
 

 

 

SYCL リファレンス 
 

 

 

 

 

2022年9月15日 

 

注意事項: 

この日本語マニュアルは、Khronos Group のウェブサイト https://sycl.readthedocs.io/en/latest/index.html (英

語) で公開されている『SYCL Reference』の参考訳です。Khronos Group の許可を得て iSUS (IA Software User 

Society) が翻訳版を作成した iSUS の著作物です。原文は Khronos Group の Copyright であり、日本語参考訳版に

も適用されます。 

https://sycl.readthedocs.io/en/latest/index.html


SYCL リファレンス 

2 

内容 

 

1 ヘッダーファイル 4 

2 名前空間 5 

3 共通インターフェイス 6 

4 ランタイムクラス 9 

5 データアクセス 42 

6 統合共有メモリー (USM) 72 

7 並列処理の表現 82 

8 エラー処理 108 

9 データタイプ 114 

10 アトミック操作 121 

11 入出力 (IO) 129 

 

 



SYCL リファレンス 

3 

SYCL リファレンスへようこそ 

 

このドキュメントは、次の場合に役立つリファレンスとなることを目標にしています。 

• SYCL クラスのメンバー関数とその引数を確認する場合。 

• SYCL 関数/タイプへのリンクをほかの開発者と共有する場合。 

• 利用例を見つけたい場合。 

このリファレンスは、SYCL 2020 仕様 (英語) を補足するものであり、全体の構成は同じです。 

このドキュメントは作成中であり、今後コミュニティーによって改善されることを期待して公開しています。開発

者は、使用例が多く、最新で正確なドキュメントを必要としています。誤り、改善の可能性、または例や説明を提

供されたい方は、GitHub に報告するか、編集を提案してください。 

 

このドキュメントのオリジナル全文は、https://sycl.readthedocs.io/en/latest/index.html でご覧ください。この

ドキュメントでは、英語版の SYCL 2020 仕様へのリンクを開催していますが、日本語参考訳は 

https://www.isus.jp/isus-translated-documents/ で公開されています。 

 

 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html
https://sycl.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://www.isus.jp/isus-translated-documents/
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第 1 章 

ヘッダーファイル 

 

次のヘッダーファイルをインクルードする必要があります。 

#include "CL/sycl.hpp" 
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第 2 章 

名前空間 

 

特に明記しない限り、すべてのシンボルには sycl 名前空間をプリフィクスとして記述する必要があります。つまり、

buffer は sycl::buffer であり、info::device::name は sycl::info::device::name です。 

 



SYCL リファレンス 

6 

第 3 章 

共通インターフェイス 

 

この節では、複数のクラスに共通するメソッドを定義します。 

 

3.1 値渡しセマンティクス 

次のタイプがあります: sycl::id、sycl::range、sycl::item、sycl::nd_item、sycl::h_item、sycl::group、

sub_group および sycl::nd_range。 

 

値セマンティクスを持つクラスは、次のメソッドをサポートします。 

class T { 

public: 

  T(const T &rhs); 

  T(T &&rhs); 

  T &operator=(const T &rhs); 

  T &operator=(T &&rhs); 

  ~T(); 

  friend bool operator==(const T &lhs, const T &rhs) { /* ... */ } 

  friend bool operator!=(const T &lhs, const T &rhs) { /* ... */ } 

}; 
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3.2 参照セマンティクス 

次のクラスがあります。 

sycl::accessor、sycl::buffer、sycl::context、sycl::device、device_image、sycl::event、host_accessor、

host_sampled_image_accessor、host_unsampled_image_accessor、sycl::kernel、kernel_id、

kernel_bundle、local_accessor、sycl::platform、sycl::queue、sampled_image、sampled_image_accessor、

unsampled_image および unsampled_image_accessor 

 

値セマンティクスを持つクラスは、次のメソッドをサポートします。異なるインスタンスのコピーから構築された

インスタンスは、元のインスタンスと同じように動作する必要があります。 

class T { 

public: 

  T(const T &rhs); 

  T(T &&rhs); 

  T &operator=(const T &rhs); 

  T &operator=(T &&rhs); 

  ~T(); 

  friend bool operator==(const T &lhs, const T &rhs) { /* ... */ } 

  friend bool operator!=(const T &lhs, const T &rhs) { /* ... */ } 

}; 

 

3.3  property_list 

class property_list; 

3.3.1  property_list 

template <typename... propertyTN> 

property_list(propertyTN... props); 
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3.4  param_traits 

template <typename T, T param> 

class param_traits; 

名前空間 

info 

メンバーのタイプ 

return_type 
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第 4 章 

ランタイムクラス 

 

4.1  デバイスセレクター 

デバイスセレクターを使用すると、SYCL ランタイムでデバイスを選択できます。 

デバイスセレクターを sycl::queue、sycl::platform、またはそのほかのコンストラクターに渡すことでデバイス

の選択を制御できます。プログラムは、ビルトインのデバイスセレクターを使用するか、独自のデバイスセレク

ターを定義して完全に選択を制御できます。 

 

4.1.1  sycl::device_selector 

class device_selector; 

デバイスセレクター向けの抽象化クラス。 

 

これは、ビルトイン・デバイス・セレクターの基本クラスです。カスタム・デバイス・セレクターを定義するには、

() オペレーターを定義する派生クラスを作成します。 

 

(コンストラクター) 

device_selector(); 

device_selector(const sycl::device_selector &rhs); 

device_selector を作成します。 

 

デバイスセレクターは、別のデバイスセレクターの rhs を渡すことで作成できます。 

 

select_device 

sycl::device select_device() const; 

operator() を呼び出すことで決定されたスコアが最も高いデバイスを返します。 
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例外 

すべてのデバイスのスコアが負の場合、ランライムはエラーをスローします。 

 

operator= 

sycl::device_selector &operator=(const sycl::device_selector &rhs); 

ほかのデバイスからコピーすることでデバイスセレクターを作成します。 

 

operator() 

virtual int operator()(const sycl::device &device) const = 0; 

デバイスのスコアを決定する関数です。 

 

すべての派生デバイスセレクターは、このオペレーターを定義する必要があります。select_device は、すべてのデ

バイスに対しこのオペレーターを呼び出して、最も高いスコアのデバイスを選択します。デバイスが選択できない

場合は負の値を返します。 

 

4.1.2  ビルトインセレクター 

SYCL は簡単に利用できるビルトイン・デバイス・セレクターを提供します。これには、基本クラスとして 

device_selector を使用します。 

 

default_selector デバイスを検出できない場合、実装定義のヒューリスティックに従うか、

ホストデバイスが選択されます。 

gpu_selector GPU を選択します。 

accelerator_selecto アクセラレーターを選択します。 

cpu_selector CPU を選択します。 

host_selector ホストデバイスを選択します。 

ほかのデバイスからコピーすることでデバイスセレクターを作成します。 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.6.1.1 節 (英語) 

  

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html%23error-handling
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4.1.3  例 1 

1 #include <CL/sycl.hpp> 

 2 

 3 int main() { 

 4  sycl::device d; 

 5 

 6  try { 

 7    d = sycl::device(sycl::gpu_selector()); 

 8  } catch (sycl::exception const &e) { 

 9    std::cout << "Cannot select a GPU\n" << e.what() << "\n"; 

10    std::cout << "Using a CPU device\n"; 

11    d = sycl::device(sycl::cpu_selector()); 

12  } 

13 

14  std::cout << "Using " << d.get_info<sycl::info::device::name>(); 

15 } 

 

GPU を搭載しないシステムの出力例。 

Cannot select a GPU 

No device of requested type available. Please check https://software.intel.com/en-

us/articles/intel-oneapi-dpcpp-compiler-system-requirements-beta -1 (CL_DEVICE_NOT_FOUND) 

Using a CPU device 

Using Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz 
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4.2 プラットフォーム 

4.2.1  sycl::platform 

class platform; 

 

SYCL プラットフォームを抽象化します。 

プラットフォームには、1 つ以上の SYCL デバイス、またはホストデバイスが含まれます。 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.6.2 節 (英語) 

 

(コンストラクター) 

platform(); 

explicit platform(cl_platform_id platformID); 

explicit platform(const sycl::device_selector &deviceSelector); 

 

SYCL プラットフォームのインスタンスを作成します。 

 

デフォルト・コンストラクターは、ホスト・プラットフォームを作成します。cl_platform_id を渡すと、OpenCL 

プラットフォームがプラットフォームの作成に使用されます。cl_platform_id は保持され、get を介して利用でき

ます。sycl::device_selector を渡すと、優先デバイスを使用するプラットフォームが作成されます、 

 

get 

cl_platform_id get() const; 

プラットフォームに関連する OpenCL デバイスを返します。 

プラットフォーム・コンストラクターに cl_platform_id が渡されたときにのみ呼び出します。 

 

get_devices 

sycl::vector_class<sycl::device> get_devices( 

   sycl::info::device_type = sycl::info::device_type::all) const; 

sycl::info::device_type でフィルター処理され、プラットフォームに関連付けられた SYCL デバイスのベクトル

を返します。 

  

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#sec:platform-class
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例 

platform-example を参照してください。 

 

get_info 

template< sycl::info::platform param > 

typename sycl::info::param_traits<sycl::info::platform, param>::return_type 

get_info() const; 

param で指定されたプラットフォームに関連する情報を返します。詳細は、sycl::info::platform を参照してく

ださい。 

例 

platform-example を参照してください。 

 

has_extension 

bool has_extension(const sycl::string_class &extension) const; 

プラットフォームが extension を持っていれば True を返します。 

 

is_host 

bool is_host() const; 

プラットフォームが SYCL ホストデバイスであれば True を返します。 

 

get_platforms 

static sycl::vector_class<platform> get_platforms(); 

システムにバインドされた SYCL プラットフォームを含む vector_class を返します。 

例 

platform-example を参照してください。 
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4.2.2  sycl::info::platform 

enum class platform : unsigned int { 

  profile, 

  version, 

  name, 

  vendor, 

  extensions 

}; 

情報のタイプを決定するため、get_info のテンプレート・パラメーターとして使用します。 

 

記述子 戻り値 説明 

profile string_class OpenCL プロファイル 

version string_class OpenCL ソフトウェア・ドライバーのバージョン 

name string_class プラットフォームのデバイス名 

vendor string_class ベンダー名 

extensions vector_class<string_class> プラットフォームがサポートする拡張名 

 

4.2.3  例 1 

プラットフォームとそれに含まれるデバイスを列挙します。 

1 #include <CL/sycl.hpp> 

2 int main() { 

3   auto platforms = sycl::platform::get_platforms(); 

4  

5   for (auto &platform : platforms) { 

6     std::cout << "Platform: " << platform.get_info<sycl::info::platform::name>() 

7               << std::endl; 

8  

9     auto devices = platform.get_devices(); 

10     for (auto &device : devices) { 

11       std::cout << "  Device: " << device.get_info<sycl::info::device::name>() 

12                 << std::endl; 

13     } 

14   } 

15  

16   return 0; 

17  } 
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出力: 

Platform: Intel(R) FPGA Emulation Platform for OpenCL(TM) 

  Device: Intel(R) FPGA Emulation Device 

Platform: Intel(R) OpenCL 

  Device: Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz 

Platform: Intel(R) CPU Runtime for OpenCL(TM) Applications 

  Device: Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz 

Platform: SYCL host platform 

  Device: SYCL host device 
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4.3  コンテキスト 

4.3.1  sycl::context 

class context; 

 

コンテキストは、単一の SYCL プラットフォームと、そのプラットフォームに関連する SYCL デバイスをカプセル

化します。 

 

コンテキストには、プラットフォームが提供するデバイスのサブセットを含めることができます。プラットフォー

ムは複数にコンテキストに関連付けることができますが、デバイスは 1 つのコンテキストにのみ属します。 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.6.3 節 (英語) 

 

(コンストラクター) 

explicit context(const sycl::property_list &propList = {}); 

context(sycl::async_handler asyncHandler, 

      const sycl::property_list &propList = {}); 

context(const sycl::device &dev, const sycl::property_list &propList = {}); 

context(const sycl::device &dev, sycl::async_handler asyncHandler, 

      const sycl::property_list &propList = {}); 

context(const sycl::platform &plt, const sycl::property_list &propList = {}); 

context(const sycl::platform &plt, sycl::async_handler asyncHandler, 

      const sycl::property_list &propList = {}); 

context(const sycl::vector_class<device> &deviceList, 

      const sycl::property_list &propList = {}); 

context(const sycl::vector_class<sycl::device> &deviceList, 

      sycl::async_handler asyncHandler, const sycl::property_list &propList = {}); 

context(cl_context clContext, sycl::async_handler asyncHandler = {}); 

コンテキストを作成します。 

コンストラクターのパラメーターで、コンテキストに関連するデバイスやプラットフォームを制御できます。プ

ラットフォームやデバイスが提供されない場合、デフォルトセレクターが使用されます。 

  

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#sec:interface.context.class
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パラメーター 

propList sycl::property::context を参照してください 

asyncHandler このコンテキストの非同期 SYCL 例外を報告するために呼び出されます 

dev 作成されたコンテキスト含まれるデバイス 

deviceList 作成されたコンテキスト含まれるデバイス 

plt 作成されたコンテキスト含まれるプラットフォーム 

clContext 作成されたコンテキスト含まれる cl_context 

コンテキストを作成します。 

 

get 

cl_context get() const; 

コンストラクターで渡された cl_context を返します。 

 

is_host 

bool is_host() const; 

このコンテキストがホスト・コンテキストである場合、True を返します。 

 

get_platform 

sycl::platform get_platform() const; 

コンテキストに関連付けられたプラットフォームを返します。 

 

get_devices 

sycl::vector_class<sycl::device> get_devices() const; 

コンテキストに関連付けられたデバイスのベクトルを返します。 

 

get_info 

template <sycl::info::context param> 

typename sycl::info::param_traits<sycl::info::context, param>::return_type 

get_info() const; 

param で指定されたコンテキストに関連する情報を返します。sycl::info::platform を参照してください。 
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has_property 

template <typename propertyT> 

bool has_property() const; 

テンプレート・パラメーター 

propertyT 

 

コンストラクターにプロパティーのタイプが渡されると True を返します。 

 

get_property 

template <typename propertyT> 

propertyT get_property() const; 

テンプレート・パラメーター 

propertyT 

 

コンストラクターに渡されたプロパティーのコピーを返します。 

 

4.3.2  sycl::info::context 

enum class context : int { 

  reference_count, 

  platform, 

  devices 

}; 

情報のタイプを決定するため、get_info のテンプレート・パラメーターとして使用します。 

 

記述子 戻り値 説明 

reference_count cl_uint ベースとなる cl_context の参照カウント 

platform sycl::platform コンテキストの SYCL プラットフォーム 

devices vector_class<device> プラットフォームに関連付けられた SYCL デバイス 
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4.3.3  sycl::property::context 

SYCL では、コンテキストに関連するプロパティーは定義されていません。 

 

4.3.4  例 

コンテキスト内のすべてのデバイスを出力します。 

1 #include <CL/sycl.hpp> 

2 

3 int main() { 

4  sycl::context context; 

5  auto devices = context.get_info<sycl::info::context::devices>(); 

6  for (auto device : devices) { 

7    std::cout << device.get_info<sycl::info::device::name>() << std::endl; 

8  } 

9 } 

 

出力例: 

Host Device 

 

4.4  デバイス 

4.4.1  sycl::device 

class device; 

SYCL デバイスの各種モデルを表現する抽象化クラスです。デバイスとは、GPU、CPU またはそのほかのアクセラ

レーターを指します。デバイスはカーネル関数を実行します。 

参照: 『データ並列 C++ ガイド』(英語)、『SYCL 仕様』(英語) 

 

(コンストラクター) 

device(); 

template <typename DeviceSelector> 

explicit device(const DeviceSelector &deviceSelector); 

デバイスを作成します。 

 

デフォルト・コンストラクターは、ホストデバイスを作成します。デバイスは、デバイスセレクターで選択するこ

ともできます。 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4842-5574-2.pdf%23page%3D299
https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#sec:device-class
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パラメーター 

deviceSelector デバイスセレクター 

 

get_backend 

backend get_backend() const noexcept; 

 

is_cpu 

bool is_cpu() const; 

デバイスが CPU である場合は True、それ以外は False を返します。 

 

is_gpu 

bool is_gpu() const; 

デバイスが GPU である場合は True、それ以外は False を返します。 

 

is_accelerator 

bool is_accelerator() const; 

デバイスがアクセラレーターである場合は True、それ以外は False を返します。 

 

get_platform 

platform get_platform() const; 

デバイスを含むプラットフォームを返します。 

 

get_info 

template <typename param> 

typename param::return_type get_info() const; 

param で指定されたデバイスに関連する情報を返します。Device Info を参照してください。 
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例 

platform-example を参照してください。 

 

get_backend_info 

template <typename param> 

typename param::return_type get_backend_info() const; 

 

has 

bool has(aspect asp) const; 

 

has_extension 

bool has_extension(const string_class &extension) const; 

デバイスが extension をサポートしていれば True を返します。 

 

create_sub_devices 

// 次の場合利用可: prop == info::partition_property::partition_equally 

template <info::partition_property prop> 

std::vector<device> create_sub_devices(size_t count) const; 

// 次の場合利用可: prop == info::partition_property::partition_by_counts 

template <info::partition_property prop> 

std::vector<device> create_sub_devices(const std::vector<size_t> &counts) const; 

// 次の場合利用可: prop == info::partition_property::partition_by_affinity_domain 

template <info::partition_property prop> 

std::vector<device> create_sub_devices(info::partition_affinity_domain 

affinityDomain) const; 

 

