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!"#$%&'()*の+,&環境#



計算ノード

•  .0*B-!C;<-<3D98-E-(0-&9D;@:-<3D98-E-.*-F=G-<3D98-

-

•  !C;<-<3D9H-I,-,43J;=<G-"K/L*8-+M-
–  7,#H-6<G9J-N93<-()L/+IO-PQ349-R-(7,#S.(-Q3498-
–  +,#H-TU6V6%-!98J=-&(*W*-/+,#-

-7,#-.0*+F-E-+,#-.W0W+F-S-.PBW+F-

– &9:34XH-W0+$-

–  ""VH-.(*+$-
–  T9G2345H-YVZ-6<[<;$=<D-R-(-S-B*+\?8-
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TU6V6%-!98J=-&(*W*-

•  00Bコア、/+$メモリ-
•  .*/*-+FK],"-^",_`-W.W-+FK],"-^V,_-
•  メモリバンド幅 .0B-+$18-
•  F94:;（フェルミ）アーキテクチャ-

– ハードウェアキャッシュ-
– 7EEサポート-
– '77-
– その他のF94:;-+,#-

•  !98J=-(*M*1(*L*-シリーズ-

•  +9F34Q9-+!N-0B*1WB*-+!N-



計算ノード構成（!C;<-<3D9）

PQ349-

N93<-NWPM*-

M*)0+F18

PQ349-

N93<-NWPM*-

M*)0+F18

VVZ/-:9:34X-

W0+$-;<-G3G=J

/(+$18 Y,6-

(W)P+$18

,769-()*-R.P-

B+$18

+VVZW--:9:34X-/+$

.W*+$18

YVZ-6<[<;$=<D-0+$18

!98J=-&(*W*-R-/+,#

.0Q349-

F94:;-

W.W+F18-

6]I

6]I

(0+$

/*+$



!"#$%&'-()*-全体概要-

M-



ソフトウェア環境

•  a;<D328-]"を新規にサポート-

•  ジョブスケジューラが変更されたため、バッチジョブ投入
オプションが!8@\=:9.と大きく変わります
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$%&'()*#-".
K;<@R-]" "#"'-K;<@R-'<G94?4;89-"94b94-..-

",.-

a;<D328-]" a;<D328-I,7-"94b94-(**B-Z(

c3\-"QC9D@J94-d34-K;<@R ,$"-,43d988;3<=J

c3\-"QC9D@J94-d34-a;<D328 a;<D328-I,7-"94b94



コンパイラ・ライブラリなど

9

$%&'()*#-".

73:?;J94 6<G9J-73:?;J94-..).)*M(-^標準_-

,+6-7Ve-.*)P-

>QQ-0)/)0-

&,6 ]?9<&,6-.)0)(-^標準_-

&U%,67I(-.)W).-

7#V% /)(-^夏季メンテンナンス以降0)*に）-

7,#用$K%"1

K%,%7e1FF!

&eK-^Cf?H11G8@\=:9)>8;Q)gG9QC)=Q)h?1D3Q81>@;D981

G8@\=:9(1CG:J1?43>4=::;<>)CG:Ji;D0_-

+,#用$K%" 7#$K%"-/)(-^7#V%-!33J5;G-付属）-

+,#用K%,%7e 7#K%-^Cf?H11G8@\=:9)>8;Q)gG9QC)=Q)h?1D3Q81>@;D981

G8@\=:9(1CG:J1?43>4=::;<>)CG:JiQ@J=_-



-"#+,&プログラム作成#



+,#プログラミング-

•  7#V%-71F34G4=<を利用-

•  ]?9<7Kを利用-

•  ,+6アクセラレータコンパイラを利用-



7#V%-7プログラム開発-

•  コンパイラ-
– <bQQ-
– 13?G1Q@D=-ディレクトリ以下にバージョンごとにイ
ンストールされています-

– 現在のデフォルトバージョンは-/)(-です（(*..年B
月/日現在）-

– (*..年B月.W日よりデフォルトバージョンが0)*に
アップデートされます-

•  デバッガ-

– 7#V%標準の Q@D=A>D\-が利用可能です-

– Q@D=A:9:QC9Q5H-メモリエラーチェック-



7#V%-7プログラム開発実習-

•  以下のコマンドをターミナルから入力し、
7#V%プログラムのコンパイル、実行を確認し
てください-

– jkl-はコマンドプロンプトです-

!"#$"
!"#%"&'()*+&,-./&012345)0&
6%789+::8+;8+<&=10=>#7">"
!"4?##"=10=>#7"@("=10="
!">&=10="



7#V%-F34G4=<プログラム開発-

•  コンパイラ-
– 7#V%-F34G4=<コンパイラが利用可能-

•  ,+6コンパイラがサポート-
• 通常の,+6-F34G4=<コンパイラによりコンパイル可能-

!"#$"
!"#%"&'()*+&,-./&012345)0&
6%789+::8+;8+<&A()=)54&25=27B>/CD">"
!"%6A()=)54"25=27B>/CD"@("25=27B"
!">&25=27B"



