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概要 - Python* は、迅速なプロトタイプの作成
と柔軟なソフトウェア開発向けの使いやすい、エ
レガントなスクリプト言語として、ハイパフォー
マンス・コンピューティングのコミュニティーで
注目を集めています。同時に、より高精度のシ
ミュレーションや、より詳細なモデル化の需要を
満たすため、複数の演算パワーの必要性が高まっ
ています。インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー
は、従来のインテル® Xeon® プロセッサー・プ
ラットフォームのプログラミングの容易性を保ち
ながら、浮動小数点演算を主体とするコードにさ
らなる演算能力を提供するように設計されていま
す。この論文は、Python* コードからインテル®
Xeon Phi™ コプロセッサーへのオフロードを処理
する Python* モジュールについて説明しています。
これは、データ転送を行う間に、柔軟性がありパ
フォーマンスが高い計算カーネルをコプロセッ
サー上で起動する使いやすいインターフェイスを
提供します。この論文では、Python* ベースの
オープンソース電子構造シミュレーター・ソフト
ウェアである GPAW において、Python* モジュー
ルがどのようにオフロードでカーネルを利用でき
るか説明しています。マイクロベンチマークでは、
このソリューションにおいてカーネル呼び出しに
わずかなオーバーヘッドが生じることを示してい
ます。GPAW カーネルのパフォーマンスは、ホス
ト上で実行した結果と比べ、オフロードにより
2.5 から 6.8 倍の性能の優位性を示しています。
I.

はじめに

Python* は、コンピューター業界 [24] で最も人
気のあるプログラミング言語の 1 つです。
Python* は、迅速なプロトタイプの柔軟性の高い
持つソフトウェアの開発を可能にする、使いやす
くエレガントなスクリプト言語を提供します。こ
こ数年、Python* は、ハイパフォーマンス・コン
ピューティング (HPC) コミュニティーで多くの注
目を集めています。Numpy [20] や Scipy [23] の
ようなアドオンパッケージは、主要データ構造と
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アルゴリズムの効率良い実装を提供し、C や
Fortran などのコンパイル言語による拡張実装が
比較的容易であるため、性能面ではもはや HPC 言
語として Python* を利用する制限とはなりません。
HPC におけるスピードへの要求も、計算集約型
の一般的なアプリケーションの浮動小数点演算を
アクセラレートするコプロセッサー・ハードウェ
アの必要性を高めています。汎用グラフィックス
処理ユニット (GPGPU) とインテル® Xeon Phi™ コプ
ロセッサー [5] は、インテル® Xeon® プロセッサー
のような従来の CPU 上に演算能力を追加するディ
スクリート拡張カードの例として上げられます。
GPAW は、Python* を利用した良く知られた
HPC アプリケーションです。これは、ナノ構造や
材料科学研究において、問題のさまざまな電子構
造のシミュレーションを行う多目的オープンソー
ス・ソフトウェア・パッケージです [1] [11]。
GPAW は、密度汎関数理論 (DFT) と時間依存密度
汎関数理論 (TDDF)に基づいて、均一実空間グリッ
ド、平面波、およびローカライズされた原子軌道
基底など、離散化のため基本方程式にいくつかの
オプションを提供します。GPAW は、多様な HPC
システム上で実行でき、入力データセットに応じ
てシミュレーションを従来の CPU コアでは数万ま
で ス ケ ー ル ア ッ プ す る こ と が で き ま す [22] 。
GPGPU は、既に GPAW [14] をスピードアップす
るのに有効であることが実証されており、インテ
ル® Xeon Phi™ コプロセッサーは GPU ベースのア
クセラレーターの代替え手段として注目されます。
GPAW は、Python* と C 言語のコンビネーション
によって実装され、コプロセッサー上で動作する
高レベルの Python* コードは非常に有益であると
考えられます。
この論文では、ホスト上の Python* プログラム
からインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーへ演算
カ ー ネ ル を オ フ ロ ー ド す る た め の Python* モ
ジュールの設計、実装およびパフォーマンスを提

示します。pyMIC モジュールは、容易に利用でき
広く適用可能な Python* のフィロソフィーに従い
ます。ここでは、大規模な浮動小数点データ処理
において広く利用されている Numpy パッケージ
[20] と共存できるようモジュールを設計します。
このモジュールは、インテルのオフロード言語拡
張 [7] をベースとしますが、柔軟性の高い、高レ
ベル Python* インターフェイスで C/C++ プラグマ
をラップします。マイクロベンチマークは、我々
のアプローチが実現可能であることを証明するだ
けでなく、Python* で記述されたアプリケーショ
ン向けの低オーバーヘッドの効率良いオフロー
ド・ソリューションを示しています。また、
GPAW で pyMIC を利用する方法を説明し、GPAW
の主要カーネルのオフロードによるパフォーマン
ス結果を示します。
この論文には、次の内容が含まれます。II 節で
は、技術的現状と関連作業について説明します。
III 節では、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーの
アーキテクチャーの概要を紹介します。IV 節では、
pyMIC モジュールの設計方針と実装について説明
します。V 節では、pyMIC モジュールを GPAW 物
理アプリケーションにどのように統合するか説明
し ま す 。 VI 節 で は 、 マ イ ク ロ ベ ン チ マ ー ク と
GPAW カーネルのパフォーマンスについて示しま
す。VII 節は、この論文のまとめです。

II.