要求されたパーティション・プロパティーに従って、サブデバイスを分割します。 

テンプレート・パラメーター 

prop sycl::info::partition_property を参照してください. 
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パラメーター 

count サブデバイスごとの計算ユニット数 

counts 各サブデバイスの計算ユニット数を表わすベクトル 

affinityDomain sycl::info::partition_aflnity_domain を参照してください 

例外 

feature_not_supported  

デバイスが prop テンプレート引数で指定された sycl::info::partition_property をサポートしていない場合。 

 

get_devices 

static vector_class<device> get_devices( 

    info::device_type deviceType = info::device_type::all); 

sycl::info::device_type でフィルター処理されたデバイスのベクトルを返します。 

例 

get_devices-example を参照してください。 
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4.4.2  Device Info 

sycl::info::device 

struct device_type; 

struct vendor_id; 

struct max_compute_units; 

struct max_work_item_dimensions; 

template<int dimensions = 3> struct max_work_item_sizes; 

struct max_work_group_size; 

struct preferred_vector_width_char; 

struct preferred_vector_width_short; 

struct preferred_vector_width_int; 

struct preferred_vector_width_long; 

struct preferred_vector_width_float; 

struct preferred_vector_width_double; 

struct preferred_vector_width_half; 

struct native_vector_width_char; 

struct native_vector_width_short; 

struct native_vector_width_int; 

struct native_vector_width_long; 

struct native_vector_width_float; 

struct native_vector_width_double; 

struct native_vector_width_half; 

struct max_clock_frequency; 

struct address_bits; 

struct max_mem_alloc_size; 

struct image_support; // Deprecated 

struct max_read_image_args; 

struct max_write_image_args; 

struct image2d_max_height; 

struct image2d_max_width; 

struct image3d_max_height; 

struct image3d_max_width; 

struct image3d_max_depth; 

struct image_max_buffer_size; 

struct max_samplers; 

struct max_parameter_size; 

struct mem_base_addr_align; 

struct half_fp_config; 

struct single_fp_config; 

struct double_fp_config; 

struct global_mem_cache_type; 

struct global_mem_cache_line_size; 

struct global_mem_cache_size; 

struct global_mem_size; 

struct max_constant_buffer_size; // 非推奨 

struct max_constant_args; // Deprecated 

struct local_mem_type; 

struct local_mem_size; 

struct error_correction_support; 

struct host_unified_memory; 

struct atomic_memory_order_capabilities; 

struct atomic_fence_order_capabilities; 
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struct atomic_memory_scope_capabilities; 

struct atomic_fence_scope_capabilities; 

struct profiling_timer_resolution; 

struct is_endian_little; 

struct is_available; 

struct is_compiler_available; // 非推奨 

struct is_linker_available; // 非推奨 

struct execution_capabilities; 

struct queue_profiling; // 非推奨 

struct built_in_kernels; // 非推奨 

struct built_in_kernel_ids; 

struct platform; 

struct name; 

struct vendor; 

struct driver_version; 

struct profile; 

struct version; 

struct backend_version; 

struct aspects; 

struct extensions; // 非推奨 

struct printf_buffer_size; 

struct preferred_interop_user_sync; 

struct parent_device; 

struct partition_max_sub_devices; 

struct partition_properties; 

struct partition_affinity_domains; 

struct partition_type_property; 

struct partition_type_affinity_domain; 

情報のタイプを決定するため、get_info のテンプレート・パラメーターとして使用します。これらのタイプの詳細

については、『SYCL 2020 仕様』(英語) を参照してください。 

 

sycl::info::device_type 

enum class device_type : unsigned int { 

  cpu,         // OpenCL CL_DEVICE_TYPE_CPU へマップ 

  gpu,         // OpenCL CL_DEVICE_TYPE_GPU へマップ 

  accelerator, // OpenCL CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR へマップ 

  custom,      // OpenCL CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM へマップ 

  automatic,   // OpenCL CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT へマップ 

  host, 

  all          // OpenCL CL_DEVICE_TYPE_ALL へマップ 

}; 

プラットフォームの get_devices とデバイスの get_devices を参照してください。 

 

  

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#_device_information_descriptors
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sycl::info::partition_property 

enum class partition_property : int { 

  no_partition, 

  partition_equally, 

  partition_by_counts, 

  partition_by_affinity_domain 

}; 

create_sub_devices を参照してください。 

 

sycl::info::partition_affinity_domain 

enum class partition_affinity_domain : int { 

  not_applicable, 

  numa, 

  L4_cache, 

  L3_cache, 

  L2_cache, 

  L1_cache, 

  next_partitionable 

}; 

create_sub_devices を参照してください。 

 

sycl::info::local_mem_type 

enum class local_mem_type : int { none, local, global }; 

get_info を参照してください。 

 

sycl::info::fp_config 

enum class fp_config : int { 

  denorm, 

  inf_nan, 

  round_to_nearest, 

  round_to_zero, 

  round_to_inf, 

  fma, 

  correctly_rounded_divide_sqrt, 

  soft_float 

}; 

get_info を参照してください。 
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sycl::info::global_mem_cache_type 

enum class global_mem_cache_type : int { none, read_only, read_write }; 

get_info を参照してください。 

 

sycl::info::execution_capability 

enum class execution_capability : unsigned int { 

  exec_kernel, 

  exec_native_kernel 

}; 

get_info を参照してください。 

 

4.4.3 例 1 

GPU デバイスを列挙します。 

1 #include <CL/sycl.hpp> 

2 

3 int main() { 

4  for(auto device : sycl::device::get_devices(sycl::info::device_type::gpu)){ 

5    std::cout << "  Device: " << device.get_info<sycl::info::device::name>() 

6              << std::endl; 

7  } 

8 } 
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4.5  キュー 

4.5.1  sycl::queue 

class queue; 

 

キューは、ホスト上のプログラムと 1 つのデバイスを接続します。プログラムはキューを経由してデバイスにタス

クを送信し、キューの完了を監視できます。プログラムは、コマンドグループをキューに投入することでタスクを

開始します。コマンドグループは、カーネル関数、カーネル関数を実行する前提条件、およびインデックス空間に

対するカーネル関数の呼び出しを定義します。コマンドグループを送信した後、プログラムはキューを介してタス

クの完了とエラーを監視できます。 

参照: 『SYCL 2020 仕様』のキュー (英語) 

 

(コンストラクター) 

explicit queue(const property_list &propList = {}); 

explicit queue(const async_handler &asyncHandler, 

               const property_list &propList = {}); 

template <typename DeviceSelector> 

explicit queue(const DeviceSelector &deviceSelector, 

               const property_list &propList = {}); 

template <typename DeviceSelector> 

explicit queue(const DeviceSelector &deviceSelector, 

               const async_handler &asyncHandler, 

               const property_list &propList = {}); 

explicit queue(const device &syclDevice, const property_list &propList = {}); 

explicit queue(const device &syclDevice, const async_handler &asyncHandler, 

               const property_list &propList = {}); 

template <typename DeviceSelector> 

explicit queue(const context &syclContext, 

               const DeviceSelector &deviceSelector, 

               const property_list &propList = {}); 

template <typename DeviceSelector> 

explicit queue(const context &syclContext, 

               const DeviceSelector &deviceSelector, 

               const async_handler &asyncHandler, 

               const property_list &propList = {}); 

explicit queue(const context &syclContext, const device &syclDevice, 

               const property_list &propList = {}); 

explicit queue(const context &syclContext, const device &syclDevice, 

               const async_handler &asyncHandler, 

               const property_list &propList = {}); 

キューを作成します。 

 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#sec:interface.queue.class
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キューを作成すると、キューに接続されたデバイスが選択されます。プログラムは、cl_command_queue、

sycl::device または device_selector を渡すことでデバイスを制御できます。何も指定しないと、コンストラク

ターは default_selector を使用してデバイスを選択します。コンストラクターは、必要に応じて sycl::context、

sycl::platform および sycl::device を暗黙的に作成します。 

 

SYCL ランタイムはタスクを非同期に実行します。非同期ホストタスクから例外をキャッチするには、

asyncHandler でキューを作成し、wait_and_throw を呼び出します。 

パラメーター 

propList queue-properties を参照してください 

asyncHandler 非同期例外を処理するために呼び出されます。sycl::async_handler 

を参照してください 

deviceSelector キューのデバイスを選択します 

syclDevice キューのデバイス 

syclContext キューをコンテキストに関連付けます 

clQueue キューを OpenCL キューに関連付けます 

例外 

invalid_object_error : syclContext が syclDevice をカプセル化していない場合。 

 

get_backend 

backend get_backend() const noexcept; 

 

get_context 

context get_context() const; 

キューに関連付けられたコンテキストを返します。 

 

get_device 

device get_device() const; 

キューに関連付けられたデバイスを返します。 
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is_in_order 

bool is_in_order() const; 

キューがインオーダーであれば True を返します。 

 

get_info 

template <typename param> typename param::return_type get_info() const; 

param で指定されたキューに関連する情報を返します。詳細は、queue を参照してください。 

 

get_backend_info 

template <typename param> 

typename param::return_type get_backend_info() const; 

 

submit 

template <typename T> 

event submit(T cgf); 

template <typename T> 

event submit(T cgf, const queue &secondaryQueue); 

テンプレート・パラメーター 

T 

パラメーター 

cgf コマンドグループ関数オブジェクト 

secondaryQueue エラーが発生すると、ランタイムはコマンドグループをセカンダリー・

キューに再送信します。 

非同期実行するため、コマンドグループ関数オブジェクトをキューに送信します。キューに投入されたタスクの同

期に使用する sycl::event を返します。 

多くの場合、cgf のタイプから推測されるため、T テンプレート・パラメーターは提供されません。 

例外 

プライマリー・キューで実行中にエラーが発生すると、ランタイムはコマンドグループをセカンダリー・キューに

再送信します。 
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例 

queue-example-1 を参照してください。 

 

wait 

void wait(); 

キューに投入されたすべてのタスクの完了を待機します。 

例 

queue-example-1 を参照してください。 

 

wait_and_throw 

void wait_and_throw(); 

キューに投入されたすべてのタスクの完了を待機し、(コンストラクター) で提供されるハンドラーに非同期エラー

を渡します。 

 

throw_asynchronous 

void throw_asynchronous(); 

(コンストラクター) で提供されるハンドラーに非同期エラーを渡します。 

 

single_task 

template <typename KernelName, typename KernelType> 

event single_task(const KernelType &kernelFunc); 

template <typename KernelName, typename KernelType> 

event single_task(event depEvent, const KernelType &kernelFunc); 

template <typename KernelName, typename KernelType> 

event single_task(const std::vector<event> &depEvents, 

                  const KernelType &kernelFunc); 

例 

queue-example-1 を参照してください。 

 



SYCL リファレンス 

31 

parallel_for 

// パラメーター・パックは次のように機能します:  

// Reductions&&... reductions, const KernelType &kernelFunc 

template <typename KernelName, int Dims, typename... Rest> 

event parallel_for(range<Dims> numWorkItems, 

                   Rest&&... rest); 

// パラメーター・パックは次のように機能します:  

// Reductions&&... reductions, const KernelType &kernelFunc 

template <typename KernelName, int Dims, typename... Rest> 

event parallel_for(range<Dims> numWorkItems, event depEvent, 

                   Rest&&... rest); 

// パラメーター・パックは次のように機能します:  

// Reductions&&... reductions, const KernelType &kernelFunc 

template <typename KernelName, int Dims, typename... Rest> 

event parallel_for(range<Dims> numWorkItems, 

                   const std::vector<event> &depEvents, 

                   Rest&&... rest); 

// パラメーター・パックは次のように機能します:  

// Reductions&&... reductions, const KernelType &kernelFunc 

template <typename KernelName, int Dims, typename... Rest> 

event parallel_for(nd_range<Dims> executionRange, 

                   Rest&&... rest); 

// パラメーター・パックは次のように機能します:  

// Reductions&&... reductions, const KernelType &kernelFunc 

template <typename KernelName, int Dims, typename... Rest> 

event parallel_for(nd_range<Dims> executionRange, 

                   event depEvent, 

                   Rest&&... rest); 

// パラメーター・パックは次のように機能します:  

// Reductions&&... reductions, const KernelType &kernelFunc 

template <typename KernelName, int Dims, typename... Rest> 

event parallel_for(nd_range<Dims> executionRange, 

                   const std::vector<event> &depEvents, 

                   Rest&&... rest); 

例 

queue-example-2 を参照してください。 

 

memcpy 

event memcpy(void* dest, const void* src, size_t numBytes); 

event memcpy(void* dest, const void* src, size_t numBytes, 

             event depEvent); 

event memcpy(void* dest, const void* src, size_t numBytes, 

             const std::vector<event> &depEvents); 
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malloc 関数で割り当てられたメモリーを設定します。 

例 

event-elapsed-time-example を参照してください。 

 

Copy 

template <typename T> 

event copy(T* src, const T *dst, size_t count); 

template <typename T> 

event copy(T* src, const T *dst, size_t count, 

           event depEvent); 

template <typename T> 

event copy(T* src, const T *dst, size_t count, 

           const std::vector<event> &depEvents); 

 

memset 

event memset(void* ptr, int value, size_t numBytes); 

event memset(void* ptr, int value, size_t numBytes, 

             event depEvent); 

event memset(void* ptr, int value, size_t numBytes, 

             const std::vector<event> &depEvents); 

malloc 関数で割り当てられたメモリーを設定します。使い方については、例 1 をご覧ください。 

 

fill 

template <typename T> 

event fill(void* ptr, const T& pattern, size_t count); 

template <typename T> 

event fill(void* ptr, const T& pattern, size_t count, 

           event depEvent); 

template <typename T> 

event fill(void* ptr, const T& pattern, size_t count, 

           const std::vector<event> &depEvents); 

malloc 関数で割り当てられたメモリーを設定します。 

 

prefetch 

event prefetch(void* ptr, size_t numBytes); 

event prefetch(void* ptr, size_t numBytes, 

               event depEvent); 

event prefetch(void* ptr, size_t numBytes, 

               const std::vector<event> &depEvents); 
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mem_advise 

event mem_advise(void *ptr, size_t numBytes, int advice); 

event mem_advise(void *ptr, size_t numBytes, int advice, 

                 event depEvent); 

event mem_advise(void *ptr, size_t numBytes, int advice, 

                 const std::vector<event> &depEvents); 

 

copy 

template <typename T_src, int dim_src, access_mode mode_src, target tgt_src, 

          access::placeholder isPlaceholder, typename T_dest> 

event copy(accessor<T_src, dim_src, mode_src, tgt_src, isPlaceholder> src, 

           std::shared_ptr<T_dest> dest); 

template <typename T_src, typename T_dest, int dim_dest, 

          access_mode mode_dest, target tgt_dest, 

          access::placeholder isPlaceholder> 

event 

copy(std::shared_ptr<T_src> src, 

     accessor<T_dest, dim_dest, mode_dest, tgt_dest, isPlaceholder> dest); 

template <typename T_src, int dim_src, access_mode mode_src, target tgt_src, 

          access::placeholder isPlaceholder, typename T_dest> 

event copy(accessor<T_src, dim_src, mode_src, tgt_src, isPlaceholder> src, 

           T_dest *dest); 

template <typename T_src, typename T_dest, int dim_dest, 

          access_mode mode_dest, target tgt_dest, 

          access::placeholder isPlaceholder> 

event 

copy(const T_src *src, 

     accessor<T_dest, dim_dest, mode_dest, tgt_dest, isPlaceholder> dest); 

 

template <typename T_src, int dim_src, access_mode mode_src, target tgt_src, 

          access::placeholder isPlaceholder_src, typename T_dest, 

          int dim_dest, access_mode mode_dest, target tgt_dest, 

          access::placeholder isPlaceholder_dest> 

event copy( 

    accessor<T_src, dim_src, mode_src, tgt_src, isPlaceholder_src> src, 

    accessor<T_dest, dim_dest, mode_dest, tgt_dest, isPlaceholder_dest> dest); 

 

update_host 

template <typename T, int dim, access_mode mode, target tgt, 

          access::placeholder isPlaceholder> 

event update_host(accessor<T, dim, mode, tgt, isPlaceholder> acc); 
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4.5.2  sycl::info::queue 

enum class queue : int { 

  context, 

  device, 

  reference_count, 

}; 

情報のタイプを決定するため、get_info のテンプレート・パラメーターとして使用します。 

 

記述子 戻り値 説明 

context context キューに関連付けられ SYCL コンテキスト 

device device キューは関連付けられた SYCL デバイス 

reference_count cl_uint キューの参照カウント 
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4.5.3  キュー・プロパティー 

キューのプロパティーは、キューのコンストラクターで指定されます。 

 

sycl::property::queue::enable_profiling 

class enable_profiling; 

SYCL ランタイムは、キューに送信されたコマンドグループのプロファイル情報を取得します。 

 

(コンストラクター) 

enable_profiling(); 

enable_profiling プロパティーのインスタンスを作成します。 

例 

event-elapsed-time-example を参照してください。 

 

sycl::property::queue::in_order (SYCL 2020 から) 

class in_order; 

 

SYCL キューはインオーダー・セマンティクスを提供します。 

 

(コンストラクター) 

in_order(); 

in_order プロパティーのインスタンスを作成します。 
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4.5.4  例 1 

単一タスクの SYCL カーネル関数を送信します。 

1 #include <CL/sycl.hpp> 

 2 

 3 int main() { 

 4 

 5  auto q = sycl::queue(sycl::default_selector()); 

 6 

 7  q.submit([&](sycl::handler &cgh) { 

 8    auto os = sycl::stream{128, 128, cgh}; 

 9    cgh.single_task<class hello_world>([=] { os << "Hello World!\n"; }); 

10  }); 

11  q.wait(); 

12 } 

 

出力: 

Hello World! 
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4.5.5  例 2 

並列 SYCL カーネル関数を送信します。 

1 #include <CL/sycl.hpp> 

 2 #include <iostream> 

 3 

 4 constexpr int count = 10; 

 5 

 6 int main() { 

 7 

 8  // Data initialized to zeros. 

