 

1 void vec_copy(sycl::queue &q, std::vector<int> &src, std::vector<int> &dst, 

2               std::vector<int> &flush, int iter, int work_group_size) { 

3   const size_t data_size = src.size(); 

4   const size_t flush_size = flush.size(); 

5   int sum = 0; 

6 

7   const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

8   int num_work_items = data_size; 

9   double elapsed = 0; 

10   { 

11     sycl::buffer<int> src_buf(src.data(), data_size, props); 

12     sycl::buffer<int> dst_buf(dst.data(), data_size, props); 

13     sycl::buffer<int> flush_buf(flush.data(), flush_size, props); 

14 

15     for (int i = 0; i < iter; i++) { 

16       // キャッシュをフラッシュ 

17       q.submit([&](auto &h) { 

18         sycl::accessor flush_acc(flush_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

19         h.parallel_for(flush_size, [=](auto index) { flush_acc[index] = 1; }); 

20       }); 

21 

22       Timer timer; 

23       q.submit([&](auto &h) { 

24         sycl::accessor src_acc(src_buf, h, sycl::read_only); 

25         sycl::accessor dst_acc(dst_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

26 

27         h.parallel_for( 

28             sycl::nd_range<1>(num_work_items, work_group_size), [= 

29         ](sycl::nd_item<1> item) [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] { 

30               int glob_id = item.get_global_id(); 

31               dst_acc[glob_id] = src_acc[glob_id]; 

32             }); 

33       }); 

34       q.wait(); 

35       elapsed += timer.Elapsed(); 

36     } 

37   } 

38   elapsed = elapsed / iter; 

39   std::string msg = "with work-group-size=" + std::to_string(work_group_size); 

40   check_result(elapsed, msg, dst); 

41 } // vec_copy の終わり 

以下のコードでは、上記のカーネルがさまざまな work-group サイズで呼び出されます。上記のカーネル呼び出しはすべ

て同じランタイムによって行われます。これは、work-group サイズがパフォーマンスに影響しないことを示します。これ

は、work-group 内で生成されたスレッドとは異なる work-group のスレッドが、work-group にバリアや共有メモリー

がない場合、スケジュールとリソースの観点からは同じように動作することによります。 
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リスト 53: /examples/work-group-size/vec-copy.cpp 

1   int vec_size = 16; 

2   int work_group_size = vec_size; 

3   vec_copy(q, src, dst, extra, 16, work_group_size); 

4   work_group_size = 2 * vec_size; 

5   vec_copy(q, src, dst, extra, 16, work_group_size); 

6   work_group_size = 4 * vec_size; 

7   vec_copy(q, src, dst, extra, 16, work_group_size); 

8   work_group_size = 8 * vec_size; 

9   vec_copy(q, src, dst, extra, 16, work_group_size); 

10   work_group_size = 16 * vec_size; 

11   vec_copy(q, src, dst, extra, 16, work_group_size); 

一部のアクセラレーターでは、処理要素間でスレッドがスケジュールされるより、最小 sub-group サイズを適用すること

で良好なパフォーマンスが得られます。そのような状況では、sub-group 数が最小値より小さい場合、大きなパフォーマ

ンスの差が見られます。上記の 3 行目のカーネル呼び出しでは 1 つの sub-group しかありませんが、5 行目の呼び出し

では 2 つの sub-group があります。同時に 2 つの sub-group のスケジュールを行うアクセラレーターでは、それら 2 つ

のカーネル呼び出しのタイミングによって大幅なパフォーマンスの差が生じます。 

7.7.1. OpenMP* オフロードモードにおけるローカルおよびグローバル work-group  

サイズを使用したカーネルのチューニング 

前述した SYCL* におけるアクセラレーター・デバイス向けのカーネルのパフォーマンス。チューニングに関する手法は、

OpenMP* を使用した実装にも適用できます。OpenMP* ディレクティブを使用してアプリケーション・カーネルをカスタ

マイズすることで、適切な work-group サイズを利用できます。ただし、コードの大幅な修正が必要になる可能性がありま

す。OpenMP* による実装では、環境変数を使用してカーネルをカスタマイズするオプションも用意されています。次に示

すように、環境変数 OMP_THREAD_LIMIT と OMP_NUM_TEAMS は、ローカル・ワークグループ・サイズ (LWS) とグローバ

ル・ワークグループ・サイズ (GWS) を設定するのに役立ちます。 

LWS = OMP_THREAD_LIMIT 

GWS = OMP_THREAD_LIMIT * OMP_NUM_TEAMS 
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以下に、LWS と GWS を使用してアクセラレーター・デバイスでリダクション・カーネルをチューニングする方法を紹介します。 

リスト 54: OpenMP* における LWS と GWS を使用したカーネルのチューニング 

1   int N = 2048; 

2 

3   double* A = make_array(N, 0.8); 

4   double* B = make_array(N, 0.65); 

5   double* C = make_array(N*N, 2.5); 

6 

7   int i, j; 

8   double val = 0.0; 

9 

10   #pragma omp target map(to:A[0:N],B[0:N],C[0:N*N]) map(tofrom:val) 

11   { 

12 

13   #pragma omp teams distribute parallel for collapse(2) reduction(+ : val) 

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

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

16         val += C[i * N + j] * A[i] * B[j]; 

17       } 

18     } 

19   } 

20 

21   printf("Reduced val[%f10.3]", val); 

22 

23   free(A); 

24   free(B); 

25   free(C); 

例: OMP_THREAD_LIMIT = 1024、OMP_NUM_TEAMS = 120 に設定すると、LWS と GWS のパラメーターがそれぞれ 

1024 と 122880 に設定されます。 
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上図は、LWS = 1024、GWS = 30720 で、このカーネルの最高のパフォーマンスが得られることを示しています。これは、

OMP_THREAD_LIMIT = 1024、OMP_NUM_TEAMS = 30 に相当します。これらの環境変数は、OpenMP* でオフロード

されるすべてのカーネルに対して、LWS と GWS の値を固定値に設定します。ただし、これらの環境変数は、インテル® 

oneMKL のような高度に調整されたライブラリー・カーネルで使用される LWS および GWS には影響しません。 

7.8. リダクション 

リダクションは、配列のすべての要素に演算子を適用し、単一の結果を生成する並列プログラミングにおける一般的な操

作です。リダクション演算子は結合可能であり、場合によっては可換です。リダクション演算子には、合計、最大、最小など

があります。以下にシリアル・リダクション合計の例を示します。 

リスト 55: /examples/reduction/reduction.cpp 

1   for (int it = 0; it < iter; it++) { 

2     sum = 0; 

3     for (size_t i = 0; i < data_size; ++i) { 

4       sum += data[i]; 

5     } 

6   } 

リダクションの時間あたりの計算量は、要素数に比例します。これを並列化するにはいくつかの方法がありますが、異なる

処理要素間の通信/同期を最小限にするように注意する必要があります。リダクションを並列化する最も簡単な方法は、

グローバル変数を使用して、スレッドがアトミック操作でこの変数を更新することです。 

リスト 56: /examples/reduction/reduction.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

4 

5       h.parallel_for(data_size, [=](auto index) { 

6         size_t glob_id = index[0]; 

7         auto v = sycl::atomic_ref<int, sycl::memory_order::relaxed, 

8                                   sycl::memory_scope::device, 

9                                   sycl::address_space::global_space>( 

10             sum_acc[0]); 

11         v.fetch_add(buf_acc[glob_id]); 

12       }); 

スレッドが同一のメモリー位置をアトミックに更新して大量の競合が発生するため、このカーネルのパフォーマン

スは低下します。より良いアプローチは、配列を小さなチャンクに分割し、それぞれのスレッドが各チャンクのロー

カル合計を計算してから、ローカル合計をシーケンシャルなツリー・リダクションを行うことです。チャンク数はプ

ラ ッ ト フ ォ ー ム の 処 理 要 素 数 に よ っ て 異 な り ま す 。 処 理 要 素 数 は 、 デ バ イ ス ・ オ ブ ジ ェ ク ト の  

get_info<info::device::max_compute_units>() 関数で照会できます。 
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リスト 57: /examples/reduction/reduction.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor accum_acc(accum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

4       h.parallel_for(num_processing_elements, [=](auto index) { 

5         size_t glob_id = index[0]; 

6         size_t start = glob_id * BATCH; 

7         size_t end = (glob_id + 1) * BATCH; 

8         if (end > N) 

9           end = N; 

10         int sum = 0; 

11         for (size_t i = start; i < end; i++) 

12           sum += buf_acc[i]; 

13         accum_acc[glob_id] = sum; 

14       }); 

15     }); 

このカーネルは、共有メモリーをアトミックに更新するカーネルよりも高いパフォーマンスを示します。ただし、コンパイ

ラーがループをベクトル化できないため、まだ十分とは言えません。コンパイラーがベクトルコードを生成できるようにす

る 1 つの方法は、次のようにループを変更することです。 

リスト 58: /examples/reduction/reduction.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor accum_acc(accum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

4       h.parallel_for(num_work_items, [=](auto index) { 

5         size_t glob_id = index[0]; 

6         int sum = 0; 

7         for (size_t i = glob_id; i < data_size; i += num_work_items) 

8           sum += buf_acc[i]; 

9         accum_acc[glob_id] = sum; 

10       }); 

11     }); 

コンパイラーはこのコードをベクトル化しパフォーマンスを改善できます。 

GPU では、マシン上のベクトルエンジン (VE) または物理プロセッサー (EU) ごとに多くのスレッド・コンテキストを利用で

きます。そのため、スレッド数が VE 数と等しい上記のコードは、すべてのスレッド・コンテキストを利用できるわけではあ

りません。コアごとに 2 つの論理スレッドを持つ CPU でも、コードがすべてのスレッド・コンテキストを使用できるわけで

はありません。一般的に、すべてのスレッド・コンテキストを完全に利用するには、ワークを十分な数の work-group に分

割します。これにより、コードは長いレイテンシーの命令を許容できるようになります。次の表は、各種デバイスの処理要

素ごとに利用可能なスレッド・コンテキストの数を示しています。 
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表 10: デバイスで利用可能なスレッド・コンテキスト数 

 VE 数 スレッド/ VE 合計スレッド数 

KBL♰ 24 7 24 × 7 = 168 

TGL♰ 96 7 96 × 7 = 672 

次のコードは、使用可能なリソースを完全に利用するため、十分なスレッドを持つカーネルを記述する方法を示していま

す。デバイスで利用可能なスレッド・コンテキストの数を照会する方法がないことに注意してください。そのため、デバイス

に応じてワークを分割するため生成する work-item 数をスケーリングするようにします。 

リスト 59: /examples/reduction/reduction.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor accum_acc(accum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

4       h.parallel_for(num_work_items, [=](auto index) { 

5         size_t glob_id = index[0]; 

6         int sum = 0; 

7         for (size_t i = glob_id; i < data_size; i += num_work_items) 

8           sum += buf_acc[i]; 

9         accum_acc[glob_id] = sum; 

10       }); 

11     }); 

GPU でリダクションを行う一般的な手段として、多くの work-group を生成して、それぞれの work-group でツリー・リダ

クションを実行する方法があります。以下のカーネルでは、work-group 内の各 work-item がリダクションのネットワー

クに参加して、その work-group 内のすべての要素を合計しています。次に、work-group からのすべての中間結果のシリ

アル・リダクションを実行して合計します (中間結果が十分に大きい場合、ツリー・リダクションをさらに数回実行できま

す)。このツリー・リダクションのアルゴリズムは、work-group 内の work-item 間で高速な同期操作を利用します。この

カーネルのパフォーマンスは、大量のカーネルが起動されるため、カーネルの起動効率に大きく依存します。また、実際に

ワークを実行するスレッド数はループを通過するごとに指数関数的に減少するため、以下のカーネルはそれほど効率的

ではありません。 
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リスト 60: /examples/reduction/reduction.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor accum_acc(accum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

4       sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

5                      sycl::access::target::local> 

6           scratch(work_group_size, h); 

7 

8       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(num_work_items, work_group_size), 

9                      [=](sycl::nd_item<1> item) { 

10                        size_t global_id = item.get_global_id(0); 

11                        int local_id = item.get_local_id(0); 

12                        int group_id = item.get_group(0); 

13 

14                        if (global_id < data_size) 

15                          scratch[local_id] = buf_acc[global_id]; 

16                        else 

17                          scratch[local_id] = 0; 

18 

19                        // work-group 内の項目でツリー・リダクションを行います 

20                        for (int i = work_group_size / 2; i > 0; i >>= 1) { 

21                          item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

22                          if (local_id < i) 

23                            scratch[local_id] += scratch[local_id + i]; 

24                        } 

25 

26                        if (local_id == 0) 

27                          accum_acc[group_id] = scratch[0]; 

28                      }); 

29     }); 

単一ステージのリダクションは、ホストに多くのワークが残るため、あまり効率良いとは言えません。ステージを追加する

と、ホストのワークが減り、パフォーマンスが大幅に向上します。次のカーネルでは、ステージ 1 で計算された中間結果が

ステージ 2 の入力であることが分かります。これを一般化して、結果がホストで実行できるよう小さくなるまで、複数ス

テージのリダクションを構成します。 
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リスト 61: /examples/reduction/reduction.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor accum_acc(accum1_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

4       sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

5                      sycl::access::target::local> 

6           scratch(work_group_size, h); 

7 

8       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(num_work_items1, work_group_size), 

9                      [=](sycl::nd_item<1> item) { 

10                        size_t global_id = item.get_global_id(0); 

11                        int local_id = item.get_local_id(0); 

12                        int group_id = item.get_group(0); 

13 

14                        if (global_id < data_size) 

15                          scratch[local_id] = buf_acc[global_id]; 

16                        else 

17                          scratch[local_id] = 0; 

18 

19                        // work-group 内の項目でツリー・リダクションを行います 

20                        for (int i = work_group_size / 2; i > 0; i >>= 1) { 

21                          item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

22                          if (local_id < i) 

23                            scratch[local_id] += scratch[local_id + i]; 

24                        } 

25 

26                        if (local_id == 0) 

27                          accum_acc[group_id] = scratch[0]; 

28                      }); 

29     }); 

30     q.submit([&](auto &h) { 

31       sycl::accessor buf_acc(accum1_buf, h, sycl::read_only); 

32       sycl::accessor accum_acc(accum2_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

33       sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

34                      sycl::access::target::local> 

35           scratch(work_group_size, h); 

36 

37       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(num_work_items2, work_group_size), 

38                      [=](sycl::nd_item<1> item) { 

39                        size_t global_id = item.get_global_id(0); 

40                        int local_id = item.get_local_id(0); 

41                        int group_id = item.get_group(0); 

42 

43                        if (global_id < num_work_items2) 

44                          scratch[local_id] = buf_acc[global_id]; 

45                        else 

46                          scratch[local_id] = 0; 

47 

48                        // work-group 内の項目でツリー・リダクションを行います 

49                        for (int i = work_group_size / 2; i > 0; i >>= 1) { 

50                          item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

51                          if (local_id < i) 

52                            scratch[local_id] += scratch[local_id + i]; 

53                        } 

54 

55                        if (local_id == 0) 

56                          accum_acc[group_id] = scratch[0]; 

57                      }); 

58     }); 
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SYCL* はビルトインのリダクション操作をサポートしており、その実装はベースとなるアーキテクチャーに合わせて調整

されるため、状況に応じて SYCL* のリダクションを使用してください。次のカーネルは、コンパイラーがビルトイン・リダク

ション操作を使用する方法を示します。 

リスト 62: /examples/reduction/reduction.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::read_write); 

4       auto sumr = 

5           sycl::ext::oneapi::reduction(sum_acc, sycl::ext::oneapi::plus<>()); 

6       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>{data_size, 256}, sumr, 

7                      [=](sycl::nd_item<1> item, auto &sumr_arg) { 

8                        int glob_id = item.get_global_id(0); 

9                        sumr_arg += buf_acc[glob_id]; 

10                      }); 

11     }); 

次の最適化として、入力ベクトルのアクセスをブロック化し、共有ローカルメモリーに中間結果を格納することが考え

られます。このカーネルを以下に示します。ここでは、すべての work-item が特定数のベクトル要素を操作し、work-

group 内の 1 つのスレッドが中間結果を含む共有メモリーをリニアに処理することで、すべての要素を  1 つの結果に

集約できます。 

リスト 63: /examples/reduction/reduction.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor accum_acc(accum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

4       sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

5                      sycl::access::target::local> 

6           scratch(work_group_size, h); 

7       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>{num_work_items, work_group_size}, 

8                      [=](sycl::nd_item<1> item) { 

9                        size_t glob_id = item.get_global_id(0); 

10                        size_t group_id = item.get_group(0); 

11                        size_t loc_id = item.get_local_id(0); 

12                        int offset = ((glob_id >> log2workitems_per_block) 

13                                      << log2elements_per_block) + 

14                                     (glob_id & mask); 

15                        int sum = 0; 

16                        for (size_t i = 0; i < elements_per_work_item; i++) 

17                          sum += 

18                              buf_acc[(i << log2workitems_per_block) + offset]; 

19                        scratch[loc_id] = sum; 

20                        // シリアル・リダクション 

21                        item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

22                        if (loc_id == 0) { 

23                          int sum = 0; 

24                          for (int i = 0; i < work_group_size; i++) 

25                            sum += scratch[i]; 

26                          accum_acc[group_id] = sum; 

27                        } 

28                      }); 

29     }); 
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以下のカーネルは、ツリー・リダクションにより work-group 内のすべての work-item から中間結果をリダクションする

ことを除き、上記のカーネルと同じです。ほとんどの場合、これによるパフォーマンスの影響はありません。 

リスト 64: /examples/reduction/reduction.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor accum_acc(accum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

4       sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

5                      sycl::access::target::local> 

6           scratch(work_group_size, h); 

7       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>{num_work_items, work_group_size}, 

8                      [=](sycl::nd_item<1> item) { 

9                        size_t glob_id = item.get_global_id(0); 

10                        size_t group_id = item.get_group(0); 

11                        size_t loc_id = item.get_local_id(0); 

12                        int offset = ((glob_id >> log2workitems_per_block) 

13                                      << log2elements_per_block) + 

14                                     (glob_id & mask); 

15                        int sum = 0; 

16                        for (size_t i = 0; i < elements_per_work_item; i++) 

17                          sum += 

18                              buf_acc[(i << log2workitems_per_block) + offset]; 

19                        scratch[loc_id] = sum; 

20                        // ツリー・リダクション 

21                        item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

22                        for (int i = work_group_size / 2; i > 0; i >>= 1) { 

23                          item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

24                          if (loc_id < i) 

25                            scratch[loc_id] += scratch[loc_id + i]; 

26                        } 

27                        if (loc_id == 0) 

28                          accum_acc[group_id] = scratch[0]; 

29                      }); 

30     }); 

次のカーネルは、ブロック化を適用してからコンパイラーのリダクション演算子で最終的なリダクションを行います。これ

は、テストを行ったほとんどのプラットフォームで良好なパフォーマンスを得られました。 
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リスト 65: /examples/reduction/reduction.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

3       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::read_write, sycl::no_init); 

4       auto sumr = 

5           sycl::ext::oneapi::reduction(sum_acc, sycl::ext::oneapi::plus<>()); 

6       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>{num_work_items, work_group_size}, sumr, 

7                      [=](sycl::nd_item<1> item, auto &sumr_arg) { 

8                        size_t glob_id = item.get_global_id(0); 

9                        int offset = ((glob_id >> log2workitems_per_block) 

10                                      << log2elements_per_block) + 

11                                     (glob_id & mask); 

12                        int sum = 0; 

13                        for (size_t i = 0; i < elements_per_work_item; i++) 

14                          sum += 

15                              buf_acc[(i << log2workitems_per_block) + offset]; 

16                        sumr_arg += sum; 

17                      }); 

18     }); 

次のカーネルは、完全に異なるメモリーアクセス手法を使用します。中間結果をベクトル形式で生成するため、sub-

group のロードを使用します。次に、この中間結果をホストに戻し、ホスト上で最終的なリダクションが行われます。別の

カーネルを生成してこの結果を 1 つの work-group にまとめ、効率良いバリアを介してツリー・リダクションを行うことが

適しているケースもあります。 

リスト 66: /examples/reduction/reduction.cpp 

1     q.submit([&](auto &h) { 

2       const sycl::accessor buf_acc(buf, h); 

3       sycl::accessor accum_acc(accum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

4       sycl::accessor<sycl::vec<int, 8>, 1, sycl::access::mode::read_write, 

5                      sycl::access::target::local> 

6           scratch(work_group_size, h); 

7       h.parallel_for( 

8           sycl::nd_range<1>{num_work_items, work_group_size}, [= 

9       ](sycl::nd_item<1> item) [[intel::reqd_sub_group_size(16)]] { 

10             size_t group_id = item.get_group(0); 

11             size_t loc_id = item.get_local_id(0); 

12             sycl::ext::oneapi::sub_group sg = item.get_sub_group(); 

13             sycl::vec<int, 8> sum{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; 

14             using global_ptr = 

15                 sycl::multi_ptr<int, sycl::access::address_space::global_space>; 

16             int base = (group_id * work_group_size + 

17                         sg.get_group_id()[0] * sg.get_local_range()[0]) * 

18                        elements_per_work_item; 

19             for (size_t i = 0; i < elements_per_work_item / 8; i++) 

20               sum += sg.load<8>(global_ptr(&buf_acc[base + i * 128])); 

21             scratch[loc_id] = sum; 

22             for (int i = work_group_size / 2; i > 0; i >>= 1) { 

23               item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

24               if (loc_id < i) 

25                 scratch[loc_id] += scratch[loc_id + i]; 

26             } 

27             if (loc_id == 0) 

28               accum_acc[group_id] = scratch[0]; 

29           }); 

30     }); 
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ここでは、アクセラレーターのアーキテクチャーに応じて異なるパフォーマンス特性を持つ、リダクション操作の各種実装

方法を説明します。ここで注意すべきもう 1 つの重要な点は、PCIe* インターフェイス (ディスクリート GPU の場合) を経

由するホストへのリダクションにかかる時間は、デバイスで実際にリダクション全体を実行するのとほぼ同じであるという

ことです。これは、ホストとデバイス間のデータ転送を可能な限り避けるか、カーネルの実行をデータ転送とオーバーラッ

プさせる必要があることを示しています。 

7.9. カーネルの起動 

SYCL* では、特定デバイスのキューにカーネルを送信することでワークが実行されます。カーネルはホストからデバイス

に送信され、デバイスで実行された結果が返信されます。ホストからのカーネル送信と実行開始にはタイムラグがありま

す。これらは同期的であるため、カーネルに関連付けられる次のタイミングを追跡する必要があります。 

カーネル送信開始時間: これは、ホストがカーネル送信処理を開始する時間です。 

カーネル送信終了時間: これは、ホストがカーネル送信を終了する時間です。ホストは、引数のキューイングやカーネルが

デバイスで実行を開始する際のランタイムリソース割り当てなど、複数のタスクを実行します。 

カーネル起動時間: これは、ホストが送信したカーネルがデバイスで実行を開始する時間です。これは、カーネル送信終

了時間と同一でないことに注意してください。カーネル送信終了時間と起動時間には、デバイスの可用性に応じて遅延が

生じます。カーネルがデバイスで起動される前に、ホストは多数のカーネルをキューに投入する可能性があります。さらに、

カーネルが実行を開始する前にデータ転送を完了しなければならないことがあります。 

カーネル完了時間: これは、カーネルがデバイス上で実行を終了する時間です。現世代のデバイスはプリエンプティブで

はありません。つまり、カーネルを起動したらその実行を完了する必要があります。 

インテル® VTune™ プロファイラー (vtune)、clIntercept および zeIntercept などのツールは、アプリケーション

内のすべてのカーネルに関する上記の時間の視覚的なタイムラインを表示できます。 

次の簡単な例では、カーネルの実行時間を測定しています。これには、ホストでのカーネル送信時間、デバイスでのカーネ

ル実行時間、およびデータ転送時間 (ここではバッファーやメモリーがないためゼロ) が含まれます。 

リスト 67: /examples/kernels/launch.cpp 

1 void emptyKernel1(sycl::queue &q) { 

2   Timer timer; 

3   for (int i = 0; i < iters; ++i) 

4     q.parallel_for(1, [=](auto id) { 

5        /* NOP */ 

6      }).wait(); 

7   std::cout << "  emptyKernel1: Elapsed time: " << timer.Elapsed() / iters 

8             << " sec\n"; 

9 } // emptyKernel1 の終わり 
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parallel_for の終わりで待機しない次のコードでは、ホストがカーネルをランタイムに送信するのにかかる時間を測

定します。 

リスト 68: /examples/kernels/launch.cpp 

1 void emptyKernel2(sycl::queue &q) { 

2   Timer timer; 

3   for (int i = 0; i < iters; ++i) 

4     q.parallel_for(1, [=](auto id) { 

5       /* NOP */ 

6     }); 

7   std::cout << "  emptyKernel2: Elapsed time: " << timer.Elapsed() / iters 

8             << " sec\n"; 

オーバーヘッドは、使用するバックエンド・ランタイムとホストの処理能力に大きく依存します。 

デバイスでの実際のカーネル実行時間を測定するには、SYCL* ビルトイン・プロファイル API を使用します。次のコードは、

カーネルの実行時間をプロファイルする SYCL* プロファイル API の使い方を示します。カーネルの送信時間も表示でき

ます。カーネルの起動時間はランタイムとデバイスドライバーに依存するため、プログラムで測定する方法がありません。

これを知るにはプロファイル・ツールを使用します。 

リスト 69: /examples/kernels/profiling-api.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 

8 class Timer { 

9 public: 

10   Timer() : start_(std::chrono::steady_clock::now()) {} 

11 

12   double Elapsed() { 

13     auto now = std::chrono::steady_clock::now(); 

14     return std::chrono::duration_cast<Duration>(now - start_).count(); 

15   } 

16 

17 private: 

18   using Duration = std::chrono::duration<double>; 

19   std::chrono::steady_clock::time_point start_; 

20 }; 

21 

22 int main() { 

23   Timer timer; 

24   sycl::queue q{sycl::property::queue::enable_profiling()}; 

25   auto evt = q.parallel_for(1000, [=](auto id) { 

26     /* カーネルをここに記述  */ 

27   }); 

28   double t1 = timer.Elapsed(); 

29   evt.wait(); 

30   double t2 = timer.Elapsed(); 

31   auto startK = 

32       evt.get_profiling_info<sycl::info::event_profiling::command_start>(); 

33   auto endK = 

34       evt.get_profiling_info<sycl::info::event_profiling::command_end>(); 
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35   std::cout << "Kernel submission time: " << t1 << "secs\n"; 

36   std::cout << "Kernel submission + execution time: " << t2 << "secs\n"; 

37   std::cout << "Kernel execution time: " 

38             << ((double)(endK - startK)) / 1000000.0 << "secs\n"; 

39 

40   return 0; 

41 } 

次の図は、上記の例の実行タイムラインを示します。この図は、clIntercept を実行してトレースファイルを生成し、

Chrome* トレースを使用してタイムラインを視覚化しています。このタイムラインには、2 つのレーンが示されています。

1 つはホスト、そしてもう 1 つはデバイスです。デバイス側の唯一のアクティビティーは、送信されたカーネルの実行であ

ることに注目してください。カーネルを実行する準備は、ホスト側でかなりの量のワークが行われています。この例のカー

ネルは小規模であるため、合計実行時間は、clBuildProgram というラベルが付いたブロックでカーネルの JIT コンパ

イルが大部分を占めていることが分かります。 

 

図 22: カーネル実行のタイムライン 

次の拡大図は、カーネルを送信するためホストで呼び出される関数の詳細を示しています。ここでは、時間の大部分が 

clEnqueueNDRangeKernel で占められています。また、ホストでのカーネル送信完了とデバイスでのカーネル起動の

間に遅延があることに注意してください。 

 
図 23: カーネルを送信するホスト上の関数呼び出し 



oneAPI GPU 最適化ガイド 2023.0 

 

93 

7.10. デバイス上で同時に複数のカーネルを実行 

SYCL* には、カーネルを作成して実行のため送信に利用できる 2 種類のキューが用意されています。 

インオーダー・キュー: カーネルはキューに送信された順に実行されます。 

アウトオブオーダー・キュー: カーネルは任意の順に実行されます (カーネル間の依存関係の制約に従います)。 

イ ン オ ー ダ ー ま た は ア ウ ト オ ブ オ ー ダ ー で キ ュ ー を 作 成 す る か ど う か は 、 キ ュ ー の 作 成 時 に 

sycl::property::queue::in_order() プロパティーを使用して選択します。デフォルトで、プロパティーが省

略された場合のキューはアウトオブオーダーです。 

次の例では、反復ごとに 3 つのカーネルが送信されています。それぞれのカーネルは、256 個の work-item を持つ 1 つ

の work-group のみを使用します。このカーネルは、マシン全体を占有しないようにするため 1 つのグループで生成され

ています。これは並列カーネル実行の利点を例えるために行われます。 

リスト 70: /examples/multiple-kernel-execution/kernels.cpp 

1 int multi_queue(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b) { 

2   IntArray s1, s2, s3; 

3 

4   sycl::buffer a_buf(a); 

5   sycl::buffer b_buf(b); 

6   sycl::buffer sum_buf1(s1); 

7   sycl::buffer sum_buf2(s2); 

8   sycl::buffer sum_buf3(s3); 

9 

10   size_t num_groups = 1; 

11   size_t wg_size = 256; 

12   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

13   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

14     q.submit([&](sycl::handler &h) { 

15       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

16       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

17       sycl::accessor sum_acc(sum_buf1, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

18 

19       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), 

20                      [=](sycl::nd_item<1> index) { 

21                        size_t loc_id = index.get_local_id(); 

22                        sum_acc[loc_id] = 0; 

23                        for (int j = 0; j < 1000; j++) 

24                          for (size_t i = loc_id; i < array_size; i += wg_size) { 

25                            sum_acc[loc_id] += a_acc[i] + b_acc[i]; 

26                          } 

27                      }); 

28     }); 

29     q.submit([&](sycl::handler &h) { 

30       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

31       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

32       sycl::accessor sum_acc(sum_buf2, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

33 

34       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), 

35                      [=](sycl::nd_item<1> index) { 

36                        size_t loc_id = index.get_local_id(); 

37                        sum_acc[loc_id] = 0; 
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38                        for (int j = 0; j < 1000; j++) 

39                          for (size_t i = loc_id; i < array_size; i += wg_size) { 

40                            sum_acc[loc_id] += a_acc[i] + b_acc[i]; 

41                          } 

42                      }); 

43     }); 

44     q.submit([&](sycl::handler &h) { 

45       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

46       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

47       sycl::accessor sum_acc(sum_buf3, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

48 

49       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), 

50                      [=](sycl::nd_item<1> index) { 

51                        size_t loc_id = index.get_local_id(); 

52                        sum_acc[loc_id] = 0; 

53                        for (int j = 0; j < 1000; j++) 

54                          for (size_t i = loc_id; i < array_size; i += wg_size) { 

55                            sum_acc[loc_id] += a_acc[i] + b_acc[i]; 

56                          } 

57                      }); 

58     }); 

59   } 

60   q.wait(); 

61   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

62   std::cout << "multi_queue completed on device - took " 

63             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 

64   // 結果をチェック 

65   return ((end - start).count()); 

66 } // multi_queue の終わり 

キューがインオーダーである場合、マシンに十分なリソースがあってカーネル間に依存関係がなくても、カーネルを並列

に実行することはできずシーケンシャルに実行されます。これは、すべてのカーネルの合計実行時間が長くなることから

もわかります。キューの作成とカーネルの送信方法を以下に示します。 

リスト 71: /examples/multiple-kernel-execution/kernels.cpp 

1   sycl::property_list q_prop{sycl::property::queue::in_order()}; 

2  std::cout << "In order queue: Jitting+Execution time\n"; 

3   sycl::queue q1(d_selector, q_prop); 

4   multi_queue(q1, a, b); 

5   usleep(500 * 1000); 

6   std::cout << "In order queue: Execution time\n"; 

7   multi_queue(q1, a, b); 

キューがアウトオブオーダーである場合、全体の実行時間はかなり短縮されますが、これは、マシンがキューからカーネ

ルを同時に実行できることを意味します。キューの作成とカーネルの起動方法を以下に示します。 

リスト 72: /examples/multiple-kernel-execution/kernels.cpp 

1   sycl::queue q2(d_selector); 

2   std::cout << "Out of order queue: Jitting+Execution time\n"; 

3   multi_queue(q2, a, b); 

4   usleep(500 * 1000); 

5   std::cout << "Out of order queue: Execution time\n"; 

6   multi_queue(q2, a, b); 
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カーネルがあまりスケーリングせず、マシンの計算リソースを効率良く利用できない状況では、work-group/work-

item の値を適切に選択して必要とする計算ユニットだけを割り当てて、同時に複数のカーネルを実行することを推奨し

ます。 

次のタイムライン・ビューは、インオーダーおよびアウトオブオーダーのキューで実行されるカーネルを示しています。この

タイムラインは、バイナリーが OpenCL* バックエンドで実行される際に、clIntercept ツールを使用して収集されまし

た。ここでは、アウトオブオーダー・キューに送信されたカーネルが、平行に実行されていることが明らかに分かります。3 

つのカーネルすべてが平行に実行されるわけではないことに注意してください。これは、ドライバーがカーネルを送信す

る際のヒューリスティックの影響です。ドライバーは、GPU がアクティブでないことを認識すると、すぐに実行するカーネル

を送信してキュー内のカーネルをバッファリングします。 

 
図 24: インオーダーとアウトオブオーダー・キューのカーネル実行タイムライン 

device クラスの create_sub_devices 関数を使用して、単一デバイスを sub-device に分割することもできます。プ

ログラマーは、適切な sub-device にカーネルを送信するよう制御することができます。ただし、デバイスの sub-device 

へのパーティション化は静的であり、ランタイムでカーネルをある sub-device から別の sub-device へ移行する柔軟性

は備わっていないため、アプリケーションの動的な負荷には対応できません。 

このドキュメントの公開時点では、OpenCL* バックエンドのみがカーネルをアウトオブオーダーで実行できます。レベル

ゼロ・バックエンドでのカーネルをアウトオブオーダー実行する機能は、まだ開発中です。 

7.11. 複数のキューへカーネルを送信 

キューはアクセラレーターで実行するカーネルを送信するチャネルを提供します。また、デバイスのステートを示すコンテ

キストも保持します。このステートには、バッファーの内容とカーネルの実行に必要なメモリーが含まれます。ランタイム

は、デバイス・コンテキストを追跡して、ホストとデバイス間の不要なメモリー転送を回避します。そのため、異なるコンテ

キストでカーネルの送信をインターリーブするのではなく、1 つのコンテキストからカーネルを送信して起動することを推

奨します。 

次の例では、入力と同じバッファーを使用して計算結果を異なる出力バッファーに生成する 30 個の独立したカーネルを

送信します。これらのカーネルは完全に独立しており、同時に実行されるため順不同となる可能性があります。カーネル

は 3 つのキューに送信されますが、各カーネルの実行にはキューの作成方法に応じて異なるコストが生じます。 
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リスト 73: /examples/multiple-queue-submission/multi-queue-light-kernel.cpp 

1 int VectorAdd(sycl::queue &q1, sycl::queue &q2, sycl::queue &q3, 

2               const IntArray &a, const IntArray &b) { 

3 

4   sycl::buffer a_buf(a); 

5   sycl::buffer b_buf(b); 

6   sycl::buffer<int> *sum_buf[3 * iter]; 

7   for (size_t i = 0; i < (3 * iter); i++) 

8     sum_buf[i] = new sycl::buffer<int>(256); 

9 

10   size_t num_groups = 1; 

11   size_t wg_size = 256; 

12   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

13   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

14     q1.submit([&](auto &h) { 

15       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

16       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

17       auto sum_acc = sum_buf[3 * i]->get_access<sycl::access::mode::write>(h); 

18 

19       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), 

20                      [=](sycl::nd_item<1> index) { 

21                        size_t loc_id = index.get_local_id(); 

22                        sum_acc[loc_id] = 0; 

23                        for (size_t i = loc_id; i < array_size; i += wg_size) { 

24                          sum_acc[loc_id] += a_acc[i] + b_acc[i]; 

25                        } 

26                      }); 

27     }); 

28     q2.submit([&](auto &h) { 

29       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

30       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

31       auto sum_acc = 

32           sum_buf[3 * i + 1]->get_access<sycl::access::mode::write>(h); 

33 

34       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), 

35                      [=](sycl::nd_item<1> index) { 

36                        size_t loc_id = index.get_local_id(); 

37                        sum_acc[loc_id] = 0; 

38                        for (size_t i = loc_id; i < array_size; i += wg_size) { 

39                          sum_acc[loc_id] += a_acc[i] + b_acc[i]; 

40                        } 

41                      }); 

42     }); 

43     q3.submit([&](auto &h) { 

44       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

45       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

46       auto sum_acc = 

47           sum_buf[3 * i + 2]->get_access<sycl::access::mode::write>(h); 

48 

49       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), 

50                      [=](sycl::nd_item<1> index) { 

51                        size_t loc_id = index.get_local_id(); 

52                        sum_acc[loc_id] = 0; 

53                        for (size_t i = loc_id; i < array_size; i += wg_size) { 

54                          sum_acc[loc_id] += a_acc[i] + b_acc[i]; 

55                        } 

56                      }); 

57     }); 

58   } 

59   q1.wait(); 

60   q2.wait(); 

61   q3.wait(); 

62   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 
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63   std::cout << "Vector add completed on device - took " << (end - start).count() 

64             << " u-secs\n"; 

65   // 結果をチェック 

66   for (size_t i = 0; i < (3 * iter); i++) 

67     delete sum_buf[i]; 

68   return ((end - start).count()); 

69 } // VectorAdd の終わり 

カーネルを同一キューに送信すると、カーネルの転送は最初の一度だけ行われるため、転送のオーバーヘッドが軽減して

最高のパフォーマンスが得られます。 

リスト 74: /examples/multiple-queue-submission/multi-queue-light-kernel.cpp 

1   VectorAdd(q, q, q, a, b); 

カーネルが同じコンテキストを共有する異なるキューで送信される場合、パフォーマンスは単一のキューで送信された場

合とほぼ同等です。ここで注意すべきことは、カーネルが異なるコンテキストで新しいキューに送信されると、JIT プロセ

スはカーネルをコンテキストに関連する新しいデバイス向けにコンパイルすることです。JIT コンパイルの時間を除けば、

カーネルの実行時間はほぼ同じです。 

リスト 75: /examples/multiple-queue-submission/multi-queue-light-kernel.cpp 

1   sycl::queue q1(d_selector); 

2   sycl::queue q2(q1.get_context(), d_selector); 

3   sycl::queue q3(q1.get_context(), d_selector); 

4   VectorAdd(q1, q2, q3, a, b); 

カーネルが 3 つの異なるコンテキストを持つ 3 つの異なるキューに送信される場合、カーネル呼び出し時にランタイム

はすべての入力バッファーをアクセラレーターに毎回転送する必要があるため、パフォーマンスが低下します。さらに、

カーネルはコンテキストごとに JIT されます。 

リスト 76: /examples/multiple-queue-submission/multi-queue-light-kernel.cpp 

1   sycl::queue q4(d_selector); 

2   sycl::queue q5(d_selector); 

3   sycl::queue q6(d_selector); 

4   VectorAdd(q4, q5, q6, a, b); 

何らかの理由で異なるキューを使用する必要がある場合、共有コンテキストでキューを作成することでこの問題を回避で

きます。これにより、入力バッファーを転送する必要はなくなりますが、すべての出力バッファーがコンテキスト内に存在

するため、カーネルが必要とするメモリー容量が増加します (以前は、デバイス上の同じメモリーを出力バッファーとして

使用していました)。忘れてならないことは、カーネルのメモリー転送と計算比率の問題です。上記の例では、カーネルの計

算量が少ないため、全体の実行はメモリー転送に依存します。計算量が多い場合、転送は実行全体にそれほど影響を及

ぼしません。これは、カーネルの計算量が 1000 倍に増加し、実行時間が異なる次の例からも分かります。 
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リスト 77: /examples/multiple-queue-submission/multi-queue-heavy-kernel.cpp 

1 int VectorAdd(sycl::queue &q1, sycl::queue &q2, sycl::queue &q3, 

2               const IntArray &a, const IntArray &b) { 

3 

4   sycl::buffer a_buf(a); 

5   sycl::buffer b_buf(b); 

6   sycl::buffer<int> *sum_buf[3 * iter]; 

7   for (size_t i = 0; i < (3 * iter); i++) 

8     sum_buf[i] = new sycl::buffer<int>(256); 

9 

10   size_t num_groups = 1; 

11   size_t wg_size = 256; 

12   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

13   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

14     q1.submit([&](auto &h) { 

15       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

16       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

17       auto sum_acc = sum_buf[3 * i]->get_access<sycl::access::mode::write>(h); 

18 

19       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), 

20                      [=](sycl::nd_item<1> index) { 

21                        size_t loc_id = index.get_local_id(); 

22                        sum_acc[loc_id] = 0; 

23                        for (int j = 0; j < 1000; j++) 

24                          for (size_t i = loc_id; i < array_size; i += wg_size) { 

25                            sum_acc[loc_id] += a_acc[i] + b_acc[i]; 

26                          } 

27                      }); 

28     }); 

29     q2.submit([&](auto &h) { 

30       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

31       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

32       auto sum_acc = 

33           sum_buf[3 * i + 1]->get_access<sycl::access::mode::write>(h); 

34 

35       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), 

36                      [=](sycl::nd_item<1> index) { 

37                        size_t loc_id = index.get_local_id(); 

38                        sum_acc[loc_id] = 0; 

39                        for (int j = 0; j < 1000; j++) 

40                          for (size_t i = loc_id; i < array_size; i += wg_size) { 

41                            sum_acc[loc_id] += a_acc[i] + b_acc[i]; 

42                          } 

43                      }); 

44     }); 

45     q3.submit([&](auto &h) { 

46       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

47       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

48       auto sum_acc = 

49           sum_buf[3 * i + 2]->get_access<sycl::access::mode::write>(h); 

50 

51       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>(num_groups * wg_size, wg_size), 

52                      [=](sycl::nd_item<1> index) { 

53                        size_t loc_id = index.get_local_id(); 

54                        sum_acc[loc_id] = 0; 

55                        for (int j = 0; j < 1000; j++) 

56                          for (size_t i = loc_id; i < array_size; i += wg_size) { 

57                            sum_acc[loc_id] += a_acc[i] + b_acc[i]; 

58                          } 

59                      }); 

60     }); 

61   } 

62   q1.wait(); 
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63   q2.wait(); 

64   q3.wait(); 

65   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

66   std::cout << "Vector add completed on device - took " << (end - start).count() 

67             << " u-secs\n"; 

68   // 結果のチェック 

69   for (size_t i = 0; i < (3 * iter); i++) 

70     delete sum_buf[i]; 

71   return ((end - start).count()); 

72 } // VectorAdd の終わり 

7.12. 冗長なキューの構築を避ける 

デバイスでカーネルを実行するには、関連するコンテキスト、プラットフォーム、およびデバイスを参照するキューを作成す

る必要があります。コンテキスト、プラットフォーム、およびデバイスは自動的に選択されるか、ユーザーが指定できます。 

コンテキストは、ユーザーが直接、またはキューの作成時に暗黙的に構築され、SYCL* ランタイムおよび SYCL* バックエ

ンドがデバイス上の動作に必要なすべてのランタイム情報を保持します。コンテキストが省略されてキューが作成される

と、デフォルトのコンストラクターを使用して暗黙的に新しいコンテキストが構築されます。一般的に、新しいコンテキス

トを作成すると、カーネルがそのコンテキストでキューに送信されるたびに JIT がプログラムをコンパイルするため重い

操作であると言えます。良好なパフォーマンスを得るには、アプリケーションで使用するコンテキストをできるだけ少なく

する必要があります。 

次の例では、ループ内でキューが作成され、カーネルはその新しいキューに送信されます。これは、ループ反復ごとに JIT 

コンパイラーが呼び出されます。 

リスト 78: /examples/redundant-queues/queues.cpp 

1 int reductionMultipleQMultipleC(std::vector<int> &data, int iter) { 

2   const size_t data_size = data.size(); 

3   int sum = 0; 

4 

5   int work_group_size = 512; 

6   int num_work_groups = 1; 

7   int num_work_items = work_group_size; 

8 

9   const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

10 

11   sycl::buffer<int> buf(data.data(), data_size, props); 

12   sycl::buffer<int> sum_buf(&sum, 1, props); 

13 

14   sycl::queue q1{sycl::default_selector{}, exception_handler}; 

15   // デバイス上のデータを初期化 

16   q1.submit([&](auto &h) { 

17     sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

18     h.parallel_for(data_size, [=](auto index) { buf_acc[index] = 1; }); 

19   }); 

20 

21   double elapsed = 0; 

22   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

23     sycl::queue q2{sycl::default_selector{}, exception_handler}; 

24     if (i == 0) 

25       std::cout << q2.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() << "\n"; 
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26     // reductionMultipleQMultipleC main の始まり 

27     Timer timer; 

28     q2.submit([&](auto &h) { 

29       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

30       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

31       sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

32                      sycl::access::target::local> 

33           scratch(work_group_size, h); 

34       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>{num_work_items, work_group_size}, 

35                      [=](sycl::nd_item<1> item) { 

36                        size_t loc_id = item.get_local_id(0); 

37                        int sum = 0; 

38                        for (int i = loc_id; i < data_size; i += num_work_items) 

39                          sum += buf_acc[i]; 

40                        scratch[loc_id] = sum; 

41                        for (int i = work_group_size / 2; i > 0; i >>= 1) { 

42                          item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

43                          if (loc_id < i) 

44                            scratch[loc_id] += scratch[loc_id + i]; 

45                        } 

46                        if (loc_id == 0) 

47                          sum_acc[0] = scratch[0]; 

48                      }); 

49     }); 

50     // reductionMultipleQMultipleC main の終わり  

51     q2.wait(); 

52     sycl::host_accessor h_acc(sum_buf); 

53     sum = h_acc[0]; 

54     elapsed += timer.Elapsed(); 

55   } 

56   elapsed = elapsed / iter; 

57   if (sum == sum_expected) 

58     std::cout << "SUCCESS: Time reductionMultipleQMultipleC   = " << elapsed 

59               << "s" 

60               << " sum = " << sum << "\n"; 

61   else 

62     std::cout << "ERROR: reductionMultipleQMultipleC Expected " << sum_expected 

63               << " but got " << sum << "\n"; 

64   return sum; 

65 } // reductionMultipleQMultipleC の終わり 

上記のプログラムは、キューの宣言をループ外に移動することで大幅にパフォーマンスを向上できます。 

リスト 79: /examples/redundant-queues/queues.cpp 

1 int reductionSingleQ(std::vector<int> &data, int iter) { 

2   const size_t data_size = data.size(); 

3   int sum = 0; 

4 

5   int work_group_size = 512; 

6   int num_work_groups = 1; 

7   int num_work_items = work_group_size; 

8 

9   const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

10 

11   sycl::buffer<int> buf(data.data(), data_size, props); 

12   sycl::buffer<int> sum_buf(&sum, 1, props); 

13   sycl::queue q{sycl::default_selector{}, exception_handler}; 

14   std::cout << q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() << "\n"; 

15 

16   // デバイス上のデータを初期化 
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17   q.submit([&](auto &h) { 

18     sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

19     h.parallel_for(data_size, [=](auto index) { buf_acc[index] = 1; }); 

20   }); 

21 

22   double elapsed = 0; 

23   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

24     // reductionIntBarrier main の開始 

25     Timer timer; 

26     q.submit([&](auto &h) { 

27       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

28       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

29       sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

30                      sycl::access::target::local> 

31           scratch(work_group_size, h); 

32       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>{num_work_items, work_group_size}, 

33                      [=](sycl::nd_item<1> item) { 

34                        size_t loc_id = item.get_local_id(0); 

35                        int sum = 0; 

36                        for (int i = loc_id; i < data_size; i += num_work_items) 

37                          sum += buf_acc[i]; 

38                        scratch[loc_id] = sum; 

39                        for (int i = work_group_size / 2; i > 0; i >>= 1) { 

40                          item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

41                          if (loc_id < i) 

42                            scratch[loc_id] += scratch[loc_id + i]; 

43                        } 

44                        if (loc_id == 0) 

45                          sum_acc[0] = scratch[0]; 

46                      }); 

47     }); 

48     // reductionSingleQ main の終わり 

49     q.wait(); 

50     sycl::host_accessor h_acc(sum_buf); 

51     sum = h_acc[0]; 

52     elapsed += timer.Elapsed(); 

53   } 

54   elapsed = elapsed / iter; 

55   if (sum == sum_expected) 

56     std::cout << "SUCCESS: Time reductionSingleQ   = " << elapsed << "s" 

57               << " sum = " << sum << "\n"; 

58   else 

59     std::cout << "ERROR: reductionSingleQ Expected " << sum_expected 

60               << " but got " << sum << "\n"; 

61   return sum; 

62 } // reductionSingleQ の終わり 

複数のキューを作成する場合、キュー間でコンテキストを共有するようにします。これによりパフォーマンスが向上します。

上記のカーネルは次のように書き直すことができ、ここではループ内で作成されたキューとループ外のキューがコンテキ

ストを共有しています。この場合、パフォーマンスは単一のキューを使用する場合とほぼ同等です。 

リスト 80: /examples/redundant-queues/queues.cpp 

1 int reductionMultipleQSingleC(std::vector<int> &data, int iter) { 

2   const size_t data_size = data.size(); 

3   int sum = 0; 

4 

5   int work_group_size = 512; 

6   int num_work_groups = 1; 

7   int num_work_items = work_group_size; 
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8 

9   const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

10 

11   sycl::buffer<int> buf(data.data(), data_size, props); 

12   sycl::buffer<int> sum_buf(&sum, 1, props); 

13 

14   sycl::queue q1{sycl::default_selector{}, exception_handler}; 

15   // デバイス上のデータを初期化 

16   q1.submit([&](auto &h) { 

17     sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

18     h.parallel_for(data_size, [=](auto index) { buf_acc[index] = 1; }); 

19   }); 

20 

21   double elapsed = 0; 

22   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

23     sycl::queue q2{q1.get_context(), sycl::default_selector{}, 

24                    exception_handler}; 

25     if (i == 0) 

26       std::cout << q2.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() << "\n"; 

27     // reductionMultipleQSingleC main の始まり 

28     Timer timer; 

29     q2.submit([&](auto &h) { 

30       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

31       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

32       sycl::accessor<int, 1, sycl::access::mode::read_write, 

33                      sycl::access::target::local> 

34           scratch(work_group_size, h); 

35       h.parallel_for(sycl::nd_range<1>{num_work_items, work_group_size}, 

36                      [=](sycl::nd_item<1> item) { 

37                        size_t loc_id = item.get_local_id(0); 

38                        int sum = 0; 

39                        for (int i = loc_id; i < data_size; i += num_work_items) 

40                          sum += buf_acc[i]; 

41                        scratch[loc_id] = sum; 

42                        for (int i = work_group_size / 2; i > 0; i >>= 1) { 

43                          item.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

44                          if (loc_id < i) 

45                            scratch[loc_id] += scratch[loc_id + i]; 

46                        } 

47                        if (loc_id == 0) 

48                          sum_acc[0] = scratch[0]; 

49                      }); 

50     }); 

51     // reductionMultipleQSingleC main の終わり 

52     q2.wait(); 

53     sycl::host_accessor h_acc(sum_buf); 

54     sum = h_acc[0]; 

55     elapsed += timer.Elapsed(); 

56   } 

57   elapsed = elapsed / iter; 

58   if (sum == sum_expected) 

59     std::cout << "SUCCESS: Time reductionMultipleQSingleContext  = " << elapsed 

60               << "s" 

61               << " sum = " << sum << "\n"; 

62   else 

63     std::cout << "ERROR: reductionMultipleQSingleContext Expected " 

64               << sum_expected << " but got " << sum << "\n"; 

65   return sum; 

66 } // reductionMultipleQSingleC の終わり 
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k 

8. GPU オフロードにライブラリーを使用 

インテル® oneAPI ツールキットでは、最適化されたアプリケーションで使用できる特殊な API を提供することで、プログ

ラミングを簡素化できるライブラリーを用意しています。この章では、アプリケーションを加速するコードサンプルを含む

ライブラリーの利用手順について説明します。利用可能な API を含む各ライブラリーの詳細は、それぞれのライブラリー

のドキュメントに記載されています。 

8.1. パフォーマンス・ライブラリーを使用 

ここでは、明示的にコードを記述する代わりに、インテル® oneAPI マス・カーネル・ライブラリー (インテル® oneMKL) や、

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) などの効率良い関数を使用す

る方法を説明します。特定分野の数学演算を研究している専門家でない限り、通常、演算を行う独自バージョンを作成す

ることは推奨いたしません。例えば、行列乗算は一般的で単純な数学演算です。 

Cm,n  = Am,k  × Bk,n  = ∑ Am,k  × Bk,n 

これは数行のコードで簡単に実装できます。 

リスト 81: /examples/libraries-kernel/naive_matmul.cpp 

1   // A と B の行列乗算 

2   for (m = 0; m < M; m++) { 

3     for (n = 0; n < N; n++) { 

4       C[m][n] = 0.0; 

5       for (k = 0; k < K; k++) { 

6         C[m][n] += A[m][k] * B[k][n]; 

7       } 

8     } 

9   } // 行列乗算の終わり 

これは単純な実装ですが、最高のパフォーマンスを得られるとは限りません。内部ループをよく見ると、行列 B のメモリー

アクセスが非連続であることが分かります。これは、キャッシュを再利用できずパフォーマンスが低下します。 

このアルゴリズムを SYCL* に移植して、行列乗算カーネルをアクセラレーターで実行することは、それほど困難ではあり

ません。次のコードは、キューを初期化してデフォルトデバイスにワークを送信し、統合共有メモリー (USM) に行列空間を

割り当てています。 
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リスト 82: /examples/libraries-kernel/naive_matmul_sycl.cpp 

1   // SYL* キューを初期化 

2   sycl::queue Q(sycl::default_selector{}); 

3   auto sycl_device = Q.get_device(); 

4   auto sycl_context = Q.get_context(); 

5   std::cout << "Running on: " 

6             << Q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() << std::endl; 

7 

8   // USM に行列 A、B、および C を割り当て 

9   auto A = sycl::malloc_shared<float *>(M, sycl_device, sycl_context); 

10   for (m = 0; m < M; m++) 

11     A[m] = sycl::malloc_shared<float>(K, sycl_device, sycl_context); 

12 

13   auto B = sycl::malloc_shared<float *>(K, sycl_device, sycl_context); 

14   for (k = 0; k < K; k++) 

15     B[k] = sycl::malloc_shared<float>(N, sycl_device, sycl_context); 

16 

17   auto C = sycl::malloc_shared<float *>(M, sycl_device, sycl_context); 

18   for (m = 0; m < M; m++) 

19     C[m] = sycl::malloc_shared<float>(N, sycl_device, sycl_context); 

20 

21   // 行列 A、B、および C の初期化 

USM のデータは、SYCL* ランタイムによってホストメモリーとデバイスメモリー間で移動できます。明示的なバッファー

は必要ありません。デフォルトのアクセラレーターにオフロードするため、計算は SYCL* カーネルに変換され、キューに

送信されます。 

リスト 83: /examples/libraries-kernel/naive_matmul_sycl.cpp 

1   // 行列乗算カーネルをオフロード 

2   Q.parallel_for(sycl::range<2>{M, N}, [=](sycl::id<2> id) { 

3      unsigned int m = id[0]; 

4      unsigned int n = id[1]; 

5 

6      float sum = 0.0; 

7      for (unsigned int k = 0; k < K; k++) 

8        sum += A[m][k] * B[k][n]; 

9 

10      C[m][n] = sum; 

11    }).wait(); // 行列乗算の終わり 

しかし、このようなコードをアクセラレーターにオフロードしても、パフォーマンスが向上する可能性はほとんどありませ

ん。実際には、パフォーマンスが低下します。適切に記述されていないコードは、ホストまたはデバイスで実行されている

にかかわらず適切でないままです。次の表は、純粋な行列乗算の実装がさまざまな形状の行列でどのように実行されるか

を示します。 

行列乗算など、計算量の多い一般的な演算は十分に研究されており、基本的な数式を純粋に実装するよりも優れたパ

フォーマンスをもたらす多くのアルゴリズムが設計されています。それらは、キャッシュ・ブロッキングやループアンロール

などのチューニングにより、行列 A および B の形状に関係なく高いパフォーマンスを実現します。 
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インテル® oneMKL は、最適化済みの一般的な行列乗算関数 (oneapi::mkl::blas::gemm) を提供し、ホスト・プロ

セッサーまたは各種アクセラレーター・デバイスで高い性能を実現できます。行列は  USM に割り当てられ、デバイス

キュー、行列次元、およびそのほか各種オプションが gemm 関数に渡されます。 

リスト 84: /examples/libraries-kernel/matmul_onemkl.cpp 

1   // 行列乗算のオフロード 

2   float alpha = 1.0, beta = 0.0; 

3   oneapi::mkl::transpose transA = oneapi::mkl::transpose::nontrans; 

4   oneapi::mkl::transpose transB = oneapi::mkl::transpose::nontrans; 

5   sycl::event gemm_done; 

6   std::vector<sycl::event> gemm_dependencies; 

7   gemm_done = oneapi::mkl::blas::gemm(Q, transA, transB, M, N, K, alpha, A, M, 

8                                       B, K, beta, C, M, gemm_dependencies); 

9   gemm_done.wait(); 

ライブラリー関数は、純粋な実装よりも高いパフォーマンスを示し、広範囲の用途に利用できます。例えば、ライブラリー

関数は、必要に応じて乗算の前に一方または両方の行列を転置できます。 

表 11: 行列 A の次元 (秒単位) 

実装 4000 x 4000 8000 x 2000 2000 x 8000 プロセッサー 

SYCL* 19.2 38.1 9.8 第 9 世代 

インテル® oneMKL gemm 0.9 1.3 0.8 第 9 世代 

この簡単な例は、アプリケーション開発者とチューニングの熟練者の関心がかけ離れていることを示しています。 

アプリケーション開発者は、高度に最適化されたライブラリーに一般的な計算をカプセル化するため熟練者に依存する

傾向があります。oneAPI 仕様では、アプリケーションの高速化に役立つ多くのライブラリーが定義されています。以下に

例を示します。 

• 数学演算向けのインテル® oneMKL 

• データ解析とマシンラーニング向けのインテル® oneDAL 

• マシンラーニング・フレームワークを開発するためのインテル® oneDNN 

• ビデオ処理向けのインテル® oneVPL 

必要な操作をスクラッチから実装する前に、インテル® oneAPI ライブラリーに利用可能な関数がないか確認してください。 

8.2. SYCL* カーネルで標準ライブラリー関数を使用 

すべてではありませんが、一部の標準 C++ 関数は SYCL* カーネル内から呼び出すことができます。サポートされている

関数の概要については、『データ並列 C++』 (英語) 書籍の「第 18 章 ライブラリー」を参照してください。サポートされない

関数が SYCL* カーネルから呼び出された際に何が発生するか説明するため、簡単な例を示します。次のプログラムは、

rand() 関数を使用して乱数シーケンスを生成します。 

https://www.apress.com/gp/book/9781484255735
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リスト 85: /examples/libraries-stdlib/external_rand.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // コンパイル: 

7 // dpcpp -D{HOST|CPU|GPU} -std=c++17 -fsycl external_rand.cpp -o external_rand 

8 

9 #include <CL/sycl.hpp> 

10 #include <iostream> 

11 #include <random> 

12 

13 #define N 5 

14 

15 extern SYCL_EXTERNAL int rand(void); 

16 

17 int main(int argc, char **argv) { 

18 #if defined HOST 

19   sycl::queue Q(sycl::host_selector{}); 

20 #elif defined CPU 

21   sycl::queue Q(sycl::cpu_selector{}); 

22 #elif defined GPU 

23   sycl::queue Q(sycl::gpu_selector{}); 

24 #endif 

25 

26   std::cout << "Running on: " 

27             << Q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() << std::endl; 

28 

29   // SYCL* カーネル内で rand() を利用してみる 

30   auto test1 = sycl::malloc_shared<float>(N, Q.get_device(), Q.get_context()); 

31 

32   srand((unsigned)time(NULL)); 

33   Q.parallel_for(N, [=](auto idx) { 

34      test1[idx] = (float)rand() / (float)RAND_MAX; 

35    }).wait(); 

36 

37   // 乱数のシーケンスを表示 

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

39     std::cout << test1[i] << std::endl; 

40 

41   // クリーンアップ 

42   sycl::free(test1, Q.get_context()); 

43 } 

プログラムは、ホスト (SYCL* の host_selector)、CPU (cpu_selector)、または GPU (gpu_selector) デバイス

で実行するように SYCL* カーネルをコンパイルできます。3 つのデバイスすべてに対しエラーなしでコンパイルされ、

CPU では正しく実行できますが、GPU で実行すると失敗します。 
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1 $ dpcpp -DHOST -std=c++17 -fsycl external_rand.cpp -o external_rand 

2 $ ./external_rand 

3 Running on: Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz 

4 0.572586 

5 0.691008 

6 0.451763 

7 0.793325 

8 0.000884 

9 

10 $ dpcpp -DCPU -std=c++17 -fsycl external_rand.cpp -o external_rand 

11 $ ./external_rand 

12 Running on: Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz 

13 0.141417 

14 0.821271 

15 0.898045 

16 0.218854 

17 0.304283 

18 

19 $ dpcpp -DGPU -std=c++17 -fsycl external_rand.cpp -o external_rand 

20 $ ./external_rand 

21 Running on: Intel(R) Graphics Gen9 [0x3e96] 

22 terminate called after throwing an instance of 'cl::sycl::compile_program_error' 

23   what():  The program was built for 1 devices 

24 Build program log for 'Intel(R) Graphics Gen9 [0x3e96]': 

25 

26 error: undefined reference to `rand()' 

27 

28 error: backend compiler failed build. 

