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3.2.1 はじめに 

エクサスケール時代に予想される HPC アプリケーションの方向性として、シミュレーションのマルチ

スケール・マルチフィジクス化が挙げられる。マルチスケール・マルチフィジクスシミュレーションにおい

ては、多様な物理現象をモデル化するために必要となるコード規模とその複雑性が年々増加の一途

をたどっている。また、近年注目を集めている実社会の課題をセンシング技術や情報処理技術の組

み合わせにより解くことを試みるサイバーフィジカル時代のアプリケーションの要求としては、マルチス

ケール・マルチフィジクスシミュレーションの更なる多機能化や大規模グラフ探索への対応などが求め

られている。それに伴い、他人の書いたコードの利用やライブラリを利用する機会の増加することによ

りコード可読性の悪化する一方で、複数のカーネルが処理のホットスポットとして実行時間に影響を

与えるようになり、多様で多階層の並列性をハンドリングする膨大な量のソースコードから多階層の並

列性を抽出し適切なハードウェアにマッピングするという高度な並列化や性能チューニングを生産的

に達成することが必須となりつつある。 

高性能計算機システムのトレンドとしては、CPU のマルチコア・メニーコア化が急速に進み計算ノー

ド内においても高並列な処理を行う必要性が増していることに加えて、単一システム構成においては

高速ネットワークを用いて計算ノードを大規模に並列処理ノードとして展開することから計算ノードレ

ベルの並列度も増加の一途をたどっている。このようなシステム構成において効率的に大規模並列

処理を行うためには、多階層の並列性を意識しつつ超並列な処理を円滑に進める必要がある。 

このような状況の下、ループ階層構造に着目し並列化の戦略を立てる上で必要となる情報のプロ

ファイリングを行うツールとして実行駆動型アプリケーション解析ツールを開発してきた[Sato, CF’11]

 [Sato, IISWC’12]。 本ツールは処理のホットスポットの発見と、生産的な並列化を達成することを

目指したツールであり、ループ階層構造に着目している。ループ階層構造はマルチグレイン・マルチ

レイヤにまたがる並列性を理解する重要な手掛かりであり、ループ階層を意識した並列性はマルチコ

ア環境下の超並列処理の性能チューニングにおいて鍵となる技術である。しかしながら、現状ではア

プリケーションに由来する多種多様な粒度の並列度を自動で解析するツールはなく、プログラマによ

る人力のチューニングに依存している状況であり生産性が低い。そこで、本ツールはプログラム全体

をコンパイル済みのバイナリコードを入力としてコード実行時にプロファイリングし、多種多様なループ

階層構造やそれらの間の並列性を検出する。 

本 WG を通して、この実行駆動型アプリケーション解析ツールがプログラマの生産的なチューニン

グを支援するツールとして利用する場合に、HPC コード開発の現場において、どの程度実用的に利

用できるか、また、生産性が向上するかどうかの基礎的な模索を行った。また、本 WG を通して議論さ

れるアプリケーションのチューニングのノウハウや事例に基づき、今後のツールに必要とされる機能要

件の展望を考察した。 

 