 9  int data[count] = {0}; 

10 

11  auto q = sycl::queue(sycl::default_selector()); 

12  { 

13    sycl::buffer<int, 1> data_buffer(data, sycl::range<1>(count)); 

14 

15    q.submit([&](sycl::handler &cgh) { 

16      auto data_accessor = 

17          data_buffer.get_access<sycl::access::mode::read_write>(cgh); 

18      cgh.parallel_for<class add_five>(sycl::range<1>(count), 

19                                       [=](sycl::item<1> item) { 

20                                         auto index = item.get_id(0); 

21                                         data_accessor[index] += 5; 

22                                       }); 

23    }); 

24    q.wait(); 

25  } 

26 

27  for (auto e : data) 

28    std::cout << e << " "; 

29  std::cout << std::endl; 

30 } 

 

出力: 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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4.6  イベント 

4.6.1  sycl::event 

class event; 

 

イベントは明示的なカーネルのスケジュール制御と、実行中のカーネル状態の照会をサポートします。実行する

カーネルを送信する submit などの操作は、待機イベントを受け入れ、キューに投入されたカーネルに関連付けら

れたイベントを返すことがあります。 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.6.6 節 (英語) 

 

(コンストラクター) 

event(); 

event(cl_event clEvent, const sycl::context& syclContext); 

イベントを作成します。 

 

cl_event_get 

cl_event get(); 

このイベントに関連付けられた OpenCL イベントを返します。 

 

is_host 

bool is_host() const; 

このホストイベントである場合、True を返します。 

 

get_wait_list 

sycl::vector_class<sycl::event> get_wait_list(); 

このイベントが待機するイベントのベクトルを返します。 

 

wait 

void wait(); 

関連するコマンドの完了を待機します。 

 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#sec:interface.event
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wait 

static void wait(const sycl::vector_class<sycl::event> &eventList); 

イベントのベクトルが完了するのを待機します。 

 

wait_and_throw 

void wait_and_throw(); 

イベントの完了を待機し、コマンドに関連付けられたハンドラーに非同期エラーを渡します。 

 

wait_and_throw 

static void wait_and_throw(const sycl::vector_class<sycl::event> &eventList); 

イベントのベクトルの完了を待機し、コマンドに関連付けられたハンドラーに非同期エラーを渡します。 

 

get_info 

template <sycl::info::event param> 

typename sycl::info::param_traits<sycl::info::event, param>::return_type get_info() 

const; 

param で指定されたキューに関連する情報を返します。詳細は、sycl::info::event を参照してください。 

 

get_profiling_info 

template <sycl::info::event_profiling param> 

typename sycl::info::param_traits<sycl::info::event_profiling, param>::return_type 

get_profiling_info() const; 

param で指定されたキューに関連する情報を返します。詳細は、sycl::info::event_profiling を参照してください。 
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4.6.2  sycl::info::event 

enum class event: int { 

  command_execution_status, 

  reference_count 

}; 

 

情報のタイプを決定するため、get_info のテンプレート・パラメーターとして使用します。 

 

記述子 戻り値 説明 

command_execution_status sycl::info::event_command_status sycl::info::event_comma

nd_status を参照してくだ

さい。 

reference_count cl_uint イベントの参照カウント 

 

4.6.3  sycl::info::event_command_status 

enum class event_command_status : int { 

  submitted, 

  running, 

  complete 

}; 

 

4.6.4  sycl::info::event_profiling 

enum class event_profiling : int { 

  command_submit, 

  command_start, 

  command_end 

}; 

情報のタイプを決定するため、get_profiling_info のテンプレート・パラメーターとして使用します。 

 

記述子 戻り値 説明 

command_submit cl_ulong sycl::command_group が送信された時間をナノ秒単位で返します 

command_start cl_ulong sycl::command_group が実行を開始した時間をナノ秒単位で返し

ます 

command_end cl_ulong sycl::command_group が実行を完了した時間をナノ秒単位で返し

ます 

カーネルの実行時間 = command_start - command_end 

コマンドグループの処理時間の合計 = command_submit - command_end 
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4.6.5  例 1 

イベント・プロファイル情報を使用して、デバイス上で実行された memcpy の経過時間を測定します。 

1 #include <CL/sycl.hpp> 

 2 

 3 int main() { 

 4  sycl::property_list properties{sycl::property::queue::enable_profiling()}; 

 5  auto q = sycl::queue(sycl::default_selector(), properties); 

 6 

 7  std::cout 

 8      << "  Platform: " 

 9      << q.get_device().get_platform().get_info<sycl::info::platform::name>() 

10      << std::endl; 

11 

12  const int num_ints = 1024 * 1024; 

13  const size_t num_bytes = num_ints * sizeof(int); 

14  const int alignment = 8; 

15 

16  // Alloc memory on host 

17  auto src = aligned_alloc(alignment, num_bytes); 

18  memset(src, 1, num_bytes); 

19 

20  // Alloc memory on device 

21  auto dst = sycl::malloc_device<int>(num_ints, q); 

22  q.memset(dst, 0, num_bytes).wait(); 

23 

24  // Copy from host to device 

25  auto event = q.memcpy(dst, src, num_bytes); 

26  event.wait(); 

27 

28  auto end = 

29      event.get_profiling_info<sycl::info::event_profiling::command_end>(); 

30  auto start = 

31      event.get_profiling_info<sycl::info::event_profiling::command_start>(); 

32 

33  std::cout << "Elapsed time: " << (end - start) / 1.0e9 << " seconds\n"; 

34 

35  sycl::free(dst, q); 

36 } 

 

出力: 

  Platform: Intel(R) Level-Zero 

Elapsed time: 7.6692e-05 seconds 
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第 5 章 

データアクセス 

5.1 バッファー 

5.1.1  sycl::buffer 

template <typename T, int dimensions = 1, 

          typename AllocatorT = sycl::buffer_allocator> 

class buffer; 

テンプレート・パラメーター 

T バッファーのデータタイプ 

dimensions データの次元数: 1、2 または 3 

AllocatorT バッファーデータのアロケーター 

 

バッファーはカーネルとホストの両方が読み書きできるデータのコンテナーです。バッファーにあるデータは、ポ

インターを介して直接アクセスすることはできません。代わりに、プログラムはバッファーを参照する 

sycl::accessor (buffer) を作成できます。アクセサーは、実際のデータを読み書きする配列形式のインターフェイ

スを提供します。アクセサーは、データ読み取り (read) であるか書き込み (write) であるかを明示します。プログ

ラムがバッファーのアクセサーを作成すると、SYCL ランタイムはデータを必要な場所 (ホストまたはデバイス) に

コピーします。アクセサーがデバイス・コマンド・グループの一部である場合、ランタイムはデータの転送が完了

するまでカーネルの実行を遅延させます。ホストがアクセサーを作成した場合、データがホスト上で利用可能にな

るまでポーズ状態になります。そのため、プログラムはデータの依存関係を指定するだけで、データとカーネルは

非同期および同時に実行されます。 

 

初期化  

バッファーは、ホストデータ、イテレーター、またはほかのバッファーのスライスとして自動的に初期化され

ます。コンストラクターで初期化方法を決定します。 

 

ライトバック  

バッファーのデストラクターは、オプションでポインターやイテレーターを使用して、データをホストメモ

リーに書き戻すことができます。set_final_data と set_write_back でデータのライトバックを制御します。 
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メモリー割り当て  

SYCL ランタイムは、コンストラクターがアロケーターを提供しない限り、デフォルト・アロケーターを使用

してバッファーメモリーを割り当てます。 

メンバーのタイプ 

value_type バッファー要素のタイプ 

reference バッファー要素の参照タイプ 

const_reference バッファー要素の const 参照タイプ 

allocator_type バッファーデータのアロケーターのタイプ 

 

参照: 『データ並列 C++ ガイド』(英語)、『SYCL 仕様』(英語) 

 

(コンストラクター) 

buffer(const sycl::range<dimensions> &bufferRange, 

       const sycl::property_list &propList = {}); 

buffer(const sycl::range<dimensions> &bufferRange, AllocatorT allocator, 

       const sycl::property_list &propList = {}); 

buffer(T hostData, const sycl::range<dimensions> &bufferRange, 

       const sycl::property_list &propList = {}); 

buffer(T *hostData, const sycl::range<dimensions> &bufferRange, 

       AllocatorT allocator, const sycl::property_list &propList = {}); 

buffer(const T *hostData, const sycl::range<dimensions> &bufferRange, 

       const sycl::property_list &propList = {}); 

buffer(const T *hostData, const sycl::range<dimensions> &bufferRange, 

       AllocatorT allocator, const sycl::property_list &propList = {}); 

buffer(const shared_ptr_class<T> &hostData, 

       const sycl::range<dimensions> &bufferRange, AllocatorT allocator, 

       const sycl::property_list &propList = {}); 

buffer(const shared_ptr_class<T> &hostData, 

       const sycl::range<dimensions> &bufferRange, 

       const sycl::property_list &propList = {}); 

buffer(buffer<T, dimensions, AllocatorT> b, const id<dimensions> &baseIndex, 

       const sycl::range<dimensions> &subRange); 

*次のときにのみ利用可能: 

 dimensions == 1 

template <class InputIterator> 

buffer<T, 1>(InputIterator first, InputIterator last, AllocatorT allocator, 

             const sycl::property_list &propList = {}); 

template <class InputIterator> 

buffer<T, 1>(InputIterator first, InputIterator last, 

             const sycl::property_list &propList = {}); 

buffer(cl_mem clMemObject, const sycl::context &syclContext, 

       event availableEvent = {}); 

バッファーを作成します。 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4842-5574-2.pdf%23page%3D96
https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#subsec:buffers
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バッファーは、ホストのデータポインターを使用して初期化できます。バッファーが存続する間は、バッファーが

ホストデータを所有するため、その間にポインターを使用してホストデータに直接アクセスすると未定義の動作を

引き起こします。SYCL ランタイムは、バッファーが破棄されると、バッファーのデータをホストのデータポイン

ターに戻すライトバックを行います。バッファーは、データの場所と次元を指定することで、別のバッファーのス

ライスとして初期化することもできます。 

 

コンストラクターは、バッファーを初期化するため cl_mem またはイテレーターを受け入れます。 

テンプレート・パラメーター 

InputIterator バッファーの初期化に使用するイテレーターのタイプ 

パラメーター 

bufferRange sycl::range はバッファーの次元数を指定します 

allocator バッファーデータのアロケーター 

propList バッファー・プロパティーを参照してください。 

hostData データを格納するホストメモリーへのポインター 

first バッファーを初期化するイテレーター 

last バッファーを初期化するイテレーター 

b このバッファーの初期化に使用するバッファー 

baseIndx サブバッファーの場所 

subRange サブバッファーの次元 

 

get_range 

sycl::range<dimensions> get_range() const; 

バッファーの次元を返します。 

 

get_count 

size_t get_count() const; 

バッファーの合計要素数を返します。 
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get_size 

size_t get_size() const; 

バッファーストレージのサイズをバイト単位で返します。 

 

get_allocator 

AllocatorT get_allocator() const; 

バッファーのアロケーターを返します。 

 

get_access 

template <sycl::access::mode mode, sycl::access::target target = 

sycl::access::target::global_buffer> 

accessor<T, dimensions, mode, target> get_access( 

    sycl::handler &commandGroupHandler); 

template <sycl::access::mode mode> 

accessor<T, dimensions, mode, sycl::access::target::host_buffer> get_access(); 

template <sycl::access::mode mode, sycl::access::target target = 

sycl::access::target::global_buffer> 

accessor<T, dimensions, mode, target> get_access( 

    sycl::handler &commandGroupHandler, sycl::range<dimensions> accessRange, 

    id<dimensions> accessOffset = {}); 

template <sycl::access::mode mode> 

accessor<T, dimensions, mode, sycl::access::target::host_buffer> get_access( 

  sycl::range<dimensions> accessRange, sycl::id<dimensions> accessOffset = {}); 

バッファーへのアクセサーを返します。 

テンプレート・パラメーター 

mode sycl::access::mode を参照 

target sycl::access::target を参照 

パラメーター 

commandGroupHandler アクセサーを使用するコマンドグループ 

accessRange アクセスされるサブバッファーの次元 

accessOffset アクセスされるサブバッファーの場所 
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set_final_data 

template <typename Destination = std::nullptr_t> 

void set_final_data(Destination finalData = nullptr); 

テンプレート・パラメーター 

Destination std::weak_ptr<T> または出力イテレーター 

パラメーター 

finalData 破棄するときにデータをコピーする場所を示します 

最終的なデータの場所を設定します。finalData はバッファーが破棄されるときに書き戻される場所を制御します。 

 

set_write_back 

void set_write_back(bool flag = true); 

パラメーター 

flag ライトバックを強制する場合は True 

ライトバックを設定します。 

 

is_sub_buffer 

bool is_sub_buffer() const; 

サブバッファーである場合、True を返します。 

 

reinterpret 

template <typename ReinterpretT, int ReinterpretDim> 

buffer<ReinterpretT, ReinterpretDim, AllocatorT> 

reinterpret(range<ReinterpretDim> reinterpretRange) const; 

テンプレート・パラメーター 

ReinterpretT 新しいバッファー要素のタイプ 

ReinterpretDim 新しいバッファーの次元 
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パラメーター 

ReinterpretRange 新しいバッファーの次元数 

渡されたバッファーまたはサブバッファーのデータを含む、要求された要素のタイプと次元を持つ新しいバッ

ファーを作成します。 

例外 

errc::invalid_object_error : 新しいバッファーのバイト単位のサイズが元のバッファーと一致しません。 

 

5.1.2  バッファー・プロパティー 

sycl::property::buffer:use_host_ptr 

class use_host_ptr; 

与えられたホストポインターを使用して、ホストに新しいデータを割り当ててはなりません。 

 

(コンストラクター) 

use_host_ptr(); 

 

sycl::property::use_mutex 

class use_mutex; 

この、SYCL バッファーが所有するメモリーをプロパティーで提供されている std::mutex を介してアプリケー

ションと共有できる要件を追加します。 

 

(コンストラクター) 

use_mutex(); 

 

get_mutex_ptr 

sycl::mutex_class *get_mutex_ptr() const; 

 

sycl::property::buffer::context_bound 

class context_bound; 

バッファーは、プロパティーで提供される単一の SYCL コンテキストにのみ関連付けることができます。 
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(コンストラクター) 

use_mutex(); 

 

get_context 

sycl::context get_context() const; 

5.2  イメージ 

5.2.1 sycl::image 

template <int dimensions = 1, 

          typename AllocatorT = sycl::image_allocator> 

class image; 

テンプレート・パラメーター 

dimensions 

AllocatorT 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.7.3 節 (英語) 

 

(コンストラクター) 

image(sycl::image_channel_order order, sycl::image_channel_type type, 

      const sycl::range<dimensions> &range, const sycl::property_list &propList = 

{}); 

image(sycl::image_channel_order order, sycl::image_channel_type type, 

      const sycl::range<dimensions> &range, AllocatorT allocator, 

      const sycl::property_list &propList = {}); 

image(void hostPointer, sycl::image_channel_order order, 

      sycl::image_channel_type type, const sycl::range<dimensions> &range, 

      const sycl::property_list &propList = {}); 

image(void *hostPointer, sycl::image_channel_order order, 

      sycl::image_channel_type type, const sycl::range<dimensions> &range, 

      AllocatorT allocator, const sycl::property_list &propList = {}); 

image(const void *hostPointer, sycl::image_channel_order order, 

      sycl::image_channel_type type, const sycl::range<dimensions> &range, 

      const sycl::property_list &propList = {}); 

image(const void *hostPointer, sycl::image_channel_order order, 

      sycl::image_channel_type type, const sycl::range<dimensions> &range, 

      AllocatorT allocator, const sycl::property_list &propList = {}); 

image(sycll::shared_ptr_class<void> &hostPointer, sycl::image_channel_order order, 

      sycl::image_channel_type type, const sycl::range<dimensions> &range, 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html%23error-handling
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      const sycl::property_list &propList = {}); 

image(sycl::shared_ptr_class<void> &hostPointer, sycl::image_channel_order order, 

      sycl::image_channel_type type, const sycl::range<dimensions> &range, 

      AllocatorT allocator, const sycl::property_list &propList = {}); 

image(cl_mem clMemObject, const sycl::context &syclContext, 

      sycl::event availableEvent = {}); 

*次のときに利用可能: 

  dimensions > 1 

image(sycl::image_channel_order order, sycl::image_channel_type type, 

      const sycl::range<dimensions> &range, const sycl::range<dimensions - 1> 

&pitch, 

      const sycl::property_list &propList = {}); 

image(sycl::image_channel_order order, sycl::image_channel_type type, 

      const sycl::range<dimensions> &range, const sycl::range<dimensions - 1> 

&pitch, 

      AllocatorT allocator, const sycl::property_list &propList = {}); 

image(void *hostPointer, sycl::image_channel_order order, 

      sycl::image_channel_type type, const sycl::range<dimensions> &range, 

      sycl::range<dimensions - 1> &pitch, const sycl::property_list &propList = 

{}); 

image(void *hostPointer, sycl::image_channel_order order, 

      sycl::image_channel_type type, const sycl::range<dimensions> &range, 

      sycl::range<dimensions - 1> &pitch, AllocatorT allocator, 

      const sycl::property_list &propList = {}); 

image(sycl::shared_ptr_class<void> &hostPointer, sycl::image_channel_order order, 

      sycl::image_channel_type type, const sycl::range<dimensions> &range, 

      const sycl::range<dimensions - 1> &pitch, const sycl::property_list &propList 

= {}); 

image(sycl::shared_ptr_class<void> &hostPointer, sycl::image_channel_order order, 

      sycl::image_channel_type type, const sycl::range<dimensions> &range, 

      const sycl::range<dimensions - 1> &pitch, AllocatorT allocator, 

      const sycl::property_list &propList = {}); 