29  -11 (CL_BUILD_PROGRAM_FAILURE) 

30 Aborted 

rand() への未定義 参照 があるため、ジャストインタイム  (JIT) コンパイ ルで障害が発生 します。この関数は 

SYCL_EXTERNAL として宣言されていますが、GPU デバイスの rand() 関数に相当する SYCL* 関数がありません。 

幸い、SYCL* ライブラリーには乱数生成関数など、多くの標準 C++ 関数の代替が含まれています。次の例は、インテル® 

oneAPI DPC++ ライブラリー (インテル® oneDPL) (英語) とインテル® oneMKL (英語) を使用した同等のコードを示し

ます。 

リスト 86: /examples/libraries-stdlib/rng_test.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <iostream> 

8 #include <oneapi/dpl/random> 

9 #include <oneapi/mkl/rng.hpp> 

10 

11 int main(int argc, char **argv) { 

12   unsigned int N = (argc == 1) ? 20 : std::stoi(argv[1]); 

13   if (N < 20) 

14     N = 20; 

15 

16   // インテル® oneDPL とインテル® oneMKL を使用して、[0.0, 1.0] 間の乱数シーケンスを生成 

17   //  

18   sycl::queue Q(sycl::gpu_selector{}); 

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/oneapi-dpcpp-library-guide/top/random-number-generators.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/oneapi-dpcpp-library-guide/top/random-number-generators.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/oneapi-mkl-dpcpp-developer-reference/top/random-number-generators.html
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19   std::cout << "Running on: " 

20             << Q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() << std::endl; 

21 

22   auto test1 = sycl::malloc_shared<float>(N, Q.get_device(), Q.get_context()); 

23   auto test2 = sycl::malloc_shared<float>(N, Q.get_device(), Q.get_context()); 

24 

25   std::uint32_t seed = (unsigned)time(NULL); // RNG シード値を取得 

26 

27   // GPU デバイス上のインテル® oneDPL 乱数生成器 

28   clock_t start_time = clock(); // タイマーを開始 

29 

30   Q.parallel_for(N, [=](auto idx) { 

31      oneapi::dpl::minstd_rand rng_engine(seed, idx); // RNG エンジンを初期化 

32      oneapi::dpl::uniform_real_distribution<float> 

33          rng_distribution;                      // RNG 分布を設定 

34      test1[idx] = rng_distribution(rng_engine); // RNG シーケンスを生成 

35    }).wait(); 

36 

37   clock_t end_time = clock(); // タイマーを停止 

38   std::cout << "oneDPL took " << float(end_time - start_time) / CLOCKS_PER_SEC 

39             << " seconds to generate " << N 

40             << " uniformly distributed random numbers." << std::endl; 

41 

42   // GPU デバイス上の oneMKL 乱数生成器 

43   start_time = clock(); // タイマーを開始 

44 

45   oneapi::mkl::rng::mcg31m1 engine( 

46       Q, seed); // RNG エンジンを初期化し、RNG 分布を設定 

47   oneapi::mkl::rng::uniform<float, oneapi::mkl::rng::uniform_method::standard> 

48       rng_distribution(0.0, 1.0); 

49   oneapi::mkl::rng::generate(rng_distribution, engine, N, test2) 

50       .wait(); // RNG シーケンスを生成 

51 

52   end_time = clock(); // タイマーを停止 

53   std::cout << "oneMKL took " << float(end_time - start_time) / CLOCKS_PER_SEC 

54             << " seconds to generate " << N 

55             << " uniformly distributed random numbers." << std::endl; 

56 

57   // 各メソッドの最初の 10 個の乱数を表示 

58   std::cout << std::endl 

59             << "oneDPL" 

60             << "\t" 

61             << "oneMKL" << std::endl; 

62   for (int i = 0; i < 10; i++) 

63     std::cout << test1[i] << " " << test2[i] << std::endl; 

64 

65   // 各メソッドの最後の 10  個の乱数を表示 

66   std::cout << "..." << std::endl; 

67   for (int i = N - 10; i < N; i++) 

68     std::cout << test1[i] << " " << test2[i] << std::endl; 

69 

70   // クリーンアップ 

71   sycl::free(test1, Q.get_context()); 

72   sycl::free(test2, Q.get_context()); 

73 } 
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必 要 な イ ン テ ル ® oneDPL 関 数 と イ ン テ ル ® oneMKL 関 数 は 、 そ れ ぞ れ  <oneapi/dpl/random> と 

<oneapi/mkl/rng.hpp> に含まれています。インテル® oneDPL とインテル® oneMKL の例では同じ操作のシー

ケンスを実行します。クロックから乱数シードを取得して、乱数エンジンを初期化し、目的とする乱数分布を選択して

乱数を生成します。インテル® oneDPL コードは、明示的に  SYCL* カーネルを使用してデバイスのオフロードを実行

します。インテル® oneMKL コードでは、mkl::rng 関数がデバイスのオフロードを暗黙的に処理します。 

8.3. インテル® oneMKL を使用した効率良いフーリエ相関の実装 

これまでインテル® oneMKL カーネル関数の簡単な使い方を説明しましたが、相互相関と呼ばれるより複雑な数学演算

を見てみましょう。相互相関には多くの用途があります。例えば、2 つの 1D 信号の類似性を測定し、類似したイメージを

オーバーレイする最適な変換方法を検出する医療イメージの体積セグメント化などがあります。 

1 と 0 のベクトルとして表現される信号について考えてみます。 

Signal 1:  0  0  0  0  0  1  1  0 

Signal 2:  0  0  1  1  0  0  0  0 

シグナルは循環シフトとして扱われるため、2 番目のシグナルを最初のシグナルに対して 3 要素シフトすると、最大相関

は 2 となります。 

Signal 1:  0  0  0  0  0  1  1  0 

Signal 2:           0  0  1  1  0  0  0  0 

 

Correlation: (1 * 1) + (1 * 1) = 2 

2 または 4 要素のシフトは、1 の相関スコアを与えます。それ以外のシフトでは相関スコアはゼロになります。これは以

下のように計算されます。 

 

ここで、N はシグナルベクトルの要素数、i は sig1 に対する sig2 のシフトです。 

実際のシグナルには多くのデータ (およびノイズ) が含まれますが、1D シグナルの位置に合わせ、2D イメージのオーバー

レイ、3D 立体イメージ・レジストレーションのいずれを実行する場合でも原理は同じです。ここでの目的は、相関を最大化

する変換を見つけることです。ただし、上記の総当たりの合計では、N シフトごとに N  回の乗算と加算が必要になります。

1D、2D、および 3D では、問題は O(N2)、O(N3)、O(N4) となります。 
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フーリエ相関アルゴリズムは、フーリエ変換 O(NlogN) の利点を活用するため、この計算を実行するはるかに効率良い

方法と言えます。 

corr = IDFT(DFT(sig1) * CONJG(DFT(sig2))) 

ここで DFT は離散フーリエ変換、IDFT は逆 DFT、CONJG は複素共役です。フーリエ相関アルゴリズムは、最適化済みの

順方向および逆方向の変換と、複素共役の乗算関数をサポートするインテル® oneMKL を使用して構成できます。これは、

計算全体をアクセラレーター・デバイスで実行できます。 

多くのアプリケーションでは、最終的な結果のみが必要であるため、デバイスからホストに転送するデータはこれだけで

済みます。この例では、2 つの人工的なシグナルがデバイスで生成され、インプレースで変換されたのちに相関されます。

ホストは最終結果を取得して、最善の変換と相関のストアをレポートします。従来の経験では、バッファリングはホストと

デバイス間のデータ転送を明示的に制御できるため、最高のパフォーマンスが得られると言われていました。 

この仮説を検証するため、2 つの入力シグナルを生成してみます。 

リスト 87: /examples/libraries-fcorr/fcorr_1d_buffers.cpp 

1   // シグナルデータのバッファーを作成。これはデバイスでのみ使用されます。 

2   sycl::buffer<float> sig1_buf{N + 2}; 

3   sycl::buffer<float> sig2_buf{N + 2}; 

4 

5   // 相関結果を保持するコンテナを宣言 

6   //  (デバイスで計算され、ホストで使用されます) 

7   std::vector<float> corr(N + 2); 

ニューラル・ネットワークの訓練中に過適合を防止するため、イメージに視覚効果を追加するため、または最適ではない検

出器から取得したシグナルの検出能を向上させるため、シグナルにランダムノイズが追加されることがあります。ここで

は、インテル® oneMKL の単純な乱数生成器を使用してバッファーをランダムノイズで初期化します。 

リスト 88: /examples/libraries-fcorr/fcorr_1d_buffers.cpp 

1   // 新しいスコープを開いて、相関結果の更新をトリガー 

2   { 

3     sycl::buffer<float> corr_buf(corr); 

4 

5     // 入力シグナルを初期化 

6     std::uint32_t seed = (unsigned)time(NULL); // RNG シード値を取得 

7     oneapi::mkl::rng::mcg31m1 engine(Q, seed); // RNG エンジンを初期化 

8                                                // RNG 分布を設定 

9     oneapi::mkl::rng::uniform<float, oneapi::mkl::rng::uniform_method::standard> 

10         rng_distribution(-0.00005, 0.00005); 

11 

12     oneapi::mkl::rng::generate(rng_distribution, engine, N, sig1_buf); // ノイズ 

13     oneapi::mkl::rng::generate(rng_distribution, engine, N, sig2_buf); 
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新しいスコープが開かれ、相関結果に対し corr_buf バッファーが宣言されていることに注目してください。このバッ

ファーがスコープ外になると、ホストで corr が更新されます。 

上記の例と同様に、人工的なシグナルはそれぞれのバッファーの両端に配置されます。 

リスト 89: /examples/libraries-fcorr/fcorr_1d_buffers.cpp 

1     Q.submit([&](sycl::handler &h) { 

2       sycl::accessor sig1_acc{sig1_buf, h, sycl::write_only}; 

3       sycl::accessor sig2_acc{sig2_buf, h, sycl::write_only}; 

4       h.single_task<>([=]() { 

5         sig1_acc[N - N / 4 - 1] = 1.0; 

6         sig1_acc[N - N / 4] = 1.0; 

7         sig1_acc[N - N / 4 + 1] = 1.0; // シグナル 

8         sig2_acc[N / 4 - 1] = 1.0; 

9         sig2_acc[N / 4] = 1.0; 

10         sig2_acc[N / 4 + 1] = 1.0; 

11       }); 

12     }); // シグナル初期化の終わり 

シグナルが準備できたら、インテル® oneMKL の DFT 関数で変換します。 

リスト 90: /examples/libraries-fcorr/fcorr_1d_buffers.cpp 

1     // FFT 記述子を初期化 

2     oneapi::mkl::dft::descriptor<oneapi::mkl::dft::precision::SINGLE, 

3                                  oneapi::mkl::dft::domain::REAL> 

4         transform_plan(N); 

5     transform_plan.commit(Q); 

6 

7     // 配列で順方向変換を実行します 

8     oneapi::mkl::dft::compute_forward(transform_plan, sig1_buf); 

9     oneapi::mkl::dft::compute_forward(transform_plan, sig2_buf); 

単精度の実数から複素数への順方向変換が SYCL* キューにコミットされ、両方のバッファーデータに対し、インプレース 

DFT が実行されます。DFT (sig1) の結果に CONJG(DFT (sig2)) を乗算します。これは手動で記述されたカーネル

で実行できます。 

Q.submit([&](sycl::handler &h) 

{ 

   sycl::accessor sig1_acc{sig1_buf, h, sycl::read_only}; 

   sycl::accessor sig2_acc{sig2_buf, h, sycl::read_only}; 

   sycl::accessor corr_acc{corr_buf, h, sycl::write_only}; 

 

   h.parallel_for<>(sycl::range<1>{N/2}, [=](auto idx) 

   { 

      corr_acc[idx*2+0] = sig1_acc[idx*2+0] * sig2_acc[idx*2+0] + 

                          sig1_acc[idx*2+1] * sig2_acc[idx*2+1]; 

      corr_acc[idx*2+1] = sig1_acc[idx*2+1] * sig2_acc[idx*2+0] - 

                          sig1_acc[idx*2+0] * sig2_acc[idx*2+1]; 

   }); 

}); 
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ただし、この実装では、クロスアーキテクチャーの最適なパフォーマンスを得られる可能性はほとんどありません。幸い、こ

のステップにはインテル® oneMKL 関数 oneapi::mkl::vm::mulbyconj が利用できます。mulbyconj 関数は、

std::complex<float> の入力を想定しますが、バッファーは float データタイプで初期化されています。順方向変

換後に複素数データが含まれている場合、バッファーを再度キャストする必要があります。 

リスト 91: /examples/libraries-fcorr/fcorr_1d_buffers.cpp 

1     auto sig1_buf_cplx = 

2         sig1_buf.template reinterpret<std::complex<float>, 1>((N + 2) / 2); 

3     auto sig2_buf_cplx = 

4         sig2_buf.template reinterpret<std::complex<float>, 1>((N + 2) / 2); 

5     auto corr_buf_cplx = 

6         corr_buf.template reinterpret<std::complex<float>, 1>((N + 2) / 2); 

7     oneapi::mkl::vm::mulbyconj(Q, N / 2, sig1_buf_cplx, sig2_buf_cplx, 

8                                corr_buf_cplx); 

IDFT ステップは計算を完了します。 

リスト 92: /examples/libraries-fcorr/fcorr_1d_buffers.cpp 

1     // 複素数相関配列で逆交換を実行 

2     oneapi::mkl::dft::compute_backward(transform_plan, corr_buf); 

この例の始めで開かれたスコープが閉じられると、相関結果を保持するバッファーはスコープ外となり、ホストコンテナが

強制的に更新されます。これは、ホストとデバイス間の唯一のデータ転送です。 

明示的なバッファリングを使用したフーリエ相関の実装を以下に示します。 

リスト 93: /examples/libraries-fcorr/fcorr_1d_buffers.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <iostream> 

8 #include <mkl.h> 

9 #include <oneapi/mkl/dfti.hpp> 

10 #include <oneapi/mkl/rng.hpp> 

11 #include <oneapi/mkl/vm.hpp> 

12 

13 int main(int argc, char **argv) { 

14   unsigned int N = (argc == 1) ? 32 : std::stoi(argv[1]); 

15   if ((N % 2) != 0) 

16     N++; 

17   if (N < 32) 

18     N = 32; 

19 

20   // SYCL* キューを初期化 

21   sycl::queue Q(sycl::default_selector{}); 

22   std::cout << "Running on: " 

23             << Q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() << std::endl; 

24 

https://docs.oneapi.com/versions/latest/onemkl/mulbyconj.html
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25   // シグナルデータのバッファーを作成。これはデバイスでのみ使用されます。 

26   sycl::buffer<float> sig1_buf{N + 2}; 

27   sycl::buffer<float> sig2_buf{N + 2}; 

28 

29   // 相関結果を保持するコンテナを宣言 

30   //  (デバイスで計算され、ホストで使用されます) 

31   std::vector<float> corr(N + 2); 

32 

33   // 新しいスコープを開いて、相関結果の更新をトリガー 

34   { 

35     sycl::buffer<float> corr_buf(corr); 

36 

37     // 入力シグナルを初期化 

38     std::uint32_t seed = (unsigned)time(NULL); // RNG シード値を取得 

39     oneapi::mkl::rng::mcg31m1 engine(Q, seed); // RNG エンジンを初期化 

40                                                // RNG ディストリビューションを設定 

41     oneapi::mkl::rng::uniform<float, oneapi::mkl::rng::uniform_method::standard> 

42         rng_distribution(-0.00005, 0.00005); 

43 

44     oneapi::mkl::rng::generate(rng_distribution, engine, N, sig1_buf); // ノイズ 

45     oneapi::mkl::rng::generate(rng_distribution, engine, N, sig2_buf); 

46 

47     Q.submit([&](sycl::handler &h) { 

48       sycl::accessor sig1_acc{sig1_buf, h, sycl::write_only}; 

49       sycl::accessor sig2_acc{sig2_buf, h, sycl::write_only}; 

50       h.single_task<>([=]() { 

51         sig1_acc[N - N / 4 - 1] = 1.0; 

52         sig1_acc[N - N / 4] = 1.0; 

53         sig1_acc[N - N / 4 + 1] = 1.0; // シグナル 

54         sig2_acc[N / 4 - 1] = 1.0; 

55         sig2_acc[N / 4] = 1.0; 

56         sig2_acc[N / 4 + 1] = 1.0; 

57       }); 

58     }); // シグナル初期化の終了 

59 

60     clock_t start_time = clock(); // タイマーを開始 

61 

62     // FFT 記述子の初期化 

63     oneapi::mkl::dft::descriptor<oneapi::mkl::dft::precision::SINGLE, 

64                                  oneapi::mkl::dft::domain::REAL> 

65         transform_plan(N); 

66     transform_plan.commit(Q); 

67 

68     // 配列で順方向変換を実行 

69     oneapi::mkl::dft::compute_forward(transform_plan, sig1_buf); 

70     oneapi::mkl::dft::compute_forward(transform_plan, sig2_buf); 

71 

72     // 計算:  DFT(sig1) * CONJG(DFT(sig2)) 

73     auto sig1_buf_cplx = 

74         sig1_buf.template reinterpret<std::complex<float>, 1>((N + 2) / 2); 

75     auto sig2_buf_cplx = 

76         sig2_buf.template reinterpret<std::complex<float>, 1>((N + 2) / 2); 

77     auto corr_buf_cplx = 

78         corr_buf.template reinterpret<std::complex<float>, 1>((N + 2) / 2); 

79     oneapi::mkl::vm::mulbyconj(Q, N / 2, sig1_buf_cplx, sig2_buf_cplx, 

80                                corr_buf_cplx); 

81 

82     // 複素数相関配列で逆交換を実行 

83     oneapi::mkl::dft::compute_backward(transform_plan, corr_buf); 

84 
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85     clock_t end_time = clock(); // タイマーを停止 

86     std::cout << "The 1D correlation (N = " << N << ") took " 

87               << float(end_time - start_time) / CLOCKS_PER_SEC << " seconds." 

88               << std::endl; 

89 

90   } // 相関結果を保持するバッファーがスコープ外になり、 

91     // ホストコンテナの更新が強制されました 

92 

93   // 最大相関値を与えるシフトを検出 

94   float max_corr = 0.0; 

95   int shift = 0; 

96   for (unsigned int idx = 0; idx < N; idx++) { 

97     if (corr[idx] > max_corr) { 

98       max_corr = corr[idx]; 

99       shift = idx; 

100     } 

101   } 

102   int _N = static_cast<int>(N); 

103   shift = 

104       (shift > N / 2) ? shift - N : shift; // シグナルを循環的に処理 

105                                            // 互いのバージョンをシフト 

106   std::cout << "Shift the second signal " << shift 

107             << " elements relative to the first signal to get a maximum, " 

108                "normalized correlation score of " 

109             << max_corr / N << "." << std::endl; 

110 } 

明示的なバッファリングと比較するため、統合共有メモリー (USM) を使用してフーリエ相関アルゴリズムを再実装します。

2 つの実装の違いがハイライト表示されています。最初に、シグナルと相関配列が USM に割り当てられ、次に人工的な

データで初期化されます。 

リスト 94: /examples/libraries-fcorr/fcorr_1d_usm.cpp 

1   // シグナルと相関配列を初期化 

2   auto sig1 = sycl::malloc_shared<float>(N + 2, sycl_device, sycl_context); 

3   auto sig2 = sycl::malloc_shared<float>(N + 2, sycl_device, sycl_context); 

4   auto corr = sycl::malloc_shared<float>(N + 2, sycl_device, sycl_context); 

5 

6   // 入力シグナルを初期化 

7   std::uint32_t seed = (unsigned)time(NULL); // RNG シード値を取得 

8   oneapi::mkl::rng::mcg31m1 engine(Q, seed); // RNG エンジンを初期化 

9                                              // RNG 分布を設定 

10    oneapi::mkl::rng::uniform<float, oneapi::mkl::rng::uniform_method::standard> 

11        rng_distribution(-0.00005, 0.00005); 

12 

13    // 警告:  この文はデバイスで実行されます 

14    auto evt1 = 

15        oneapi::mkl::rng::generate(rng_distribution, engine, N, sig1); // ノイズ 

16    auto evt2 = oneapi::mkl::rng::generate(rng_distribution, engine, N, sig2); 

17    evt1.wait(); 

18    evt2.wait(); 

19 

20    // 警告: これらの文はホスト上で実行されるため、sig1 と sig2 を 

21    // デバイス上で更新する必要があります 

22    sig1[N - N / 4 - 1] = 1.0; 

23    sig1[N - N / 4] = 1.0; 
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24    sig1[N - N / 4 + 1] = 1.0; // シグナル 

25    sig2[N / 4 - 1] = 1.0; 

26    sig2[N / 4] = 1.0; 

27    sig2[N / 4 + 1] = 1.0; 

USM ポインターが SYCL* バッファーではなくインテル® oneMKL 関数に渡されることを除いて、残りの実装はほとんど

同一です。 

リスト 95: /examples/libraries-fcorr/fcorr_1d_usm.cpp 

1   // 配列で順方向変換を実行 

2   evt1 = oneapi::mkl::dft::compute_forward(transform_plan, sig1); 

3   evt2 = oneapi::mkl::dft::compute_forward(transform_plan, sig2); 

4 

5   // 計算: DFT(sig1) * CONJG(DFT(sig2)) 

6   oneapi::mkl::vm::mulbyconj( 

7       Q, N / 2, reinterpret_cast<std::complex<float> *>(sig1), 

8       reinterpret_cast<std::complex<float> *>(sig2), 

9       reinterpret_cast<std::complex<float> *>(corr), {evt1, evt2}) 

10       .wait(); 

11 

12   // 複素数相関配列で逆交換を実行 

13   oneapi::mkl::dft::compute_backward(transform_plan, corr).wait(); 

割り当てたメモリーを解放することも重要です。 

リスト 96: /examples/libraries-fcorr/fcorr_1d_usm.cpp 

1   sycl::free(sig1, sycl_context); 

2   sycl::free(sig2, sycl_context); 

3   sycl::free(corr, sycl_context); 

USM 実装には、見慣れた構文が多くあります。また、SYCL* ランタイムによって処理される暗黙のデータ転送に依存する

ため、概念も単純です。ただし、プログラマーによる誤りはパフォーマンスを低下させます。 

次のコードの警告メッセージに注目してください。インテル® oneMKL 乱数生成エンジンはデバイスで初期化されるため、

sig1 と sig2 はデバイスでランダムノイズを使用して初期化されます。人工的なシグナルを追加するコードはホストで

実行されることから、SYCL* ランタイムはホストとデバイス間でデータの一貫性を維持する必要があります。フーリエ相関

で使用されるシグナルは、3D イメージのアプリケーションでは特に巨大化するため、不要なデータ転送はパフォーマン

スの低下につながります。 

デバイス上でシグナルデータを直接更新すると、データの一貫性が維持されるため不要なデータ転送を回避できます。 

リスト 97: /examples/libraries-fcorr/fcorr_1d_usm_fixed.cpp 

1   Q.single_task<>([=]() { 

2      sig1[N - N / 4 - 1] = 1.0; 

3      sig1[N - N / 4] = 1.0; 

4      sig1[N - N / 4 + 1] = 1.0; // シグナル 
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5      sig2[N / 4 - 1] = 1.0; 

6      sig2[N / 4] = 1.0; 

7      sig2[N / 4 + 1] = 1.0; 

8    }).wait(); 

明示的なバッファリングと USM の実装は同等のパフォーマンスを達成でき、(プログラマーがデータの一貫性を考慮して

いれば) SYCL* ランタイムが不要なデータ転送を回避できることを示しています。 

USM を使用したフーリエ相関の実装を以下に示します。 

リスト 98: /examples/libraries-fcorr/fcorr_1d_usm_fixed.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <iostream> 

8 #include <mkl.h> 

9 #include <oneapi/mkl/dfti.hpp> 

10 #include <oneapi/mkl/rng.hpp> 

11 #include <oneapi/mkl/vm.hpp> 

12 

13 int main(int argc, char **argv) { 

14   unsigned int N = (argc == 1) ? 32 : std::stoi(argv[1]); 

15   if ((N % 2) != 0) 

16     N++; 

17   if (N < 32) 

18     N = 32; 

19 

20   // SYCL* キューを初期化 

21   sycl::queue Q(sycl::default_selector{}); 

22   auto sycl_device = Q.get_device(); 

23   auto sycl_context = Q.get_context(); 

24   std::cout << "Running on: " 

25             << Q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() << std::endl; 

26 

27   // シグナルと相関配列を初期化 

28   auto sig1 = sycl::malloc_shared<float>(N + 2, sycl_device, sycl_context); 

29   auto sig2 = sycl::malloc_shared<float>(N + 2, sycl_device, sycl_context); 

30   auto corr = sycl::malloc_shared<float>(N + 2, sycl_device, sycl_context); 

31 

32   // 入力シグナルを初期化 

33   std::uint32_t seed = (unsigned)time(NULL); // RNG シード値を取得 

34   oneapi::mkl::rng::mcg31m1 engine(Q, seed); // RNG エンジンを初期化 

35                                              // RNG ディストリビューションを設定 

36   oneapi::mkl::rng::uniform<float, oneapi::mkl::rng::uniform_method::standard> 

37       rng_distribution(-0.00005, 0.00005); 

38 

39   auto evt1 = 

40       oneapi::mkl::rng::generate(rng_distribution, engine, N, sig1); // ノイズ 

41   auto evt2 = oneapi::mkl::rng::generate(rng_distribution, engine, N, sig2); 

42   evt1.wait(); 

43   evt2.wait(); 

44 

45   Q.single_task<>([=]() { 

46      sig1[N - N / 4 - 1] = 1.0; 
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47      sig1[N - N / 4] = 1.0; 

48      sig1[N - N / 4 + 1] = 1.0; // シグナル 

49      sig2[N / 4 - 1] = 1.0; 

50      sig2[N / 4] = 1.0; 

51      sig2[N / 4 + 1] = 1.0; 

52    }).wait(); 

53 

54   clock_t start_time = clock(); // タイマー開始 

55 

56   // FFT 記述子の初期化 

57   oneapi::mkl::dft::descriptor<oneapi::mkl::dft::precision::SINGLE, 

58                                oneapi::mkl::dft::domain::REAL> 

59       transform_plan(N); 

60   transform_plan.commit(Q); 

61 

62   // 配列で順方向変換を実行 

63   evt1 = oneapi::mkl::dft::compute_forward(transform_plan, sig1); 

64   evt2 = oneapi::mkl::dft::compute_forward(transform_plan, sig2); 

65 

66   // 計算: DFT(sig1) * CONJG(DFT(sig2)) 

67   oneapi::mkl::vm::mulbyconj( 

68       Q, N / 2, reinterpret_cast<std::complex<float> *>(sig1), 

69       reinterpret_cast<std::complex<float> *>(sig2), 

70       reinterpret_cast<std::complex<float> *>(corr), {evt1, evt2}) 

71       .wait(); 

72 

73   // 複素数相関配列で逆交換を実行 

74   oneapi::mkl::dft::compute_backward(transform_plan, corr).wait(); 

75 

76   clock_t end_time = clock(); // タイマー停止 

77   std::cout << "The 1D correlation (N = " << N << ") took " 

78             << float(end_time - start_time) / CLOCKS_PER_SEC << " seconds." 

79             << std::endl; 

80 

81   // 最大相関値を与えるシフトを検出 

82   float max_corr = 0.0; 

83   int shift = 0; 

84   for (unsigned int idx = 0; idx < N; idx++) { 

85     if (corr[idx] > max_corr) { 

86       max_corr = corr[idx]; 

87       shift = idx; 

88     } 

89   } 

90   int _N = static_cast<int>(N); 

91   shift = 

92       (shift > N / 2) ? shift - N : shift; // シグナルを循環的に処理 

93                                            // 互いのバージョンをシフト 

94   std::cout << "Shift the second signal " << shift 

95             << " elements relative to the first signal to get a maximum, " 

96                "normalized correlation score of " 

97             << max_corr / N << "." << std::endl; 

98 

99   // クリーンアップ 

100   sycl::free(sig1, sycl_context); 

101   sycl::free(sig2, sycl_context); 

102   sycl::free(corr, sycl_context); 

103 } 
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最大相関値の場所を特定する最後のステップは、ホストで実行されることに注意してください。入力データが大量にある

場合、この計算をデバイスで実行することを推奨します。幸いなことに、maxloc リダクションは SYCL* で実装できる汎用

的な並列パターンです。これは皆さんへの演習として残しておきますが、『データ並列 C++』 (英語) の図 14-11 に役立つ

例が示されています。 

https://www.apress.com/gp/book/9781484255735
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9. ホスト/デバイスメモリー、バッファー、および USM 

アクセラレーターは、いくつかのメモリー階層にアクセスできます。最高のパフォーマンスを得るには、階層内の適切なレ

ベルを使用することが重要です。ここでは、メモリー階層の宣言、移動、およびアクセスに関連するトピックについて説明

します。 

9.1. USM とバッファーのパフォーマンスへの影響 

SYCL* は、デバイスのメモリーを管理するいくつかの選択肢を提供します。ここでは、パフォーマンスのトレードオフにつ

いて説明します。始めに概念を簡単に紹介します。詳しい説明は、『データ並列 C++』 (英語) を参照してください。 

ほかの言語と同様に動作は仕様によって定義されますが、実装は定義されないため、パフォーマンス特性はソフトウェア

のバージョンとデバイスで異なる可能性があります。これについて考えてみます。 

バッファー: バッファーはデバイスとホストからアクセスできるデータのコンテナです。SYCL* ランタイムは、メモリーの割

り当て、読み取り、書き込み向けの API を提供することでメモリーを管理します。ランタイムは、ホストとデバイス間でデー

タを移動し、データアクセスを同期する役割を持ちます。 

統合共有メモリー (USM): データへのアクセスが API でのみ行われるバッファーとは異なり、USM では従来の C/C++ ポ

インターを使用してデータを読み書きできます。USM には 2 つのバリアントがあります。デバイスに割り当てられたメモ

リーにはデバイスからのみアクセスできるため、ホストとデバイス間で明示的にデータを移動する必要があります。 

共有割り当て: ランタイムが自動的にメモリーを移動することで、デバイスまたはホストから参照できます。 

3 つのモデルで作成された同じサンプルプログラムを比較して、選択肢のトレードオフを確認します。問題を解決するた

め、GPU とホストが連携して計算するプログラムを使用するにはデータを送受信する必要があります。 

最初にシリアル計算から見ていきましょう。9 行目のループを GPU で実行し、14 行目のループを CPU で実行すると考

えます。両方のループでデータ配列の読み書きを行うため、8 行目のループ反復ごとにホストと GPU 間でデータを移動

する必要があります。 

  

https://www.apress.com/gp/book/9781484255735
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リスト 99: /examples/usm/usm-buffer.cpp 

1 void serial(int stride) { 

2   // データを割り当てて初期化 

3   float *data = new float[data_size]; 

4   init(data); 

5 

6   timer it; 

7 

8   for (int i = 0; i < time_steps; i++) { 

9     for (int j = 0; j < data_size; j++) { 

10       for (int k = 0; k < device_steps; k++) 

11         data[j] += 1.0; 

12     } 

13 

14     for (int j = 0; j < data_size; j += stride) 

15       data[j] += 1.0; 

16   } 

17   put_elapsed_time(it); 

18 

19   check(data); 

20 

21   delete[] data; 

22 } // serial の終わり 

9.1.1. バッファー 

次に、バッファーを使用してデータを管理する計算を示します。3 行目でバッファーを作成して init 関数で初期化します。

init 関数はここでは示されませんが、アクセサーまたはポインターを受け入れます。parallel_for は 13 行目で定

義されるカーネルを実行します。カーネルは、device_data アクセサーを使用して buffer_data のデータを読み書

きします。 

ここでは、コードがデータの位置を指定していないことに注目してください。アクセサーはデータが必要なタイミングと位

置を明示し、SYCL* ランタイムがデータをデバイスに移動して (必要であれば)、カーネルを起動します。21 行目の 

host_accessor は、データがホスト上で読み取り/書き込みされることを示します。カーネルは buffer_data も読み

取り/書き込みするため、host_accessor コンストラクターはカーネルが完了するのを待機して、データをホストに移動

した後、23 行目で読み取り/書き込みを実行します。ループの次の反復では、11 行目のアクセサー・コンストラクターがデ

バイスにデータが戻されるまで待機します。これにより、カーネルの起動が遅延します。 
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リスト 100: /examples/usm/usm-buffer.cpp 

1 void buffer_data(int stride) { 

2   // ホストでバッファーを割り当てて初期化 

3   sycl::buffer<float> buffer_data{data_size}; 

4   init(sycl::host_accessor(buffer_data, sycl::write_only, sycl::no_init)); 

5 

6   timer it; 

7   for (int i = 0; i < time_steps; i++) { 

8 

9     // デバイスで計算 

10     q.submit([&](auto &h) { 

11       sycl::accessor device_data(buffer_data, h); 

12 

13       auto compute = [=](auto id) { 

14         for (int k = 0; k < device_steps; k++) 

15           device_data[id] += 1.0; 

16       }; 

17       h.parallel_for(data_size, compute); 

18     }); 

19 

20     // ホストで計算 

21     sycl::host_accessor host_data(buffer_data); 

22     for (int i = 0; i < data_size; i += stride) 

23       host_data[i] += 1.0; 

24   } 

25   put_elapsed_time(it); 

26 

27   const sycl::host_accessor h(buffer_data); 

28   check(h); 

29 } // buffer_data の終わり 

パフォーマンスの考察 

15 行目と 16 行目のデータアクセスは単純な配列参照のように見えますが、C++ オペレーターのオーバーロードと 

SYCL* ランタイムによって実装されています。アクセサーによる配列参照の効率は実装によって異なりますが、デバイス

コードはダイレクトメモリー参照と比較してもオーバーロードに対するコストは生じません。ランタイムは、バッファーの

どのデータがアクセスされるか事前に認識できないため、カーネルが開始される前にすべてのデータがデバイス上に存在

することを確認する必要があります (今後変わる可能性があります)。 

同様なことが host_accessor にも当てはまります。ランタイムはすべてのデータをホストに移動するわけではありませ

ん。配列参照は複雑なコードで実装されており、ネイティブ C++ による配列参照に比べると大幅に低速です、少量のデー

タ参照は許容されますが、host_accessor を使用する計算量の多いアルゴリズムは、パフォーマンスの観点から回避

する必要があります。 

もう 1 つの問題は並列性です。host_accessor は、アクセサーがデータの読み取りと書き込みにあまり使用されてい

なくても、同じバッファーを参照するカーネルの起動をブロックできます。host_accessor を含むスコープを可能な限

り最小限にします。この例では、4 行目のホストアクセサーは init 関数からリターンした後に破棄され、21 行目のホス

トアクセサーはそれぞれのループ反復が終了すると破棄されます。 
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9.1.2. 共有割り当て 

次に、共有割り当てにより実装される同様のアルゴリズムを示します。データは 2 行目で割り当てられます。USM に割り

当てられるデータは、従来のポインターでアクセスできるためアクセサーを必要としません。従って、10 行目と 15 行目の

配列参照は、単純なインデックス操作で実装できます。12 行目の parallel_for は、ホストが 15 行目でデータにアク

セスする前にカーネルが完了するのを待機して終了します。バッファーと同様に、SYCL* ランタイムはカーネルを起動す

る前にすべてのデータがデバイス上に存在することを確認します。また、共有割り当ては参照されない限りホストにコピー

されません。ホストで最初にデータを参照すると、オペレーティング・システムのページフォールトが発生して、データペー

ジがデバイスからホストにコピーされ実行が続けられます。後続のコードが同じページのデータを参照する場合、遅延な

くアクセスできます。カーネルが起動されると、ホスト上の常駐ページはすべてデバイスにフラッシュバックされます。 

リスト 101: /examples/usm/usm-buffer.cpp 

1 void shared_usm_data(int stride) { 

2   float *data = sycl::malloc_shared<float>(data_size, q); 

3   init(data); 

4 

5   timer it; 

6 

7   for (int i = 0; i < time_steps; i++) { 

8     auto compute = [=](auto id) { 

9       for (int k = 0; k < device_steps; k++) 

10         data[id] += 1.0; 

11     }; 

12     q.parallel_for(data_size, compute).wait(); 

13 

14     for (int k = 0; k < data_size; k += stride) 

15       data[k] += 1.0; 

16   } 

17   q.wait(); 

18   put_elapsed_time(it); 

19 

20   check(data); 

21 

22   sycl::free(data, q); 

23 } // shared_usm_data の終わり 

パフォーマンスの考察 

バッファーと比較すると、データ参照は単純なポインターであり、良好なパフォーマンスを得られます。ただし、データをホ

ストに転送するためページフォールトが処理されると、データ転送のコストに加えオーバーヘッドが発生します。アプリ

ケーションへの影響は参照パターンによって異なります。スパース・ランダム・アクセスはオーバーヘッドが最も高いため、

データの線形スキャンではページフォールトの影響が隠匿されます。 

すべての同期はプログラマーによる明示的な制御下にあるため、うまく設計されたプログラムでは同時実行性は問題に

なりません。 
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9.1.3. デバイス割り当て 

デバイス割り当てを使用するプログラムを以下に示します。デバイスに割り当てられたデータは、デバイス上でのみ直接ア

クセス可能であり、21 行目にあるようにホストに明示的にコピーする必要があります。デバイスとホスト間の同期はすべ

て明示的です。21 行目は待機してから終了するため、非同期コピーが完了するまでホストコードの実行は開始されませ

ん。キュー定義は示されていませんが、インオーダーでキューを使用するため  21 行目の memcpy は 18 行目の 

parallel_for が完了するのを待機します。 

リスト 102: /examples/usm/usm-buffer.cpp 

1 void device_usm_data(int stride) { 

2   // ホストデータを割り当てて初期化 

3   float *host_data = new float[data_size]; 

4   init(host_data); 

5 

6   // デバイスデータを割り当て 

7   float *device_data = sycl::malloc_device<float>(data_size, q); 

8 

9   timer it; 

10 

11   for (int i = 0; i < time_steps; i++) { 

12     // デバイスへデータをコピーして計算 

13     q.memcpy(device_data, host_data, sizeof(float) * data_size); 

14     auto compute = [=](auto id) { 

15       for (int k = 0; k < device_steps; k++) 

16         device_data[id] += 1.0; 

17     }; 

18     q.parallel_for(data_size, compute); 

19 

20     // ホストへデータをコピーして計算 

21     q.memcpy(host_data, device_data, sizeof(float) * data_size).wait(); 

22     for (int k = 0; k < data_size; k += stride) 

23       host_data[k] += 1.0; 

24   } 

25   q.wait(); 

26   put_elapsed_time(it); 

27 

28   check(host_data); 

29 

30   sycl::free(device_data, q); 

31   delete[] host_data; 

32 } // device_usm_data の終わり 

パフォーマンスの考察 

データの移動と同期はどちらも明示的であり、プログラマーの完全な制御下にあります。配列参照はホスト上で行われる

ため、共有割り当てのページフォールトおよびバッファーに関連するオーバーロードのオーバーヘッドもありません。共有

割り当ては、ホストが実際に参照するデータだけをメモリーページ単位で転送します。理論的には、デバイス割り当ては任

意の粒度によるオンデマンドの移動を可能にします。データを細粒度で非同期移動することは可能ですが、複雑になる可

能性があるため大部分のプログラマーはデータ構造全体を一度だけ転送して済ませます。明示的なデータ移動と同期に

よりコードは複雑になりますが、デバイス割り当てにより高いパフォーマンスを得ることができます。 



2023.0 oneAPI GPU 最適化ガイド 

 

124 

9.2. ホストとアクセラレーター間のメモリー移動の最適化 

バ ッ フ ァ ー は プ ロ パ テ ィ ー を 使 用 し て 作 成 し、 割 り 当 て を 制 御 で き ま す 。 そ の よ う なプ ロ パ テ ィ ー の  1 つ に 

use_host_ptr があります。これは、可能であればホストメモリーをコピーすることなく、バッファーが直接使用すべきこ

とをランタイムに通知します。これにより、ホストメモリーとバッファーメモリー間でバッファーの内容を相互にコピーする

必要がなくなり、バッファーの作成と破棄を排除できる可能性があります。GPU と CPU 間でメモリーを共有する場合、

ページを共有することでメモリーのコピーを回避できます。ただし、ページ共有を行うには、メモリーをページ境界に配置

するなどいくつかの要件が必要です。ディスクリート・デバイスでは、アクセラレーターのメモリー操作は PCIe* またはアク

セラレーターのメモリーよりも低速なインターフェイスを経由する必要があるため、利点が得られない可能性があります。 

次のコードは、ホスト、バッファー内、およびカーネル内のアクセラレーター・デバイスからメモリーアドレスを出力する方

法を示します。 

リスト 103: /examples/memory-movement/vec-buffer-host.cpp 

1 int VectorAdd0(sycl::queue &q, AlignedVector<int> &a, AlignedVector<int> &b, 

2                AlignedVector<int> &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size()}; 

4 

5   const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

6 

7   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

8     sycl::buffer a_buf(a, props); 

9     sycl::buffer b_buf(b, props); 

10     sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items, props); 

11     { 

12       sycl::host_accessor a_host_acc(a_buf); 

13       std::cout << "add0: buff memory address =" << a_host_acc.get_pointer() 

14                 << "\n"; 

15       std::cout << "add0: address of vector a = " << a.data() << "\n"; 

16     } 

17     q.submit([&](auto &h) { 

18       // 入力アクセサー 

19       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

20       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

21       // 出力アクセサー 

22       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

23       sycl::stream out(1024 * 1024, 1 * 128, h); 

24 

25       h.parallel_for(num_items, [=](auto i) { 

26         if (i[0] == 0) 

27           out << "add0:  dev addr = " << a_acc.get_pointer() << "\n"; 

28         sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; 

29       }); 

30     }); 

31   } 

32   q.wait(); 

33   return (0); 

34 } 
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統合 GPU デバイスでプロパティー use_host_ptr が設定されている場合、このプログラムを実行すると 3 つのアドレ

ス (ホスト、バッファー内、およびアクセラレーター上) は同じであることが分かります。ただし、ディスクリート GPU デバイ

スでは、バッファーアドレスとデバイスアドレスが異なります。また、1 行目で受け取る引数のいずれも const として宣言

されていないことに注意してください。これらが const として宣言されている場合、バッファーが作成されるとそれらが

コピーされ、ホストベクトルでメモリーを再利用する代わりに新しいメモリーが割り当てられます。以下のコードはこれを

示します。このコードを実行すると、受け取るベクトルに関連するアドレスは、バッファー内のメモリーおよびアクセラレー

ター・デバイスのメモリーとは異なることが分かります。 

リスト 104: /examples/memory-movement/vec-buffer-host.cpp 

1 int VectorAdd1(sycl::queue &q, const AlignedVector<int> &a, 

2                const AlignedVector<int> &b, AlignedVector<int> &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size()}; 

4 

5   const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

6 

7   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

8     sycl::buffer a_buf(a, props); 

9     sycl::buffer b_buf(b, props); 

10     sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items, props); 

11     { 

12       sycl::host_accessor a_host_acc(a_buf); 

13       std::cout << "add1: buff memory address =" << a_host_acc.get_pointer() 

14                 << "\n"; 

15       std::cout << "add1: address of vector aa = " << a.data() << "\n"; 

16     } 

17     q.submit([&](auto &h) { 

18       // 入力アクセサー 

19       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

20       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

21       // 出力アクセサー 

22       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

23       sycl::stream out(16 * 1024, 16 * 1024, h); 

24 

25       h.parallel_for(num_items, [=](auto i) { 

26         if (i[0] == 0) 

27           out << "add1: dev addr = " << a_acc.get_pointer() << "\n"; 

28         sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; 

29       }); 

30     }); 

31   } 

32   q.wait(); 

33   return (0); 

34 } 

カーネル vectorAdd3 は、バッファーを作成すると use_host_ptr プロパティーが設定され、統合 GPU デバイスの

ページ境界にバッファーが配置されるため、メモリーの内容をバッファーからアクセラレーター・デバイスにコピーするコ

ストは生じません。バッファーが示すメモリーがページ境界に配置されていない場合、ページ境界に新しいメモリーが割

り当てられ、バッファーの内容がそのメモリーにコピーされます。次にこの新しいメモリーは、ホスト上のバッファーからデ

バイスにコンテンツをコピーするか (メモリーを共有しないアクセラレーターの場合)、ページテーブルを共有することで、

デバイスで利用可能なメモリーの物理コピーを回避してアクセラレーターと共有されます。 
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リスト 105: /examples/memory-movement/vec-buffer-host.cpp 

1 int VectorAdd2(sycl::queue &q, AlignedVector<int> &a, AlignedVector<int> &b, 

2                AlignedVector<int> &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size()}; 

4 

5   const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

6 

7   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

8   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

9     sycl::buffer a_buf(a, props); 

10     sycl::buffer b_buf(b, props); 

11     sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items, props); 

12     q.submit([&](auto &h) { 

13       // 入力アクセサー 

14       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

15       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

16       // 出力アクセサー 

17       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

18 

19       h.parallel_for(num_items, 

20                      [=](auto i) { sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; }); 

21     }); 

22   } 

23   q.wait(); 

24   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

25   std::cout << "Vector add2 completed on device - took " 

26             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 

27   return ((end - start).count()); 

28 } 

次のカーネルでは、ホストとバッファー間、およびバッファーからアクセラレーターにメモリーの内容をコピーするコスト

が発生します。 

リスト 106: /examples/memory-movement/vec-buffer-host.cpp 

1 int VectorAdd3(sycl::queue &q, const AlignedVector<int> &a, 

2                const AlignedVector<int> &b, AlignedVector<int> &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size()}; 

4 

5   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

6   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

7     sycl::buffer a_buf(a); 

8     sycl::buffer b_buf(b); 

9     sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

10     auto e = q.submit([&](auto &h) { 

11       // 入力アクセサー 

12       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

13       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

14       // 出力アクセサー 

15       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

16 

17       h.parallel_for(num_items, 

18                      [=](auto i) { sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; }); 

19     }); 

20   } 

21   q.wait(); 

22   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

23   std::cout << "Vector add3 completed on device - took " 

24             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 
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25   return ((end - start).count()); 

26 } 

バッファーの作成中、およびバッファーからカーネルへメモリーの引き渡し中に、不要なコピーを回避するように注意する

必要があります。アクセラレーターがホストとメモリーを共有する場合でも、余分なコピーを回避するため、いくつかの追

加条件を満たさなければなりません。 

9.3. ホストとデバイス間でデータ移動の往復を避ける 

特にディスクリート・アクセラレーター・デバイスでは、ホストとデバイス間でデータを移動するコストは高くなります。その

ため、ホストとデバイス間のデータ転送は可能な限り回避することが重要です。状況によっては、アクセラレーター上の

カーネルによって計算されたデータをホストに移動して、何らかの操作を行い、処理を続行するためデバイスに送り返す

必要があります。そのような場合、デバイスからホストへの転送、およびホストからデバイスへの転送コストが生じることに

なります。 

次の例を考えてみます。ここでは、カーネルが何らかの操作 (この場合ベクトル加算) により新しいベクトルに結果を生成

します。次に、このベクトルは、それぞれの値に関数を適用することで別のベクトルに変換され、追加の計算を行うため別

のカーネルの入力として供給されます。このような計算は非常に一般的であり、多くの分野で使用されます。ここでは、ア

ルゴリズムは反復的で、1 つの計算の出力を別の計算の入力として供給する必要があります。典型的な例として、計算レイ

ヤーとして構造化されるマシンラーニング・モデルがありますが、この場合 1 つのレイヤーの出力が次のレイヤーの入力

となります。 

リスト 107: /examples/host-device-memory/mem-move.cpp 

1 double myFunc1(sycl::queue &q, AlignedVector<int> &a, AlignedVector<int> &b, 

2                AlignedVector<int> &c, AlignedVector<int> &d, 

3                AlignedVector<int> &res, int iter) { 

4   sycl::range num_items{a.size()}; 

5   VectorAllocator<int> alloc; 

6   AlignedVector<int> sum(a.size(), alloc); 

7 

8   const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

9   sycl::buffer a_buf(a, props); 

10   sycl::buffer b_buf(b, props); 

11   sycl::buffer c_buf(b, props); 

12   sycl::buffer d_buf(b, props); 

13   sycl::buffer res_buf(res, props); 

14   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items, props); 

15 

16   Timer timer; 

17   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

18     // カーネル 1 

19     q.submit([&](auto &h) { 

20       // 入力アクセサー 

21       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

22       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

23       // 出力アクセサー 

24       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

25 

26       h.parallel_for(num_items, 
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27                      [=](auto id) { sum_acc[id] = a_acc[id] + b_acc[id]; }); 

28     }); 

29 

30     { 

31       sycl::host_accessor h_acc(sum_buf); 

32       for (int j = 0; j < a.size(); j++) 

33         if (h_acc[j] > 10) 

34           h_acc[j] = 1; 

35         else 

36           h_acc[j] = 0; 

37     } 

38 

39     // カーネル 2 

40     q.submit([&](auto &h) { 

41       // 入力アクセサー 

42       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::read_only); 

43       sycl::accessor c_acc(c_buf, h, sycl::read_only); 

44       sycl::accessor d_acc(d_buf, h, sycl::read_only); 

45       // 出力アクセサー 

46       sycl::accessor res_acc(res_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

47 

48       h.parallel_for(num_items, [=](auto id) { 

49         res_acc[id] = sum_acc[id] * c_acc[id] + d_acc[id]; 

50       }); 

51     }); 

52     q.wait(); 

53   } 

54   double elapsed = timer.Elapsed() / iter; 

55   return (elapsed); 

56 } // myFunc1 の終わり 

データをホストに移動して関数でそのデータを処理し、デバイス上の次のカーネルにデータを送り戻す代わりに、カーネル

を作成してデバイス自身でこの関数を実行できます。これには、デバイスからホストへのデータの送り戻しを回避できる利

点があります。この手法を次の例に示します。これは、機能的には前のコードと同じです。ここでは、kernel1 と kernel2 

間の accum_buf の中間データを操作する第 3 のカーネル kernel3 について説明します。 

リスト 108: /examples/host-device-memory/mem-move.cpp 

1 double myFunc2(sycl::queue &q, AlignedVector<int> &a, AlignedVector<int> &b, 

2                AlignedVector<int> &c, AlignedVector<int> &d, 

3                AlignedVector<int> &res, int iter) { 

4   sycl::range num_items{a.size()}; 

5   VectorAllocator<int> alloc; 

6   AlignedVector<int> sum(a.size(), alloc); 

7 

8   const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

9   sycl::buffer a_buf(a, props); 

10   sycl::buffer b_buf(b, props); 

11   sycl::buffer c_buf(b, props); 

12   sycl::buffer d_buf(b, props); 

13   sycl::buffer res_buf(res, props); 

14   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items, props); 

15 

16   Timer timer; 

17   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

18     // カーネル 1 

19     q.submit([&](auto &h) { 

20       // 入力アクセサー 
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21       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

22       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

23       // 出力アクセサー 

24       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

25 

26       h.parallel_for(num_items, 

27                      [=](auto i) { sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; }); 

28     }); 

29 

30     // カーネル 3 

31     q.submit([&](auto &h) { 

32       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::read_write); 

33       h.parallel_for(num_items, [=](auto id) { 

34         if (sum_acc[id] > 10) 

35           sum_acc[id] = 1; 

36         else 

37           sum_acc[id] = 0; 

38       }); 

39     }); 

40 

41     // カーネル 2 

42     q.submit([&](auto &h) { 

43       // 入力アクセサー 

44       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::read_only); 

45       sycl::accessor c_acc(c_buf, h, sycl::read_only); 

46       sycl::accessor d_acc(d_buf, h, sycl::read_only); 

47       // 出力アクセサー 

48       sycl::accessor res_acc(res_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

49 

50       h.parallel_for(num_items, [=](auto i) { 

51         res_acc[i] = sum_acc[i] * c_acc[i] + d_acc[i]; 

52       }); 

53     }); 

54     q.wait(); 

55   } 

56   double elapsed = timer.Elapsed() / iter; 

57   return (elapsed); 

58 } // myFunc2 の終わり 

この例を最適化する方法はほかにもあります。例えば、kernel3 のクリッピング操作を次のように kernel1 の計算に

マージします。これはカーネルの融合と呼ばれ、3 番目のカーネルを起動しない利点もあります。CPCPP コンパイラーは、

このような最適化を行いません。マシンラーニングなど特定のドメインには、ML モデルを操作して同じ影響を及ぼす操

作を融合するグラフ・コンパイラーがあります。 
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リスト 109: /examples/host-device-memory/mem-move.cpp 

1 double myFunc3(sycl::queue &q, AlignedVector<int> &a, AlignedVector<int> &b, 

2                AlignedVector<int> &c, AlignedVector<int> &d, 

3                AlignedVector<int> &res, int iter) { 

4   sycl::range num_items{a.size()}; 

5   VectorAllocator<int> alloc; 

6   AlignedVector<int> sum(a.size(), alloc); 

7 

8   const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

9   sycl::buffer a_buf(a, props); 

10   sycl::buffer b_buf(b, props); 

11   sycl::buffer c_buf(b, props); 

12   sycl::buffer d_buf(b, props); 

13   sycl::buffer res_buf(res, props); 

14   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items, props); 

15 

16   Timer timer; 

17   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

18     // カーネル 1 

19     q.submit([&](auto &h) { 

20       // 入力アクセサー 

21       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

22       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

23       // 出力アクセサー 

24       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

25 

26       h.parallel_for(num_items, [=](auto i) { 

27         int t = a_acc[i] + b_acc[i]; 

28         if (t > 10) 

29           sum_acc[i] = 1; 

30         else 

31           sum_acc[i] = 0; 

32       }); 

33     }); 

34 

35     // カーネル 2 

36     q.submit([&](auto &h) { 

37       // 入力アクセサー 

38       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::read_only); 

39       sycl::accessor c_acc(c_buf, h, sycl::read_only); 

40       sycl::accessor d_acc(d_buf, h, sycl::read_only); 

41       // 出力アクセサー 

42       sycl::accessor res_acc(res_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

43 

44       h.parallel_for(num_items, [=](auto i) { 

45         res_acc[i] = sum_acc[i] * c_acc[i] + d_acc[i]; 

46       }); 

47     }); 

48     q.wait(); 

49   } 

50   double elapsed = timer.Elapsed() / iter; 

51   return (elapsed); 

52 } // myFunc3 の終わり 

次のコードに示すように、このカーネルの融合をさらに進めて kernel1 と kernel2 の両方を融合します。これにより、

カーネルの起動が削減されることに加えて、中間 accum_buf のメモリーを削減することで高いパフォーマンスを得られ

ます。この場合、パフォーマンス上の利点の大部分は、メモリー参照の局所性の改善によるものです。 
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リスト 110: /examples/host-device-memory/mem-move.cpp 

1 double myFunc4(sycl::queue &q, AlignedVector<int> &a, AlignedVector<int> &b, 

2                AlignedVector<int> &c, AlignedVector<int> &d, 

3                AlignedVector<int> &res, int iter) { 

4   sycl::range num_items{a.size()}; 

5   VectorAllocator<int> alloc; 

6 

7   const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

8   sycl::buffer a_buf(a, props); 

9   sycl::buffer b_buf(b, props); 

10   sycl::buffer c_buf(b, props); 

11   sycl::buffer d_buf(b, props); 

12   sycl::buffer res_buf(res, props); 

13 

14   Timer timer; 

15   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

16     // カーネル 1 

17     q.submit([&](auto &h) { 

18       // 入力アクセサー 

19       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

20       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

21       sycl::accessor c_acc(c_buf, h, sycl::read_only); 

22       sycl::accessor d_acc(d_buf, h, sycl::read_only); 

23       // 出力アクセサー 

24       sycl::accessor res_acc(res_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

25 

26       h.parallel_for(num_items, [=](auto i) { 

27         int t = a_acc[i] + b_acc[i]; 

28 3       if (t > 10) 

29           res_acc[i] = c_acc[i] + d_acc[i]; 

30         else 

31           res_acc[i] = d_acc[i]; 

32       }); 

33     }); 

34     q.wait(); 

35   } 

36   double elapsed = timer.Elapsed() / iter; 

37   return (elapsed); 

38 } // myFunc4 の終わり 

9.4. ループ内でのバッファー宣言を避ける 

カーネルが for ループ内で繰り返し起動される場合、ループ外部でバッファーを宣言することでバッファーの割り当てと

解放の繰り返しを回避できます。ループ内でバッファーを宣言すると、ホストからデバイスへのメモリーコピーとデバイス

からホストへのメモリーコピーが繰り返されます。 

次の例では、for ループ内でカーネルが繰り返し起動されています。バッファー C は一時配列として反復内で値を保持す

るために使用されていますが、1 回の反復で割り当てられた値はほかの反復では使用されません。バッファー C はループ

内で宣言されているため、ループ反復ごとに割り当てと解放が行われます。バッファーの割り当てと解放に加えて、バッ

ファーに関連付けられたメモリーが反復ごとにホストからデバイスへ、そしてデバイスからホストへ冗長的に転送されます。 
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リスト 111: /examples/buffers/buf-kern1.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <stdio.h> 

8 

9 constexpr int N = 25; 

10 constexpr int STEPS = 100000; 

11 

12 int main() { 

13 

14   int AData[N]; 

15   int BData[N]; 

16   int CData[N]; 

17 

18   sycl::queue Q; 

19 

20   // それぞれが N 個の整数を保持する 2 つのバッファーを作成 

21   sycl::buffer<int> ABuf(&AData[0], N); 

22   sycl::buffer<int> BBuf(&BData[0], N); 

23 

24   Q.submit([&](auto &h) { 

25     // デバイスアクセサーを作成 

26     // プロパティー no_init は、バッファーの以前の 

27     // 内容を破棄できることをランタイムに通知します。 

28     sycl::accessor aA(ABuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

29     sycl::accessor aB(BBuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

30     h.parallel_for(N, [=](auto i) { 

31       aA[i] = 10; 

32       aB[i] = 20; 

33     }); 

34   }); 

35 

36   for (int j = 0; j < STEPS; j++) { 

37     sycl::buffer<int> CBuf(&CData[0], N); 

38     Q.submit([&](auto &h) { 

39       // デバイスアクセサーを作成 

40       sycl::accessor aA(ABuf, h); 

41       sycl::accessor aB(BBuf, h); 

42       sycl::accessor aC(CBuf, h); 

43       h.parallel_for(N, [=](auto i) { 

44         aC[i] = (aA[i] < aB[i]) ? -1 : 1; 

45         aA[i] += aC[i]; 

46         aB[i] -= aC[i]; 

47       }); 

48     }); 

49   } // for の終わり 

50 

51   // ホストアクセサーを作成 

52   const sycl::host_accessor haA(ABuf); 

53   const sycl::host_accessor haB(BBuf); 

54   printf("%d %d\n", haA[N / 2], haB[N / 2]); 

55 

56   return 0; 

57 } 
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より適切なアプローチは、for ループの前でバッファー C を宣言することです。これにより、バッファー C は一度だけ割り

当てられループが終了するときに解放されます。さらに、ホストとデバイス間の冗長なデータ転送を排除できるためパ

フォーマンスが向上します。次のカーネルではこの変更を適用しています。 

リスト 112: /examples/buffers/buf-kern2.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <stdio.h> 

8 

9 constexpr int N = 25; 

10 constexpr int STEPS = 100000; 

11 

12 int main() { 

13 

14   int AData[N]; 

15   int BData[N]; 

16   int CData[N]; 

17 

18   sycl::queue Q; 

19 

20   // それぞれが N 個の整数を保持する 3 つのバッファーを作成 

21   sycl::buffer<int> ABuf(&AData[0], N); 

22   sycl::buffer<int> BBuf(&BData[0], N); 

23   sycl::buffer<int> CBuf(&CData[0], N); 

24 

25   Q.submit([&](auto &h) { 

26     // デバイスアクセサーを作成 

27     // プロパティー no_init は、バッファーの以前の 

28     // 内容を破棄できることをランタイムに通知します。 

29     sycl::accessor aA(ABuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

30     sycl::accessor aB(BBuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

31     h.parallel_for(N, [=](auto i) { 

32       aA[i] = 10; 

33       aB[i] = 20; 

34     }); 

35   }); 

36 

37   for (int j = 0; j < STEPS; j++) { 

38     Q.submit([&](auto &h) { 

39       // デバイスアクセサーを作成 

40       sycl::accessor aA(ABuf, h); 

41       sycl::accessor aB(BBuf, h); 

42       sycl::accessor aC(CBuf, h); 

43       h.parallel_for(N, [=](auto i) { 

44         aC[i] = (aA[i] < aB[i]) ? -1 : 1; 

45         aA[i] += aC[i]; 

46         aB[i] -= aC[i]; 

47       }); 

48     }); 

49   } // for の終わり 

50 

51   // ホストアクセサーを作成 

52   const sycl::host_accessor haA(ABuf); 

53   const sycl::host_accessor haB(BBuf); 

54   printf("%d %d\n", haA[N / 2], haB[N / 2]); 
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55 

56   return 0; 

57 } 

9.5. バッファー・アクセサー・モード 

SYCL* では、バッファーはホストまたはデバイスからアクセスできるメモリーへの抽象化されたビューを提供します。バッ

ファー・オブジェクトから直接バッファーにアクセスすることはできません。代わりに、バッファーデータにアクセスできる

アクセサー・オブジェクトを作成します。 

アクセスモードは、プログラム内でアクセサーに関連付けられたメモリーをどのように使用するか示します。アクセサーの

アクセスモードは、ランタイムがカーネルの実行順序を決定し、データの移動を行うために使用されます。これにより、プ

ログラマーが意図した順番でカーネルを実行できるようになります。依存関係違反や競合状態が発生しない場合、ベース

となるハードウェアの機能に応じて、ランタイムはカーネルを同時に実行できます。 

パフォーマンスを向上させるには、アクセサーのアクセスモードが、カーネルによる実行操作に対応していることを確認し

ます。read_only として宣言されているアクセサーに書き込みを行うと、コンパイル時にエラーとなります。しかし、カー

ネルが書き込みを行わない場合、コンパイラーは read_write 形式で宣言されたアクセサーを read に変更すること

はありません。 

次の例には 3 つのカーネルがあります。最初のカーネルはバッファー A、B、および C を初期化するため、バッファーのアク

セスモードを write_only としています。2 番目のカーネルはバッファー A と B を読み取り、バッファー C を読み書きす

るため、バッファー A と B のアクセスモードを read_only、そしてバッファー C のアクセスモードを read_write に指

定します。 

read_only アクセスモードは、カーネルが実行を開始する前にデータがデバイスで利用可能でなければならないことを

ランタイムに通知しますが、計算が完了してもデータをデバイスからホストにコピーする必要はありません。 

2 番目のカーネルで A と B が read_only でなく read_write である場合、データがデバイスで更新されていなくても

カーネルの終了時に A と B に関連するメモリーがデバイスからホストにコピーされます。さらに、read_write にすると

依存関係も生じるようになります。A または B を読み取る別のカーネルがこのブロック内で送信されると、新しいカーネ

ルは 2 番目のカーネルが完了するまで実行を開始できません。 

リスト 113: /examples/buffer-accessors/kern1.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <stdio.h> 

8 

9 constexpr int N = 100; 

10 

11 int main() { 
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12 

13   int AData[N]; 

14   int BData[N]; 

15   int CData[N]; 

16 

17   sycl::queue Q; 

18 

19   // カーネル 1 

20   { 

21     // それぞれ N  個の整数を保持する 3 つのバッファーを作成 

22     sycl::buffer<int> ABuf(&AData[0], N); 

23     sycl::buffer<int> BBuf(&BData[0], N); 

24     sycl::buffer<int> CBuf(&CData[0], N); 

25 

26     Q.submit([&](auto &h) { 

27       // デバイスアクセサーを作成 

28       // プロパティー no_init は、バッファーの以前の 

29       // 内容を破棄できることをランタイムに通知します 

30       sycl::accessor aA(ABuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

31       sycl::accessor aB(BBuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

32       sycl::accessor aC(CBuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

33 

34       h.parallel_for(N, [=](auto i) { 

35         aA[i] = 11; 

36         aB[i] = 22; 

37         aC[i] = 0; 

38       }); 

39     }); 

40   } // カーネル 1 の終わり 

41 

42   // カーネル 2 

43   { 

44     // それぞれ N 個の整数を保持する 3 つのバッファーを作成 

45     sycl::buffer<int> ABuf(&AData[0], N); 

46     sycl::buffer<int> BBuf(&BData[0], N); 