3.2.2 実行駆動型アプリケーション解析ツール Exana の概要 

図１に多階層にわたる並列性とハードウェアへのマッピング手法の対応関係を示す。並列性の階

層は、命令レベル並列性、粗粒度ループ並列性、プロセスレベル並列性に分類できる。命令レベル



並列性の領域は、最内ループを対象とし、伝統的なコンパイラでの命令スケジューリングや HW にお

けるアウトオブオーダ実行により並列化される。プロセスレベル並列性の領域においてはプログラマに

明示的に記述された並列区間の並列実行が OS やランタイムのサポートにより行われる。しかしながら、

粗粒度並列ループの領域においては、アウターループ、関数を跨ぐループを手動で抽出し、ループ

レベル並列性やスレッドレベル並列性、タスクレベル並列性として対象とする HW の並列性やキャッシ

ュメモリ特性にマッピングするためには、高度なチューニング技術が必要である。この要求を満たすた

めに潜在的な粗粒度並列ループをプロファイリングするツールとして実行駆動型アプリケーション解

析ツールを開発した。 

図２に実行駆動型アプリケーション解析ツール Exana （Execution-driven application analyisis 

tool） の概要とその出力結果を示す。本ツールは、任意の x86 バイナリコードを入力し、ループ階層

構造やそれらの間のデータ依存関係を実行時に解析する。Static Analysis 部において、バイナリコ

ード中の機械語命令を逆アセンブル後にコンパイラが行っている制御フロー解析と同等の解析を行

い、動的解析においてループ、メモリアクセスをモニタするための Instrumentation Code を挿入する。

次に、Runtime Analysis 部において、実行時に出現するループネスト構造と全てのメモリアクセス命

令に関するアドレス情報を抽出する。これにより、コンパイル時には困難なポインタによる間接メモリア

クセスも解析可能となる。結果として、ループネスト構造や関数を単位としてそれらの間のデータ依存

関係を実行時に解析する。同時に、ループ反復回数、関数の出現頻度、プロファイリングに必要な

時間を計測することが可能である。最終的には、ループ並列性、パイプライン並列性、タスク並列性

を実行時にプロファイルすることも可能である [Sato, IISWC’12]。 

本手法は、動的ライブラリがリンクされているバイナリコードにおいても、動的ライブラリの実行区間

も含めて全てのコード実行をプロファイルすることが可能である。また、MPI のコードもプロセス毎にそ

の挙動の解析を行うことができる。また、デバッグ情報付加によるソースコードとの対応付けやソースコ

ードのないバイナリコードの解析も可能である。 現状の実装では、本ツールを利用したプロファイル

のオーバーヘッドとして、解析を行わないネーティブのコード実行と比べて、約 50 倍の実行スピードの

低下、約 20 倍のメモリ消費が発生する。 

 

3.2.3 本 WG にて議論された項目や検討課題 

ループの最適化はソースコードレベルで取り扱うのが一般的であり、関数内の多重ループに関して

は発見するのにそれほどの労力はかからない一方で、例えば、流体と構造の連成解析のようなマル

チフィジクスでは、並列化する対象はループだけとは限らないため本手法により関数とループのコンテ

クストによりコードを俯瞰することが可能となるので、その意味で有益であるとの議論があった。課題と

しては、プロファイリング時間のオーバーヘッドである。データ依存プロファイルをなしとするとオーバー

ヘッドは大幅に小さくなるので、依存関係はソースコードを読むことにすれば、プログラムのコードを俯

瞰する手段としての活用をさらに検討するべきとの意見があった。さらに、GDB などのデバッガとの連

携や部分的な解析が行えると利便性が高いという意見があった。 

さらに、ベンチマークプログラムに加 えて、実 アプリでの事 例 があったほうがよいという意 見 があった。

加えて、チューニングへの応用のためには、ループ階層構造をキャッシュの挙動を如何に結びつける

かが鍵であり、本ツールでキャッシュ性能を推測できるかということが課題となった。ループの実行時

間や、キャッシュ競合の状況が表示されるとなお良いという意見があった。 

 



