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非常に重要になります。また，マルチノードを使用した大

規模分散並列処理プログラム開発のデバッグ・チューニン

グの困難さを軽減するプログラム開発支援機能も必要とさ

れています。

SX-8では，SX-4，SX-5，SX-6シリーズの時代から定評

ある優れた最適化，自動ベクトル化，自動並列化機能をさ

らに発展させたコンパイラFORTRAN90/SXとC++/SX，

分散並列プログラム・インタフェースとして，SX-8向けに

機能拡張およびチューニングを行ったHPF/SX V2，MPI/SX，

MPI2/SXを提供しており，ハードウェアの持つ高い性能を

容易に引き出すことが可能となっています。

また，プログラム開発を支援する統合開発環境PSUITE

のほか，種々の優れたデバッグ・チューニングツールを提

供しています。

2．FORTRAN90/SX

Fortranは1954年頃，科学技術計算用に設計された最も

古いコンピュータ言語の1つです。ハードウェアの性能を

引き出すことを重視した仕様となっており，実行性能を重

視するHPC（High Performance Computing）の分野では

現在でも最も多く使われています。

FORTRAN90/SXは1997年（JISは1998年）に改正され

たFortran規格（ISO/IEC 1539，JIS X3001:1998，通称

Fortran95）に完全準拠したコンパイラです。

以下では，SX-8向けの高速化技術に関する機能や特長を

中心に紹介します。

2.1 最適化機能

FORTRAN90/SXは，最適化機能として共通式削除，ル

ープ内不変式のループ外への移動，手続きのインライン展

開機能，ループアンローリングなどの一般的な最適化機能

に加え，Fortran95の配列構文の最適化，SX-8のハードウ

ェア向けに分岐を越えた命令並べ換え最適化を行っていま

す。
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要　旨

SX-8では，優れた最適化・ベクトル化・並列化機能を持

つFortranコンパイラFORTRAN90/SXおよびC/C++コ

ンパイラC++/SX，分散並列処理用のデファクト標準言語

であるHPFコンパイラHPF/SX V2，さらに分散並列処理

プログラム・インタフェースMPI-1.2，MPI-2.0仕様に完全

準拠したMPI/SX，MPI2/SXを提供しています。また，大

規模分散並列プログラムのデバッグ・チューニングを容易

に行えるプログラム開発支援環境も提供しています。

本稿では，これらのプログラミング開発環境におけるSX-8

向けの高速化技術に関する機能や特長について紹介します。

Advanced Fortran compiler FORTRAN90/SX, C and

C++ compiler C++/SX and distributed-memory parallel

processing language HPF compiler HPF/SX V2 are avail-

able for SX-8. These compilers provide advanced opti-

mization, automatic vectorization and parallelization fea-

tures to take full advantage of SX-8’s high performance.

For distributed-memory parallel programming, NEC pro-

vides the MPI/SX and MPI2/SX libraries which are opti-

mized for SX-8. Furthermore, various debugging and tun-

ing tools for large-scale distributed parallel program on

SX-8 are available.

This paper introduces the major features and tech-

niques for exploiting the potential power of SX-8 hard-

ware. 

1．まえがき

スーパーコンピュータSX-8は，科学技術計算分野，特に

数値シミュレーションの分野における大規模超高速計算の

ニーズに応えるための強力なハードウェア機能を提供して

います。この強力なハードウェアを使いこなし，高性能を

引き出すためにはコンパイラ，実行時ライブラリの能力が
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な知識がなくても簡単にノード内最大8台すべてのプロセ