47     sycl::buffer<int> CBuf(&CData[0], N); 

48 

49     Q.submit([&](auto &h) { 

50       // デバイスアクセサーを作成 

51       sycl::accessor aA(ABuf, h, sycl::read_only); 

52       sycl::accessor aB(BBuf, h, sycl::read_only); 

53       sycl::accessor aC(CBuf, h); 

54       h.parallel_for(N, [=](auto i) { aC[i] += aA[i] + aB[i]; }); 

55     }); 

56   } // カーネル 2 の終わり 

57 

58   // バッファーは破棄され、CData が更新されアクセスできるようになりました 

59   for (int i = 0; i < N; i++) { 

60     printf("%d\n", CData[i]); 

61   } 

62 

63   return 0; 

64 } 

read_write アクセスモードの代わりに read_ony を指定するのは、カーネルが for ループ内で繰り返し起動され

る場合に有用です。アクセスモードが read_write である場合、カーネルが計算を終了し次のカーネルを起動する前

にデータの準備ができている必要があるため、起動されたカーネルはシリアル化されます。一方、アクセスモードが 

read_only の場合、ランタイムはカーネルを並列に起動できます。 
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バッファーの宣言とカーネルの起動は、ブロック内にあることに注意してください。これにより、最初のカーネルが完了す

るとバッファーはスコープ外になります。そしてデバイスからホストへのコンテンツのコピーがトリガーされます。2 番目

のカーネルは、新しいバッファーが同じメモリーに宣言される別のブロック内にあるため、ホストからデバイスへの同一メ

モリーのコピーが再びトリガーされます。ホストとデバイス間の往復コピーは、バッファーを宣言してから、このバッファー

が示すメモリーが存続する間にスコープ内にあることを確認することで回避できます。不要なメモリー転送を回避する方

法を以下に示します。 

リスト 114: /examples/buffer-accessors/kern2.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <stdio.h> 

8 

9 constexpr int N = 100; 

10 

11 int main() { 

12 

13   int AData[N]; 

14   int BData[N]; 

15   int CData[N]; 

16 

17   sycl::queue Q; 

18 

19   // それぞれ N 個のイメージを含む 3 つのバッファーを作成 

20   sycl::buffer<int> ABuf(&AData[0], N); 

21   sycl::buffer<int> BBuf(&BData[0], N); 

22   sycl::buffer<int> CBuf(&CData[0], N); 

23 

24   // カーネル 1 

25   Q.submit([&](auto &h) { 

26     // デバイスアクセサーの作成 

27     // プロパティー  no_init は、バッファーの以前の 

28     // 内容を破棄できることをランタイムに通知します 

29     sycl::accessor aA(ABuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

30     sycl::accessor aB(BBuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

31     sycl::accessor aC(CBuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

32 

33     h.parallel_for(N, [=](auto i) { 

34       aA[i] = 11; 

35       aB[i] = 22; 

36       aC[i] = 0; 

37     }); 

38   }); 

39 

40   // カーネル 2 

41   Q.submit([&](auto &h) { 

42     // デバイス sycl::accessors を作成 

43     sycl::accessor aA(ABuf, h, sycl::read_only); 

44     sycl::accessor aB(BBuf, h, sycl::read_only); 

45     sycl::accessor aC(CBuf, h); 

46     h.parallel_for(N, [=](auto i) { aC[i] += aA[i] + aB[i]; }); 

47   }); 

48 

49   // ホストアクセサーを作成することで、カーネルの終了待機がトリガーされ、 
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50   // デバイスからホストへデータがコピーされます 

51   sycl::host_accessor h_acc(CBuf); 

52   for (int i = 0; i < N; i++) { 

53     printf("%d\n", h_acc[i]); 

54   } 

55 

56   return 0; 

57 } 

次の例は、異なるスコープのブロック化による別の手法を示します。この例では、kernel1 の終わりにホストからデバイ

スへ、kernel2 の始めにホストからデバイスへのバッファーコピーはありません。これら 3 つのバッファーのコピーは、

バッファーがスコープ外になった kernel2 の最後で発生します。 

リスト 115: /examples/buffer-accessors/kern3.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <stdio.h> 

8 

9 constexpr int N = 100; 

10 

11 int main() { 

12 

13   int AData[N]; 

14   int BData[N]; 

15   int CData[N]; 

16 

17   sycl::queue Q; 

18 

19   { 

20     // それぞれ N 個のイメージを含む  3 つのバッファーを作成 

21     sycl::buffer<int> ABuf(&AData[0], N); 

22     sycl::buffer<int> BBuf(&BData[0], N); 

23     sycl::buffer<int> CBuf(&CData[0], N); 

24 

25     // カーネル 1 

26     Q.submit([&](auto &h) { 

27       // デバイスアクセサーの作成 

28       // プロパティー no_init は、バッファーの以前の 

29       // 内容を破棄できることをランタイムに通知します 

30       sycl::accessor aA(ABuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

31       sycl::accessor aB(BBuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

32       sycl::accessor aC(CBuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

33 

34       h.parallel_for(N, [=](auto i) { 

35         aA[i] = 11; 

36         aB[i] = 22; 

37         aC[i] = 0; 

38       }); 

39     }); 

40 

41     // カーネル 2 

42     Q.submit([&](auto &h) { 

43       // デバイスアクセサーの作成 
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44       sycl::accessor aA(ABuf, h, sycl::read_only); 

45       sycl::accessor aB(BBuf, h, sycl::read_only); 

46       sycl::accessor aC(CBuf, h); 

47       h.parallel_for(N, [=](auto i) { aC[i] += aA[i] + aB[i]; }); 

48     }); 

49   } 

50   // バッファーはスコープ外となるため、デバイスからホストへコピーし戻す必要があります 

51   // これには、すべてのカーネルが終了するまで待機する必要がありますが、 

52   // 明示的な待機は必要ありません 

53   for (int i = 0; i < N; i++) { 

54     printf("%d\n", CData[i]); 

55   } 

56 

57   return 0; 

58 } 

以下に示すように、カーネルを定義するラムダ関数の変数キャプチャーの一部として、ホスト上の read-only 変数のコ

ピーにデバイスがアクセスできるカーネルを作成する方法もあります。しかしこの方法では、カーネルの呼び出しごとにベ

クトル Adata と BData に関連付けられたデータをデバイスにコピーする必要があります。 

リスト 116: /examples/buffer-accessors/kern4.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <stdio.h> 

8 

9 constexpr int N = 100; 

10 constexpr int iters = 100; 

11 

12 int main() { 

13 

14   int AData[N]; 

15   int BData[N]; 

16   int CData[N]; 

17 

18   sycl::queue Q; 

19   sycl::buffer<int> CBuf(&CData[0], N); 

20 

21   { 

22     // それぞれ N 個の整数を保持する 2 つのバッファーを作成 

23     sycl::buffer<int> ABuf(&AData[0], N); 

24     sycl::buffer<int> BBuf(&BData[0], N); 

25 

26     // カーネル 1 

27     Q.submit([&](auto &h) { 

28       // デバイスアクセサーの作成 

29       // プロパティー no_init は、バッファーの以前の 

30       // 内容を破棄できることをランタイムに通知します 

31       sycl::accessor aA(ABuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

32       sycl::accessor aB(BBuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

33       sycl::accessor aC(CBuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

34 

35       h.parallel_for(N, [=](auto i) { 

36         aA[i] = 11; 
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37         aB[i] = 22; 

38         aC[i] = 0; 

39       }); 

40     }); 

41   } 

42 

43   for (int it = 0; it < iters; it++) { 

44     // カーネル 2 

45     Q.submit([&](auto &h) { 

46       // デバイスアクセサーの作成 

47       sycl::accessor aC(CBuf, h); 

48       h.parallel_for(N, [=](auto i) { aC[i] += AData[i] + BData[i]; }); 

49     }); 

50   } 

51 

52   sycl::host_accessor h_acc(CBuf); 

53   for (int i = 0; i < N; i++) { 

54     printf("%d\n", h_acc[i]); 

55   } 

56 

57   return 0; 

58 } 

ベクトルがホストからデバイスに一度だけコピーされるように、バッファーと read-only アクセサーを定義することを推

奨します。次のカーネルでは、AData と BData へのアクセスは 38 行目と 39 行目の ABuf と BBuf を介して行われ、44 

行目と 45 行目で read-only として定義されているため、スコープ外になってもデバイスからホストへのコピーは発生

しません。 

リスト 117: /examples/buffer-accessors/kern5.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <stdio.h> 

8 

9 constexpr int N = 100; 

10 constexpr int iters = 100; 

11 

12 int main() { 

13 

14   int AData[N]; 

15   int BData[N]; 

16   int CData[N]; 

17 

18   sycl::queue Q; 

19   sycl::buffer<int> CBuf(&CData[0], N); 

20 

21   { 

22     // それぞれ N 個の整数を保持する 2 つのバッファーを作成 

23     sycl::buffer<int> ABuf(&AData[0], N); 

24     sycl::buffer<int> BBuf(&BData[0], N); 

25 

26     // カーネル 1 

27     Q.submit([&](auto &h) { 

28       // デバイスアクセサーを作成 
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29       // プロパティー no_init は、バッファーの以前の 

30       // 内容を破棄できることをランタイムに通知します 

31       sycl::accessor aA(ABuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

32       sycl::accessor aB(BBuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

33       sycl::accessor aC(CBuf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

34 

35       h.parallel_for(N, [=](auto i) { 

36         aA[i] = 11; 

37         aB[i] = 22; 

38         aC[i] = 0; 

39       }); 

40     }); 

41   } 

42 

43   sycl::buffer<int> ABuf(&AData[0], N); 

44   sycl::buffer<int> BBuf(&BData[0], N); 

45   for (int it = 0; it < iters; it++) { 

46     // カーネル 2 

47     Q.submit([&](auto &h) { 

48       // デバイスアクセサーを作成 

49       sycl::accessor aA(ABuf, h, sycl::read_only); 

50       sycl::accessor aB(BBuf, h, sycl::read_only); 

51       sycl::accessor aC(CBuf, h); 

52       h.parallel_for(N, [=](auto i) { aC[i] += aA[i] + aB[i]; }); 

53     }); 

54   } 

55 

56   sycl::host_accessor h_acc(CBuf); 

57   for (int i = 0; i < N; i++) { 

58     printf("%d\n", h_acc[i]); 

59   } 

60 

61   return 0; 

62 } 
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10. ホスト/デバイスの調整 

ホストとアクセラレーター・デバイス間には大量の計算および通信リソースがあるため、それらを効率良く利用することを

考慮しなければなりません。ここでは、ホストとアクセラレーターの処理の調整に関連するトピックについて説明します。 

10.1. ホストとデバイス間の非同期および重複データ転送 

アクセラレーターはホスト CPU とは別のデバイスであり、PCIe* や CXL* などのバスに接続されます。このバスは、そのタイ

プに応じてホストとデバイス間で転送できるデータ帯域幅が定められます。アクセラレーターは計算に必要なデータをホス

トから転送しなければならず、システム全体のパフォーマンスは、この転送がどれだけ早急に行われるかに依存します。 

10.1.1. ホストとアクセラレーター間の帯域幅 

ほとんどのアクセラレーターは、PCIe* を介してホストと接続されます。次の表に示すように、PCIe* の世代が異なると帯

域幅の性能は異なります。 

表 12: 世代ごとの PCIe* 帯域幅 

PCIe* バージョン 転送レート スループット 

1.0 2.5GT/秒 0.250GB/秒 

2.0 5.0GT/秒 0.500GB/秒 

3.0 8.0GT/秒 0.985GB/秒 

4.0 16.0GT/秒 1.969GB/秒 

5.0 32.0GT/秒 3.938GB/秒 

アクセラレーターが搭載するローカルメモリーの帯域幅は、PCIe* リンクを介したホストからデバイスへの帯域幅よりも 

1 桁高くなります。例えば、最新 GPU の HBM (High Bandwidth Memory) は、x16 PCIe* の 63GB/秒の帯域幅と比べる

と、最大 900GB/秒にも達します。そのため、データをローカルメモリーに保持して、ホストとデバイス間のデータ転送を可

能な限り回避することが不可欠です。例えば、一部のカーネルがアクセラレーターで効率良く実行できない場合でも、アク

セラレーター間、またはホストとアクセラレーター間でのデータ移動を回避するため、アクセラレーターですべてのカーネ

ルを実行する方が最終的に良い結果となることもあります。 

また、中間データ構造を使用する場合、ホストでデータを作成してアクセラレーター間で移動を行うのではなく、デバイス

上でデータを作成して使用します。ここでは、デバイス上で中間結果を生成してリダクション操作を行うカーネルについて

考えます。カーネル ComputeParallel1 では、一時アキュムレーターがホスト上に作成され、すべての work-item が

中間結果をホストに配置します。このアキュムレーターはホストに戻され、さらにレデュースされます (37 行目)。 
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リスト 118: /examples/overlap-data-transfers/reduction.cpp 

1 float ComputeParallel1(sycl::queue &q, std::vector<float> &data) { 

2   const size_t data_size = data.size(); 

3   float sum = 0; 

4   static float *accum = 0; 

5 

6   if (data_size > 0) { 

7     const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

8     int num_EUs = 

9         q.get_device().get_info<sycl::info::device::max_compute_units>(); 

10     int vec_size = 

11         q.get_device() 

12             .get_info<sycl::info::device::native_vector_width_float>(); 

13     int num_processing_elements = num_EUs * vec_size; 

14     int BATCH = (N + num_processing_elements - 1) / num_processing_elements; 

15     sycl::buffer<float> buf(data.data(), data.size(), props); 

16     sycl::buffer<float> accum_buf(accum, num_processing_elements, props); 

17 

18     if (!accum) 

19       accum = new float[num_processing_elements]; 

20 

21     q.submit([&](auto &h) { 

22       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

23       sycl::accessor accum_acc(accum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

24       h.parallel_for(num_processing_elements, [=](auto index) { 

25         size_t glob_id = index[0]; 

26         size_t start = glob_id * BATCH; 

27         size_t end = (glob_id + 1) * BATCH; 

28         if (end > N) 

29           end = N; 

30         float sum = 0.0; 

31         for (size_t i = start; i < end; i++) 

32           sum += buf_acc[i]; 

33         accum_acc[glob_id] = sum; 

34       }); 

35     }); 

36     q.wait(); 

37     sycl::host_accessor h_acc(accum_buf); 

38     for (int i = 0; i < num_processing_elements; i++) 

39       sum += h_acc[i]; 

40   } 

41   return sum; 

42 } // ComputeParallel1 の終わり 

別のアプローチとして、この一時的なアキュムレーターをアクセラレーターに保持して、1 つの work-item のみで別の

カーネルを起動する方法があります。ここでは、36 行目の ComputeParallel2 カーネルがデバイスで最終的なリダク

ション操作を実行します。このカーネルにはそれほど多くの並列処理がないため、1 つの work-item によってのみ実行さ

れることに注意してください。一部のプラットフォームでは、これはデータをホストに転送してからホストでリダクションを

行うより良好な場合があります。 
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リスト 119: /examples/overlap-data-transfers/reduction.cpp 

1 float ComputeParallel2(sycl::queue &q, std::vector<float> &data) { 

2   const size_t data_size = data.size(); 

3   float sum = 0; 

4   static float *accum = 0; 

5 

6   if (data_size > 0) { 

7     const sycl::property_list props = {sycl::property::buffer::use_host_ptr()}; 

8     int num_EUs = 

9         q.get_device().get_info<sycl::info::device::max_compute_units>(); 

10     int vec_size = 

11         q.get_device() 

12             .get_info<sycl::info::device::native_vector_width_float>(); 

13     int num_processing_elements = num_EUs * vec_size; 

14     int BATCH = (N + num_processing_elements - 1) / num_processing_elements; 

15     sycl::buffer<float> buf(data.data(), data.size(), props); 

16     sycl::buffer<float> accum_buf(accum, num_processing_elements, props); 

17     sycl::buffer<float> res_buf(&sum, 1, props); 

18     if (!accum) 

19       accum = new float[num_processing_elements]; 

20 

21     q.submit([&](auto &h) { 

22       sycl::accessor buf_acc(buf, h, sycl::read_only); 

23       sycl::accessor accum_acc(accum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

24       h.parallel_for(num_processing_elements, [=](auto index) { 

25         size_t glob_id = index[0]; 

26         size_t start = glob_id * BATCH; 

27         size_t end = (glob_id + 1) * BATCH; 

28         if (end > N) 

29           end = N; 

30         float sum = 0.0; 

31         for (size_t i = start; i < end; i++) 

32           sum += buf_acc[i]; 

33         accum_acc[glob_id] = sum; 

34       }); 

35     }); 

36 

37     q.submit([&](auto &h) { 

38       sycl::accessor accum_acc(accum, h, sycl::read_only); 

39       sycl::accessor res_acc(res_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

40       h.parallel_for(1, [=](auto index) { 

41         res_acc[index] = 0; 

42         for (size_t i = 0; i < num_processing_elements; i++) 

43           res_acc[index] += accum_acc[i]; 

44       }); 

45     }); 

46   } 

47   // バッファーがスコープ外となるため、データはデバイスからホストへ転送されます 

48   return sum; 

49 } // ComputeParallel2 の終わり 
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10.1.2. デバイスでの計算によるホストとデバイス間の重複データ転送 

一部の GPU には、ホストからデバイスにデータをコピーする専用エンジンを持つものがあります。それらを効果的に利用

することで、ホストからデバイスへのデータ転送をデバイスの実行とオーバーラップさせることができます。次の例では、メ

モリーブロックがいくつかのチャンクに分割され、それぞれのチャンクがアクセラレーターに転送されて (35 行目)、処理

され (38 行目)、結果 (44 行目) がホストに戻されます。この 3 つのタスクのチャンクは独立しているため、ハードウェア・リ

ソースの状況に応じて並列に処理できます。ホストとデバイス間のデータ転送に利用できるコピーエンジンが存在するシ

ステムでは、異なるループ反復からのカーネルを並列に実行できることが分かります。並列実行は次の 2 つの方法で明ら

かにできます。 

• 1 つは GPU EU で実行され、もう 1 つはコピーエンジンによって実行される、2 つのメモリーコピー間。 

• コピーはコピーエンジンによって実行され、計算カーネルは GPU EU で実行される、メモリーコピーと計算カーネ

ル間。 

リスト 120: /examples/overlap-data-transfers/overlap.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 

8 #define NITERS 10 

9 #define KERNEL_ITERS 10000 

10 #define NUM_CHUNKS 10 

11 #define CHUNK_SIZE 10000000 

12 

13 class Timer { 

14 public: 

15   Timer() : start_(std::chrono::steady_clock::now()) {} 

16 

17   double Elapsed() { 

18     auto now = std::chrono::steady_clock::now(); 

19     return std::chrono::duration_cast<Duration>(now - start_).count(); 

20   } 

21 

22 private: 

23   using Duration = std::chrono::duration<double>; 

24   std::chrono::steady_clock::time_point start_; 

25 }; 

26 

27 int main() { 

28   const int num_chunks = NUM_CHUNKS; 

29   const int chunk_size = CHUNK_SIZE; 

30   const int iter = NITERS; 

31 

32   sycl::queue q; 

33 

34   // ホストデータを割り当てて初期化 

35   float *host_data[num_chunks]; 

36   for (int c = 0; c < num_chunks; c++) { 

37     host_data[c] = sycl::malloc_host<float>(chunk_size, q); 

38     float val = c; 

39     for (int i = 0; i < chunk_size; i++) 
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40       host_data[c][i] = val; 

41   } 

42   std::cout << "Allocated host data\n"; 

43 

44   // デバイスメモリーの割り当てと初期化 

45   float *device_data[num_chunks]; 

46   for (int c = 0; c < num_chunks; c++) { 

47     device_data[c] = sycl::malloc_device<float>(chunk_size, q); 

48     float val = 1000.0; 

49     q.fill<float>(device_data[c], val, chunk_size); 

50   } 

51   q.wait(); 

52   std::cout << "Allocated device data\n"; 

53 

54   Timer timer; 

55   for (int it = 0; it < iter; it++) { 

56     for (int c = 0; c < num_chunks; c++) { 

57       auto add_one = [=](auto id) { 

58         for (int i = 0; i < KERNEL_ITERS; i++) 

59           device_data[c][id] += 1.0; 

60       }; 

61       // 以前のイベントに依存しないコピーイン 

62       auto copy_in = 

63           q.memcpy(device_data[c], host_data[c], sizeof(float) * chunk_size); 

64       // 計算はコピーインを待機 

65       auto compute = q.parallel_for(chunk_size, copy_in, add_one); 

66       auto cg = [=](auto &h) { 

67         h.depends_on(compute); 

68         h.memcpy(host_data[c], device_data[c], sizeof(float) * chunk_size); 

69       }; 

70       // コピーアウトは計算を待機 

71       auto copy_out = q.submit(cg); 

72     } 

73 

74     q.wait(); 

75   } 

76   auto elapsed = timer.Elapsed() / iter; 

77   for (int c = 0; c < num_chunks; c++) { 

78     for (int i = 0; i < chunk_size; i++) { 

79       if (host_data[c][i] != (float)((c + KERNEL_ITERS * iter))) { 

80         std::cout << "Mismatch for chunk: " << c << " position: " << i 

81                   << " expected: " << c + 10000 << " got: " << host_data[c][i] 

82                   << "\n"; 

83         break; 

84       } 

85     } 

86   } 

87   std::cout << "Time = " << elapsed << " usecs\n"; 

88 } 

ze_tracer で収集された次の図のタイムラインでは、以降の反復処理によるコピーインが計算カーネルの実行とオー

バーラップしていることが分かります。また、複数のコピーインが複数のコピーエンジンで並列に実行されていることが

分かります。 
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図 25: 計算カーネルの実行とコピーインのオーバーラップを示す clIntercept 

上記の例では、GPU が 1 つしかないため (独立していても) 2 つのカーネルを同時に実行することはできません (GPU を

小さなチャンクに分割して、それらで異なるカーネルを同時に実行することは可能です)。 
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11. 複数のヘテロジニアス・デバイスを使用 

通常ほとんどのアクセラレーターは、大量の計算リソースを持つサーバーに搭載されます。例えば、一般的なサーバーに

は最大 8 つのソケットがあり、それぞれのソケットには 50 以上のコアがあります。SYCL* は、CPU とアクセラレーター

を均一に扱い、それらにワークを分散する機能を提供します。プラットフォーム上のヘテロジニアス・コンピューティング・

リソース間にワークをバランスよく分散するのは、プログラマーの責任です。 

11.1. プラットフォームの各種アクセラレーターで計算をオーバーラップ 

SYCL* は、デバイスセレクターの抽象化によりさまざまなデバイスへのアクセスを可能にします。デバイスごとにキューを

作成して、カーネルをデバイスに送信し実行することができます。SYCL* におけるすべてのカーネル送信は非ブロッキン

グです。つまり、実行のためカーネルがキューに送信されると、キューの待機が明示的に要求されない限り、ホストはカー

ネルの終了を待機しません。これにより、カーネルがアクセラレーターで実行されている間に、ホストはワークを実行した

り、ほかのデバイスでワークを開始することができます。 

ホスト CPU はアクセラレーターとして扱うことができ、SYCL* はカーネルをホスト CPU に送信して実行することができ

ます。これは完全に独立しており、カーネルの送信と作成を調整するためホストが実行するジョブと直交しています。ベー

スとなるオペレーティング・システムは、CPU アクセラレーターに送信されたカーネルを別のプロセスとして管理し、同じ 

OpenCL*/Level0 ランタイムの機能を使用してホストデバイスと情報を交換します。 

以下では、単一の GPU デバイスで機能する単純なベクトル加算の例を示します。 
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リスト 121: /examples/multiple-devices/overlap.cpp 

1 size_t VectorAdd1(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, 

2                   IntArray &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size()}; 

4 

5   sycl::buffer a_buf(a); 

6   sycl::buffer b_buf(b); 

7   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

8   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

9   for (int i = 0; i < iter; i++) { 

10 

11     auto e = q.submit([&](auto &h) { 

12       // 入力アクセサー 

13       sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

14       sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

15       // 出力アクセサー 

16       sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

17 

18       h.parallel_for(num_items, 

19                      [=](auto i) { sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; }); 

20     }); 

21   } 

22   q.wait(); 

23   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

24   std::cout << "Vector add1 completed on device - took " 

25             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 

26   return ((end - start).count()); 

27 } // VectorAdd1 の終わり 

次のカーネルでは、入力ベクトルが 2 つに分割され、同時に実行可能な 2 つの異なるアクセラレーター (CPU と GPU) で

計算されます。この並列処理では、送信されるだけではなく、カーネルが実際にデバイスで起動されるようにする必要があ

ります。カーネルの起動に必要な時間は、ホストから送信される場合よりも大幅に長くなる可能性があります。利用率、ス

ループット、待機時間などのメトリックを最大化するため、実装はいくつかのヒューリスティックに基づいてカーネルを起

動する時間を決定します。例えば、OpenCL* バックエンドの特定のプラットフォームでは、キューで clFlush (41 行目) 

を明示的に発行してから、アクセラレーターでカーネルを起動する必要があります。 
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リスト 122: /examples/multiple-devices/overlap.cpp 

1 size_t VectorAdd2(sycl::queue &q1, sycl::queue &q2, const IntArray &a, 

2                   const IntArray &b, IntArray &sum, int iter) { 

3   sycl::range num_items{a.size() / 2}; 

4 

5   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

6   { 

7     sycl::buffer a1_buf(a.data(), num_items); 

8     sycl::buffer b1_buf(b.data(), num_items); 

9     sycl::buffer sum1_buf(sum.data(), num_items); 

10 

11     sycl::buffer a2_buf(a.data() + a.size() / 2, num_items); 

12     sycl::buffer b2_buf(b.data() + a.size() / 2, num_items); 

13     sycl::buffer sum2_buf(sum.data() + a.size() / 2, num_items); 

14     for (int i = 0; i < iter; i++) { 

15 

16       q1.submit([&](auto &h) { 

17         // 入力アクセサー 

18         sycl::accessor a_acc(a1_buf, h, sycl::read_only); 

19         sycl::accessor b_acc(b1_buf, h, sycl::read_only); 

20         // 出力アクセサー 

21         sycl::accessor sum_acc(sum1_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

22 

23         h.parallel_for(num_items, 

24                        [=](auto i) { sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; }); 

25       }); 

26       // ホストでワークを実行 

27       q2.submit([&](auto &h) { 

28         // 入力アクセサー 

29         sycl::accessor a_acc(a2_buf, h, sycl::read_only); 

30         sycl::accessor b_acc(b2_buf, h, sycl::read_only); 

31         // 出力アクセサー 

32         sycl::accessor sum_acc(sum2_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

33 

34         h.parallel_for(num_items, 

35                        [=](auto i) { sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; }); 

36       }); 

37     } 

38     // 一部のプラットフォームでは、CPU と GPU 間の実行がオーバーラップすることを 

39     // 確実にするため、明示的なキューのフラッシュが必要になります 

40     // cl_command_queue cq = q1.get(); 

41     // clFlush(cq); 

42     // cq=q2.get(); 

43     // clFlush(cq); 

44   } 

45   q1.wait(); 

46   q2.wait(); 

47   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

48   std::cout << "Vector add2 completed on device - took " 

49             << (end - start).count() << " u-secs\n"; 

50   return ((end - start).count()); 

51 } // VectorAdd2 の終わり 

上記 2 つのカーネルの実行時間を確認すると、問題解決に利用できる専用ハードウェアがあるため、アプリケーションは

以前のおよそ 2 倍高速に実行されていることが分かります。良好なバランスを達成するため、上記の例のようにワークを

均等に分割するかわりに、アクセラレーターの機能に応じて分割することを考えなければなりません。 
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12. コンパイル 

oneAPI には、異なる複数のコンパイル方法があります。アプリケーションの main のソースがコンパイルされ、オフロー

ドされるカーネルがコンパイルされます。カーネルは、事前 (AOT) またはジャストイン (JIT) コンパイルされる場合があり

ます。 

ここでは、コンパイルに関連するトピックと、実行効率に与える影響について説明します。 

12.1. SYCL* の JIT (Just-In-Time) コンパイル 

インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーは、SYCL* プログラムを SPIR-V* と呼ばれる中間言語に変換し、コンパイルで

生成されるバイナリー内に格納します。バイナリーの代わりに中間ファイルを生成する利点は、実行時に SPIR-V* コード

をプラットフォームのバイナリーコードに変換することで、このコードを任意のハードウェア・プラットフォームで実行でき

ることです。中間コードを実行時にバイナリーに変換するプロセスは、JIT (ジャストインタイム) コンパイルと呼ばれます。

JIT コンパイルは実行に要求に応じて行われます。この JIT コンパイルを制御するにはいくつかの方法があります。デフォ

ルトでは、バイナリー内の SPIR-V* コードは、最初にオフロードされたカーネルの実行開始前に変換されます。 

リスト 123: /examples/jitting/jit.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <array> 

8 #include <chrono> 

9 #include <iostream> 

10 

11 // この例の配列タイプとデータサイズ 

12 constexpr size_t array_size = (1 << 16); 

13 typedef std::array<int, array_size> IntArray; 

14 

15 void VectorAdd1(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, 

16                 IntArray &sum) { 

17   sycl::range num_items{a.size()}; 

18 

19   sycl::buffer a_buf(a); 

20   sycl::buffer b_buf(b); 

21   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

22 

23   auto e = q.submit([&](auto &h) { 

24     // 入力アクセサー 

25     sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

26     sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

27     // 出力アクセサー 

28     sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

29 

30     h.parallel_for(num_items, 

31                    [=](auto i) { sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; }); 

32   }); 

33   q.wait(); 
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34 } 

35 

36 void VectorAdd2(sycl::queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, 

37                 IntArray &sum) { 

38   sycl::range num_items{a.size()}; 

39 

40   sycl::buffer a_buf(a); 

41   sycl::buffer b_buf(b); 

42   sycl::buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

43 

44    auto e = q.submit([&](auto &h) { 

45     // 入力アクセサー 

46     sycl::accessor a_acc(a_buf, h, sycl::read_only); 

47     sycl::accessor b_acc(b_buf, h, sycl::read_only); 

48     // 出力アクセサー 

49     sycl::accessor sum_acc(sum_buf, h, sycl::write_only, sycl::no_init); 

50 

51     h.parallel_for(num_items, 

52                    [=](auto i) { sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; }); 

53   }); 

54   q.wait(); 

55 } 

56 

57 void InitializeArray(IntArray &a) { 

58   for (size_t i = 0; i < a.size(); i++) 

59     a[i] = i; 

60 } 

61 

62 int main() { 

63   sycl::default_selector d_selector; 

64 

65   IntArray a, b, sum; 

66 

67   InitializeArray(a); 

68   InitializeArray(b); 

69 

70   sycl::queue q(d_selector, sycl::property::queue::enable_profiling{}); 

71 

72   std::cout << "Running on device: " 

73             << q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() << "\n"; 

74   std::cout << "Vector size: " << a.size() << "\n"; 

75   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

76   VectorAdd1(q, a, b, sum); 

77   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

78   std::cout << "Initial Vector add1 successfully completed on device - took " 

79             << (end - start).count() << " nano-secs\n"; 

80 

81   start = std::chrono::steady_clock::now(); 

82   VectorAdd1(q, a, b, sum); 

83   end = std::chrono::steady_clock::now(); 

84   std::cout << "Second Vector add1 successfully completed on device - took " 

85             << (end - start).count() << " nano-secs\n"; 

86 

87   start = std::chrono::steady_clock::now(); 

88   VectorAdd2(q, a, b, sum); 

89   end = std::chrono::steady_clock::now(); 

90   std::cout << "Initial Vector add2 successfully completed on device - took " 

91             << (end - start).count() << " nano-secs\n"; 

92 

93   start = std::chrono::steady_clock::now(); 

94   VectorAdd2(q, a, b, sum); 

95   end = std::chrono::steady_clock::now(); 

96   std::cout << "Second Vector add2 successfully completed on device - took " 

97             << (end - start).count() << " nano-secs\n"; 
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98   return 0; 

99 } 

上記のプログラムが次のコマンドでコンパイルされる場合 (ソースファイル名は example.cpp): 

dpcpp -O3 -o example example.cpp 

実行すると、生成される出力は VectorAdd1 の最初の呼び出しは JIT コンパイルのコストが加算されるため、プログラ

ム内のほかの vectorAdd1 カーネルの呼び出しよりもはるかに時間がかかることを示します。 

実行時の JIT コンパイルのオーバーヘッドは、事前 (AOT) コンパイルによって回避できます (コンパイル時のオプション

で AOT を有効にできます)。AOT コンパイルでは、バイナリーには SPIR-V* 中間コードの代わりに、コンパイルで選択さ

れたプラットフォームの実際のバイナリーコードが含まれます。この利点は、実行時に SPIR-V* からバイナリーに JIT コ

ンパイルする必要がないことです。これにより、コードの実行時間を短縮できます。欠点は、バイナリーは特定のプラット

フォーム専用であるため、それ以外のプラットフォームでは実行できないことです。 

上記のサンプルは、次のコマンドによる AOT コード生成で、第 9 世代 GPU 向けにコンパイルできます。 

dpcpp -O3 -o example example.cpp -fsycl-targets=spir64_gen-unknown-unknown-sycldevice -Xsycl

-target-backend=spir64_gen-unknown-unknown-sycldevice "-device skl" 

コンパイル済みのプログラムを実行すると、JIT コンパイルの影響で最初のカーネルに時間がかかった以前の方法とは異

なり、カーネル呼び出しにかかるすべての時間が同じであることが分かります。 

アプリケーションに複数のカーネルが含まれる場合、コンパイル時にオプションを指定して、eager または lazy JIT コン

パイルを強制できます。eager JIT コンパイルでは、実行時にバイナリー内のすべてのカーネルが JIT を呼び出しますが、

lazy JIT コンパイルでは、実行中に実際にカーネルが呼び出されたときにのみ JIT を有効にします。一部のカーネルが呼

び出されない状況では、実行されないコードを変換しないという利点があり、不要な JIT コンパイルを回避できます。この

モードは、次のオプションで有効にできます。 

-fsycl-device-code-split=<value> 

ここで、value は次のいずれかです。 

• per_kernel: カーネルが呼び出されたときにのみ JIT コンパイルを行うコードを生成します。 

• per_source: ソースファイル内のいずれかのカーネルが呼び出されたときに、ソースファイル内のすべてのカー

ネルを JIT コンパイルするコードを生成します。 

• off: デフォルトです。上記のプログラムをこのオプションでコンパイルすると、アプリケーション内のすべてのカー

ネルを eager JIT コンパイルします。 
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dpcpp -O3 -o example vec1.cpp vec2.cpp main.cpp -fsycl-device-code-split=per_kernel 

プログラムを実行すると、カーネル実行のタイミングから、VectorAdd1 と VectorAdd2 の最初の起動まで時間がかか

りますが、2 回目の呼び出しには JIT コンパイルのコストがないため、時間がかかっていないことが分かります。 

上記の例では、VectorAdd1 と VectorAdd2 を異なるファイルに配置して per_source オプションを指定 (または未

指定) して、カーネルの実行時間への影響を確認できます。次のようにコンパイルします。 

dpcpp -O3 -o example vec1.cpp vec2.cpp main.cpp -fsycl-device-code-split=per_source 

生成されたバイナリーを実行すると、カーネルの実行時間は、最初のカーネル呼び出しには JIT コンパイルのコストが生じ

ているのに対し、後続のカーネル呼び出しではそのコストがないことが分かります。そして、次のようにコンパイルします。 

dpcpp -O3 -o example vec1.cpp vec2.cpp main.cpp 

生成されたバイナリーを実行すると、カーネルの実行時間は、最初のカーネル呼び出しですべて JIT コンパイルのコスト

が発生し、後続のすべてのカーネル呼び出しでそのコストがないことが分かります。 

12.2. 特殊化定数 

SYCL* には、特殊化定数と呼ばれる機能があり、JIT コンパイルを明示的にトリガーして、特殊化定数の実行時の値を

ベースに SPIR-V* 中間コードからバイナリーを生成できます。この JIT コンパイルは、定数値が判明していればプログラ

ムの実行中に行われます。これは、-fsycl-device-code-split オプションによってトリガーされる JIT コンパイル

とは異なります。 

次の例では、set_spec_constant 呼び出しにより、8 行目で定義される get_value 関数呼び出しで返される値が 

SYCL* プログラムにバインドされます。プログラムが最初にコンパイルされる際は、この値が不明であるため最適化に利

用できません。実行時に、get_value 関数が呼び出されると、値は既知となり build_with_kernel_type で使用さ

れ、この値を基に特殊化されたカーネルの JIT コンパイルがトリガーされます。 
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リスト 124: /examples/jitting/spec-const1.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <vector> 

8 

9 class specialized_kernel; 

10 

11 // 特殊化定数の const static 識別子 

12 const static sycl::specialization_id<float> value_id; 

13 

14 // ランタイムで値をフェッチ 

15 float get_value() { return 10; }; 

16 

17 int main() { 

18   sycl::queue queue; 

19 

20   std::vector<float> vec(1); 

21   { 

22     sycl::buffer<float> buffer(vec.data(), vec.size()); 

23     queue.submit([&](auto &cgh) { 

24       sycl::accessor acc(buffer, cgh, sycl::write_only, sycl::no_init); 

25 

26       // 特殊化定数を作成 

27       cgh.template set_specialization_constant<value_id>(get_value()); 

28 

29       // ランタイムは、特殊化定数を前の 

30       // `set_specialization_constant<value_id>` の呼び出しで 

31       // 与えられたリテラル値に置き換えてカーネルを構築します 

32       cgh.template single_task<specialized_kernel>( 

33           [=](sycl::kernel_handler kh) { 

34             const float val = kh.get_specialization_constant<value_id>(); 

35             acc[0] = val; 

36           }); 

37     }); 

38   } 

39   queue.wait_and_throw(); 

40 

41   std::cout << vec[0] << std::endl; 

42 

43   return 0; 

44 } 

24 行目の専用カーネルは最終的に次のようなコードになります。 

cgh.single_task<specialized_kernel>( 

   [=]() { acc[0] = 10; }); 
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この JIT コンパイルは、カーネルの実行時間にも影響します。以下に例を示します。 

リスト 125: /examples/jitting/spec-const2.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 #include <CL/sycl.hpp> 

7 #include <chrono> 

8 #include <vector> 

9 

10 class specialized_kernel; 

11 class literal_kernel; 

12 

13 // const static identifier of specialization constant 

14 const static sycl::specialization_id<float> value_id; 

15 

16 // ランタイムで値をフェッチ 

17 float get_value() { return 10; }; 

18 

19 int main() { 

20   sycl::queue queue; 

21 

22   // カーネルクラス修飾子からカーネル ID を取得 

23   sycl::kernel_id specialized_kernel_id = 

24       sycl::get_kernel_id<specialized_kernel>(); 

25 

26   // 入力状態の specialized_kernel のみでカーネルハンドルを構築 

27   sycl::kernel_bundle kb_src = 

28       sycl::get_kernel_bundle<sycl::bundle_state::input>( 

29           queue.get_context(), {specialized_kernel_id}); 

30   // 特殊化定数値を設定 

31   kb_src.set_specialization_constant<value_id>(get_value()); 

32 

33   auto start = std::chrono::steady_clock::now(); 

34   // 設定値のカーネルハンドルを構築 

35   sycl::kernel_bundle kb_exe = sycl::build(kb_src); 

36   auto end = std::chrono::steady_clock::now(); 

37   std::cout << "specialization took - " << (end - start).count() 

38             << " nano-secs\n"; 

39 

40   std::vector<float> vec{0, 0, 0, 0, 0}; 

41   sycl::buffer<float> buffer1(vec.data(), vec.size()); 

42   sycl::buffer<float> buffer2(vec.data(), vec.size()); 

43   start = std::chrono::steady_clock::now(); 

44   { 

45     queue.submit([&](auto &cgh) { 

46       sycl::accessor acc(buffer1, cgh, sycl::write_only, sycl::no_init); 

47 

48       // 事前コンパイルされたカーネルバンドルを実行状態で使用 

49       cgh.use_kernel_bundle(kb_exe); 

50 

51       cgh.template single_task<specialized_kernel>( 

52           [=](sycl::kernel_handler kh) { 

53             float v = kh.get_specialization_constant<value_id>(); 

54             acc[0] = v; 

55           }); 

56     }); 

57     queue.wait_and_throw(); 
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58   } 

59   end = std::chrono::steady_clock::now(); 

60 

61   { 

62     sycl::host_accessor host_acc(buffer1, sycl::read_only); 

63     std::cout << "result1 (c): " << host_acc[0] << " " << host_acc[1] << " " 

64               << host_acc[2] << " " << host_acc[3] << " " << host_acc[4] 

65               << std::endl; 

66   } 

67   std::cout << "execution took : " << (end - start).count() << " nano-secs\n"; 

68 

69   start = std::chrono::steady_clock::now(); 

70   { 

71     queue.submit([&](auto &cgh) { 

72       sycl::accessor acc(buffer2, cgh, sycl::write_only, sycl::no_init); 

73       cgh.template single_task<literal_kernel>([=]() { acc[0] = 20; }); 

74     }); 

75     queue.wait_and_throw(); 

76   } 

77   end = std::chrono::steady_clock::now(); 

78 

79   { 

80     sycl::host_accessor host_acc(buffer2, sycl::read_only); 

81     std::cout << "result2 (c): " << host_acc[0] << " " << host_acc[1] << " " 

82               << host_acc[2] << " " << host_acc[3] << " " << host_acc[4] 

83               << std::endl; 

84   } 

85   std::cout << "execution took - " << (end - start).count() << " nano-secs\n"; 

86 } 

タイミングメッセージでレポートされるランタイムの情報を見ると、カーネルの初期変換に時間を要し、JIT コンパイルさ

れたカーネルの実行時間は短いことが分かります。特殊化定数なしで実行される同じカーネルは、実行される前にランタ

イムによって JIT コンパイルされるため、時間は長くなります。 
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13. メディア・パイプラインの最適化 

メディア処理は、入力と出力が明確に定義された比較的大きなアルゴリズムであるため、ハードウェア・アクセラレーショ

ンの理想的な候補であると言えます。ビデオ処理のハードウェア機能は、業界標準のフレームワークである oneVPL や、

Linux* 向けのビデオ・アクセラレーション API (VA-API) や Windows* 向けの Microsoft* DirectX* などの低レベル/オペ

レーティング・システム固有のアプローチでアクセスできます。どの方法を選択するかは、多くの要因に影響されます。しか

し、マルチストリームによる並列化やデータの局所性の最大化といった基本原則は、すべてに当てはまります。 

ビデオ処理と GPGPU ワークの主な違いは、すべてのアクセラレーター API オプションに当てはまります。典型的な 

GPGPU 最適化の多くは、大きなグリッドのワークを複数の処理ユニットに分割することに最適化の重点を置いています。

ハードウェア・アクセラレーションによるメディア処理は、シリコン上に実装されています。これらはフレーム単位で動作し、

通常、フレームストリームによってワークが分割されます。 

メディア最適化のステップは、ほかのセクションで説明する GPGPU のワークロードと異なります。しかし、それらは 

GPGPU のワークの前後に追加することができます。メディアステップは、GPGPU ステップに入力データを供給、または 

GPGPU ステップから出力データを取得します。例えば、次のようになります。 

 

13.1. メディア・エンジン・ハードウェア 

アーキテクチャーの章で説明したように、Xe – インテル® データセンター GPU フレックス・シリーズといくつかの

インテル® GPU は、完全にアクセラレートされたビデオデコード、エンコードおよび処理能力を備えたビデオエンジンを

搭載しています。これは、インテル® クイック・シンク・ビデオと呼ばれることもあります。メディアエンジンは、計算エンジ

ン (ベクトルまたは行列エンジン) から完全に独立して動作します。 
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アプリケーションはいくつかのコンポーネントを利用できます。 

• MFX/マルチフォーマット・コーデック: ハードウェア・デコードとエンコード。一部の構成では、2 つのエンコードを

含みます: 1) 動き推測 + ビットパッキング、2) 完全固定機能/低電力。 

• SFC/スケーラーとフォーマット変換: リサイズ (主にダウン・スケーリング向け)、NV12 や BGRA などのカラー・

フォーマット変換。 

• ビデオ品質エンジン: ノイズ除去やデインターレースなど、複数フレームの処理操作を実行。 

このハードウェアは、独自の命令キューとクロックを持っているため、低消費電力で動作するように構成すれば、完全な固

定機能のワークを低消費電力で実行できます。また、GPU slice の機能をほかのワークに利用することもできます。 

13.1.1. サポートされるコーデック 

GPU ハードウェアの世代が新しくなるたびに、新しいコーデックの機能が追加されています。 
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注: この表では、2 つのエンコードを表しています。 

E = 低消費電力 VDEnc によるハードウェア・エンコード 

Es = シェーダー (メディアカーネル + VME) によるハードウェア・エンコード (PAK) 

インテル® Arc™ A シリーズおよびインテル® サーバー GPU (旧: ATS-M♰) に AV1 エンコードが追加されました。VP9 の

後継となるこの最先端の技術は、タイル、セグメント化、フィルム・グレイン・フィルター処理、その他の新機能によるエン

コード制御を追加します。これらの機能により、特定のビットレートでエンコード品質を向上させたり、ビットレートを下げ

て品質を向上させることができます。 
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13.2. ハードウェア・アクセラレーション向けのメディア API オプション 

インテル® アーキテクチャー (CPU、GPU) でビデオ処理を高速化するには、いくつかの方法があります。最も効果的なオプ

ションを選択するには、選択するツールと目的が一致していることを確認します。 

 

このように、ツールには高レベルなものと低レベルなものがあります。libva* や DirectX* のような OS 固有のツールで提

供される極めて低レベルの制御は必要ですか? また、このような低レベルのアプリケーションを開発する十分な時間的余

裕はありますか? または、Linux* から Windows* に容易にコードを移植でき、より高レベルのツールを利用してコーディ

ングの時間を節約する方が重要ですか? 

アプローチの選択肢を要件に適合させるには、次の表を参考にしてください。 

 インテル® oneVPL メディア・フレームワーク 

(FFmpeg & GStreamer) 

低レベル/OS 固有のソリュー

ション (libva* & DirectX*) 

機能 フレーム処理演算を限定し

た初歩的なビデオストリーム

処理 

完全なスタック (ネットワーク・

プロトコル、コンテナのサポー

ト、オーディオのサポート) 

OS グラフィックスのスタック

を直接操作 

ハードウェア機能

の制御レベル 

中 低 高 

移植性 高 高 低 



oneAPI GPU 最適化ガイド 2023.0 

 

161 

13.3. メディア・パイプラインの並列処理 

GPGPU では、並列処理は ND Range の分割方法と関連するエッジ条件などに注目します。複数のアクセラレーターは分

割された空間で動作し、グリッド全体で同じアルゴリズムを実行することができます (SIMD)。これは、エンコードとデコー

ドには当てはまりません。 

エンコーダーやデコーダーの内部実装を詳しく調査して、各フレームを処理する際に並列化の可能性を見つけるのでは

なく、通常は、処理全体をブラックボックスとして扱います。コーデックのデコード実装は、あるボックスを別のボックスに

置き換えるように、交換可能であることを意図しています。エンコードの置き換えでは、さらに広範囲のパラメーターの影

響を考慮する必要があるため複雑になります。しかし、考え方は同じであり、ホットスポットや内部ループの最適化ではな

く、全体の最適化をハードウェアに最適なものに置き換えます。 

理論的には、フレーム内をスライス単位で演算を並列化することができます。 

 

これは、あまり実用的ではありません。モーション検索はスライス境界を検知できないため、スライス数が増加すると全体

の圧縮品質に影響を与えます。スライスには追加のヘッダーバイトも必要になります。 

単一のストリームを非同期で処理することができますが、スケーラブルではありません。フレーム間の依存関係が並列処

理を妨げていますが、依存関係をオフにすると特定のビットレートで品質が低下します。処理中にフレーム数を増やすと

レイテンシーも増加します。 

 

単一ストリームの最適化では、ディープ・リンク・ハイパーエンコードが開発を簡素化することがあります。ディープ・リンク・

ハイパーエンコードは、統合/プロセッサー・グラフィックスが利用可能なシステムで 1 つ以上のディスクリート GPU が利

用できる場合、統合 GPU とディスクリート GPU 間でワークを自動的に調整して、パフォーマンスを向上できます。dGPU 

と iGPU の機能を同時に利用することで、単一ストリームのパフォーマンスを向上できます。 
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品質を維持しながらレイテンシーを軽減して効率良くスケーリングする最良の方法は、複数のストリームを同時に処理す

ることです (注: 非リアルタイム処理では、フレームがセグメント/GOP の境界を越えて存在しないため、単一のストリーム

でもセグメントとして並列に処理できます)。 

 

このアプローチは、アクセラレーター間でスケーリングする理想的な並列性を実現します。ストリーム間に依存関係がな

いため、各アクセラレーターは調整なしに可能な限り高速に処理を行うことができます。ハイパーエンコードの場合、

iGPU と dGPU に個別のストリームをスケジュールする方が高速です。 

oneAPI の観点から見ると、これらのプロパティーは SYCL* との相互運用性を大幅に簡略化します。メディア操作は、通

常カーネル内部では実行されないため、API や開発レベルでの考慮事項は少なくなります。メディア操作は、カーネルに

データを供給する (ソースとして動作)、またはソースが供給するデータのシンクとして動作します。パフォーマンスに関す

る懸念事項は、メディア操作とカーネル間のハンドオフが同期につながり、単一ストリーム内で非同期に処理する可能性

が減少することです。そのため、複数のストリームを同時に処理することが、この問題に対する最善の解決策となります。 
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13.3.1. メディア操作の最適化 

アルゴリズムはハードウェアで実装されるため、メディア開発における主な懸念事項はデータの局所性、同期、そしてハー

ドウェアを常にビジーにするワークのパイプラインを提供することです。 

データの局所性: フレームを GPU 上に維持し、不要な CPU へのコピーを避けます。メディアエンジンは、GPU のメモリー

階層に接続されているため、データはスライスとメディアエンジンのコンポーネント間でローカルに共有できます。

GPGPU の観点からは、これらの操作はローカル GPU のデータで動作します。フレームは、このハードウェアと実行ユ

ニット間で低レイテンシー/コピーなしで共有されます。これは、ディスクリート GPU ではさらに重要であり、PCI バスで生

フレームを移動するコストを軽減できます。 

同期: 複数のハードウェア・ユニットは独立して機能するため非同期に動作することができます。最高のパフォーマンスを

達成するには、アプリケーションは可能な限り頻繁に CPU との同期を強制する必要があります。アクセラレーターが中断

することなく処理を続行できるようにアルゴリズムを設計します。 

ハードウェアをビジーに保つ: 命令キャッシュがフルに維持されていないと、エンジンのクロックは低下します。フルク

ロックに復帰するには数ミリ秒を要します。 

13.4. メディア・パイプラインの相互運用とメモリー共有 

メディアエンジンの機能は、次のような低レベルの OS 固有のインターフェイスで使用されます。 

• Linux* 向けの VA-API (ビデオ・アクセラレーション API) 

• Windows* 向けの Microsoft* DirectX* ビデオ・アクセラレーション 

上記のような低レベルのインターフェイス上に構築される各種高レベル・メディア・フレームワークも同様です。 

• oneVPL 

• FFmpeg および libav 

• GStreamer 

それぞれのメディア・フレームワークは、デバイスとコンテキストの作成、メモリー割り当て、およびタスク投入の独自イン

ターフェイスを定義しています。また、大部分のフレームワークでは、メモリー・オブジェクトをほかのメモリーハンドルに

変換するエクスポート/インポート・インターフェイスも用意されています。 

• 高レベル・メディア・フレームワーク (FFmpeg、GStreamer) は、低レベル・メディア・ハンドル (VA-API、DirectX* 

サーフェス) 間との変換をサポートしています。 

• 低レベル・メディア・インターフェイス (VA-API、DirectX*) は、Linux* のバッファーや Windows* の NT ハンドルの

ような OS 固有の汎用 GPU メモリーハンドルへの変換をサポートしています。 

• レベルゼロは、DMA バッファー/NT ハンドルと USM デバイスポインター間の変換をサポートしています。 
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これらのインターフェイスを組み合わせると、メディア・フレームワークを介して送信されたメディア操作と、SYCL* キュー

に送信された SYCL* 計算カーネル間で、ゼロコピーのメモリー共有が可能になります。これには、メディア・フレームワー

クと同一 GPU デバイス上に作成された SYCL* キューと SYCL* デバイスが、レベルゼロ・バックエンド (OpenCL* バック

エンドではなく) を使用すると仮定します。 

メモリーハンドルの変換は、複数のステージ (FFmpeg/GStreamer、VA-API/DirectX*、DNA/NT、レベルゼロ、SYCL*) で

行われますが、変換されたすべてのメモリーハンドルは同じ物理メモリーブロックを参照します。そのため、あるメモリー

ハンドルにデータを書き込むと、ほかのすべてのメモリーハンドルでそのデータを利用できます (書き込みと読み取りの

同期が適切に行われていることが前提)。 

以下に、メディア・フレームワークと SYCL* 間でゼロコピーバッファーを共有する際に使用されるインターフェイスを示し

ます。 

1. (Linux*) VA-API から DMA-BUF (英語) 

2. (Windows*) DirectX* から NT ハンドル (英語) 

3. DMA-BUF または NT ハンドルからレベルゼロ (英語) 

DMA-BUF または NT ハンドルからレベルゼロが作成するメモリーポインター (上記 3) は、メディアメモリーの割り当て

とメディア操作で使用される同一 GPU デバイス上で動作する SYCL* カーネルからのみアクセス可能な USM デバイス

ポインターです。この USM ポインターは、ホストからはアクセスできず、CPU やほかの XPU デバイス上で動作するカー

ネルからもアクセスできません。 

次の項の例は、前述の (1) と (3) のインターフェイス、および合成ビデオデータ (移動する矩形) を使用して、VA-API と 

SYCL* 間でゼロコピーバッファーの共有を実証しています。GPU メディアエンジンの FFmpeg/GStream ビデオデコード

/エンコードと GPU 計算エンジン上の SYCL* カーネルを使用したさらに高度な例については、インテル® DL Streamer 

メモリー相互運用 API (プレビュー) (英語) とインテル® DL Streamer のサンプル (英語) を参照してください。 

13.4.1. VA-API と SYCL* メモリー共有の例 

この項では次の例を紹介します。 

1. NUM_FRAMES フレームに対して、共有 VA-API サーフェスと USM デバイスポインターを割り当てます。 

2. フレーム上で移動する矩形を描画する VA-API 呼び出しを送信します。 

3. ステップ 2 で VA-API が作成した矩形の内側にサブ矩形を描画するため SYCL* カーネルを送信します。 

4. すべてのフレームを同期し、RGB データをファイルに書き込みます。 

この例で生成される出力フレームは次のようになります。 

http://intel.github.io/libva/group__api__core.html#ga404be4f513f3a15b9a831ff561b1b179
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/dxgi1_2/nf-dxgi1_2-idxgiresource1-createsharedhandle
https://spec.oneapi.io/level-zero/latest/core/PROG.html#external-memory-import-and-export
https://github.com/dlstreamer/dlstreamer/tree/master/dlstreamer
https://github.com/dlstreamer/dlstreamer/tree/master/dlstreamer
https://github.com/dlstreamer/dlstreamer/tree/master/samples
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この例は、Linux* 向けに作成されており、oneAPI パッケージのほかに以下に示す追加のパッケージをインストールする

必要があります (Ubuntu* で apt パッケージ・マネージャーを使用してインストールする例)。 

sudo apt install intel-level-zero-gpu level-zero-dev 

sudo apt install intel-media-va-driver-non-free libva-dev libva-drm2 

レベルゼロと VA-API ライブラリーの連携が必要です。 

dpcpp memory-sharing-with-media.cpp -lze_loader -lva -lva-drm 

実行例では、一部のメディアプレイヤー (ffplay など) で直接再生したり、次のように ffmpeg コマンドを使用して圧縮ビ

デオ・フォーマットに符号変換できるファイル (output.bgra) を生成しています。 

ffmpeg -f rawvideo -pix_fmt bgra -s 320x240 -i output.bgra output.mp4 

生成されたファイル (output.mp4) は、任意のメディアプレイヤーで再生できます。 

ffplay output.mp4 

リスト 126: /examples/memory-sharing-with-media/memory-sharing-vaapi.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // SYCL 

7 #include <CL/sycl.hpp> 

8 

9 // SYCL oneAPI extension 

10 #include <sycl/ext/oneapi/backend/level_zero.hpp> 

11 

12 // Level-zero 

13 #include <level_zero/ze_api.h> 

14 
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15 // VA-API 

16 #include <va/va_drm.h> 

17 #include <va/va_drmcommon.h> 

18 

19 #include <cstdio> 

20 #include <fcntl.h> 

21 #include <unistd.h> 

22 #include <vector> 

23 

24 #define OUTPUT_FILE "output.bgra" 

25 

26 #define VAAPI_DEVICE "/dev/dri/renderD128" 

27 

28 #define FRAME_WIDTH 320 

29 #define FRAME_HEIGHT 240 

30 

31 #define RECT_WIDTH 160 

32 #define RECT_HEIGHT 160 

33 #define RECT_Y (FRAME_HEIGHT - RECT_HEIGHT) / 2 

34 

35 #define NUM_FRAMES (FRAME_WIDTH - RECT_WIDTH) 

36 

37 #define VA_FORMAT VA_FOURCC_BGRA 

38 #define RED 0xffff0000 

39 #define GREEN 0xff00ff00 

40 #define BLUE 0xff0000ff 

41 

42 #define CHECK_STS(_FUNC)                                                       \ 

43   {                                                                            \ 

44     auto _sts = _FUNC;                                                         \ 

45     if (_sts != 0) {                                                           \ 

46       printf("Error %d calling " #_FUNC, (int)_sts);                           \ 

47       return -1;                                                               \ 

48     }                                                                          \ 

49   } 

50 

51 VASurfaceID alloc_va_surface(VADisplay va_display, int width, int height) { 

52   VASurfaceID va_surface; 

53   VASurfaceAttrib surface_attrib{}; 

54   surface_attrib.type = VASurfaceAttribPixelFormat; 

55   surface_attrib.flags = VA_SURFACE_ATTRIB_SETTABLE; 

56   surface_attrib.value.type = VAGenericValueTypeInteger; 

57   surface_attrib.value.value.i = VA_FORMAT; 

58   vaCreateSurfaces(va_display, VA_RT_FORMAT_RGB32, width, height, &va_surface, 

59                    1, &surface_attrib, 1); 

60   return va_surface; 

61 } 

62 

63 int main() { 

64   // Create SYCL queue on GPU device and Level-zero backend, and query 

65   // Level-zero context and device 

66   sycl::queue sycl_queue{sycl::ext::oneapi::filter_selector( 

67       "level_zero")}; // { sycl::gpu_selector() } 

68   auto ext_level_zero = sycl::backend::ext_oneapi_level_zero; 

69   auto ze_context = sycl::get_native<ext_level_zero>(sycl_queue.get_context()); 

70   auto ze_device = sycl::get_native<ext_level_zero>(sycl_queue.get_device()); 

71 

72   // Create VA-API context (VADisplay) 

73   VADisplay va_display = vaGetDisplayDRM(open(VAAPI_DEVICE, O_RDWR)); 

74   if (!va_display) { 

75     printf("Error creating VADisplay on device %s\n", VAAPI_DEVICE); 

76     return -1; 

77   } 

78   int major = 0, minor = 0; 

79   CHECK_STS(vaInitialize(va_display, &major, &minor)); 
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80  

81   // Create VA-API surfaces 

82   VASurfaceID surfaces[NUM_FRAMES]; 

83   for (int i = 0; i < NUM_FRAMES; i++) { 

84     surfaces[i] = alloc_va_surface(va_display, FRAME_WIDTH, FRAME_HEIGHT); 

85   } 

86 

87   // Convert each VA-API surface into USM device pointer (zero-copy buffer 

88   // sharing between VA-API and Level-zero) 

89   void *device_ptr[NUM_FRAMES]; 

90   size_t stride; 

91   for (int i = 0; i < NUM_FRAMES; i++) { 

92     // Export DMA-FD from VASurface 

93     VADRMPRIMESurfaceDescriptor prime_desc{}; 

94     CHECK_STS(vaExportSurfaceHandle(va_display, surfaces[i], 

95                                     VA_SURFACE_ATTRIB_MEM_TYPE_DRM_PRIME_2, 

96                                     VA_EXPORT_SURFACE_READ_WRITE, &prime_desc)); 

97     auto dma_fd = prime_desc.objects->fd; 

98     auto dma_size = prime_desc.objects->size; 

99     stride = prime_desc.layers[0].pitch[0] / sizeof(uint32_t); 

100 

101     // Import DMA-FD into Level-zero device pointer 

102     ze_external_memory_import_fd_t import_fd = { 

103         ZE_STRUCTURE_TYPE_EXTERNAL_MEMORY_IMPORT_FD, 

104         nullptr, // pNext 

105         ZE_EXTERNAL_MEMORY_TYPE_FLAG_DMA_BUF, dma_fd}; 

106     ze_device_mem_alloc_desc_t alloc_desc = {}; 

107     alloc_desc.stype = ZE_STRUCTURE_TYPE_DEVICE_MEM_ALLOC_DESC; 

108     alloc_desc.pNext = &import_fd; 

109     CHECK_STS(zeMemAllocDevice(ze_context, &alloc_desc, dma_size, 1, ze_device, 

110                                &device_ptr[i])); 

111 

112     // Close DMA-FD 

113     close(dma_fd); 

114   } 

115 

116   // Create VA-API surface with size 1x1 and write GREEN pixel 

117   VASurfaceID surface1x1 = alloc_va_surface(va_display, 1, 1); 

118   VAImage va_image; 

119   void *data = nullptr; 

120   CHECK_STS(vaDeriveImage(va_display, surface1x1, &va_image)); 

121   CHECK_STS(vaMapBuffer(va_display, va_image.buf, &data)); 

122   *(uint32_t *)data = GREEN; 

123   CHECK_STS(vaUnmapBuffer(va_display, va_image.buf)); 

124   CHECK_STS(vaDestroyImage(va_display, va_image.image_id)); 

125 

126   // VA-API call to fill background with BLUE color and upscale 1x1 surface into 

127   // moving GREEN rectangle 

128   VAConfigID va_config_id; 

129   VAContextID va_context_id; 

130   CHECK_STS(vaCreateConfig(va_display, VAProfileNone, VAEntrypointVideoProc, 

131                            nullptr, 0, &va_config_id)); 

132   CHECK_STS(vaCreateContext(va_display, va_config_id, 0, 0, VA_PROGRESSIVE, 

133                             nullptr, 0, &va_context_id)); 

134   for (int i = 0; i < NUM_FRAMES; i++) { 

135     VAProcPipelineParameterBuffer param{}; 

136     param.output_background_color = BLUE; 

137     param.surface = surface1x1; 

138     VARectangle output_region = {int16_t(i), RECT_Y, RECT_WIDTH, RECT_HEIGHT}; 

139     param.output_region = &output_region; 

140     VABufferID param_buf; 

141     CHECK_STS(vaCreateBuffer(va_display, va_context_id, 

142                              VAProcPipelineParameterBufferType, sizeof(param), 

143                              1, &param, &param_buf)); 