3.2.4 検討課題に対する評価結果 

図 3 にデータ依存プロファイルをオフとし、プロファイルの時間とメモリのオーバーヘッドを評価した

結果を示す。データ依存プロファイルありでループ階層構造とそれらのデータ依存を出力する場合、

SPEC2006CPU でおおよそ 50 倍の実行スピード低下、20 倍のメモリ消費が必要となったのに対し、

データ依存プロファイルなしの実際の実行時のループ階層構造のみを出力する場合、3 倍の実行ス

ピード低下、2 倍のメモリ消費に抑えられることが分かった。さらなるオーバーヘッドの低下を目指す一

方で、引き続き、データ依存プロファイルの有り無しの使い分けをツールの利用イメージを具体化させ

つつ検討していく予定である。 

次に、実アプリケーションを用いた評価を行った。今回は、JAIST 尾崎泰 助先生が開発した物質

科学用の計算プログラムである OpenMX を実アプリケーションプロファイルのケーススタディとして使用

した。本アプリケーションは、密度汎関数理論にもとづく電子状態計算をオーダーN で実行するコー

ドである。ループプロファイルの環境として、OpenMX 入力データには Methane.dat、コード生成には

インテルコンパイラを利用し、 –O2 –g オプションと MKL ライブラリを用いて、MPI、OpenMP をオフに

した逐次版のコードとした。本コードを用いて、時間とメモリのオーバーヘッドを評価した。 

図４に OpenMX におけるプロファイリング結果を示す。本結果の可視化においては、実行される命

令が全実行命令数の 2.55 %を超える領域を処理のホットスポットとして、その部分のみの表示を行っ

た。結果より、関数とループのコンテクストツリーによりソースコードを読まなくともコード実行の概要を

把握することが可能であることがわかる。例えば、main 関数の中で関数 readfile、loop 23、関数 outf

ile がそれぞれ一度ずつ呼ばれ、それらの以下に深いループネストがあることが観測された。また、解

析のためにおよそ 6 倍の実行スピード低下、3.5 倍のメモリ消費のオーバーヘッドがあることが分かっ

た。プロファイルのためのコードの影響によるこれらのオーバーヘッドのためキャッシュの挙動が変わっ

てしまっている可能性ありと推測される。 

そこで、コード実行およびコード解析における区間タイムを計測することによりキャッシュの挙動を測

定できるかを調べた。高速な時間計測のためインラインアセンブラにて rdtscp によりマシンクロックサイ

クルを取得した。同時に、コード解析部の時間を短縮するために、基本ブロック単位の命令カウントの

取得を Off とし、動的ライブラリが呼ばれて戻るまでの解析を Off とする改良を行った。評価コードとし

て OpenMX を用いて区間タイムの計測実験を行った。その結果、コード解析部の時間を短縮する工

夫を行った一方で時間計測のオーバーヘッドが新たに発生したため、解析に必要な時間のオーバ

ーヘッドとして引き続き約 3 倍の実行スピード低下が観測された。解析時間の内訳は、アプリケーショ

ンコード実行に約 3 分の 2、コード解析部の実行のための時間として 3 分の 1 が占められていること

が分かった。すなわち、アプリケーションの実行が 2 倍の速度低下があることが分かった。このアプリケ

ーションコード実行部の速度低下はプロファイルのためのコードの影響によりキャッシュの挙動が変わ

ってしまったことに由 来 していると推 測 される。本 アプリケーション解 析ツールにて観 測 しているものは、

ループ単位で各領域の実行時間を測定可能である反面、オリジナルのキャッシュの挙動を乱した時

間を観測していることになると考察されるため、キャッシュの挙動を観測するツールとして利用するため

にはさらなる改善が必要である。 

3.2.5 まとめと今後の課題 

 生産的なチューニングを支援することを目的に開発してきた実行駆動型アプリケーション解析ツー

ルが HPC コード開発の現場において、どの程度実用的に利用できるか、また、生産性が向上するか

どうかの基礎的な検証を行った。本ツールによりループ階層や関数のネスト関係を抽出することで、



流体と構造の連成解析のようなマルチフィジクスにおいてコード実行の全体を俯瞰することが可能と

なるので、有益であるとの議論があった。また、本 WG を通して議論されたアプリケーションのチューニ

ングのノウハウや事例および本ツールに関する議論に基づき、検証するべき項目を策定し、その評価

を行った。検証した項目としては、１）プロファイリング時間のオーバーヘッドの削減手法、２）実アプリ

ケーションでの事例、３）キャッシュ性能の推定方法への応用の 3 点であった。 

 検証の結果、実アプリケーションでのコード解析においても解析するべき情報を取捨選択すること

によりオーバーヘッドは削減できることを示した。また、ループ領域の実行時間は観測されるが、キャッ

シュ性能との連携は観測オーバーヘッドの面で課題があることが分かった。 

以上の結果に基づき、今後の本ツールに必要とされる機能としては、ループ階層構造とキャッシュ

の挙動の関係を調べる機構の開発、解析の興味領域をユーザーが指定するインターフェースの実

装、さらに、HW プリフェッチおよび SW プリフェッチとキャッシュ性能との連携などが挙げられる。 
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図 1 多階層の並列性とハードウェアへのマッピング 

 

 

 

図２ 実行駆動型アプリケーション解析ツール Exana の概要 

 

 



データプロファイルあり： ループ階層構造とそれらのデータ依存を出力 

SPEC2006CPU にて、おおよそ 50x の実行スピード、20x のメモリ消費 

 

 

 

 

 

データ依存プロファイルなし： ループ階層構造を出力 

SPEC2006CPU にて、おおよそ 3x の実行スピード、2x のメモリ消費 

 

 

図３ データ依存プロファイルをオフとし、プロファイルの時間とメモリのオーバーヘッド 



 

 

 

 

 

図４ 実アプリケーションを用いた評価（OpenMX） 

 