 

テンプレート・パラメーター 

order  

type  

range  

propList Image properties を参照 

allocator  

pitch  

hostPointer  

syclContext  

clMemObject  

availableEvent  
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get_range 

sycl::range<dimensions> get_range() const; 

 

get_pitch 

sycl::range<dimensions-1> get_pitch() const; 

dimensions > 1 の場合にのみ利用できます。 

 

get_count 

size_t get_count() const; 

 

get_size 

size_t get_size() const; 

 

get_allocator 

AllocatorT get_allocator() const; 

 

get_access 

template <typename dataT, sycl::access::mode accessMode> 

accessor<dataT, dimensions, accessMode, sycl::access::target::image> 

get_access(sycl::handler & commandGroupHandler); 

template <typename dataT, sycl::access::mode accessMode> 

accessor<dataT, dimensions, accessMode, sycl::access::target::host_image> 

get_access(); 

テンプレート・パラメーター 

dataT 

accessMode 

パラメーター 

commandGroupHandler 
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set_final_data 

template <typename Destination = std::nullptr_t> 

void set_final_data(Destination finalData = nullptr); 

 

説明 

テンプレート・パラメーター 

Destination 

パラメーター 

finalData 

 

set_write_back 

void set_write_back(bool flag = true); 

パラメーター 

flag 

 

5.2.2  イメージ・プロパティー 

sycl::property::image::use_host_ptr 

class use_host_ptr; 

説明 

 

(コンストラクター) 

use_host_ptr(); 

説明 

 

sycl::property::image::use_mutex 

class use_mutex; 

説明 
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(コンストラクター) 

use_mutex(); 

説明 

 

get_mutex_ptr 

mutex_class *get_mutex_ptr() const; 

説明 

 

sycl::property::image::context_bound 

class context_bound; 

 

名前空間 

property::image 

説明 

 

(コンストラクター) 

use_mutex(); 

説明 

 

get_context 

context get_context() const; 

説明 
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5.2.3  sycl::image_channel_order 

enum class image_channel_order : unsigned int { 

  a, 

  r, 

  rx, 

  rg, 

  rgx, 

  ra, 

  rgb, 

  rgbx, 

  rgba, 

  argb, 

  bgra, 

  intensity, 

  luminance, 

  abgr 

} 

 

5.2.4 sycl::image_channel_type 

enum class image_channel_type : unsigned int { 

  snorm_int8, 

  snorm_int16, 

  unorm_int8, 

  unorm_int16, 

  unorm_short_565, 

  unorm_short_555, 

  unorm_int_101010, 

  signed_int8, 

  signed_int16, 

  signed_int32, 

  unsigned_int8, 

  unsigned_int16, 

  unsigned_int32, 

  fp16, 

  fp32 

} 

 

5.3  アクセサー 

アクセサーは、バッファーやイメージによって管理されるデータへのアクセス、またはラインタイムで割り当てら

れた共有ローカルメモリーへのアクセスを提供します。 
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5.3.1  sycl::accessor (buffer) 

template <typename dataT, int dimensions, sycl::access::mode accessmode, 

          sycl::access::target accessTarget = sycl::access::target::global_buffer, 

          sycl::access::placeholder isPlaceholder = 

sycl::access::placeholder::false_t> 

class accessor; 

説明 

テンプレート・パラメーター 

dataT バッファー要素のタイプ 

dimensions バッファーの次元数 

accessmode sycl::access::mode を参照 

accessTarget sycl::access::target を参照 

isPlaceholder アクセサーがプレースホルダーである場合は True 

 

メンバーのタイプ 

value_type バッファー要素のタイプ 

reference バッファー要素への参照タイプ 

const_reference バッファー要素への const 参照タイプ 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.7.6.9 節 (英語) 

 

(コンストラクター) 

次のときにのみ利用可能: 

 ((isPlaceholder == access::placeholder::false_t && accessTarget == 

access::target::host_buffer) 

  || (isPlaceholder == access::placeholder::true_t 

      && (accessTarget == access::target::global_buffer 

          || accessTarget == access::target::constant_buffer))) 

 && dimensions == 0 

 

template <typename AllocatorT> 

accessor(sycl::buffer<dataT, 1, AllocatorT> &bufferRef, 

         const sycl::property_list &propList = {}); 

 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#_buffer_accessor_for_commands
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次のときにのみ利用可能: 

 (isPlaceholder == access::placeholder::false_t 

  && (accessTarget == access::target::global_buffer 

      || accessTarget == access::target::constant_buffer)) 

 && dimensions == 0 

 

template <typename AllocatorT> 

accessor(sycl::buffer<dataT, 1, AllocatorT> &bufferRef, 

         sycl::handler &commandGroupHandlerRef, const sycl::property_list &propList 

= {}); 

 

次のときにのみ利用可能: 

 ((isPlaceholder == access::placeholder::false_t 

   && accessTarget == access::target::host_buffer) 

  || (isPlaceholder == access::placeholder::true_t 

      && (accessTarget == access::target::global_buffer 

          || accessTarget == access::target::constant_buffer))) 

 && dimensions > 0 

 

template <typename AllocatorT> 

accessor(sycl::buffer<dataT, dimensions, AllocatorT> &bufferRef, 

         const sycl::property_list &propList = {}); 

template <typename AllocatorT> 

accessor(sycl::buffer<dataT, dimensions, AllocatorT> &bufferRef, 

         sycl::range<dimensions> accessRange, const sycl::property_list &propList = 

{}); 

template <typename AllocatorT> 

accessor(sycl::buffer<dataT, dimensions, AllocatorT> &bufferRef, 

         sycl::range<dimensions> accessRange, id<dimensions> accessOffset, 

         const sycl::property_list &propList = {}); 

 

次のときにのみ利用可能: 

 (isPlaceholder == access::placeholder::false_t 

  && (accessTarget == access::target::global_buffer 

      || accessTarget == access::target::constant_buffer)) && dimensions > 0 

 

template <typename AllocatorT> 

accessor(sycl::buffer<dataT, dimensions, AllocatorT> &bufferRef, 

         sycl::handler &commandGroupHandlerRef, const sycl::property_list &propList 

= {}); 

template <typename AllocatorT> 

accessor(sycl::buffer<dataT, dimensions, AllocatorT> &bufferRef, 

         sycl::handler &commandGroupHandlerRef, sycl::range<dimensions> 

accessRange, 

         const sycl::property_list &propList = {}); 

template <typename AllocatorT> 

accessor(sycl:buffer<dataT, dimensions, AllocatorT> &bufferRef, 

         sycl::handler &commandGroupHandlerRef, sycl::range<dimensions> 

accessRange, 

         sycl::id<dimensions> accessOffset, const sycl::property_list &propList = 

{}); 
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バッファーのアクセサーを作成します。 

 

通常、プログラムは get_access を使用してバッファーのアクセサーを作成するほうが便利です。 

テンプレート・パラメーター 

AllocatorT バッファー要素のアロケーター・タイプ 

パラメーター 

bufferRef このバッファーに関連するアクセサー 

commandGroupHandlerRef このハンドラーに関連するアクセサー 

propList sycl::accessor (buffer) プロパティー 

accessRange アクセスされるデータの次元 

accessOffset データの原点座標 

 

is_placeholder 

constexpr bool is_placeholder() const; 

プレースホルダー・アクセサーである場合、True を返します。 

 

get_size 

size_t get_size() const; 

アクセスできるバッファー領域のサイズをバイト単位で返します。 

 

get_count 

size_t get_count() const; 

アクセスできる要素数を返します。 

 

get_range 

次のときにのみ利用可能: 

 dimensions > 0 

sycl::range<dimensions> get_range() const; 
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テンプレート・パラメーター 

dimensions 次元数 

アクセサーが作成されたときに提供された、バッファーやレンジに関連付けられた次元を返します。 

 

get_offset 

次のときにのみ利用可能: dimensions > 0 

sycl::id<dimensions> get_offset() const; 

テンプレート・パラメーター 

dimensions 次元数 

アクセサーが作成されたときに提供された、バッファーやオフセットに関連付けられた原点座標を返します。 

 

operator () 

次のときにのみ利用可能: 

 accessMode == access::mode::write 

  || accessMode == access::mode::read_write 

  || accessMode == access::mode::discard_write 

  || accessMode == access::mode::discard_read_write 

operator dataT &() const; 

次のときにのみ利用可能: 

 accessMode == access::mode::read 

operator dataT() const; 

次のときにのみ利用可能: accessMode == access::mode::atomic 

operator atomic<dataT, access::address_space::global_space> () const; 

関連付けられたバッファー内の要素の参照または値を返します。 

 

このオペレーターのバリアントは、dimensions == 0 の場合にのみに利用できます。これは、バッファーに 1 つ

の要素が含まれていることを意味します。 
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operator[] 

参照バリアント 

dataT &operator[](size_t index) const; 

dataT &operator[](sycl::id<dimensions> index) const; 

値バリアント 

dataT operator[](size_t index) const; 

dataT operator[](sycl::id<dimensions> index) const; 

アトミックバリアント 

atomic<dataT, sycl::access::address_space::global_space> operator[]( 

  size_t index) const; 

atomic<dataT, sycl::access::address_space::global_space> operator[]( 

  id<dimensions> index) const; 

多次元バッファー内の単一次元 

__unspecified__ &operator[](size_t index) const; 

関連付けられたバッファー内の要求されたインデックスにある要素の参照または値を返します。 

1 次元バッファーは size_t タイプのデータによってインデックスされます。多次元バッファーは、タイプ 

id<dimensions> のデータ、または次元ごとに 1 つの [], シーケンスによってインデックスされることもあります。

例えば a[1][2] のように。accessMode が access::mode::write、accessMode == access::mode::read_write、

accessMode == access::mode::discard_write または accessMode == access::mode::discard_read_write 

のいずれかである必要があり、アクセサーが書き込みを許可する場合、オペレーターは参照を返します。

accessMode が access::mode::atomic の場合、オペレーターはアトミック参照を返します。 

 

get_pointer 

次のときにのみ利用可能: 

  accessTarget == access::target::host_buffer 

dataT *get_pointer() const; 

次のときにのみ利用可能: 

  accessTarget == access::target::global_buffer 

sycl::global_ptr<dataT> get_pointer() const; 

次のときにのみ利用可能: 

  accessTarget == access::target::constant_buffer 

sycl::constant_ptr<dataT> get_pointer() const; 

ホストバッファー内のメモリーへのポインターを返します。 

 

5.3.2  sycl::accessor (buffer) プロパティー 

SYCL はアクセサーのバッファー特殊化にプロパティーを定義しません。 
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5.3.3  sycl::accessor (ローカルメモリー) 

template <typename dataT, int dimensions, sycl::access::mode accessmode, 

          sycl::access::target accessTarget = sycl::access::target::global_buffer, 

          sycl::access::placeholder isPlaceholder = 

sycl::access::placeholder::false_t> 

class accessor; 

説明 

テンプレート・パラメーター 

dataT 

dimensions 

accessmode 

accessTarget 

isPlaceholder 

メンバーのタイプ 

value_type 

reference 

const_reference 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.7.6.11 節 (英語) 

 

(コンストラクター) 

次のときにのみ利用可能です:  dimensions == 0 

accessor(sycl::handler &commandGroupHandlerRef, const sycl::property_list &propList 

= {}); 

次のときにのみ利用可能です:  dimensions > 0 

accessor(sycl::range<dimensions> allocationSize, sycl::handler 

&commandGroupHandlerRef, const sycl::property_list &propList = {}); 

 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#sec:accessor.local
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get_size 

size_t get_size() const; 

戻り値 

 

get_count 

size_t get_count() const; 

戻り値 

 

get_range 

sycl::range<dimensions> get_range() const; 

テンプレート・パラメーター 

dimensions 

戻り値 

 

get_pointer 

sycl::local_ptr<dataT> get_pointer() const; 

 

accessTarget == access::target::local のときに利用可能 
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operator[] 

次のときにのみ利用可能: 

accessMode == access::mode::read_write && dimensions > 0 

dataT &operator[](sycl::id<dimensions> index) const; 

次のときにのみ利用可能: 

accessMode == access::mode::read_write && dimensions == 1 

dataT &operator[](size_t index) const 

次のときにのみ利用可能: 

accessMode == access::mode::atomic && dimensions > 0 

sycl::atomic<dataT, sycl::access::address_space::local_space> operator[]( 

  sycl::id<dimensions> index) const; 

次のときにのみ利用可能: 

accessMode == access::mode::atomic && dimensions == 1 

sycl::atomic<dataT, sycl::access::address_space::local_space> operator[]( 

  size_t index) const; 

次のときにのみ利用可能: 

 dimensions > 1 

__unspecified__ &operator[](size_t index) const; 

 

operator () 

次のときにのみ利用可能: 

accessMode == access::mode::read_write && dimensions == 0 

operator dataT &() const; 

次のときにのみ利用可能: 

accessMode == access::mode::atomic && dimensions == 0 

operator sycl::atomic<dataT,sycl::access::address_space::local_space> () const; 

 

5.3.4  sycl::accessor (image) 

template <typename dataT, int dimensions, sycl::access::mode accessmode, 

          sycl::access::target accessTarget = sycl::access::target::global_buffer, 

          sycl::access::placeholder isPlaceholder = 

sycl::access::placeholder::false_t> 

class accessor; 

説明 
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テンプレート・パラメーター 

dataT 

dimensions 

accessmode 

accessTarget 

isPlaceholder 

メンバーのタイプ 

value_type 

reference 

const_reference 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.7.6.12 節 (英語) 

 

(コンストラクター) 

次のときにのみ利用可能: 

 accessTarget == access::target::host_image 

template <typename AllocatorT> 

accessor(sycl::image<dimensions, AllocatorT> &imageRef, 

         const sycl::property_list &propList = {}); 

 

次のときにのみ利用可能: 

 accessTarget == access::target::image 

template <typename AllocatorT> 

accessor(sycl::image<dimensions, AllocatorT> &imageRef, 

         sycl::handler &commandGroupHandlerRef, const sycl::property_list &propList 

= {}); 

次のときにのみ利用可能: 

 accessTarget == access::target::image_array && dimensions < 3 

template <typename AllocatorT> 

accessor(sycl::image<dimensions + 1, AllocatorT> &imageRef, 

         sycl::handler &commandGroupHandlerRef, const sycl::property_list &propList 

= {}); 

 

get_count 

size_t get_count() const; 

 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#sec:accessor.common.members
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get_range 

次のときにのみ利用可能: 

 (accessTarget != access::target::image_array) 

sycl::range<dimensions> get_range() const; 

次のときにのみ利用可能: 

 (accessTarget == access::target::image_array) 

sycl::range<dimensions+1> get_range() const; 

テンプレート・パラメーター 

dimensions 

 

read 

次のときにのみ利用可能: 

 (accessTarget == access::target::image && accessMode == access::mode::read) 

 || (accessTarget == 

      access::target::host_image && (accessMode == 

      access::mode::read || accessMode == access::mode::read_write)) 

template <typename coordT> 

dataT read(const coordT &coords) const; 

 

次のときにのみ利用可能: 

 (accessTarget == access::target::image && accessMode == access::mode::read) 

 || (accessTarget == 

      access::target::host_image && (accessMode == 

      access::mode::read || accessMode == access::mode::read_write)) 

template <typename coordT> 

dataT read(const coordT &coords, const sampler &smpl) const; 

テンプレート・パラメーター 

coordT 

 

operator[] 

*次のときにのみ利用可能: 

 accessTarget == access::target::image_array && dimensions < 3* 

 

__image_array_slice__ operator[](size_t index) const; 
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5.3.5  sycl::access::mode 

enum class mode { 

  read = 1024, 

  write, 

  read_write, 

  discard_write, 

  discard_read_write, 

  atomic 

}; 

 

5.3.6  sycl::access::target 

 

enum class target { 

  global_buffer = 2014, 

  constant_buffer, 

  local, 

  image, 

  host_buffer, 

  host_image, 

  image_array 

}; 
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5.4  マルチポインター 

5.4.1  sycl::access::address_space 

enum class address_space : int { 

    global_space, 

    local_space, 

    constant_space, 

    private_space 

}; 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.7.7 節 (英語) 

 

5.4.2  sycl::multi_ptr 

template <typename ElementType, sycl::access::address_space Space> class multi_ptr; 

 

template <sycl::access::address_space Space> class multi_ptr<VoidType, Space>; 

テンプレート・パラメーター 

ElementType 

Space 

メンバーのタイプ 

element_type 

difference_type 

pointer_t 

const_pointer_t 

reference_t 

const_reference_t 

非メンバーデータ 

address_space 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.7.7.1 節 (英語) 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#_address_space_classes
https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#sec:multiptr
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(コンストラクター) 

multi_ptr(); 

multi_ptr(const sycl::multi_ptr&); 

multi_ptr(sycl::multi_ptr&&); 

multi_ptr(pointer_t); 

multi_ptr(ElementType*); 

multi_ptr(std::nullptr_t); 

 

operator= 

sycl::multi_ptr &operator=(const multi_ptr&); 

sycl::multi_ptr &operator=(multi_ptr&&); 

sycl::multi_ptr &operator=(pointer_t); 

sycl::multi_ptr &operator=(ElementType*); 

sycl::multi_ptr &operator=(std::nullptr_t); 