関連作業

我々の知る限り、pyMIC は Python* アプリケー
ションからインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーへ
のオフロードを具体化する最初のオフロード基盤
です。
インテル® メニーコア・プラットフォーム・ス
タック(インテル® MPSS)には、Python* が含まれ
ておりコプロセッサー上でネイティブ実行できま
す。Python* のネットワーク API を通じて、コプ
ロセッサー上で実行されている Python* インスタ
ンスに接続し、そこでアプリケーション・コード
を呼び出すことができます。Pyro4 [9] や RPyC
[12] プロジェクトは、それぞれデータのシリアル
化やオブジェクトのプロキシーによって、メソッ
ドのリモートメソッド呼び出しを提供します。
SCOOP [15] は、分散型、タスクベース・プログ
ラミング・モデルを提供します。上記のプロジェ
クトが、リモート呼び出しや並列プログラミン
グ・モデルの一般的なソリューションを提供する
のに対し、pyMIC モジュールは、ローカル・コプ
ロセッサーにオフロードすることに焦点を当て、

Numpy と Scipy 向けを効率良くサポートすること
を対象としています。
pyCUDA と pyOpenCL プロジェクト [16] の両
者は、ホストから GPGPU へ演算集約型カーネル
のオフロードをサポートします。同様に、我々の
アプローチは、プログラマーが CUDA (pyCUDA)
もしくは OpenCL* (pyOpenCL) 向けに記述された
オフロード・アルゴリズムを定式化することが求
め ら れ ま す 。 イ ン テ ル ® SDK for OpenCL*
Applications [4] を利用することで、pyOpenCL は
インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーをサポートで
きます。我々の pyMIC モジュールは、インテル®
Xeon Phi™ コプロセッサーへのオフロード・プロ
グラミングを容易にするいくつかのプログラミン
グ・モデルを持つ C/C++ Windows* で演算カーネ
ルが実装される必要があります。インテルのオフ
ロード言語拡張 (LEO) [7][8] は、コプロセッサー
上で実行するコード領域を指定するため、C/C++
プラグマや Fortran 宣言子を使用します。インテ
ル® Cilk™ Plus [7] は、関数呼び出しをオフロード
するため特殊なキーワードを定義します。同様に、
インテル® マス・カーネル・ライブラリー (インテ
ル® MKL) も BLAS 関数 [6] の一部としてカーネル
のオフロードをサポートします。
これらすべてのオフロードモデルは、Python*
言語から直接利用できない、という点で共通して
います。C/C++ オフロードモデルを利用には、
Python* か ら C/C++ へ ブリ ッ ジす る Python*
C/C++ インターフェイス [13] を導入する必要があ
り ま す 。 我 々 の Python* モ ジ ュ ー ル は 、 バ ッ
ファー管理とオフロードを実装するため、LEO を
内部的に活用しますが、定型的なコードを必要と
しない高レベルの Python* インターフェイスを提
供します。
インテルのコプロセッサー・オフロード基盤
(COI) [18] とヘテロジニアス・アクティブ・メッ
セージ (HAM) [19] は、オフロード向けの C/C++
API を提供します。COI は、LEO とインテル®
Cilk™ Plus が実装するオフロード機能の上位に位
置する中心的なインターフェイスです。HAM は、
同一ホスト上もしくは異なるホストシステム上の
リモート・コプロセッサーに対し、演算とそれに
付随するデータを送信するためのアクティブ・
メッセージ [26] の実装を提供します。HAM は、
pyMIC が目的とするレイテンシーの低いオフロー
ド演算のアプローチを提供し、我々は pyMIC が
HAM の API を利用するため追加のバックエンドを
提供することを検討しています。