]?9<7Kプログラム開発-

•  TU6V6%-+,#用]?9<7K開発ツールキットは
7#V%ツールキットおよび+,#ドライバに付属-

•  ]?9<7Kヘッダーファイル、ライブラリ-
– 13?G1Q@D=1/)(1;<QJ@D917K-以下-

– 1@841J;\P01J;\]?9<7K)83-
•  コンパイル方法-

– jA613?G1Q@D=1/)(1;<QJ@D9l-
•  リンク方法-

– jAJ]?9<7Kl--



,+6アクセラレータプログラム開発-

•  ,+6アクセラレータ拡張-

– ]?9<&,のような指示文により一部を+,#実行-

•  ]?9<&,では指示文によりループを並列実行-

•  ,+6アクセラレータ拡張ではループを+,#により並列実
行-

•  ,+6コンパイラによりコンパイル-

– コンパイルオプションに-jAG=S<b;D;=l-を追加-



,+6指示文サンプルコード-

i;<QJ@D9-m8GD;3)Cn-

i;<QJ@D9-m8GDJ;\)Cn-

i;<QJ@D9-m=8894G)Cn-

;<G-:=;<^-;<G-=4>Q`-QC=4o-=4>bpq-_-r-

----;<G-<-S-.****s------1o-8;O9-3d-GC9-b9QG34-o1-

----t3=G-o498G4;QG-=s--1o-GC9-b9QG34-o1-

----t3=G-o498G4;QG-4s--1o-GC9-498@JG8-o1-

----t3=G-o498G4;QG-9s--1o-9R?9QG9D-498@JG8-o1-

----;<G-6s-

----=-S-^t3=Go_:=JJ3Q^<o8;O93d^t3=G__s-

----4-S-^t3=Go_:=JJ3Q^<o8;O93d^t3=G__s-

----9-S-^t3=Go_:=JJ3Q^<o8;O93d^t3=G__s-

----d34^-;-S-*s-;-m-<s-EE;-_-=p;q-S-^t3=G_^;E._s-

続く-



,+6指示文サンプルコード-
-

----i?4=>:=-=QQ-49>;3<-

----r-

--------d34^-;-S-*s-;-m-<s-EE;-_-4p;q-S-=p;qo()*ds-

----u-

----1o-Q3:?@G9-3<-GC9-C38G-G3-Q3:?=49-o1-

--------d34^-;-S-*s-;-m-<s-EE;-_-9p;q-S-=p;qo()*ds-

----1o-QC9Q5-GC9-498@JG8-o1-

----d34^-;-S-*s-;-m-<s-EE;-_-

--------=8894G^-4p;q-SS-9p;q-_s-

----?4;<v^-wxD-;G94=g3<8-Q3:?J9G9Dy<w`-<-_s-

----49G@4<-*s-

u-

-



,+6アクセラレータコンパイラ実習-

•  必須!,+6コンパイラに-zG=S<b;D;=-オプション
を追加-

•  推奨!-A&;<d3-オプションによりコンパイラに
よる+,#コード生成の情報を表示-

!"#$"
!"#%"&'()*+&,-./&012345)0&
6%789+::8+;8+<&%63E5##&#:>#">"
!"%6##"#:>#"@=5F4?3$75"8G34A("@("#:"
!">&#:"



,+6アクセラレータコンパイラ実習-

•  コンパイル時のメッセージ-

G(=**P.M/HG:?k-?>QQ-Q.)Q-AG=S<b;D;=-A&;<d3-A3-Q;.------

:=;<H-

-----(/`-+9<94=g<>-Q3?X;<^=p*H<A.q_-

---------+9<94=g<>-Q3?X3@G^4p*H<A.q_-

---------+9<94=g<>-Q3:?@G9-Q=?=\;J;GX-.)*-\;<=4X-

---------+9<94=g<>-Q3:?@G9-Q=?=\;J;GX-.)/-\;<=4X-

-----(W`-K33?-;8-?=4=JJ9J;O=\J9-

---------%QQ9J94=G34-594<9J->9<94=G9D-

---------(W`-i?4=>:=-=QQ-d34-?=4=JJ9J`-b9QG34^(WP_-

-------------77-.)*-H-/-49>;8G948s-(*-8C=49D`-/P-Q3<8G=<G`-*-J3Q=J-:9:34X-\XG98s-.**-3QQ@?=<QX-

-------------77-.)/-H-/-49>;8G948s-(*-8C=49D`-/P-Q3<8G=<G`-*-J3Q=J-:9:34X-\XG98s-.**-3QQ@?=<QX-

-



/"#+,&プログラム実行#



テスト実行（無料）-

•  インタラクティブノード上で実行-

– 制限：　実行時間/*分まで、並列度0プロセス、メモリ６+$-

–  +,#の利用に関しては時間以外に制限なし-
–  コマンドラインで直接プログラムを実行可能-

•  無料キューで実行-

– 制限：　(ノード、.*分まで-

–  ノード内プロセス数・メモリ利用量に制限なし-
–  +,#利用に関しても制限なし-
– バッチキューにジョブを投入して実行-

•  キュー：　"、グループ：　無指定-

•  例：　=907H"8I"-"8B"他のオプション ジョブスクリプト"