 

次のときにのみ利用可能: 

 Space == global_space 

template <int dimensions, access::mode Mode, access::placeholder isPlaceholder> 

sycl::multi_ptr(accessor<ElementType, dimensions, Mode, 

sycl::access::target::global_buffer, isPlaceholder>); 

次のときにのみ利用可能: 

 Space == local_space 

template <int dimensions, access::mode Mode, access::placeholder isPlaceholder> 

sycl::multi_ptr(accessor<ElementType, dimensions, Mode, 

sycl::access::target::local, isPlaceholder>); 

次のときにのみ利用可能: 

 Space == constant_space 

template <int dimensions, access::mode Mode, access::placeholder isPlaceholder> 

sycl::multi_ptr(accessor<ElementType, dimensions, Mode, 

sycl::access::target::constant_buffer, isPlaceholder>); 

テンプレート・パラメーター 

dimensions 

Mode 

isPlaceholder 

 

operator* 

friend ElementType& operator*(const sycl::multi_ptr& mp); 
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operator-> 

ElementType* operator->() const; 

 

get 

pointer_t get() const; 

戻り値 

ベースとなる OpenCL C ポインターを返します 

 

(暗黙の変換) 

ベースとなるポインタータイプへの暗黙的な変換 

operator ElementType*() const; 

multi_ptr<void> への暗黙的な変換。ElementType が const 修飾されていない場合にのみ利用可能 

operator sycl::multi_ptr<void, Space>() const; 

multi_ptr<const void> への暗黙的な変換。ElementType が const 修飾された場合にのみ利用可能 

operator sycl::multi_ptr<const void, Space>() const; 

multi_ptr<const ElementType, Space> への暗黙的な変換 

operator sycl::multi_ptr<const ElementType, Space>() const; 

 

(算術演算子) 

friend sycl::multi_ptr& operator++(sycl::multi_ptr& mp); 

friend sycl::multi_ptr operator++(sycl::multi_ptr& mp, int); 

friend sycl::multi_ptr& operator--(sycl::multi_ptr& mp); 

friend sycl::multi_ptr operator--(sycl::multi_ptr& mp, int); 

friend sycl::multi_ptr& operator+=(sycl::multi_ptr& lhs, difference_type r); 

friend sycl::multi_ptr& operator-=(sycl::multi_ptr& lhs, difference_type r); 

friend sycl::multi_ptr operator+(const sycl::multi_ptr& lhs, difference_type r); 

friend sycl::multi_ptr operator-(const sycl::multi_ptr& lhs, difference_type r); 

 

prefetch 

void prefetch(size_t numElements) const; 
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(リレーショナル・オペレーター) 

friend bool operator==(const sycl::multi_ptr& lhs, const sycl::multi_ptr& rhs); 

friend bool operator!=(const sycl::multi_ptr& lhs, const sycl::multi_ptr& rhs); 

friend bool operator<(const sycl::multi_ptr& lhs, const sycl::multi_ptr& rhs); 

friend bool operator>(const sycl::multi_ptr& lhs, const sycl::multi_ptr& rhs); 

friend bool operator<=(const sycl::multi_ptr& lhs, const sycl::multi_ptr& rhs); 

friend bool operator>=(const sycl::multi_ptr& lhs, const sycl::multi_ptr& rhs); 

 

friend bool operator==(const sycl::multi_ptr& lhs, std::nullptr_t); 

friend bool operator!=(const sycl::multi_ptr& lhs, std::nullptr_t); 

friend bool operator<(const sycl::multi_ptr& lhs, std::nullptr_t); 

friend bool operator>(const sycl::multi_ptr& lhs, std::nullptr_t); 

friend bool operator<=(const sycl::multi_ptr& lhs, std::nullptr_t); 

friend bool operator>=(const sycl::multi_ptr& lhs, std::nullptr_t); 

 

friend bool operator==(std::nullptr_t, const sycl::multi_ptr& rhs); 

friend bool operator!=(std::nullptr_t, const sycl::multi_ptr& rhs); 

friend bool operator<(std::nullptr_t, const sycl::multi_ptr& rhs); 

friend bool operator>(std::nullptr_t, const sycl::multi_ptr& rhs); 

friend bool operator<=(std::nullptr_t, const sycl::multi_ptr& rhs); 

friend bool operator>=(std::nullptr_t, const sycl::multi_ptr& rhs); 

5.5  sycl::private_memory 

template <typename T, int Dimensions = 1> 

class private_memory; 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.9.4.2.3 節 (英語) 

 

5.5.1  (コンストラクター) 

private_memory(const sycl::group<Dimensions> &); 

 

5.5.2 (オペレーター) 

T &operator()(const sycl::h_item<Dimensions> &id); 

  

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#_parallel_for_hierarchical_invoke
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5.6 サンプラー 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.7.8 節 (英語) 

 

5.6.1  sycl::addressing_mode 

enum class addressing_mode: unsigned int { 

mirrored_repeat, 

repeat, 

clamp_to_edge, 

clamp, 

none 

}; 

 

5.6.2  sycl::filtering_mode 

enum class filtering_mode: unsigned int { 

   nearest, 

   linear 

}; 

 

5.6.3  sycl::coordinate_normalization_mode 

enum class coordinate_normalization_mode : unsigned int { 

   normalized, 

   unnormalized 

}; 

 

5.6.4  sycl::sampler 

class sampler; 

 

(コンストラクター) 

sampler(sycl::coordinate_normalization_mode normalizationMode, 

        sycl::addressing_mode addressingMode, sycl::filtering_mode filteringMode, 

        const sycl::property_list &propList = {}); 

 

sampler(cl_sampler clSampler, const sycl::context &syclContext); 

 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#subsec:samplers
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get_address_mode 

sycl::addressing_mode get_addressing_mode() const; 

 

get_filtering_mode 

sycl::filtering_mode get_filtering_mode() const; 

 

get_coordinate_normalization_mode 

 

sycl::coordinate_normalization_mode get_coordinate_normalization_mode() const; 
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第 6 章 

統合共有メモリー (USM) 

6.1 malloc 関数 

6.1.1 sycl::malloc_device 

 

void* sycl::malloc_device(size_t numBytes, 

                          const device& syclDevice, 

                          const context& syclContext, 

                          const property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T* sycl::malloc_device(size_t count, 

                       const device& syclDevice, 

                       const context& syclContext, 

                       const property_list &propList = {}) 

void* sycl::malloc_device(size_t numBytes, 

                          const queue& syclQueue, 

                          const property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T* sycl::malloc_device(size_t count, 

                       const queue& syclQueue, 

                       const property_list &propList = {}) 

void* sycl::aligned_alloc_device(size_t alignment, 

                                 size_t numBytes, 

                                 const device& syclDevice, 

                                 const context& syclContext, 

                                 const property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T* sycl::aligned_alloc_device(size_t alignment, 

                              size_t count, 

                              const device& syclDevice, 

                              const context& syclContext, 

                              const property_list &propList = {}) 
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パラメーター 

alignment 割り当てられたデータのアライメント 

numBytes 割り当てられたサイズのバイト数 

count 要素数 

syclDevice sycl::device を参照 

syclQueue sycl::queue を参照 

syclContext sycl::context を参照 

propList  

 

成功すると、指定されたデバイスで新たに割り当てられたメモリーへのポインターを返します。このメモリーはホ

ストではアクセスできません。sycl::malloc_device によって割り当てられたメモリーは、メモリーリークを回避す

るため sycl::free を呼び出して割り当てを解除する必要があります。 ctxt がホスト・コンテキストである場合、

sycl::malloc_host を呼び出したときのように動作する必要があります。失敗すると nullptr を返します。 

 

ホストはメモリーを直接参照することはできませんが、sycl::queue メンバー関数 (memset、memcpy、fill) 

または sycl::handler メンバー関数 (memset、memcpy、fill) を使用してメモリーを読み書きできます。 

 

使い方は、例 1 を参照してください。 

参照: 『SYCL 2020 仕様』(英語) 

  

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#_host_allocation_functions
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6.1.2  sycl::malloc_host 

void* sycl::malloc_host(size_t numBytes, 

                        const context& syclContext, 

                        const property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T* sycl::malloc_host(size_t count, 

                     const context& syclContext, 

                     const property_list &propList = {}) 

void* sycl::malloc_host(size_t numBytes, 

                        const queue& syclQueue, 

                        const property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T* sycl::malloc_host(size_t count, 

                     const queue& syclQueue, 

                     const property_list &propList = {}) 

void* sycl::aligned_alloc_host(size_t alignment, 

                               size_t numBytes, 

                               const context& syclContext, 

                               const property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T* sycl::aligned_alloc_host(size_t alignment, 

                            size_t count, 

                            const context& syclContext, 

                            const property_list &propList = {}) 

void* sycl::aligned_alloc_host(size_t alignment, 

                               size_t numBytes, 

                               const queue& syclQueue, 

                               const property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

void* sycl::aligned_alloc_host(size_t alignment, 

                               size_t count, 

                               const queue& syclQueue, 

                               const property_list &propList = {}) 

パラメーター 

alignment 割り当てられたデータのアライメント 

numBytes 割り当てられたサイズのバイト数 

count 要素数 

syclDevice sycl::device を参照 

syclQueue sycl::queue を参照 

syclContext sycl::context を参照 

propList  

成功すると、新たに割り当てられたホストメモリーへのポインターを返します。ホストとデバイスはメモリーを参

照できます。sycl::malloc_host によって割り当てられたメモリーは、メモリーリークを回避するため sycl::free 

を呼び出して割り当てを解除する必要があります。 失敗すると nullptr を返します。 
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参照: 『SYCL 2020 仕様』(英語) 

 

6.1.3  sycl::malloc_shared 

void* sycl::malloc_shared(size_t numBytes, 

                          const device& syclDevice, 

                          const context& syclContext, 

                          const property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T* sycl::malloc_shared(size_t count, 

                       const device& syclDevice, 

                       const context& syclContext, 

                       const property_list &propList = {}) 

void* sycl::malloc_shared(size_t numBytes, 

                          const queue& syclQueue, 

                          const property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T* sycl::malloc_shared(size_t count, 

                       const queue& syclQueue, 

                       const property_list &propList = {}) 

void* sycl::aligned_alloc_shared(size_t alignment, 

                                 size_t numBytes, 

                                 const device& syclDevice, 

                                 const context& syclContext, 

                                 const property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T* sycl::aligned_alloc_shared(size_t alignment, 

                              size_t count, 

                              const device& syclDevice, 

                              const context& syclContext, 

                              const property_list &propList = {}) 

void* sycl::aligned_alloc_shared(size_t alignment, 

                                 size_t numBytes, 

                                 const queue& syclQueue, 

                                 const property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T* sycl::aligned_alloc_shared(size_t alignment, 

                              size_t count, 

                              const queue& syclQueue, 

                              const property_list &propList = {}) 

  

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#_host_allocation_functions
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パラメーター 

alignment 割り当てられたデータのアライメント 

numBytes 割り当てられたサイズのバイト数 

count 要素数 

syclDevice sycl::device を参照 

syclQueue sycl::queue を参照 

syclContext sycl::context を参照 

propList  

 

成功すると、指定されたデバイスで新たに割り当てられた共有メモリーへのポインターを返します。SYCL ランタイ

ムは、ホストとデバイス間でデータを移行して、アクセスを最適化する場合があります。sycl::malloc_shared に

よって割り当てられたメモリーは、メモリーリークを回避するため sycl::free を呼び出して割り当てを解除する必

要があります。 ctxt がホスト・コンテキストである場合、sycl::malloc_host を呼び出したときのように動作する

必要があります。失敗すると nullptr を返します。 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』(英語) 

 

6.1.4  sycl::malloc 

void *malloc(size_t numBytes, 

             const sycl::device& syclDevice, 

             const sycl::context& syclContext, 

             sycl::usm::alloc kind, 

             const sycl::property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T *malloc(size_t count, 

          const sycl::device& syclDevice, 

          const sycl::context& syclContext, 

          sycl::usm::alloc kind, 

          const sycl::property_list &propList = {}) 

void *malloc(size_t numBytes, 

             const sycl::queue& syclQueue, 

             sycl::usm::alloc kind, 

             const sycl::property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T *malloc(size_t count, 

          const sycl::queue& syclQueue, 

          sycl::usm::alloc kind, 

          const sycl::property_list &propList = {}) 

void *aligned_alloc(size_t alignment, 

                    size_t numBytes, 

                    const sycl::device& syclDevice, 

                    const sycl::context& syclContext, 

                    sycl::usm::alloc kind, 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#_shared_allocation_functions
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                    const sycl::property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T* aligned_alloc(size_t alignment, 

                 size_t count, 

                 const sycl::device& syclDevice, 

                 const sycl::context& syclContext, 

                 sycl::usm::alloc kind, 

                 const sycl::property_list &propList = {}) 

void *aligned_alloc(size_t alignment, 

                    size_t numBytes, 

                    const sycl::queue& syclQueue, 

                    sycl::usm::alloc kind, 

                    const sycl::property_list &propList = {}) 

template <typename T> 

T* aligned_alloc(size_t alignment, 

                 size_t count, 

                 const sycl::queue& syclQueue, 

                 sycl::usm::alloc kind, 

                 const sycl::property_list &propList = {}) 

パラメーター 

alignment 割り当てられたデータのアライメント 

numBytes 割り当てられたサイズのバイト数 

count 要素数 

syclDevice sycl::device を参照 

syclQueue sycl::queue を参照 

syclContext sycl::context を参照 

kind sycl::usm::allocを参照 

propList  

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』(英語) 
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6.1.5  sycl::free 

void free(void* ptr, sycl::context& context); 

void free(void* ptr, sycl::queue& q); 

sycl::malloc_device、sycl::malloc_host または sycl::malloc_shared で割り当てられたメモリーを解放します。

使い方は、例 1 を参照してください。 

参照: 『SYCL 2020 仕様』(英語) 

 

6.2  sycl::usm_allocator (SYCL 2020 から) 

template <typename T, sycl::usm::alloc AllocKind, size_t Alignment = 0> 

class usm_allocator; 

 

C++ 標準ライブラリー・コンテナーでの利用に適したアロケーター。 

 

usm_allocator は、標準ライブラリー・コンテナーで USM 割り当てを利用できるようにします。これは通常、標

準ライブラリー・コンテナー (vector など) を宣言する際に、テンプレート・パラメーターとして渡されます。 

テンプレート・パラメーター 

T 割り当てられた要素のタイプ 

AllocKind 割り当てのタイプ。sycl::usm::alloc を参照してください 

Alignment 割り当てのアライメント 

例 

1 #include <vector> 

 2 

 3 #include <CL/sycl.hpp> 

 4 

 5 constexpr int size = 10; 

 6 

 7 int main() { 

 8  sycl::queue q; 

 9 

10  // 共有メモリー内の int タイプのデータの USM アロケーター 

11  typedef sycl::usm_allocator<int, sycl::usm::alloc::shared> vec_alloc; 

12  // q に関連付けられたデバイスのアロケーターを作成 

13  vec_alloc myAlloc(q); 

14  // アロケーターで std vector を作成 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#_memory_deallocation_functions


SYCL リファレンス 

78 

15  std::vector<int, vec_alloc> a(size, myAlloc), b(size, myAlloc), 

16      c(size, myAlloc); 

17 

18  // カーネルでアクセスする vector データへのポインターを取得 

19  auto A = a.data(); 

20  auto B = b.data(); 

21  auto C = c.data(); 

22 

23  for (int i = 0; i < size; i++) { 

24    a[i] = i; 

25    b[i] = i; 

26    c[i] = i; 

27  } 

28 

29  q.submit([&](sycl::handler &h) { 

30     h.parallel_for(sycl::range<1>(size), 

31                    [=](sycl::id<1> idx) { C[idx] = A[idx] + B[idx]; }); 

32   }).wait(); 

33 

34  for (int i = 0; i < size; i++) 

35    std::cout << c[i] << std::endl; 

36  return 0; 

37} 

メンバーのタイプ 

value_type 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』(英語) 

 

6.2.1  (コンストラクター) 

usm_allocator(const sycl::context &ctxt, const sycl::device &dev) noexcept; 

usm_allocator(const sycl::queue &q) noexcept; 

usm_allocator(const sycl::usm_allocator &other) noexcept; 

template <class U> 

usm_allocator(sycl::usm_allocator<U, AllocKind, Alignment> const &) noexcept; 

6.2.2 allocate 

T *allocate(size_t Size); 

メモリーを割り当てます。 
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6.2.3  deallocate 

void deallocate(T *Ptr, size_t size); 

メモリーを解放します。 

 

6.2.4 construct 

template < 

 sycl::usm::alloc AllocT = AllocKind, 

 typename std::enable_if<AllocT != sycl::usm::alloc::device, int>::type = 0, 

 class U, class... ArgTs> 

void construct(U *Ptr, ArgTs &&... Args); 

template < 

 sycl::usm::alloc AllocT = AllocKind, 

 typename std::enable_if<AllocT == sycl::usm::alloc::device, int>::type = 0, 

 class U, class... ArgTs> 

void construct(U *Ptr, ArgTs &&... Args); 

Ptr が指すメモリー上にオブジェクトを作成します。 

 

6.2.5 destroy 

template < 

 sycl::usm::alloc AllocT = AllocKind, 

 typename std::enable_if<AllocT != sycl::usm::alloc::device, int>::type = 0> 

void destroy(T *Ptr); 

 

/// ホスト上のデバイス割り当てを破棄すると、 

/// エラーがスローされます 

template < 

 sycl::usm::alloc AllocT = AllocKind, 

 typename std::enable_if<AllocT == sycl::usm::alloc::device, int>::type = 0> 

void destroy(T *Ptr); 