III. Intel® Xeon Phi™ コプロセッサー
インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー [5] は、
PCI* Express (gen2) 拡張カードとして展開される
超並列演算デバイスです。良く知られたインテル®
アーキテクチャー(IA) をベースとするため、イン
テル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi™
コプロセッサーの両方をプログラミングできる豊
富なプログラミング・モデルを利用可能にします。
同様のアーキテクチャーが採用されることで、2
つのプラットフォーム間で同じプログラミング環
境とツールチェーンを保持できます。
図 1 は、インテル® メニー・インテグレーテッ
ド・コア・アーキテクチャーとインテル® Xeon
Phi™ コプロセッサーを示します。コプロセッサー
は、1238MHz で動作する 61 個の汎用コアを持ち、
最大 16GB の GDDR5 メモリーをカード上に搭載
されています。ターボモードにより、動作周波数
を 1333MHz まで高めることができます。コアは、
設計が刷新されたインテル® Pentium® プロセッ
サー (P54C) [2] に基づいています。各コアは、64
ビット命令を実行でき、SIMD 処理向けには 512
ビット幅のベクトル処理ユニット (VPU) が用意さ
れています。各コアは、4 ウェイのラウンドロビ
ン・スケジュール方式による 4 つのハードウェ
ア・スレッドをサポートします。各クロックサイ
クルで、デコードステージは新しい命令ストリー
ムを選択してパイプラインに次の命令を共有しま
す。ピーク浮動小数点性能は、倍精度 (DP) 1208
GFLOPS および 単精度 (SP) 2416GFLOPS です。
各コプロセッサー・コアは、L1 (32 KB) および
L2 (512 KB) キャッシュを搭載しています。61 個
のコア全体で L2 キャッシュのサイズは、31.5MB
になります。従来の IA プロセッサーと同様に
キャッシュは完全にコヒーレントであり、キャッ
シュとカード上のメモリー間には標準コヒーレン
シー・プロトコルが実装されます。オンダイの
ネットワークは、すべてのコアとそれぞれの L2
キャッシュを接続します。リングは、異なる種類
のトラフィックに特化したいくつかの双方向リン
グで構成されます: 64 バイト幅データブロック・
リング (BL)、2 つのコマンドとアドレスリング
(AD) 、そして 2 つのコヒーレンシーおよびクレ
ジットリング (AK)。キャッシュの内容を追跡する
タグ・ディレクトリーが、均一にリング・ネット
ワーク全体に分散されています。
各コプロセッサー・コアは、2 つの実行パイプ
ラインを持ちます: スカラーとベクトル (図 2 参照)。
スカラー・パイプラインは、分岐、アドレス計算、
そしてインテル命令セットの非ベクトル命令など、

すべてのスカラー命令を実行します。ベクトル・
パイプラインは、512 ビット SIMD 命令を実行し、
さらにスループット向上のためスカラー命令を実
行することができます。

図 1. インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーのコア、相互接続、
システム・インターフェイスの高レベルのアーキテクチャー

図 2. コプロセッサー・コアとキャッシュ、パイプラインおよ
びリングハブの概略図

デコードステージは、命令をデコードし 2 つの
命令を同時にコア・パイプラインに供給できます。
SIMD 命令は、DP と SP 演算だけでなく、整数演
算をサポートします。
各命令は、真と偽の値を持つレジスターを介し
てマスクすることができます。または、命令の操
作がベクトル要素に適用される前に、データを再
配置するスィズルパターンを含めることができま
す。ロードとストア命令は、さらにベクトルの整
数値を DP や SP のベクトルへ変換するなど、デー
タ変換をサポートします。

コプロセッサーは、TCP/IP と OFED/DAPL ベー
スのソフトウェアをサポートする完全な Linux* ソ
フトウェア・スタックだけでなく、典型的な
Linux* API (システムコール、POSIX* スレッドな
ど) を実行できます。IA ベースのコンピューティ
ング・デバイスとして、IA 上で利用可能な各種
(並列) プログラミング・モデルをサポートします。
インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーに対応するイ
ンテル® Composer コンパイラー・スイートは、
C/C++ と Fortran (Co-Array Fortran を含む) をサ
ポートします。スイートは、また、スレッドとプ
ロセス並列向けの既存の HPC モデルとして、
OpenMP* API バージョン 4.0 [21] と MPI [17] を
サポートします。VPU は、インテル® Composer
の自動ベクトル化機能、コンパイラー・プラグマ、
OpenMP* SIMD 構文、および低レベルの組込み関
数を通して利用できます。プログラミング・モデ
ルのそれぞれで、クラスターの計算ノード (ネイ
ティブモード) もしくは、ホストのスレッドがコプ
ロセッサーへデータを転送して随時制御するヘテ
ロジニアス・オフロード・モードによるコプロ
セッサーの利用方法を選択することができます
[7][8]。

Python* で同様の手法を導入するには、オフロー
ドする Python* コードをタグ付けする特殊な構文
が必要になります。これは最も一般的なアプロー
チのようですが、ここでは PyMIC インターフェイ
スのシンプルさを優先してその複雑さを避けるこ
とにしました。それに代わり、オフロードの主な
粒度を関数とするインテル® Cilk™ Plus のオフロー
ドモデルを採用します。その根拠は、Numpy の最
も演算集約的な操作が関数呼び出しを介して実装
されているためです。さらに、ほとんどの HPC
コードは、関数もしくはインテル® MKL などのラ
イブラリーの関数呼び出しとして、計算ホットス
ポット (例えば、ソルバーなど) を示します。イン
テル® Cilk™ Plus が透過的にデータ転送を処理する
ため仮想共有メモリーを使用するのに対し、我々
はプログラマーが検出することが困難な隠れた転
送のオーバーヘッドが生じるのを避けるため、明
示的な転送が必要であると判断しました。

IV. PYMIC モジュール
この節では、pyMIC モジュールのインターフェ
イスに影響する重要な要件と設定上の決定を提示し
ます。pYMIC インターフェイスの重要な部分と
Python* アプリケーションからどのようにオフロー
ドが使用されるか説明します。最後に、この節の
pyMIC モジュール実装の紹介をまとめています。

A.