144     CHECK_STS(vaBeginPicture(va_display, va_context_id, surfaces[i])); 
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145     CHECK_STS(vaRenderPicture(va_display, va_context_id, &param_buf, 1)); 

146     CHECK_STS(vaEndPicture(va_display, va_context_id)); 

147     CHECK_STS(vaDestroyBuffer(va_display, param_buf)); 

148   } 

149 

150 #if 0 

151     // Synchronization is optional on Linux OS as i915 KMD driver synchronizes 

152     // write/read commands submitted from Intel media and compute drivers 

153     for (int i = 0; i < NUM_FRAMES; i++) { 

154         CHECK_STS(vaSyncSurface(va_display, surfaces[i])); 

155     } 

156 #endif 

157 

158   // Submit SYCL kernels to write RED sub-rectangle inside GREEN rectangle 

159   std::vector<sycl::event> sycl_events(NUM_FRAMES); 

160   for (int i = 0; i < NUM_FRAMES; i++) { 

161     uint32_t *ptr = (uint32_t *)device_ptr[i] + 

162                     (RECT_Y + RECT_HEIGHT / 4) * stride + (i + RECT_WIDTH / 4); 

163     sycl_events[i] = sycl_queue.parallel_for( 

164         sycl::range<2>(RECT_HEIGHT / 2, RECT_WIDTH / 2), [=](sycl::id<2> idx) { 

165           auto y = idx.get(0); 

166           auto x = idx.get(1); 

167           ptr[y * stride + x] = RED; 

168         }); 

169   } 

170 

171   // Synchronize all SYCL kernels 

172   sycl::event::wait(sycl_events); 

173 

174   // Map VA-API surface to system memory and write to file 

175   FILE *file = fopen(OUTPUT_FILE, "wb"); 

176   if (!file) { 

177     printf("Error creating file %s\n", OUTPUT_FILE); 

178     return -1; 

179   } 

180   for (int i = 0; i < NUM_FRAMES; i++) { 

181     CHECK_STS(vaDeriveImage(va_display, surfaces[i], &va_image)); 

182     CHECK_STS(vaMapBuffer(va_display, va_image.buf, &data)); 

183     fwrite(data, 1, FRAME_HEIGHT * FRAME_WIDTH * 4, file); 

184     CHECK_STS(vaUnmapBuffer(va_display, va_image.buf)); 

185     CHECK_STS(vaDestroyImage(va_display, va_image.image_id)); 

186   } 

187   fclose(file); 

188   printf("Created file %s\n", OUTPUT_FILE); 

189 

190   // Free device pointers and VA-API surfaces 

191   for (int i = 0; i < NUM_FRAMES; i++) 

192     zeMemFree(ze_context, device_ptr[i]); 

193   vaDestroySurfaces(va_display, surfaces, NUM_FRAMES); 

194 

195   return 0; 

196 } 

13.5. SYCL* によるぼかし (blur) の例 

これから概念を組み合わせたインテル® oneVPL の例 (現在は単一ストリームのみ) については、sycl-blur を参照して

ください。このサンプルでは、次の手順でフレームを入力、操作、出力するビデオ API とインテル® oneVPL 間とのメモリー

相互運用を示します。 
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• SYCL* を設定 

• インテル® oneVPL のセッションを設定 

• インテル® oneVPL VPP を初期化 

• フレームで以下を繰り返し 

○ フレームをファイルから読み取り 

○ GPU 上で VPP リサイズ/カラー空間変換を実行 

○ GPU サーフェスへのアクセス権を取得して USM へ変換 

○ GPU で SYCL* カーネル (blur) を実行 

○ フレームをファイルへ出力 

サンプルは、https://github.com/oneapi-src/oneVPL/tree/master/examples/interop/dpcpp-blur (英語) から入手で

きます。 

この例から oneVPL と SYCL* 間の相互作用は、フレームレベルであることが分かります。インテル® oneVPL がフレーム

を供給して SYCL* カーネルがそれを処理します。L0 (Linux*) でゼロコピー機能が有効な OS 環境では、libva* のフレー

ムデータは USM として SYCL* に供給されます。libva* の生フレームを新しい USM サーフェスにコピーする代わりに、ア

プリケーションは GPU 上のフレームを libva* サーフェスとして処理し、USM の場合と同じようにメモリーで操作を開始

できます。 

この例では、分かりやすくするため多くの設計を簡素化しており、ゼロコピーの利点を十分に紹介できないのが残念です。 

• 生フレームをストレージから読み取り、ストレージに書き込む。これは全体のフレームレートに影響します。 

• VPP データは、システムメモリーとして読み取られ、ビデオメモリーに変換されます。 

• パイプラインは各フレーム間で同期されます。 

ゼロコピーは、ハイパフォーマンスなアプリケーションの核となる概念です。 

https://github.com/oneapi-src/oneVPL/tree/master/examples/interop/dpcpp-blur
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14. OpenMP* オフロードのチューニング・ガイド 

LLVM ベースのインテル® C/C++ および Fortran コンパイラー (icx、icpx、および ifx) は、GPU への OpenMP* オフ

ロードをサポートします。OpenMP* を使用する場合、プログラマーはソースコードにデバイス・ディレクティブを挿入して、

アプリケーションの特定の領域を GPU にオフロードするようにコンパイラーに指示します。計算集約型のコードをオフ

ロードすることで、適切なパフォーマンスを期待できます。 

このセクションでは、OpenMP* オフロードに関連する以下のトピックと、オフロードされたコードのパフォーマンスを向

上させる方法について説明します。 

14.1. OpenMP* ディレクティブ 

インテル® コンパイラー (icx、icpx および ifx) は、計算のオフロードとデバイスへのデータマップを制御するさまざ

まな OpenMP* デバイス・ディレクティブをサポートしています。これには以下のものがあります。 

• target 
• teams 
• distribute 
• target data 
• target enter data 
• target exit data 
• target update 
• declare target 
• dispatch 

target 構造では、コードの特定の領域がデバイスで実行されること、およびデータがデバイスにどのようにマップされる

かを指定します。 

teams 構造は、プライマリー・スレッドと複数のワーカースレッドで構成されるスレッドのチームを作成します。teams が 

num_teams 節なしで指定されると、チーム数は実装定義になります。 

distribute 構造は、ループ反復を各チームのプライマリー・スレッドに分散させます。 

target data 構造は、デバイスのデータ環境に変数をマップします。変数は、任意の map 節によって target data 

領域の範囲にマップされます。 

target enter data ディレクティブではデバイスへマップする変数を指定します。このディレクティブの map 節で指定

されるマップタイプは、to または alloc である必要があります。 

target exit data ディレクティブは、変数がデバイスからアンマップされることを指示します。このディレクティブの 

map 節で指定できるマップタイプは、from、release または delete です。 
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target update ディレクティブは、指定される motion 節に従って、デバイス上の変数値を元のホストの変数値と一致

させます。 

declare target ディレクティブは、デバイスにマップされる変数、関数  (C/C++、Fortran) およびサブルーチン 

(Fortran) を指定します。 

declare variant ディレクティブはベース関数の特殊バリアントを宣言し、そのバリアントが使用されるコンテキスト

を指定します。 

dispatch 構造は、関数呼び出しに対しバリアントへの置き換えを行うかどうかを制御します。 

declare variant と dispatch ディレクティブは、target 構造内からインテル® oneMKL ルーチンを呼び出す際に

役立ちます。 

map 節は、元のホスト変数をデバイス上の対応する変数にどのようにマップするかを決定します。マップタイプには以下

があります。 

• to: ホストのオリジナル変数が target 領域の入り口でデバイスにコピーされます。 

• from: デバイス上の変数の値は、target 領域の出口でデバイスから元のホスト変数にコピーされます。 

• tofrom: 元のホスト変数の値は、target 領域の入り口でデバイスにコピーされ、target 領域の出口でホストに

コピーバックされます。 

• alloc: 元のホストの変数と同じタイプとサイズの変数をデバイスに割り当てます (値はホストからコピーされま

せん)。 

ディレクティブは組み合わせることができます。例えば、次のように組み合わせることができます。 

• target teams 
• target teams distribute 
• target teams distribute parallel for 
• target teams distribute parallel for simd 

コンパイラーとランタイムがオフロードされたループ反復を GPU で実行するため、最良の方法で分割できるよう可能な

限り複合ディレクティブを使用することを推奨します。 

14.2. OpenMP* 実行モデル 

OpenMP* 実行モデルでは、ホストデバイスは単一ですが、複数のターゲットデバイスを持つことができます。デバイスは

論理実行エンジンであり、固有のローカルストレージとデータ環境を持ちます。 

Arctic Sound (ATS)✝ と Ponte Vecchio (PVC)✝ で実行する場合、2 つのタイルで構成される 1 つのGPU デバイス、また

は各タイルをそれぞれデバイスと見なすこともできます。 
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OpenMP* はホスト上で実行を開始します。ホストスレッドが target 構造に到達すると、データはホストからデバイスに

転送され (例えば、map 節で指定されている場合)、構造内のコードはデバイスにオフロードされます。target 領域の終

端では、データはデバイスからホストに転送されます (指定されていれば)。 

デフォルトでは、ホストスレッドは target 領域が完了するのを待って処理を続行します。target 構造に nowait 節が

指定されると、ホストスレッドは target 領域の完了を待機せずに処理を続行します。つまり、nowait 節を使用すると 

target 領域を非同期に実行できます。 

非同期に実行されるコード領域間の同期は、taskwait ディレクティブ、depend 節、(暗黙的および明示的な) バリア、ま

たはほかの同期メカニズムによって行うことができます。 

14.3. 用語 

ここでは、オフロードされた並列ループの反復処理を説明するため、OpenMP* と SYCL* の用語を同じ意味で使用してい

ます。 

「SYCL* スレッドのマップと GPU 占有率」で説明したように、GPU にオフロードされた並列ループ (実行レンジ) の反復

は、work-group、sub-group、そして work-item に分割されます。ND-range はすべての実行範囲を表しており、同じサイ

ズの work-group に分割されます。work-group は、1 次元、2 次元、または 3 次元の work-item の集合です。各 work-

group は sub-group に分割できます。sub-group は、SIMD ベクトルとして同時に処理される連続した work-item の短

い範囲を表します。 

次の表は、SYCL* の概念が OpenMP* と CUDA* の概念とどのように関連するか示しています。 

SYCL* OpenMP* CUDA* 

ワーク項目 OpenMP* スレッドまたは SIMD レーン CUDA* スレッド 

ワークグループ チーム スレッドブロック 

ワークグループ・サイズ チームサイズ スレッド・ブロック・サイズ 

ワークグループ数 チーム数 スレッドブロック数 

サブグループ SIMD チャンク (simdlen = 8、16、32) ワープ (size = 32) 

work-group あたりの work-item の

最大数 

スレッドリミット スレッドブロックあたりの 

CUDA* スレッドの最大数 

14.4. OpenMP* アプリケーションのコンパイルと実行 

インテル® GPU へのオフロードを有効にするには、次のコンパイルオプションを使用します。このオプションは、C/C++ と 

Fortran の両方に適用できます。 

-fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 
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デフォルトでは、インテル® コンパイラーはプログラムを SPIR-V* と呼ばれる中間言語に変換し、コンパイルプロセスで

生成されたバイナリーに格納します。実行時に SPIR-V* コードをプラットフォームのアセンブリー・コードに変換すること

で、いずれのハードウェア・プラットフォームでもコードを実行できます。このプロセスを JIT (Just-In-Time) コンパイルと

呼びます。 

次のコンパイルオプションを追加して、コンパイラー最適化レポートの出力を有効にします。 

-qopt-report=3 -O3 

注: 

•  -qopenmp コンパイラー・オプションは -fiopenmp と等価であり、この 2 つのオプションには互換性があります。 

14.4.1. 事前コンパイル (AOT) 

Arctic Sound (ATS)♰ の事前コンパイル (AOT) コンパイルには、次のようなコンパイルオプション (-Xs) を使用します。

このオプションは、C/C++ と Fortran 両方で使用できます。 

-fiopenmp -fopenmp-targets=spir64_gen -Xs "-device ats" 

14.4.2. OpenMP* ランタイムルーチン 

デバイスに関連するランタイムルーチンには次のものがあります。 

omp_target_alloc 

omp_target_free 

omp_target_memcpy 

次のランタイムルーチンは、インテル® コンパイラーの拡張としてサポートされます。 

omp_target_alloc_host 

omp_target_alloc_device 

omp_target_alloc_shared 

omp_target_free を呼び出すと、インテル拡張のルーチンで割り当てたメモリーも解放できます。 

icx、icpx、および ifx コンパイラーでサポートされる OpenMP* 機能は以下を参照してください。 

• インテル® oneAPI DPC++/C++ コンパイラーにおける OpenMP* 機能と拡張のサポート 

• インテル® Fortran コンパイラーで実装される Fortran 言語と OpenMP* 機能 

https://www.isus.jp/products/c-compilers/openmp-features-and-extensions-supported-in-icx/
https://www.isus.jp/products/fortran-compilers/fortran-language-and-openmp-features-in-ifx/
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14.4.3. 環境変数 

ここでは、プログラムのデバッグやパフォーマンス向上に役立つ環境変数を紹介します。 

環境変数に関する追加情報は以下を参照してください。 

• 『インテル® oneAPI DPC++/C++ コンパイラー・ユーザー・ガイドおよびリファレンス』の「サポートされる環境変数」 

(英語) 

• 『インテル® oneAPI プログラミング・ガイド』の「デバッグ環境変数」 (英語) 

• LLVM/OpenMP* ランタイム (英語) 

• ゼロレベルプラグインのデバッグ環境変数 (英語) 

LIBOMPTARGET_DEBUG=1 

libomptarget.so ライブラリーからのデバッグ情報出力を有効にします。 

LIBOMPTARGET_DEVICES=<DeviceKind> 

サブデバイスをユーザーにどのように公開するか制御します。 

<DeviceKind> := DEVICE | SUBDEVICE | SUBSUBDEVICE | 

                device | subdevice | subsubdevice 

DEVICE/device: OpenMP* デバイスとしてレポートされるのはトップレベルのデバイスのみです。SUBDEVICE 節はオ

プションとしてサポートされます。 

SUBDEVICE/subdevice: 第 1 レベルのサブデバイスのみが OpenMP* デバイスとしてサポートされ、SUBDEVICE 節

は無視されます。 

SUBSUBDEVICE/subsubdevice: 第  2 レベルのサブデバイスのみが  OpenMP* デバイスとしてサポートされ、

SUBDEVICE 節は無視されます。レベルゼロ・バックエンドを使用するインテル® GPU で、subsubdevice をタイル内の

単一計算スライスに制限するには、GPU 計算ランライム環境変数 CFESingleSliceDispatchCCSMode=1 を設定す

ることも必要です。 

デフォルトは、<DeviceKind>=device です。 

LIBOMPTARGET_INFO=<Num> 

ユ ー ザ ー が  libomptarget か ら 各 種 タ イ プ の ラ ン タ イ ム 情 報 を 要 求 で き る よ う に し ま す 。 詳 細 は 、

https://openmp.llvm.org/design/Runtimes.html#libomptarget-info (英語) を参照してください。 

https://www.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/oneapi-dpcpp-cpp-compiler-dev-guide-and-reference/top/compilation/supported-environment-variables.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/oneapi-programming-guide/top/software-development-process/debugging-the-dpc-and-openmp-offload-process/oneapi-debug-tools.html
https://openmp.llvm.org/design/Runtimes.html
https://github.com/intel/llvm/blob/sycl/sycl/doc/EnvironmentVariables.md
https://openmp.llvm.org/design/Runtimes.html#libomptarget-info
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LIBOMPTARGET_LEVEL0_MEMORY_POOL=<Option> 

再利用可能なメモリープールの設定を制御します。 

<Option>       := 0 | <PoolInfoList> 

<PoolInfoList> := <PoolInfo>[,<PoolInfoList>] 

<PoolInfo>     := <MemType>[,<AllocMax>[,<Capacity>[,<PoolSize>]]] 

<MemType>      := all | device | host | shared 

<AllocMax>     := 正の整数または空、最大割り当てサイズ (MB) 

<Capacity>     := 正の整数または空、単一ブロックからの割り当て数 

<PoolSize>     := 正の整数または空、最大プールサイズ (MB) 

プールは、単一ブロックから <AllocMax> サイズまで、少なくとも <Capacity> 個の割り当てに対応できるメモリーブ

ロックのリストであり、合計サイズが <PoolSize> を超えないようにします。 

LIBOMPTARGET_LEVEL0_STAGING_BUFFER_SIZE=<Num> 

ステージのバッファーサイズを <Num> に KB 単位で設定します。ステージバッファーは、ホストメモリーが USM ではな

い場合に、ホストとデバイス間のコピー操作を最適化するために使用されます。ステージバッファーは、ディスクリート・デ

バイスのみに使用され、デフォルトのバッファーサイズは 16KB です。 

LIBOMPTARGET_LEVEL_ZERO_COMMAND_BATCH=copy 

target 領域でのデータ転送にコマンドのバッチ処理を可能にします。 

target 構造に map(to: ) 節が指定されている場合、この環境変数はホストからデバイスへ複数のデータ転送を同時

に行うことを許可します。同様に、target 構造に map(from: ) 節がある場合、この環境変数はデバイスからホストへ

の複数のデータ転送を同時に行うことを許可します。map(tofrom: ) や map() は、map(to: ) と map(from: ) に

分割されることに注意してください。 

LIBOMPTARGET_LEVEL_ZERO_USE_IMMEDIATE_COMMAND_LIST=<Bool> 

カーネル送信に即値のコマンドリストを有効にするか無効にするかを設定します。 

<Bool> := 1 | T | t | 0 | F | f 

デフォルトでは、即値コマンドリストは無効 (0) になっています。 
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LIBOMPTARGET_PLUGIN=<Name> 

使用するオフロードプラグインの名称を指定します。 

<Name> := LEVEL0 | OPENCL | X86_64 | 

          level0 | opencl | x86_64 

デフォルトでは、オフロードプラグインは LEVEL0 です。 

LIBOMPTARGET_PLUGIN_PROFILE=<Enable>[,<Unit>] 

基本プラグインのプロファイルを有効にし、プログラムの終了時に結果を表示します。 

<Enable> := 1 | T 

<Unit>   := usec | unit_usec 

デフォルトではプラグインのプロファイルは無効になっています。<Unit> が指定されていない場合、マイクロ秒 (usec) 

がデフォルト単位になります。 

LIBOMPTARGET_PROFILE=<FileName> 

libomptarget.so が、Clang の -ftime-trace オプションと同様の時間プロファイル出力できるようになりました。 

OMP_TARGET_OFFLOAD=MANDATORY 

デバイス構造またはデバイス・メモリー・ルーチンに到達した際に、デバイスが利用できない、または実装でサポートされ

ていない場合にプログラムの実行が終了することを指定します。 

暗黙的または明示的にスケーリングを制御する環境変数 

暗黙のスケーリングを無効にして、単一の GPU タイルのみを利用するには、ZE_AFFINITY_MASK=0.0 を設定します。 

明示的なスケーリングを有効にするには、LIBOMPTARGET_DEVICES=subdevice を設定します。 

PVC の場合、デフォルトで暗黙のスケーリングは有効になっています。 

SYCL* 向けの環境変数 

SYCL* プログラム (OpenMP* に限定されません) の開発とデバッグに有効な環境変数が用意されています。詳細は、

https://github.com/intel/llvm/blob/sycl/sycl/doc/EnvironmentVariables.md (英語) をご覧ください。 

https://github.com/intel/llvm/blob/sycl/sycl/doc/EnvironmentVariables.md
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14.5. インテル® oneMKL の計算を GPU へオフロードする 

インテル® oneMKL は、大規模な計算問題を解決するソフトウェア・アプリケーションにおける数学ルーチンのパフォー

マンスを向上させます。インテル® oneMKL は BLAS および LAPACK 線形代数ルーチン、高速フーリエ変換、ベクトル数

学関数、乱数生成関数、およびその他の機能を提供します。 

インテル® oneMKL の配布物には、インテル® oneMKL ルーチンのさまざまな呼び出し例を含む examples ディレクト

リーが含まれています。 

インテル® oneMKL の詳細は、以下を参照してください。 

• インテル® oneMKL デベロッパー・リファレンス - C (英語) 

• インテル® oneMKL デベロッパー・リファレンス – Fortran (英語) 

• バッチ GEMM 操作の紹介 (英語) 

14.5.1. インテル® oneMKL オフロードを使用する際のコンパイルとリンクコマンド 

この項で説明する内容は、Linux* 固有のものです。Windows* 向けの情報、および詳細は、「インテル® oneAPI マス・カー

ネル・ライブラリーのリンクライン・アドバイザー」 (英語) を参照してください。 

注:  

• 次に示すリンクコマンドでは、インテル® oneMKL ライブラリーを動的リンクしています。 

• インテル® oneMKL LP64 ライブラリーは 32 ビット整数型、インテル® oneMKL ILP64 ライブラリーは 64 ビット

整数型 (231-1 要素を持つ大規模配列のインデックスに必要) で配列のインデックスを作成します。 

C/C++ (Linux*) 

OpenMP* スレッドを使用して、32 ビット整数でインテル® oneMKL C/C++ API を呼び出す C/C++ プログラムのコンパ

イルおよびリンクコマンドは次のようになります。 

コンパイル: 

icx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 -qmkl=parallel -c source.c 

 

リンク: 

icx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 -qmkl=parallel -fsycl -L${MKLROOT}/lib/intel64 -liomp5

 -lsycl -lOpenCL -lstdc++ -lpthread -lm -ldl source.o 

  

https://www.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/onemkl-developer-reference-c/top.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/onemkl-developer-reference-fortran/top.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/introducing-batch-gemm-operations.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/onemkl-link-line-advisor.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/onemkl-link-line-advisor.html
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プログラムが 64 ビット整数でインテル® oneMKL C/C++ API を呼び出す場合のコンパイルとリンクは次のようになり

ます。 

コンパイル: 

icx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 -qmkl=parallel -DMKL_ILP64 -c source.c 

 

リンク: 

icx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 -qmkl=parallel -fsycl -L${MKLROOT}/lib/intel64 -liomp5

 -lsycl -lOpenCL -lstdc++ -lpthread -lm -ldl source.o 

Fortran (Linux*) 

OpenMP* スレッドを使用して、32 ビット整数でインテル® oneMKL Fortran API を呼び出す Fortran プログラムのコン

パイルおよびリンクコマンドは次のようになります。 

コンパイル: 

ifx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 -qmkl=parallel -fpp -free -c source.f 

 

リンク: 

ifx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 -qmkl=parallel -fsycl -L${MKLROOT}/lib/intel64 -liomp5

 -lsycl -lOpenCL -lstdc++ -lpthread -lm -ldl -lmkl_sycl source.o 

プログラムが 64 ビット整数でインテル® oneMKL Fortran API を呼び出す場合のコンパイルとリンクは次のようになり

ます。 

コンパイル: 

ifx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 -qmkl=parallel -m64 -DMKL_ILP64 -i8  -fpp -free -c sou

rce.f 

 

リンク: 

ifx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 -qmkl=parallel -fsycl -L${MKLROOT}/lib/intel64 -liomp5

 -lsycl -lOpenCL -lstdc++ -lpthread -lm -ldl -lmkl_sycl source.o 

14.5.2. インテル® oneMKL 計算をオフロードする OpenMP* ディレクティブ 

OpenMP* ディレクティブを使用して、インテル® oneMKL 計算を GPU にオフロードするには 2 つの方法があります。 

1 つは、インテル拡張機能の  target variant dispatch を使用する方法です。次に示すように、インテル® 

oneMKL ルーチンの呼び出しを target variant dispatch 構造の中に配置します。この例では、配列 A、B、 

および  C はインテル® oneMKL ルーチン  cblas_dgemm を呼び出す前に、デバイスにマップされています。

use_device_ptr(A,B,C) 節は、A、B、C がデバイス上のストレージ・オブジェクトを指すことを示すため、target 

variant dispatch ディレクティブに指定されています。cblas_dgemm が呼び出されると、A、B、および C に対応

するデバイスポインターが引数として渡され、A、B、および C のデバイスコピーが計算で使用されます。 
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リスト 127: /examples/OpenMP/22_mkl_dispatch/dgemm_target_variant_dispatch_c.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <math.h> 

10 #include <omp.h> 

11 #include "mkl.h" 

12 #include "mkl_omp_offload.h" 

13 

14 #define min(x,y) (((x) < (y)) ? (x) : (y)) 

15 #define EPSILON 0.0001 

16 

17 int main() 

18 { 

19     double *A, *B, *C, *C_fl; 

20     int64_t m, n, k; 

21     double alpha, beta; 

22     double sum; 

23     int64_t i, j, q; 

24     int fail; 

25 

26     printf ("\n This example computes real matrix C=alpha*A*B+beta*C using \n" 

27             " Intel oneMKL function dgemm, where A, B, and  C are matrices and \n" 

28             " alpha and beta are double precision scalars\n\n"); 

29 

30     m = 2000, k = 200, n = 1000; 

31     printf (" Initializing data for matrix multiplication C=A*B for matrix \n" 

32             " A(%li x %li) and matrix B(%li x %li)\n\n", m, k, k, n); 

33     alpha = 1.0; beta = 0.0; 

34 

35     printf (" Allocating memory for matrices aligned on 64-byte boundary for better \n" 

36             " performance \n\n"); 

37     A = (double *)mkl_malloc( m * k * sizeof( double ), 64 ); 

38     B = (double *)mkl_malloc( k * n * sizeof( double ), 64 ); 

39     C = (double *)mkl_malloc( m * n * sizeof( double ), 64 ); 

40     C_fl = (double *)mkl_malloc( m*n*sizeof( double ), 64 ); 

41 

42     if (A == NULL || B == NULL || C == NULL || C_fl == NULL) { 

43       printf( "\n ERROR: Cannot allocate memory for matrices. Exiting... \n\n"); 

44       return 1; 

45     } 

46 

47     printf (" Intializing matrices \n\n"); 

48     for (i = 0; i < (m*k); i++) { 

49         A[i] = (double)(i+1); 

50     } 

51 

52     for (i = 0; i < (k*n); i++) { 

53         B[i] = (double)(-i-1); 

54     } 

55 

56     for (i = 0; i < (m*n); i++) { 

57         C[i] = 0.0; 

58         C_fl[i] = 0.0; 

59     } 

60 

61     printf (" Computing matrix product using Intel oneMKL dgemm function via CBLAS interf

ace \n\n"); 
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62 

63     #pragma omp target data map(to: A[0:m*k], B[0:k*n]) map(tofrom: C[0:m*n]) 

64     { 

65        #pragma omp target variant dispatch use_device_ptr(A, B, C) 

66        { 

67           cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, 

68                       m, n, k, alpha, A, k, B, n, beta, C, n); 

69        } 

70     } 

71 

72     printf ("\n Top left corner of matrix C: \n"); 

73     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

74         for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

75             printf ("%12.5G", C[j+i*n]); 

76         } 

77         printf ("\n"); 

78     } 

79 

80     printf (" Computing matrix product using for-loops \n"); 

81 

82     for (i = 0; i < m; i++) { 

83         for (j = 0; j < n; j++) { 

84             sum = 0.0; 

85             for (q = 0; q < k; q++) { 

86                 sum += A[k*i+q] * B[n*q+j]; 

87             } 

88             C_fl[n*i+j] = alpha * sum + beta * C_fl[n*i+j]; 

89         } 

90     } 

91 

92     printf ("\n Top left corner of matrix C_fl: \n"); 

93     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

94         for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

95             printf ("%12.5G", C_fl[j+i*n]); 

96         } 

97         printf ("\n"); 

98     } 

99 

100     printf (" Computations completed. Verifying... \n\n"); 

101 

102     fail = 0; 

103     for (i = 0; i < (m*n); i++) { 

104         if (fabs(C[i] - C_fl[i]) > EPSILON) { 

105             fail = 1; 

106             break; 

107         } 

108     } 

109 

110     if (fail) 

111         printf ("\n **** FAIL **** \n"); 

112     else 

113         printf ("\n **** PASS **** \n"); 

114 

115     printf ("\n Deallocating memory \n\n"); 

116     mkl_free(A); 

117     mkl_free(B); 

118     mkl_free(C); 

119 

120     return fail; 

121 } 
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インテル® oneMKL の計算を GPU にオフロードすることをコンパイラーに知らせるもう 1 つの方法は、次のように 

OpenMP* 5.1 の dispatch ディレクティブを使用することです。この例でも、配列 A、B、および C は、インテル® oneMKL 

の cblas_dgemm ルーチンを呼び出す前にデバイスにマップされています。cblas_dgemm が呼び出されると、A、B、お

よび C に対応するデバイスポインターが引数として渡され、A、B、および C のデバイスコピーが計算で使用されます。 

dispatch ディレクティブには use_device_ptr 節は必要ありません。インテル® oneMKL ルーチンで必要なデバイ

スポインターのリストは、GPU バリアント関数が宣言されているインテル® oneMKL OpenMP* オフロード・ヘッダー・

ファイル、mkl_omp_offload.h に記載されています。ユーザーは、インテル® oneMKL ルーチンを呼び出す前に、

インテル® oneMKL ヘッダーファイルで必要なデバイスポインターのリストを注意深く確認し、デバイスから対応する配列

にアクセスできることを確認する必要があります。 

使用しているコンパイラーのバージョンによっては、コンパイルオプション -fopenmp-version=51 を追加する必要が

あります。 

リスト 128: /examples/OpenMP/22_mkl_dispatch/dgemm_dispatch_c.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <math.h> 

10 #include <omp.h> 

11 #include "mkl.h" 

12 #include "mkl_omp_offload.h" 

13 

14 #define min(x,y) (((x) < (y)) ? (x) : (y)) 

15 #define EPSILON 0.0001 

16 

17 int main() 

18 { 

19     double *A, *B, *C, *C_fl; 

20     int64_t m, n, k; 

21     double alpha, beta; 

22     double sum; 

23     int64_t i, j, q; 

24     int fail; 

25 

26     printf ("\n This example computes real matrix C=alpha*A*B+beta*C using \n" 

27             " Intel oneMKL function dgemm, where A, B, and  C are matrices and \n" 

28             " alpha and beta are double precision scalars\n\n"); 

29 

30     m = 2000, k = 200, n = 1000; 

31     printf (" Initializing data for matrix multiplication C=A*B for matrix \n" 

32             " A(%li x %li) and matrix B(%li x %li)\n\n", m, k, k, n); 

33     alpha = 1.0; beta = 0.0; 

34 

35     printf (" Allocating memory for matrices aligned on 64-byte boundary for better \n" 

36             " performance \n\n"); 

37     A = (double *)mkl_malloc( m * k * sizeof( double ), 64 ); 

38     B = (double *)mkl_malloc( k * n * sizeof( double ), 64 ); 

39     C = (double *)mkl_malloc( m * n * sizeof( double ), 64 ); 

40     C_fl = (double *)mkl_malloc( m*n*sizeof( double ), 64 ); 
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41 

42     if (A == NULL || B == NULL || C == NULL || C_fl == NULL) { 

43       printf( "\n ERROR: Cannot allocate memory for matrices. Exiting... \n\n"); 

44       return 1; 

45     } 

46 

47     printf (" Intializing matrices \n\n"); 

48     for (i = 0; i < (m*k); i++) { 

49         A[i] = (double)(i+1); 

50     } 

51 

52     for (i = 0; i < (k*n); i++) { 

53         B[i] = (double)(-i-1); 

54     } 

55 

56     for (i = 0; i < (m*n); i++) { 

57         C[i] = 0.0; 

58         C_fl[i] = 0.0; 

59     } 

60 

61     printf (" Computing matrix product using Intel oneMKL dgemm function via CBLAS interf

ace \n\n"); 

62 

63     #pragma omp target data map(to: A[0:m*k], B[0:k*n]) map(tofrom: C[0:m*n]) 

64     { 

65        #pragma omp target variant dispatch use_device_ptr(A, B, C) 

66        cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, 

67                    m, n, k, alpha, A, k, B, n, beta, C, n); 

68     } 

69 

70     printf ("\n Top left corner of matrix C: \n"); 

71     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

72         for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

73             printf ("%12.5G", C[j+i*n]); 

74         } 

75         printf ("\n"); 

76     } 

77 

78     printf (" Computing matrix product using for-loops \n"); 

79 

80     for (i = 0; i < m; i++) { 

81         for (j = 0; j < n; j++) { 

82             sum = 0.0; 

83             for (q = 0; q < k; q++) { 

84                 sum += A[k*i+q] * B[n*q+j]; 

85             } 

86             C_fl[n*i+j] = alpha * sum + beta * C_fl[n*i+j]; 

87         } 

88     } 

89 

90     printf ("\n Top left corner of matrix C_fl: \n"); 

91     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

92         for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

93             printf ("%12.5G", C_fl[j+i*n]); 

94         } 

95         printf ("\n"); 

96     } 

97 

98     printf (" Computations completed. Verifying... \n\n"); 

99 

100     fail = 0; 

101     for (i = 0; i < (m*n); i++) { 

102         if (fabs(C[i] - C_fl[i]) > EPSILON) { 

103             fail = 1; 

104             break; 
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105         } 

106     } 

107 

108     if (fail) 

109         printf ("\n **** FAIL **** \n"); 

110     else 

111         printf ("\n **** PASS **** \n"); 

112 

113     printf ("\n Deallocating memory \n\n"); 

114     mkl_free(A); 

115     mkl_free(B); 

116     mkl_free(C); 

117 

118     return fail; 

119 } 

注: 

• インテル® oneMKL ルーチンは、計算を行う前に配列/行列がデバイス上に存在することを前提としています。その

ため、ユーザーはインテル® oneMKL ルーチンを呼び出す前に、データをデバイスにマップするか、デバイス上で直

接データを割り当てる必要があります。 

• インテル® oneMKL ルーチンが target variant dispatch (または dispatch) 領域から呼び出されていな

い、またはオフロードが無効である場合、インテル® oneMKL の計算は CPU で実行されます。 

• OpenMP* target variant dispatch (または dispatch) 領域から呼び出せるインテル® oneMKL ルーチ

ンは 1 回のみです。インテル® oneMKL ルーチンの呼び出しが 2 回連続する場合、呼び出しは別々の target 

variant dispatch (または dispatch) 構造に配置する必要があります。 

Fortran 

Fortran コードからインテル® oneMKL ルーチンを呼び出す場合は、次の include 文を必ず追加する必要があります。 

include "mkl_omp_offload.f90" 

また、インテル® oneMKL Fortran API を 32 ビット整数で呼び出す場合は、次のモジュールの use 文を追加します。 

use onemkl_blas_omp_offload_lp64 

一方、インテル® oneMKL Fortran API を 64 ビット整数で呼び出す場合は、次のモジュールの use 文を追加します。 

use onemkl_blas_omp_offload_ilp64 
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次の Fortran の例では、Fortran プログラムから DGEMM を呼び出す方法と、前述の include 文と use 文について説

明しています。 

リスト 129: /examples/OpenMP/22_mkl_dispatch/dgemm_dispatch_f.f 

1         !============================================================= 

2         ! Copyright © 2022 Intel Corporation 

3         ! 

4         ! SPDX-License-Identifier: MIT 

5         !============================================================= 

6         include "mkl_omp_offload.f90" 

7 

8         program DGEMM_MAIN 

9 

10 #if defined(MKL_ILP64) 

11         use onemkl_blas_omp_offload_ilp64 

12 #else 

13         use onemkl_blas_omp_offload_lp64 

14 #endif 

15         use omp_lib 

16         use iso_fortran_env 

17         implicit none 

18 

19         integer, parameter :: m = 20 

20         integer, parameter :: k = 5 

21         integer, parameter :: n = 10 

22         double precision   a(m,k), b(k,n), c1(m,n), c2(m,n) 

23         double precision   alpha, beta 

24         integer            i, j 

25 

26         print* 

27         print*,'   D G E M M  EXAMPLE PROGRAM' 

28 

29 

30         ! Initialize 

31 

32         alpha = 1.025 

33         beta  = 0.75 

34 

35         do i = 1, m 

36           do j = 1, k 

37             a(i,j) = (i-1) - (0.25 * k) 

38           end do 

39         end do 

40 

41         do i = 1, k 

42           do j = 1, n 

43             b(i,j) = -((i-1) + j) 

44           end do 

45         end do 

46 

47         do i = 1, m 

48           do j = 1, n 

49             c1(i,j) = 0.2 + i - j 

50             c2(i,j) = 0.2 + i - j 

51           end do 

52         end do 

53 

54 

55         ! Execute DGEMM on host. 

56 

57         call DGEMM('N','N',m,n,k,alpha,a,m,b,k,beta,c1,m) 

58 
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59         print * 

60         print *, 'c1 - After DGEMM host execution' 

61 

62         do i=1,m 

63            print 110, (c1(i,j),j=1,n) 

64         end do 

65         print* 

66 

67 

68         ! Execute DGEMM on device 

69 

70 !$omp target data map(to: a, b) map(tofrom: c2) 

71 

72 !$omp dispatch 

73         call DGEMM('N','N',m,n,k,alpha,a,m,b,k,beta,c2,m) 

74 

75 !$omp end target data 

76 

77         print * 

78         print *, 'c2 - After DGEMM device execution' 

79 

80         do i=1,m 

81            print 110, (c2(i,j),j=1,n) 

82         end do 

83         print * 

84 

85  101    format(7x,'M=',i5,'  N=',i5,'  K=',i5) 

86  102    format(7x,'ALPHA=',f10.2,'  BETA=',f10.2) 

87  110    format(7x,10(f10.2,2x)) 

88 

89         end 

上記の Fortran プログラムを 32 ビット整数でコンパイルおよびリンクするには、次のコマンドを使用します。 

ifx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 -qmkl=parallel -fpp -free -c dgemm_example_f.f 

ifx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 -qmkl=parallel -fsycl -L${MKLROOT}/lib/intel64 -liomp5

 -lsycl -lOpenCL -lstdc++ -lpthread -lm -ldl -lmkl_sycl dgemm_example_f.o 

上記の Fortran プログラムを 64 ビット整数でコンパイルおよびリンクするには、次のコマンドを使用します。 

ifx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 -qmkl=parallel -m64 -DMKL_ILP64 -i8 -fpp -free -c dgem

m_example_f.f 

ifx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 -qmkl=parallel -fsycl -L${MKLROOT}/lib/intel64 -liomp5

 -lsycl -lOpenCL -lstdc++ -lpthread -lm -ldl -lmkl_sycl dgemm_example_f.o 

C/C++ または Fortran プログラムから実行ファイル (a.out) を生成し、その実行ファイルを ze_tracer で実行して、生

成されたトレースファイルから「Device Timing Results」という見出しを検索します。その見出しの下に、インテル® 

oneMKL カーネルがリストされているはずです。このように、インテル® oneMKL 計算が GPU にオフロードされているこ

とを確認できます。 
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実行コマンドの例: 

OMP_TARGET_OFFLOAD=MANDATORY ZE_AFFINITY_MASK=0.0 ze_tracer -h -d ./a.out 

14.5.3. インテル® oneMKL GEMM 呼び出しのバッチ処理 

インテル® oneMKL ライブラリーには、複数のインテル® oneMKL 呼び出しを 1 つの呼び出しにまとめる「バッチ」ルーチ

ンが含まれています。実行時にインテル® oneMKL は、全体のパフォーマンスを最適化するため、すべての行列操作をイ

ンテリジェントに実行します。 

例えば、cblas_dgemm ルーチンは、2 つの一般行列 a と b の行列-行列積を計算して、結果を行列 c に返します。

cblas_dgemm のインターフェイスを以下に示します。 

void cblas_dgemm (const CBLAS_LAYOUT layout, 

const CBLAS_TRANSPOSE transa, const CBLAS_TRANSPOSE transb, 

const MKL_INT m, const MKL_INT n, const MKL_INT k, 

const double alpha, const double *a, 

const MKL_INT lda, const double *b, 

const MKL_INT ldb, const double beta, 

double *c, const MKL_INT ldc); 

cblas_dgemm_batch ルーチンは、cblas_dgemm ルーチンと似ていますが、cblas_dgemm_batch ルーチンは行列

のグループを使用して「行列-行列」操作を行い一度に複数のグループを処理します。グループは、同じパラメーターを持

つ行列で構成されます。 

cblas_dgemm_batch のインターフェイスを以下に示します。cblas_dgemm インターフェイスと似ていることに注意し

てください。ただし、行列の引数は行列へのポインターの配列として渡し、パラメーターはパラメーターの配列として渡し

ます。 

void cblas_dgemm_batch (const CBLAS_LAYOUT layout, 

const CBLAS_TRANSPOSE* transa_array, const CBLAS_TRANSPOSE* transb_array, 

const MKL_INT* m_array, const MKL_INT* n_array, const MKL_INT* k_array, 

const double* alpha_array, const double **a_array, 

const MKL_INT* lda_array, const double **b_array, 

const MKL_INT* ldb_array, const double* beta_array, 

double **c_array, const MKL_INT* ldc_array, 

const MKL_INT group_count, const MKL_INT* group_size); 

バッチ操作は次のように定義されています。 

idx = 0 

for i = 0 .. group_count - 1 

   alpha and beta in alpha_array[i] and beta_array[i] 

   for j = 0 .. group_size[i] - 1 

      a, b, and c matrices in a_array[idx], b_array[idx], and c_array[idx], respectively 

      c := alpha*op(a)*op(b) + beta*c, 
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      idx = idx + 1 

   end for 

 end for 

説明: 

• op(X) は、op(X) = X、op(X) = XT、または op(X) = XH のいずれか。 

• alpha と beta は、alpha_array と beta_array のスカラー要素。 

• a、b、および c は、m_array、n_array、そして k_array の要素である m、n、k の行列。 

• op(a) は m-by-k 行列。 

• op(b) は k-by-n 行列。 

• C は m-by-n 行列。 

• a、b、c は、それぞれ a_array、b_array、c_array が指すアドレスに格納されている行列を表します。a_array、

b_array、および c_array のエントリー数は、total_batch_count = すべての group_size エントリー

の合計です。 

異なる形状とパラメーターの乗算をグループにパッケージ化することでバッチ処理できます。各グループは、同じ形状 

(同じ m、n、および k) と同じパラメーターの行列乗算で構成されます。 

バッチ API の基本前提は、バッチ内のすべての操作は (同一グループでも異なるグループでも) 互いに独立していること

です。そのため、インテル® oneMKL はバッチ内の操作間の順序付けは保証せず、複数の操作を並列に実行します。 

一般に、バッチサイズが大きくなるほど良い結果をもたらします。これにより、インテル® oneMKL は操作をより適切に並

列化し、GPU 全体にワークを分散できます。 

2 回の cblas_dgemm 呼び出しを、1 回の cblas_dgemm_batch 呼び出しに置き換える方法を説明します。次の例で

は、cblas_dgemm を 2 回呼び出しています。 

リスト 130: /examples/OpenMP/22_mkl_dispatch/dgemm_examples_01.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <math.h> 

10 #include <omp.h> 

11 #include "mkl.h" 

12 #include "mkl_omp_offload.h" 

13 

14 #define min(x,y) (((x) < (y)) ? (x) : (y)) 

15 #define epsilon 0.0000001f 

16 

17 bool compare(double x, double y) 

18 { 
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19     // returns true if x and y are the same 

20     return fabs(x - y) <= epsilon; 

21 } 

22 

23 int main() 

24 { 

25     double *A1, *B1, *C1, *C1_fl; 

26     double *A2, *B2, *C2, *C2_fl; 

27     int m, n, k, i, j, q; 

28     double alpha, beta; 

29     double sum; 

30     int fail; 

31     double t_start, t_end; 

32 

33     m = 2000, k = 200, n = 1000; 

34     alpha = 1.0; beta = 0.0; 

35 

36     printf (" Allocating memory for matrices aligned on 64-byte boundary for better \n" 

37             " performance \n\n"); 

38     A1 = (double *)mkl_malloc (m*k*sizeof( double ), 64 ); 

39     B1 = (double *)mkl_malloc (k*n*sizeof( double ), 64 ); 

40     C1 = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

41     C1_fl = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

42 

43     A2 = (double *)mkl_malloc (m*k*sizeof( double ), 64 ); 

44     B2 = (double *)mkl_malloc (k*n*sizeof( double ), 64 ); 

45     C2 = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

46     C2_fl = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

47 

48     if (A1 == NULL || B1 == NULL || C1 == NULL || C1_fl == NULL || 

49         A2 == NULL || B2 == NULL || C2 == NULL || C2_fl == NULL) { 

50       printf( "\n ERROR: Can't allocate memory for matrices. Aborting... \n\n"); 

51       return 1; 

52     } 

53 

54     printf (" Intializing matrix data \n\n"); 

55     for (i = 0; i < (m*k); i++) { 

56         A1[i] = A2[i] = (double)(i+1); 

57     } 

58 

59     for (i = 0; i < (k*n); i++) { 

60         B1[i] = B2[i] = (double)(-i-1); 

61     } 

62 

63     for (i = 0; i < (m*n); i++) { 

64         C1[i]    = C2[i]    = 0.0; 

65         C1_fl[i] = C2_fl[i] = 0.0; 

66     } 

67 

68     printf (" \nComputing matrix product using Intel MKL cblas_dgemm function \n"); 

69 

70     t_start = omp_get_wtime(); 

71 

72     #pragma omp target data                                   \ 

73       map(to: A1[0:m*k], B1[0:k*n], A2[0:m*k], B2[0:k*n])  \ 

74       map(tofrom: C1[0:m*n], C2[0:m*n]) 

75     { 

76        #pragma omp dispatch 

77        cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, 

78                    m, n, k, alpha, A1, k, B1, n, beta, C1, n); 

79 

80        #pragma omp dispatch 

81        cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, 

82                    m, n, k, alpha, A2, k, B2, n, beta, C2, n); 

83     } 
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84 

85     t_end = omp_get_wtime(); 

86 

87     printf ("\n Top left corner of matrix C1: \n"); 

88     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

89       for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

90         printf ("%12.5G", C1[j+i*n]); 

91       } 

92       printf ("\n"); 

93     } 

94 

95     printf ("\n Top left corner of matrix C2: \n"); 

96     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

97       for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

98         printf ("%12.5G", C2[j+i*n]); 

99       } 

100       printf ("\n"); 

101     } 

102 

103     printf (" \nComputing matrix product using for-loops \n"); 

104 

105     for (i = 0; i < m; i++) { 

106         for (j = 0; j < n; j++) { 

107             sum = 0.0; 

108             for (q = 0; q < k; q++) 

109                 sum += A1[k*i+q] * B1[n*q+j]; 

110             C1_fl[n*i+j] = sum; 

111         } 

112     } 

113 

114     for (i = 0; i < m; i++) { 

115         for (j = 0; j < n; j++) { 

116             sum = 0.0; 

117             for (q = 0; q < k; q++) 

118                 sum += A2[k*i+q] * B2[n*q+j]; 

119             C2_fl[n*i+j] = sum; 

120         } 

121     } 

122 

123     printf ("\n Top left corner of matrix C1: \n"); 

124     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

125       for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

126         printf ("%12.5G", C1_fl[j+i*n]); 

127       } 

128       printf ("\n"); 

129     } 

130 

131     printf ("\n Top left corner of matrix C2: \n"); 

132     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

133       for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

134         printf ("%12.5G", C2_fl[j+i*n]); 

135       } 

136       printf ("\n"); 

137     } 

138 

139     printf ("\n Computations completed. Verifying... \n\n"); 

140 

141     fail = 0; 

142     for (i = 0; i < (m*n); i++) { 

143       if (! compare(C1[i], C1_fl[i]) || ! compare(C2[i], C2_fl[i])) { 

144           fail = 1; 

145           break; 

146       } 

147     } 

148 
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149     if (fail) { 

150         printf (" **** FAIL **** \n"); 

151     } 

152     else { 

153         printf(" time = %lf seconds\n", t_end - t_start); 

154         printf (" **** PASS **** \n"); 

155     } 

156 

157     mkl_free(A1); 

158     mkl_free(B1); 

159     mkl_free(C1); 

160     mkl_free(C1_fl); 

161     mkl_free(A2); 

162     mkl_free(B2); 

163     mkl_free(C2); 

164     mkl_free(C2_fl); 

165 

166     return 0; 

167 } 

上記の cblas_dgemm の 2 つの呼び出しは、次の例に示すように 1 つの cblas_dgemm_batch に置き換え、一括して

バッチ処理できます。同一パラメーター (layout、transa、transb、m、n、k、alpha、lda、ldb、beta、および ldc) で 2 

回の行列乗算を行っているため、バッチはサイズ 2 の 1 つのグループで構成されていることに注意してください。ここで 

total_batch_size は 2 です。 

リスト 131: /examples/OpenMP/22_mkl_dispatch/dgemm_batch_example_01.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <math.h> 

10 #include <omp.h> 

11 #include "mkl.h" 

12 #include "mkl_omp_offload.h" 

13 

14 #define min(x,y) (((x) < (y)) ? (x) : (y)) 

15 #define epsilon 0.0000001f 

16 

17 bool compare(double x, double y) 

18 { 

19     // returns true if x and y are the same 

20     return fabs(x - y) <= epsilon; 

21 } 

22 

23 int main() 

24 { 

25     double *A1, *B1, *C1, *C1_fl; 

26     double *A2, *B2, *C2, *C2_fl; 

27     int m, n, k, i, j, q; 

28     double alpha, beta; 

29     double sum; 

30     int fail; 

31     double t_start, t_end; 

32 

33     m = 2000, k = 200, n = 1000; 
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34     alpha = 1.0; beta = 0.0; 

35 

36     printf (" Allocating memory for matrices aligned on 64-byte boundary for better \n" 

37             " performance \n\n"); 

38     A1 = (double *)mkl_malloc (m*k*sizeof( double ), 64 ); 

39     B1 = (double *)mkl_malloc (k*n*sizeof( double ), 64 ); 

40     C1 = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

41     C1_fl = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

42 

43     A2 = (double *)mkl_malloc (m*k*sizeof( double ), 64 ); 

44     B2 = (double *)mkl_malloc (k*n*sizeof( double ), 64 ); 

45     C2 = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

46     C2_fl = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

47 

48     if (A1 == NULL || B1 == NULL || C1 == NULL || C1_fl == NULL || 

49         A2 == NULL || B2 == NULL || C2 == NULL || C2_fl == NULL) { 

50       printf( "\n ERROR: Can't allocate memory for matrices. Aborting... \n\n"); 

51       return 1; 

52     } 

53 

54     printf (" Intializing matrix data \n\n"); 

55     for (i = 0; i < (m*k); i++) { 

56         A1[i] = A2[i] = (double)(i+1); 

57     } 

58 

59     for (i = 0; i < (k*n); i++) { 

60         B1[i] = B2[i] = (double)(-i-1); 

61     } 

62 

63     for (i = 0; i < (m*n); i++) { 

64         C1[i]    = C2[i]    = 0.0; 

65         C1_fl[i] = C2_fl[i] = 0.0; 

66     } 

67 

68     printf (" \nComputing matrix product using Intel MKL cblas_dgemm function \n"); 

69 

70    #define GRP_COUNT 1  // 1 つのグループ 

71 

72    MKL_INT group_count = GRP_COUNT; 

73    MKL_INT group_sizes[GRP_COUNT] = {2};  // 8 つの行列乗算 

74 

75    CBLAS_TRANSPOSE transa_array[GRP_COUNT] = {CblasNoTrans}; 

76    CBLAS_TRANSPOSE transb_array[GRP_COUNT] = {CblasNoTrans}; 

77 

78    MKL_INT m_array[GRP_COUNT] = {m}; 

79    MKL_INT n_array[GRP_COUNT] = {n}; 

80    MKL_INT k_array[GRP_COUNT] = {k}; 

81 

82    MKL_INT lda_array[GRP_COUNT] = {k}; 

83    MKL_INT ldb_array[GRP_COUNT] = {n}; 

84    MKL_INT ldc_array[GRP_COUNT] = {n}; 

85 

86    double alpha_array[GRP_COUNT] = {alpha}; 

87    double beta_array[GRP_COUNT]  = {beta}; 

88 

89    // 行列の乗算数 = 2 

90    double **a_array, **b_array, **c_array; 

91    a_array = (double **)mkl_calloc(2, sizeof( double* ), 64); 

92    b_array = (double **)mkl_calloc(2, sizeof( double* ), 64); 

93    c_array = (double **)mkl_calloc(2, sizeof( double* ), 64); 

94 

95    t_start = omp_get_wtime(); 

96 
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97    // cblas_dgemm_batch の呼び出し 

98    #pragma omp target enter data \ 

99      map(to: A1[0:m*k], B1[0:k*n], C1[0:m*n]) \ 

100      map(to: A2[0:m*k], B2[0:k*n], C2[0:m*n]) 

101 

102    #pragma omp target data use_device_ptr(A1, B1, C1, A2, B2, C2) 

103    { 

104      a_array[0] = A1, a_array[1] = A2; 

105      b_array[0] = B1, b_array[1] = B2; 

106      c_array[0] = C1, c_array[1] = C2; 

107    } 

108 

109    #pragma omp target data                                  \ 

110      map(to:a_array[0:2], b_array[0:2], c_array[0:2]) 

111    { 

112       #pragma omp dispatch 

113         cblas_dgemm_batch( 

114             CblasRowMajor, 

115             transa_array, 

116             transb_array, 

117             m_array, 

118             n_array, 

119             k_array, 

120             alpha_array, 

121             (const double **)a_array, 

122             lda_array, 

123             (const double **)b_array, 

124             ldb_array, 

125             beta_array, 

126             c_array, 

127             ldc_array, 

128             group_count, 

129             group_size); 

130    } // target data map の終わり 

131 

132    #pragma omp target exit data \ 

133      map(from: C1[0:m*n], C2[0:m*n]) 

134 

135    t_end = omp_get_wtime(); 

136 

137    printf ("\n Top left corner of matrix C1: \n"); 

138    for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

139      for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

140        printf ("%12.5G", C1[j+i*n]); 

141      } 

142      printf ("\n"); 

143    } 

144 

145    printf ("\n Top left corner of matrix C2: \n"); 

146    for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

147      for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

148        printf ("%12.5G", C2[j+i*n]); 

149      } 

150      printf ("\n"); 

151    } 

152 

153    printf (" \nComputing matrix product using for-loops \n"); 

154 

155    for (i = 0; i < m; i++) { 

156        for (j = 0; j < n; j++) { 

157            sum = 0.0; 

158            for (q = 0; q < k; q++) 

159                sum += A1[k*i+q] * B1[n*q+j]; 

160            C1_fl[n*i+j] = sum; 
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161        } 

162    } 

163 

164    for (i = 0; i < m; i++) { 

165        for (j = 0; j < n; j++) { 

166            sum = 0.0; 

167            for (q = 0; q < k; q++) 

168                sum += A2[k*i+q] * B2[n*q+j]; 

169            C2_fl[n*i+j] = sum; 

170        } 

171    } 

172 

173    printf ("\n Top left corner of matrix C1: \n"); 

174    for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

175      for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

176        printf ("%12.5G", C1_fl[j+i*n]); 

177      } 

178      printf ("\n"); 

179    } 

180 

181    printf ("\n Top left corner of matrix C2: \n"); 

182    for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

183      for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

184        printf ("%12.5G", C2_fl[j+i*n]); 

185      } 

186      printf ("\n"); 

187    } 

188 

189    printf ("\n Computations completed. Verifying... \n\n"); 

190 

191    fail = 0; 

192    for (i = 0; i < (m*n); i++) { 

193      if (! compare(C1[i], C1_fl[i]) || ! compare(C2[i], C2_fl[i])) { 

194          fail = 1; 

195          break; 

196      } 

197    } 

198 

199    if (fail) { 

200        printf (" **** FAIL **** \n"); 

201    } 

202    else { 

203        printf(" time = %lf seconds\n", t_end - t_start); 

204        printf (" **** PASS **** \n"); 

205    } 

206 

207    mkl_free(A1); 

208    mkl_free(B1); 

209    mkl_free(C1); 

210    mkl_free(C1_fl); 

211    mkl_free(A2); 

212    mkl_free(B2); 

213    mkl_free(C2); 

214    mkl_free(C2_fl); 

215 

216    return 0; 

217 } 
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ここで使用する GPU (1 タイルのみ) で実行した 2 つの例のパフォーマンスは次のようになります。 

dgemm_example_01.cpp (two calls to cblas_dgemm): 2.976183 seconds 

dgemm_batch_example_01.cpp (one call to cblas_dgemm_batch): 1.881641 seconds 

さらに複雑なバッチの例を以下に示します。この例では、3 つのグループで構成されるバッチ (GROUP_COUNT=3) があり

ます。各グループのサイズは、1 から 10 の間でランダムに選択されます。いくつかのパラメーター (layout、transA、

transB、m、n、および k) がランダムに選択されますが、各グループではすべての乗算で同じパラメーターが適用されま

す。total_batch_size はすべてのグループサイズの合計と等価です。 

リスト 132: /examples/OpenMP/22_mkl_dispatch/dgemm_batch_example_02.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 /******************************************************************************* 

8 * Copyright 2019-2021 Intel Corporation. 

9 * 

10 * This software and the related documents are Intel copyrighted  materials,  and 

11 * your use of  them is  governed by the  express license  under which  they were 

12 * provided to you (License).  Unless the License provides otherwise, you may not 

13 * use, modify, copy, publish, distribute,  disclose or transmit this software or 

14 * the related documents without Intel's prior written permission. 

15 * 

16 * This software and the related documents  are provided as  is,  with no express 

17 * or implied  warranties,  other  than those  that are  expressly stated  in the 

18 * License. 