オブジェクトを破棄します。 

 

6.2.6  (オペレーター) 

template <class T, sycl::usm::alloc AllocKindT, size_t AlignmentT, class U, 

          sycl::usm::alloc AllocKindU, size_t AlignmentU> 

bool operator==(const sycl::usm_allocator<T, AllocKindT, AlignmentT> &, 

        const sycl::usm_allocator<U, AllocKindU, AlignmentU> &) noexcept; 

template <class T, class U, sycl::usm::alloc AllocKind, size_t Alignment = 0> 

bool operator!=(const sycl:usm_allocator<T, AllocKind, Alignment> &allocT, 

        const sycl::usm_allocator<U, AllocKind, Alignment> &allocU) noexcept; 

アロケーターは、USM の種類、アライメント、コンテキスト、およびデバイスが同じである場合にのみ同等である

と見なされます (kind がホストでない場合)。 
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6.3 sycl::usm::alloc (SYCL 2020 から) 

enum class alloc { 

  host, 

  device, 

  shared, 

  unknown 

}; 

 

USM 関連 API を呼び出して USM メモリーのタイプを識別します。 

 

host  

ホストに常駐してデバイスからもアクセス可能です 

device  

デバイスに常駐してデバイスでのみアクセスできます。 

shared  

SYCL ランタイムがホストとデバイス間でデータを移動する場合があります。ホストとデバイスでアクセスで

きます。 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』(英語) 
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第 7 章 

並列処理を表現 

7.1 sycl::range 

template <int dimensions = 1> 

class range; 

レンジは、バッファーとインデックス空間の各次元の要素数を表現する抽象化です。記述されるオブジェクトの次

元に応じて、1、2 または 3 の値を含むことができます。 

テンプレート・パラメーター 

dimensions 次元数 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.9.1.1 節 (英語) 

 

7.1.1 (コンストラクター) 

range(size_t dim0); 

range(size_t dim0, size_t dim1); 

range(size_t dim0, size_t dim1, size_t dim2); 

1、2、または 3 次元の range を作成します。 

 

7.1.2 get 

size_t get(int dimension) const; 

単一次元のレンジを返します。 

 

7.1.3  operator[] 

size_t &operator[](int dimension); 

size_t operator[](int dimension) const; 

単一次元のレンジを返します。 
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7.1.4 size 

size_t size() const; 

個別の次元レンジを乗算して、レンジのサイズを返します。 

 

バッファーである場合、バッファーの要素数になります。 

 

7.1.5 算術演算子 

OP は +, -, *, /, %, <<, >>, &, |, ^, &&, ||, <, >, <=, >= です 

friend range operatorOP(const range &lhs, const range &rhs) 

friend range operatorOP(const range &lhs, const size_t &rhs) 

friend range operatorOP(const size_t &lhs, const range &rhs) 

OP は +=, -=, *=, /=, %=, <<=, >>=, &=, |=, ^= です。 

friend range & operatorOP(const range &lhs, const range &rhs) 

friend range & operatorOP(const range &lhs, const size_t &rhs) 

レンジにおける算術およびリレーショナル操作。 

 

7.2 sycl::group 

template <int dimensions = 1> 

class group; 

テンプレート・パラメーター 

dimensions 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.9.1.7 節 (英語) 
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7.2.1 get_id 

id<dimensions> get_id() const; 

size_t get_id(int dimension) const; 

 

7.2.2 get_global_range 

range<dimensions> get_global_range() const; 

size_t get_global_range(int dimension) const; 

 

7.2.3 get_local_range 

range<dimensions> get_local_range() const; 

size_t get_local_range(int dimension) const; 

 

7.2.4 get_group_range 

range<dimensions> get_group_range() const; 

size_t get_group_range(int dimension) const; 

 

7.2.5 get_linear_id 

size_t get_linear_id() const; 

 

7.2.6 parallel_for_work_item 

template<typename workItemFunctionT> 

void parallel_for_work_item(workItemFunctionT func) const; 

template<typename workItemFunctionT> 

void parallel_for_work_item(range<dimensions> logicalRange, 

  workItemFunctionT func) const; 

 

7.2.7 mem_fence 

template <access::mode accessMode = access::mode::read_write> 

void mem_fence(access::fence_space accessSpace = 

  access::fence_space::global_and_local) const; 
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7.2.8 async_work_group_copy 

template <typename dataT> 

device_event async_work_group_copy(local_ptr<dataT> dest, 

  global_ptr<dataT> src, size_t numElements) const; 

template <typename dataT> 

device_event async_work_group_copy(global_ptr<dataT> dest, 

  local_ptr<dataT> src, size_t numElements) const; 

template <typename dataT> 

device_event async_work_group_copy(local_ptr<dataT> dest, 

  global_ptr<dataT> src, size_t numElements, size_t srcStride) const; 

template <typename dataT> 

device_event async_work_group_copy(global_ptr<dataT> dest, 

  local_ptr<dataT> src, size_t numElements, size_t destStride) const; 

 

7.2.9 wait_for 

template <typename... eventTN> 

void wait_for(eventTN... events) const; 

 

7.2.10 operator[] 

size_t operator[](int dimension) const; 
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7.3 sycl::id 

template <int dimensions = 1> 

class id; 

id は sycl::range 内の位置を示す抽象化です。例には、sycl::accessor (buffer) でのインデックスとしての利用、

および work-item を識別するため parallel_for でカーネル関数への引数としての利用が含まれます。 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.9.1.3 節 (英語) 

 

7.3.1 (コンストラクター) 

id(); 

id(size_t dim0); 

id(size_t dim0, size_t dim1); 

id(size_t dim0, size_t dim1, size_t dim2); 

 

id(const sycl::range<dimensions> &range); 

id(const sycl::item<dimensions> &item); 

id を作成します。 

 

id は 1、2 または 3 次元にすることができます。sycl::range から作成された id は、range 値を使用します。

sycl::item から作成された id は、item に含まれる id を使用します。 

 

7.3.2 get 

size_t get(int dimension) const; 

次元 dimension の値を返します。 

 

7.3.3 (オペレーター) 

size_t &operator[](int dimension); 

size_t operator[](int dimension) const; 

 

* OP は以下です: 

 +, -, \*, /, %, <<, >>, &, |, ^, &&, ||, <, >, <=, >=* 

 

friend id operatorOP(const sycl::id &lhs, const sycl::id &rhs); 

friend id operatorOP(const sycl::id &lhs, const size_t &rhs); 

 

* OP は以下です: 

 +=, -=, \*=, /=, %=, <<=, >>=, &=, |=, ^=* 

 

friend sycl::id &operatorOP(sycl::id &lhs, const sycl::id &rhs); 
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friend sycl::id &operatorOP(sycl::id &lhs, const size_t &rhs); 

 

* OP は以下です 

 +, -, \*, /, %, <<, >>, &, |, ^, &&, ||, <, >, <=, >=* 

 

 friend sycl::id operatorOP(const size_t &lhs, const sycl::id &rhs); 

id に対するリレーショナル、算術、およびインデックス・オペレーター。 

 

7.4 sycl::item 

template <int dimensions = 1, bool with_offset = true> 

class item; 

sycl::id と同様に、item は range 内の位置を指定します。work-item を識別するため、parallel_for のカーネル

関数への引数として指定できます。この item は、インデックス空間の range など、sycl::id よりも多くの情報を

提供します。item を作成するのは SYCL ランタイムのみであるため、インターフェイスにはコンストラクターが含

まれません。 

テンプレート・パラメーター 

dimensions インデックス空間の次元数 

with_offset item にオフセットがある場合は True 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.9.1.4 節 (英語) 

 

7.4.1 get_id 

sycl::id<dimensions> get_id() const; 

size_t get_id(int dimension) const; 

item に関連付けられた sycl::id を返します。 

 

7.4.2 get_range 

sycl::range<dimensions> get_range() const; 

size_t get_range(int dimension) const; 

item に関連付けられた sycl::range を返します。 
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7.4.3 get_offset 

*Only available when: 

 with_offset is true* 

 

sycl::id<dimensions> get_offset() const; 

item に関連付けられたオフセットを返します。 

 

7.4.4 get_linear_id 

size_t get_linear_id() const; 

id を 1 次元の配列にマッピングするのに適した リニア id を返します。 

 

7.4.5 operator[] 

size_t operator[](int dimension) const; 

次元 dimension の id を返します。 

 

7.4.6 operator() 

operator sycl::item<dimensions, true>() const; 

オフセット 0 の item を返します。 

 

with_offset が False の場合にのみ利用可能です。 
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7.5 sycl::h_item 

template <int dimensions> 

class h_item; 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.9.1.6 節 (英語) 

 

7.5.1 get_global 

sycl::item<dimensions, false> get_global() const; 

 

7.5.2 get_local 

sycl::item<dimensions, false> get_local() const; 

 

7.5.3 get_logical_local 

sycl::item<dimensions, false> get_logical_local() const; 

 

7.5.4 get_physical_local 

sycl::item<dimensions, false> get_physical_local() const; 

 

7.5.5 get_global_range 

sycl::range<dimensions> get_global_range() const; 

size_t get_global_range(int dimension) const; 

 

7.5.6 get_global_id 

id<dimensions> get_global_id() const; 

size_t get_global_id(int dimension) const; 

 

7.5.7 get_local_range 

sycl::range<dimensions> get_local_range() const; 

size_t get_local_range(int dimension) const; 
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7.5.8 get_local_id 

sycl::id<dimensions> get_local_id() const; 

size_t get_local_id(int dimension) const; 

 

7.5.9 get_logical_local_range 

sycl::range<dimensions> get_logical_local_range() const; 

size_t get_logical_local_range(int dimension) const; 

 

7.5.10 get_logical_local_id 

sycl::id<dimensions> get_logical_local_id() const; 

size_t get_logical_local_id(int dimension) const; 

 

7.5.11 get_physical_local_range 

sycl::range<dimensions> get_physical_local_range() const; 

size_t get_physical_local_range(int dimension) const; 

 

7.5.12 get_physical_local_id 

sycl::id<dimensions> get_physical_local_id() const; 

size_t get_physical_local_id(int dimension) const; 
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7.6 sycl::nd_item 

template <int dimensions = 1> 

class nd_item; 

nd_item は sycl::nd_range 内の位置を示す抽象化です。 

 

nd_item は通常、parallel_for でカーネル関数に渡されます。work-group とグローバル空間の work-item の id 

を含むことに加え、nd_item にはインデックス空間を定義する sycl::nd_range も含まれます。 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.9.1.5 節 (英語) 

 

7.6.1 get_global_id 

sycl::id<dimensions> get_global_id() const; 

size_t get_global_id(int dimension) const; 

要求された次元のグローバル sycl::id を返します。 

 

7.6.2 get_global_linear_id 

size_t get_global_linear_id() const; 

リニア空間にマッピングするグローバル id を返します。 

 

7.6.3 get_local_id 

sycl::id<dimensions> get_local_id() const; 

size_t get_local_id(int dimension) const; 

work-group 内のポイントの id を返します。 

 

7.6.4 get_local_linear_id 

size_t get_local_linear_id() const; 

work-group 内のポイントのリニア id を返します。 
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7.6.5 get_group 

sycl::group<dimensions> get_group() const; 

size_t get_group(int dimension) const; 

item に関連付けられた sycl::group を返します。 

 

7.6.6 get_group_linear_id 

size_t get_group_linear_id() const; 

ワークスペース内のグループのリニア id を返します。 

 

7.6.7 get_group_range 

sycl::range<dimensions> get_group_range() const; 

size_t get_group_range(int dimension) const; 

すべての dimension のグループ数を返します。 

 

7.6.8 get_global_range 

sycl::range<dimensions> get_global_range() const; 

size_t get_global_range(int dimension) const; 

インデックス空間の sycl::range を返します。 

 

7.6.9 get_local_range 

sycl::range<dimensions> get_local_range() const; 

size_t get_local_range(int dimension) const; 

work-group 内の work-item の位置を返します。 

 

7.6.10 get_offset 

sycl::id<dimensions> get_offset() const; 

parallel_for に与えられたオフセットを返します。 
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7.6.11 get_nd_range 

sycl::nd_range<dimensions> get_nd_range() const; 

parallel_for に与えられた sycl::nd_range を返します。 

 

7.6.12 barrier 

void barrier(sycl::access::fence_space accessSpace = 

  sycl::access::fence_space::global_and_local) const; 

work-group バリアを実行します。 

 

7.6.13 mem_fence 

template <sycl::access::mode accessMode = sycl::access::mode::read_write> 

void mem_fence(sycl::access::fence_space accessSpace = 

  sycl::access::fence_space::global_and_local) const; 

work-group のメモリーフェンスを実行します。 

 

7.6.14 async_work_group_copy 

template <typename dataT> 

device_event async_work_group_copy(sycl::local_ptr<dataT> dest, 

  sycl::global_ptr<dataT> src, size_t numElements) const; 

template <typename dataT> 

device_event async_work_group_copy(sycl::global_ptr<dataT> dest, 

  sycl::local_ptr<dataT> src, size_t numElements) const; 

template <typename dataT> 

device_event async_work_group_copy(sycl::local_ptr<dataT> dest, 

  sycl::global_ptr<dataT> src, size_t numElements, size_t srcStride) const; 

template <typename dataT> 

sycl::device_event async_work_group_copy(sycl::global_ptr<dataT> dest, 

  sycl::local_ptr<dataT> src, size_t numElements, size_t destStride) const; 

ローカルのソースからデスティネーションに要素を非同期にコピーします。 

 

操作が完了したことを示すイベントを返します。 

 

7.6.15 wait_for 

template <typename... eventTN> 

void wait_for(eventTN... events) const; 

非同期イベントが完了するのを待機します。 
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7.7 sycl::nd_range 

template <int dimensions = 1> 

class nd_range; 

nd_range は、work-group のインデックス空間とグローバル・インデックス空間を定義します。work-item の

セットでカーネルを実行するため parallel_for に渡されます。 

テンプレート・パラメーター 

dimensions 次元数 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.9.1.2 節 (英語) 

 

7.7.1 (コンストラクター) 

nd_range(sycl::range<dimensions> globalSize, sycl::range<dimensions> localSize, 

         sycl::id<dimensions> offset = sycl::id<dimensions>()); 

nd_range を作成します。 

パラメーター 

globalSize インデックス空間全体の次元 

localSize work-group の次元 

offset インデックス空間の場所 [SYCL 2020 では非推奨です] 

 

7.7.2 get_global_range 

sycl::range<dimensions> get_global_range() const; 

インデックス空間を定義する sycl::range を返します。 

 

7.7.3 get_local_range 

sycl::range<dimensions> get_local_range() const; 

work-group のインデックス空間を定義する sycl::range を返します。 

 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#subsubsec:nd-range-class
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7.7.4 get_group_range 

sycl::range<dimensions> get_group_range() const; 

各 dimension の work-group 数を定義する sycl::range を返します。 

 

7.7.5 get_offset 

sycl::id<dimensions> get_offset() const; 

オフセットを定義する sycl::id を返します。 
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7.8 sycl::device_event 

class device_event; 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.15.2 節 (英語) 

 

7.8.1 wait 

void wait(); 

 

7.9 sycl::command_group 

class command_group; 

 

7.9.1 (コンストラクター) 

template <typename functorT> 

command_group(sycl::queue &primaryQueue, const functorT &lambda); 

template <typename functorT> 

command_group(sycl::queue &primaryQueue, sycl::queue &secondaryQueue, 

              const functorT &lambda); 

 

7.9.2 start_event 

sycl::event start_event(); 

 

7.9.3 kernel_event 

sycl::event kernel_event(); 

 

7.9.4 complete_event 

sycl::event complete_event(); 

 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#device-event-class
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7.10 sycl::handler 

class handler; 

handler は、コマンドをキューに送信してカーネルを呼び出すインターフェイスを定義します。 

 

handler は SYCL ランタイムでのみ作成され、コマンドグループ関数に引数として渡されます。コマンドグループ

関数は、submit を行う関数です。 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.9.4 節 (英語) 

 

7.10.1 require 

template <typename dataT, int dimensions, sycl::access::mode accessMode, 

  sycl::access::target accessTarget> 

void require(sycl::accessor<dataT, dimensions, accessMode, accessTarget, 

             sycl::access::placeholder::true_t> acc); 

デバイスがカーネルを実行する前に要件を追加します。 

 

7.10.2 set_arg 

template <typename T> 

void set_arg(int argIndex, T && arg); 

カーネル引数を設定します。 

 

7.10.3 set_args 

template <typename... Ts> 

void set_args(Ts &&... args); 

すべてのカーネル引数を設定します。 

 

7.10.4 single_task 

template <typename KernelName, typename KernelType> 

void single_task(KernelType kernelFunc); 

 

void single_task(sycl::kernel syclKernel); 

カーネル関数を定義して呼び出します。使い方は、例 1 を参照してください。 

 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#sec:handlerClass
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7.10.5 parallel_for 

template <typename KernelName, typename KernelType, int dimensions> 

void parallel_for(sycl::range<dimensions> numWorkItems, KernelType kernelFunc); 

 

template <typename KernelName, typename KernelType, int dimensions> 

void parallel_for(sycl::range<dimensions> numWorkItems, 

                  sycl::id<dimensions> workItemOffset, KernelType kernelFunc); 

 

template <typename KernelName, typename KernelType, int dimensions> 

void parallel_for(sycl::nd_range<dimensions> ndRange, KernelType kernelFunc); 

 

template <int dimensions> 

void parallel_for(sycl::range<dimensions> numWorkItems, sycl::kernel syclKernel); 