ッサを効率良く利用することが可能です。また，自動並列

化機能のほかにも，共有メモリ型並列処理向け標準APIで

あるOpenMP Version 2.0 もサポートしています。

FORTRAN90/SXの自動並列化機能は，DOループ，配

列構文，WHERE構文，FORALL構文を解析して，データ

の依存関係が並列化可能なものとなっているか，また，並

列化して性能向上を得るのに十分な処理量（粒度）がある

かどうかを判定し，並列化を行います。さらに，並列化の

適用範囲を広げるため，科学技術計算でよく使われるリダ

クション演算の並列化もサポートしています。

総和，内積などのリダクション演算は，ループの1つ前

の繰り返し回の結果を使用して次の値を計算するため，そ

のままでは並列化できません。コンパイラは，プロセッサ

ごとに部分的な結果を計算し，最後に各プロセッサで求め

られた結果をまとめて最終的な結果を得るようなコードに

変換して，リダクション演算を並列化します。

図2に総和を並列化したときの処理イメージを示します。

3．C++/SX

C++/SXは，Cコンパイラ，C++コンパイラの2つの機

能を含んだコンパイラ製品です。CコンパイラはC言語の

国際規格ISO/IEC 9899：1990に準拠しており，C言語の

新しい規格であるISO/IEC 9899：1999 （通称C99）の科

学技術計算に有用な言語仕様も取り込んでいます。C++コ

ンパイラはC++言語の国際規格ISO/IEC 14882：1998に

準拠しており，例外処理（Exception），実行時型同定

（Run-Time Type Identification：RTTI）機能，標準テン

プレートクラスライブラリ（Standard Template Library：

STL）などを利用することができます。

C，C++コンパイラ共にFORTRAN90/SXと同等の高度

な最適化，自動ベクトル化，自動並列化機能を利用するこ

とができます。

3.1 OpenMP C/C++

C++/SXは，共有メモリ型並列処理機能の標準APIであ

るOpenMP C/C++ Version 2.0に対応しています。これによ

（1）配列構文の最適化

Fortran90規格で強化された配列構文に対して，複数の

同じ形状を持つ配列代入文をまとめて1つのループとする

配列代入文の融合やSUM，MAXVAL，RESHAPEなどの

配列組込み関数のインライン展開といった種々の最適化を

行います。

図1に配列代入文の融合の例を示します。このように，

ループをまとめることにより，ループ制御のオーバヘッド

を減らせるだけでなく，後で述べる自動ベクトル化・自動

並列化でより効率的な実行プログラムを生成できるように

なります。また，配列組込み関数がインライン展開されて

できたループも自動ベクトル化/自動並列化の対象となりま

す。

（2）分岐を越えた命令並べ換え

FORTRAN90/SXは，ハードウェアの動きをシミュレー

トし，ハードウェア資源を最大限活用できるように命令列

を最適な順番に並べ換えます。

SX-8はスーパースカラの採用により複数命令の同時実行

が可能です。命令並べ換え最適化により命令の並列性を上

げることでプログラムの実行性能が向上します。FOR-

TRAN90/SXでは，分岐命令をまたいだ広い範囲の命令列

の並べ換えを行うことが可能なため，より高い命令の並列

性を得ることができます。

2.2 自動ベクトル化機能

FORTRAN90/SXは，SX-4，SX-5，SX-6シリーズで培

った高度な自動ベクトル化機能を受け継ぎ，さらにFortran95

規格向けを中心とした機能強化を行っています。

ベクトル化の対象となるのは，DOループ，DO WHILE

ループ，IF文によるループ，配列構文，WHERE構文およ

びFORALL構文です。

配列構文は，前節で述べたように，同一の形状を持つも

のが1つのループにまとめられ，そのループに対してDOル

ープと同様にループ入れ換え，一重化などのループ最適化

が適用されて，より効率の良いベクトル命令列が生成され

ます。また，配列組込み関数がインライン展開されてでき

たループに対してループ最適化，ベクトル化を行います。

2.3 並列処理機能

FORTRAN90/SXの優れた自動並列化機能により，特別

図1 配列代入文の融合
Fig.1 Loop fusion of array assignment statements.

図2 総和の並列化
Fig.2 Parallelization of summation.
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restrict修飾子の指定を行うことでベクトル化を促進するこ

とができます。

double x[N], y[N], z[N];

double func(double * restrict p,

double * restrict q,

int n)

{

int i;

for (i = 1; i < n; i++) {

p[i] += q[i] + (x[i]+y[i-1]*z[i+1])/3.0;

}

return p[n-1];