19 *******************************************************************************/ 

20 

21 #include <stdio.h> 

22 #include <omp.h> 

23 #include "mkl.h" 

24 #include "mkl_omp_offload.h" 

25 #include "common.h" 

26 

27 #define GROUP_COUNT 3 

28 

29 int dnum = 0; 

30 

31 int main() { 

32 

33     CBLAS_LAYOUT layout = (rand_int(0,1) == 0) ? CblasColMajor : CblasRowMajor; 

34     CBLAS_TRANSPOSE *transA, *transB; 

35     MKL_INT *m, *n, *k, *lda, *ldb, *ldc; 

36     double *alpha, *beta; 

37     MKL_INT *group_size, *sizea_array, *sizeb_array, *sizec_array, total_batch_size = 0, 

sizea, sizeb, sizec; 

38     double **a_array, **b_array, **c_array, **c_ref_array; 

39     double **a_array_dev, **b_array_dev, **c_array_dev; 

40 

41     transA = (CBLAS_TRANSPOSE *)mkl_malloc(GROUP_COUNT * sizeof(CBLAS_TRANSPOSE), 64); 

42     transB = (CBLAS_TRANSPOSE *)mkl_malloc(GROUP_COUNT * sizeof(CBLAS_TRANSPOSE), 64); 

43 

44     m = (MKL_INT *)mkl_malloc(GROUP_COUNT * sizeof(MKL_INT), 64); 

45     n = (MKL_INT *)mkl_malloc(GROUP_COUNT * sizeof(MKL_INT), 64); 
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46     k = (MKL_INT *)mkl_malloc(GROUP_COUNT * sizeof(MKL_INT), 64); 

47     lda = (MKL_INT *)mkl_malloc(GROUP_COUNT * sizeof(MKL_INT), 64); 

48     ldb = (MKL_INT *)mkl_malloc(GROUP_COUNT * sizeof(MKL_INT), 64); 

49     ldc = (MKL_INT *)mkl_malloc(GROUP_COUNT * sizeof(MKL_INT), 64); 

50     group_size = (MKL_INT *)mkl_malloc(GROUP_COUNT * sizeof(MKL_INT), 64); 

51     alpha = (double *)mkl_malloc(GROUP_COUNT * sizeof(double), 64); 

52     beta = (double *)mkl_malloc(GROUP_COUNT * sizeof(double), 64); 

53 

54     if ((m == NULL) || (n == NULL) || (k == NULL) || (lda == NULL) || (ldb == NULL) || (l

dc == NULL) || 

55         (group_size == NULL) || (alpha == NULL) || (beta == NULL)) { 

56         printf("Cannot allocate input arrays\n"); 

57         return 1; 

58     } 

59 

60     MKL_INT i, j, p, idx; 

61 

62     for (i = 0; i < GROUP_COUNT; i++) { 

63         transA[i] = (rand_int(0,1) == 0) ? CblasNoTrans : CblasTrans; 

64         transB[i] = (rand_int(0,1) == 0) ? CblasNoTrans : CblasTrans; 

65         alpha[i] = rand_double_scalar(); 

66         beta[i] = rand_double_scalar(); 

67         m[i] = rand_int(1, 20); 

68         n[i] = rand_int(1, 20); 

69         k[i] = rand_int(1, 20); 

70         lda[i] = MAX(m[i], k[i]); 

71         ldb[i] = MAX(k[i], n[i]); 

72         ldc[i] = MAX(m[i], n[i]); 

73         group_size[i] = rand_int(1, 10); 

74         total_batch_size += group_size[i]; 

75 #ifdef MKL_ILP64 

76         printf("Group %lld: layout = %s, transA = %s, transB = %s, m = %lld, n = %lld, k 

= %lld, lda = %lld, ldb = %lld, ldc = %lld, alpha = %lf, beta = %lf, group_size = %lld\n", 

77                i, (layout == CblasColMajor) ? "Column Major" : "Row Major", 

78                (transA[i] == CblasNoTrans) ? "Non Transpose" : "Transpose", 

79                (transB[i] == CblasNoTrans) ? "Non Transpose" : "Transpose", 

80                m[i], n[i], k[i], lda[i], ldb[i], ldc[i], alpha[i], beta[i],  group_size

[i]); 

81 #else 

82         printf("Group %d: layout = %s, transA = %s, transB = %s, m = %d, n = %d, k = %d, 

lda = %d, ldb = %d, ldc = %d, alpha = %lf, beta = %lf, group_size = %d\n", 

83                i, (layout == CblasColMajor) ? "Column Major" : "Row Major", 

84                (transA[i] == CblasNoTrans) ? "Non Transpose" : "Transpose", 

85                (transB[i] == CblasNoTrans) ? "Non Transpose" : "Transpose", 

86                m[i], n[i], k[i], lda[i], ldb[i], ldc[i], alpha[i], beta[i],  group_size

[i]); 

87 #endif 

88     } 

89 

90     sizea_array = (MKL_INT *)mkl_malloc(sizeof(MKL_INT) * total_batch_size, 64); 

91     sizeb_array = (MKL_INT *)mkl_malloc(sizeof(MKL_INT) * total_batch_size, 64); 

92     sizec_array = (MKL_INT *)mkl_malloc(sizeof(MKL_INT) * total_batch_size, 64); 

93 

94     a_array = (double **)mkl_malloc(sizeof(double *) * total_batch_size, 64); 

95     b_array = (double **)mkl_malloc(sizeof(double *) * total_batch_size, 64); 

96     c_array = (double **)mkl_malloc(sizeof(double *) * total_batch_size, 64); 

97     a_array_dev = (double **)mkl_malloc(sizeof(double *) * total_batch_size, 64); 

98     b_array_dev = (double **)mkl_malloc(sizeof(double *) * total_batch_size, 64); 

99     c_array_dev = (double **)mkl_malloc(sizeof(double *) * total_batch_size, 64); 

100     c_ref_array = (double **)mkl_malloc(sizeof(double *) * total_batch_size, 64); 

101 

102     if ((sizea_array == NULL) || (sizeb_array == NULL) || (sizec_array == NULL) || (a_ar

ray == NULL) || 

103         (b_array == NULL) || (c_array == NULL) || (a_array_dev == NULL) || (b_array_dev 

== NULL) || 
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104         (c_array_dev == NULL) || (c_ref_array == NULL)) { 

105         printf("Cannot allocate matrices and size arrays\n"); 

106         return 1; 

107     } 

108 

109     idx = 0; 

110     for (i = 0; i < GROUP_COUNT; i++) { 

111         sizea = (((layout == CblasRowMajor) && (transA[i] == CblasTrans)) || 

112                  ((layout == CblasColMajor) && (transA[i] == CblasNoTrans))) ? lda[i] * 

k[i] : m[i] * lda[i]; 

113         sizeb = (((layout == CblasRowMajor) && (transB[i] == CblasTrans)) || 

114                  ((layout == CblasColMajor) && (transB[i] == CblasNoTrans))) ? ldb[i] * 

n[i] : k[i] * ldb[i]; 

115         sizec = (layout == CblasColMajor) ? ldc[i] * n[i] : ldc[i] * m[i]; 

116         for (j = 0; j < group_size[i]; j++) { 

117             a_array[idx] = (double *)mkl_malloc(sizeof(double) * sizea, 64); 

118             a_array_dev[idx] = a_array[idx]; 

119             sizea_array[idx] = sizea; 

120             if (a_array[idx] == NULL) { 

121                 printf("cannot allocate a matrices\n"); 

122                 return 1; 

123             } 

124             b_array[idx] = (double *)mkl_malloc(sizeof(double) * sizeb, 64); 

125             b_array_dev[idx] = b_array[idx]; 

126             sizeb_array[idx] = sizeb; 

127             if (b_array[idx] == NULL) { 

128                 printf("cannot allocate b matrices\n"); 

129                 return 1; 

130             } 

131             c_array[idx] = (double *)mkl_malloc(sizeof(double) * sizec, 64); 

132             c_array_dev[idx] = c_array[idx]; 

133             sizec_array[idx] = sizec; 

134             if (c_array[idx] == NULL) { 

135                 printf("cannot allocate c matrices\n"); 

136                 return 1; 

137             } 

138             c_ref_array[idx] = (double *)mkl_malloc(sizeof(double) * sizec, 64); 

139             if (c_ref_array[idx] == NULL) { 

140                 printf("cannot allocate c_ref matrices\n"); 

141                 return 1; 

142             } 

143             init_double_array(sizea, a_array[idx], 1); 

144             init_double_array(sizeb, b_array[idx], 1); 

145             init_double_array(sizec, c_array[idx], 1); 

146             for (p = 0; p < sizec_array[idx]; p++) c_ref_array[idx][p] = c_array[idx]

[p]; 

147             idx++; 

148         } 

149     } 

150 

151     // run gemm_batch on host, use standard oneMKL interface 

152     cblas_dgemm_batch(layout, transA, transB, m, n, k, alpha, (const double **) a_array,

 lda, 

153                       (const double **) b_array, ldb, beta, c_ref_array, ldc, GROUP_COUN

T, group_size); 

154 

155     double *a, *b, *c; 

156     for (i = 0; i < total_batch_size; i++) { 

157         a = a_array[i]; 

158         b = b_array[i]; 

159         c = c_array[i]; 

160 #pragma omp target enter data map(to:a[0:sizea_array[i]],b[0:sizeb_array[i]],c[0:sizec_a

rray[i]]) 

161 #pragma omp target data use_device_ptr(a,b,c) 

162         { 
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163             a_array_dev[i] = a; 

164             b_array_dev[i] = b; 

165             c_array_dev[i] = c; 

166         } 

167     } 

168 #pragma omp target data map(to:a_array_dev[0:total_batch_size], \ 

169                             b_array_dev[0:total_batch_size], \ 

170                             c_array_dev[0:total_batch_size]) device(dnum) 

171     { 

172 

173 #pragma omp dispatch 

174         cblas_dgemm_batch(layout, transA, transB, m, n, k, alpha, (const double **) a_ar

ray_dev, lda, (const double **) b_array_dev, ldb, beta, c_array_dev, ldc, GROUP_COUNT, group

_size); 

175 

176     } 

177 

178     for (i = 0; i < total_batch_size; i++) { 

179         a = a_array[i]; 

180         b = b_array[i]; 

181         c = c_array[i]; 

182 #pragma omp target exit data map(from:a[0:sizea_array[i]],b[0:sizeb_array[i]],c[0:sizec_

array[i]]) 

183     } 

184 

185     double computed, reference, diff; 

186     MKL_INT l; 

187     idx = 0; 

188     for (p = 0; p < GROUP_COUNT; p++) { 

189         for (l = 0; l < group_size[p]; l++) { 

190             for (i = 0; i < m[p]; i++) { 

191                 for (j = 0; j < n[p]; j++) { 

192                     if (layout == CblasColMajor) { 

193                         computed = c_array[idx][i + j * ldc[p]]; 

194                         reference = c_ref_array[idx][i + j * ldc[p]]; 

195                     } 

196                     else { 

197                         computed = c_array[idx][j + i * ldc[p]]; 

198                         reference = c_ref_array[idx][j + i * ldc[p]]; 

199                     } 

200                     diff = computed - reference; 

201                     diff = (diff > 0) ? diff : -diff; 

202                     if (diff > 0.0001) { 

203 #ifdef MKL_ILP64 

204                         printf("Error in matrix %lld (group = %lld, matrix index in grou

p = %lld) at index [%lld][%lld], computed = %lf, reference = %lf, difference = %lf\n", idx, 

p, l, i, j, computed, reference, diff); 

205 #else 

206                         printf("Error in matrix %d at index [%d][%d], computed = %lf, re

ference = %lf, difference = %lf\n", idx, i, j, computed, reference, diff); 

207 #endif 

208 

209                        free_double_matrices(a_array, total_batch_size); 

210                        free_double_matrices(b_array, total_batch_size); 

211                        free_double_matrices(c_array, total_batch_size); 

212                        free_double_matrices(c_ref_array, total_batch_size); 

213                        mkl_free(a_array); 

214                        mkl_free(b_array); 

215                        mkl_free(c_array); 

216                        mkl_free(c_ref_array); 

217                        mkl_free(a_array_dev); 

218                        mkl_free(b_array_dev); 

219                        mkl_free(c_array_dev); 

220                        mkl_free(sizea_array); 

221                        mkl_free(sizeb_array); 
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222                        mkl_free(sizec_array); 

223                        mkl_free(transA); mkl_free(transB); 

224                        mkl_free(m); mkl_free(n); mkl_free(k); 

225                        mkl_free(lda); mkl_free(ldb); mkl_free(ldc); mkl_free(group_siz

e); 

226                        mkl_free(alpha); mkl_free(beta); 

227                        return 1; 

228                     } 

229                 } 

230             } 

231             idx++; 

232         } 

233     } 

234 

235     printf("Validation PASSED\n"); 

236     free_double_matrices(a_array, total_batch_size); 

237     free_double_matrices(b_array, total_batch_size); 

238     free_double_matrices(c_array, total_batch_size); 

239     free_double_matrices(c_ref_array, total_batch_size); 

240     mkl_free(a_array); 

241     mkl_free(b_array); 

242     mkl_free(c_array); 

243     mkl_free(c_ref_array); 

244     mkl_free(a_array_dev); 

245     mkl_free(b_array_dev); 

246     mkl_free(c_array_dev); 

247     mkl_free(sizea_array); 

248     mkl_free(sizeb_array); 

249     mkl_free(sizec_array); 

250     mkl_free(transA); mkl_free(transB); 

251     mkl_free(m); mkl_free(n); mkl_free(k); 

252     mkl_free(lda); mkl_free(ldb); mkl_free(ldc); mkl_free(group_size); 

253     mkl_free(alpha); mkl_free(beta); 

254     return 0; 

255 } 

14.5.4. 独立した連続する GEMM 呼び出しの高速化 

独立して実行できる連続した GEMM 呼び出しの実行を高速化する方法はいろいろあります。1 つは、上記のようにバッ

チ版の GEMM を呼び出して GEMM 呼び出しをバッチ処理する方法です。 

もう 1 つは、GEMM 呼び出しを OpenMP* parallel 構造で囲み、並列領域を実行する各 OpenMP* スレッドが 

GEMM 呼び出しを 1 つずつディスパッチする方法です。この並列化の方法を次の例で説明します。 

リスト 133: /examples/OpenMP/22_mkl_dispatch/dgemm_example_02.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <math.h> 

10 #include <omp.h> 

11 #include "mkl.h" 

12 #include "mkl_omp_offload.h" 
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13 

14 #define min(x,y) (((x) < (y)) ? (x) : (y)) 

15 #define epsilon 0.0000001f 

16 

17 bool compare(double x, double y) 

18 { 

19     // returns true if x and y are the same 

20     return fabs(x - y) <= epsilon; 

21 } 

22 

23 int main() 

24 { 

25     double *A1, *B1, *C1, *C1_fl; 

26     double *A2, *B2, *C2, *C2_fl; 

27     int m, n, k, i, j, q; 

28     double alpha, beta; 

29     double sum; 

30     int fail; 

31     double t_start, t_end; 

32 

33     m = 2000, k = 200, n = 1000; 

34     alpha = 1.0; beta = 0.0; 

35 

36     printf (" Allocating memory for matrices aligned on 64-byte boundary for better \n" 

37             " performance \n\n"); 

38     A1 = (double *)mkl_malloc (m*k*sizeof( double ), 64 ); 

39     B1 = (double *)mkl_malloc (k*n*sizeof( double ), 64 ); 

40     C1 = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

41     C1_fl = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

42 

43     A2 = (double *)mkl_malloc (m*k*sizeof( double ), 64 ); 

44     B2 = (double *)mkl_malloc (k*n*sizeof( double ), 64 ); 

45     C2 = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

46     C2_fl = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

47 

48     if (A1 == NULL || B1 == NULL || C1 == NULL || C1_fl == NULL || 

49         A2 == NULL || B2 == NULL || C2 == NULL || C2_fl == NULL) { 

50       printf( "\n ERROR: Can't allocate memory for matrices. Aborting... \n\n"); 

51       return 1; 

52     } 

53 

54     printf (" Intializing matrix data \n\n"); 

55     for (i = 0; i < (m*k); i++) { 

56         A1[i] = A2[i] = (double)(i+1); 

57     } 

58 

59     for (i = 0; i < (k*n); i++) { 

60         B1[i] = B2[i] = (double)(-i-1); 

61     } 

62 

63     for (i = 0; i < (m*n); i++) { 

64         C1[i]    = C2[i]    = 0.0; 

65         C1_fl[i] = C2_fl[i] = 0.0; 

66     } 

67 

68     printf (" \nComputing matrix product using Intel MKL cblas_dgemm function \n"); 

69 

70     t_start = omp_get_wtime(); 

71 

72     #pragma omp target data                                   \ 

73       map(to: A1[0:m*k], B1[0:k*n], A2[0:m*k], B2[0:k*n])  \ 

74       map(tofrom: C1[0:m*n], C2[0:m*n]) 

75     { 

76        #pragma omp parallel num_threads(2) 

77        { 
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78           int id = omp_get_thread_num(); 

79 

80           if (id == 0) { 

81              #pragma omp dispatch 

82              cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, 

83                          m, n, k, alpha, A1, k, B1, n, beta, C1, n); 

84           } 

85           else if (id == 1) { 

86              #pragma omp dispatch 

87              cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, 

88                          m, n, k, alpha, A2, k, B2, n, beta, C2, n); 

89           } 

90        } 

91     } 

92 

93     t_end = omp_get_wtime(); 

94 

95     printf ("\n Top left corner of matrix C1: \n"); 

96     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

97       for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

98         printf ("%12.5G", C1[j+i*n]); 

99       } 

100       printf ("\n"); 

101     } 

102 

103     printf ("\n Top left corner of matrix C2: \n"); 

104     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

105       for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

106         printf ("%12.5G", C2[j+i*n]); 

107       } 

108       printf ("\n"); 

109     } 

110 

111     printf (" \nComputing matrix product using for-loops \n"); 

112 

113     for (i = 0; i < m; i++) { 

114         for (j = 0; j < n; j++) { 

115             sum = 0.0; 

116             for (q = 0; q < k; q++) 

117                 sum += A1[k*i+q] * B1[n*q+j]; 

118             C1_fl[n*i+j] = sum; 

119         } 

120     } 

121 

122     for (i = 0; i < m; i++) { 

123         for (j = 0; j < n; j++) { 

124             sum = 0.0; 

125             for (q = 0; q < k; q++) 

126                 sum += A2[k*i+q] * B2[n*q+j]; 

127             C2_fl[n*i+j] = sum; 

128         } 

129     } 

130 

131     printf ("\n Top left corner of matrix C1: \n"); 

132     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

133       for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

134         printf ("%12.5G", C1_fl[j+i*n]); 

135       } 

136       printf ("\n"); 

137     } 

138 

139     printf ("\n Top left corner of matrix C2: \n"); 

140     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

141       for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

142         printf ("%12.5G", C2_fl[j+i*n]); 



oneAPI GPU 最適化ガイド 2023.0 

 

201 

143       } 

144       printf ("\n"); 

145     } 

146 

147     printf ("\n Computations completed. Verifying... \n\n"); 

148 

149     fail = 0; 

150     for (i = 0; i < (m*n); i++) { 

151       if (! compare(C1[i], C1_fl[i]) || ! compare(C2[i], C2_fl[i])) { 

152           fail = 1; 

153           break; 

154       } 

155     } 

156 

157     if (fail) { 

158         printf (" **** FAIL **** \n"); 

159     } 

160     else { 

161         printf(" time = %lf seconds\n", t_end - t_start); 

162         printf (" **** PASS **** \n"); 

163     } 

164 

165     mkl_free(A1); 

166     mkl_free(B1); 

167     mkl_free(C1); 

168     mkl_free(C1_fl); 

169     mkl_free(A2); 

170     mkl_free(B2); 

171     mkl_free(C2); 

172     mkl_free(C2_fl); 

173 

174     return 0; 

175 } 

独立して連続した GEMM 呼び出しの実行を高速化するもう 1 つの方法は、ホストスレッドが次の GEMM 呼び出しをディ

スパッチする前に、ディスパッチされた GEMM 呼び出しの完了を待機しないよう、dispatch 構造で nowait 節を使用

する方法です。最後の GEMM 呼び出しの後に OpenMP* taskwait ディレクティブを挿入して、ホストスレッドが処理を

続ける前に、ディスパッチされたすべての MKL 呼び出しが完了することを保証します。この nowait を使用したアプロー

チを次に示します。 

リスト 134: /examples/OpenMP/22_mkl_dispatch/dgemm_example_03.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <math.h> 

10 #include <omp.h> 

11 #include "mkl.h" 

12 #include "mkl_omp_offload.h" 

13 

14 #define min(x,y) (((x) < (y)) ? (x) : (y)) 

15 #define epsilon 0.0000001f 

16 

17 bool compare(double x, double y) 

18 { 
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19     // returns true if x and y are the same 

20     return fabs(x - y) <= epsilon; 

21 } 

22 

23 int main() 

24 { 

25     double *A1, *B1, *C1, *C1_fl; 

26     double *A2, *B2, *C2, *C2_fl; 

27     int m, n, k, i, j, q; 

28     double alpha, beta; 

29     double sum; 

30     int fail; 

31     double t_start, t_end; 

32 

33     m = 2000, k = 200, n = 1000; 

34     alpha = 1.0; beta = 0.0; 

35 

36     printf (" Allocating memory for matrices aligned on 64-byte boundary for better \n" 

37             " performance \n\n"); 

38     A1 = (double *)mkl_malloc (m*k*sizeof( double ), 64 ); 

39     B1 = (double *)mkl_malloc (k*n*sizeof( double ), 64 ); 

40     C1 = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

41     C1_fl = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

42 

43     A2 = (double *)mkl_malloc (m*k*sizeof( double ), 64 ); 

44     B2 = (double *)mkl_malloc (k*n*sizeof( double ), 64 ); 

45     C2 = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

46     C2_fl = (double *)mkl_malloc (m*n*sizeof( double ), 64 ); 

47 

48     if (A1 == NULL || B1 == NULL || C1 == NULL || C1_fl == NULL || 

49         A2 == NULL || B2 == NULL || C2 == NULL || C2_fl == NULL) { 

50       printf( "\n ERROR: Can't allocate memory for matrices. Aborting... \n\n"); 

51       return 1; 

52     } 

53 

54     printf (" Intializing matrix data \n\n"); 

55     for (i = 0; i < (m*k); i++) { 

56         A1[i] = A2[i] = (double)(i+1); 

57     } 

58 

59     for (i = 0; i < (k*n); i++) { 

60         B1[i] = B2[i] = (double)(-i-1); 

61     } 

62 

63     for (i = 0; i < (m*n); i++) { 

64         C1[i]    = C2[i]    = 0.0; 

65         C1_fl[i] = C2_fl[i] = 0.0; 

66     } 

67 

68     printf (" \nComputing matrix product using Intel MKL cblas_dgemm function \n"); 

69 

70     t_start = omp_get_wtime(); 

71 

72     #pragma omp target data                                   \ 

73       map(to: A1[0:m*k], B1[0:k*n], A2[0:m*k], B2[0:k*n])  \ 

74       map(tofrom: C1[0:m*n], C2[0:m*n]) 

75     { 

76        #pragma omp dispatch nowait 

77        cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, 

78                    m, n, k, alpha, A1, k, B1, n, beta, C1, n); 

79 

80        #pragma omp dispatch nowait 

81        cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, 

82                    m, n, k, alpha, A2, k, B2, n, beta, C2, n); 

83 



oneAPI GPU 最適化ガイド 2023.0 

 

203 

84        #pragma omp taskwait 

85     } 

86 

87     t_end = omp_get_wtime(); 

88 

89     printf ("\n Top left corner of matrix C1: \n"); 

90     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

91       for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

92         printf ("%12.5G", C1[j+i*n]); 

93       } 

94       printf ("\n"); 

95     } 

96 

97     printf ("\n Top left corner of matrix C2: \n"); 

98     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

99       for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

100         printf ("%12.5G", C2[j+i*n]); 

101       } 

102       printf ("\n"); 

103     } 

104 

105     printf (" \nComputing matrix product using for-loops \n"); 

106 

107     for (i = 0; i < m; i++) { 

108         for (j = 0; j < n; j++) { 

109             sum = 0.0; 

110             for (q = 0; q < k; q++) 

111                 sum += A1[k*i+q] * B1[n*q+j]; 

112             C1_fl[n*i+j] = sum; 

113         } 

114     } 

115 

116     for (i = 0; i < m; i++) { 

117         for (j = 0; j < n; j++) { 

118             sum = 0.0; 

119             for (q = 0; q < k; q++) 

120                 sum += A2[k*i+q] * B2[n*q+j]; 

121             C2_fl[n*i+j] = sum; 

122         } 

123     } 

124 

125     printf ("\n Top left corner of matrix C1: \n"); 

126     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

127       for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

128         printf ("%12.5G", C1_fl[j+i*n]); 

129       } 

130       printf ("\n"); 

131     } 

132 

133     printf ("\n Top left corner of matrix C2: \n"); 

134     for (i=0; i<min(m,6); i++) { 

135       for (j=0; j<min(n,6); j++) { 

136         printf ("%12.5G", C2_fl[j+i*n]); 

137       } 

138       printf ("\n"); 

139     } 

140 

141     printf ("\n Computations completed. Verifying... \n\n"); 

142 

143     fail = 0; 

144     for (i = 0; i < (m*n); i++) { 

145       if (! compare(C1[i], C1_fl[i]) || ! compare(C2[i], C2_fl[i])) { 

146           fail = 1; 

147           break; 

148       } 
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149     } 

150 

151     if (fail) { 

152         printf (" **** FAIL **** \n"); 

153     } 

154     else { 

155         printf(" time = %lf seconds\n", t_end - t_start); 

156         printf (" **** PASS **** \n"); 

157     } 

158 

159     mkl_free(A1); 

160     mkl_free(B1); 

161     mkl_free(C1); 

162     mkl_free(C1_fl); 

163     mkl_free(A2); 

164     mkl_free(B2); 

165     mkl_free(C2); 

166     mkl_free(C2_fl); 

167 

168     return 0; 

169 } 

14.6. OpenMP* アプリケーションのパフォーマンスを解析するツール 

OpenMP* プログラムのパフォーマンスを解析し、ボトルネックを特定するのに役立つさまざまなツールやメカニズムが

提供されています。 

インテル® VTune™ プロファイラー: インテル® VTune™ プロファイラーを使用して、OpenMP* アプリケーションのパ

フォーマンスを解析できます。アプリケーションの中で最も時間を費やす (ホットな) 関数を特定し、アプリケーションが 

CPU 依存であるか GPU 依存であるか、またコードを GPU にどれだけ効率良くオフロードできるか、シーケンシャルとス

レッド化のパフォーマンスを高めるため最適化すべきコード領域などを特定するのを支援します。インテル® VTune™ プ

ロファイラーの詳細は、インテル® VTune™ プロファイラーのユーザーガイドをご覧ください。 

レベルゼロトレーサー: レベルゼロトレーサー (ze_tracer) は、SYCL* および OpenMP* GPU オフロードに対応したレ

ベルゼロ・バックエンド向けのホストおよびデバイスのトレースツールです。このツールに関する詳細は、このドキュメン

トの「レベルゼロトレーサー」セクションを参照してください。 

ze_tracer を -h と -d オプションで使用すると、トレースの最後にホスト側とデバイス側のサマリーを、「API Timing 

Results」と「Device Timing Results」という項目に出力します。 

トレースには、明示的なデータ転送のみが出力されることに注意してください。USM (統合共有メモリー) に割り当てられ

たデータ転送がトレースに含まれないことがあります。 

注: 

• ze_tracer は 、 イ ン テ ル ® oneMKL カ ー ネ ル が オ フ ロ ー ド さ れ た こ と を 確 認 す る の に 便 利 で す 。

OMP_TARGET_OFFLOAD=MANDATORY 環境変数はインテル® oneMKL に影響しないため、インテル® oneMKL 

カーネルがオフロードされたことを確認するには利用できません。インテル® oneMKL カーネル (およびほかの

https://www.isus.jp/wp-content/uploads/vtune/2022/help/index.htm
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カーネル) がオフロードされたことを確認する方法の 1 つは、ze_tracer が生成するトレースの「Device Timing 

Results」にリストされるカーネルを確認することです。 

SYCL_PI_TRACE=2 環境変数: DPC++ のランタイム・プラグイン・インターフェイス (PI) は、SYCL* ランタイムのデバイ

スに依存しない部分と、デバイス上での実行を制御するデバイス固有のランタイムレイヤー間とのインターフェイス・レイ

ヤーです。SYCL_PI_TRACE=2 に設定すると、すべての PI 呼び出しと引数および戻り値のトレースが取得できます。詳細

は、DPC++ ランタイム・プラグイン・インターフェイスのドキュメント (英語) を参照してください。 

LIBOMPTARGET_DEBUG=1 環境変数: LIBOMPTARGET_DEBUG 環境変数は、libomptarget.so からのデバッグ情報

の取得を制御します。 

デバッグ出力は、このドキュメントの「多くの GPU リソースを使用する」および「データ転送とメモリー割り当てを最小化

する」セクションで示すように、ループ反復の ND-range のパーティション化、ホストとデバイス間のデータ転送、メモリー

使用などに関する有用な情報を提供します。 

LIBOMPTARGET_DEBUG 環境変数の詳細は、LLVM/OpenMP* ランタイム (英語) を参照してください。 

LIBOMPTARGET_PLUGIN_PROFILE 環境変数: LIBOMPTARGET_PROFILE 環境変数は、libomptarget.so が時間

プロファイル出力を生成するのを制御します。詳細は、LLVM/OpenMP* ランタイム (英語) を参照してください。 

デバイスのコンパイラーで生成されたアセンブリーのダンプ: ジャストインタイム (JIT) コンパイルを実行する前に (また

は事前コンパイル (AOT) ではプログラムを実行する前に)、次の 2 つの環境変数を設定することでコンパイラーが生成す

るアセンブリーをダンプできます。 

export IGC_ShaderDumpEnable=1 

export IGC_DumpToCustomDir=my_dump_dir 

LLVM IR、アセンブリー、および GenISA ファイルは、my_dump_dir (または指定する名前) のサブディレクトリーにダン

プされます。このサブディレクトリーに、各カーネルの *.asm ファイルがあります。ファイル名は、カーネルが起動される

ソースの行番号を示します。ファイルのヘッダーには、SIMD 幅やコンパイルオプションなどの情報が含まれています。

ATS♰ では ATS♰ アセンブリーは、PVC♰ では PVC♰ アセンブリーが生成されます。 

また、my_dump_dir には HardwareCaps.txt というファイルがあり、EU 数、スレッド数、スライス数など GPU に関連

する情報が含まれます。 

インテル® グラフィックス・コンパイラーの詳細と、コンパイルを制御するフラグ (環境変数) の一覧は、「OpenCL* 向けイ

ンテル® グラフィックス・コンパイラーの Linux* 版の設定フラグ」 (英語) を参照してください。 

デバッグとプロファイルの詳細は、このドキュメントの「デバッグとプロファイル」セクションを参照してください。 

https://github.com/intel/llvm/blob/sycl/sycl/doc/EnvironmentVariables.md
https://openmp.llvm.org/design/Runtimes.html
https://openmp.llvm.org/design/Runtimes.html
https://github.com/intel/intel-graphics-compiler/blob/master/documentation/configuration_flags.md
https://github.com/intel/intel-graphics-compiler/blob/master/documentation/configuration_flags.md


2023.0 oneAPI GPU 最適化ガイド 

 

206 

14.7. OpenMP* オフロードの最良の事例 

ここでは、GPU にオフロードするアプリケーションのパフォーマンスを向上させる最良の事例を紹介します。事例を以下

のカテゴリーに分類して、以降のセクションで説明します。 

14.7.1. 多くの GPU リソースを使用する 

並列に実行できる work-item 数を多くして、より多くの GPU リソースを利用する (GPU を処理で一杯にする) ことで、オ

フロードされたコードのパフォーマンスを向上できます。 

注: 

• ループ反復の ND-Range への分割は、コンパイラーとランタイムのヒューリスティックによって決定されますが、

GPU ドライバーとハードウェア構成にも依存します。そのため、時間経過とともに変化する可能性があります。しか

し、LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力からパーティショニングを割り出す方法は変わりません。 

collapse 節 

入れ子になったループの並列性を高める方法として、collapse 節を使用して入れ子になった 2 階層以上のループを 1 

つのループに融合する方法があります。1 つのループに融合することで、並列に実行できる反復回数が増加し、GPU でよ

り多くの work-item を処理できます。 

次の例では、4 つの入れ子になったループを GPU にオフロードしています。parallel for ディレクティブは、一番外側

のループ (47 行目) を並列実行することを指示しています。ループの反復回数は BLOCKS であり 8 が設定されています。 

リスト 135: /examples/OpenMP/01_collapse/test_no_collapse.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <time.h> 

10 

11 #include <math.h> 

12 #include <omp.h> 

13 

14 #define P 16 

15 #define BLOCKS 8 

16 #define SIZE (BLOCKS * P * P * P) 

17 

18 #define MAX 100 

19 #define scaled_rand() ((rand() % MAX) / (1.0 * MAX)) 

20 

21 #define IDX2(i, j) (i * P + j) 

22 #define IDX4(b, i, j, k) (b * P * P * P + i * P * P + j * P + k) 
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23 

24 int main(void) { 

25   double w[SIZE];            /* 出力 */ 

26   double u[SIZE], dx[P * P]; /* 入力 */ 

27   int b, i, j, k, l;         /* ループカウンター */ 

28   double start, end;         /* タイマー */ 

29 

30   omp_set_default_device(0); 

31 

32   /* 起動時のオーバーヘッドを計測しないよう、ダミーの target 領域を追加しています */ 

33   #pragma omp target 

34   { ; } 

35 

36   /* 乱数値で入力を初期化します */ 

37   srand(0); 

38   for (int i = 0; i < SIZE; i++) 

39     u[i] = scaled_rand(); 

40 

41   for (int i = 0; i < P * P; i++) 

42     dx[i] = scaled_rand(); 

43 

44   /* デバイスへデータをマップ */ 

45   #pragma omp target enter data map(to: u[0:SIZE], dx[0:P * P]) 

46 

47   start = omp_get_wtime(); 

48 

49   /* collapse 節なしでカーネルをオフロードします */ 

50   #pragma omp target teams distribute parallel for \ 

51     private(b, i, j, k, l) 

52   for (b = 0; b < BLOCKS; b++) { 

53     for (i = 0; i < P; i++) { 

54       for (j = 0; j < P; j++) { 

55         for (k = 0; k < P; k++) { 

56           double ur = 0.; 

57           double us = 0.; 

58           double ut = 0.; 

59 

60           for (l = 0; l < P; l++) { 

61             ur += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

62             us += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 

63             ut += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

64           } 

65 

66           w[IDX4(b, i, j, k)] = ur * us * ut; 

67         } 

68       } 

69     } 

70   } 

71 

72   end = omp_get_wtime(); 

73 

74   #pragma omp target exit data map(from: w[0:SIZE]) 

75 

76   /* 結果を出力します */ 

77   printf("no-collapse-clause: w[0]=%lf time=%lf\n", w[0], end - start); 

78 

79   return 0; 

80 } 
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コンパイルコマンド 

icx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 test_no_collapse.cpp 

実行コマンド 

OMP_TARGET_OFFLOAD=MANDATORY ZE_AFFINITY_MASK=0.0 LIBOMPTARGET_DEBUG=1 ./a.out 

libomptarget.so のデバッグ情報 (環境変数 LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の場合に実行時に出力される) には、ルー

プ反復の ND-range パーティション化と collapse 節を使用した際の並列性の向上が示されています。出力の Lb と Ub 

は、パーティション化された各次元の並列ループの上限と下限を示します。 

collapse 節がないと、LIBOMPTARGET_DEBUG=1 による出力は、45 行目 target 領域に対し次のような情報を示し

ます。 

リスト 136: /examples/OpenMP/01_collapse/test_no_collapse.debug 

Libomptarget --> Launching target execution __omp_offloading_3d_9b5f515d__Z4main_l45 with po

inter 0x000000000143d5d8 (index=1). 

Target LEVEL0 RTL --> Executing a kernel 0x000000000143d5d8... 

Target LEVEL0 RTL --> Assumed kernel SIMD width is 32 

Target LEVEL0 RTL --> Preferred group size is multiple of 64 

Target LEVEL0 RTL --> Level 0: Lb = 0, Ub = 7, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Group sizes = {1, 1, 1} 

Target LEVEL0 RTL --> Group counts = {8, 1, 1} 

collapse 節がない場合、最も外側のループの上限は (BLOCKS) = 8 であるため、並列ループの反復回数は 8 になり

ます。この場合、1 つの work-group が 8 つの work-item を持ちます (work-group の合計は 1 x 1 x 1 = 1 で、各 work-

group のサイズは 8 x 1 x 1 = 8 work-item)。カーネルは SIMD32 でベクトル化されており、32 個の work-item が 1 つ

の sub-group にまとめられています。work-item が 8 つしかないため、すべての SIMD レーンがアクティブではない 

sub-group は 1 つしかないことになります。 

parallel for ディレクティブに collapse 節を追加することで、並列性を高め GPU で実行する work-item の数を増

やすことができます。最初に、次の例に示すように collapse(2) 節を追加してみます。 
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リスト 137: /examples/OpenMP/01_collapse/test_collapse_2levels.cpp 

1  /* collapse 節を指定してカーネルをオフロードします */ 

2  #pragma omp target teams distribute parallel for collapse(2) \ 

3    private(b, i, j, k, l) 

4  for (b = 0; b < BLOCKS; b++) { 

5    for (i = 0; i < P; i++) { 

6      for (j = 0; j < P; j++) { 

7        for (k = 0; k < P; k++) { 

8          double ur = 0.; 

9          double us = 0.; 

10          double ut = 0.; 

11 

12          for (l = 0; l < P; l++) { 

13            ur += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

14            us += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 

15            ut += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

16          } 

17 

18          w[IDX4(b, i, j, k)] = ur * us * ut; 

19        } 

20      } 

21    } 

22  } 

LIBOMPTARGET_DEBUG=1 による出力は、collapse(2) が指定された場合のパーティション化の情報を次のように示

します。 

リスト 138: /examples/OpenMP/01_collapse/test_collapse_2levels.debug 

Libomptarget --> Launching target execution __omp_offloading_3d_9b5f515f__Z4main_l45 with 

pointer 0x00000000017f45d8 (index=1). 

Target LEVEL0 RTL --> Executing a kernel 0x00000000017f45d8... 

Target LEVEL0 RTL --> Assumed kernel SIMD width is 32 

Target LEVEL0 RTL --> Preferred group size is multiple of 64 

Target LEVEL0 RTL --> Level 0: Lb = 0, Ub = 15, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Level 1: Lb = 0, Ub = 7, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Group sizes = {1, 1, 1} 

Target LEVEL0 RTL --> Group counts = {16, 8, 1} 

collapse(2) の場合、並列ループの反復回数は BLOCKS x P = 8 x 16 = 128 となります。この場合、最終的に 

work-group は 128 になり、各 work-group には 1 個の work-item があります (work-group の合計は 1 x 1 x 1 = 1 

で、各 work-group のサイズは 16 x 8 x 1 = 128 work-item です)。カーネルは SIMD32 でベクトル化されており、32 個

の work-item が 1 つの sub-group にまとめられています。つまり、各 work-group は 1 つの sub-group を持つことに

なります。 

一方、collapse(3) 節にすると、LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力は次のようなパーティション化の情報を示します。 
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リスト 139: /examples/OpenMP/01_collapse/test_collapse_3levels.debug 

Libomptarget --> Launching target execution __omp_offloading_3d_9b5f5160__Z4main_l45 with 

pointer 0x0000000001728d08 (index=1). 

Target LEVEL0 RTL --> Executing a kernel 0x0000000001728d08... 

Target LEVEL0 RTL --> Assumed kernel SIMD width is 32 

Target LEVEL0 RTL --> Preferred group size is multiple of 64 

Target LEVEL0 RTL --> Level 0: Lb = 0, Ub = 15, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Level 1: Lb = 0, Ub = 15, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Level 2: Lb = 0, Ub = 7, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Group sizes = {8, 1, 1} 

Target LEVEL0 RTL --> Group counts = {2, 16, 8} 

collapse(3) の場合、並列ループの反復回数は BLOCKS x P x P = 8 x 16 x 16 = 2048 となります。この場

合、最終的に work-group は 256 になり、各 work-group には 8 個の work-item があります (work-group の合計は 2 

x 16 x 8 = 256 で、各 work-group のサイズは 8 x 1 x 1 = 8 work-item です)。カーネルは SIMD32 でベクトル化され

ており、32 個の work-item が 1 つの sub-group にまとめられています。つまり、各 work-group は 1 つの sub-group 

を持つことになります。 

collapse(3) 節の代わりに collapse(4) 節を使用すると、LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力は次のようなパー

ティション化情報を示します。 

リスト 140: /examples/OpenMP/01_collapse/test_collapse_4levels.debug 

Target LEVEL0 RTL --> Executing a kernel 0x0000000001aab5d8... 

Target LEVEL0 RTL --> Assumed kernel SIMD width is 32 

Target LEVEL0 RTL --> Preferred group size is multiple of 64 

Target LEVEL0 RTL --> Level 0: Lb = 0, Ub = 32767, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Group sizes = {64, 1, 1} 

Target LEVEL0 RTL --> Group counts = {512, 1, 1} 

collapse(4) の場合、並列ループの反復回数は BLOCKS x P x P x P = 8 x 16 x 16 x 16= 32768 となり

ます。この場合、コンパイラーとランタイムは 1 次元にパーティション化し、512 の work-group を持ち、各 work-group 

は 64 個の work-item になります (work-group の合計は 512 x 1 x 1 = 512 で、各 work-group のサイズは 64 x 1 x 

1 = 64 work-item です)。カーネルは SIMD32 でベクトル化されており、32 個の work-item が 1 つの sub-group にま

とめられています。つまり、各 work-group は 2 つの sub-group を持つことになります。 

collapse 節を使用すると、入れ子になったループの実行時間が大幅に短縮されます。ここで使用する GPU (1 タイルの

み) で実行した各バージョンのパフォーマンスは次のようになります。 

no collapse version : 0.002430 seconds 

collapse(2) version : 0.000839 seconds 

collapse(3) version : 0.000321 seconds 

collapse(4) version : 0.000325 seconds 

上記の結果から、collapse(3) 節または collapse(4) 節を追加すると、パフォーマンスがおよそ 7.5 倍向上したこと

がわかります (0.000321 秒 vs 0.002430 秒)。 
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注: 

• GPU 上では collapse 節で実際のループを融合できないかもしれませんが、この節はコンパイラーとランタイム

に入れ子になったループの並列性の度合いを伝え、ND-range のパーティション化に利用されることに留意してく

ださい。 

• ベクトルロードとストアの利点を活用するため、入れ子になったループの最も内側のループは、ベクトル化できるよ

うに collapse 節で融合しないことを推奨します。最も内側のループがユニットストライドで、反復回数が SIMD 

幅と同じになるよう十分に大きければ、最良のパフォーマンスを得ることができます。 

14.7.2. データ転送とメモリー割り当てを最小化する 

GPU に計算をオフロードする場合、ホストとデバイス間のデータ転送を最小にして、デバイス上のメモリー割り当てを減

らすことが重要です。これには、次に示すようにいくつかの方法があります。 

target enter data と target exit data ディレクティブを使用する 

変数が複数の target 構造で使用される場合、target enter data と target exit data ディレクティブでコー

ド領域を囲むことで、ホストとデバイス間のデータ転送を最小限にすることができます。 

ホストからデバイスにデータを転送する最初の target 構造の前に target enter data ディレクティブを配置し、デ

バイスからホストにデータを転送する最後の target 構造の後に target exit data ディレクティブを配置します。 

次の例では、2 つの target 構造 (42 行目と 66 行目) があり、それぞれの target 構造は配列 dx と u を読み取り、配

列 w に書き込むことを想定しています。 

リスト 141: /examples/OpenMP/03_target_enter_exit_data/test_no_target_enter_data.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <time.h> 

10 

11 #include <math.h> 

12 #include <omp.h> 

13 

14 #define P 16 

15 #define BLOCKS 8 

16 #define SIZE (BLOCKS * P * P * P) 

17 

18 #define MAX 100 

19 #define scaled_rand() ((rand() % MAX) / (1.0 * MAX)) 

20 

21 #define IDX2(i, j) (i * P + j) 

22 #define IDX4(b, i, j, k) (b * P * P * P + i * P * P + j * P + k) 
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23 

24 int main(void) { 

25   double w[SIZE];            /* 出力 */ 

26   double u[SIZE], dx[P * P]; /* 入力 */ 

27   int b, i, j, k, l;         /* ループカウンター */ 

28   double start, end;         /* タイマー */ 

29 

30   omp_set_default_device(0); 

31 

32   /* 起動時のオーバーヘッドを計測しないよう、ダミーの target 領域を追加しています */ 

33   #pragma omp target 

34   { ; } 

35 

36   /* 乱数値で入力を初期化します */ 

37   srand(0); 

38   for (int i = 0; i < SIZE; i++) 

39     u[i] = scaled_rand(); 

40 

41   for (int i = 0; i < P * P; i++) 

42     dx[i] = scaled_rand(); 

43 

44   start = omp_get_wtime(); 

45 

46   /* カーネル #1 をオフロード */ 

47   #pragma omp target teams distribute parallel for collapse(4) \ 

48     map(to: u[0:SIZE], dx[0:P * P]) map(from: w[0:SIZE]) \ 

49     private(b, i, j, k, l) 

50   for (b = 0; b < BLOCKS; b++) { 

51     for (i = 0; i < P; i++) { 

52       for (j = 0; j < P; j++) { 

53         for (k = 0; k < P; k++) { 

54           double ur = 0.; 

55           double us = 0.; 

56           double ut = 0.; 

57 

58           for (l = 0; l < P; l++) { 

59             ur += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

60             us += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 

61             ut += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

62           } 

63 

64           w[IDX4(b, i, j, k)] = ur * us * ut; 

65         } 

66       } 

67     } 

68   } 

69 

70   /* カーネル #2 をオフロード */ 

71   #pragma omp target teams distribute parallel for collapse(4) \ 

72     map(to: u[0:SIZE], dx[0:P * P]) map(tofrom: w[0:SIZE]) \ 

73     private(b, i, j, k, l) 

74   for (b = 0; b < BLOCKS; b++) { 

75     for (i = 0; i < P; i++) { 

76       for (j = 0; j < P; j++) { 

77         for (k = 0; k < P; k++) { 

78           double ur = b + i + j - k; 

79           double us = b + i + j - k; 

80           double ut = b + i + j - k; 

81 

82           for (l = 0; l < P; l++) { 

83             ur += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

84             us += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 
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85             ut += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

86           } 

87 

88           w[IDX4(b, i, j, k)] += ur * us * ut; 

89         } 

90       } 

91     } 

92   } 

93 

94   end = omp_get_wtime(); 

95 

96   /* 結果を出力 */ 

97   printf("target region: w[0]=%lf time=%lf\n", w[0], end - start); 

98 

99   return 0; 

100 } 

コンパイルコマンド 

icx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 test_no_target_enter_exit_data.cpp 

実行コマンド 

OMP_TARGET_OFFLOAD=MANDATORY ZE_AFFINITY_MASK=0.0 LIBOMPTARGET_DEBUG=1 ./a.out 

最初の target 構造 (42 行目) に到達するとランタイムは次のように処理します。 

• 配列 dx と u は map 節で to マップタイプとして指定されているため、デバイス上に dx と u のストレージが割り

当てられ、ホスト上の dx と u の値が対応するデバイスの配列にコピーされます。 

• 配列 w は map 節で from マップタイプとして指定されているため、デバイス上には初期化されない配列 w が割り

当てられます。 

最初の target 構造の最後で次のことが行われます。 

• 配列 w は map 節で from マップタイプとして指定されているため、デバイス上の配列 w の値はホスト上の配列 w 

にコピーされます。 

2 番目の target 構造 (66 行目) に到達するとランタイムは次のように処理します。 

• 配列 dx、u、および w は map 節で to または tofrom マップタイプとして指定されているため、デバイス上に dx、

u そして w のストレージが割り当てられ、ホスト上の dx、u、w の値が対応するデバイスの配列にコピーされます。 
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2 番目の target 構造の最後で次のことが行われます。 

• 配列 w は map 節で tofrom マップタイプとして指定されているため、デバイス上の配列 w の値はホスト上の配列 

w にコピーされます。 

次の LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力は、両方の target 構造 (42 行目と 66 行目) でデータがパーティション化され

ていることを示しています。 

リスト 142: /examples/OpenMP/03_target_enter_exit_data/test_no_target_enter_exit_data.debug 

Libomptarget --> Launching target execution __omp_offloading_3d_15ece5c8__Z4main_l42 with 

pointer 0x00000000024cb5d8 (index=1). 

Target LEVEL0 RTL --> Executing a kernel 0x00000000024cb5d8... 

Target LEVEL0 RTL --> Assumed kernel SIMD width is 32 

Target LEVEL0 RTL --> Preferred group size is multiple of 64 

Target LEVEL0 RTL --> Level 0: Lb = 0, Ub = 32767, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Group sizes = {64, 1, 1} 

Target LEVEL0 RTL --> Group counts = {512, 1, 1} 

 

リスト 143: /examples/OpenMP/03_target_enter_exit_data/test_target_enter_exit_data.debug 

Target LEVEL0 RTL --> Executing a kernel 0x0000000002b9c5e0... 

Target LEVEL0 RTL --> Assumed kernel SIMD width is 32 

Target LEVEL0 RTL --> Preferred group size is multiple of 64 

Target LEVEL0 RTL --> Level 0: Lb = 0, Ub = 32767, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Group sizes = {64, 1, 1} 

Target LEVEL0 RTL --> Group counts = {512, 1, 1} 

Target LEVEL0 RTL --> Kernel Pointer argument 0 (value: 0xff00ffffffee0000) was set 

successfully for device 0. 

(両方の target 領域で) 転送されたデータ量は、LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力を grep "Libomptarget --> 

Moving" を実行して確認できます。 

$ grep "Libomptarget --> Moving" test_no_target_enter_exit_data.debug 

Libomptarget --> Moving 2048 bytes (hst:0x00007fff60f05030) -> (tgt:0xff00fffffffe0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007fff60ec5030) -> (tgt:0xff00ffffffee0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (tgt:0xff00fffffff20000) -> (hst:0x00007fff60e85030) 

Libomptarget --> Moving 2048 bytes (hst:0x00007fff60f05030) -> (tgt:0xff00fffffffe0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007fff60ec5030) -> (tgt:0xff00ffffffee0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007fff60e85030) -> (tgt:0xff00fffffff20000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (tgt:0xff00fffffff20000) -> (hst:0x00007fff60e85030) 

次の修正例に示すように、target enter data と target exit data ディレクティブを使用することで、ホストから

デバイス、またはデバイスからホストへのデータコピーを減らすことができます。 
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リスト 144: /examples/OpenMP/03_target_enter_exit_data/test_target_enter_exit_data.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <time.h> 

10 

11 #include <math.h> 

12 #include <omp.h> 

13 

14 #define P 16 

15 #define BLOCKS 8 

16 #define SIZE (BLOCKS * P * P * P) 

17 

18 #define MAX 100 

19 #define scaled_rand() ((rand() % MAX) / (1.0 * MAX)) 

20 

21 #define IDX2(i, j) (i * P + j) 

22 #define IDX4(b, i, j, k) (b * P * P * P + i * P * P + j * P + k) 

23 

24 int main(void) { 

25   double w[SIZE];            /* 出力 */ 

26   double u[SIZE], dx[P * P]; /* 入力 */ 

27   int b, i, j, k, l;         /* ループカウンター*/ 

28   double start, end;         /* タイマー*/ 

29 

30   omp_set_default_device(0); 

31 

32   /* 起動時のオーバーヘッドを計測しないよう、ダミーの target 領域を追加しています */ 

33   #pragma omp target 

34   { ; } 

35 

36   /* 乱数値で入力を初期化します */ 

37   srand(0); 

38   for (int i = 0; i < SIZE; i++) 

39     u[i] = scaled_rand(); 

40 

41   for (int i = 0; i < P * P; i++) 

42     dx[i] = scaled_rand(); 

43 

44   start = omp_get_wtime(); 

45 

46   /* データをデバイスにマップします。w はデフォルトの map(tofrom: w[0:SIZE]) 

47      にはせず、map(alloc: w[0:SIZE]) にします */ 

48   #pragma omp target enter data map(to: u[0:SIZE], dx[0:P * P]) \ 

49     map(alloc: w[0:SIZE]) 

50 

51   /* カーネル #1 をオフロード */ 

52   #pragma omp target teams distribute parallel for collapse(4) \ 

53     private(b, i, j, k, l) 

54   for (b = 0; b < BLOCKS; b++) { 

55     for (i = 0; i < P; i++) { 

56       for (j = 0; j < P; j++) { 

57         for (k = 0; k < P; k++) { 

58           double ur = 0.; 

59           double us = 0.; 

60           double ut = 0.; 
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61 

62           for (l = 0; l < P; l++) { 

63             ur += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

64             us += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 

65             ut += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

66           } 

67 

68           w[IDX4(b, i, j, k)] = ur * us * ut; 

69         } 

70       } 

71     } 

72   } 

73 

74   /* カーネル #2 をオフロード */ 

75   #pragma omp target teams distribute parallel for collapse(4) \ 

76     private(b, i, j, k, l) 

77   for (b = 0; b < BLOCKS; b++) { 

78     for (i = 0; i < P; i++) { 

79       for (j = 0; j < P; j++) { 

80         for (k = 0; k < P; k++) { 

81           double ur = b + i + j - k; 

82           double us = b + i + j - k; 

83           double ut = b + i + j - k; 

84 

85           for (l = 0; l < P; l++) { 

86             ur += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

87             us += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 

88             ut += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

89           } 

90 

91           w[IDX4(b, i, j, k)] += ur * us * ut; 

92         } 

93       } 

94     } 

95   } 

96 

97   #pragma omp target exit data map(from: w[0:SIZE]) 

98 

99   end = omp_get_wtime(); 

100 

101   /* 結果を出力 */ 

102   printf("target region: w[0]=%lf time=%lf\n", w[0], end - start); 

103 

104   return 0; 

105 } 

この例では、target enter data ディレクティブ (43 行目) に到達すると次のことが行われます。 

• 配列 dx と u は map 節で to マップタイプとして指定されているため、デバイス上に dx と u のストレージが割り

当てられ、ホスト上の dx と u の値が対応するデバイスの配列にコピーされます。 

• 配列 w は map 節で alloc マップタイプとして指定されているため、デバイス上には初期化されない配列 w が割

り当てられます。 

最初の target 構造 (47 行目) に到達するとランタイムは次のように処理します。 

• ランタイムは、配列 dx、u、および w がデバイスに存在するか確認します。存在するとデータ転送は行われません。 
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最初の target 構造の最後で次のことが行われます。 

• ランタイムは、配列 dx、u、および w のストレージがデバイス上に保持されると想定し、デバイスからホストへのコ

ピーバックは行いません。 

2 番目の target 構造 (70 行目) に到達するとランタイムは次のように処理します。 

• ここでもホストからデバイスへのデータ転送は行われません。 

2 番目の target 構造の最後で次のことが行われます。 

• ランタイムは、配列 dx、u、および w のストレージがデバイス上に保持されると想定し、デバイスからホストへのコ

ピーバックは行いません。 

target exit data ディレクティブ (92 行目) に到達すると次のことが行われます。 

• 配列 w は map 節で from マップタイプとして指定されているため、デバイス上の配列 w の値はホスト上の配列 w 

にコピーされます。 

target enter data と target exit data ディレクティブを使用することで、ATS✝ GPU (1 タイルのみ) の実行時

間が短縮されました。 

No target enter/exit data version : 0.001204 seconds 

target enter/exit data version    : 0.000934 seconds 

LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力は、データのパーティション化が両方の例で同じであることを示しています (target 

enter data と target exit data あり/なしで)。 

リスト 145: /examples/OpenMP/03_target_enter_exit_data/test_no_target_enter_exit_data.debug 

Libomptarget --> Looking up mapping(HstPtrBegin=0x00007ffd899939c0, Size=2048)... 

Libomptarget --> Mapping exists with HstPtrBegin=0x00007ffd899939c0, 

TgtPtrBegin=0xff00ffffffee0000, Size=2048, DynRefCount=2 (update suppressed), HoldRefCount=0 

Libomptarget --> Obtained target argument (Begin: 0xff00ffffffee0000, Offset: 0) from host 

pointer 0x00007ffd899939c0 

Libomptarget --> Looking up mapping(HstPtrBegin=0x00007ffd899539c0, Size=262144)... 

Libomptarget --> Mapping exists with HstPtrBegin=0x00007ffd899539c0, 

TgtPtrBegin=0xff00ffffffef0000, Size=262144, DynRefCount=2 (update suppressed), 

HoldRefCount=0 

Libomptarget --> Obtained target argument (Begin: 0xff00ffffffef0000, Offset: 0) from host 

pointer 0x00007ffd899539c0 

Libomptarget --> Looking up mapping(HstPtrBegin=0x00007ffd899139c0, Size=262144)... 
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リスト 146: /examples/OpenMP/03_target_enter_exit_data/test_target_enter_exit_data.debug 

Libomptarget --> Launching target execution __omp_offloading_3d_fadb4d__Z4main_l47 with 

pointer 0x0000000002b9c5d8 (index=1). 

Target LEVEL0 RTL --> Executing a kernel 0x0000000002b9c5d8... 

Target LEVEL0 RTL --> Assumed kernel SIMD width is 32 

Target LEVEL0 RTL --> Preferred group size is multiple of 64 

Target LEVEL0 RTL --> Level 0: Lb = 0, Ub = 32767, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Group sizes = {64, 1, 1} 

Target LEVEL0 RTL --> Group counts = {512, 1, 1} 

target enter data と target exit data によるパフォーマンスの向上は、データ転送の削減によるものであり、

ここでは次の 3 つのデータ転送が行われています。 

$ grep "Libomptarget --> Moving" test_target_enter_exit_data.debug 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007ffd899539c0) -> (tgt:0xff00ffffffef0000) 

Libomptarget --> Moving 2048 bytes (hst:0x00007ffd899939c0) -> (tgt:0xff00ffffffee0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (tgt:0xff00fffffff30000) -> (hst:0x00007ffd899139c0) 

マップタイプの選択 

パフォーマンスを向上するには、マップされる変数のマップタイプを、その変数の target 構造での利用状況と一致させ

ることが重要です。 

次の例では、配列 u と dx は target 構造では読み取りのみであり、配列 w は target 構造で書き込まれています。し

かし、これらの変数のマップタイプはすべて tofrom に指定されており、非効率です。 

リスト 147: /examples/OpenMP/10_map/test_map_tofrom.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <time.h> 

10 

11 #include <math.h> 

12 #include <omp.h> 

13  

14 #define P 16 

15 #define BLOCKS 8 

16 #define SIZE (BLOCKS * P * P * P) 

17 

18 #define MAX 100 

19 #define scaled_rand() ((rand() % MAX) / (1.0 * MAX)) 

20 

21 #define IDX2(i, j) (i * P + j) 

22 #define IDX4(b, i, j, k) (b * P * P * P + i * P * P + j * P + k) 

23 

24 int main(void) { 

25   double w[SIZE];            /* 出力 */ 
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26   double u[SIZE], dx[P * P]; /* 入力 */ 

27   int b, i, j, k, l;         /* ループカウンター*/ 

28   double start, end;         /* タイマー*/ 

29 

30   omp_set_default_device(0); 

31 

32   /* 起動時のオーバーヘッドを計測しないよう、ダミーの target 領域を追加しています */ 

33   #pragma omp target 

34   { ; } 

35 

36   /* 乱数値で入力を初期化します */ 

37   srand(0); 

38   for (int i = 0; i < SIZE; i++) 

39     u[i] = scaled_rand(); 

40 

41   for (int i = 0; i < P * P; i++) 

42     dx[i] = scaled_rand(); 

43 

44   start = omp_get_wtime(); 

45 

46   #pragma omp target teams distribute parallel for \ 

47     private(b, i, j, k, l) \ 

48     map(tofrom: u[0:SIZE], dx[0:P * P]) \ 

49     map(tofrom: w [0:SIZE]) 

50   for (int n = 0; n < SIZE; n++) { 

51     k = n - (n / P) * P; 

52     j = (n - k) / P; 

53     i = (n - (j * P + k)) / (P * P); 

54     b = n / (P * P * P); 

55 

56     double ur = 0.; 

57     double us = 0.; 

58     double ut = 0.; 

59 

60     for (l = 0; l < P; l++) { 

61       ur += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

62       us += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 

63       ut += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

64     } 

65 

66     w[IDX4(b, i, j, k)] = ur * us * ut; 

67   } 

68 

69   end = omp_get_wtime(); 

70 

71   printf("offload: w[0]=%lf time=%lf\n", w[0], end - start); 

72 

73   return 0; 

74 } 

コンパイルコマンド 

icx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 test_map_tofrom.cpp 
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実行コマンド 

OMP_TARGET_OFFLOAD=MANDATORY ZE_AFFINITY_MASK=0.0 LIBOMPTARGET_DEBUG=1 ./a.out 

パフォーマンスを向上するには、次に示すように u と dx のマップタイプを to に、w のマップタイプを from にする必要

があります。 

リスト 148: /examples/OpenMP/10_map/test_map_to_or_from.cpp 

46   #pragma omp target teams distribute parallel for \ 

47     private(b, i, j, k, l) \ 

48     map(to: u[0:SIZE], dx[0:P * P]) \ 

49     map(from: w [0:SIZE]) 

50   for (int n = 0; n < SIZE; n++) { 

51     k = n - (n / P) * P; 

52     j = (n - k) / P; 

53     i = (n - (j * P + k)) / (P * P); 

54     b = n / (P * P * P); 

55 

56     double ur = 0.; 

57     double us = 0.; 

58     double ut = 0.; 

59 

60     for (l = 0; l < P; l++) { 

61       ur += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

62       us += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 

63       ut += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

64     } 

65 

66     w[IDX4(b, i, j, k)] = ur * us * ut; 

67   } 

より明確なマップタイプ (tofrom ではなく to または from) を使用することで、ATS✝ GPU (1 タイルのみ) での実行時

間を短縮できました。 

tofrom map-types version     : 0.001141 seconds 

to or from map-types version : 0.000908 seconds 

LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力は、u、dx、および w に tofrom マップタイプを指定すると、ホストとデバイス間で不

要なデータ転送があることを示しています。tofrom マップタイプでは、u、dx、そして w の値がホストからデバイスに、ま

たデバイスからホストに合計 6 回コピーされます。 

$ grep "Libomptarget --> Moving" test_map_tofrom.debug 

Libomptarget --> Moving 2048 bytes (hst:0x00007fff1f6ad540) -> (tgt:0xff00fffffffe0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007fff1f66d540) -> (tgt:0xff00ffffffee0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007fff1f62d540) -> (tgt:0xff00fffffff20000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (tgt:0xff00fffffff20000) -> (hst:0x00007fff1f62d540) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (tgt:0xff00ffffffee0000) -> (hst:0x00007fff1f66d540) 

Libomptarget --> Moving 2048 bytes (tgt:0xff00fffffffe0000) -> (hst:0x00007fff1f6ad540) 
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より明確なマップタイプ (to または from) を指定することで、u と dx の値をホストからデバイスにコピーする 2 回の転

送と、w の値をデバイスからホストにコピーする 1 回の転送の合計 3 回のデータ転送に抑えることができます。 

$ grep "Libomptarget --> Moving" test_map_to_or_from.debug 

Libomptarget --> Moving 2048 bytes (hst:0x00007fffc2258fd0) -> (tgt:0xff00fffffffe0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007fffc2218fd0) -> (tgt:0xff00ffffffee0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (tgt:0xff00fffffff20000) -> (hst:0x00007fffc21d8fd0) 

読み取り専用のスカラー変数をマップしない 

コンパイラーは、target 構造の読み取り専用スカラー変数がマップされず、target 構造の firstprivate 節に指定

されるか、もしくはどの節にも指定されていない場合、最も効率の良いコードを生成できます。(スカラー変数が target 

構造のいずれの節にも指定されない場合、デフォルトは firstprivate になることに注意してください)。 

読み取り専用のスカラー変数を map(to:) 節に指定すると、デバイス上で不要なメモリー割り当てやホストからデバイ

スへのデータ転送が発生します。一方、target 構造で読み取り専用のスカラー変数を firstprivate として指定する

と、カーネル起動時に引数として渡され、変数のメモリー割り当てやコピーは必要ありません。 

次の例では、入れ子になったループを GPU にオフロードしています。target 構造の map(to:) 節には、読み取り専用

の 3 つのスカラー変数 s1、s2、s3 が指定されています。 

リスト 149: /examples/OpenMP/05_scalars_fp/test_scalars_map.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <time.h> 

10 

11 #include <math.h> 

12 #include <omp.h> 

13 

14 #define P 16 

15 #define BLOCKS 8 

16 #define SIZE (BLOCKS * P * P * P) 

17 

18 #define MAX 100 

19 #define scaled_rand() ((rand() % MAX) / (1.0 * MAX)) 

20 

21 #define IDX2(i, j) (i * P + j) 

22 #define IDX4(b, i, j, k) (b * P * P * P + i * P * P + j * P + k) 

23 

24 int main(void) { 

25   double w[SIZE];            /* 出力 */ 

26   double u[SIZE], dx[P * P]; /* 入力*/ 

27   double s1, s2, s3;         /* スカラー*/ 

28   int b, i, j, k, l;         /* ループカウンター */ 
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29   double start, end;         /* タイマー */ 

30 

31   omp_set_default_device(0); 

32 

33   /* 起動時のオーバーヘッドを計測しないよう、ダミーの target 領域を追加しています */ 

34   #pragma omp target 

35   { ; } 

36 

37   /* 乱数値で入力を初期化します */ 

38   srand(0); 

39   for (int i = 0; i < SIZE; i++) 

40     u[i] = scaled_rand(); 

41 

42   for (int i = 0; i < P * P; i++) 

43     dx[i] = scaled_rand(); 

44 

45   /* スカラーの初期化 */ 

46   s1 = u[SIZE / 2]; 

47   s2 = scaled_rand(); 

48   s3 = 0.145; 

49 

50   /* デバイスへデータをマップ */ 

51   #pragma omp target enter data map(to: u[0:SIZE], dx[0:P * P]) 

52 

53   start = omp_get_wtime(); 

54 

55   /* collapse 節を指定してカーネルをオフロードします */ 

56   #pragma omp target teams distribute parallel for collapse(4) \ 

57     map(to: s1, s2, s3) private(b, i, j, k, l) 

58   for (b = 0; b < BLOCKS; b++) { 

59     for (i = 0; i < P; i++) { 

60       for (j = 0; j < P; j++) { 

61         for (k = 0; k < P; k++) { 

62           double ur = 0.; 

63           double us = 0.; 

64           double ut = 0.; 

65 

66           for (l = 0; l < P; l++) { 

67             ur += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)] + s1; 

68             us += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)] - s2; 

69             ut += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)] * s3; 

70           } 

71 

72           w[IDX4(b, i, j, k)] = ur * us * ut; 

73         } 

74       } 

75     } 

76   } 

77 

78   end = omp_get_wtime(); 

79 

80   #pragma omp target exit data map(from: w[0:SIZE]) 

81 

82   /* 結果を出力 */ 

83   printf("collapse-clause: w[0]=%lf time=%lf\n", w[0], end - start); 

84 

85   return 0; 

86 } 
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コンパイルコマンド 

icx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 test_scalars_map.cpp 

実行コマンド 

OMP_TARGET_OFFLOAD=MANDATORY ZE_AFFINITY_MASK=0.0 LIBOMPTARGET_DEBUG=1 ./a.out 

次の例に示すように、target 構造の firstprivate 節で s1、s2、および s3 を指定するか、どの節にも指定しない方

が効率的です。 

リスト 150: /examples/OpenMP/05_scalars_fp/test_scalars_fp.cpp 

55   /* collapse 節を指定してカーネルをオフロードします */ 

56   #pragma omp target teams distribute parallel for collapse(4) \ 
57     firstprivate(s1, s2, s3) private(b, i, j, k, l) 

58   for (b = 0; b < BLOCKS; b++) { 

59     for (i = 0; i < P; i++) { 

60       for (j = 0; j < P; j++) { 

61         for (k = 0; k < P; k++) { 

62           double ur = 0.; 

63           double us = 0.; 

64           double ut = 0.; 

65 

66           for (l = 0; l < P; l++) { 

67             ur += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)] + s1; 

68             us += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)] - s2; 

69             ut += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)] * s3; 

70           } 

71 

72           w[IDX4(b, i, j, k)] = ur * us * ut; 

73         } 

74       } 

75     } 

76   } 

map(to:s1, s2, s3) の代わりに firstprivate(s1, s2, s3) を使用すると、ATS✝ GPU (1 タイルのみ) での実

行時間が短縮できました。 

map(to:s1,s2,s3) version       : 0.001324 seconds 

firstprivate(s1,s2,s3) version : 0.000730 seconds 

LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の 出 力 は 、 デ ー タ の パ ー テ ィ シ ョ ン 化 の 両 方 の 例  map(to:s1, s2, s3) と 

firstprivate(to:s1, s2, s3) で同じであることが分かります。 
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リスト 151: /examples/OpenMP/05_scalars_fp/test_scalars_map.debug 

Libomptarget --> Launching target execution __omp_offloading_3d_9b49d7d8__Z4main_l51 with 

pointer 0x0000000002b295d8 (index=1). 