図 3. オフロード・デバイスを取得してカーネルを起動する、
単純化したオフロードの例

設計

pyMIC モジュールの設計における重要な指針は、
Python* レベルで容易に利用できるスリムなイン
ターフェイスを提供することです。同時に、プロ
グラマーはコードのオフロード中に潜在的な非効
率性もしくは非決定論性を排除するため、データ
転送とオフロードを完全に制御できる必要があり
ます。Numpy は、(多次元) 配列データを扱う人気
のあるパッケージであるため、Numpy の ndarray
クラスとその配列操作と上手く共存できるように
pyMIC を設計しました。後述しますが、ndarray
は、ホストとコプロセッサー間のバッファー管理
とデータ転送の粒度になります。
コンパイラーのプラグマや宣言子でマークされ
た任意のコード領域のオフロードをサポートする
という LEO のアプローチは非常に一般的ですが、

図 4. 図 3 の NOP カーネルを実装する空のカーネル

最後に、我々は pyMIC をインテル® Xeon Phi™ コ
プロセッサー向けのオフロード・プログラミング・
モデルとして最も顕著な LEO モデルと統合する必
要があります。いくつかの HPC アプリケーション
は、Python* コードだけでなく C/C++ と (もしくは)
Fortran でアプリケーションのロジックを実装して
います。我々は、高度なプログラマーが Python* オ
フロードと C/C++ もしくは Fortran オフロードを混
在して利用できるよう、pyMIC の柔軟性を保つこ
とに努めています。例えば、ndarray にデータを

割り当て、pyMIC インターフェイスを介してコプ
ロセッサーにそれを転送してから、Python* C/C++
拡張でオフロードされた C/C++ コード領域でデー
タを使用する様なことです。

B.

インターフェイス

pyMIC インターフェイスは 2 つの主要クラスで構
成されます: offload_device と offload_array。
offload_device は、オフロードデバイスと対話
するインターフェイスを提供し、offload_array
がバッファー上のデータ管理とプリミティブ操作を
実装します。
図 3 は、入力データなしで簡単なカーネルを起
動する方法を単純化した例を示しています。コー
ドは、最初に pyMIC モジュールをインポートし、
mic として利用できる名前空間を作成します。初
期化されると、利用可能なすべてのオフロードデ
バイスは、モジュール可変デバイスを介して列挙
され、それらの数値 ID で選択できます。ID が利
用可能なオフロードターゲットと一致しない場合、
例外が発生します。
表 I. offload_array クラスの操作

操作
update_host()
update_device()
fill(value)
fillfrom(array)
zero()
reverse()
reshape()

セマンティクス
デバイスからバッファーを転送
デバイスへバッファーを転送
引数でバッファーを埋める
オフロードバッファーに配列の
内容をコピー
バッファーを 0 で埋める
(fill(0.0) と等価)
バッファーの内容を反転する
バッファーの大きさを変更して
新しいビューを作成

offload_device によって実装される 2 つの操
作は、invoke_kernel と load_library です。
invoke_kernel メソッドは、load_library に
よってネイティブコードがロードされた後、ター
ゲットデバイス上の関数を呼び出すために利用し
ます。invoke_kernel メソッドは、呼び出され
るカーネルの関数名に対応する Python* 文字列が
含む、少なくとも 1 つの引数を必要とします。図
3 の例は、図 4 の C コードのような NOP を実装す
るカーネルです。
カーネル関数は、load_library を呼び出して
ライブラリーのファイル名でロードできるように、
ネイティブ共有オブジェクト・ライブラリーとし
てコンパイルされなければいけません。関数属性

PYMIC_KERNEL は、ライブラリーがロードされた
後にシンボルを検出できるよう、コンパイラーが
正しい可視性を持つ関数シンボルを生成すること
を保証します。
図 4 に 示す よ うに 、 カ ーネ ル の関 数 シグ ネ
チャーは、仮引数と一致することが要求されます。
最初の引数 argc は、invoke_kernel を通して
カーネルに渡される実引数の数を定めます。
argptr と sizes 引数は、データへのポインター
とそれぞれのバイト数を含みます。
図 5 と図 6 は、カーネルを呼び出すため、3 つ
の Numpy 配列 (行列) とスカラーデータ (行列のサ
イズと同じ α と β) を使用する、より洗練された
dgemm カーネルの例を示しています。コードは、
最初に行列 a、b、そして c を格納するため 3 つ
の numpy 行列を作成して初期化します。その後、
対応する offload_array にそれぞれの Numpy
配列を関連付けます。associate メソッドは、
pyMIC のバッファー管理に配列データを渡し、
ターゲットデバイス上にバッファー領域を割り当
てます。デフォルトでは、バッファーがターゲッ
ト上で適切に初期化されるよう、初期データの転
送を発行します。必要に応じて、associate の
第 2 引数に false を渡すことで、この初期の
データ転送をスキップできます。
図 5 のコードでは、カーネル名.invoke_kernel
とし、追加引数として関連するデータバッファーを
渡しています。また、すべてのスカラーデータ (変
数 m、n、n、alpha、そして beta) もカーネルに
渡します。オフロード基盤は、デバイス上に存在
していないデータ向けに copy-in 操作を行います。
データが変更されると我々のモジュールを安全に
識別できないため、デバイス上のホストデータに
該当する存在しない配列構造を更新するには
copy-out 操作を行います。手動でターゲットやホ
ス ト 上 の デ ー タ を 更 新 す る た め 、
offload_array クラスは双方向データ転送のた
め update_host と update_device メソッドを
提供します。
表 I は、offload_array クラスで提供される
その他の操作をまとめています。また、
offload_array は、要素ごとの加算、乗算など
完全な配列操作を実装しています。操作は、すべ
てのターゲットデバイス上で実行され、第 2 オペ
ランドの入力データは、まだターゲットに存在し
ない場合にのみデータ転送を必要とします。

