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体制

代表
今村 俊幸 (電通大)

研究統括・適応型自動チューニング実装方式の研究
分担

片桐 孝洋 (東京大)
固有値ソルバのチューニング・適応型自動チューニング方式の研究

須田 礼仁 (東京大)
適応型自動チューニングモデル化の研究と特殊関数のチューニング

高橋 大介 (筑波大)
適応型自動チューニング機構付高速フーリエ変換のチューニング

山本 有作 (神戸大)
適応型自動チューニングの概念モデルの研究・疎行列ソルバのチュー

ニング
中島 研吾 (東京大)

適応型自動チューニング機能＋前処理付反復法ソルバの開発
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研究目的

マルチコアCPU・Cell・高性能アクセラレータ・GPGPUなど高性能計算を下支えする
ハードウェアアーキテクチャが複雑化することにより、高性能計算を恒常的に維
持するための重要な要素「自動チューニング技術」が現在以上に必要となってくる。
従来は、コンパイラやいわゆる専門家による「匠の技」としての扱いがなされてきた
が、前述のアーキテクチャはすでに我々の身近に存在しこれらの上で十分な性能を
発揮できない問題が存在する。これは、将来的な次世代スパコンなどの開発にも大
きな影響を与えかねない。本研究のゴールとする適応型自動チューニングにおいて

は、多様な計算機アーキテクチャの動的な変化や過去の統計情報の取り扱
いが重要な役割を果たす。本研究では、同機能を実現するため

 各種パラメタを適応かつ自動的にチューニングするためのソフトウェア・フレーム
ワークの確立、

 同フレームワークを利用したマルチコア複合環境での高性能数値計算ライブラリの
実現

の２点に焦点を当てる
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研究背景 1/2
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1. マルチコアシステムの普及

 今やスパコンだけではなく、ラップトップでも！

 市場にあるプロセッサの種類は、爆発的に増加

 GPGPUも計算リソースになっている

2. チューニングの困難さ
 対象数の増加チューニングコストの増加

 ハードウェア構成の組み合わせの僅かな違いでもチューニ
ング戦略が異なる数値として表しにくく、経験がものをいう

AMD Opteron six-core
ClearSpeed CSX700

IBM PowerXCell8i processor

Intel Nehalem-EX eight core



研究背景 2/2
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3. 市場の速さ

 プロセッサリリースのサイクルの短期化

 異なる思想で設計されたMPUの出現が繰り返す
 Intel P3->P4->Core->Corei->Larabbee??

 Athron->Phoenom->FusionCore??

 GT8->GT9->GTX200->Fermi->??

 マルチコア技術は必須である。

 マルチコア向け自動チューニング技術の確立が急務

AMD Opteron six-core
ClearSpeed CSX700

IBM PowerXCell8i processor

Intel Nehalem-EX eight core



研究背景 2/2
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AMD Opteron six-core
ClearSpeed CSX700

IBM PowerXCell8i processor

Intel Nehalem-EX eight core

シングルコアチューニング技術は
ある程度確立している。
マルチコアは？
少なくともシングルコアの技術は包含されるが、
プラスアルファ・複合要因はわかっていない！



研究項目 1/4
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1. マルチコアシステムでチューニングされた数値ライ
ブラリの性能評価マルチコアを知る

T2K、ＲＩCC(姫野科研との連携)

GPGPU, Cell PS3, PowerXCell8i

BLAS, FFTWなどの基本性能測定

AMD Opteron six-core

ClearSpeed CSX700
IBM PowerXCell8i processor

Intel Qnehalem-EX eight core

T2K Open suercom @ Tokyo RICC @ Riken

SPARC64 VIIIfx



具体的項目 2/4
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2. マルチコアを中心に新しい適応型自動チューニング方
式の実現、チューニング情報の共有基盤構築

 チューニングノウハウ、パラメタ

 チューニング技法の情報化DB再利用

3. 適応チューニングのモデル化

 概念モデル構築

4. 適応型自動チューニング方式のフレームワーク構築
次ページに続く



具体的項目 3/4
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4. 適応型自動チューニング方式のフレームワーク構築

 動的な変化、数の制御、配置戦略

 過去の情報と推測を利用

適応自動チューニング過程

情報の

蓄積と整理

実行・ジョブ
実行

最良パラメタ
の選択

知識データベース

他コア・
他ノード
連携

実時間パラメタ
モニタリング

実時間プロ
ファイリング

（コスト推定）



具体的項目 4/4
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5. 実問題への応用

 疎行列ソルバ
 短絡回路解析（大規模疎行列の逆行列の対角要素を計算）

 過渡電流解析(疎行列の性質に応じたアルゴリズム選択)

 前処理付ソルバ

 固有値計算
 ナノ、バイオ系を対象

 MPIの集団通信
 Allreduce, alltoall



今村基盤Ｂ総括（分担者個別テーマ）

 新しい、マルチコア、マルチプロセッサプラットフォー
ムに対応するチューニング方式

ボトムアップアプローチ

 今村：マルチコアでのチューニング手法、パラメタ選定
 T2K, RICC

 Cell-PS3, PowerXCell8i, GPU

 片桐：性能データペース、ＡＴ情報の再利用
 疎行列反復解法

 マルチコア事例

 Xabclibの利用

 須田：動的ＡＴの数理、概念モデル
 Aging

 変化の検出
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今村基盤Ｂ総括（分担者個別テーマ）

 高橋：ＦＦＴのＡＴ（ペタ・エクサに向けて）
 O(100万)の並列性の確保

 再帰的Six-step FFT

 多段階Alltoall

 山本：疎行列ソルバのＡＴ、応用を視野に
 マルチコアチューニング手法の確立

 パラメタ同定従来ATのフレームワーク

 応用２題

 中島：マルチコア環境での前処理付反復法
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今村基盤Ｂ総括

 マルチコアのチューニング
 とにかく方式を調べる

 チューニングの「つまみ」をとりだそう

 「つまみ」の関連性を「匠の技」と考えずに、数理を使って調べよう

 再利用できるようにDB化しよう

 実際に再利用する仕組みを構築しよう

 ペタ・エクサに繋げる研究
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