Target LEVEL0 RTL --> Executing a kernel 0x0000000002b295d8... 

Target LEVEL0 RTL --> Assumed kernel SIMD width is 32 

Target LEVEL0 RTL --> Preferred group size is multiple of 64 

Target LEVEL0 RTL --> Level 0: Lb = 0, Ub = 32767, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Group sizes = {64, 1, 1} 

Target LEVEL0 RTL --> Group counts = {512, 1, 1} 

 

リスト 152: /examples/OpenMP/05_scalars_fp/test_scalars_fp.debug 

Libomptarget --> Launching target execution __omp_offloading_3d_9b49d7dd__Z4main_l51 with 

pointer 0x0000000001f475d8 (index=1). 

Target LEVEL0 RTL --> Executing a kernel 0x0000000001f475d8... 

Target LEVEL0 RTL --> Assumed kernel SIMD width is 32 

Target LEVEL0 RTL --> Preferred group size is multiple of 64 

Target LEVEL0 RTL --> Level 0: Lb = 0, Ub = 32767, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Group sizes = {64, 1, 1} 

Target LEVEL0 RTL --> Group counts = {512, 1, 1} 

しかし、map(to:s1, s2, s3) 節を指定すると、デバイスメモリー割り当てとメモリー転送が発生します。 

次の LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力は、map(to:s1, s2, s3) 節を使用した際のデバイス上のメモリー割り当て

に関連する情報を示しています。 

リスト 153: /examples/OpenMP/05_scalars_fp/test_scalars_map.debug 

Target LEVEL0 RTL --> Memory usage for device memory, device 0x000000000278e470 

Target LEVEL0 RTL --> -- Allocator:       Native,         Pool 

Target LEVEL0 RTL --> -- Requested:      1179648,       526360 

Target LEVEL0 RTL --> -- Allocated:      1179648,       526528 

Target LEVEL0 RTL --> -- Freed    :      1179648,       262336 

Target LEVEL0 RTL --> -- InUse    :            0,       264192 

Target LEVEL0 RTL --> -- PeakUse  :      1179648,       526528 

Target LEVEL0 RTL --> -- NumAllocs:            3,            6 

割り当てられたメモリーは 1,179,648 バイトであり、(Pool からの) 割り当て数は 3 つの配列 (dx、u、w) と 3 つのスカ

ラー (s1、s2、s3) の 6 つであることに注意してください。 

一方、firstprivate(s1, s2, s3) 節を指定すると LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力は、デバイスメモリーの割り

当てが減少していることを示しています。以下に示すように、割り当てメモリーサイズは、1,179,648 から 1,114,112 バ

イトに減少し (64 Kバイト)、(Pool からの) 割り当て数は 6 から 3 に減少しています。 
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リスト 154: /examples/OpenMP/05_scalars_fp/test_scalars_fp.debug 

Target LEVEL0 RTL --> Memory usage for device memory, device 0x0000000001bab440 

Target LEVEL0 RTL --> -- Allocator:       Native,         Pool 

Target LEVEL0 RTL --> -- Requested:      1114112,       526336 

Target LEVEL0 RTL --> -- Allocated:      1114112,       526336 

Target LEVEL0 RTL --> -- Freed    :      1114112,       262144 

Target LEVEL0 RTL --> -- InUse    :            0,       264192 

Target LEVEL0 RTL --> -- PeakUse  :      1114112,       526336 

Target LEVEL0 RTL --> -- NumAllocs:            2,            3 

また、map(to:) 節を指定すると、メモリー割り当てが増加するだけでなく、ホストからデバイスへのデータ転送がさらに

多くなります。これは、LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力に、grep "Libomptarget --> Moving" コマンドを実行

すると分かります。 

$ grep "Libomptarget --> Moving" test_scalars_map.debug 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007ffdf5526760) -> (tgt:0xff00ffffffef0000) 

Libomptarget --> Moving 2048 bytes (hst:0x00007ffdf5566760) -> (tgt:0xff00ffffffee0000) 

Libomptarget --> Moving 8 bytes (hst:0x00007ffdf55670a0) -> (tgt:0xff00ffffffed0000) 

Libomptarget --> Moving 8 bytes (hst:0x00007ffdf55670a8) -> (tgt:0xff00ffffffed0040) 

Libomptarget --> Moving 8 bytes (hst:0x00007ffdf55670b0) -> (tgt:0xff00ffffffed0080) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007ffdf54e6760) -> (tgt:0xff00fffffff30000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (tgt:0xff00fffffff30000) -> (hst:0x00007ffdf54e6760) 

また、firstprivate(to:s1, s2, s3) 節を指定すると LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力は次のようになります。 

$ grep "Libomptarget --> Moving" test_scalars_fp.debug 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007ffda809c4a0) -> (tgt:0xff00ffffffef0000) 

Libomptarget --> Moving 2048 bytes (hst:0x00007ffda80dc4a0) -> (tgt:0xff00ffffffee0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007ffda805c4a0) -> (tgt:0xff00fffffff30000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (tgt:0xff00fffffff30000) -> (hst:0x00007ffda805c4a0) 

map(to:s1, s2, s3) の例では、さらの 3 つのデータが転送 (それぞれ 8 バイト) されていることに注意してください。

この転送では、s1、s2、および s3 の値がホストからデバイスにコピーされます。 

ループ境界をマップしないことで適切な ND-Range のパーティション化が可能 

前述したように、target 構造内の読み取り専用 の スカラー変数がマ ップされない、または  target 構造の 

firstprivate 節に指定されるか、どの節にも指定されていない場合、コンパイラーは効率良いコードを生成できます。 

これは、スカラー変数が target 構造の並列ループの境界にある場合特に顕著です。ループ境界 (下限、上限、またはス

テップ) のいずれかがマップされている場合、デバイス上で不要なメモリー割り当てや、ホストからデバイスへのデータコ

ピーが発生します。これはループのパーティション化でも影響を受け、不適切な ND-range のパーティション化が発生し

てパフォーマンスを損ねる可能性があります。 

次の例を考えてみます。ここでは parallel for ループを GPU にオフロードしています。for ループの上限はスカ

ラー変数 upper で、target 構造でマップされています (49 行目)。 
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リスト 155: /examples/OpenMP/07_loop_bounds/test_loop_bounds_map.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <time.h> 

10 

11 #include <math.h> 

12 #include <omp.h> 

13 

14 #define P 16 

15 #define BLOCKS 8 

16 #define SIZE (BLOCKS * P * P * P) 

17 

18 #define MAX 100 

19 #define scaled_rand() ((rand() % MAX) / (1.0 * MAX)) 

20 

21 #define IDX2(i, j) (i * P + j) 

22 #define IDX4(b, i, j, k) (b * P * P * P + i * P * P + j * P + k) 

23 

24 int main(void) { 

25   double w[SIZE];            /* 出力 */ 

26   double u[SIZE], dx[P * P]; /* 入力 */ 

27   int b, i, j, k, l;         /* ループカウンター */ 

28   int upper; 

29   double start, end;         /* タイマー */ 

30 

31   omp_set_default_device(0); 

32 

33   /* 起動時のオーバーヘッドを計測しないよう、ダミーの target 領域を追加しています */ 

34   #pragma omp target 

35   { ; } 

36 

37   /* 乱数値で入力を初期化します */ 

38   srand(0); 

39   for (int i = 0; i < SIZE; i++) 

40     u[i] = scaled_rand(); 

41 

42   for (int i = 0; i < P * P; i++) 

43     dx[i] = scaled_rand(); 

44 

45   upper = (int)dx[0] + SIZE; 

46 

47   /* デバイスへデータをマップ */ 

48   #pragma omp target enter data map(to: u[0:SIZE], dx[0:P * P]) 

49 

50   start = omp_get_wtime(); 

51 

52   /* カーネルをオフロード */ 

53   #pragma omp target teams distribute parallel for private(b, i, j, k, l) \ 

54     map(to: upper) 

55   for (int n = 0; n < upper; n++) { 

56     double ur = 0.; 

57     double us = 0.; 

58     double ut = 0.; 

59 

60     k = n - (n / P) * P; 
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61     j = (n - k) / P; 

62     i = (n - (j * P + k)) / (P * P); 

63     b = n / (P * P * P); 

64 

65     for (l = 0; l < P; l++) { 

66       ur += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

67       us += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 

68       ut += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

69     } 

70 

71     w[IDX4(b, i, j, k)] = ur * us * ut; 

72   } 

73 

74   end = omp_get_wtime(); 

75 

76   /* デバイスからデータをマップします */ 

77   #pragma omp target exit data map(from: w[0:SIZE]) 

78 

79   printf("offload: w[0]=%lf time=%lf\n", w[0], end - start); 

80 

81   return 0; 

82 } 

コンパイルコマンド 

icx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 test_loop_bounds_map.cpp 

実行コマンド 

OMP_TARGET_OFFLOAD=MANDATORY ZE_AFFINITY_MASK=0.0 LIBOMPTARGET_DEBUG=1 ./a.out 

upper はマップされているため、ホスト上の変数 upper の値はデバイス上の値と異なる可能性があります。そのため、実

行時に target 領域をオフロードすると、ホストでオフロードしたループの反復回数を知ることができません。その場合、

ランタイム (libomptarget.so) は、デバイスとカーネルのプロパティーから、GPU 全体を使用するように ND-Range 

のパーティション化を行います。 

コンパイラーが生成するオフロードループのコードには、オフロードループの内側に最内ループ (work-item ごと) が含

まれます。グローバルサイズが実際のループの反復回数よりも小さい場合、各 work-item は元のループの反復回数を処

理します。逆に、グローバルサイズが実際のループの反復回数よりも大きい場合、いくつかの work-item はワークを処理

しません。コンパイラーが生成するループ内の if 条件は、これをチェックし残りのループ本体をスキップします。 

上記の (upper がマップされている) 例の LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力は、次のように ND-range のパーティショ

ン化を示します。 
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リスト 156: /examples/OpenMP/07_loop_bounds/test_loop_bounds_map.debug 

Libomptarget --> Launching target execution __omp_offloading_3d_1ff4bf1c__Z4main_l48 with 

pointer 0x00000000021175d8 (index=1). 

Target LEVEL0 RTL --> Executing a kernel 0x00000000021175d8... 

Target LEVEL0 RTL --> Assumed kernel SIMD width is 32 

Target LEVEL0 RTL --> Preferred group size is multiple of 64 

Target LEVEL0 RTL --> Group sizes = {1024, 1, 1} 

Target LEVEL0 RTL --> Group counts = {512, 1, 1} 

上記のパーティション化による work-item の総数は、512 x 1024 = 524,288 であり、実際のループの反復回数 

(32,767 回) よりも大きくなっています。いくつかの work-item は何のワークも処理しません。 

ホスト側でオフロードされたループの反復回数が分かっていれば、さらに適切な ND-Range のパーティション化が可能

です。これにより、コンパイラーとランタイムは、ループの反復回数に合わせて RD-Range をパーティション化できます。 

適 切 な パ ー テ ィ シ ョ ン 化 を 行 う に は 、 次 の 例 に 示 す よ う に  target 構 造 の  map(to:upper) に 変 え て 

firstprivate(upper) を使用します。この方法では、コンパイラーはホスト上の upper 変数の値がデバイス上の 

upper と同じであることを認識できます。 

リスト 157: /examples/OpenMP/07_loop_bounds/test_loop_bounds_fp.cpp 

53   #pragma omp target teams distribute parallel for private(b, i, j, k, l) \ 

54     firstprivate(upper) 

55   for (int n = 0; n < upper; n++) { 

56     double ur = 0.; 

57     double us = 0.; 

58     double ut = 0.; 

59 

60     k = n - (n / P) * P; 

61     j = (n - k) / P; 

62     i = (n - (j * P + k)) / (P * P); 

63     b = n / (P * P * P); 

64 

65     for (l = 0; l < P; l++) { 

66       ur += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

67       us += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 

68       ut += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

69     } 

70 

71     w[IDX4(b, i, j, k)] = ur * us * ut; 

72   } 

修正した例 (upper が firstprivate) の LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力は、次のように ND-range のパーティ

ション化を示します。 
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リスト 158: /examples/OpenMP/07_loop_bounds/test_loop_bounds_fp.debug 

Libomptarget --> Launching target execution __omp_offloading_3d_1fed0edf__Z4main_l48 with 

pointer 0x00000000029b3d08 (index=1). 

Target LEVEL0 RTL --> Executing a kernel 0x00000000029b3d08... 

Target LEVEL0 RTL --> Assumed kernel SIMD width is 32 

Target LEVEL0 RTL --> Preferred group size is multiple of 64 

Target LEVEL0 RTL --> Level 0: Lb = 0, Ub = 32767, Stride = 1 

Target LEVEL0 RTL --> Group sizes = {64, 1, 1} 

Target LEVEL0 RTL --> Group counts = {512, 1, 1} 

上記のパーティション化による work-item の総数は、1024 x 32 = 32,767 であり、実際のループの反復回数に正確に

一致します。 

map(to:upper) の代わりに firstprivate(upper) を使用すると、ATS✝ GPU (1 タイルのみ) の実行時間は次のよ

うに短縮されました。 

map(to:upper) version       : 0.000415 seconds 

firstprivate(upper) version : 0.000307 seconds 

デバイス上にメモリーを割り当て 

上記に示すように map 節は、元のホスト変数をデバイス上の対応する変数にどのようにマップするかを決定します。ただ

し、map(to:) 節は、すべてのケースにおいてデバイス上の変数にメモリーを割り当てる最良の方法であるわけではあり

ません。 

次の例では、変数 ur、us、および ut はデバイス上の計算で一時配列として使用されています。配列は、map(to:) 節を

使用してデバイスにマップされています (46 行 - 48 行)。 

リスト 159: /examples/OpenMP/11_device_alloc/test_map_to.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <time.h> 

10 

11 #include <math.h> 

12 #include <omp.h> 

13 

14 #define P 16 

15 #define BLOCKS 8 

16 #define SIZE (BLOCKS * P * P * P) 

17 

18 #define MAX 100 

19 #define scaled_rand() ((rand() % MAX) / (1.0 * MAX)) 

20 

21 #define IDX2(i, j) (i * P + j) 
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22 #define IDX4(b, i, j, k) (b * P * P * P + i * P * P + j * P + k) 

23 

24 int main(void) { 

25   double w[SIZE];                      /* 出力 */ 

26   double u[SIZE], dx[P * P];           /* 入力 */ 

27   double ur[SIZE], us[SIZE], ut[SIZE]; /* ワーク配列 */ 

28   int b, i, j, k, l;                   /* ループカウンター */ 

29   double start, end;                   /* タイマー */ 

30 

31   omp_set_default_device(0); 

32 

33   /* 起動時のオーバーヘッドを計測しないよう、ダミーの target 領域を追加しています */ 

34   #pragma omp target 

35   { ; } 

36 

37   /* 乱数値で入力を初期化します */ 

38   srand(0); 

39   for (int i = 0; i < SIZE; i++) 

40     u[i] = scaled_rand(); 

41 

42   for (int i = 0; i < P * P; i++) 

43     dx[i] = scaled_rand(); 

44 

45   start = omp_get_wtime(); 

46 

47   /* カーネルをオフロードします */ 

48   #pragma omp target teams distribute parallel for simd simdlen(16) collapse(4) \ 

49     map(to:u[0:SIZE],dx[0:P*P]) \ 

50     map(from:w[0:SIZE])         \ 

51     map(to:ur[0:SIZE])          \ 

52     map(to:us[0:SIZE])          \ 

53     map(to:ut[0:SIZE])          \ 

54     private(b,i,j,k,l) 

55   for (b = 0; b < BLOCKS; b++) { 

561     for (i = 0; i < P; i++) { 

57       for (j = 0; j < P; j++) { 

58         for (k = 0; k < P; k++) { 

59           w[IDX4(b, i, j, k)] = 0.; 

60           ur[IDX4(b, i, j, k)] = 0.; 

61           us[IDX4(b, i, j, k)] = 0.; 

62           ut[IDX4(b, i, j, k)] = 0.; 

63 

64           for (l = 0; l < P; l++) { 

65             ur[IDX4(b, i, j, k)] += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

66             us[IDX4(b, i, j, k)] += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 

67             ut[IDX4(b, i, j, k)] += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

68           } 

69 

70           w[IDX4(b, i, j, k)] = ur[IDX4(b, i, j, k)] * us[IDX4(b, i, j, k)] * 

71                                 ut[IDX4(b, i, j, k)]; 

72         } 

73       } 

74     } 

75   } 

76 

77   end = omp_get_wtime(); 

78 

79   /* 結果を出力 */ 

80   printf("collapse-clause: w[0]=%lf time=%lf\n", w[0], end - start); 

81 

82   return 0; 
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83 } 

コンパイルコマンド 

icx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 test_map_to.cpp 

実行コマンド 

OMP_TARGET_OFFLOAD=MANDATORY ZE_AFFINITY_MASK=0.0 LIBOMPTARGET_DEBUG=1 ./a.out 

ホストとデバイス間で転送されたデータ量は、LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力に対し grep "Libomptarget --> 

Moving" を実行して確認できます。出力は、配列 ur、us、および ut の map(to: ) 節で、ホストからデバイスへ各配列

の 262,144 バイトの転送が発生していることを示しています。 

$ grep "Libomptarget --> Moving" test_map_to.debug 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007fffca630880) -> (tgt:0xff00fffffff30000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007fffca670880) -> (tgt:0xff00fffffff70000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007fffca6b0880) -> (tgt:0xff00fffffffb0000) 

Libomptarget --> Moving 2048 bytes (hst:0x00007fffca770880) -> (tgt:0xff00ffffffee0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007fffca730880) -> (tgt:0xff00ffffffde0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (tgt:0xff00ffffffef0000) -> (hst:0x00007fffca6f0880) 

配列 ur、us、および ut は、デバイス上で一時的な作業用の配列として使用されるため、これらのデータを転送する意味

はありません。そのため、配列の宣言を declare target と end declare target ディレクティブの間に置くと良い

でしょう。これは、配列がデバイスのデータ環境にマップされることを意図しますが、ホストとデバイス間で配列の一貫性

を維持するため target update ディレクティブが指定されない限り、配列のデータ転送は発生しません。次に、この方

法の修正例を示します。 

リスト 160: /examples/OpenMP/11_device_alloc/test_declare_target.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <time.h> 

10 

11 #include <math.h> 

12 #include <omp.h> 

13 

14 #define P 16 

15 #define BLOCKS 8 

16 #define SIZE (BLOCKS * P * P * P) 

17 

18 #define MAX 100 

19 #define scaled_rand() ((rand() % MAX) / (1.0 * MAX)) 
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20 

21 #define IDX2(i, j) (i * P + j) 

22 #define IDX4(b, i, j, k) (b * P * P * P + i * P * P + j * P + k) 

23 

24 #pragma omp declare target 

25 double ur[SIZE], us[SIZE], ut[SIZE]; /* ワーク配列 */ 

26 #pragma omp end declare target 

27 

28 int main(void) { 

29   double w[SIZE];            /* 出力 */ 

30   double u[SIZE], dx[P * P]; /* 入力 */ 

31   int b, i, j, k, l;         /* ループカウンター */ 

32   double start, end;         /* タイマー */ 

33 

34  omp_set_default_device(0); 

35 

36   /* 起動時のオーバーヘッドを計測しないよう、ダミーの target 領域を追加しています */ 

37   #pragma omp target 

38   { ; } 

39 

40   /* 乱数値で入力を初期化します */ 

41   srand(0); 

42   for (int i = 0; i < SIZE; i++) 

43     u[i] = scaled_rand(); 

44 

45   for (int i = 0; i < P * P; i++) 

46     dx[i] = scaled_rand(); 

47 

48   start = omp_get_wtime(); 

49 

50   /* カーネルをオフロード */ 

51   #pragma omp target teams distribute parallel for simd simdlen(16) collapse(4) \ 

52     map(to:u[0:SIZE],dx[0:P*P]) \ 

53     map(from:w[0:SIZE])         \ 

54     private(b,i,j,k,l) 

55   for (b = 0; b < BLOCKS; b++) { 

56     for (i = 0; i < P; i++) { 

57       for (j = 0; j < P; j++) { 

58         for (k = 0; k < P; k++) { 

59           w[IDX4(b, i, j, k)] = 0.; 

60           ur[IDX4(b, i, j, k)] = 0.; 

61           us[IDX4(b, i, j, k)] = 0.; 

62           ut[IDX4(b, i, j, k)] = 0.; 

63 

64           for (l = 0; l < P; l++) { 

65             ur[IDX4(b, i, j, k)] += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

66             us[IDX4(b, i, j, k)] += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 

67             ut[IDX4(b, i, j, k)] += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

68           } 

69 

70           w[IDX4(b, i, j, k)] = ur[IDX4(b, i, j, k)] * us[IDX4(b, i, j, k)] * 

71                                 ut[IDX4(b, i, j, k)]; 

72         } 

73       } 

74     } 

75   } 

76 

77   end = omp_get_wtime(); 

78 

79   /* 結果を出力 */ 

80   printf("collapse-clause: w[0]=%lf time=%lf\n", w[0], end - start); 

81 
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82   return 0; 

83 } 

上記の修正例では、デバイス上の配列 ur、us、および ut のメモリー割り当ては行われますが、データ転送は行われませ

ん。これは、LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力に対し、grep "Libomptarget --> Moving" コマンドを実行すると

分かります。これにより、各配列に対しホストからデバイスへの転送 (262,144 バイト) が見られなくなりました。 

$ grep "Libomptarget --> Moving" test_declare_target.debug 

Libomptarget --> Moving 2048 bytes (hst:0x00007ffc546bfec0) -> (tgt:0xff00ffffffee0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007ffc5467fec0) -> (tgt:0xff00fffffff30000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (tgt:0xff00ffffffef0000) -> (hst:0x00007ffc5463fec0) 

ホストとデバイス間でデータ転送を行わずにメモリーを確保する別の例として、次のように  map(to:) 節の代わりに 

map(alloc:) 節を使用します (46 行から 48 行目)。 

リスト 161: /examples/OpenMP/11_device_alloc/test_map_alloc.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <time.h> 

10 

11 #include <math.h> 

12 #include <omp.h> 

13 

14 #define P 16 

15 #define BLOCKS 8 

16 #define SIZE (BLOCKS * P * P * P) 

17 

18 #define MAX 100 

19 #define scaled_rand() ((rand() % MAX) / (1.0 * MAX)) 

20 

21 #define IDX2(i, j) (i * P + j) 

22 #define IDX4(b, i, j, k) (b * P * P * P + i * P * P + j * P + k) 

23 

24 int main(void) { 

25   double w[SIZE];                      /* 出力 */ 

26   double u[SIZE], dx[P * P];           /* 入力 */ 

27   double ur[SIZE], us[SIZE], ut[SIZE]; /* ワーク配列 */ 

28   int b, i, j, k, l;                   /* ループカウンター */ 

29   double start, end;                   /* タイマー */ 

30 

31   omp_set_default_device(0); 

32 

33   /* 起動時のオーバーヘッドを計測しないよう、ダミーの target 領域を追加しています */ 

34   #pragma omp target 

35   { ; } 

36 

37   /* 乱数値で入力を初期化します */ 

38   srand(0); 
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39   for (int i = 0; i < SIZE; i++) 

40     u[i] = scaled_rand(); 

41 

42   for (int i = 0; i < P * P; i++) 

43     dx[i] = scaled_rand(); 

44 

45   start = omp_get_wtime(); 

46 

47   /* カーネルをオフロード */ 

48   #pragma omp target teams distribute parallel for simd simdlen(16) collapse(4) \ 

49     map(to:u[0:SIZE],dx[0:P*P]) \ 

50     map(from:w[0:SIZE])         \ 

51     map(alloc:ur[0:SIZE])       \ 

52     map(alloc:us[0:SIZE])       \ 

53     map(alloc:ut[0:SIZE])       \ 

54     private(b,i,j,k,l) 

55   for (b = 0; b < BLOCKS; b++) { 

56     for (i = 0; i < P; i++) { 

57       for (j = 0; j < P; j++) { 

58         for (k = 0; k < P; k++) { 

59           w[IDX4(b, i, j, k)] = 0.; 

60           ur[IDX4(b, i, j, k)] = 0.; 

61           us[IDX4(b, i, j, k)] = 0.; 

62           ut[IDX4(b, i, j, k)] = 0.; 

63 

64           for (l = 0; l < P; l++) { 

65             ur[IDX4(b, i, j, k)] += dx[IDX2(i, l)] * u[IDX4(b, l, j, k)]; 

66             us[IDX4(b, i, j, k)] += dx[IDX2(k, l)] * u[IDX4(b, i, l, k)]; 

67             ut[IDX4(b, i, j, k)] += dx[IDX2(j, l)] * u[IDX4(b, i, j, l)]; 

68           } 

69 

70           w[IDX4(b, i, j, k)] = ur[IDX4(b, i, j, k)] * us[IDX4(b, i, j, k)] * 

71                                 ut[IDX4(b, i, j, k)]; 

72         } 

73       } 

74     } 

75   } 

76 

77   end = omp_get_wtime(); 

78 

79   /* 結果を出力 */ 

80   printf("collapse-clause: w[0]=%lf time=%lf\n", w[0], end - start); 

81 

82   return 0; 

83 } 

上記の例では、配列 ur、us、および ut は map(alloc:) 節により、デバイス上に ur、us、および ut が割り当てられま

すが、データ転送は行われません。declare target と end declare target を使用した場合と同じです。 

$ grep "Libomptarget --> Moving" test_map_alloc.debug 

Libomptarget --> Moving 2048 bytes (hst:0x00007ffd46f256c0) -> (tgt:0xff00ffffffee0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (hst:0x00007ffd46ee56c0) -> (tgt:0xff00ffffffde0000) 

Libomptarget --> Moving 262144 bytes (tgt:0xff00ffffffef0000) -> (hst:0x00007ffd46ea56c0) 
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ここで使用する GPU (1 タイルのみ) で実行した各バージョンのパフォーマンスは次のようになります。 

map(to: ) version                           : 0.001430 seconds 

declare target / end declare target version : 0.000874 seconds 

map(alloc: ) version                        : 0.000991 seconds 

14.7.3. OpenMP* 構造を有効活用する 

nowait を使用して同期を軽減 

適切な場合は、target 構造で nowait 節を使用して同期を排除します。 

デフォルトでは、target 領域の終わりに暗黙のバリアがあり、target 構造に到達したホストスレッドは、target 領域

が完了するまで待機します。 

target 構造に nowait 節を追加すると暗黙のバリアがなくなり、target 構造に到達したホストスレッドは、target 

領域が完了を待たずに処理を続行します。これにより、ホストスレッドは target 領域の完了を待機しないため、target 

領域はデバイス上で非同期に実行されるようになります。 

次の例では、2 つの行列 v1 と v2 の積を parallel 領域で計算するケースを考えてみます (43 行目)。計算の半分は、ホ

スト上で parallel 領域を実行するスレッドのチームで行われます。残りの半分の計算は、デバイス上で実行されます。

チームのプライマリー・スレッドは、デバイス上で計算を行うため target 領域を起動します。 

デフォルトでは、チームのプライマリー・スレッドは、target 領域の完了を待機してから、ホストでの計算 (for ループの

ワークシェア) を続行します。 

リスト 162: /examples/OpenMP/04_target_nowait/test_target_no_nowait.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 /* 

8  * This test is taken from OpenMP API 5.0.1 Examples (June 2020) 

9  * https://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-examples-5-0-1.pdf 

10  * (4.13.2 nowait Clause on target Construct) 

11  */ 

12 

13 

14 #include <stdio.h> 

15 #include <stdlib.h> 

16 #include <time.h> 

17 #include <omp.h> 

18 

19 #define N 100000000 // N は偶数 

20 

21 void init(int n, float *v1, float *v2) { 
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22   int i; 

23 

24   for(i=0; i<n; i++){ 

25     v1[i] = i * 0.25; 

26     v2[i] = i - 1.25; 

27   } 

28 } 

29 

30 int main() { 

31   int i, n=N; 

32   float v1[N],v2[N],vxv[N]; 

33   double start,end; // タイマー 

34 

35   init(n, v1, v2); 

36 

37   /* 開始時間を測定しないよう、ダミーの parallel と target 領域を 

38      追加します */ 

39   #pragma omp parallel 

40   { 

41      #pragma omp master 

42      #pragma omp target 

43        {;} 

44   } 

45 

46   start=omp_get_wtime(); 

47 

48   #pragma omp parallel 

49   { 

50      #pragma omp master 

51      #pragma omp target teams distribute parallel for        \ 

52        map(to: v1[0:n/2])                                    \ 

53        map(to: v2[0:n/2])                                    \ 

54        map(from: vxv[0:n/2]) 

55      for(i=0; i<n/2; i++){ 

56        vxv[i] = v1[i]*v2[i]; 

57      } 

58      /* プライマリー・スレッドは、このポイントの先に進む前に 

59         target 領域の完了を待機します */ 

60 

61      #pragma omp for 

62      for(i=n/2; i<n; i++) { 

63        vxv[i] = v1[i]*v2[i]; 

64      } 

65      /* ワークシェア for の終わりには暗黙の同期があります */ 

66   } 

67 

68   end=omp_get_wtime(); 

69 

70   printf("vxv[0]=%f, vxv[n-1]=%f, time=%lf\n", vxv[0], vxv[n-1], end-start); 

71   return 0; 

72 } 

コンパイルコマンド 

icx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 test_target_no_nowait.cpp 
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実行コマンド 

OMP_TARGET_OFFLOAD=MANDATORY ZE_AFFINITY_MASK=0.0 LIBOMPTARGET_DEBUG=1 ./a.out 

nowait 節を target 構造に追加すると、プライマリー・スレッドは target 領域の完了を待つことなく、for ループの

ワークシェリングを開始できるため、パフォーマンスが向上する可能性があります。for ループのワークシェリングの最後

に暗黙のバリアがあるため、target 領域との同期が保証されます。 

リスト 163: /examples/OpenMP/04_target_nowait/test_target_nowait.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 /* 

8  * This test is taken from OpenMP API 5.0.1 Examples (June 2020) 

9  * https://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-examples-5-0-1.pdf 

10  * (4.13.2 nowait Clause on target Construct) 

11  */ 

12 

13 

14 #include <stdio.h> 

15 #include <stdlib.h> 

16 #include <time.h> 

17 #include <omp.h> 

18 

19 #define N 100000000 // N は偶数 

20 

21 void init(int n, float *v1, float *v2) { 

22   int i; 

23 

24   for(i=0; i<n; i++){ 

25     v1[i] = i * 0.25; 

26     v2[i] = i - 1.25; 

27   } 

28 } 

29 

30 int main() { 

31   int i, n=N; 

32   float v1[N],v2[N],vxv[N]; 

33   double start,end; // タイマー 

34 

35   init(n, v1,v2); 

36 

37   /* 起動のオーバーヘッドを計測しないように、ダミーの parallel および target (nowait) 領域を挿入 

38      */ 

39   #pragma omp parallel 

40   { 

41      #pragma omp master 

42      #pragma omp target nowait 

43        {;} 

44   } 

45 

46   start=omp_get_wtime(); 

47 

48   #pragma omp parallel 
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49   { 

50      #pragma omp master 

51      #pragma omp target teams distribute parallel for nowait \ 

52        map(to: v1[0:n/2])                                    \ 

53        map(to: v2[0:n/2])                                    \ 

54        map(from: vxv[0:n/2]) 

55      for(i=0; i<n/2; i++){ 

56        vxv[i] = v1[i]*v2[i]; 

57      } 

58 

59      #pragma omp for 

60      for(i=n/2; i<n; i++) { 

61        vxv[i] = v1[i]*v2[i]; 

62      } 

63      /* ワークシェア for の終わりには暗黙の同期があります。target 領域は、 

64         この時点までに完了することが保証されます。*/ 

65   } 

66 

67   end=omp_get_wtime(); 

68 

69   printf("vxv[1]=%f, vxv[n-1]=%f, time=%lf\n", vxv[1], vxv[n-1], end-start); 

70   return 0; 

71 } 

ここで使用する ATS✝ GPU (1 タイルのみ) で実行した 2 つのバージョンのパフォーマンスは次のようになります。 

no nowait version        : 0.008220 seconds 

nowait on target version : 0.002110 seconds 

Fortran 

上記と同じ nowait の例を Fortran で記述すると次のようになります。 

リスト 164: /examples/OpenMP/04_target_nowait/test_target_nowait_f.f90 

1       !=================================================================== 

2       ! Copyright © 2022 Intel Corporation 

3       ! 

4       ! SPDX-License-Identifier: MIT 

5       ! ================================================================== 

6       ! 

7       ! This test is taken from OpenMP API 5.0.1 Examples (June 2020) 

8       ! https://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-examples-5-0-1.pdf 

9       !(4.13.2 nowait Clause on target Construct) 

10       ! 

11 

12       subroutine init(n, v1, v2) 

13       integer :: i, n 

14       real :: v1(n), v2(n), vxv(n) 

15 

16       do i = 1, n 

17          v1(i) = i * 0.25 

18          v2(i) = i - 1.25 

19       end do 

20       end subroutine init 

21 

22       program test_target_nowait 
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23       use omp_lib 

24       use iso_fortran_env 

25       implicit none 

26 

27       integer, parameter :: NUM=100000000 ! NUM must be even 

28       real :: v1(NUM), v2(NUM), vxv(NUM) 

29       integer :: n, i 

30       real(kind=REAL64) :: start, end 

31 

32       n = NUM 

33       call init(n, v1, v2) 

34 

35       ! Dummy parallel and target (nowait) regions, so as not to measure 

36       ! startup time. 

37       !$omp parallel 

38         !$omp master 

39           !$omp target nowait 

40           !$omp end target 

41         !$omp end master 

42       !$omp end parallel 

43 

44       start=omp_get_wtime() 

45 

46       !$omp parallel 

47 

48         !$omp master 

49           !$omp target teams distribute parallel do nowait & 

50           !$omp& map(to: v1(1:n/2)) & 

51           !$omp& map(to: v2(1:n/2)) & 

52           !$omp& map(from: vxv(1:n/2)) 

53           do i = 1, n/2 

54              vxv(i) = v1(i)*v2(i) 

55           end do 

56         !$omp end master 

57 

58         !$omp do 

59         do i = n/2+1, n 

60            vxv(i) = v1(i)*v2(i) 

61         end do 

62 

63       !$omp end parallel 

64 

65       end=omp_get_wtime() 

66 

67       write(*,110) "vxv(1)=", vxv(1), "vxv(n-1)=", vxv(n-1), "time=", end-start 

68 110   format(A, F10.6, A, F17.6, A, F10.6) 

69 

70       end program test_target_nowait 

14.7.4. メモリー割り当て 

アプリケーションでは、メモリー割り当てはポインターとして表現されます。ホスト上のポインターは、デバイス上のポイン

ターと同じサイズです。ここでは、いくつかのメモリー割り当ての方法と、サポートされる割り当てのタイプについて説明し

ます。 

ホスト割り当てはホストが所有し、システムメモリーから割り当てることを意図しています。ホスト割り当ては、ホストとサ

ポートされるすべてのデバイスでアクセスできます。そのため、ホスト割り当てのポインターは、ホストとサポートされるデ

バイスで同じポインターを使用できます。ホスト割り当てでは、システムメモリーとデバイスのローカルメモリー間での移
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行は想定されていません。デバイス上でホスト割り当てのポインターがアクセスされると、データは通常、デバイスとホス

トを接続する PCIe* などのバスを介して転送されます。 

デバイス割り当てはデバイスが所有し、デバイス・ローカル・メモリー外に割り当てることを意図しています。割り当てられ

たストレージは、該当するデバイスからリード/ライトできますが、ホストやほかのサポートされるデバイスからは直接アク

セスできません。 

共有割り当ては、ホストとサポートされるすべてのデバイスでアクセスできます。そのため、ホスト割り当てのように、ホス

トとサポートされるすべてのデバイスは、共有割り当てメモリーを指す同じポインターを使用できます。ただし、共有割り

当ては、特定のデバイスが所有するものではなく、ホストと複数のデバイス間での移行を意図するものです。移行後のデバ

イスでのアクセスは、レイテンシーが大きいバスを介したシステムメモリーのアクセスではなく、高速なデバイス・ローカ

ル・メモリーになります。 

共有システム割り当ては、共有割り当てのサブクラスであり、メモリーはシステム・アロケーター (malloc や new など) 

ではなく、割り当て API (OpenMP* のメモリー割り当て API) を使用します。共有システム割り当ては関連するデバイスを

持たず、本質的にクロスデバイスです。ほかの共有割り当てと同様に、共有システム割り当ては、ホストとサポートされる

デバイス間の移行を意図しているため、共有システム割り当てへの同じポインターがホストとすべてのデバイス間で使用

される可能性があります。 

注： 

• 現在、ATS✝ と PVC✝ システムでは共有システム割り当てはサポートされていません。ただし、ATS✝ と PVC✝ では、

メモリーが割り当て API によって割り当てられる共有割り当てがサポートされます。 

次の表は、各タイプのメモリー割り当て特性をまとめたものです。 

割り当てタイプ 初期の場所 ホストでアクセス可能か? デバイスでアクセス可能か? 

ホスト ホスト はい はい 

デバイス デバイス いいえ はい 

共有 ホスト、デバイス、または未指定 はい はい 

共有システム ホスト はい はい 

ホスト割り当ては広範囲なアクセス (ホストおよびサポートされるすべてのデバイスからの直接アクセス) を提供しますが、

一般的にデータは PCIe* などのバスを介して転送されるためアクセスのコストは高くなります。 

共有割り当ても幅広いアクセスを提供しますが、アクセスしたデバイスにデータが移行されるため、アクセスごとのコスト

はホスト割り当てよりも低くなる可能性があります。 

デバイス割り当てにはアクセス制限 (ホストやほかのサポートされるデバイスから直接アクセスできない) がありますが、

デバイスのローカルメモリーにアクセスできるため、高いパフォーマンスを発揮します。 
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メモリー割り当ての OpenMP* ランタイムルーチン 

インテル® コンパイラーは、メモリー割り当てを行う多くの OpenMP* ランタイムルーチンをサポートしています。それら

のルーチンを次の表に示します。 

OpenMP* メモリー割り当てルーチン インテル拡張 割り当てタイプ 

omp_target_alloc いいえ デバイス 

omp_target_alloc_device はい デバイス 

omp_target_alloc_host はい ホスト 

omp_target_alloc_shared はい 共有 

omp_target_alloc_device、omp_target_alloc_host、および omp_target_alloc_shared の 3 つのルー

チンは、OpenMP* 仕様のインテル拡張であることに注意してください。 

次の例では、上記の OpenMP* メモリー割り当てルーチンを使用しています。map 節を使用した場合と比較します。 

メモリー割り当ての詳細は、以下を参照してください。 

• James Reinders 共著『Data Parallel C++』 (英語) 

• SYCL* 2020 仕様 リビジョン 4 日本語版 

• oneAPI ゼロレベル仕様 (英語) 

• このガイドの SYCL* セクション 

map 節を使用する 

最初の例では、map 節を使用してデバイス上にメモリーを割り当てて、ホストとデバイス間でデータをコピーしています。 

次の例では、配列 A、B、C は、C/C++ の標準ライブラリー・ルーチン malloc によってシステムメモリーに割り当てられて

います。 

53 行目の target 構造はデバイス上で配列 C の値を計算するカーネルです。この target 構造では、計算前にホスト

か ら デ バ イ ス へ 、 そ し て 計 算 後 に デ バ イ ス か ら ホ ス ト へ  C の 値 を 転 送 す る 必 要 が あ る た め 、map(tofrom: 

C[0:length) 節が指定されています。配列 A と B の値は、ホストからデバイスに転送する必要があり、デバイスではこ

れらの値を読み取るだけなので map(to: A[0:length], B[0:length]) が指定されています。そして、map 節は、

配列のストレージをデバイス上に割り当て、データをホストからデバイスへ、そしてデバイスからホストへコピーすることを

指示しています。 

  

https://www.apress.com/gp/book/9781484255735
https://www.isus.jp/others/sycl-spec-rev4-released/
https://www.isus.jp/others/sycl-spec-rev4-released/
https://spec.oneapi.io/level-zero/latest/index.html
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リスト 165: /examples/OpenMP/21_omp_target_alloc/test_target_map.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <stdint.h> 

10 #include <math.h> 

11 #include <omp.h> 

12 

13 #define iterations 1000 

14 #define length     64*1024*1024 

15 

16 int main(void) 

17 { 

18   size_t bytes = length*sizeof(double); 

19   double * __restrict A; 

20   double * __restrict B; 

21   double * __restrict C; 

22   double scalar = 3.0; 

23   double nstream_time = 0.0; 

24 

25   // malloc() を使用してホスト上に配列を割り当てます 

26 

27   A = (double *) malloc(bytes); 

28   if (A == NULL){ 

29      printf(" ERROR: Cannot allocate space for A using plain malloc().\n"); 

30      exit(1); 

31   } 

32 

33   B = (double *) malloc(bytes); 

34   if (B == NULL){ 

35      printf(" ERROR: Cannot allocate space for B using plain malloc().\n"); 

36      exit(1); 

37   } 

38 

39   C = (double *) malloc(bytes); 

40   if (C == NULL){ 

41      printf(" ERROR: Cannot allocate space for C using plain malloc().\n"); 

42      exit(1); 

43   } 

44 

45   // 配列を初期化 

46 

47   #pragma omp parallel for 

48   for (size_t i=0; i<length; i++) { 

49       A[i] = 2.0; 

50       B[i] = 2.0; 

51       C[i] = 0.0; 

52   } 

53 

54   // 計算を実行 

55 

56   nstream_time = omp_get_wtime(); 

57   for (int iter = 0; iter<iterations; iter++) { 

58       #pragma omp target teams distribute parallel for \ 

59         map(to: A[0:length], B[0:length]) \ 

60         map(tofrom: C[0:length]) 

61       for (size_t i=0; i<length; i++) { 
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62           C[i] += A[i] + scalar * B[i]; 

63       } 

64   } 

65   nstream_time = omp_get_wtime() - nstream_time; 

66 

67   // 結果を評価して出力 

68 

69   double ar = 2.0; 

70   double br = 2.0; 

71   double cr = 0.0; 

72   for (int iter = 0; iter<iterations; iter++) { 

73       for (int i=0; i<length; i++) { 

74           cr += ar + scalar * br; 

75       } 

76   } 

77 

78   double asum = 0.0; 

79   #pragma omp parallel for reduction(+:asum) 

80   for (size_t i=0; i<length; i++) { 

81       asum += fabs(C[i]); 

82   } 

83 

84   free(A); 

85   free(B); 

86   free(C); 

87 

88   double epsilon=1.e-8; 

89   if (fabs(cr - asum)/asum > epsilon) { 

90       printf("Failed Validation on output array\n" 

91              "       Expected checksum: %lf\n" 

92              "       Observed checksum: %lf\n" 

93              "ERROR: solution did not validate\n", cr, asum); 

94       return 1; 

95   } else { 

96       printf("Solution validates\n"); 

97       double avgtime = nstream_time/iterations; 

98       printf("Checksum = %lf; Avg time (s): %lf\n", asum, avgtime); 

99   } 

100 

101   return 0; 

102 } 

コンパイルコマンド 

icpx -fiopenmp -fopenmp-targets=spir64 test_target_map.cpp 

実行コマンド 

OMP_TARGET_OFFLOAD=MANDATORY ZE_AFFINITY_MASK=0.0 LIBOMPTARGET_DEBUG=1 ./a.out 

反復ループ内の target 構造の map 節は、それぞれの target 領域の入り口でデータ (A、B、C の値) をホストからデバ

イスに転送し、各 target 領域の出口でデータ (C の値) をデバイスからホストに転送します。これらのデータ転送には重

大なパフォーマンス・オーバーヘッドが発生します。map 節を使用する最善のアプローチは、反復ループ全体を map 節を
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持つ target data 構造内に置くことです。これにより、転送は反復ループの入り口で一度、そして反復ループの出口で

一度行われます。target data と map 節を使用した修正例を以下に示します。 

リスト 166: /examples/OpenMP/21_omp_target_alloc/test_target_map2.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <stdint.h> 

10 #include <math.h> 

11 #include <omp.h> 

12 

13 #define iterations 1000 

14 #define length     64*1024*1024 

15 

16 int main(void) 

17 { 

18   size_t bytes = length*sizeof(double); 

19   double * __restrict A; 

20   double * __restrict B; 

21   double * __restrict C; 

22   double scalar = 3.0; 

23   double nstream_time = 0.0; 

24 

25   // malloc() を使用してホスト上に配列を割り当てます 

26 

27   A = (double *) malloc(bytes); 

28   if (A == NULL){ 

29      printf(" ERROR: Cannot allocate space for A using plain malloc().\n"); 

30      exit(1); 

31   } 

32 

33   B = (double *) malloc(bytes); 

34   if (B == NULL){ 

35      printf(" ERROR: Cannot allocate space for B using plain malloc().\n"); 

36      exit(1); 

37   } 

38 

39   C = (double *) malloc(bytes); 

40   if (C == NULL){ 

41      printf(" ERROR: Cannot allocate space for C using plain malloc().\n"); 

42      exit(1); 

43   } 

44 

45   // 配列を初期化 

46 

47   #pragma omp parallel for 

48   for (size_t i=0; i<length; i++) { 

49       A[i] = 2.0; 

50       B[i] = 2.0; 

51       C[i] = 0.0; 

52   } 

53 

54   // 計算を実行 

55 

56   nstream_time = omp_get_wtime(); 

57   #pragma omp target data  map(to: A[0:length], B[0:length]) \ 
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58     map(tofrom: C[0:length]) 

59   { 

60      for (int iter = 0; iter<iterations; iter++) { 

61          #pragma omp target teams distribute parallel for 

62          for (size_t i=0; i<length; i++) { 

63              C[i] += A[i] + scalar * B[i]; 

64          } 

65      } 

66   } 

67   nstream_time = omp_get_wtime() - nstream_time; 

68 

69   // 結果を評価して出力 

70 

71   double ar = 2.0; 

72   double br = 2.0; 

73   double cr = 0.0; 

74   for (int iter = 0; iter<iterations; iter++) { 

75       for (int i=0; i<length; i++) { 

76           cr += ar + scalar * br; 

77       } 

78   } 

79 

80   double asum = 0.0; 

81   #pragma omp parallel for reduction(+:asum) 

82   for (size_t i=0; i<length; i++) { 

83       asum += fabs(C[i]); 

84   } 

85 

86   free(A); 

87   free(B); 

88   free(C); 

89 

90   double epsilon=1.e-8; 

91   if (fabs(cr - asum)/asum > epsilon) { 

92       printf("Failed Validation on output array\n" 

93              "       Expected checksum: %lf\n" 

94              "       Observed checksum: %lf\n" 

95              "ERROR: solution did not validate\n", cr, asum); 

96       return 1; 

97   } else { 

98       printf("Solution validates\n"); 

99       double avgtime = nstream_time/iterations; 

100       printf("Checksum = %lf; Avg time (s): %lf\n", asum, avgtime); 

101   } 

102 

103   return 0; 

104 } 

omp_target_alloc 

次に、上記の例を修正して map 節の代わりにデバイス割り当てを使用します。配列 A、B、および C のストレージは、

OpenMP* ランタイムルーチン omp_target_alloc を呼び出してデバイス上に直接割り当てられます。このルーチン

は、デバイス上に割り当てるバイト数と、ストレージを割り当てるデバイス番号の 2 つの引数を受け取り、デバイス上に割

り当てられたストレージのデバイスアドレスを参照するデバイスポインターを返します。omp_target_alloc が NULL 

を返す場合、割り当てが成功しなかったことを意味します。 
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target 構造に割り当てられたメモリーにアクセスするには、omp_target_alloc を呼び出して取得したデバイスポイ

ンターを target 構造の is_device_ptr 節に指定します。これにより、カーネルはデバイス上に存在するデータを操

作するため、カーネル実行の前後でデータ転送が発生しないようになります。 

プログラムの最後でランタイムルーチン omp_target_free を呼び出して、A、B、C のストレージ割り当てを解放します。 

リスト 167: /examples/OpenMP/21_omp_target_alloc/test_omp_target_alloc.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <stdint.h> 

10 #include <math.h> 

11 #include <omp.h> 

12 

13 #define iterations 1000 

14 #define length     64*1024*1024 

15 

16 int main(void) 

17 { 

18   int device_id = omp_get_default_device(); 

19   size_t bytes = length*sizeof(double); 

20   double * __restrict A; 

21   double * __restrict B; 

22   double * __restrict C; 

23   double scalar = 3.0; 

24   double nstream_time = 0.0; 

25 

26   // デバイスメモリーに配列を割り当て 

27 

28   A = (double *) omp_target_alloc(bytes, device_id); 

29   if (A == NULL){ 

30      printf(" ERROR: Cannot allocate space for A using omp_target_alloc().\n"); 

31      exit(1); 

32   } 

33 

34   B = (double *) omp_target_alloc(bytes, device_id); 

35   if (B == NULL){ 

36      printf(" ERROR: Cannot allocate space for B using omp_target_alloc().\n"); 

37      exit(1); 

38   } 

39 

40   C = (double *) omp_target_alloc(bytes, device_id); 

41   if (C == NULL){ 

42      printf(" ERROR: Cannot allocate space for C using omp_target_alloc().\n"); 

43      exit(1); 

44   } 

45 

46   // 配列を初期化 

47 

48   #pragma omp target teams distribute parallel for \ 

49     is_device_ptr(A,B,C) 

50   for (size_t i=0; i<length; i++) { 

51       A[i] = 2.0; 

52       B[i] = 2.0; 
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53       C[i] = 0.0; 

54   } 

55 

56   // 計算を実行 

57 

58   nstream_time = omp_get_wtime(); 

59   for (int iter = 0; iter<iterations; iter++) { 

60       #pragma omp target teams distribute parallel for \ 

61          is_device_ptr(A,B,C) 

62       for (size_t i=0; i<length; i++) { 

63           C[i] += A[i] + scalar * B[i]; 

64       } 

65   } 

66   nstream_time = omp_get_wtime() - nstream_time; 

67 

68   // 結果を評価して出力 

69 

70   double ar = 2.0; 

71   double br = 2.0; 

72   double cr = 0.0; 

73   for (int iter = 0; iter<iterations; iter++) { 

74       for (int i=0; i<length; i++) { 

75           cr += ar + scalar * br; 

76       } 

77   } 

78 

79   double asum = 0.0; 

80   #pragma omp target teams distribute parallel for reduction(+:asum) \ 

81     is_device_ptr(C) 

82   for (size_t i=0; i<length; i++) { 

83       asum += fabs(C[i]); 

84   } 

85 

86   omp_target_free(A, device_id); 

87   omp_target_free(B, device_id); 

88   omp_target_free(C, device_id); 

89 

90   double epsilon=1.e-8; 

91   if (fabs(cr - asum)/asum > epsilon) { 

92       printf("Failed Validation on output array\n" 

93              "       Expected checksum: %lf\n" 

94              "       Observed checksum: %lf\n" 

95              "ERROR: solution did not validate\n", cr, asum); 

96       return 1; 

97   } else { 

98       printf("Solution validates\n"); 

99       double avgtime = nstream_time/iterations; 

100       printf("Checksum = %lf; Avg time (s): %lf\n", asum, avgtime); 

101   } 

102 

103   return 0; 

104 } 

注: 

• omp_target_alloc を呼び出す場合、指定するデバイス番号はホストデバイス以外のサポートされるデバイスで

なければなりません。これがストレージを割り当てるデバイスとなります。 

• 配列 A、B、C はホストからアクセスできないため、配列の初期化、カーネル実行、および C の要素の合計はすべて 

OpenMP* target 領域内で行う必要があります。 
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• デバイス割り当ては  omp_target_alloc 呼び出しで指定されたデバイスからのみアクセスできますが、

omp_target_alloc_memcpy を呼び出してホストまたはほかのデバイスに割り当てられたメモリーにコピーで

きます。 

omp_target_alloc_device 

インテル拡張機能である omp_target_alloc_device は、omp_target_alloc に類似しており、デバイス上に割り

当てるバイト数と、ストレージを割り当てるデバイス番号の 2 つの引数を受け取ります。デバイス上に割り当てられたスト

レージのデバイスアドレスを参照するデバイスポインターを返します。omp_target_alloc_device が NULL を返す

場合、割り当てが成功しなかったことを意味します。 

上記の omp_target_alloc の例は、次のように omp_target_alloc 呼び出しを omp_targer_alloc_device 

呼び出しに置き換えるだけで書き換えることができます。 

プログラムの最後でランタイムルーチン omp_target_free を呼び出して、A、B、C のストレージ割り当てを解放します。 

リスト 168: /examples/OpenMP/21_omp_target_alloc/test_omp_target_alloc_device.cpp 

26   // デバイスメモリーに配列を割り当て 

27 

28   A = (double *) omp_target_alloc_device(bytes, device_id); 

29   if (A == NULL){ 

20      printf(" ERROR: Cannot allocate space for A using omp_target_alloc_device().\n"); 

31      exit(1); 

32   } 

33 

34   B = (double *) omp_target_alloc_device(bytes, device_id); 

35   if (B == NULL){ 

36      printf(" ERROR: Cannot allocate space for B using omp_target_alloc_device().\n"); 

37      exit(1); 

38   } 

39 

40   C = (double *) omp_target_alloc_device(bytes, device_id); 

41   if (C == NULL){ 

42      printf(" ERROR: Cannot allocate space for C using omp_target_alloc_device().\n"); 

43      exit(1); 

44   } 

注: 

• omp_target_alloc に適用される注意事項は、omp_target_alloc_device にも同様に適用されます。 

omp_target_alloc_host 

上記の例は、A、B、C をホストに割り当てるように書き換えることもできます。これにより、ホストとサポートされるすべて

のデバイスからメモリーにアクセスできるようになります。 



oneAPI GPU 最適化ガイド 2023.0 

 

249 

以下の修正例では、omp_target_alloc_host ランタイムルーチン (インテル拡張機能) を呼び出して、配列 A、B、およ

び C にストレージを割り当てています。このルーチンは、割り当てバイト数とデバイス番号を引数として受け取ります。デバ

イス番号はホストデバイス以外のサポートされるデバイスでなければなりません。このルーチンは、ホストメモリーの格納

場所へのポインターを返します。omp_target_alloc_host が NULL を返す場合、割り当てが成功しなかったことを意

味します。 

プログラムの最初で requires unified_address ディレクティブが指定されていることに注意してください。このた

め、OpenMP* API ルーチンとディレクティブを介してアクセス可能なすべてのデバイスが、統合アドレス空間を使用する

ことを実装で保証する必要があります。このアドレス空間では、ポインターは常にすべてのデバイスで同じメモリー位置を

参照します。ターゲット領域内で使用するためデバイスポインターからデバイスアドレスを取得する is_device_ptr 節

は必要ありません。インテル® コンパイラーを使用するとデフォルトで統合アドレス空間が保障されるため、requires 

unified_address ディレクティブは実際には必要ありませんが、移植性のためディレクティブを残しておくと良いで

しょう。 

omp_target_alloc_host 呼び出しが返すポインターを使用して、ホストとサポートされるすべてのデバイスからスト

レージにアクセスできます。統合アドレス空間が使用されるので、デバイスからメモリーをアクセスするため、target 構

造に map 節や is_device_ptr 節は必要ありません。 

プログラムの最後でランタイムルーチン omp_target_free を呼び出して、A、B、C のストレージ割り当てを解放します。 

リスト 169: /examples/OpenMP/21_omp_target_alloc/test_omp_target_alloc_host.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <stdint.h> 

10 #include <math.h> 

11 #include <omp.h> 

12 

13 #pragma omp requires unified_address 

14 

15 #define iterations 1000 

16 #define length     64*1024*1024 

17 

18 int main(void) 

19 { 

20   int device_id = omp_get_default_device(); 

21   size_t bytes = length*sizeof(double); 

22   double * __restrict A; 

23   double * __restrict B; 

24   double * __restrict C; 

25   double scalar = 3.0; 

26   double nstream_time = 0.0; 

27 

28   // ホストメモリーに配列を割り当て 

29 

30   A = (double *) omp_target_alloc_host(bytes, device_id); 
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31   if (A == NULL){ 

32      printf(" ERROR: Cannot allocate space for A using omp_target_alloc_host().\n"); 

33      exit(1); 

34   } 

35 

36   B = (double *) omp_target_alloc_host(bytes, device_id); 

37   if (B == NULL){ 

38      printf(" ERROR: Cannot allocate space for B using omp_target_alloc_host().\n"); 

39      exit(1); 

40   } 

41 

42   C = (double *) omp_target_alloc_host(bytes, device_id); 

43   if (C == NULL){ 

44      printf(" ERROR: Cannot allocate space for C using omp_target_alloc_host().\n"); 

45      exit(1); 

46   } 

47 

48   // 配列を初期化 

49 

50   #pragma omp parallel for 

51   for (size_t i=0; i<length; i++) { 

52       A[i] = 2.0; 

53       B[i] = 2.0; 

54       C[i] = 0.0; 

55   } 

56 

57   // 計算を実行 

58 

59   nstream_time = omp_get_wtime(); 

60   for (int iter = 0; iter<iterations; iter++) { 

61       #pragma omp target teams distribute parallel for 

62       for (size_t i=0; i<length; i++) { 

63           C[i] += A[i] + scalar * B[i]; 

64       } 

65   } 

66   nstream_time = omp_get_wtime() - nstream_time; 

67 

68   // 結果を評価して出力 

69 

70   double ar = 2.0; 

71   double br = 2.0; 

72   double cr = 0.0; 

73   for (int iter = 0; iter<iterations; iter++) { 

74       for (int i=0; i<length; i++) { 

75           cr += ar + scalar * br; 

76       } 

77   } 

78 

79   double asum = 0.0; 

80   #pragma omp parallel for reduction(+:asum) 

81   for (size_t i=0; i<length; i++) { 

82       asum += fabs(C[i]); 

83   } 

84 

85   omp_target_free(A, device_id); 

86   omp_target_free(B, device_id); 

87   omp_target_free(C, device_id); 

88 

89   double epsilon=1.e-8; 

90   if (fabs(cr - asum)/asum > epsilon) { 

91       printf("Failed Validation on output array\n" 

92              "       Expected checksum: %lf\n" 

93              "       Observed checksum: %lf\n" 

94              "ERROR: solution did not validate\n", cr, asum); 
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95       return 1; 

96   } else { 

97       printf("Solution validates\n"); 

98       double avgtime = nstream_time/iterations; 

99       printf("Checksum = %lf; Avg time (s): %lf\n", asum, avgtime); 

100   } 

101 

102   return 0; 

103 } 

注: 

• omp_target_alloc_host を呼び出す場合、指定するデバイス番号はホストデバイス以外のサポートされるデ

バイスでなければなりません。 

• 配列 A、B、および C はホストとデバイスからアクセスできるため、配列の初期化と C の要素の合計は、ホスト 

(target 構造の外で) またはデバイス (target 構造の中) のどちらでも実行できます。 

• ATS✝ と PVC✝ はホストの割り当て (omp_target_alloc_host により割り当てられたメモリーなど) でアトミッ

ク操作 (または一部のリダクションなどのアトミック操作を使用するアルゴリズム) をサポートしていません。代わり

に、omp_target_alloc_device により割り当てられたメモリーでアトミック操作を使用します。 

omp_target_alloc_shared 

上記の例を、ホスト割り当ての代わりに共有割り当てを使用するように変更します。omp_target_alloc_shared ラン

タイムルーチンは、配列 A、B、および C にストレージを割り当てています。このルーチンは、割り当てバイト数とデバイス

番号を引数として受け取ります。デバイス番号はホストデバイス以外のサポートされるデバイスでなければなりません。こ

のルーチンは、共有メモリーの格納場所へのポインターを返します。omp_target_alloc_shared が NULL を返すと、

割り当てが成功しなかったことを意味します。 

移植性のため、プログラムの最初に requires unified_address ディレクティブが記述されていることを確認してく

ださい。 

omp_target_alloc_shared で取得したポインターを使用して、ホストとサポートされるすべてのデバイスからスト

レージにアクセスできます。統合アドレス空間が使用されているので、デバイスからメモリーをアクセスするため、target 

構造に map 節や is_device_ptr 節は必要ありません。 

プログラムの最後でランタイムルーチン omp_target_free を呼び出して、A、B、C のストレージ割り当てを解放します。 
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リスト 170: /examples/OpenMP/21_omp_target_alloc/test_omp_target_alloc_shared.cpp 

28   // 共有メモリーに配列を割り当て 

29 

30   A = (double *) omp_target_alloc_shared(bytes, device_id); 

31   if (A == NULL){ 

32      printf(" ERROR: Cannot allocate space for A using omp_target_alloc_shared().\n"); 

33      exit(1); 

34   } 

35 

36   B = (double *) omp_target_alloc_shared(bytes, device_id); 

37   if (B == NULL){ 

38      printf(" ERROR: Cannot allocate space for B using omp_target_alloc_shared().\n"); 

39      exit(1); 

40   } 

41 

42   C = (double *) omp_target_alloc_shared(bytes, device_id); 

43   if (C == NULL){ 

44      printf(" ERROR: Cannot allocate space for C using omp_target_alloc_shared().\n"); 

45      exit(1); 

46   } 

注: 

• omp_target_alloc_shared を呼び出す場合、指定するデバイス番号はホストデバイス以外のサポートされる

デバイスでなければなりません。 

• 配列はホストとデバイスからアクセスできるため、初期化と検証はホストまたはデバイス (target 構造内) のどち

らでも実行できます。 

• omp_target_alloc_shared で割り当てたメモリーへのホストとデバイスからの同時アクセスはサポートされ

ていません。 

omp_target_memcpy 

次の例は、ランタイムルーチン omp_target_memcpy を使用して、ホストからデバイスへ、またはデバイスからホストへ

メモリーをコピーする方法を示しています。最初の配列 h_A、h_B、および h_C は、通常の malloc でシステムメモリーに

割り当てられてから初期化されています。対応する配列 d_A、d_B、および d_C は、omp_target_alloc によってデバイ

ス に 割 り 当 て ら れ て い ま す 。 99 行 目 で 、 target 構 造 を 開 始 す る 前 に 、 h_A 、 h_B 、 そ し て  h_C の 値 が 

omp_target_memcpy を呼び出して d_A、d_B、d_C にコピーされます。target 領域の後で、omp_target_memcpy 

を呼び出してデバイスで計算された新しい d_C の値が h_C にコピーされます。 
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リスト 171: /examples/OpenMP/21_omp_target_alloc/test_omp_target_memcpy.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <stdint.h> 

10 #include <math.h> 

11 #include <omp.h> 

12 

13 #define iterations 1000 

14 #define length     64*1024*1024 

15 

16 int main(void) 

17 { 

18   int device_id = omp_get_default_device(); 

19   int host_id = omp_get_initial_device(); 

20   size_t bytes = length*sizeof(double); 

21   double * __restrict h_A; 

22   double * __restrict h_B; 

23   double * __restrict h_C; 

24   double * __restrict d_A; 

25   double * __restrict d_B; 

26   double * __restrict d_C; 

27   double scalar = 3.0; 

28   double nstream_time = 0.0; 

29 

30   // 通常の malloc() を使用して、配列 h_A、h_B、および h_C をホストに割り当てます 

31 

32   h_A = (double *) malloc(bytes); 

33   if (h_A == NULL){ 

34      printf(" ERROR: Cannot allocate space for h_A using plain malloc().\n"); 

35      exit(1); 

36   } 

37 

38   h_B = (double *) malloc(bytes); 

39   if (h_B == NULL){ 

40      printf(" ERROR: Cannot allocate space for h_B using plain malloc().\n"); 

41      exit(1); 

42   } 

43 

44   h_C = (double *) malloc(bytes); 

45   if (h_C == NULL){ 

46      printf(" ERROR: Cannot allocate space for h_C using plain malloc().\n"); 

47      exit(1); 

48   } 

49 

50   // omp_target_alloc() を使用して、配列 d_A、d_B、および d_C をデバイスに割り当てます 

51 

52   d_A = (double *) omp_target_alloc(bytes, device_id); 

53   if (d_A == NULL){ 

54      printf(" ERROR: Cannot allocate space for d_A using omp_target_alloc().\n"); 

55      exit(1); 

56   } 

57 

58   d_B = (double *) omp_target_alloc(bytes, device_id); 

59   if (d_B == NULL){ 

60      printf(" ERROR: Cannot allocate space for d_B using omp_target_alloc().\n"); 

61      exit(1); 

62   } 
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63 

64   d_C = (double *) omp_target_alloc(bytes, device_id); 

65   if (d_C == NULL){ 

66      printf(" ERROR: Cannot allocate space for d_C using omp_target_alloc().\n"); 

67      exit(1); 

68   } 

69 

70   // ホスト上で配列を初期化します 

71 

72   #pragma omp parallel for 

73   for (size_t i=0; i<length; i++) { 

74       h_A[i] = 2.0; 

75       h_B[i] = 2.0; 

76       h_C[i] = 0.0; 

77   } 

78 

79   // omp_target_memcpy() を呼び出して、ホストからデバイスへ値をコピーします 

80 

81   int rc = 0; 

82   rc = omp_target_memcpy(d_A, h_A, bytes, 0, 0, device_id, host_id); 

83   if (rc) { 

84      printf("ERROR: omp_target_memcpy(A) returned %d\n", rc); 

85      exit(1); 

86   } 

87 

88   rc = omp_target_memcpy(d_B, h_B, bytes, 0, 0, device_id, host_id); 

89   if (rc) { 

90      printf("ERROR: omp_target_memcpy(B) returned %d\n", rc); 

91      exit(1); 

92   } 

93 

94   rc = omp_target_memcpy(d_C, h_C, bytes, 0, 0, device_id, host_id); 

95   if (rc) { 

96      printf("ERROR: omp_target_memcpy(C) returned %d\n", rc); 

97      exit(1); 

98   } 

99 

100   // 計算を実行 

101 

102   nstream_time = omp_get_wtime(); 

103   for (int iter = 0; iter<iterations; iter++) { 

104       #pragma omp target teams distribute parallel for \ 

105         is_device_ptr(d_A,d_B,d_C) 

106       for (size_t i=0; i<length; i++) { 

107           d_C[i] += d_A[i] + scalar * d_B[i]; 

108       } 

109   } 

110   nstream_time = omp_get_wtime() - nstream_time; 

111 

112   // omp_target_memcpy() を呼び出して、デバイスからホストへ値をコピーします 

113 

114   rc = omp_target_memcpy(h_C, d_C, bytes, 0, 0, host_id, device_id); 

115   if (rc) { 

116      printf("ERROR: omp_target_memcpy(A) returned %d\n", rc); 

117      exit(1); 

118   } 

119 

120   // 結果を評価して出力 

121 

122   double ar = 2.0; 

123   double br = 2.0; 

124   double cr = 0.0; 

125   for (int iter = 0; iter<iterations; iter++) { 
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126       for (int i=0; i<length; i++) { 

127           cr += ar + scalar * br; 

128       } 

129   } 

130 

131   double asum = 0.0; 

132   #pragma omp parallel for reduction(+:asum) 

133   for (size_t i=0; i<length; i++) { 

134       asum += fabs(h_C[i]); 

135   } 

136 

137   free(h_A); 

138   free(h_B); 

139   free(h_C); 

140   omp_target_free(d_A, device_id); 

141   omp_target_free(d_B, device_id); 

142   omp_target_free(d_C, device_id); 

143 

144   double epsilon=1.e-8; 

145   if (fabs(cr - asum)/asum > epsilon) { 

146       printf("Failed Validation on output array\n" 

147              "       Expected checksum: %lf\n" 

148              "       Observed checksum: %lf\n" 

149              "ERROR: solution did not validate\n", cr, asum); 

150       return 1; 

151   } else { 

152       printf("Solution validates\n"); 

153       double avgtime = nstream_time/iterations; 

154       printf("Checksum = %lf; Avg time (s): %lf\n", asum, avgtime); 

155   } 

156 

157   return 0; 

158 } 

パフォーマンスの考察 

上 記 の 例  (map 節 、 omp_target_alloc 、 omp_target_alloc_device 、 omp_target_alloc_host 、

omp_target_alloc_shared、omp_target_memcpy を使用) では、メインのカーネルは配列 C の値を計算する 

target 構造です。正確なタイミングを取得するため、この target 構造はループ内にありオフロードを反復します 

(反復回数は 1000)。反復ループにかかった合計時間を 1000 で割って、平均カーネル時間を計算します。 

リスト 172: /examples/OpenMP/21_omp_target_alloc/test_omp_target_alloc.cpp 

56   // 計算を実行 

57 

58   nstream_time = omp_get_wtime(); 

59   for (int iter = 0; iter<iterations; iter++) { 

60       #pragma omp target teams distribute parallel for \ 

61          is_device_ptr(A,B,C) 

62       for (size_t i=0; i<length; i++) { 

63           C[i] += A[i] + scalar * B[i]; 

64       } 

65   } 

66   nstream_time = omp_get_wtime() - nstream_time; 
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LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力は、上記のすべての例が同じ ND_range のパーティション化であることを示していま

す。 

リスト 173: /examples/OpenMP/21_omp_target_alloc/test_omp_target_alloc.debug 

Target LEVEL0 RTL --> Allocated a device memory 0xff00000020200000 

Libomptarget --> omp_target_alloc returns device ptr 0xff00000020200000 

Libomptarget --> Call to omp_target_alloc for device 0 requesting 536870912 bytes 

Libomptarget --> Call to omp_get_num_devices returning 1 

Libomptarget --> Call to omp_get_initial_device returning 1 

Libomptarget --> Checking whether device 0 is ready. 