}

restrict修飾子はC99で追加された新しいキーワードで，

const，volatileなどと同じ種類の修飾子であり，特にポイ

ンタを修飾するものです。ポインタがrestrict修飾されて

いるときには，ポインタの指示先がエリアスを持たないこ

とを意味します。restrict修飾子を使うとベクトル化などで

の依存解析が容易になり，ベクトル化が促進されます。

restrict修飾子はC言語の規格であるC99に含まれますが，

C++/SXではC言語，C++言語の両方で利用することがで

き，C++言語ではリファレンスに対しても指定することが

できます。

さらに，restrict修飾子は自動並列化機能と共に利用で

き，並列化を促進することで，プログラムをより高速化す

ることができます。

4．HPF/SX V2

HPFは，Fortranを拡張した分散並列処理のデファクト

標準言語です。HPFにより，既存のFortranプログラムに

コメント形式の指示文を挿入するだけで，簡単に分散並列

プログラムが記述できます。ユーザは主として並列プロセ

ッサ間でのデータの分散のみを記述し，処理の並列化やプ

ロセッサ間のデータ通信などはコンパイラが自動的に行い

ます。そのため，並列プログラミングの初心者でも，容易

に保守性に優れた並列プログラムを開発できます。

SX-8で提供されるHPFコンパイラ，HPF/SX V2は，

HPF 2.0仕様，およびHPF 公認拡張とHPF/JA 拡張の主

要な仕様をサポートしています。さらに，不規則なアクセ

スパタンを持つ問題に適した独自拡張仕様も利用可能です。

図3にHPF/SX V2による並列処理を示します。HPF/SX

V2は，ユーザの指示に従いプロセッサ間へデータを分散し

た後，自動的に並列化の可否を判定し，データアクセスの

局所性を考慮した最適な処理の並列化を行って，通信ライ

ブラリを含むFortranコードを生成します。

ユーザは，データ分散の指示に加えて，適宜，処理の並

列化や通信制御のための指示文を追加したり，究極的な高

り，SX-8のノード内最大8プロセッサを用いた並列処理プ

ログラムを容易に作成することができます。また，ほかの

プラットフォームで動作しているOpenMPプログラムも非

常に容易にSX-8に移植することができます。

OpenMP C/C++の機能を利用するときには，ソースプ

ログラムの並列化を指示するためのコンパイラ指示文

（#pragma行）やOpenMPのライブラリ関数の呼び出しを

ソースプログラム中に記述します。以下はOpenMP C/C++

のコンパイラ指示文を使い，プログラムを並列化したとき

の例です。計算で頻繁に利用される総和演算（summation）

などは，reduction句を指定すると容易に並列化することが

できます。num_threads句は，OpenMP C/C++ Version

2.0で新たに追加された句で，当該並列リージョンの実行で

使用するOpenMPスレッド数を指定するものです。

zeta = temp11 = temp12 = 0.0;

#pragma omp parallel private(i,j) num_threads(8)

{   /* start of parallel region */

#pragma omp for nowait

for (i=1; i <= NA+1;i++) {

x[i] = z[i] = 1.0;

}

#pragma omp for reduction(+:temp11,temp12)

for (j = 1; j<= last-first+1; j++) {

temp11 = temp11 + x[j]*z[j];

temp12 = temp12 + z[j]*z[j];

}

#pragma omp single

temp12 = 1.0/sqrt(temp12);

#pragma omp for 

for (j = 1; j <= last-fisrt+1; j++) {

x[j] = temp11 + temp12 * z[j];

}

} /* end of parallel region */

3.2 自動ベクトル化・自動並列化機能

C++/SXでは，FORTRAN90/SXと同等の高度な最適

化，自動ベクトル化，自動並列化機能に加えて，C/C++言

語固有の言語仕様に対するベクトル化機能が強化されてい

ます。以下では，特にポインタを使ったベクトル化機能の

強化について説明します。

C++/SXがポインタを含むループのベクトル化を試みる

ときは，ポインタ自身の定義，引用関係を調べ，ベクトル

化可能かどうかチェックします。そのポインタがエリアス

（別名による参照）を持つときにはポインタの指示先とエリ

アスの依存関係も調べます。このとき，ポインタを表す式

が複雑であったり，エリアスを複数持つなどのエリアスと

の関係が複雑であるとき，依存関係を調べきれず，ベクト

ル化を中断することがあります。このような場合でも次の
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れています。このグローバルメモリはノード内のMPIプロ