キャスト操作により簡単にそれらをアンパックす
ることができます。スカラー値はポインターで渡
されるため、スカラー値を取得するには参照解除
操作が必要です。アンパック操作がすべて実行さ
れた後、コードは実際のカーネルを実行するため
インテル® MKL の dgemm 関数の C インターフェイ
スを呼び出します。

C.

実装

図 7 に、pyMIC モジュールの階層アーキテク
チャーを示します。最上にのモジュールは pyMIC
のすべての高レベルのロジックを含んでおり、ア
プリケーションが利用する pyMIC API を提供しま
す。この API モジュールの直下に、インテル®
Composer XE のオフロードランタイムとその LEO
引数を持つ C/C++ インターフェイスで記述された
Python* 拡張モジュール (_pyMICimpl) がありま
す。また、pyMIC は pffload_array のすべての
配列操作を実装する標準カーネルとライブラリー
を含んでいます (表 I 参照)。
図 5. コプロセッサー上で dgemm 演算を行うため pyMIC を使用

_pyMICimpl
[C/C++]
LEO ランタイム

offload_array
(kernel) [C]

pyMIC
[Python*]

図 7. pyMIC モジュールのアーキテクチャー

D.

バッファー管理

パフォーマンスの観点からバッファー管理は非
常に重要であり、可能な限り少ないデータ転送を
発行することを確認する必要があります。

図 6. 図 5 のオフロードの一部を実装する C のカーネル。

図 6 は、図 5 のカーネル呼び出しで、ターゲッ
ト上でどのようにデータがアンパックされるかを
示 し ま す 。 Python* レ ベ ル で 記 述 さ れ た
invoke_kernel の引数は、同じ順番でターゲッ
ト上の C 関数に渡されます。配列の場合、
argptr 配列からポインターを取得するため、

ハイレベル Python* データ管理プリミティブ
(associate、update_host、update_device) は、
_pyMICimpl モジュール内の低レベルルーチンと直
結しています。図 8 は、Python* コードが低レベル
のインターフェイスと対話する方法を示します。例
えば、デバイスの更新が要求された場合、
update_device メソッドは _pyMICimpl モジュー
ル内の対応する拡張関数を呼び出し、Numpy array
とそのサイズ情報を渡します。実引数
(PyArg_ParseTuple) を処理した後、図 9 に示すよ
うに _pymic_impl_buffer_update_on_target
関数が buffer_update_on_target 低レベル関数
を呼び出します。

バッファーを更新するには、buffer_allocate 呼
び出しでターゲット上にバッファーがすでに割り
当てられていることを仮定できるため、ポイン
ターデータで示されるコプロセッサー (in) へ size
分のデータを転送することができます。alloc_if(0)
と free_if(0) で表現されるようにバッファーはすで
に割り当てられており、それは LEO ランタイムに
バッファーの割り当てと解放を行わないことを指
示します。

図.8. pyMIC におけるバッファー管理関数の例: associate と
updatre_device。

バッファー管理とデータ転送は、各種データ転
送のきめ細かい制御を可能にする LEO プラグマに
依存しています。図 9 に示すように、関数
buffer_allocate の #pragma offload target は、
ID に変数 device を指定することで特定のコプロ
セッサー・デバイスをターゲットとしています。
バッファーを割り当てるのに、データを転送する
必要はありませんが (nocopy で示される) 、ター
ゲット上にメモリーを割り当てて (alloc_if(1))、
それを維持する (free_if(0)) 必要があります。
バッファーのサイズは、size 変数で指定されま
す。コプロセッサー上で最大のパフォーマンスを
引 き 出 す た め 、 align(64) 句 を 使 用 し て バ ッ
ファーをアライメントします。64 バイトのアライ
メントは、コプロセッサー・コアの SIMD ベクト
ル幅と一致し、最高のパフォーマンスを引き出し
ます。

図 9. バッファー管理: デバイス上のデータ割り当てとデバイス
へのデータ転送。

LEO は、ホストのポインターとデバイス上の対
応するポインター間のマッピングを自動的に維持
します。buffer_allocate の data ポインター
引 数 は 、 associate も し く は update す る
Numpy array のストレージ空間を指しています。
ポインターがオフロードプラグマで指定されると、
LEO はポイントされた先とコプロセッサー上で保
存される場所とのマッピングを確立します。それ
は透過的に維持されますが、ここではデバイス・
ポインター (図 9 の 16 行目) とこの値を整数値と
してホストに転送し戻すことを確実にする必要が
あります。この整数値は、後にポインター値とし
てカーネル関数に渡されます。

E.