Libomptarget --> Is the device 0 (local ID 0) initialized? 1 

Libomptarget --> Device 0 is ready to use. 

次の表は、使用した GPU (1 タイルのみ) で実行した際の、それぞれのカーネルが要した平均時間です。 

バージョン 時間 (秒) 

map 0.183604 

map + target data 0.012757 

omp_target_alloc 0.002501 

omp_target_alloc_device 0.002499 

omp_target_alloc_host 0.074412 

omp_target_alloc_shared 0.012491 

omp_target_memcpy 0.011072 

上記のパフォーマンス値を見ると、map バージョンが最も低速である (0.183604 秒) ことが分かります。これは、各カー

ネルの起動、および最初と最後のデータ転送が影響しています。メインのカーネルは 1000 回起動されています。各カー

ネル起動の最初でデバイス上に配列 A、B、C のストレージが確保され、これらの配列の値がホストからデバイスにコピー

されます。カーネルの最後で、配列 C の値はデバイスからホストにコピーされます。反復ループ全体を map 節を持つ 

target data 構造内に置くと、反復ループの最初のカーネル起動に 1 回、そしてループの最後のカーネルの後に 1 回

転送が行われるため、実行時間は 0.012757 秒に短縮されています。 

omp_target_alloc と  omp_target_alloc_device のバージョンが最良のパフォーマンスを示しています 

(0.002501 秒と 0.002499 秒)。これらのバージョンでは、A、B、および C のストレージはデバイスメモリーに直接割り当

てられ、デバイス上のアクセスはデバイス・ローカル・メモリーになります。 

omp_target_alloc_shared バージョンは良好なパフォーマンスを示していますが、最良の結果にはおよびません 

(0.012491 秒)。このバージョンでは、A、B、および C のストレージは共有メモリーに割り当てられます。そのため、ホストと

デバイス間でデータを移行することができます。移行によるオーバーヘッドはありますが、移行後はデバイス上のアクセス

は高速なデバイス・ローカル・メモリーから行われます。 

omp_target_alloc_host バージョンは omp_target_alloc_shared バージョンよりも約 6 倍時間がかかってい

ます (0.074412 秒)。これは、ホストメモリーに割り当てられたデータが、ホストからデバイスに移行しないためです。デー
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タは通常、デバイスとホストを接続する PCIe* などのバスを介して転送されます一般に、デバイス上でアクセスされるデー

タが少量であれば、omp_target_alloc_host を使用してホストメモリーにデータを割り当てるべきです。 

最後に、データの転送に関する注意点を述べます。map バージョンの転送データ量は、LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出

力に対し grep "Libomptarget --> Moving" を実行して確認できます。メインのカーネルを呼び出すごとに、次の

ようなデータ転送が行われることに注意してください。 

$ grep "Libomptarget --> Moving" test_target_map.debug 

Libomptarget --> Moving 536870912 bytes (hst:0x00007f1a5fc8b010) -> (tgt:0xff00000000200000) 

Libomptarget --> Moving 536870912 bytes (hst:0x00007f1a9fc8d010) -> (tgt:0xff00000020200000) 

Libomptarget --> Moving 536870912 bytes (hst:0x00007f1a7fc8c010) -> (tgt:0xff00000040200000) 

Libomptarget --> Moving 536870912 bytes (tgt:0xff00000000200000) -> (hst:0x00007f1a5fc8b010) 

一 方 、 omp_target_alloc_... バ ー ジ ョ ン の デ ー タ 転 送 は 、 ラ ン タ イ ム の 下 層 で 処 理 さ れ ま す 。

LIBOMPTARGET_DEBUG=1 の出力に対し grep "Libomptarget --> Moving" コマンドを実行しても、データ転送

は表示されません。 

Fortran 

Fortran では target data と map 節を次のように使用します。 

リスト 174: /examples/OpenMP/21_omp_target_alloc/test_target_map2_f.f90 

1     !=================================================================== 

2     ! Copyright © 2022 Intel Corporation 

3     ! 

4     ! SPDX-License-Identifier: MIT 

5     ! ================================================================== 

6     program main 

7     use iso_fortran_env 

8     use omp_lib 

9     implicit none 

10 

11     integer, parameter :: iterations=1000 

12     integer, parameter :: length=64*1024*1024 

13     real(kind=REAL64), parameter ::  epsilon=1.D-8 

14     real(kind=REAL64), allocatable ::  A(:) 

15     real(kind=REAL64), allocatable ::  B(:) 

16     real(kind=REAL64), allocatable ::  C(:) 

17     real(kind=REAL64) :: scalar=3.0 

18     real(kind=REAL64) :: ar, br, cr, asum 

19     real(kind=REAL64) :: nstream_time, avgtime 

20     integer :: err, i, iter 

21 

22     ! 

23     ! ホスト上でプレーンな割り当てにより配列を割り当て 

24 

25     allocate( A(length), stat=err ) 

26     if (err .ne. 0) then 

27       print *, "Allocation of A returned ", err 

28       stop 1 

29     endif 

30 
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31     allocate( B(length), stat=err ) 

32     if (err .ne.0) then 

33       print *, "Allocation of B returned ", err 

34       stop 1 

35     endif 

36 

37     allocate( C(length), stat=err ) 

38     if (err .ne.0) then 

39       print *, "Allocation of C returned ", err 

40       stop 1 

41     endif 

42 

43     ! 

44     ! 配列の初期化 

45 

46     !$omp parallel do 

47     do i = 1, length 

48         A(i) = 2.0 

49         B(i) = 2.0 

50         C(i) = 0.0 

51     end do 

52 

53     ! 

54     ! 計算を実行 

55 

56     nstream_time = omp_get_wtime() 

57     !$omp target data  map(to: A, B) map(tofrom: C) 

58 

59     do iter = 1, iterations 

60        !$omp target teams distribute parallel do 

61        do i = 1, length 

62           C(i) = C(i) + A(i) + scalar * B(i) 

63        end do 

64     end do 

65 

66     !$omp end target data 

67     nstream_time = omp_get_wtime() - nstream_time 

68 

69     ! 

70     ! 結果を評価して出力 

71 

72     ar = 2.0 

73     br = 2.0 

74     cr = 0.0 

75     do iter = 1, iterations 

76        do i = 1, length 

77           cr = cr + ar + scalar * br 

78        end do 

79     end do 

80 

81     asum = 0.0 

82     !$omp parallel do reduction(+:asum) 

83     do i = 1, length 

84        asum = asum + abs(C(i)) 

85     end do 

86 

87     if (abs(cr - asum)/asum > epsilon) then 

88        print *, "Failed Validation on output array: ", "Expected =", cr, "Observed =", 

asum 

89     else 

90        avgtime = nstream_time/iterations 

91        print *, "Solution validates: ", "Checksum =", asum, "Avg time (s) =",  avgtime 

92     endif 

93 
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94 110 format(A, F20.6, A, F20.6) 

95 120 format(A, F20.6, A, F10.6) 

96 

89     deallocate(A) 

90     deallocate(B) 

91     deallocate(C) 

92 

93     end program main 

以 下 に 、 omp_target_alloc_device を 使 用 し た  Fortran の 例 を 示 し ま す 。 こ の 例 で は 、 ア ロ ケ ー タ ー 

omp_target_device_mem_alloc を使用して、デバイス上に配列 A、B、そして C を割り当てています。target ディレ

クティブ (32 行目) に use_device_addr(A, B, C) 節を指定して、配列がデバイスアドレスを持ち、アドレスが 

target 領域で使用されることを明示します。 

リスト 175: /examples/OpenMP/21_omp_target_alloc/test_omp_target_alloc_device_f.f90 

1     !=================================================================== 

2     ! Copyright © 2022 Intel Corporation 

3     ! 

4     ! SPDX-License-Identifier: MIT 

5     ! ================================================================== 

6     program main 

7     use iso_fortran_env 

8     use omp_lib 

9     implicit none 

10 

11     integer, parameter :: iterations=1000 

12     integer, parameter :: length=64*1024*1024 

13     real(kind=REAL64), parameter ::  epsilon=1.D-8 

14     real(kind=REAL64), allocatable ::  A(:) 

15     real(kind=REAL64), allocatable ::  B(:) 

16     real(kind=REAL64), allocatable ::  C(:) 

17     real(kind=REAL64) :: scalar=3.0 

18     real(kind=REAL64) :: ar, br, cr, asum 

19     real(kind=REAL64) :: nstream_time, avgtime 

20     integer :: i, iter 

21 

22     ! 

23     ! デバイスメモリーに配列を割り当て 

24 

25     !$omp allocate allocator(omp_target_device_mem_alloc) 

26     allocate(A(length)) 

27 

28     !$omp allocate allocator(omp_target_device_mem_alloc) 

29     allocate(B(length)) 

30 

31     !$omp allocate allocator(omp_target_device_mem_alloc) 

32     allocate(C(length)) 

33 

34     ! 

35     ! target data の始まり 

36 

37     !$omp target data use_device_addr(A, B, C) 

38 

39     ! 

40     ! 配列の初期化 

41 

42     !$omp target teams distribute parallel do 

43     do i = 1, length 



2023.0 oneAPI GPU 最適化ガイド 

 

260 

44         A(i) = 2.0 

45         B(i) = 2.0 

46         C(i) = 0.0 

47     end do 

48 

49     ! 

50     ! 計算を実行 

51 

52     nstream_time = omp_get_wtime() 

53     do iter = 1, iterations 

54        !$omp target teams distribute parallel do 

55        do i = 1, length 

56           C(i) = C(i) + A(i) + scalar * B(i) 

57        end do 

58     end do 

59     nstream_time = omp_get_wtime() - nstream_time 

60 

61     ! 

62     ! 結果を評価して出力 

63 

64     ar = 2.0 

65     br = 2.0 

66     cr = 0.0 

67     do iter = 1, iterations 

68        do i = 1, length 

69           cr = cr + ar + scalar * br 

70        end do 

71     end do 

72 

73     asum = 0.0 

74     !$omp target teams distribute parallel do reduction(+:asum) 

75     !$omp map(tofrom: asum) 

76        do i = 1, length 

77           asum = asum + abs(C(i)) 

78        end do 

79 

80     ! 

81     ! target data の終わり 

82 

83     !$omp end target data 

84 

85     if (abs(cr - asum)/asum > epsilon) then 

86       print *, "Failed Validation on output array:", "Expected =", cr, "Observed =", asum 

87     else 

88        avgtime = nstream_time/iterations 

89        print *, "Solution validates:", "Checksum =", asum, "Avg time (s) =",  avgtime 

90     endif 

91 

92 110 format(A, F20.6, A, F20.6) 

93 120 format(A, F20.6, A, F10.6) 

94 

95     deallocate(A) 

96     deallocate(B) 

97     deallocate(C) 

98 

99     end program main 
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14.7.5. 節: is_device_ptr、use_device_ptr、has_device_addr、

use_device_addr 

is_device_ptr、use_device_ptr、has_device_addr、および  use_device_addr 節は、target、target 

data、または dispatch 構造で参照する変数に関する情報を伝達するために使用します。これらの節の説明を以下に示

します。 

is_device_ptr 

is_device_ptr 節は target または dispatch ディレクティブで指定されます。リスト項目がデバイスポインターで

あることを示します。そのため、各リスト項目は構造内でプライベート化され、新しいリスト項目は元のリスト項目を参照

するデバイスアドレスで初期化されます。 

• C 言語では、各リスト項目はポインターもしくは配列タイプである必要があります。 

• C++ 言語では、各リスト項目はポインター、配列、ポインター参照、または配列参照タイプである必要があります。 

• Fortran 言語では、各リスト項目は C_PTR である必要があります。 

次の C/C++ の例では、is_device_ptr 節の使い方を示しています。omp_target_alloc_device ルーチンは、デ

バイス上にメモリー領域を確保し、そのメモリー領域のポインターを返してホスト変数  arr_device に保存します。

target ディレクティブで is_device_ptr(arr_device) 節を指定して、arr_device がデバイスメモリーを指して

いることを示します。そのため、target 構造内では arr_device はプライベート化され、arr_device が参照するデ

バイスのアドレスで初期化されます。 

リスト 176: /examples/OpenMP/24_device_ptr_addr_clause/c_is_device_ptr_01.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <stdint.h> 

10 #include <math.h> 

11 #include <omp.h> 

12 

13 #define N 100 

14 

15 int main(void) 

16 { 

17   int *arr_host = NULL; 

18   int *arr_device = NULL; 

19 

20   arr_host = (int *) malloc(N * sizeof(int)); 

21   arr_device = (int *) omp_target_alloc_device(N * sizeof(int), 

22                                                omp_get_default_device()); 

23 

24   #pragma omp target is_device_ptr(arr_device) map(from: arr_host[0:N]) 

25   { 

26     for (int i = 0; i < N; ++i) { 
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27       arr_device[i] = i; 

28       arr_host[i] = arr_device[i]; 

29     } 

30   } 

31 

32   printf ("%d, %d, %d \n", arr_host[0], arr_host[N/2], arr_host[N-1]); 

33 } 

use_device_ptr 

use_device_ptr 節は target data ディレクティブで指定されます。各リスト項目が、デバイス上のストレージであ

るか、デバイス上でアクセスできるオブジェクトへのポインターであることを示します。 

リスト項目がデバイスにマップされたオブジェクトへのポインターである場合、構造内のリスト項目への参照は構造内で

はローカルで、対応するオブジェクトのデバイスアドレスを参照するデバイスポインターへの参照に変換されます。 

リスト項目がマップされたオブジェクトを指していない場合、有効なデバイスアドレスを保持している必要があり、リスト

項目への参照は、このデバイスを参照するローカル・デバイス・ポインターへの参照に変換されます。 

各リスト項目は、デバイス環境に対応するストレージを持つ、またはターゲットデバイス上でアクセス可能なオブジェクト

のアドレスを持つポインターでなければなりません。 

C 言語では、各リスト項目はポインターもしくは配列タイプである必要があります。 

C++ 言語では、各リスト項目はポインター、配列、ポインター参照、または配列参照タイプである必要があります。 

Fortran 言語では、各リスト項目は C_PTR である必要があります。 

次の C/C++ の例では、use_device_ptr 節の使い方を示しています。デバイス上にメモリーを割り当てるため、

omp_target_alloc_device ルーチンが 3 回呼び出されています。割り当てられたメモリーアドレスは、ホスト上の

ポインター変数 A、B、および C に保持されます。target data ディレクティブに use_device_ptr (A, B, C) 節を

指定して、A、B、C が有効なデバイスアドレスを持っていることを明示します。 

リスト 177: /examples/OpenMP/24_device_ptr_addr_clause/c_use_device_ptr_01.cpp 

1 //============================================================== 

2 // Copyright © 2022 Intel Corporation 

3 // 

4 // SPDX-License-Identifier: MIT 

5 // ============================================================= 

6 // clang-format off 

7 #include <stdio.h> 

8 #include <stdlib.h> 

9 #include <stdint.h> 

10 #include <math.h> 

11 #include <omp.h> 

12 

13 #define length 65536 

14 

15 int main(int argc, char * argv[]) 
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16 { 

17   int device_id = omp_get_default_device(); 

18   size_t bytes = length*sizeof(double); 

19   double * __restrict A; 

20   double * __restrict B; 

21   double * __restrict C; 

22   double scalar = 3.0; 

23   double ar; 

24   double br; 

25   double br; 

26   double asum; 

27 

28   // デバイスメモリーに配列を割り当て 

29 

30   A = (double *) omp_target_alloc_device(bytes, device_id); 

31   if (A == NULL){ 

32      printf(" ERROR: Cannot allocate space for A using omp_target_alloc_device().\n"); 

33      exit(1); 

34   } 

35 

36   B = (double *) omp_target_alloc_device(bytes, device_id); 

37   if (B == NULL){ 

38      printf(" ERROR: Cannot allocate space for B using omp_target_alloc_device().\n"); 

39      exit(1); 

40   } 

41 

42   C = (double *) omp_target_alloc_device(bytes, device_id); 

43   if (C == NULL){ 

44      printf(" ERROR: Cannot allocate space for C using omp_target_alloc_device().\n"); 

45      exit(1); 

46   } 

47 

48   #pragma omp target data use_device_ptr(A,B,C) 

49   { 

50       // 配列を初期化 

51 

52       #pragma omp target teams distribute parallel for 

53       for (size_t i=0; i<length; i++) { 

54           A[i] = 2.0; 

55           B[i] = 2.0; 

56           C[i] = 0.0; 

57       } 

58 

59       // 計算を実行 

60 

61       #pragma omp target teams distribute parallel for 

62       for (size_t i=0; i<length; i++) { 

63           C[i] += A[i] + scalar * B[i]; 

64       } 

65 

66       // 結果を評価して出力 

67 

68       ar = 2.0; 

69       br = 2.0; 

70       cr = 0.0; 

71       for (int i=0; i<length; i++) { 

72           cr += ar + scalar * br; 

73       } 

74 

75       asum = 0.0; 

76       #pragma omp target teams distribute parallel for reduction(+:asum) 

77       for (size_t i=0; i<length; i++) { 

78           asum += fabs(C[i]); 

79       } 



2023.0 oneAPI GPU 最適化ガイド 

 

264 

80 

81   } // target data の終わり 

82 

83   omp_target_free(A, device_id); 

84   omp_target_free(B, device_id); 

85   omp_target_free(C, device_id); 

86 

87   double epsilon=1.e-8; 

88   if (fabs(cr - asum)/asum > epsilon) { 

89       printf("Failed Validation on output array\n" 

90              "       Expected checksum: %lf\n" 

91              "       Observed checksum: %lf\n" 

92              "ERROR: solution did not validate\n", cr, asum); 

93       return 1; 

94   } else { 

95       printf("Solution validates. Checksum = %lf\n", asum); 

96   } 

97 

98   return 0; 

99 } 

has_device_addr 

has_device_addr 節は target ディレクティブで指定されます。これは、リスト項目がすでに有効なデバイスアドレス

を保持しており、デバイスから直接アクセスできることを示します。 

各リスト項目は、デバイスデータ環境の有効なデバイスアドレスを持っている必要があります。配列セクションを含むすべ

てのタイプに使用できます。 

has_device_addr 節は Fortran では特に有用であり、C_PTR に限らずあらゆるタイプのリスト項目で使用でき、リスト

項目がデバイスアドレスであることを明示できます。 

次の Fortran コードは、has_device_addr 節の使い方を示します。この例では、3 つの配列 A、B、および C をデバイス

上に割り当てています。target 領域で配列が参照される場合、has_device_addr(A, B, C) 節を指定して A、B、C 

がすでにデバイスアドレスを持っていることを明示します。 

リスト 178: /examples/OpenMP/24_device_ptr_addr_clause/f_has_device_addr_01.f90 

1   !=================================================================== 

2   ! Copyright © 2022 Intel Corporation 

3   ! 

4   ! SPDX-License-Identifier: MIT 

5   ! ================================================================== 

6 program main 

7   use iso_fortran_env 

8   use omp_lib 

9   implicit none 

10 

11   integer, parameter :: iterations=1000 

12   integer, parameter :: length=64*1024*1024 

13   real(kind=REAL64), parameter ::  epsilon=1.D-8 

14   real(kind=REAL64), allocatable ::  A(:) 

15   real(kind=REAL64), allocatable ::  B(:) 

16   real(kind=REAL64), allocatable ::  C(:) 

17   real(kind=REAL64) :: scalar=3.0 
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18   real(kind=REAL64) :: ar, br, cr, asum 

19   real(kind=REAL64) :: nstream_time, avgtime 

20   integer :: i, iter 

21 

22   ! 

23   ! デバイスメモリーに配列を割り当て 

24 

25   !$omp allocate allocator(omp_target_device_mem_alloc) 

26   allocate(A(length)) 

27 

28   !$omp allocate allocator(omp_target_device_mem_alloc) 

29   allocate(B(length)) 

30 

31   !$omp allocate allocator(omp_target_device_mem_alloc) 

32   allocate(C(length)) 

33 

34   ! 

35   ! 配列を初期化 

36 

37   !$omp target teams distribute parallel do has_device_addr(A, B, C) 

38   do i = 1, length 

39       A(i) = 2.0 

40       B(i) = 2.0 

41       C(i) = 0.0 

42   end do 

43 

44   ! 

45   ! 計算を実行 

46 

47   nstream_time = omp_get_wtime() 

48   do iter = 1, iterations 

49      !$omp target teams distribute parallel do has_device_addr(A, B, C) 

50      do i = 1, length 

51         C(i) = C(i) + A(i) + scalar * B(i) 

52      end do 

53   end do 

54   nstream_time = omp_get_wtime() - nstream_time 

55 

56   ! 

57   ! 結果を評価して出力 

58 

59   ar = 2.0 

60   br = 2.0 

61   cr = 0.0 

62   do iter = 1, iterations 

63      do i = 1, length 

64         cr = cr + ar + scalar * br 

65      end do 

66   end do 

67 

68   asum = 0.0 

69   !$omp target teams distribute parallel do reduction(+:asum) has_device_addr(C) 

70   do i = 1, length 

71      asum = asum + abs(C(i)) 

72   end do 

73 

74   if (abs(cr - asum)/asum > epsilon) then 

75      print *, "Failed Validation on output array:", "Expected =", cr, "Observed =", asum 

76   else 

77      avgtime = nstream_time/iterations 

78      print *, "Solution validates:", "Checksum =", asum, "Avg time (s) =",  avgtime 

79   endif 

80 

81   deallocate(A) 
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82   deallocate(B) 

83   deallocate(C) 

84 

85 end program main 

use_device_addr 

use_device_addr 節は target data ディレクティブで指定されます。リスト項目がデバイス上のストレージである

か、またデバイス上でアクセス可能であることを示します。 

リスト項目がマップされている限り、構造内のリスト項目の参照は対応するリスト項目への参照に変換されます。リスト項

目がマップされていない場合、デバイス上でアクセス可能であると見なされます。 

リスト項目は配列セクションであってもかまいません。 

has_device_addr と同様に、use_device_addr 節は Fortran では特に有用であり、C_PTR に限らずあらゆるタイ

プのリスト項目で使用でき、リスト項目がデバイスアドレスであることを明示できます。 

次の Fortran コードは、use_device_addr 節の使い方を示します。この例では、array_d が alloc マップタイプでデ

バイスにマップされているため、デバイス上に array_d のストレージが確保されますが、ホストとデバイス間でデータ転

送は発生しません。target data ディレクティブで use_device_addr(array_d) 節を指定し、array_d がデバイ

ス上にストレージを持っていることを示します。 

リスト 179: /examples/OpenMP/24_device_ptr_addr_clause/f_use_device_addr_01.f90 

1   !=================================================================== 

2   ! Copyright © 2022 Intel Corporation 

3   ! 

4   ! SPDX-License-Identifier: MIT 

5   ! ================================================================== 

6 program target_use_device_addr 

7 

8   use omp_lib 

9   use iso_fortran_env, only : real64 

10   implicit none 

11 

12   integer, parameter :: N1 = 1024 

13   real(kind=real64), parameter :: aval = real(42, real64) 

14   real(kind=real64), allocatable :: array_d(:), array_h(:) 

15   integer :: i,err 

16 

17   ! ホストデータを割り当て 

18   allocate(array_h(N1)) 

19 

20   !$omp target data map (from:array_h(1:N1)) map(alloc:array_d(1:N1)) 

21   !$omp target data use_device_addr(array_d) 

22   !$omp target 

23       do i=1, N1 

24         array_d(i) = aval 

25         array_h(i) = array_d(i) 

26      end do 

27   !$omp end target 

28   !$omp end target data 
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29   !$omp end target data 

30 

31   ! 結果をチェック 

32   write (*,*) array_h(1), array_h(N1) 

33   if (any(array_h /= aval)) then 

34     err = 1 

35   else 

36     err = 0 

37   end if 

38 

39   deallocate(array_h) 

40   if (err == 1) then 

41     stop 1 

42   else 

43     stop 0 

44   end if 

45 

46 end program target_use_device_addr 

次の表は、このセクションで説明した節の特性をまとめたものです。 

節 使用されるディレクティブ リスト項目のタイプ 説明 

is_device_ptr target、dispatch C/C++: ポインター、

配列または参照 

Fortran: C_PTR 

リスト項目がデバイスポインターであ

ることを示します (有効なデバイスア

ドレスを持つ)。 

use_device_ptr target data C/C++: ポインター、

配列または参照 

Fortran: C_PTR 

リスト項目が、デバイス上のストレー

ジであるか、デバイス上でアクセスで

きるオブジェクトへのポインターであ

ることを示します。 

has_device_addr target 任意のタイプは配列

セクションでも可能 

リスト項目が有効なデバイスアドレス

を持つことを示します。 

use_device_addr target data 任意のタイプは配列

セクションでも可能 

リスト項目がデバイス上のストレージ

であるか、デバイス上でアクセス可能

であることを示します。 

注: 

OpenMP* パフォーマンス・データの収集には、以下を使用しました。 

• 2 タイルのインテル® GPU 

• 1 つの GPU タイルのみ (暗黙的または明示的なスケーリングなし) 

• 内部バージョンのインテル® コンパイラー、ランタイム、GPU ドライバー 

• レベルゼロプラグイン 

• 起動時に計測しないようにダミーの target 領域を追加 

• JIT (Just-In-Time) コンパイルモード 
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15. デバッグとプロファイル 

システムの動作を十分に理解することは、適切な情報を基に最適化の決定を行うには重要なことです。プロファイラー、ア

ナライザー、デバッガーなど一部のツールはそれに十分な機能を備えています。その他のツールは、インターバル・タイ

マー、カーネルタイマー、print 文などより軽量なものにできます。しかし、それらはすべて、最適化プロセスを支援する上

で重要な役割を果たします。 

ここでは、ソフトウェアを最適化するためこれらのツールをどのように使用するか、関連するトピックについて説明します。 

15.1. インテル® VTune™ プロファイラーの GPU 解析 

インテル® VTune™ プロファイラーは、シリアルおよびマルチスレッド化されたアプリケーション向けのパフォーマンス解

析ツールです。選択されたアルゴリズムを解析し、アプリケーションが利用可能なハードウェア・リソースからどのように

利益を得られるか特定するのに役立ちます。インテル® VTune™ プロファイラーは次の場所を特定できます。 

• 使用可能なプロセッサー・リソースを効率良く利用していないコード領域 

• シーケンシャルとマルチスレッドの両方のパフォーマンスを最適化するのに最適なコード領域 

• アプリケーションのパフォーマンスに影響する同期オブジェクト 

• I/O 操作にアプリケーションが時間を費やしているかどうか、およびその場所と原因 

• アプリケーションが CPU または GPU に依存するかどうか、およびコードを GPU に効率良くオフロードできるか 

• 異なる同期メソッド、異なるスレッド数、または異なるアルゴリズムのパフォーマンスの影響 

• スレッドのアクティビティーと移行 

• データ共有、キャッシュミス、分岐予測ミスなど、コード内のハードウェアに関連する問題 

• GPU で実行される SYCL* アプリケーションのプロファイル・ツール 

GPU 解析をサポートする新しい機能も追加されています。 

• GPU オフロード解析 (テクニカルプレビュー機能) 

• GPU 計算/メディア・ホットスポット解析 (テクニカルプレビュー機能) 

GPU オフロード解析 (プレビュー) 

この解析タイプを使用して、プラットフォーム上の各種 CPU と GPU コアのコード実行を調査し、CPU と GPU のアクティ

ビティーを関連付けて、アプリケーションが GPU 依存であるか CPU 依存であるかを特定します。このツールは、システム

のすべてのコアクロックを自動的に調整し、同じ時間進行で GPU ベースのワークロードと CPU ベースのワークロードを

解析できるようにします。この解析は以下を可能にします。 

• アプリケーションが SYCL* または OpenCL* カーネルをどれくらい効率良く使用しているか特定できます。 
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• インテル® メディア SDK タスクの実行を時間経過で解析します (Linux* ターゲットのみ)。 

• GPU の使用を調査して、すべての時点での GPU エンジンのソフトウェア・キューを解析できます。 

GPU 計算/メディア・ホットスポット解析 (プレビュー) 

このツールを使用し、最も時間のかかる GPU カーネルを解析し、GPU ハードウェアの・メトリックに基づいて GPU の使

用状況を特徴付け、メモリー・レイテンシーや非効率なカーネル・アルゴリズムによって引き起こされるパフォーマンスの

問題を特定して、命令タイプごとの GPU 命令の頻度を解析します。GPU 計算/メディア・ホットスポット解析は、以下を可

能にします。 

• GPU 利用率の高い GPU カーネルを調査し、この利用率の有効性を予測してストールまたは低い占有率の原因を

特定します。 

• 選択した GPU メトリックで時間経過ごとにアプリケーションのパフォーマンスを調査します。 

• 最もホットな SYCL* または OpenCL* カーネルを解析して、カーネルコードのアルゴリズムが不完全であるか、

work-item の構成が適切ではないか確認します。 

• SYCL* アプリケーションで GPU オフロード解析を実行します。 

15.1.1. インテル® VTune™ プロファイラーの GPU アプリケーション解析 

1. インテル® VTune™ プロファイラーを起動し、[Welcome] ページで [New Project...] をクリックします。[Create a 

Project] ダイアログボックスが表示されます。 

2. プロジェクトのプロジェクト名と場所を指定して、[Create Project] をクリックします。[Configure Analysis] ウィ

ンドウが開きます。 

3. [WHERE] ペインでローカルホストが選択されていることを確認します。 

4. [WHAT] ペインで、起動するアプリケーションのターゲットが選択されていることを確認し、プロファイルするアプ

リケーションとして matrix_multiply バイナリーを指定します。 

5. [HOW] ペインの [Accelerators] グループから [GPU Offload] 解析を選択します。 

6. [Start] ボタンをクリックして解析を実行します。 

これは、インテル® VTune™ プロファイラーでサポートされるインテル® グラフィックスとサードパーティー製の GPU を搭

載したプラットフォーム上で実行されるアプリケーションを解析する最も直感的な方法です。 
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15.1.2. コマンドラインから解析を実行 

コマンドラインから解析を実行するには、次の操作を行います。 

Linux*: 

1. インテル® VTune™ プロファイラーの環境変数を設定するスクリプトを source します。 

source <*install_dir*>/env/vars.sh 

2. 解析コマンドを実行します。 

vtune -collect gpu-offload -- ./matrix.dpcpp 

Windows*: 

1. インテル® VTune™ プロファイラーの環境変数を設定するバッチファイルを実行します。 

export <*install_dir*>\env\vars.bat 

2. 解析コマンドを実行します。 

vtune.exe -collect gpu-offload -- matrix_multiply.exe 

15.1.3. 収集したデータを解析 

GPU オフロードの観点から解析を開始します。[Summary] ウィンドウで、CPU および GPU リソースの使用統計を確認

して、アプリケーションが GPU 依存であるか、CPU 依存であるか、またはシステムの計算能力を効率良く利用していない

ことを判断できます。この例では、アプリケーションは計算集約型であり、GPU を使用する必要があります。ただし、サマ

リー情報は GPU の利用率が低いことを示しています。 
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図 26: GPU オフロードのビューポイント 

[Platｆoｒm] ウィンドウに切り替えます。ここでは、ソフトウェア・キューの GPU 使用状況の解析に役立つ基本 CPU およ

び GPU メトリックを確認できます。このデータはタイムライン上の CPU 使用状況に関連しています。[Platｆorm] ウィン

ドウの情報は、いくつかの推測に役立ちます。 

 
図 27: GPU 利用率 

ほとんどのアプリケーションは、上記のような状況を示さない可能性があります。すべての依存関係を理解するには、詳し

い解析が必要です。例えば、ビデオ処理とレンダリングを実行する GPU エンジンは順番にロードされます。この場合、エ

ンジンは連続して使用されます。アプリケーション・コードが CPU で実行されると、GPU では非効率なスケジュールが行

われる可能性があります。これにより、アプリケーションが GPU 依存であると誤認識されることがあります。 

計算タスク・リファレンスと GPU 利用率メトリックから GPU 実行フェーズを特定し、タスクを生成しキューに配置する

オーバーヘッドを調査します。 
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図 28: GPU オフロード・プラットフォーム・ウィンドウ 

計算タスクを調査するには、[Graphics] ウィンドウに切り替えて、スレッドごとに GPU で実行されるワークのタイプ (レ

ンダリングまたは計算) を調べます。[Computing Task] のグループ化を選択し、タスクのパフォーマンス特性を調査す

るためリストを参照します。計算タスクをさらに詳しく解析するには、[GPU Compute/Media Hotspots] 解析タイプを

実行します。 

 
図 29: 計算タスクのグループ化 
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15.1.4. GPU 計算/メディア・ホットスポット解析を実行 

解析を実行するには以下の操作を行います。 

1. [Accelerators] グループで、[GPU Compute/Media Hotspots] 解析タイプを選択します。 

2. 前のセクションで説明したように、解析オプションを設定します。 

3. [Start] ボタンをクリックして解析を実行します。 

 
図 30: GPU 計算/メディア・ホットスポット解析 
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コマンドラインから解析を実行します。 

Linux*: 

vtune -collect gpu-hotspots -- ./matrix.dpcpp 

Windows*: 

vtune.exe -collect gpu-hotspots -- matrix_multiply.exe 

15.1.5. 計算タスクを解析 

 
図 31: 特性化プロファイル 

デフォルトの解析設定は、概要メトリックのセットを使用して特性プロファイルを起動します。GPU オフロード解析により

利用可能な個々の計算タスクの特性に加えて、インテル® VTune™ プロファイラーは、GPU メモリー階層のそれぞれのレ

ベルに分類されるメモリー帯域幅メトリックを示します。 

 
図 32: インテル® VTune™ プロファイラーのメモリー帯域幅メトリック 
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ソースコード・レベルで計算タスクを解析することもできます。例えば、特定のタスクに費やされた、またはメモリー待機時

間で費やされた GPU クロックサイクルをカウントするには、[Source Analysis] オプションを使用します。 

 
図 33: GPU 計算/メディア・ホットスポット解析、ソース解析 

行列計算のコードを SYCL* に移植します。 

リスト 180: /examples/matrix/multiply.cpp 

1  // 基本行列乗算 

2  void multiply1(int msize, int tidx, int numt, TYPE a[][NUM], TYPE b[][NUM], 

3               TYPE c[][NUM], TYPE t[][NUM]) { 

4  int i, j, k; 

5 

6  // デバイスキューを宣言 

7  sycl::default_selector device; 

8  sycl::queue q(device, exception_handler); 

9  cout << "Running on " << q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() 

10       << "\n"; 

11  // 2 次元の range を宣言します 

12  sycl::range<2> matrix_range{NUM, NUM}; 

13 

14  // 3 つのバッファーを宣言して初期化します 

15  sycl::buffer<TYPE, 2> bufferA((TYPE *)a, matrix_range); 

16  sycl::buffer<TYPE, 2> bufferB((TYPE *)b, matrix_range); 

17  sycl::buffer<TYPE, 2> bufferC((TYPE *)c, matrix_range); 

18  // ジョブをキューへ送信します 

19  q.submit([&](auto &h) { 

20     // バッファーに対応する 3 つのアクセサーを宣言します。最初の 2 つは read で 残りは 

21     // read_write です。 

22     sycl::accessor accessorA(bufferA, h, sycl::read_only); 
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23     sycl::accessor accessorB(bufferB, h, sycl::read_only); 

24     sycl::accessor accessorC(bufferC, h); 

25 

26     // matrix_range で並列に行列乗算を実行します 

27     // ind は range へのインデックスです 

28     h.parallel_for(matrix_range, [=](sycl::id<2> ind) { 

29       int k; 

30       for (k = 0; k < NUM; k++) { 

31         // ind[0] は行、ind[1] は列の計算を実行します 

32         accessorC[ind[0]][ind[1]] += 

33             accessorA[ind[0]][k] * accessorB[k][ind[1]]; 

34       } 

35     }); 

36   }).wait_and_throw(); 

37 } // multiply1 

コマンドラインから GPU オフロードレポートを解析すると、アプリケーションを最適化する方法を示す詳しい推奨事項を

取得できます。 

 

また、GPU ホットスポットを使用して、GPU カーネルがどの程度効率良く実行されているか調査することもできます。実

行ユニットがストールする頻度は、GPU のパフォーマンスを示す指標になります。もう 1 つの重要なメトリックは、L3 帯

域幅の影響を受けているかどうかです。この場合、インテル® VTune™ プロファイラーは、ストール中に L3 帯域幅が高

かったことを示しています。 

経過時間: 2.805 秒 

GPU 利用率: 3.3% 

GPU 利用率が低くなっています。アプリケーション全体のパフォーマンスを高めるには、よ

り多くのワークを GPU にオフロードすることを検討してください。 

GPU 利用率 

GPU エンジン パケットタイプ GPU 時間 GPU 利用率 (%) 

レンダーと GPGPU           不明 0.091 
秒 

3.3% 

最もホットな GPU 計算タスク 

計算タスク 合計時間 実行時間 実行の % (%) インスタンス数 

Matrix1<float> 0.183 
秒 

0.086 
秒 

47.0% 1 

推奨： 

GPU 利用率3.3% 

GPU 利用率が低くなっています。ホストのアクティビティーを詳しく解析するには、for に切り替え

ます。GPU 利用率が低いと、アプリケーションの効率良いオフロードを妨げる可能性があります。 

転送時間: 0.097秒 

デバイスでの実行時間は、メモリー転送時間よりも短いことが分かります。オフロードのスキーマが適切

であることを確認します。インテル® Advisor ツールを使用して、非効率なオフロードの原因について情報

を取得します。 
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インテル® VTune™ プロファイラーを使用して GPU のパフォーマンスを最適化するそのほかの方法については、

インテル® VTune™ プロファイラーのクックブックの「インテル® GPU 向けのソフトウェア最適化」および「インテル® 

VTune™ プロファイラーを使用してインテル® GPU 向けにアプリケーションを最適化」を参照してください。 

15.2. インテル® Advisor の GPU 解析 

インテル® Advisor には、GPU で実行されるアプリケーションのパフォーマンス解析に役立つ 2 つの機能があります。 

• オフロードのモデル化を使用して、CPU ベースのコード内のカーネルを識別して、GPU で実行した場合のパフォー

マンスを推測します。また、使用する GPU 以外の各種 GPU の構成を調査することもできます。 

• GPU ルーフラインの調査機能を使用して、GPU の性能上限に対するアプリケーションのパフォーマンスを確認し

ます。 

必要条件: インテル® Advisor の環境変数を設定します。 

• Linux*: source <install-dir>/advisor-vars.sh 

• Windows*: <install-dir>/advisor-vars.bat 

この章の残りのセクションでは、上記の 2 つの機能と GPU ルーフラインの調査を使用してメモリー依存のアプリケー

ションを解析および最適化する詳細なレシピについて説明します。 

15.2.1. オフロードのモデル化を使用して GPU にオフロードする領域を特定 

インテル® Advisor の一部の機能であるオフロードのモデル化は、次の用途に利用できます。 

• GPU にオフロードされる可能性があるコード領域を特定します。 

• GPU で実行した場合のコードのパフォーマンスを推測します。 

• アクセラレーターの設定パラメーターの組み合わせを試します。 

経過時間: 1.849 秒 

GPU 時間: 0.090 秒 

 

EU アレイストール/アイドル:    6.2% 

GPU L3 帯域幅依存: 65.2% 

 

EU がストールまたはアイドル時の L3 帯域幅が高くなっています。 

キャッシュの再利用を改善することを検討してください。 

 

FPU 利用率: 76.4% 

https://jp.xlsoft.com/documents/intel/vtune/2021/Intel_VTune_Profiler_Performance_Analysis_Cookbook.pdf#page=20
https://www.isus.jp/products/vtune/optimize-apps-for-gpus-with-vtune-profiler/
https://www.isus.jp/products/vtune/optimize-apps-for-gpus-with-vtune-profiler/
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オフロード・アドバイザーは、上限とボトルネックのパフォーマンス・モデルを使用して、速度向上の上限を示します。測定

された x86 CPU メトリックとアプリケーション特性を入力として受け取り、解析モデルを適用することでターゲット GPU 

上の実行時間と特性を推測します。 

インテル® Advisor の GUI から、advisor のコマンドライン・インターフェイスを使用するか、インテル® Advisor に付属

する専用 Python* スクリプトを使用して、オフロードのモデル化パースペクティブを実行できます。ここでは、スクリプト

を使用したオフロードのモデル化を行う方法について説明します。パースペクティブを実行するほかの方法については、

『インテル® Advisor ユーザーガイド』 (英語) を参照してください。 

Linux* で C++ 行列乗算アプリケーションのオフロードモデル化を実行するには: 

 
図 34: Linux* での C++ 行列アプリケーションのオフロードモデル 

1. collect.py でアプリケーションのパフォーマンス・メトリックを収集します。 

advisor-python $APM/collect.py ./advisor_project --config gen9_gt2 -- matrix_multiply 

2. analyze.py で GPU 上のアプリケーションのパフォーマンスをモデル化します。 

advisor-python $APM/analyze.py ./advisor_project --config gen9_gt2 

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/advisor-user-guide/top.html
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すべての方法でパフォーマンスのモデル化を実行し、インテル® Advisor GUI で結果を開くか、advisor_project/ 

e000/pp000/data.0 に生成された CSV メトリックレポートとインタラクティブな HTML レポートを開きます。 

 
図 35: インテル® Advisor GUI、オフロード・アドバイザー 

レポートの [Summary] セクションを次の点に注意して閲覧します。 

• CPU での元の実行時間、GPU アクセラレーターでの予測実行時間、オフロード領域の数、および  [Program 

metrics] ペインの推測されるスピードアップ。Matrix Multiply では、インテル® Advisor は 4.4 倍の潜在的

なスピードアップをレポートしています。 

• オフロードを制限する要因。このペインには、アプリケーションがターゲットデバイスでより高いパフォーマンスを

達成するのを妨げる主な要因が報告されます。Matrix Multiply アプリケーションは、99% がラストレベル・

キャッシュ (LLC) の帯域幅で制限されています。 

• GPU へのオフロードにより恩恵が得られるコード領域と各コード領域で推測されるパフォーマンスを示す [Top 

Offloaded] のソースコード行。Matrix Multiply では、オフロードに推奨されるコード領域が 1 つ示されてい

ます。 

• オフロードが推奨されないコード領域とその理由を示す、[Top Non-Offloaded] のソースコード行。 

[Offloaded Regions] タブに移動して、オフロードに推奨されるコード領域の詳細な推測および推測メトリックを表示し

ます。また、コード領域で転送されたデータの推定量とそれに対するコストを報告します。 

報告されたデータを基に、SYCL* に移植するコード領域を決定します。例えば、C++ 行列乗算アプリケーションと SYCL* 

へ次のように移植できます。 
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リスト 181: /examples/matrix/multiply.cpp 

1 // 基本行列乗算 

2 void multiply1(int msize, int tidx, int numt, TYPE a[][NUM], TYPE b[][NUM], 

3                TYPE c[][NUM], TYPE t[][NUM]) { 

4   int i, j, k; 

5 

6   // デバイスキューを宣言 

7   sycl::default_selector device; 

8   sycl::queue q(device, exception_handler); 

9   cout << "Running on " << q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() 

10        << "\n"; 

11   // 2 次元の range を宣言 

12   sycl::range<2> matrix_range{NUM, NUM}; 

13 

14   // 3 つのバッファーを宣言して初期化 

15   sycl::buffer<TYPE, 2> bufferA((TYPE *)a, matrix_range); 

16   sycl::buffer<TYPE, 2> bufferB((TYPE *)b, matrix_range); 

17   sycl::buffer<TYPE, 2> bufferC((TYPE *)c, matrix_range); 

18   // ジョブをキューへ送信 

19   q.submit([&](auto &h) { 

20      // バッファーに対応する 3 つのアクセサーを宣言します。最初の 2 つは read で 残りは 

21      // read_write です 

22      sycl::accessor accessorA(bufferA, h, sycl::read_only); 

23      sycl::accessor accessorB(bufferB, h, sycl::read_only); 

24      sycl::accessor accessorC(bufferC, h); 

25 

26      // matrix_range の行列乗算を並列に実行 

27      // ind は range へのインデックス 

28      h.parallel_for(matrix_range, [=](sycl::id<2> ind) { 

29        int k; 

30        for (k = 0; k < NUM; k++) { 

31          // 計算を実行。ind[0] は行、ind[1] は列 

32          accessorC[ind[0]][ind[1]] += 

33              accessorA[ind[0]][k] * accessorB[k][ind[1]]; 

34        } 

35      }); 

36    }).wait_and_throw(); 

37 } // multiply1 

15.2.2. GPU ルーフライン解析を実行 

GPU で実行されるアプリケーションのハードウェアの上限に対するパフォーマンスを見積もるには、GPU ルーフライン

解析を利用できます。インテル® Advisor は、インテル® GPU で実行されるカーネルのルーフライン・モデルを生成できま

す。GPU ルーフライン・モデルは、カーネルを特徴付けて、理想的なパフォーマンスの上限からどれくらい離れているか、

視覚的なグラフを示す非常に優れた機能を提供します。GPU ルーフラインの詳細は、『インテル® Advisor ユーザーガイ

ド』 (英語) をご覧ください。 

必要条件: Linux* では root 権限で、また Windows* では管理者として GPU ルーフライン解析を実行することを推奨し

ます。 

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/advisor-user-guide/top.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/advisor-user-guide/top.html
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Linux* ユーザー向け 

Linux* で root 権限がない場合、root 以外のユーザーが GPU メトリックを収集できるようシステムを構成します。 

1. ユーザー名を video グループに追加します。video グループにユーザー名が含まれるか確認します。 

groups | grep video 

ユーザー名が含まれていない場合、次のコマンドでユーザー名を追加します。 

sudo usermod -a -G video <username> 

dev.i915.perf_stream_paranoid sysctl オプションの値を 0 に設定します。 

sysctl -w dev.i915.perf_stream_paranoid=0 

2. OpenCL* カーネルを長時間実行する場合、時間制限を無効にします。 

sudo sh -c "echo N> /sys/module/i915/parameters/enable_hangcheck" 

すべてのユーザー向け 

1. SYCL* コードが GPU 上で適切に実行されていることを確認します。どのハードウェアでコードが実行されている

か確認するには、SYCL* コードに次の行を追加して実行します。 

sycl::default_selector selector; 
sycl::queue queue(delector); 
auto d = queue.get_device(); 
std::cout<<Running on :<<d.get_info<cl::sycl::info::device::name>()<<std::endl; 

2. Linux* でインテル® Advisor の環境を設定します。 

source <advisor_install_dir>/env/vars.sh 

Windows* では以下を実行します。 

<install-dir>/advisor-vars.bat 
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インテル® Advisor の CLI で GPU ルーフライン解析を実行するには、次の操作を行います。 

1. --profile-gpu オプションでサーベイ解析を実行します。 

advisor -collect=survey --profile-gpu --project-dir=./advisor-project --search-dir 
src:r=./matrix_multiply -- matrix_multiply 

2. --profile-gpu オプションでトリップカウント & FLOP 解析を実行します。 

advisor --collect=tripcounts --stacks --flop --profile-gpu --project-dir=./advisor-pr
oject --search-dir src:r=./matrix_multiply -- matrix_multiply 

3. インテル® Advisor GUI で生成された GPU ルーフライン・レポートを開きます。DPC++ Matrix Multiply アプ

リケーションの次のメトリックを確認します。 

• [Summary] タブで、[Top Hotspots] ペインに上位ホットスポットとメモリーレイアウトを表示します。 

 
図 36: 上位のホットスポット・ペイン 

[Performance Characteristics] ペインで、アプリケーションが実行ユニットをどの程度効率良く使用しているか確認し

ます。 

 
図 37: パフォーマンス特性ペイン  

[GPU Roofline Regions] タブで、GPU ルーフライン・グラフとパフォーマンス・メトリックを参照します。 
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図 38: GPU ルーフライン・グラフとパフォーマンス・メトリック 

• MatrixMultiply アプリケーションは、10.98GFLOPS のパフォーマンスを達成しています。グローバルメモ

リーを使用しており、ローカル (SLM) メモリー向けには最適化されていません。しかし、アプリケーションは、グ

ローバルアクセサーを利用するため、これは当然のことです。 

• 右側の赤い点で示されるように、アプリケーションは GTI の最大帯域幅からかなり離れています。 

• 左側の点は L3 帯域幅を示します。グラフで示されるように、L3 帯域幅の最大値からはかけ離れています。 

GPU ルーフライン・グラフが示しているように、メモリー帯域幅をより有効に利用することを可能にする次の最適化手法

があります。 

• ローカルメモリーを使用 (SLM)。 

• SLM/L3 キャッシュを効率良く利用するキャッシュのブロック化を使用。 

次に最適化されたバージョンの MatrixMultiply アプリケーションを示します。このバージョンでは、2 つのタイルを

宣言して、それらを sycl::access::target:local として定義します。また、いくつかの内部ループでこれらのタイ

ルを処理するようにカーネルを変更します。 

リスト 182: /examples/matrix/multiply.cpp 

1 // accessorC 参照をローカル変数に置き換えます 

2 void multiply1_1(int msize, int tidx, int numt, TYPE a[][NUM], TYPE b[][NUM], 

3                  TYPE c[][NUM], TYPE t[][NUM]) { 

4 

5   int i, j, k; 

6 

7   // デバイスキューを宣言 
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8   sycl::default_selector device; 

9   sycl::queue q(device, exception_handler); 

10   cout << "Running on " << q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() 

11        << "\n"; 

12 

13   // 2 次元の range を宣言 

14   sycl::range<2> matrix_range{NUM, NUM}; 

15 

16   // 3 つのバッファーを宣言して初期化 

17   sycl::buffer<TYPE, 2> bufferA((TYPE *)a, matrix_range); 

18   sycl::buffer<TYPE, 2> bufferB((TYPE *)b, matrix_range); 

19   sycl::buffer<TYPE, 2> bufferC((TYPE *)c, matrix_range); 

20 

21   // ジョブをキューへ送信 

22   q.submit([&](auto &h) { 

23      // バッファーに対応する 3 つのアクセサーを宣言します。最初の 2 つは read で 残りは 

24      // read_write です 

25      sycl::accessor accessorA(bufferA, h, sycl::read_only); 

26      sycl::accessor accessorB(bufferB, h, sycl::read_only); 

27      sycl::accessor accessorC(bufferC, h); 

28 

29      // matrix_range の行列乗算を並列に実行 

30      // ind は range へのインデックス 

31      h.parallel_for(matrix_range, [=](sycl::id<2> ind) { 

32        int k; 

33        TYPE acc = 0.0; 

34        for (k = 0; k < NUM; k++) { 

35          // 計算を実行。ind[0] は行、ind[1] は列 

36          acc += accessorA[ind[0]][k] * accessorB[k][ind[1]]; 

37        } 

38        accessorC[ind[0]][ind[1]] = acc; 

39      }); 

40    }).wait_and_throw(); 

41 } 

42 

53 // accessorC 参照をローカル変数に置き換えて行列をタイル化します 

54 void multiply1_2(int msize, int tidx, int numt, TYPE a[][NUM], TYPE b[][NUM], 

55                  TYPE c[][NUM], TYPE t[][NUM]) { 

56   int i, j, k; 

57 

58   // デバイスキューを宣言 

59   sycl::default_selector device; 

60   sycl::queue q(device, exception_handler); 

61   cout << "Running on " << q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() 

62        << "\n"; 

63 

64   // 2 次元の range を宣言 

65   sycl::range<2> matrix_range{NUM, NUM}; 

66   sycl::range<2> tile_range{MATRIXTILESIZE, MATRIXTILESIZE}; 

67 

68   // 3 つのバッファーを宣言して初期化 

69   sycl::buffer<TYPE, 2> bufferA((TYPE *)a, matrix_range); 

70   sycl::buffer<TYPE, 2> bufferB((TYPE *)b, matrix_range); 

71   sycl::buffer<TYPE, 2> bufferC((TYPE *)c, matrix_range); 

72 

73   // ジョブをキューへ送信 

74   q.submit([&](auto &h) { 

75      // バッファーに対応する 3 つのアクセサーを宣言します。最初の 2 つは read で 残りは 

76      // read_write です 

77      sycl::accessor accessorA(bufferA, h, sycl::read_only); 
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78      sycl::accessor accessorB(bufferB, h, sycl::read_only); 

79      sycl::accessor accessorC(bufferC, h); 

80 

81      // 行列のタイルを作成 

82      sycl::accessor<TYPE, 2, sycl::access::mode::read_write, 

83                     sycl::access::target::local> 

84          aTile(sycl::range<2>(MATRIXTILESIZE, MATRIXTILESIZE), h); 

85      sycl::accessor<TYPE, 2, sycl::access::mode::read_write, 

86                     sycl::access::target::local> 

87          bTile(sycl::range<2>(MATRIXTILESIZE, MATRIXTILESIZE), h); 

88      // matrix_range の行列乗算を並列に実行 

89      // ind は range へのインデックス 

90      h.parallel_for(sycl::nd_range<2>(matrix_range, tile_range), 

91                     [=](cl::sycl::nd_item<2> it) { 

92                       int k; 

93                       const int numTiles = NUM / MATRIXTILESIZE; 

94                       const int row = it.get_local_id(0); 

95                       const int col = it.get_local_id(1); 

96                       const int globalRow = 

97                           MATRIXTILESIZE * it.get_group(0) + row; 

98                       const int globalCol = 

99                           MATRIXTILESIZE * it.get_group(1) + col; 

100                       TYPE acc = 0.0; 

101                       for (int t = 0; t < numTiles; t++) { 

102                         const int tiledRow = MATRIXTILESIZE * t + row; 

103                         const int tiledCol = MATRIXTILESIZE * t + col; 

104                         aTile[row][col] = accessorA[globalRow][tiledCol]; 

105                         bTile[row][col] = accessorB[tiledRow][globalCol]; 

106                         it.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

107                         for (k = 0; k < MATRIXTILESIZE; k++) { 

108                           // 計算を実行。ind[0] は行、ind[1] は列 

109                           acc += aTile[row][k] * bTile[k][col]; 

110                         } 

111                         it.barrier(sycl::access::fence_space::local_space); 

112                       } 

113                       accessorC[globalRow][globalCol] = acc; 

114                     }); 

115    }).wait_and_throw(); 

116 } // multiply1_2 

最適化されたバージョンを multiply_1_2 として保存し、GPU ルーフラインを再度実行し、新しいグラフを表示します。 

• 最適化されたアプリケーションは、19.985GFLOPS を示します。 

• アプリケーションは、16 x 16 タイルを格納するグローバルメモリーと SLM メモリーを使用します。これによりメモ

リー帯域幅が増加します。 
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図 39: GPU ルーフラインの新しいグラフ 

15.2.3. GPU ルーフラインでメモリー依存の GPU パフォーマンスを最適化 

ここでは、インテル® Advisor の GPU ルーフラインの調査パースペクティブを使用して、GPU アプリケーションのパ

フォーマンスの問題を特定して、その理由を理解する方法について説明します。 

SYCL*/DPC++ または OpenMP* プログラミング・モデルを使用して GPU アプリケーションを開発する場合、カーネル

の並列実行を維持することが重要です。通常、大量で不均一なメモリーアクセスは、GPU のパフォーマンスを制限する主

な問題となります。グローバルデータが配置されるメモリーレベルと GPU 実行ユニット間のパスが複雑である場合、パス

上にある異なるステージで帯域幅の制限を受け、GPU がストールしてデータを待機している可能性があります。それらの

ステージを特定して、パス上のデータフローを測定するのは、パフォーマンス最適化における重要な方法論です。GPU 

ルーフラインの調査パースペクティブは、カーネルごとのボトルネックを解析し、問題の原因となるデータパスのステージ

を迅速に特定するのに役立ちます。GPU の実行アルゴリズムを最適化する手法として、データアクセスの元を再考するこ

とが考えられます。 

インテル® GPU マイクロアーキテクチャーのメモリーパス 

インテル® プロセッサー・グラフィックスの計算アーキテクチャーは、GPU の世代によって、CPU と同じ DRAM を共有する

統合計算デバイスメモリーとしてのシステムメモリーと、ディスクリート GPU ガードに搭載される専用の VRAM を使い

分けます。 
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CPU と GPU で DRAM を共有する統合 GPU では、グローバルデータはシステム DRAM から LLC (ラストレベル・キャッ