制限を超えた利用は他の利用者の迷惑になるため注意-



バッチキューの使い方-

G(8@\コマンドの基本

•  {1G98Gにある:X?43>というプログラムを、"キューで実行する場合-

^._ スクリプトファイルを作っておく ^たとえばh3\)8Cというファイル_-

-

-

-

-

^(_-G(8@\コマンドで投入-

-

-A|-RRRH-キュー名を指定-

-Aa->43@?}J;8GSRRRH-!"#$%&'グループ番号を指定-

i~1\;<18C-

QD-kI]&'1G98G-

)1:X?43>
h3\)8Cファイル

G(8@\-za->43@?}J;8GSRRR-z|-"-)1h3\)8C

23



本実行用キュー（有料）-
•  "キュー-

–  指定した台数のノードを専有して利用-

–  システムが順番にリクエストされたジョブを処理-

•  Iキュー-
–  "キューと同様に指定した台数のノードを専有して利用-

–  ただし、バッチキュー形式ではなく!"#$%&'ポータルより利用したい
日付・台数を予約して利用（カレンダー予約）-

•  Cf?H11?34G=J)>)>8;Q)gG9QC)=Q)h?1-!-「ノード予約」-

–  予約が入れば指定した日に確実に利用可能-

–  多数ノードを利用する場合に最適-

–  利用料"キューの.)(W倍-

•  +キュー-
–  各ノードの/台の+,#および7,#0コア（ハードウェアスレッド数８）のみ
利用-

•  残り８コアは仮想マシンにて利用（Uキュー）し、7,#ジョブと+,#ジョブを共存-

–  "キューの半額-



節電・ピークシフト運用-

•  節電のため一部変則的な運用-

•  �キュー-

– (**ノード-
– "キューと同様の構成（+,#利用可）-
– ただし、実行時間１時間まで-

– さらに、電力使用量を緊急に削減する必要があ
る場合はジョブを強制終了しノードをシャットダウ
ン-

– 利用料は"の*)B倍-

キュー稼働状況 !-Cf?H11:3<)>)>8;Q)gG9QC)=Q)h?18@::=4X1-



有料キュー利用シナリオ-

•  +,#のみを用いる場合-
– +キューがおすすめ-

– 利用料金"の半額-

– ただし、7,#コアは0コアのみ-

•  7,#もそれなりに用いる場合-
–  "または�がおすすめ-

– 短い実行時間のジョブならば�の方がお得-

•  大規模実行（数百ノード）の場合-
– Iキューで予約する方法が確実-

– ただし、最低利用時間が.日のため短時間利用の場
合には利用料金的に非効率-

–  "キューが混んでいる場合、急ぎで確実に実行したい
場合も有効-



0"#性能解析、デバッグ#



プロファイラ-

•  j73:?@G9-U;8@=J-,43[J94l-

– TU6V6%-7#V%ツールキット付属-

–  13?G1Q@D=1/)(1Q3:?@G9?43d1\;<1Q3:?@G9?43d-

•  7#V%および]?9<7Kプログラムの性能解析をサ
ポート-
– 実行時間-

–  ,76データ転送サイズ-

– メモリアクセス回数-

– 分岐回数-

– 実行命令数-

– キャッシュミス回数-

– など-



7#V%用デバッガ-

•  Q@D=A>D\-
–  TU6V6%による+V$の拡張-

–  K;<@R専用（7#V%-0)*より]"-Nもサポート）-
–  7#V%-G33J5;G付属-

–  !"#$%&'で利用可能-

•  ,=4=JJ9J-T8;>CG-
–  TU6V6%によるU;8@=J-"G@D;3用プラグイン-
–  無料-

–  性能解析等を含む非常に豊富な機能を搭載-

•  !3G=JU;92-
–  商用-

–  !"#$%&'で利用可能-

•  VV!-
–  商用-



7#V%A+V$-

•  +V$-
–  K;<@R標準のデバッガ-

– 標準的なデバッガの機能を搭載-
•  シングルステップ実行、ブレイクポイント、など-

•  7#V%A+V$-
– +V$をベースに+,#上のプログラム実行のデバッグ
をサポート-

– ホストコードは通常の+V$と同様にデバッグ可能-

– カーネル関数のシングルステップ実行やブレイクポイ
ントの設定が可能-

•  両者ともコマンドラインインターフェイスのみ-
–  !3G=JU;92などはより使いやすい+#6を提供-