カーネル呼び出し

前述したように、カーネルの起動は
offload_device クラスの invoke_kernel メ
ソッドを呼び出すことで行われます。カーネルを
呼び出す前に、その共有オブジェクト・ライブラ
リーがターゲットデバイスでロードされる必要が
あります (load_libary)。
load_library の実装は簡単です。それは、拡
張モジュールに入り、コプロセッサー上のプロセ
ス空間に共有ライブラリーをロードするため
Linux* カーネルの dllopen システムコールを呼
び出すオフロード領域を発行するように実装され
ます。ロードされたライブラリーのハンドルは、
stl::unordered_map にキャッシュされ、カー
ネルの特定の関数ポインターを見つけるため
dlsym 関数でライブラリーを検索する際に使用さ
れます。
いったんライブラリーがロードされると、その
カーネル関数は invoke_kernel で呼び出すこと
ができます。これは、dlsym を呼び出すことで
カーネル名と一致する関数を見つけ、カーネルに
渡す argc、argptr そして size 引数を準備しま
す。ライブラリー内での過度な検索を避けるため、
カーネルの関数ポインターは最初に実行されると
その後はキャッシュに格納されます。
Numpy ndarray の そ れ ぞ れ の 実 引 数 は 、
invoke_kernel がデバ イス上に自動的 にバッ
ファーを割り当て、データをコピーします。取得
されたデバイスポインターは、その後 argptr 配
列に追加されます (copy-in)。実引数がスカラー値
である場合、我々の実装では単一要素を持つ
Numpy ndarray を作成し、他の配列と同様に操
作を実行します。実引数が offload_array であ
れば、データはすでに割り当てられ転送されてい
ることを前提とします。いったん引数リストが処
理されると、invoke_kernel のネイティブ部分
は、ターゲットデバイス上のカーネル関数の実際
の呼び出しを発行します。また、デバイスにコ
ピーされたすべての Numpy ndarray に関しては、
ターゲット上の配列データの潜在的な変更をホス
トに戻すため、コードは自動的に copy-out 操作
を行います。

V.

GPAW への統合

GPAW は、高レベルのアルゴリズムのプログラ
マーに優しい実装を可能にするため、Python* を
採用しています。C とハイパフォーマンス・ライ

ブラリーは、演算カーネルで高い性能を得るため
に使用されます。主な並列化の手法は、Python*
と C コードの両方から呼び出すことが可能な MPI
です。開発版のコードは、OpenMP* と MPI のハ
イブリッド実装を提供します。
従来の HPC システムでは、Python* を使用する
ことによるオーバーヘッドは数パーセントです
[10]。インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー上で
GPAW をネイティブ実行した最初のテストでは、
Python* に関連した部分のオーバーヘッドが標準
的な CPU バージョンと比べて大きくなる傾向にあ
ることが示されました。それゆえ、最も演算が集
約されるカーネルとライブラリーの負荷を軽減す
ることが、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーを
利用する有望な方法であると思われます。
GPAW の GPU 実装の成功は、計算の初期段階
にアクセラレーターで大きな配列を割り当てるこ
とが可能であるという事実を示しています。それ
らの配列の割り当てと同様に、簡単な操作 (加算、
乗算など) を Python* コードで実行することで、
ホストとデバイス間のデータ転送を最小限に保つ
ことができます。
pyMIC は、インテル® Xeon Phi™ コプロセッ
サーでも同様のアプローチを自然な形で取り入れ
る 方 法 を 提 供 し ま す 。 offload_array は 、
Numpy の ndarray と類似しており、ハイレベル
のアルゴリズムとコードの大部分はそのまま利用
することができます。実際のカーネルの選択と
データの配置 (ホストの ndarray とコプロセッ
サーの offload_array) は、コードのわずかな
変更でオフロードを利用することができ、比較的
低レベルで行うことができます。

図 10. pyMIC を使用する高レベルの GPAW のコード。

均一な実空間グリッドを使用する場合、積分は
格子点 G に渡る合計として評価できます。

例えば、行列-行列積として。部分空間対角比と
正規直交化に見られるそのほかの行列-行列積は以
下のようになります。
図 11. GPAW の配列作成関数の例。

図 10 は、ハイレベルな GPAW の利用例を示しま
す: gd.zeros で配列を作成する際に、追加の引数
を使用して offloa_array でなければならない
ことを指示します。その後、ハイレベルのコード
は Numpy array と同じ ままですが ( 例えば、
gd.integrate を呼び出しますが、変更する必要
がないように) 、低レベルでは実際の操作はコプロ
セッサー上で行われます。図 11 は、低レベルの
配列作成ルーチンを示します。
次に、コプロセッサーへのオフロードを実装する
GPAW のカーネルについて説明します。実空間グ
リッドの領域分割による最良の並列化の期待値を提
供する GPAW の実空間グリッドモードに注目しま
す。GPAW で使用されるアルゴリズムの詳細につ
いては、[10]、[11] および [22] を参照ください。
特に、大規模システムにおける最も演算集約的
な操作 (約 O(N3) でスケールする原子数) は、部分
空間対角と次の積分式を含む正規直交化に関連し
ています。

ここで
は、密度汎関数理論のコーンシャム
波動関数であり、
はハミルトニアンもしくは
オーバーラップ演算子のいずれかです。
表 II. オフロード操作のレイテンシー (ミリ秒)