セスどうしで共有できるだけでなく，IXS装置を介して，

ノードにまたがったMPIプロセスどうしでも共有可能なメ

モリ空間です。MPI/SXでは，このグローバルメモリ上に

通信用のバッファ領域を確保しMPIプロセス間のデータ転

送，すなわち通信を実現しています。しかし，一般には通

信バッファを用いたデータ転送の場合，あるMPIプロセス

のユーザ配列から通信バッファへ，さらに通信バッファか

らもう一方のMPIプロセスのユーザ配列へ2回のメモリコ

ピーが発生し，このために最大スループット性能としては，

ハードウェアピーク性能の半分以下の性能しか得ることが

できません。これに対してMPI/SXでは，2つの通信バッ

ファを準備利用することにより，一定サイズ以上の通信に

ついては，2つのコピー処理を重複処理させるパイプライ

ニング方式を適用しデータ転送を行うよう高速化していま

す（図4）。この方法により，データ転送長が大きくなるほ

ど最大性能として，1回のメモリコピーとほぼ同等のスル

ープットが得られるようになります。このパイプライニン

グ方式は，ノード内の通信だけでなく，ノード間通信にも

適用しています。高速化を適用しなければ，ローカル側と

リモート側2回のメモリコピーと1回のIXS転送による処理

時間となりますが，約1回のメモリコピーと1回のIXS転送

の処理時間で通信を行い高速化を図っています。さらにSX-

8向け強化として，2RCUタイプのIXS接続時には，IXSデ

ータ転送についても，パイプライニングのアルゴリズムを

取り入れて，コピー処理に加えIXS転送処理をなるべく重

複させて行うようにし，1RCUタイプのIXS接続と比較し，

全体のスループット性能を最大で25%以上向上させています。

以上の高速化手法により，SX-8では，ノード内通信の最

大スループット性能として最大27.7Gバイト/秒（シングル

コピー性能比86％）以上を，IXS接続（2RCUタイプ）の

ノード間通信としては11.8Gバイト/秒（IXSピーク性能比

73％）以上を達成しています。

速化を図るため，プログラムの一部分だけをMPIを用いて

記述するなど，段階的にチューニングを行うこともできます。

HPF/SX V2の特長として，SX-8が持つ3階層の並列性，す

なわち，ベクトル，共有メモリ並列，分散メモリ並列をミ

ックスして最適に利用可能であることが挙げられます。

HPF/SX V2では，ユーザが，HPFプログラムにベクトル

化・共有並列化のための情報をコンパイラに与えるコンパ

イラ指示行を挿入し，よりきめ細かな共有並列化・ベクト

ル化制御を行うこともできます。

SX-8に対応したHPF/SX V2では，プロセッサ数の増加

に伴い重要となる配列の多次元方向への分散，並列化に適

した独自拡張の部分REFLECT指示文などが強化されてい

ます。

5．MPI/SX, MPI2/SX

MPI/SXおよびMPI2/SXでは，MPIフォーラムにおい

て策定されたMPI-1.2およびMPI-2.0のすべての仕様をサポ

ートしています。機能は手続き呼び出しのインタフェース

で提供されFortran，C並びにC++のプログラムコードか

ら利用することができます。SXの利用者は，必要なMPI

機能の手続き呼び出しにより，メッセージパッシング形式

の分散並列プログラミングを行うことが可能です。

分散並列プログラミングにおいて並列化に伴い発生する

データの通信にかかる処理時間などは，並列化効率向上を

妨げる要因となるため，高速な通信性能を提供する処理系

が重要です。MPI/SXではSXのハードウェア性能を十分に

引き出すべく，高速化を施しています。ここでは，データ

転送のスループット性能の高速化手法の実装について紹介

します。

MPIプロセス別に，ユーザ配列に対して割り当てられる

通常のメモリ空間は，ほかのMPIプロセスから直接参照や

更新を行うことができません。したがって，この場合，一

般的な通信処理の実装としては，プロセス間で共有可能な

特別なメモリ空間を利用します。SXでは，OSによりグロ

ーバルメモリという特殊共有メモリ空間がMPI用に提供さ

図3 HPF/SX V2による並列処理
Fig.3 Parallelization by HPF/SX V2.