シュ) を経由して GPU 上の GTI (グラフィックス・テクノロジー・インターフェイス) に移動します。データを効率良く再利用

することで、データは GPU の L3 キャッシュに留まり Xe ベクトルエンジン (XVE) レジスターファイルにフェッチできます。 

高帯域幅で低レイテンシーのシステム上でデータにアクセスする最速の方法が、レジスターにアクセスすることであると

仮定すると、インテル® Advisor のキャッシュを考慮したルーフライン・モデル (CARM) は、アルゴリズムが消費する真の 

(つまり純粋な) データ量で最も効果的にアクセスできるものとして扱います。これをアルゴリズム的データと呼ぶことに

します。例えば、行列乗算アルゴリズムの純粋な実装において、理論的にそれぞれの行列をリードして計算に使用する

データ量は次のように考えることができます。 

D * M3 

説明: 

• D はバイト単位の行列要素のサイズです 

• M は正方行列のサイズです 

GRF (汎用レジスターファイル) が理論的にすべての行列データを格納できれば、DRAM から GPU へのデータ転送は 1 

回のみで済みます。それ以外では、データは DRAM から L3 キャッシュに転送され、そしてアルゴリズムで定義されたメモ

リーアドレスのアクセス順に分割して転送されます。計算でデータを再利用することで、データの一部が長くキャッシュに

留まりアクセスが早くなります。アルゴリズムが使用するデータは、L3 キャッシュに収まるのが理想的です。実際には、L3 

キャッシュにあるデータを可能な限り再利用して、以降の部分データを再利用できるよう退避させるのが現実的です。 

L3 キャッシュからデータが退避され、次の計算で必要になる場合もあります。これは、冗長なキャッシュ・トラフィックを発

生させ、データパスの帯域幅の負荷が増加することになります。そのような状況を判断できるメトリックに L3 キャッシュ

ミスがあります。 

DRAM から L3 キャッシュへのデータフェッチは 64 バイトのキャッシュライン単位で行われるため、キャッシュライン・サ

イズより小さなデータ・オブジェクトやキャッシュラインにまたがるデータ・オブジェクトにアクセスすると、DRAM から

フェッチされていない不要なデータがあるため、過度なキャッシュ・トラフィックが発生することがあります。最悪のシナリ

オは、グローバルメモリー空間にランダムに格納されるバイトサイズのオブジェクトにアクセスすることです。この場合、

アクセスごとに 63 バイトの使用しないデータが L3 キャッシュに取り込まれ、データパスでは (アルゴリズム的なデータ

のほかに) オーバーヘッドが増加します。 

L3 キャッシュのほかに、work-group のローカル・メモリー・アドレス空間をサポートする L3 キャッシュ外の専用構造で

ある共有ローカルメモリー (SLM) があります。SLM は、第 9 世代では物理的には L3 の一部ですが、機能的には分離して

います。SLM は GPU パフォーマンスのパフォーマンスを大幅に向上させますが、サイズに制限があるため、パフォーマン

スを確実に向上させるには work-group のサイズを慎重に選択しなければなりません。 

各ステージには帯域幅の制限があります。通常、VE から遠くなるほど帯域幅は低くなります (CPU のメモリー・アーキテク

チャーに似ています)。アルゴリズムが実装する特定のデータ・アクセス・パターンによっては、いくつかのステージがデータ
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フローのボトルネックになることがあります。複雑なアルゴリズムでは、データアクセスにさまざまなパターンが組み合わ

されるため、ボトルネックが複数存在する可能性があります。 

インテル® Advisor の GPU ルーフラインの調査パースペクティブは、データ転送のさまざまなステージでボトルネックを

特定し、ソースコードに対応付けることでパフォーマンスの問題と最適化に焦点を当てることができます。GPU ルーフラ

インの調査が提供するデータだけではなく、その他のツールを使用してボトルネックの原因となるデータを特定できます。 

GPU ルーフラインの方法論 

インテル® Advisor のルーフライン解析は、2 つの視点から実装されています。 [CPU/Memory Roofline Insights] で

は CPU アプリケーションのパフォーマンスを解析し、[GPU Roofline Insights] では GPU ルーフラインのパフォーマン

スを解析します。CPU/メモリーのルーフラインに焦点を当てたルーフライン・モデルの一般的な方法論は、「インテル® 

Advisor ユーザー向けのルーフライン・リソース」で詳しく説明されています。ルーフラインの基本を理解してから最適化

を進めることを強く推奨します。この記事では、インテル® GPU 上でパフォーマンスを解析する GPU ルーフラインの調査

パースペクティブの機能を説明しています。 

ルーフライン解析の概要 

GPU ルーフラインの調査を使用した GPU パフォーマンスの測定は非常に簡単です (「GPU ルーフラインを使用」 (英

語) を参照)。 

1. インテル® Advisor GUI (英語) またはインテル® Advisor のコマンドライン・ツール (英語) から GPU ルーフライン

の調査を実行します。 

2. 解析結果を開いて、GPU ルーフライン・グラフのレポートを調査します。グラフは、マシンが達成可能な最大パ

フォーマンスに対するアプリケーションのパフォーマンスと演算強度を表示します。 

例えば、行列乗算アプリケーションの場合、GTI (メモリー) レベルでフィルター処理された GPU ルーフライン・グラ

フには、GPU カーネルを示す 1 つの赤いドットが描画されています。 

https://www.isus.jp/products/advisor/advisor-roofline-resources/
https://www.isus.jp/products/advisor/advisor-roofline-resources/
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/get-started-with-advisor/top/measure-gpu-performance-using-gpu-roofline.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/advisor-user-guide/top/analyze-gpu-roofline/run-gpu-roofline-perspective.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/advisor-user-guide/top/analyze-gpu-roofline/run-gpu-roofline-perspective-from-command-line.html
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グラフでは、各ドットは測定されたデータとパフォーマンス特性をもとにプロットされたカーネルを示します。演算強度 

(X 軸) とパフォーマンス (Y 軸) の 2 次元座標は、解析の中心となります。この座標のドットの位置は、カーネルのパフォー

マンスとアルゴリズムのデータ消費量、そして GPU の最大演算性能とデータフロー帯域幅などのハードウェアによる制

限との関係を示します。グラフ上で、ハードウェアの制限は対角線またはルーフとして示されます。グラフ上のカーネルの

位置は、2 つの主要なことを理解するのに役立ちます。 

• 現在の GPU でカーネルのパフォーマンスをスピードアップする改善の余地がある場合 

• カーネルが、計算、キャッシュ、メモリー帯域幅のいずれに依存するか、およびその制限を超えてパフォーマンスを

向上させるためアルゴリズムの実装で変更できるものは何であるか 

ここでは、メモリーやキャッシュに依存するアプリケーションの例を説明しています。 

カーネル位置の計算 

カーネルのドットがグラフのどの位置にあるか、その理由を知ることは次のことから重要です。 

カーネルはアルゴリズムの実装であり、一定量のデータに対して一定数の計算操作 (add、mul、mad など) を行います。例

えば、行列乗算の自然な実装で、データをメモリーから直接読み取ると仮定すると、アルゴリズムの演算強度 (AI) は次の

ように計算できます。 

AI = M3 / 3 * M2 
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説明: 

• M は正方行列のサイズです 

• M3 は操作数です 

• 3 * M2 はリード/ライトの量です 

アルゴリズムのパフォーマンス (P) は次のように計算できます。 

P = M3 / T  

説明: 

• T は操作が完了するまでの時間です 

• M3 は操作数です 

AI と P の値により、グラフ上のカーネルドットの位置が決定されます。 

では、理論的な計算から実際の例に切り替えて考えてみます。インテル® Advisor は、実行時にデータを計測するため、ア

ルゴリズムが必要とする理論上の操作数やデータ量を必要としません。各カーネルは、内部インストルメント・ツールに

よって分離され、API トレースによって計測されます。計測パフォーマンス (P’) は次のように計算できます。 

P’ = I’ / T’ 

説明: 

• I’ は計測された計算命令の実行数です 

• T’ は計測時間です 

計算命令には、カーネルが使用するバイト数の計算に役立つ特定のデータ参照構文があり、アルゴリズムが使用するデー

タは VE が GRF からデータを取得するステージでのみ容易に計測できます。しかし、このデータは GPU マイクロアーキ

テクチャー内のメモリー階層の異なる場所から取得される可能性があり、異なるステージを通過するデータ量も異なるこ

とがあります。 

ルーフライン・グラフでは、カーネルのドットがメモリーレベルごとの複数のドットに分割されることがあります。以降では、

各メモリーレベルの詳細と、インテル® Advisor のルーフライン・グラフへのプロット方法について説明します。 

どのメモリーレベルがアルゴリズムの実行を制限しているか知るにはどうしたらいいでしょう? アルゴリズムのパフォーマ

ンスは、時間 T’ の間に実行された命令数 I’ として測定され、各メモリーステージでデータ・トラフィック Dxx を必要としま

す。アルゴリズムがメモリー依存であると仮定すると、一部のレベルではデータフローがハードウェアの上限帯域幅に近く

なりますが、ほかのレベルでは制限が減少する可能性があります。アルゴリズムの実装における最も重要なボトルネック

を特定するには、対応するメモリーレベルのルーフラインに最も近いドットを見つける必要があります。データフローには
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複数のボトルネックが存在する可能性があり、その場合ドットとそれに対応するルーフラインとの距離は同じである必要

がある、ということに注意してください。 

インテル® Advisor のルーフライン・グラフでドットをダブルクリックして、ドットまでの距離が最も短いルーフを見つけ、

ボトルネックを特定します。このツールはメモリー依存に関する追加のヒントも提供しますが、それについては後で説明

します。 

 

GPU ルーフラインを使用したパフォーマンス最適化のシナリオ 

ルーフライン・グラフは、GPU で高速に動作させるためコードの変更が必要であることを直接示すわけではありませんが 

(ヒントやガイドは提供します)、アルゴリズムの実装で最も影響の高いメモリー局所性のパターン (複数可能) を示します。

カーネルのドットがメモリーレベルに対してグラフ上のどの位置にあるかを調べることで、データフローに対しボトルネッ

クになっているメモリーステージを特定できます。この情報を基に、アルゴリズムのデータパターンを修正します。例えば、

データをブロック化してキャッシュを再利用し、不要なデータの多重リードを回避するなどの応用が可能です。 

経験を積むほどデータのパターンを容易に理解できるようになりますが、初心者でも基本的なケースを検証することはで

きます。しかし、実際のアプリケーションは次のような影響を受けるため、通常、特定のルーフに単純に依存するような極

端な動作を示すことはありません。 

• work-group 項目の計算インデックス、メモリーアドレス計算、ループ・インデックスなど、メモリーと VE 間で転送

される補助データ 

• 補助データの影響を受けることで複雑化するデータキャッシュ 

• データ管理に影響する VE スレッドのスケジュール 
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前述した理論上のケースと同様に、異なるアプリケーションの実装例をいくつか考えてみましょう。 

SLM を使用しない行列乗算アルゴリズムのデータブロック最適化 

この実装では、データのブロック化を行わない自然な行列乗算であり、最適化されたカーネルとデータフロー最適化の

ケースと同様です。 

ソースコードでデータがブロック単位で整理されていなくても、コンパイラーはそのパターンを認識して行列配列へのア

クセスを最適化します。その結果、キャッシュのデータ再利用率が高まり、カーネルのパフォーマンスは L3 キャッシュ依

存に変化しました。ルーフライン・グラフは、アプリケーションの 1 つのカーネルに対応する 1 つのドットを示しています。

次のようにグラフ上の位置に基づきます。 

• カーネルはメモリー依存であり、対応するドットは L3 帯域幅のリーフに近接しています。 

• GTI のデータ・トラフィックは L3 キャッシュのデータ・トラフィックの 1/4 であり、データの再利用率が高いことが分

かります。 

• CARM と L3 のトラフィックはほぼ同じです。これは、キャッシュラインがアルゴリズムのデータで完全に満たされ

ているため、間接的なキャッシュラインの使用率が 100% であることを示しています。 
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キャッシュラインの使用率が 100% であることを確認するため、[GPU] ペイングリッドの L3 キャッシュライン使用率メト

リックを見ると 100% になっていることが分かります。グリッドはまた、VE スレッドの占有率が 98.1% で、スレッド間の

スケジュールとデータ分散が適切であることを示しています。 

 

以降のカーネルコードの最適化における制限を理解するため、インテル® Advisor がレポートする以下のデータを確認し

ます。 

• [Roofline Guidance] ペインには、カーネルを制限するサマリーと最適化後のパフォーマンス向上に関する推測値

が表示されます。行列乗算カーネルでは、L3 キャッシュの帯域幅が主な制限となります。L3 キャッシュをより効率良

く使用し、演算強度は同じでもデータアクセスのパターンが適切であれば、カーネルは 1.4 倍高速に動作します。 

 

• [Memory Metric] ペインは、メモリーレベルによる影響 (異なるメモリーレベルからの要求に費やされる時間、合

計時間に対する比率) を理解するのに役立ちます。このカーネルでは、GTI の影響は L3 キャッシュほど高くありま

せんが、カーネルの実行時間全体に占める割合はまだ高く、SLM などで L3 キャッシュの制限が解消されるとボト

ルネックになる可能性があります。このケースでは、L3 キャッシュは GTI の 4 倍以上のデータを持ちます。 
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• [OP/S and Bandwidth] ペインには、帯域幅の制限に関連する 1 秒あたりに測定された操作数とデータ・トラ

フィックが表示されます。このカーネルでは、サマリーに次のデータがレポートされます。 

○ 理論上の SLM 帯域幅は L3 キャッシュのほぼ 3 倍ですが、この実装では SLM を使用しません。行列配列を

ブロック化してローカル共有データをして使用すると、L3 キャッシュの帯域幅の制限を緩和できます。 

○ カーネルのパフォーマンスは、Int32 データの理論的な最大ピーク・パフォーマンスの 27% にしかすぎませ

ん。より適切なメモリーアクセスを実装することで、このカーネルのパフォーマンスを 3 倍以上向上できる

可能性があります。 

 

SLM を使用した行列乗算アルゴリズムのデータブロック最適化 

前述のインテル® Advisor からの推奨事項に従って、行列乗算のデータブロック化を実装するため行列配列を小さなブ

ロックに分割し、データブロックを SLM に配置することで Xe-core レベルでの高速なデータ再利用を実現しました。 

このデータブロック化による最適化の実装により、ルーフライン・グラフは次のようになります。 
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前回の結果とはデータの分布が変化しています。実行がメモリー依存ではなく計算依存であることは、全体のパフォーマ

ンスやさらなる最適化に適していると考えられます。 

メモリーレベルのドットには、いくつか注意すべきことがあります。 

• SLM のトラフィックが L3 のトラフィックよりはるかに大きくなっています。L3 トラフィックはゼロではありません。

これは、データブロックを L3 キャッシュに取り込んでから SLM にコピーして再利用するため予想されたことです。 

• CARM データのトラフィックは、SLM トラフィックの 3 倍です。この原因は明確ではありませんが、VE データポート

が SLM から取得したデータをバッファーして逐次アクセスするために発生すると考えられます。この効果は悪いも

のではなく、VE に最も近いメモリーレベルのデータを再利用していることを意味します。 

このアルゴリズムにおける実装のパフォーマンスの変化を理解するため、[GPU Detail] ペインでデータを確認してみます。 

• [OP/S and Bandwidth] ペインに示されるように、L3 と SLM の帯域幅は上限から離れています。カーネルのパ

フォーマンスは、1 秒あたりの整数操作 (INTOPS) の理論上限値の 47% まで向上しています。 
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• [Roofline Guidance]グラフが示すように、カーネルのパフォーマンスは Int32 ベクトル操作によって制限されて

います。これは、コンパイラーがコードを実装する際に選択した操作です。このグラフは、カーネルを最適化するこ

とで 2.1 倍高速化できることを示しています。 

 

• [Performance Characteristics] ペインに示されるように、VE は実行サイクルの 43.6% でストールしています。

アルゴリズムは完全にベクトル化されているため、VE がストールする理由はほかにあるはずです。VE のパフォー

マンスを最適化することで、[Roofline Guidance] ペインに示されるように 2.1 倍のパフォーマンス向上を達成で

きる可能性があります。 

 

インテル® VTune™ プロファイラーの GPU ホットスポット解析から GPU 計算/メディア・ホットスポット解析を実行して、

VE がストールする原因を調査できます。 

STREAM ベンチマーク向けのデータ再利用可能なビッグデータ配列 

STREAM ベンチマークは、メモリーから大きなデータチャンクを取得して、基本的な計算カーネルを実行する小規模なア

プリケーションです。Copy、Scalar、Add、および Triad を実行します。カーネルの計算操作はゼロかそれに近いため、カー

https://www.isus.jp/wp-content/uploads/vtune/2022/help/GUID-8EA3B4ED-7ABA-4C5E-8351-96FF81B353DD.html
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ネルはメモリー依存であることが予想されます。そのため、システムにおけるデータ帯域幅の上限を定義するために使用

されます。 

インテル® プロセッサー・グラフィックス (開発コード名 Tiger Lake♰) の GPU ルーフラインの調査でベンチマークを解析

した結果、ルーフライン・グラフにはベンチマーク・カーネルに対応する 4 つのドットが表示されました。ドットは、DRAM 

帯域幅のルーフ下にあり、左のメモリー依存側に配置されています。 

 

ルーフラインのガイドグラフは、カーネルが GTI 帯域幅依存であることを示しており、メインのルーフライン・グラフが示

すように DRAM 依存ではないことが分かります。この理由は、インテル® Advisor は、ハードウェアの制約によって統合 

GPU の DRAM と XVE 間で転送されるデータ帯域幅を測定できないためです。 

ルーフラインのガイドでは、キャッシュの局所性を改善することで、パフォーマンスを最適化して適切にデータを再利用で

きることが提案されています。このアドバイスは、データの帯域幅をテストする計算パフォーマンスが最適化の対象では

ないほかのケースにも当てはまります。 
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[OP/S and Bandwidth] ペインで、達成されたメモリー帯域幅の具体的な数値を確認します。CARM、L3、および GTI の

各ステージは、同程度の帯域幅を達成しているため、このベンチマークのボトルネックは最も遠いメモリー・インターフェ

イスであることに注意してください。 

 

ここで、CARM、L3、および GTI のすべてのステージが同等の実効帯域幅を持ち、3 つのメモリー・コンポーネントは、特定

のカーネルに対して相互にほぼ同じであることに注意してください。同一のルーフライン・コンポーネントを持つことは、

キャッシュやレジスターファイルが再利用されず、データを取得するたびに外部メモリーにアクセスする必要があることを

意味します。等価な CARM、L3、外部メモリーのルーフライン・コンポーネントは、「ストリーミング」パターンを示す一般

的なものです。 

これは、ベンチマークが最も離れたメモリー・インターフェイスがボトルネックであることも示しています。カーネルの帯

域幅にわずかな差が見られますが、これは Copy/Scale カーネルのリード/ライトが等しく、Add/Triad カーネルではリー

ドがライトの 2 倍で、リード帯域幅が高いことに影響を受けています。 
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インテル® プロセッサー・グラフィックス (開発コード名 Tiger Lake♰) のハードウェアの制限により、インテル® Advisor が 

DRAM と VE 間の帯域幅を測定できないことに対処するため、ディスクリートのインテル® Iris® Xe MAX グラフィックスで

ベンチマークを解析してみます。その結果、ルーフライン・グラフには、DRAM 帯域幅のルーフの下に 4 つのカーネルの

ドットが表示されました。 

 

[OP/S and Bandwidth] ペインで、インテル® Advisor が DRAM を最も高いレベルのボトルネックとして識別できるよ

うになりました。 
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[OP/S and Bandwidth] ペインおよび [Memory Metrics] ペインで示されるように、DRAM データ・トラフィックは理論

上の上限に近く、stream ベンチマークは実際のデータフローの制限を測定します。 

 

ステンシル・データ・パターン・ベンチマークにおける部分的なデータアクセスの効率 

最も興味深いケースは、データアクセスがコンパクトであってローカルの範囲が限られていても、グローバルではアクセ

スがスパースである場合です。例えば、ステンシルベースのカーネルの計算では、X と Y の 2 軸のデータはメモリー空間

でシーケンシャルにアクセスされますが、Z 軸のデータは大きなストライド単位でアクセスされることが、実際のアプリ

ケーションではよくあります。 
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第 12 世代のインテル® プロセッサー・グラフィックスで動作する SPEC ACCEL ベンチマーク・セットに含まれる 

504.polbm アプリケーションを解析してみます。このベンチマーク・アプリケーションは  C 言語で記述されており、

OpenMP* によって GPU へのオフロードが行われています。倍精度データタイプで動作しますが、第 12 世代アーキテク

チャーのインテル® プロセッサー・グラフィックスは、整数タイプのデータでしか計算をシミュレートできません。そのため、

整数操作のルーフライン・グラフを調査します。 

GPU ルーフライン・グラフは、ベンチマークのカーネルに対し 1 つのドットを示しています。ドットは、メモリールーフと計

算ルーフの間に位置するため、GPU のパラメーターを変更すると (メモリー帯域幅の大きいハードウェアで解析を実行す

るなど)、カーネルのドットがメモリー依存から計算依存にグラフ上で移動することがあります。 

 

ルーフライン・グラフで示されるように、カーネルは L3 キャッシュの帯域幅に依存しています。また、インテル® Advisor 

は、ステンシルベースのカーネルで予測される、低いキャッシュライン利用率を検出します。 
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一般に、ステンシルベースのカーネルでデータアクセスを最適化するには、データの局所性を高めるのに SLM を使用し、

データ軸ごとに SIMD 並列化を行うよう、データ配置を変更する手法を導入する必要があります。ただし、ベンチマークで

はデータ配置を変更できないため、最適化はすべてグラフィックス向けのコンパイラーによって行われます。 

まとめ 

インテル® Advisor の [GPU Roofline Insights perspective] は、インテル® GPU にオフロードされたカーネルのパ

フォーマンスを調べるのに役立つツールです。ルーフラインの結果は、理論上の極端なケースを想定した方が理解しやす

いと考えられます。このようなケースではハードウェア上の制限しかないため、パフォーマンス最適化の方針が明確にな

ります。しかし、実際のアプリケーションでは、複数の制限要因が存在する可能性があります。ルーフラインは、最も影響の

ある要因を特定することで、パフォーマンスの問題に対処します。1 つの制限を排除すると、解析では次に対処すべき要因

が示され、パフォーマンスが理論上のハードウェアの上限に近づき、最適化によって改善の余地がなくなるまで作業を繰

り返します。 

15.3. カーネル内での I/O 

print 文は、プログラムの結果を確認する最も基本的な機能です。アクセラレーターでは、print はかなり困難であり、

オーバーヘッドの面でも高コストです。SYCL* は、このタスクを標準の I/O C/C++ プログラムと同様にいくつかの機能を

提供しますが、アクセラレーターの動作を理解するには異なる面があります。SYCL* カーネルでは、ファイル I/O は許され

ません。 
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SYCL* は、カーネル内からコンソールに情報を出力する stream クラスを提供します。これにより、デバッガーを使用す

ることなく簡単な問題をデバッグすることができます。stream クラスは、C++ STL ostream クラスとよく似た機能を提

供し、使い方は STL クラスに類似しています。以下では、SYCL* stream クラスを使用して、キューに投入されたカーネ

ルから情報を出力する方法について説明します。 

クラスを使用するには、最初にクラスをインスタンス化する必要があります。stream コンストラクターのシグネチャーは

次のとおりです。 

stream(size_t BufferSize, size_t MaxStatementSize, handler &CGH); 

コンストラクターには 3 つのパラメーターがあります。 

• BufferSize: カーネルレンジ全体で出力する文字の総数 

• MaxStatementSize: stream クラスの 1 回の呼び出しの最大文字数 

• CGH: sycl::queue::submit 呼び出しの sycl::handler パラメーターへの参照 

使用法は、C++ STL ostream std::cout クラスの使い方と類似しています。出力する必要があるメッセージまたは

データは、適切な operator<< メソッドにより SYCL* ストリーム・インスタンスに送信されます。SYCL* は、すべてのビ

ルトイン・データ・タイプ (int、char、float など) と一般的なクラス (sycl::nd_range や sycl::group など) の実

装を提供します。 

次に、SYCL* stream インスタンスの使い方を示します。 

リスト 183: /examples/io-kernel/out.cpp 

1 void out1() { 

2   constexpr int N = 16; 

3   sycl::queue q; 

4   q.submit([&](auto &cgh) { 

5      sycl::stream str(8192, 1024, cgh); 

6      cgh.parallel_for(N, [=](sycl::item<1> it) { 

7        int id = it[0]; 

8        /* コンソールに表示するストリームに識別子を送信 */ 

9        str << "ID=" << id << sycl::endl; 

10      }); 

11    }).wait(); 

12 } // out1 の終わり 

sycl::endl は、C++ STL の std::endl ostream に類似しています。これには、改行を挿入するだけでなく、スト

リームをフラッシュする効果があります。 

  



2023.0 oneAPI GPU 最適化ガイド 

 

304 

上記のカーネルをコンパイルして実行すると、次の出力が得られます。 

ID=0 

ID=1 

ID=2 

ID=3 

ID=4 

ID=5 

ID=6 

ID=7 

ID=8 

ID=9 

ID=10 

ID=11 

ID=12 

ID=13 

ID=14 

ID=15 

BufferSize パラメーターと MaxStatementSize パラメーターの選択には注意が必要です。サイズが足りない場合、

ステートメントが出力されないか、欠落した情報が表示されることがあります。次のカーネルについて考えてみます 

リスト 184: /examples/io-kernel/out.cpp 

1 void out2() { 

2   sycl::queue q; 

3   q.submit([&](auto &cgh) { 

4      sycl::stream str(8192, 4, cgh); 

5      cgh.parallel_for(1, [=](sycl::item<1> it) { 

6        str << "ABC" << sycl::endl;     // Print statement 1 

7        str << "ABCDEFG" << sycl::endl; // Print statement 2 

8      }); 

9    }).wait(); 

10 } // out2 の終わり 

上記のカーネルをコンパイルして実行すると、次の出力が得られます。 

ABC 

表示される文字数が 4 (sycl::endl による改行を含む) であり、最大ステートメント・サイズ (sycl::stream の 

MaxStatementSize パラメーターで指定) も 4 であるため、最初のステートメントは正しく表示されました。ただし、2 

番目のステートメントの改行のみが出力されます。 

次のカーネルは、許容される最大文字サイズを増やした場合の影響を示しています。 
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リスト 185: /examples/io-kernel/out.cpp 

1 void out3() { 

2   sycl::queue q; 

3   q.submit([&](auto &cgh) { 

4      sycl::stream str(8192, 10, cgh); 

5      cgh.parallel_for(1, [=](sycl::item<1> it) { 

6        str << "ABC" << sycl::endl;     // Print statement 1 

7        str << "ABCDEFG" << sycl::endl; // Print statement 2 

8      }); 

9    }).wait(); 

10 } // out3 の終わり 

上記のカーネルをコンパイルして実行すると、期待する出力が得られます。 

ABC 
ABCDEFG 

この例では、単一の work-item を持つ単純なカーネルを使用しています。より現実に近いカーネルには、通常、複数の 

work-item が含まれます。その場合、コンソールに出力されるステートメントの順番に保証はありません。さまざまな 

work-item のステートメントが順不同で出力されることを認識している必要があります。次のカーネルについて考えてみ

ます。 

リスト 186: /examples/io-kernel/out.cpp 

1 void out4() { 

2   sycl::queue q; 

3   q.submit([&](auto &cgh) { 

4      sycl::stream str(8192, 1024, cgh); 

5      cgh.parallel_for(sycl::nd_range<1>(32, 4), [=](sycl::nd_item<1> it) { 

6        int id = it.get_global_id(); 

7        str << "ID=" << id << sycl::endl; 

8      }); 

9    }).wait(); 

10 } // out4 の終わり 

実行すると次のような結果が得られます。 

ID=0 

ID=1 

ID=2 

ID=3 

ID=4 

ID=5 

[省略] 

ID=26 

ID=27 

ID=28 

ID=29 

ID=30 

ID=31 
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このプログラムを再度実行すると、スレッドが実行される順序に応じて、まったく異なる出力が生成される可能性があり

ます。 

ID=4 

ID=5 

ID=6 

ID=7 

ID=0 

ID=1 

[省略] 

ID=14 

ID=15 

ID=28 

ID=29 

ID=30 

ID=31 

sycl::stream からの出力は、カーネルが実行を完了してから出力されます。通常これは問題とはなりません。ただし、

カーネルに障害が発生したり例外がスローされる場合、ステートメントは表示されません。これについて、例外を発生す

る次のカーネルの例を考えてみます。 

リスト 187: /examples/io-kernel/out.cpp 

1 void out5() { 

2   int *m = NULL; 

3   sycl::queue q; 

4   q.submit([&](auto &cgh) { 

5      sycl::stream str(8192, 1024, cgh); 

6      cgh.parallel_for(sycl::nd_range<1>(32, 4), [=](sycl::nd_item<1> it) { 

7        int id = it.get_global_id(); 

8        str << "ID=" << id << sycl::endl; 

9        if (id == 31) 

10          *m = id; 

11      }); 

12    }).wait(); 

13 } // out5 の終わり 

上記のコードをコンパイルして実行すると、NULL ポインターへの書き込みが原因でセグメンテーション違反が発生し

ます。 

Segmentation fault (core dumped) 

いずれの print 文もコンソールに出力されません。代わりに、セグメンテーション違反を示すエラーメッセージが表示

されます。これは、従来の C/C++ ストリームとは異なります。 
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15.4. タイマーを使用 

標準の C++ chrono ライブラリーは、SYCL* で各種精度の時間を追跡する際に利用できます。次の例は、chrono タイ

マークラスを使用して、ホストからカーネルの実行時間を計測する方法を示しています。 

#include <CL/sycl.hpp> 

#include <iostream> 

using namespace sycl; 

 

// この例の配列タイプとデータサイズ 

constexpr size_t array_size = (1 << 16); 

typedef std::array<int, array_size> IntArray; 

 

double VectorAdd(queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, IntArray &sum) { 

   range<1> num_items{a.size()}; 

 

   buffer a_buf(a); 

   buffer b_buf(b); 

   buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

 

   auto t1 = std::chrono::steady_clock::now();   // タイマーを開始 

 

   q.submit([&](handler &h) { 

      // 入力アクセサー 

      auto a_acc = a_buf.get_access<access::mode::read>(h); 

      auto b_acc = b_buf.get_access<access::mode::read>(h); 

 

      // 出力アクセサー 

      auto sum_acc = sum_buf.get_access<access::mode::write>(h); 

 

      h.parallel_for(num_items, [=](id<1> i) { sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; }); 

   }).wait(); 

 

   auto t2 = std::chrono::steady_clock::now();   // タイマーを停止 

 

   return(std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(t2 - t1).count()); 

} 

 

void InitializeArray(IntArray &a) { 

   for (size_t i = 0; i < a.size(); i++) a[i] = i; 

} 

 

int main() { 

  default_selector d_selector; 

 

  IntArray a, b, sum; 

 

  InitializeArray(a); 

  InitializeArray(b); 

 

  queue q(d_selector); 

 

  std::cout << "Running on device: " 

            << q.get_device().get_info<info::device::name>() << "\n"; 

  std::cout << "Vector size: " << a.size() << "\n"; 

 

  double t = VectorAdd(q, a, b, sum); 

 

  std::cout << "Vector add successfully completed on device in " << t << " microseconds\n"; 
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  return 0; 

} 

このタイミングは純粋にホスト側のものであることに注意してください。デバイス上のカーネルの実行は、ホストがカーネ

ルを送信した後、かなり遅れて開始されることがあります。SYCL* は、カーネルの実行に消費した時間を追跡するプロ

ファイル機能を提供します。 

#include <CL/sycl.hpp> 

#include <array> 

#include <iostream> 

using namespace sycl; 

 

// この例の配列タイプとデータサイズ 

constexpr size_t array_size = (1 << 16); 

typedef std::array<int, array_size> IntArray; 

 

double VectorAdd(queue &q, const IntArray &a, const IntArray &b, IntArray &sum) { 

   range<1> num_items{a.size()}; 

 

   buffer a_buf(a); 

   buffer b_buf(b); 

   buffer sum_buf(sum.data(), num_items); 

 

   event e = q.submit([&](handler &h) { 

      // 入力アクセサー 

      auto a_acc = a_buf.get_access<access::mode::read>(h); 

      auto b_acc = b_buf.get_access<access::mode::read>(h); 

 

      // 出力アクセサー 

      auto sum_acc = sum_buf.get_access<access::mode::write>(h); 

 

      h.parallel_for(num_items, [=](id<1> i) { sum_acc[i] = a_acc[i] + b_acc[i]; }); 

   }); 

   q.wait(); 

   return(e.template get_profiling_info<info::event_profiling::command_end>() - 

       e.template get_profiling_info<info::event_profiling::command_start>()); 

} 

 

void InitializeArray(IntArray &a) { 

   for (size_t i = 0; i < a.size(); i++) a[i] = i; 

} 

 

int main() { 

  default_selector d_selector; 

 

  IntArray a, b, sum; 

 

  InitializeArray(a); 

  InitializeArray(b); 

 

  queue q(d_selector, property::queue::enable_profiling{}); 

 

  std::cout << "Running on device: " 

            << q.get_device().get_info<info::device::name>() << "\n"; 

  std::cout << "Vector size: " << a.size() << "\n"; 

 

  double t = VectorAdd(q, a, b, sum); 

 

  std::cout << "Vector add successfully completed on device in " << t << " nanoseconds\n"; 

  return 0; 
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} 

この例を実行すると、chrono タイマーを使用する時間が SYCL* プロファイル・クラスを使用する時間よりもかなり長くな

る可能性があります。これは、SYCL* プロファイルにはホストとオフロードデバイス間のデータ転送時間が含まれないた

めです。 

15.5. OpenCL* アプリケーションのインターセプト・レイヤーを使用する方法 

Linux* および macOS*: Linux* および macOS* ビルド状態 | Windows*: Windows* ビルド状態 

OpenCL* アプリケーションのインターセプト・レイヤーは、デバッグとパフォーマンス解析のため OpenCL* 呼び出しをイ

ンターセプトおよび変更できるツールです。OpenCL* アプリケーションでインターセプト・レイヤーを使用するため、アプ

リケーションやドライバーを変更する必要はありません。 

OpenCL* アプリケーションのインターセプト・レイヤーは、OpenCL* ICD ローダー (通常)、または OpenCL* 実装 (まれ

に) に成りすまして、アプリケーションが実際の  OpenCL* ICD ローダーのロードを試みたときにロードされます。

OpenCL* アプリケーションを初期化するインターセプト・レイヤーの一部として、実際の OpenCL* ICD ローダーをロー

ドし、OpenCL* エントリーポイントの関数ポインターを取得します。その後、アプリケーションが OpenCL* API を呼び出

すたびにインターセプトされ、変更の有無にかかわらず OpenCL* にパススルーされます。 

OpenCL* インターセプト・レイヤーのリポジトリへアクセス: 

git clone https://github.com/intel/opencl-intercept-layer 

すべてのコントロールの方法は、https://github.com/intel/opencl-intercept-layer/blob/master/docs/controls.md 

(英語) で文書化されています。 

コントロールの方法については、インターセプトのドキュメント (英語) を参照してください。 

実行するには、次のセットアップを行います。 

export CLI_OpenCLFileName=/opt/intel/inteloneapi/compiler/latest/linux/lib/libOpenCL.so.1 

export LD_LIBRARY_PATH=/home/opencl-intercept-layer/build/intercept:$LD_LIBRARY_PATH 

 

export SYCL_BE=PI_OPENCL 

 

CLI_ReportToStderr=0 CLI_ReportToFile=1 CLI_HostPerformanceTiming=1 

CLI_DevicePerformanceTiming=1  CLI_DumpDir=. ./matrix.dpcpp 

https://github.com/intel/opencl-intercept-layer/blob/master/docs/controls.md
https://github.com/intel/opencl-intercept-layer/blob/master/docs/controls.md
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これにより、cliintercept_report.txt ファイルが生成されます。このファイルには、以下に示すデータと表が含ま

れます。 

• キュー投入の合計: 2 

• 合計時間 (ns: ナノ秒): 1604325652 

表 13: ホストのパフォーマンス・タイミングの結果 

関数名 呼び出し 時間 (ns) 時間 (%) 平均 (ns) 最小 (ns) 最大 (ns) 

clBuildProgram 1 337069812 21.01% 337069812 337069812 337069812 

clCreateBuffer 3 3393909 0.21% 1131303 140325 2036170 

clCreateCommandQueue 

WithProperties 

1 5221 0.00% 5221 5221 5221 

clCreateContext 1 33639 0.00% 33639 33639 33639 

clCreateKernel 1 11713 0.00% 11713 11713 11713 

clCreateProgramWithI

L 
1 153337 0.01% 153337 153337 153337 

clEnqueueNDRangeKern

el 

( _ZTS9Matrix1_2IfE 

) 

3 3102488 0.19% 3102488 3102488 3102488 

clEnqueueReadBufferR

ect 
1 1099684 0.07% 1099684 1099684 1099684 

clGetContextInfo 8 4720 0.00% 590 160 1997 

clGetDeviceIDs 12 53004 0.00% 4417 504 14853 

clGetDeviceInfo 30 85695 0.01% 2856 133 19920 

clGetExtensionFuncti

on 

AddressForPlatform 

3 6446 0.00% 2148 1317 3687 

clGetKernelInfo 2 716 0.00% 358 169 547 

clGetPlatformIDs 2 1198290216 74.69% 599145108 715 1198289501 

clGetPlatformInfo 12 22538 0.00% 1878 404 7326 

clReleaseCommandQueu

e 
1 1744 0.00% 1744 1744 1744 

clReleaseContext 1 331 0.00% 331 331 331 

clReleaseDevice 6 6365 0.00% 1060 491 1352 

clReleaseEvent 2 2398 0.00% 1199 992 1406 

clReleaseKernel 1 2733 0.00% 2733 2733 2733 

clReleaseMemObject 3 45464 0.00% 15154 10828 22428 

clReleaseProgram 1 51380 0.00% 51380 51380 51380 

clRetainDevice 6 8680 0.00% 1446 832 2131 

clSetKernelArg 20 6976 0.00% 348 180 1484 

clSetKernelExecInfo 3 1588 0.00% 529 183 1149 

clWaitForEvents 6 60864855 3.79% 10144142 928 60855555 
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表 14: 第 9 世代インテル® HD グラフィックス NEO (24CU、1200Mhz) の 

デバイス・パフォーマンス・タイミングの結果 

関数名 呼び出し 時間 (ns) 時間 (%) 平均 (ns) 最小 (ns) 最大 (ns) 

_ZTS9Matrix1_2IfE 1 58691515 99.98% 58691515 58691515 58691515 

clEnqueueReadBufferR

ect 
1 13390 0.02% 13390 13390 13390 

レポートには、ホストとデバイスの両方に関する詳細なタイミングデータが含まれます。 

15.6. レベルゼロトレーサー 

このツールは、レベルゼロをサポートするように設計された OpenCL* アプリケーションのインターセプト・レイヤーに類

似しています。 

レベルゼロトレーサーを入手するには以下にアクセスします。 

git clone https://github.com/intel/pti-gpu 

こ の ツ ー ル と す べ て の コ ン ト ロ ー ル を 構 築 し て 実 行 す る 手 順 は 、 レ ベ ル ゼ ロ ト レ ー サ ー の  README 

(https://github.com/intel/pti-gpu/blob/master/tools/ze_tracer/README.md (英語)) に記載されています。 

セットアップとコントロールについては、ze_tracer のドキュメント (英語) を参照してください。 

実行するには、次のコマンドを使用します。 

./ze_tracer [options] <target_application> 

以下に利用例を示します。 

./ze_tracer -d -h --chrome-call-logging --chrome-device-timeline <target_application> 

--chrome-call-logging --chrome-device-timeline オプションは、zet_trace.<random number>.json 

ファイルを生成します。このファイルには、コマンドキューごとのデバイス・アクティビティーのタイムスタンプが JSON 形式

で格納されており、chrome://tracing ブラウザーツールで開くことができます。 

-d -h は、各デバイスとホスト API 呼び出し期間を収集するために使用され、アプリケーション全体のサマリーを標準出

力に表示します。詳細は、ze_tracer のドキュメント (英語) を参照してください。 

https://github.com/intel/pti-gpu/blob/master/tools/ze_tracer/README.md
https://github.com/intel/pti-gpu/blob/master/tools/ze_tracer/
https://github.com/intel/pti-gpu/blob/master/tools/ze_tracer/
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16. インテル® GPA と GPU 解析 

16.1. 概要 

16.1.1. インテル® GPA 

インテル® グラフィックス・パフォーマンス・アナライザー (インテル® GPA) は、シングルおよびマルチ CPU プラットフォー

ム、シングルおよびマルチ GPU プラットフォームで実行されるアプリケーションを解析するパフォーマンス解析ツール

です。GUI とコマンドスクリプトの両方でデータを詳しく解析できます。 

インテル® GPA は、4 つの GUI ツールとコマンドライン・ツールで構成されます。 

• GUI ツール 

○ Graphics Monitor - インテル® GPA ツールのハブであり、トレースおよびフレームのキャプチャーを開始で

きます。 

○ System Analyzer - CPU と GPU のアクティビティーをランタイムに解析します。 

○ Graphics Trace Analyzer - 数秒間のデータ・キャプチャーで、CPU/GPU 間の相互作用を詳しく解析できま

す。 

○ Graphics Frame Analyzer - 単独または複数のフレームで GPU のアクティビティーを詳しく解析できます。 

• コマンドライン・インターフェイス・ツール 

○ インテル® GPA Framework - スクリプト化が可能なコマンドライン・インターフェイスにより、単独または

複数のフレームから広範囲なデータを取得して解析できます。 

この章では、GPU の動作を詳しく理解するため、Graphics Frame Analyzer の機能に注目します。 

(注: インテル® GPA Framework は、Graphics Frame Analyzer のバックエンドであり、同じデータを取得できます。また、

インテル® GPA Framework を使用すると、プロファイル作業を自動化できます。) 

16.1.2. Graphics Frame Analyzer の機能 

Graphics Frame Analyzer が提供する便利な機能の一部を紹介します。 

• 一連のフレームのうち、どのフレームに最も時間がかかるか即座に確認できます。 

• 高度なプロファイル・モードを使用すると、パイプラインの状態と GPU メトリックから、アプリケーションで最もホッ

トなボトルネックを自動的に計算するため、あるフレームに対して最適化を行うとアプリケーションのほかの部分

も最適化される可能性があります。 
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• ジオメトリー - ワイヤーフレームとソリッド。 

○ 画面外に描画したか数秒で確認できます。 

○ ジオメトリーをあらゆる角度から動的に観察できます。 

• テクスチャー 

○ 描画呼び出しごとにテクスチャーを可視化できます。 

○ 持続時間が長い描画呼び出しが、フレーム内の重要ではない部分を描画していないか確認します。 

• シェーダー 

○ 最も時間を要するシェーダー・コマンドラインを特定します。 

○ 各 DXR (DirectX* レイトレーシング) シェーダーの呼び出し回数や、シェーダー EU の占有率などを観察で

きます。 

• レンダリング状態の確認 - ボタンをクリックするだけで、テクスチャーやピクセル、イベントを無効にしてボトル

ネックの原因を特定し、メトリックやその他のデータの変化をすぐに確認できます。 

サポートされる API 

• Direct3D* 11 

• Direct3D* 12 (DirectX* 12 Ultimate を含む) 

• Vulkan* 

16.2. 実行ユニットのストール、アクティブ、スループット 

Graphics Frame Analyzer は、フレームの持続期間、API 呼び出し、リソースデータ、イベントデータなどを素早く確認で

きる初心者から上級者まで利用できる強力なツールです。各データ要素が意味することの理解度を深めることで、パ

フォーマンスの問題の根本的な原因を特定しやすくなります。 

16.2.1. 実行ストール、実行アクティブ、実行スループット 

これら 3 つのデータ要素の相互関係を解釈する方法を知ることは、GPU に関連するアプリケーションの相互作用をさら

に深く理解することにつながります。 

16.2.2. EU、XVE (Xe ベクトルエンジン) および XMX 

このドキュメントの「インテル® Iris® Xe GPU アーキテクチャー」セクションで説明したように、Xe-LP および前世代の

インテル® GPU では、EU (実行ユニット) が GPU の計算ユニットとなります。Xe-HPG と Xe-HPC では、計算ユニットに 
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Xe-core を導入しています。後者のプラットフォームでは、各 Xe-core は ALU (算術論理演算ユニット) ― 8 つのベクトル

エンジン (XVE) と 8 つの行列拡張 (XMX) ― で構成されます。 

Graphics Frame Analyzer を Xe-LP またはそれ以前のアーキテクチャーで実行すると、EU アクティブ、EU ストール、お

よび EU スループットのデータラベルが表示されます。新しいアーキテクチャーでは、XVE アクティブ、XVE ストール、お

よび XVE スループットと表示されます。ここでは、リファレンス・アーキテクチャーとして Xe-LP を使用するため、EU が表

示されます。しかし、EU であろうが XVE であろうが、ストール/アクティブ/スループットの関係は同じようにパフォーマン

スに影響することを忘れないでください。 

16.2.3. 3 つのデータ要素を理解する 

はじめに、96 個の EU を持つ Xe-LP のユニット全体から、1 つの EU にドリルダウンして見ていきます。この GPU の各 

EU の汎用レジスターファイル (GRF) は、7 つのスレッドを保持します。図 40 は、GPU 全体から単一の EU へのドリルダ

ウンを示しています。 

 
図 40: 単一の EU にドリルダウン 

EU を詳しく見ていきます。図 41 に示される要素は、主に GRF の 7 つのスレッドスロットに焦点を当て、SEND ユニット

および 2 つの ALU とスレッドの相互作用の重要性を示しています。 



oneAPI GPU 最適化ガイド 2023.0 

 

315 

 
図 41: GRF、ALU、スレッド制御 (Thread Control)、分岐 (Branch)、および送信 (SEND) ユニットがある 

スレッド化のシナリオについて考えてみます。図 42 に GRF の内容を示します。この EU の GRF には、この時点で 1 つの

スレッドのみがロードされていることが分かります。つまり、単一スレッドが一定時間実行されていることを示しています。

これは、命令を実行するため ALU が 1 つ、または 2 つ呼び出されることを意味します。ある時点で、スレッドはデータを

リードまたはライトする必要があり、これにより SEND ユニットがアクティブになります。スレッドがリード/ライトの完了

を待機する間、EU はストールします。スレッドはロードされていますが、何も計算を行いません。 

 
図 42: GRF には単一のスレッドがある 
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このシナリオを拡張した図 43 では、EU に 2 つ目のスレッドがあることが分かります。EU の GRF に 2 つ目のスレッドが

ロードされている場合、最初のスレッドが SEND ユニットを呼び出した時点で実行を停止する代わりに、EU は 2 つ目の

スレッドの命令を実行します。2 つ目のスレッドが SEND ユニットを使用するコマンドを呼び出すと、最初のスレッドが実

行可能になるまで EU はストールします。この状況で EU に 3 つ目のスレッドがある、または最初のスレッドが SEND 処

理を終え実行可能である場合、すべての待機時間が隠匿されスレッドには待機が生じる可能性がありますが、EU はス

トールしません。 

 
図 43: EU がデータのリード/ライトを待機する間、ALU は何も行わない (命令を実行しない) 

用語 

以下の定義において、計算された結果データは、 

• すべての EU の平均値を示します。 

• フレーム全体のデータと、フレームの選択された部分のデータの両方で構成されます。選択されるのは、1 つの呼び

出しでも、呼び出しのセットでも、フレームのセットでもかまいません。 

アイドル 

EU アイドルは、スレッドがロードされていない時間のパーセンテージです。 

アクティブ 

EU アクティブは、ALU0 または ALU1 が何らかの命令を実行していた時間のパーセンテージです。この値が低い原因は、

ストールが多いか EU がアイドル状態であることです。 
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ストール 

EU ストールは、1 つ以上のスレッドがロードされているにもかかわらず、リードまたはライトを待機しているため、どのス

レッドも実行できない時間のパーセンテージを示します。 

スレッド占有率 

EU スレッドの占有率は、GRF スロットを占有した (スレッドがロードされた) パーセンテージです。これは可能な限り高い

値にする必要があります。EU スレッドの占有率が低い場合はバーテックス・フェッチやスレッドのディスパッチなど先行す

る H/W ブロックのボトルネック、計算シェーダーである場合は適切でない SIMD 幅や共有メモリーの利用を示します。 

96 個の EU がそれぞれ 1 つのスレッドを実行すると、7 スロット/EU のうち 1 スロットが占有され、スレッドの占有率は 

1/7 (14%) になります。2 つの EU にスレッドがロードされておらず (アイドル状態) で、ほかの 94 の EU に 6 つのスレッ

ドがロードされていると仮定すると、占有率 = (0 + 0 + 6 * 94) / 672 = 84% になります。 

Graphics Frame Analyzer に表示されるスレッドの占有率 (Thread Occupancy) 値は、選択した時間範囲におけるすべ

ての EU の平均占有率を示しています。ほかのハードウェアでは、EU や XVE の数が異なるかもしれませんが、計算はす

べての実行ユニットで行われます。例えば、次の図 44 の左に表示されるフレームでは、フレーム全体の時間 (6 ミリ秒) で

スレッド占有率は変化していますが、96 個すべての EU の時間平均は 77% となっています。また、フレーム期間中の一

部のスレッド占有率も確認できます。図 44 の右側では、最も時間がかかる 3 つの描画呼び出しを選択して、アプリケー

ションのこれらのビットを実行するのに要した 1.9 ミリ秒間のスレッド占有率が 85.3% であることが確認できます。 

 
図 44: 選択した時間範囲におけるすべての EU の平均占有率 
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16.3. Graphics Frame Analyzer 

このデータをインテル® GPA の Graphics Frame Analyzer で確認します。使い方を説明する 8 本のビデオと記事が用意

されています (ビデオシリーズ: Graphics Frame Analyzer の詳細 (英語))。 

フレームを開いた直後の Graphics Frame Analyzer は、図 45 のような画面になります。フレームを開くとフレーム全体

のデータのパーセンテージ値が表示されます。これは、アクティブ、ストール、スループットなどのデータがフレーム時間

で 96 EU を平均したパーセンテージを意味します。 

データ値は、すべてのフレーム時間における全 EU の平均値です。 

 
図 45: フレームを開いた直後の Graphics Frame Analyzer 

その後、単独の描画呼び出しまたは呼び出しセットを選択すると、選択したフレームに応じてデータが再計算されます。 

https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/videos/an-in-depth-look-at-graphics-frame-analyzer.html


oneAPI GPU 最適化ガイド 2023.0 

 

319 

 
図 46: 選択 (この場合 91、94、95 の呼び出し) 後、これらの呼び出しデータのみを表示するように再計算される 

さらに、ストリームをキャプチャーするとマルチフレーム表示で開きます。また、単一のフレームや複数のフレームを選択

できます。複数のフレームを選択した場合、再計算されるデータは選択されたすべてのフレームデータの合計になります。 

効率良くプロファイルを行うには、GPU がどのように動作してメトリックが何を意味しているか理解することが重要です

が、問題のタイプを知るためフレーム内の描画呼び出しを手動で解析する必要はありません。そのような状況での解析を

支援するため、インテル® GPA は自動ホットスポット解析 (高度なプロファイル・モード) を提供します。 

16.3.1. ホットスポット解析 

EU アーキテクチャーをある程度理解できたら、その知識をどのようにプロファイルに活用できるか見ていきましょう。 

高度なプロファイル・モードを有効にすると、Graphics Frame Analyzer はボトルネックのタイプとパイプラインの状態に

よってボトルネックを特定します。このように分類することは、ある問題を修正することで、その部分的な問題だけではなく

問題のカテゴリー全体が影響を受けることが多いという利点もあります。 

Graphics Frame Analyzer ツールの左上にあるボタンをクリックして、ホットスポット解析を有効にします (次の図 47 を

参照)。上部のバーチャートにボトルネックが表示され、左ペインの [API Log] がボトルネックのタイプを示すように変化

します。ボトルネックをクリックすると、[Metrics] ビューにボトルネックの詳細 (メトリックの説明、ボトルネックを軽減す

るヒントなど) が表示されます。 
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図 47: ホットスポット解析を有効にする 

ホットスポット: L3 キャッシュ 

L3 キャッシュ・ホットスポットの特性 

アプリケーションのスレッド占有率が高く 90% 近くある場合は問題ありません。しかし、スレッド占有率が高く 5～10% 

以上のストールがある場合は、L3 キャッシュがボトルネックになっている可能性があります。 

Graphics Frame Analyzer でフレームを開き、右にある [Metrics Viewer] パネルを確認します。占有率は 90% 以上で

すが、EU にはまだストールが残っています。これは EU スレッドがメモリーからのデータを待機していることを意味します。 
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図 48: バーチャートのボトルネック 

Shader Profiler 

さらに詳しく解析するには、Shader Profiler を使用して命令ごとの実行レイテンシーを確認します。皆さんもご存じのよ

うに、レイテンシーとストールは必ずしも同じではありません。レイテンシーが大きい命令ほどストールする可能性が高く

なります。EU ストールのボトルネックを調査する場合、Shader Profiler はストールの原因となる可能性が高い命令とそ

の情報を提供します。 

Shader Profiler を有効にする 

次に示すように Shader Profiler にアクセスします。[Resources] リストの任意のシェーダー (ここでは SH:17) をクリッ

クすると、[Resources] パネルにシェーダーコードが表示されます。次の [Resources] ペインの上部にあるフレームボタ

ンをクリックすると、最も時間を要する行にタイミングが注釈されたシェーダーコードが表示され、実行回数と持続時間 

(フレーム時間の消費パーセンテージ) を切り替えることができます。 

アセンブリー・コードにシェーダーコードをマップ 

L3 キャッシュがボトルネックである可能性がある場合、SEND ユニットからの送信コマンドを含むアセンブリー・コードを

調査する必要があります。シェーダーコードの上にある [Resources] パネルの  ボタンをクリックすると、シェー

ダーコードからアセンブリー・コードへのマッピングが示されます。 
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図 49: アセンブリー・コードへのマッピング 

L3 ボトルネックの原因を特定 

L3 キャッシュがボトルネックとなる根本的な原因を見つけるには、アセンブリー・コードをスクロールして最も時間がか

かる SEND 命令を探します。そして、それらに関連するシェーダーコード領域を特定します。 

図 49 の場合、ShadowMap からサンプリングして定数バッファーをリードする CalcUnshadowedAmountPCF2x2 関数

がボトルネックの原因となっています。 

ホットスポット:シェーダー実行 

シェーダー実行ボトルネックの特性 

シェーダー実行のボトルネックには、スレッド占有率が極めて高く、ストール時間が短い特徴があります。これらは許容で

きます。しかし、アプリケーションの実行時間全体を短縮するのであれば、シェーダーコード自体を最適化する必要があり

ます。 
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図 50: スレッド占有率が極めて高く (95%)、ストール時間が短い (3%) 

シェーダー実行ボトルネックの原因を特定 

シェーダー実行のボトルネックを見つけるには、シェーダーコードの演算によるホットスポットを解析する必要があります。

これには、Shader Profiler を持続時間モード (Duration Mode) に切り替えて、コードをスクロールし、長い実行時間を要

するシェーダーコード行を見つけます。CalcLightingColor 関数は、単純演算と超越演算の両方を含む計算を行いま

す。図 51 は、単一シェーダーに含まれるこの関数が、フレーム時間全体のおよそ 20% を消費していることを示していま

す。このボトルネックを解消するには、アルゴリズム自体を最適化する必要があります。 

 
図 51: この関数がフレーム時間全体のおよそ 20% を消費している 

ホットスポット: スレッドのディスパッチ 

スレッド・ディスパッチのボトルネックの特性 

ホットスポット解析の最後の例には、スレッドのディスパッチがボトルネックになっている描画呼び出しのシーケンスがあ

ります。このケース (図 52) では、ストール率がかなり高く (20%)、スレッド占有率が低く (66%) なっています。前述のよう
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に、低い占有率は EU にロードされているスレッド数が不足していることが原因である可能性があります。この場合、

シェーダーコードを修正してストール時間を改善するのではなく、EU 全体の占有率を高める必要があります。 

 
図 52: ストール率がかなり高く (20%)、スレッド占有率が低く (66%) なっている 

スレッド・ディスパッチのボトルネックの原因を特定 

SIMD8 と SIMD16 のどちらが適切か? 

Shader Profiler を開いて、持続時間モードではなく、命令が何回実行されたかカウントする実行カウントモードに切り替

えます。図 53 では、ピクセルシェーダーが SIMD8 と SIMD16 の両方でコンパイルされていることに注目してください。

Shader Profiler のレポートを見ると、SIMD8 の命令は 24,000 回実行されていますが、SIMD16 の命令実行は 16,000 

回であり、1.5 倍の差があることが分かります。 

SIMD16 のスレッドは SIMD8 のスレッドに比べ、1 度のディスパッチで 2 倍の演算が可能であるため、多くの SIMD16 ス

レッドを実行することが望ましいと考えることができます。なぜ SIMD8 スレッドがディスパッチされるのでしょうか? なぜ

ピクセルシェーダーに 2 つの SIMD バーションが必要であるか考えてみましょう。 

 
図 53: ピクセルシェーダーが SIMD8 と SIMD16 の両方でコンパイルされている 
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ジオメトリーの調査 

これらの描画呼び出しのジオメトリーは、かなり粒度が細かくなっています。観測された異常性は、GPU がピクセル・

シェーディングを行う方法に起因します。シェーダー・コンパイラーは、SIMD8 と SIMD16 の 2 つのバージョンを生成し

ます。これは、ピクセルシェーダーのディスパッチャーがラスタライズの結果に基づいて、実行する処理を選択できるよう

にするために必要なことです。ハードウェアは、ピクセルを 1 つずつシェードするわけではないことを理解する必要があり

ます。シェーディングはグループ単位で行われます。1 つのピクセル・シェーダー・ハードウェア・スレッドは、SIMD16 を使

用するため一度に 16 ピクセルをシェーディングします。SIMD16 では、プリミティブのラスタライズが少ない、あるいは 1 

つしかない場合でも、GPU は 16 ピクセルをシェーディングして不要なピクセルを廃棄します。そのため、ピクセルシェー

ダーのディスパッチャーは廃棄を少なくするには、小さなプリミティブに対して SIMD8 をスケジュールします。ここでは、

このケースを想定しています。忠実度が高いジオメトリー (小さなプリミティブが多い) が多いため、膨大な数の SIMD8 

呼び出しが発生しました。このようなパフォーマンスの問題を解決するには、ゲーム内でジオメトリー LOD を使用する必

要があることは、想像の通りです。 

 
図 54: SIMD8 と SIMD16 の 2 つのバージョン 

まとめ 

ボトルネックのタイプ 特性 

L3 キャッシュ 高占有率 

高ストール 

シェーダー実行 高占有率 

低ストール 

スレッドのディスパッチ 高ストール 

低占有率 

このように、シナリオが異なればアプローチも異なります。ときには、GPU をフル稼働させるため、CPU のワークをスピー

ドアップさせた方が良い場合もあります。一方、シェーダーコードを最適化する方が適しているケースもあります。また、プ

リミティブのフォーマットや次元、レイアウトを変更する法が良い場合もあります。それぞれのシナリオで、Graphics 
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Frame Analyzer はリソースの解析を容易にし、開発者がアプリケーションのフレームレートを最適化する方法を決定す

るのを支援します。 

インテル® GPA を使用して GPU のパフォーマンスを最適化する方法は、インテル® GPA 使用事例 (英語)、ディープダイ

ブとクイックヒント (英語) を参照してください。 

https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/videos/use-cases-for-intel-gpa.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/graphics-performance-analyzers/training.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/graphics-performance-analyzers/training.html
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17. リファレンス 

さらに詳しい情報は、以下で入手できます。 

• インテル® oneAPI DPC++/C++ コンパイラー・デベロッパー・ガイドとリファレンス 

• インテル® oneAPI プログラミング・ガイド 

• インテル® Fortran コンパイラー・クラシックおよびインテル® Fortran コンパイラー・デベロッパー・ガイドとリファ

レンス 

• インテル® oneAPI DPC/C++ コンパイラーおよびインテル® Fortran コンパイラーによる GPU への OpenMP* オ

フロード導入ガイド (英語) 

• インテル® oneAPI DPC++/C++ コンパイラーにおける OpenMP* の機能と拡張のサポート 

• インテル® Fortran コンパイラーの OpenMP* サポートに関する日本語ドキュメント 

• インテル® oneAPI マス・カーネル・ライブラリー・デベロッパー・ガイド - C (英語) 

• OpenMP* API 5.2 仕様 (英語) 

• OpenMP* API 5.1 サンプル例 (英語) 

• James Reinders 共著『Data Parallel C++』 (英語) 

• SYCL* 2020 仕様 

• oneAPI レベルゼロ仕様 (英語) 

https://www.isus.jp/products/c-compilers/compiler2022-japanese-docs/
https://www.isus.jp/products/oneapi/oneapi-programming-guide-released/
https://www.isus.jp/products/c-compilers/compiler2022-japanese-docs/
https://www.isus.jp/products/c-compilers/compiler2022-japanese-docs/
https://www.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/get-started-with-cpp-fortran-compiler-openmp/top.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/get-started-with-cpp-fortran-compiler-openmp/top.html
https://www.isus.jp/products/c-compilers/openmp-features-and-extensions-supported-in-icx/
https://www.isus.jp/products/fortran-compilers/oneapi-fortran-dgr-openmp-released/
https://www.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/onemkl-developer-reference-c/top.html
https://www.openmp.org/wp-content/uploads/OpenMP-API-Specification-5-2.pdf
https://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-examples-5.1.pdf
https://www.apress.com/gp/book/9781484255735
https://www.isus.jp/others/sycl-spec-rev4-released/
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18. 法務上の注意書き 

本資料は、(明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず) いかなる知的財産権のライセ

ンスも許諾するものではありません。 

インテルは、明示されているか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。ここにいう保証には、商品適格性、特定

目的への適合性、および非侵害性の黙示の保証、ならびに履行の過程、取引の過程、または取引での使用から生じるあら

ゆる保証を含みますが、これらに限定されるわけではありません。 

本資料には、開発中の製品、サービスおよびプロセスについての情報が含まれています。ここに記載されているすべての

情報は、予告なく変更されることがあります。インテルの最新の製品仕様およびロードマップをご希望の方は、インテルの

担当者までお問い合わせください。 

本資料で説明されている製品には、エラッタと呼ばれる設計上の不具合が含まれている可能性があり、公表されている

仕様とは異なる動作をする場合があります。現在確認済みのエラッタについては、インテルまでお問い合わせください。 

性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化さ

れていることがあります。 

SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、

機能に基づいて行ったものです。結果はこれらの要因によって異なります。製品の購入を検討される場合は、他の製品と組

み合わせた場合の本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することを

お勧めします。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、http://www.intel.com/benchmarks/ (英語) を参照してくだ

さい。 

性能の測定結果はシステム構成の日付時点のテストに基づいています。また、現在公開中のすべてのセキュリティー・アッ

プデートが適用されているとは限りません。詳細は、公開されている構成情報を参照してください。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。 

実際の費用と結果は異なる場合があります。 

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、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。 

Intel、インテル、 Intel ロゴ、その他のインテルの名称やロゴは、 Intel Corporation またはその子会社の商標です。 

* 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。 

© Intel Corporation. 
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