操作
associate (8 bytes)
update_device (8 bytes)
update_host (8 bytes)
invoke_kernel (empty kernel)

レイテンシー
0.13
0.06
0.10
0.05

行列の次元がシミュレーション中の電子とグ
リッド数に依存するように、
非常に偏ってい
ます。共通グリッドサイズ G が 323 から 2003
( 32,000 － 8,000,000) の間にある場合、電子の
典型的な数は、n = 60 から最大 2048 までです。
電子とグリッドポイント数が少ない場合も、これ
ら O(N3) の操作よりもアルゴリズムのほかの部分
が演算時間を支配することに注意すべきであり、
さらに大きな計算では数十もしくは数百のノード
での並列化が必要となります。1 基のインテル®
Xeon Phi™ コプロセッサーにおける行列サイズは、
n = 512 と G = 643 ( 260000) です。
VI. パフォーマンス
Python* オフロードモジュールのパフォーマン
スを評価するため、インテルのエンデバークラス
ター [25] 上でマイクロベンチマークを実行しまし
た。ノードは、2.7GHz で動作する 2 個のインテ
ル® Xeon® プロセッサー E5-2697 (ターボモードと
ハイパースレッディング有効) と、1867MHz の
64GB DDR3 メモリーを搭載しています。また、
1238MHz (ターボモードで最大 1333MHz) のイン
テル® Xeon Phi™ コプロセッサー 7120P (61 コア)
と 16GB の GDDR5 メモリーを搭載するカードを
2 基 装 着 し て い ま す 。 ホ ス ト は 、 Red Hat*
Enterprise Linux* (RHEL) 6.5 (カーネルバージョン
2.6.32-358.6.2) とインテル® MPSS 3.3.30726 (コ
プロセッサー・カーネル 2.6.38.8 + mpss 3.3) を実
行しています。拡張モジュールをコンパイルする
ため、インテル® C/C++ Composer XE 2013 バー
ジョン 14.0.3.174 を使用しました。Python* イン
タ ー プ リ タ ー は 、 RHEL に 同 梱 さ れ る 標 準 の
CPython* インタープリター (バージョン 2.6.6) で
す。Numpy のバージョンは 1.8.2 で、インテル®
Composer XE に同梱されるマルチスレッドのイン
テル® マス・カーネル・ライブラリー (インテル®
MKL) を使用するように構成しています。

ここでは、1 個のインテル® Xeon® プロセッサー
(24 スレッド) 上でパフォーマンスを測定し、1 基
のコプロセッサー (240 スレッド) と比較していま
す。オペレーティング・システムの負荷とオフ
ロードのデータ転送を軽減するため、1 基のコプ
ロセッサーは利用していません。インテル® MKL
の各 OpenMP* スレッドをハードウェア・スレッ
ドにバインドするようにアフィニティーが設定さ
れます。Top500 リスト [25] のほとんどのクラス
ター構成は、これに沿っています。2 対 2 のプロ
セッサーとコプロセッサーの構成比率は、局所性
を高め最適なオフロードのパフォーマンスを生み
出します。

図 12 は、8 バイトから 2.1GB までの異なるサ
イズのデータ転送における帯域幅を示しています。
データサイズが小さい場合、呼び出しのオーバー
ヘッドとオフロードのレイテンシーが顕著に現れ、
帯域幅は低くなります。転送されるデータが約
32MB の場合、帯域幅は初めにレイテンシーに支
配され次第に転送レートが増加します。大きな配
列では、転送レートは PCIe バス (gen2) のピーク
帯 域 幅 に 近 づ き ま す 。 update_device と
update_host 操作は、コプロセッサー上で物理
メモリーページの割り当てを必要としないのと対
照的に、帯域幅の観点ではわずかに良い影響があ
ります。

IV 節のバッファー管理におけるレイテンシーと
帯域幅を測定するため、一連のマイクロベンチ
マークによって pyMIC オフロード基盤のパフォー
マンスを評価します。ジッタ―を排除するため、
各ベンチマークを 100 万回繰り返します。表 III
は、pyMIC 基盤の主要プリミティブのレイテン
シーを示します。ホスト上の Numpy array の 1 要
素 (8 バイト) をコプロセッサーのバッファーに関
連付けるのに、およそ 0.13 ミリ秒かかります。こ
の時間には、オフロードを実行するコプロセッ
サー上で、コプロセッサーの物理ページの割り当
てと 8 バイトのデータの転送に必要な時間が含ま
れます (これは無視できます)。もちろん、この時
間には、我々のモジュールの Python* コードと拡
張モジュールの周辺コードが実行されるオーバー
ヘッドも含まれます。同様の数値は、コプロセッ
サーとのデータ転送でも観察されます。
update_device と update_host 操作は、オフ
ロード・デバイス上で物理メモリーの割り当てを
必要としないため、レイテンシーはより少ないこ
とが観察されます。