 

template <int dimensions> 

void parallel_for(sycl::range<dimensions> numWorkItems, 

                  sycl::id<dimensions> workItemOffset, sycl::kernel syclKernel); 

 

template <int dimensions> 

void parallel_for(sycl::nd_range<dimensions> ndRange, sycl::kernel syclKernel); 

sycl::range または sycl::nd_range のカーネル関数を呼び出します。 

パラメーター 

numWorkItems work-item のレンジ 

workItemOffset work-item のレンジへのオフセット 

kernelFunc カーネル関数 

syclKernel sycl::kernel を参照してください 

ndRange sycl::nd_range を参照してください 
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7.10.6 parallel_for_work_group 

template <typename KernelName, typename WorkgroupFunctionType, int dimensions> 

void parallel_for_work_group(sycl::range<dimensions> numWorkGroups, 

                             WorkgroupFunctionType kernelFunc); 

 

template <typename KernelName, typename WorkgroupFunctionType, int dimensions> 

void parallel_for_work_group(sycl::range<dimensions> numWorkGroups, 

                             sycl::range<dimensions> workGroupSize, 

                             WorkgroupFunctionType kernelFunc); 

カーネルの階層呼び出しにおける外部呼び出しです。カーネル関数は work-group ごとに一度実行されます。 

 

7.10.7 copy 

template <typename T_src, int dim_src, sycl::access::mode mode_src, 

sycl::access::target tgt_src, 

          sycl::access::placeholder isPlaceholder, typename T_dest> 

void copy(sycl::accessor<T_src, dim_src, mode_src, tgt_src, isPlaceholder> src, 

          sycl::shared_ptr_class<T_dest> dest); 

template <typename T_src, 

          typename T_dest, int dim_dest, sycl::access::mode mode_dest, 

sycl::access::target tgt_dest, 

          sycl::access::placeholder isPlaceholder> 

void copy(sycl::shared_ptr_class<T_src> src, 

          sycl::accessor<T_dest, dim_dest, mode_dest, tgt_dest, isPlaceholder> 

dest); 

template <typename T_src, int dim_src, sycl::access::mode mode_src, 

          sycl::access::target tgt_src, sycl::access::placeholder isPlaceholder, 

          typename T_dest> 

void copy(sycl::accessor<T_src, dim_src, mode_src, tgt_src, isPlaceholder> src, 

          T_dest *dest); 

template <typename T_src, 

          typename T_dest, int dim_dest, sycl::access::mode mode_dest, 

          sycl::access::target tgt_dest, sycl::access::placeholder isPlaceholder> 

void copy(const T_src *src, 

          sycl::accessor<T_dest, dim_dest, mode_dest, tgt_dest, isPlaceholder> 

dest); 

template <typename T_src, int dim_src, sycl::access::mode mode_src, 

          sycl::access::target tgt_src, sycl::access::placeholder 

isPlaceholder_src, 

          typename T_dest, int dim_dest, sycl::access::mode mode_dest, 

sycl::access::target tgt_dest, 

          sycl::access::placeholder isPlaceholder_dest> 

void copy(sycl::accessor<T_src, dim_src, mode_src, tgt_src, isPlaceholder_src> src, 

          sycl::accessor<T_dest, dim_dest, mode_dest, tgt_dest, isPlaceholder_dest> 

dest); 

src から dest へメモリーをコピーします。 
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copy は sycl::device で操作を呼び出します。ソース、デスティネーション、またはソースとデスティネーション

の両方がアクセサーです。ソースまたはデスティネーションは、ポインターもしくは shared_ptr にできます。 

テンプレート・パラメーター 

T_src ソースデータ要素のタイプ 

dim_src ソースデータ要素の次元数 

T_dest デスティネーション・データ要素のタイプ 

dim_dest デスティネーション・データ要素の次元数 

mode_src ソースアクセサーのモード 

mode_dest ディスティネーション・アクセサーのモード 

tgt_src ソースアクセサーのターゲット 

tgt_dest ディスティネーション・アクセサーのターゲット 

isPlaceholder_src ソースアクセサーのプレースホルダー値 

isPlaceholder_dest ディスティネーション・アクセサーのプレースホルダー値 

パラメーター 

src コピー元 

dest コピー先 

 

7.10.8  update_host 

template <typename T, int dim, access::mode mode, 

          access::target tgt, access::placeholder isPlaceholder> 

void update_host(accessor<T, dim, mode, tgt, isPlaceholder> acc); 

テンプレート・パラメーター 

T アクセサーに関連付けられた要素のタイプ 

dim アクセサーの次元数 

mode アクセサーのアクセスモード 

tgt アクセサーのターゲット 

isPlaceholder アクセサーのプレースホルダー値 

アクセサーに関連付けられたデータのホストコピーを更新します。 
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7.10.9  fill 

template <typename T, int dim, sycl::access::mode mode, 

          sycl::access::target tgt, sycl::access::placeholder isPlaceholder> 

void fill(sycl::accessor<T, dim, mode, tgt, isPlaceholder> dest, const T& pattern); 

template <typename T> 

event fill(void* ptr, const T& pattern, size_t count); 

テンプレート・パラメーター 

T アクセサーに関連付けられた要素のタイプ 

dim アクセサーの次元数 

mode アクセサーのアクセスモード 

tgt アクセサーのターゲット 

isPlaceholder アクセサーのプレースホルダー値 

パラメーター 

dest fill 操作のデスティネーション 

pattern fill する値 

pattern の値でデスティネーションを fill します。デスティネーションは、アクセサーに関連付けられたメモリー、

または malloc 関数で割り当てられたメモリーです。 

 

7.10.10  memcpy 

void memcpy(void* dest, const void* src, size_t num_bytes); 

malloc 関数で割り当てられたメモリーを設定します。使い方については、例 1 をご覧ください。 

 

7.10.11  memset 

void memset(void* ptr, int value, size_t num_bytes); 

malloc 関数で割り当てられたメモリーを設定します。使い方については、例 1 をご覧ください。 

 

7.10.12  host_task 

void host_task(T &&hostTaskCallable); 

ホストタスクをキューに投入します。例 1 を参照してください。 
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7.11 例 1 

1 #include <CL/sycl.hpp> 

 2 

 3 int main() { 

 4  const int n = 10; 

 5  sycl::queue q; 

 6 

 7  int *data = sycl::malloc_shared<int>(n + 1, q); 

 8  memset(data, 0, sizeof(*data) * n); 

 9 

10  sycl::event e; 

11  for (int i = 1; i < n; i += 2) { 

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

13      // wait for previous device task 

14      e.wait(); 

15      auto device_task = [=]() { data[i] = data[i - 1] + 1; }; 

16      h.single_task(device_task); 

17    }); 

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

19      // wait for device task to complete 

20      e.wait(); 

21      auto host_task = [=]() { data[i + 1] = data[i] + 1; }; 

22      h.host_task(host_task); 

23    }); 

24  } 

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

26    std::cout << i << ": " << data[i] << "\n"; 

27 

28  sycl::free(data, q); 

29 } 
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7.12 sycl::kernel 

class kernel; 

カーネル・オブジェクトを抽象化します。 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.12 節 (英語) 

 

7.12.1 (コンストラクター) 

kernel(cl_kernel clKernel, const sycl::context& syclContext); 

OpenCL カーネルから SYCL カーネルのインスタンスを作成します。 

 

7.12.2  get 

cl_kernel get() const; 

SYCL カーネルに関連付けられた OpenCL カーネルを返します。 

 

7.12.3  is_host 

bool is_host() const; 

SYCL カーネルがホストカーネルである場合、True を返します。 

 

7.12.4  get_context 

sycl::context get_context() const; 

カーネルに関連付けられたコンテキストを返します。 

 

7.12.5  get_program 

sycl::program get_program() const; 

このカーネルが含まれるプログラムを返します。 

 

  

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#_defining_kernels
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7.12.6  get_info 

template <sycl::info::kernel param> 

typename sycl::info::param_traits<sycl::info::kernel, param>::return_type 

get_info() const; 

テンプレート・パラメーター 

param sycl::info::kernel を参照してください 

 

カーネルに関連する情報を返します。 

 

7.12.7  get_work_group_info 

template <sycl::info::kernel_work_group param> 

typename sycl::info::param_traits<sycl::info::kernel_work_group, 

param>::return_type 

get_work_group_info(const sycl::device &dev) const; 

テンプレート・パラメーター 

param sycl::info::kernel_work_group を参照してください 

 

work-group に関連する情報を返します。 
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7.13 sycl::info::kernel 

enum class kernel: int { 

    function_name, 

    num_args, 

    context, 

    program, 

    reference_count, 

    attributes 

}; 

 

7.14 sycl::info::kernel_work_group 

enum class kernel_work_group: int { 

    global_work_size, 

    work_group_size, 

    compile_work_group_size, 

    preferred_work_group_size_multiple, 

    private_mem_size 

}; 

 

7.15 プログラム 

7.15.1 sycl::program 

class program; 

 

7.15.2 (コンストラクター) 

explicit program(const context &sycl::context, 

                 const sycl::property_list &propList = {}); 

program(const context &sycl::context, sycl::vector_class<sycl::device> deviceList, 

        const sycl::property_list &propList = {}); 

program(sycl::vector_class<sycl::program> &programList, 

        const sycl::property_list &propList = {}); 

program(sycl::vector_class<sycl::program> &programList, sycl::string_class 

linkOptions, 

        const sycl::property_list &propList = {}); 

program(const sycl::context &context, cl_program clProgram); 

 
  



SYCL リファレンス 

105 

 

7.15.3 get 

cl_program get() const; 

 

7.15.4 is_host 

bool is_host() const; 

 

7.15.5 compile_with_kernel_type 

template <typename kernelT> 

void build_with_kernel_type(sycl::string_class buildOptions = ""); 

 

7.15.6 build_with_source 

void build_with_source(sycl::string_class kernelSource, 

                       sycl::string_class buildOptions = ""); 

 

7.15.7 link 

void link(sycl::string_class linkOptions = ""); 

 

7.15.8 has_kernel 

template <typename kernelT> 

bool has_kernel<kernelT>() const; 

 

bool has_kernel(sycl::string_class kernelName) const; 

 

7.15.9 get_kernel 

template <typename kernelT> 

sycl::kernel get_kernel<kernelT>() const; 

 

sycl::kernel get_kernel(sycl::string_class kernelName) const; 
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7.15.10 get_info 

template <sycl::info::program param> 

typename info::param_traits<sycl::info::program, param>::return_type 

get_info() const; 

 

7.15.11 get_binaries 

sycl::vector_class<sycl::vector_class<char>> get_binaries() const; 

 

7.15.12 get_context 

sycl::context get_context() const; 

 

7.15.13 get_devices 

sycl::vector_class<sycl::device> get_devices() const; 

 

7.15.14 get_compile_options 

sycl::string_class get_compile_options() const; 

 

7.15.15 get_link_options 

sycl::string_class get_link_options() const; 

 

7.15.16 get_build_options 

sycl::string_class get_build_options() const; 

 

7.15.17 get_state 

sycl::program_state get_state() const; 
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7.15.18  sycl::info::program 

enum class program: int { 

    context, 

    devices, 

    reference_count 

}; 

 

7.15.19 sycl::program_state 

enum class program_state { 

    none, 

    compiled, 

    linked 

}; 
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第 8 章 

エラー処理 

8.1 例外 

8.1.1 sycl::exception 

class exception; 

 

参照: 『SYCL 2020 仕様』4.13 節 (英語) 

 

実行中に発生する例外のコンテナーです。同期 API は、C++ 例外処理メソッドでキャッチされる可能性がある例

外をスローします。SYCL ランタイムは、wait_and_throw または throw_asynchronous が呼び出されるまで、

非同期操作中に発生した例外を保持します。これらのランタイムは、sycl::queue に関連付けられた 

sycl::async_handler へのリストとして例外を供給します。 

 

8.1.1.1 what 

const char *what() const; 

例外を引き起こしたエラーを説明する文字列を返します。 

 

8.1.1.2 has_context 

bool has_context() const; 

エラーに関連付けられた sycl::context がある場合、True を返します。 

 

8.1.1.3 get_context 

sycl::context get_context() const; 

このエラーに関連付けられた sycl::context を返します。 

 

8.1.1.4 get_cl_code 

cl_int get_cl_code() const; 

エラーが OpenCL エラーの場合は OpenCL エラーコードを返し、それ以外は CL_SUCCESS を返します。 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#error-handling
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8.1.2  sycl::exception_list 

class exception_list; 

同じキューで発生する非同期例外のリストのコンテナー。 

メンバーのタイプ 

value_type 

reference 

const_reference 

size_type 

iterator 

const_iterator 

 

8.1.2.1 size 

size_type size() const; 

list 内の要素数を返します。 

 

8.1.2.2 begin 

iterator begin() const; 

例外リストの先頭へのイテレーターを返します。 

 

8.1.2.3 end 

iterator end() const; 

例外リストの先頭へのイテレーターを返します。 
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8.1.3  派生例外 

8.1.3.1 sycl::runtime_error 

class runtime_error : public exception; 

 

8.1.3.2 sycl::kernel_error 

class kernel_error : public runtime_error; 

SYCL カーネルのキュー投入前、またはキュー投入中に発生したエラー。 

 

8.1.3.3 sycl::accessor_error 

class accessor_error : public runtime_error; 

アクセサーに関連するエラー。 

 

8.1.3.4 sycl::nd_range_error 

class nd_range_error : public runtime_error; 

SYCL カーネルで指定された sycl::nd_range に関連するエラー。 

 

8.1.3.5 sycl::event_error 

class event_error : public runtime_error; 

sycl::event に関連するエラー。 

 

8.1.3.6 sycl::invalid_parameter_error 

class invalid_parameter_error : public runtime_error; 

ラムダへのキャプチャーされたパラメーターを含む、SYCL カーネルへのパラメーターに関連するエラー。 

 

8.1.3.7 sycl::device_error 

class device_error : public exception; 
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8.1.3.8 sycl::compile_program_error 

class compile_program_error : public sycl::device_error; 

SYCL カーネルのコンパイル中のエラー。 

 

8.1.3.9 sycl::link_program_error 

class link_program_error : public sycl::device_error; 

SYCL カーネルの SYCL デバイスへのリンクエラー。 

 

8.1.3.10 sycl::invalid_object_error 

class invalid_object_error : public sycl::device_error; 

カーネル内で使用されるメモリー・オブジェクトに関連するエラー。 

 

8.1.3.11 sycl::memory_allocation_error 

class memory_allocation_error : public sycl::device_error; 

SYCL デバイスのメモリー割り当てに関連するエラー。 

 

8.1.3.12 sycl::platform_error 

class platform_error : public sycl::device_error; 

sycl::platform によって引き起こされるエラー。 

 

8.1.3.13 sycl::profiling_error 

class profiling_error : public sycl::device_error; 

プロファイルが有効である場合に発生したエラー。 

 

8.1.3.14 sycl::featured_non_supported 

class feature_not_supported : public sycl::device_error; 

オプション機能または拡張機能は、sycl::device では利用できません。 
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8.1.4 sycl::async_handler 

void handler(sycl::exception_list e); 

パラメーター 

e 非同期例外のリスト。sycl::exception_list を参照してください 

 

SYCL ランタイムは、async_handler を呼び出して非同期例外を供給します。ハンドラーは sycl::queue コンスト

ラクターに渡されます。SYCL ランタイムは、wait_and_throw または throw_asynchronous が呼び出されると、

ハンドラーに非同期例外を供給します。 
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8.1.5 例 1 

不適切なレンジ構築の非同期例外をキャッチします。 

1 #include <CL/sycl.hpp> 

 2 

 3 int main() { 

 4 

 5  auto exception_handler = [](sycl::exception_list exceptions) { 

 6    for (const std::exception_ptr &e : exceptions) { 

 7      try { 

 8        std::rethrow_exception(e); 

 9      } catch (const sycl::exception &e) { 

10        std::cout << "Caught asynchronous SYCL exception:\n" 

11                  << e.what() << std::endl; 

12      } 

13    } 

14  }; 

15 

16  auto q = sycl::queue(sycl::default_selector(), exception_handler); 

17 

18  try { 

19    q.submit([&](sycl::handler &cgh) { 

20      cgh.parallel_for<class error_handling>( 

21          // ローカルサイズ (2 番目のパラメーター) は、グローバルサイズより大きく 

22          // できません。これは非同期例外をスローします。 

23          sycl::nd_range<1>(sycl::range<1>(1), sycl::range<1>(30)), 

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

25            // ... 