図4 パイプライニング方式によるデータ転送
Fig.4 Data Transfer with Pipelining Method.
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6．プログラム開発支援機能

SX-8のプログラム開発支援機能は，統合開発環境PSUITE

や分散並列プログラミング向けの社外導入デファクトツー

ルなど，従来のSXシリーズで実績のあるプログラミングツ

ール群を継続的に強化して提供しています。

近年のHPCにおいては，スケーラビリティやコストパフ

ォーマンスの良さ，さらには，MPIなどの標準化されたプ

ログラミング手法の定着により，分散並列処理が普及しそ

の重要性がいっそう高くなっています。一方で，そのため

のプログラム開発は，デバッグやチューニングなどいっそ

う困難なものとなり，優れたプログラム開発支援機能が不

可欠となります。以下では，SX-8の主要なプログラミング

開発支援機能に関して，特に分散並列処理に焦点を当てて

述べます。

6.1 統合プログラム開発環境

各プログラム開発工程の作業を統一した環境のなかで行

うことにより，生産性向上が期待できます。統合開発環境

PSUITE（図5）は，編集，翻訳，実行などの基本的な作

業を行う機能に加え，チューニング機能，デバッグ機能，

プログラム解析機能，プロジェクト構成管理機能といった

豊富な機能を備えています。これらの機能を駆使した複雑

な作業も，GUIや機能間連携による分かりやすく便利なイ

ンタフェースで行うことができます。また，作業のほとん

どをPCやワークステーションなどのクロス環境において，SX-

8の利用時間や負荷に影響を受けずに行うことができます。

6.2 性能解析

SX-8の高性能を引き出せるように，利用目的に応じて，

ftraceなどの手軽に使えるツールからVampirなどのGUIを

駆使して高度な解析が行えるツールを提供しています。

ftrace（簡易性能測定機能）は，コンパイラ付属の性能

測定ツールであり，プログラムの各領域（各ルーチンや，

ユーザによって定義された領域）の各種の性能値をテキス

トベースで表示します。分散並列対応としては，ルーチン

ごとに，各MPIプロセスの性能情報を比較表示してロード

バランスを調査できるほか，MPI通信の通信時間，通信待

ち時間，平均通信データサイズ，総通信回数，総通信量な

どのMPIのチューニングに必要な性能情報を採取し表示し

ます。

PSUITEの性能解析機能であるPSUITEPerfもプログラ

ムの各領域の性能値を採取し，GUIによって表示します。

MPIプログラムにも対応しており，ルーチンやループごと

の性能値を3次元グラフで表示し，MPIプロセス間のロー

ドバランスを視覚的に把握することができます。

Vampirは，ドイツPallas社（現Intel社）が開発した

MPIプログラムの性能解析ツールで，SX以外でも広く利

用されている実績のあるツールです。MPIプログラムのチ

ューニングでは，プロセス間のメッセージのやりとりを把

握し改善策を取ることが必要であり，Vampirはその採取

と表示を行います。また，大規模分散並列処理への対応の

ため，多数のプロセス情報をスケーラブルに表示する機能，

採取情報（トレースファイル）の構造化，必要情報に絞っ

図5 統合プログラム開発環境PSUITE
Fig.5 Integrated program development environment PSUITE.
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た情報採取を行うフィルタリング機能などを有しています。

6.3 デバッガ

dbxとその共有並列処理向け拡張であるpdbx，分散共有

並列処理をサポートしたTotalViewを提供しています。

dbxおよびpdbxは，SXマシン上でコマンドラインで利

用できるほか，クロス環境のPSUITEからGUIで利用する

ことができます。また，計算結果の異常を視覚的に検出で

きるように，配列データを2次元および3次元のグラフで表

示する機能を備えています。

TotalViewは，米国Etnus社から導入している定評ある

分散共有並列処理対応デバッガです。GUIをベースとした

使いやすく覚えやすいインタフェースを有し，MPIによる

分散並列プログラム，スレッドによる共有並列プログラム，

その混合型など多様なプログラムのデバッグに対応してい

ます。

7．むすび

本稿では，SX-8におけるコンパイラ，MPIライブラリお

よびプログラム開発支援機能について紹介しました。

今後も，SX-8のハードウェア性能をさらに引き出すため

のFORTRAN90/SX，C++/SX，HPF/SX V2の最適化お

よび言語機能の強化，MPI/SX，MPI2/SXの性能チューニ

ングによる高速化などを行っていく所存です。

＊ TotalViewはEtnus社の米国における登録商標です。
＊ その他，本稿に記載の会社名は，各社の商標または登録商標です。
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