最終的にマイクロベンチマークでは、いくつか
の 異 な る 設 定 と 行 列 サ イ ズ で 、 dgemm 操 作
(C = αAB + βC) の GFLOPS レートを測定しました。
ホストのパフォーマンスに対するオフロードのパ
フォーマンスに焦点を当てているため、一般性を
失なうことなく二次行列に制限しています。レイ
テンシーと帯域幅はオフロードの要因を支配する
という事実から、歪行列では異なるサイズで同じ
振る舞いを示します。我々は、行列クラス (インテ
ル® MKL の dgemm ルーチンをホストとオフロード
バージョンで) の * 演算子の Numpy 実装 (インテ
ル® MKL を使用して) の計測を行いました。すべて
の操作で、α = 1.0 と β = 0.0 を適用しました。

図. 13. MKL dgemm 演算のパフォーマンス

図 12. ターゲットのメモリー領域との間でデータのコピーに費
やしたバンド幅

図 13 は、行列-行列乗算の GFLOPS レートを示
します。テストに使用した最大行列で、Numpy は
およそ 86GFLOPS となりました。Numpy はイン
テル® MKL の dgemm 演算と比較していくらかの追
加オーバーヘッドが発生します。これは、一時行
列を C と加算する前に中間結果 T = AB を格納する
領域を割り当てる必要があるためです。これは、
インテル® MKL の dgemm をネイティブで呼び出
して、浮動小数点配列を直接渡すことで効率良く
回避できます。純粋なインテル® MKL バージョン

(219GFLOPS) で は 、 Numpy バ ー ジ ョ ン
(86HFLOPS) の 2 倍の性能を観察できました。イ
ンテル® Xeon Phi™ コプロセッサー上にオフロード
された dgemm 演算 (転送のオーバーヘッドを含む)
は、439 ～ 538 GFLOPS を達成しています。デー
タ転送とオフロードのオーバーヘッドを除外する
と、パフォーマンスはおよそ 12% 向上します。
オフロードとセットアップのオーバーヘッドは、
この行列サイズではターゲットデバイス上で埋め
合わせできないことから予想されたように、非常
に小さな行列のホスト上のインテル® MKL マルチ
スレッド dgemm が最良の結果を得られます。

ように利用できるかを提示しています。今回選択
したカーネルでは、pyMIC モジュールによりコプ
ロセッサーにオフロードすることで、十分な大き
さのデータセットでは 2.5 から 6.8 倍計算を高速
化することができました。これまでのところ、
我々は GPAW の 2 つの重要なカーネルに対しての
みオフロードを実装しました。この結果から期待
できるように、そのほかの主要なカーネルにオフ
ロードを実装し、計算を完全にアクセラレートで
きるかどうかを調査しています。さらに、GPAW
に MPI ベースの並列計算を実装し、複数のコプロ
セッサーを利用することを計画しています。

表 III. GPAW における積分と循環操作のパフォーマンス (秒) と
スピードアップ (S)

pyMIC プロジェクトは作業を継続しており、将
来的にはモジュールを追加する計画を持っていま
す。すべてのデータ転送とカーネル呼び出しは、
ホストスレッドの要求した操作が完了して制御が
ホストスレッドに戻るまで同期されます。我々は、
pyMIC からハンドルを返すことで非同期に操作が
で き る よ う 機 能 を 追 加 す る 予 定 で す 。 Python*
コードは、操作の完了を待つためハンドル・オブ
ジェクトのメソッドを使用できます。将来的に実
装したいと考察している最適化の 1 つは、不要な
copy-in を回避し、Numpy データが offload_array
に関連しない引数として invoke_kernel に渡され
た時の copy-out 操作を避けることです。1 つの解
決策は、invoke_kernel が copy-in、copy-out
もしくは両方の引数が要求されたことを特定でき
れば、引数を Fortran のようなに記述にできるこ
とです。

行列サイズ
n=256, G=483
n=256, G=643
n=256, G=863
n=256, G=963
n=512, G=483
n=512, G=643
n=512, G=863
n=512, G=963

積分
Xeon Xeon Phi

循環
S

Xeon Xeon Phi

S

0.10
0.25
0.61
0.78

0.11
0.25
0.55
0.79

0.91x
1.00x
1.11x
0.99x

0.10
0.26
0.55
1.59

0.04
0.10
0.17
0.31

2.50x
2.60x
3.24x
5.13x

0.30
0.74
1.75
2.53

0.12
0.27
0.57
0.97

2.50x
2.74x
3.07x
2.61x

0.35
0.91
1.89
6.28

0.11
0.28
0.50
0.92

3.18x
3.25x
3.70x
6.83x

また、GPAW における操作と同様の行列乗算の
パフォーマンスを調査しました。表 III は、V 節の
積分演算式 (2)、循環式 (3)、問題サイズを単一の
コプロセッサーで使用した場合のパフォーマンス
を示します。純粋な dgemm 演算と同様に (図 13
参照)、小さなデータセットがホストで最高の性能
を達成しますが、大きなデータセットではオフ
ロードするとホストのみでの実行に比べ、2.5 か
ら 6.8 倍スピードアップできます。

最後に、我々はオフロードカーネルを実装する
ため、C/C++ や Fortran コードを使用する制約を
排除することに取り組んでいます。我々は、すで
にカーネル呼び出しの一部として完全な Python*
コードを実行する方法を検討しています。

VII. まとめ
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