26          }); 

27    }); 

28    q.wait_and_throw(); 

29  } catch (const sycl::exception &e) { 

30    std::cout << "Caught synchronous SYCL exception:\n" 

31              << e.what() << std::endl; 

32  } 

33 } 

 

出力: 

Caught asynchronous SYCL exception: 

Error: Work-group size is invalid (Local size exceeds the global work group size) 
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第 9 章 

データタイプ 

9.1 スカラータイプ 

9.1.1 バイト 

OpenCL タイプ 

9.2 ベクトルタイプ 

9.2.1 sycl::rounding_mode 

enum class rounding_mode { 

    automatic, 

    rte, 

    rtz, 

    rtp, 

    rtn 

}; 
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9.2.2 sycl::elem 

struct elem { 

    static constexpr int x = 0; 

    static constexpr int y = 1; 

    static constexpr int z = 2; 

    static constexpr int w = 3; 

    static constexpr int r = 0; 

    static constexpr int g = 1; 

    static constexpr int b = 2; 

    static constexpr int a = 3; 

    static constexpr int s0 = 0; 

    static constexpr int s1 = 1; 

    static constexpr int s2 = 2; 

    static constexpr int s3 = 3; 

    static constexpr int s4 = 4; 

    static constexpr int s5 = 5; 

    static constexpr int s6 = 6; 

    static constexpr int s7 = 7; 

    static constexpr int s8 = 8; 

    static constexpr int s9 = 9; 

    static constexpr int sA = 10; 

    static constexpr int sB = 11; 

    static constexpr int sC = 12; 

    static constexpr int sD = 13; 

    static constexpr int sE = 14; 

    static constexpr int sF = 15; 

}; 

 

9.2.3 sycl::vec 

template <typename dataT, int numElements> 

class vec; 

パラメーター 

element_type 

vector_t 

 

9.2.3.1 (コンストラクター) 

vec(); 

explicit vec(const dataT &arg); 

template <typename... argTN> 

vec(const argTN&... args); 

vec(const sycl::vec<dataT, numElements> &rhs); 

vec(vector_t openclVector); 
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9.2.3.2 変換関数 

operator vector_t() const; 

次のときに利用できます: 

  numElements == 1 

operator dataT() const; 

 

9.2.3.3 get_count 

size_t get_count() const; 

 

9.2.3.4 get_size 

size_t get_size() const; 

 

9.2.3.5 convert 

template <typename convertT, sycl::rounding_mode roundingMode = 

sycl::rounding_mode::automatic> 

sycl::vec<convertT, numElements> convert() const; 

 

9.2.3.6 as 

template <typename asT> 

asT as() const; 

 

9.2.3.7 スウィズル 

template<int... swizzleIndexes> 

__swizzled_vec__ swizzle() const; 
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9.2.3.8 スウィズルアクセス 

__swizzled_vec__ x() const; 

__swizzled_vec__ y() const; 

__swizzled_vec__ z() const; 

 

__swizzled_vec__ w() const; 

__swizzled_vec__ r() const; 

__swizzled_vec__ g() const; 

__swizzled_vec__ b() const; 

__swizzled_vec__ a() const; 

 

__swizzled_vec__ s0() const; 

__swizzled_vec__ s1() const; 

__swizzled_vec__ s2() const; 

__swizzled_vec__ s3() const; 

__swizzled_vec__ s4() const; 

__swizzled_vec__ s5() const; 

__swizzled_vec__ s6() const; 

__swizzled_vec__ s7() const; 

__swizzled_vec__ s8() const; 

__swizzled_vec__ s9() const; 

__swizzled_vec__ sA() const; 

__swizzled_vec__ sC() const; 

__swizzled_vec__ sD() const; 

__swizzled_vec__ sE() const; 

__swizzled_vec__ sF() const; 

 

__swizzled_vec__ lo() const; 

__swizzled_vec__ hi() const; 

__swizzled_vec__ odd() const; 

__swizzled_vec__ even() const; 

 

9.2.3.9 load 

template <sycl::access::address_space addressSpace> 

void load(size_t offset, sycl::multi_ptr<const dataT, addressSpace> ptr); 

 

9.2.3.10 store 

template <sycl::access::address_space addressSpace> 

void load(size_t offset, sycl::multi_ptr<const dataT, addressSpace> ptr); 
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9.2.3.11 算術演算子 

friend sycl::vec operator+(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator+(const sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec operator+(const dataT &lhs, const sycl::vec &rhs); 

 

friend sycl::vec operator-(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator-(const sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec operator-(const dataT &lhs, const sycl::vec &rhs); 

 

friend sycl::vec operator*(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator*(const sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec operator*(const dataT &lhs, const sycl::vec &rhs); 

 

friend sycl::vec operator/(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator/(const sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec operator/(const dataT &lhs, const sycl::vec &rhs); 

 

friend sycl::vec &operator+=(sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec &operator+=(sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

 

friend sycl::vec &operator-=(sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec &operator-=(sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

 

friend sycl::vec &operator*=(sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec &operator*=(sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

 

friend sycl::vec &operator/=(sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec &operator/=(sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

 

friend sycl::vec &operator++(sycl::vec &lhs); 

friend sycl::vec operator++(sycl::vec& lhs, int); 

 

friend sycl::vec &operator--(sycl::vec &lhs); 

friend sycl::vec operator--(sycl::vec& lhs, int); 

 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator&&(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator&&(const sycl::vec& lhs, const dataT 

&rhs); 

 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator||(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator||(const sycl::vec& lhs, const dataT 

&rhs); 

 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator==(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator==(const sycl::vec &lhs, const dataT 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator==(const dataT &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 
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friend sycl::vec<RET, numElements> operator!=(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator!=(const sycl::vec &lhs, const dataT 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator!=(const dataT &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator<(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator<(const sycl::vec &lhs, const dataT 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator<(const dataT &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator>(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator>(const sycl::vec &lhs, const dataT 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator>(const dataT &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator<=(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator<=(const sycl::vec &lhs, const dataT 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator<=(const dataT &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator>=(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator>=(const sycl::vec &lhs, const dataT 

&rhs); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator>=(const dataT &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

 

sycl::vec<dataT, numElements> &operator=(const sycl::vec<dataT, numElements> &rhs); 

sycl::vec<dataT, numElements> &operator=(const dataT &rhs); 

 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator&&(const dataT &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator||(const dataT &lhs, const sycl::vec 

&rhs); 

 

次のときにのみ利用できます: 

 dataT != cl_float && dataT != cl_double && dataT != cl_half 

 

friend sycl::vec operator<<(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator<<(const sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec operator<<(const dataT &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator>>(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator>>(const sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec operator>>(const dataT &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec &operator>>=(sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 
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friend sycl::vec &operator>>=(sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec &operator<<=(sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec &operator<<=(sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec operator&(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator&(const sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec operator|(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator|(const sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec operator^(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator^(const sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec &operator&=(sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec &operator&=(sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec &operator|=(sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec &operator|=(sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec &operator^=(sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec &operator^=(sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec &operator%=(sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec &operator%=(sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec operator%(const sycl::vec &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator%(const sycl::vec &lhs, const dataT &rhs); 

friend sycl::vec operator%(const dataT &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator~(const sycl::vec &v); 

friend sycl::vec<RET, numElements> operator!(const sycl::vec &v); 

friend sycl::vec operator&(const dataT &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator|(const dataT &lhs, const sycl::vec &rhs); 

friend sycl::vec operator^(const dataT &lhs, const sycl::vec &rhs); 
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第 10 章 

アトミック操作 

10.1 sycl::atomic_ref 

template <typename T, memory_order DefaultOrder, memory_scope DefaultScope, 

          access::address_space Space = access::address_space::generic_space 

         > 

class atomic_ref; 

 

参照: 『SYCL 仕様』の 4.15.3 節 (英語) 

 

10.1.1 (コンストラクター) 

explicit atomic_ref(T&); 

atomic_ref(const atomic_ref&) noexcept; 

 

10.1.2  is_lock_free 

bool is_lock_free() const noexcept; 

 

10.1.3  store 

void store(T operand, 

  memory_order order = default_write_order, 

  memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

 

10.1.4  load 

T load(memory_order order = default_read_order, 

       memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

 

10.1.5  exchange 

exchange(T operand, 

         memory_order order = default_read_modify_write_order, 

         memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html#sec:atomic-references
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10.1.6  compare_exchange 

bool compare_exchange_weak(T &expected, T desired, 

                        memory_order success, 

                        memory_order failure, 

                        memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

bool compare_exchange_weak(T &expected, T desired, 

                        memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                        memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

bool compare_exchange_strong(T &expected, T desired, 

                        memory_order success, 

                        memory_order failure, 

                        memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

bool compare_exchange_strong(T &expected, T desired, 

                        memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                        memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

 

10.1.7  (オペレーター) 

atomic_ref& operator=(const atomic_ref&) = delete; 

T operator=(T desired) const noexcept; 

 

10.2  sycl::atomic_ref (整数の特殊化) 

template <memory_order DefaultOrder, memory_scope DefaultScope, 

          access::address_space Space = access::address_space::generic_space 

         > 

class atomic_ref<Integral, DefaultOrder, DefaultScope, Space>; 
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10.2.1  fetch_OP 

Integral fetch_add(Integral operand, 

                   memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                   memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

Integral fetch_sub(Integral operand, 

                   memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                   memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

Integral fetch_and(Integral operand, 

                   memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                   memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

Integral fetch_or(Integral operand, 

                  memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                  memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

Integral fetch_min(Integral operand, 

                   memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                   memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

Integral fetch_max(Integral operand, 

                   memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                   memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

 

10.2.2  (オペレーター) 

Integral operator++(int) const noexcept; 

Integral operator--(int) const noexcept; 

Integral operator++() const noexcept; 

Integral operator--() const noexcept; 

Integral operator+=(Integral) const noexcept; 

Integral operator-=(Integral) const noexcept; 

Integral operator&=(Integral) const noexcept; 

Integral operator|=(Integral) const noexcept; 

Integral operator^=(Integral) const noexcept; 

 

10.3  sycl::atomic_ref (浮動小数点の特殊化) 

template <memory_order DefaultOrder, memory_scope DefaultScope, 

          access::address_space Space = access::address_space::generic_space 

         > 

class atomic_ref<Floating, DefaultOrder, DefaultScope, Space>; 
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10.3.1  fetch_OP 

Floating fetch_add(Floating operand, 

                   memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                   memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

Floating fetch_sub(Floating operand, 

                   memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                   memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

Floating fetch_min(Floating operand, 

                   memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                   memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

Floating fetch_max(Floating operand, 

                   memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                   memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

 

10.3.2  (オペレーター) 

Floating operator+=(Floating) const noexcept; 

Floating operator-=(Floating) const noexcept; 

 

10.4  sycl::atomic_ref (ポインターの特殊化) 

template <typename T, 

          memory_order DefaultOrder, memory_scope DefaultScope, 

          access::address_space Space = access::address_space::generic_space> 

class atomic_ref<T*, DefaultOrder, DefaultScope, Space>; 

 

10.4.1 (コンストラクター) 

explicit atomic_ref(T*&); 

atomic_ref(const atomic_ref&) noexcept; 

 

10.4.2  is_lock_free 

bool is_lock_free() const noexcept; 
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10.4.3  store 

void store(T* operand, 

           memory_order order = default_write_order, 

           memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

 

10.4.4  load 

T* load(memory_order order = default_read_order, 

        memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

 

10.4.5  exchange 

T* exchange(T* operand, 

            memory_order order = default_read_modify_write_order, 

            memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

 

10.4.6  compare_exchange 

bool compare_exchange_weak(T* &expected, T* desired, 

                      memory_order success, 

                      memory_order failure, 

                      memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

bool compare_exchange_weak(T* &expected, T* desired, 

                      memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                      memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

bool compare_exchange_strong(T* &expected, T* desired, 

                      memory_order success, 

                      memory_order failure, 

                      memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

bool compare_exchange_strong(T* &expected, T* desired, 

                      memory_order order = default_read_modify_write_order, 

                      memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

 

10.4.7  fetch_OP 

T* fetch_add(difference_type, 

             memory_order order = default_read_modify_write_order, 

             memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 

T* fetch_sub(difference_type, 

             memory_order order = default_read_modify_write_order, 

             memory_scope scope = default_scope) const noexcept; 
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10.4.8  (オペレーター) 

atomic_ref& operator=(const atomic_ref&) = delete; 

T* operator=(T* desired) const noexcept; 

operator T*() const noexcept; 

T* operator++(int) const noexcept; 

T* operator--(int) const noexcept; 

T* operator++() const noexcept; 

T* operator--() const noexcept; 

T* operator+=(difference_type) const noexcept; 

T* operator-=(difference_type) const noexcept; 

 

10.5 sycl::memory_order 

enum class memory_order : /* 未指定 */ { 

                          relaxed, 

                          acquire, 

                          release, 

                          acq_rel, 

                          seq_cst 

}; 

 

10.6 sycl::memory_scope 

enum class memory_scope : /* 未指定 */ { 

                          work_item, 

                          sub_group, 

                          work_group, 

                          device, 

                          system 

}; 
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10.7 例 

リスト 1: アトミック操作によるスレッドセーフな push/pop を行います。 

1 #include <CL/sycl.hpp> 

 2 

 3 const int lsize = 10; 

 4 

 5 // Allows concurrent push or concurrent pop, but not both 

 6 struct List { 

 7  // Points to free spot on list 

 8  int *top; 

 9  int *data; 

10 

11 #if __INTEL_CLANG_COMPILER == 20210300 

12  sycl::ONEAPI::atomic_ref<int *, sycl::ONEAPI::memory_order::relaxed, 

13                           sycl::ONEAPI::memory_scope::work_group, 

14                           sycl::access::address_space::global_space> 

15      atomic_top; 

16 #elif __INTEL_CLANG_COMPILER >= 20210400 

17  sycl::ext::oneapi::atomic_ref<int *, sycl::ext::oneapi::memory_order::relaxed, 

18                                sycl::ext::oneapi::memory_scope::work_group, 

19                                sycl::access::address_space::global_space> 

20      atomic_top; 

21 #else 

22  // テストされていません 

23  sycl::atomic_ref<int *, sycl::memory_order::relaxed, 

24                   sycl::memory_scope::work_group> 

25      atomic_top; 

26 #endif 

27 

28  List(sycl::queue q, int size) : atomic_top(top) { 

29    data = sycl::malloc_shared<int>(size, q); 

30    top = data; 

31  }; 

32 

33  bool empty() { return top == data; }; 

34 

35  void push(int val) { 

36    // トップのポインターを右に移動して領域を確保します 

37    int *old_top = atomic_top.fetch_add(1); 

38    *old_top = val; 

39  }; 

40 

41  auto pop() { 

42    // トップのポインターを左に移動して領域を解放します 

43    int *old_top = atomic_top.fetch_add(-1); 

44    return *(old_top - 1); 

45  }; 

46 }; 

47 

48 int main() { 

49  sycl::queue q; 
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50 

51  auto in = new (sycl::malloc_shared<List>(1, q)) List(q, lsize); 

52  auto out = new (sycl::malloc_shared<List>(1, q)) List(q, lsize); 

53 

54  q.parallel_for(lsize, [=](auto idx) { in->push(idx); }).wait(); 

55 

56  q.parallel_for(lsize, [=](auto idx) { 

57     out->push(idx * 100 + in->pop()); 

58   }).wait(); 

59 

60  std::cout << "Out\n"; 

61  while (!out->empty()) 

62    std::cout << out->pop() << "\n"; 

63 } 
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第 11 章 

入出力 (IO) 

11.1 ストリーム 

カーネルは入出力に標準ストリームを使用できませんが、sycl::stream が同様の機能を提供します。 

 

11.1.1  sycl::stream 

class stream; 

 

11.1.1.1  (コンストラクター) 

stream(size_t totalBufferSize, size_t workItemBufferSize, sycl::handler& cgh); 

 

11.1.1.2 get_size 

size_t get_size() const; 

 

11.1.1.3 get_work_item_buffer_size 

size_t get_work_item_buffer_size() const; 

 

11.1.1.4 get_max_statement_size 

size_t get_max_statement_size() const; 

get_max_statement_size() は、get_work_item_buffer_size() と同じ機能を持ち、下位互換のため提供されま

す。get_max_statement_size() は非推奨です。 

 

11.1.1.5 operator<< 

template <typename T> 

const sycl::stream& operator<<(const sycl::stream& os, const T &rhs); 
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11.1.2 sycl::stream_manipulator 

enum class stream_manipulator { 

    flush, 

    dec, 

    hex, 

    oct, 

    noshowbase, 

    showbase, 

    noshowpos, 

    showpos, 

    endl, 

    fixed, 

    scientific, 

    hexfloat, 

    defaultfloat 

 }; 

 

11.1.3 ストリーム・マニピュレーター 

const sycl::stream_manipulator flush = sycl::stream_manipulator::flush; 

const sycl::stream_manipulator dec = sycl::stream_manipulator::dec; 

const sycl::stream_manipulator hex = sycl::stream_manipulator::hex; 

const sycl::stream_manipulator oct = sycl::stream_manipulator::oct; 

const sycl::stream_manipulator noshowbase = sycl::stream_manipulator::noshowbase; 

const sycl::stream_manipulator showbase = sycl::stream_manipulator::showbase; 

const sycl::stream_manipulator noshowpos = sycl::stream_manipulator::noshowpos; 

const sycl::stream_manipulator showpos = sycl::stream_manipulator::showpos; 

const sycl::stream_manipulator endl = sycl::stream_manipulator::endl; 

const sycl::stream_manipulator fixed = sycl::stream_manipulator::fixed; 

const sycl::stream_manipulator scientific = sycl::stream_manipulator::scientific; 

const sycl::stream_manipulator hexfloat = sycl::stream_manipulator::hexfloat; 

const sycl::stream_manipulator defaultfloat = 

sycl::stream_manipulator::defaultfloat; 

__precision_manipulator__ setprecision(int precision); 

__width_manipulator__ setw(int width); 
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11.1.4 例 1 

カーネルでコンソールにテキストを出力します。 

1 

2 #include <CL/sycl.hpp> 

 3 

 4 int main() { 

 5  sycl::queue q; 

 6 

 7  q.submit([&](sycl::handler &h) { 

 8    // デバイスコードから標準出力に print するため、 

 9    // sycl ストリームクラスを設定します。 

10    auto out = sycl::stream(1024, 768, h); 

11    auto task = [=]() { out << "In a task\n"; }; 

12    h.single_task<class stream_task>(task); 

13  }); 

14  q.wait(); 

15 } 

 

出力: 

In a task 
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