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概要

反復型ステンシル計算は科学技術計算における重要な計算パターンの一種である。反復型ステンシル計算ではメ

モリアクセスコストが深刻なボトルネックになることが知られており，それを軽減するために時空間タイリングと

呼ばれる手法が研究されている。一方，近年，CPUのマルチコア・メニーコア化が進んでおり，メモリアクセスコ

ストの軽減とともに，十分な並列性の確保が求められている。本稿では，マルチコア・メニーコア CPU環境での反

復型ステンシル計算に適した時空間タイリングの手法の検討の初期段階として行った，マルチコア CPU 環境上で

の 2次元 5点ステンシルに対する時空間タイリング手法の性能評価の結果を報告する。

1 はじめに

科学技術計算に頻出する計算パターンのひとつに反

復型ステンシル計算と呼ばれるものがある。反復型ス

テンシル計算の性能は計算機システムのメモリアク

セス性能に律速されることが知られており，高性能化

のためにはメモリアクセスコストを軽減する必要があ

る。この問題に対して，時空間タイリング（もしくは

テンポラルブロッキング）と呼ばれる手法が広く研究

されている [1, 2, 3]。時空間タイリングは，参照する

データの局所性が向上するように処理手順を変更する

手法であり，キャッシュメモリを活用することでメイ

ンメモリからのデータ転送コストを削減する。

一方，近年，CPUのマルチコア・メニーコア化が進

んでいる。メモリアクセス性能は演算性能に対して相

対的に低下する傾向にあるため，メモリアクセスコス

トの削減は引き続き重要な課題であるが，コア数の増

加にともない，十分な並列性を確保することも高い性

能を得るために必須となった。

現在，我々は，反復型ステンシル計算の一種であり，

電磁場解析の代表的な数値計算手法である FDTD法に

関して，既存の時空間タイリング手法 [4] のメニーコ

ア向け改良を試みている。その初期段階として，2 次

元 5点ステンシルの計算を題材に，いくつかの時空間

タイリングの手法をマルチコア CPU環境で比較した。

本稿では，2次元 5点ステンシルに対する代表的な時

空間タイリングの手法を紹介するとともに，マルチコ

ア CPU環境上での性能評価の結果を報告する。

2 反復型ステンシル計算

ステンシル計算とは，特定の規則に従って配列の各

要素の値を更新する計算パターンである。微分方程式

を差分法で離散化して得られる計算スキームがステン

シル計算の代表例である。また，時間発展などのため

にステンシル計算を繰り返すことも多く，これを反復

型ステンシル計算と呼ぶ。反復型ステンシル計算は科

学技術計算において頻繁に出現する計算パターンのひ

とつであり，その高速化が強く求められている。

本発表では，基本的なステンシルの一種である，2次

元 5 点ステンシルを題材として議論を行う。例えば，

2次元の熱伝導方程式
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という計算スキームが得られる。この計算スキームを

素直に実装したプログラムコードの例が図 1 である

が，ある点の次のタイムステップの値をその点と周囲

の 4 点の 5 点の値を使って更新する構造になってお

り，この更新規則を 2次元 5点ステンシルと呼ぶ。な

お，図 1 のコードは，∆x = ∆y を仮定しており，ダ

ブルバッファリングと呼ばれる技法を採用している。� �
for(t=0; t<T; t++){

for(x=1; x<NX; x++){

for(y=1; y<NY; y++){

u[(t+1)%2][x][y]= w1* u[t%2][x][y]

+w2*(u[t%2][x+1][y]

+u[t%2][x-1][y]

+u[t%2][x][y-1]

+u[t%2][x][y-1])

}}}� �
図 1 2次元 5点ステンシルの素朴な実装

さて，図 1 に示したコードを見ると，各タイムス

テップで配列 uの要素の全てを更新する構造になって

いる。このため，u のサイズが小さい場合を除いて，

タイムステップをまたいで uのデータがキャッシュメ

モリ上にある可能性は低く，毎回メインメモリへのア

クセスが必要となる。一方，ループの最内で必要な u

のデータ数は 6個であるのに対して，演算回数が 6回

しかない。したがって，現在の一般的な計算機システ

ムにおける演算性能とメモリバンド幅のバランスを考

慮すると，図 1のコードの性能はメモリバンド幅に律

速されることになり，高性能化のためにはメモリアク

セスコストを削減する必要がある。

3 時空間タイリング

メモリアクセスコストを削減するためには，データ

参照の局所性を向上させることが重要である。反復

型ステンシル計算の場合，各タイムステップ内の処理

において，データの再利用性が向上するように配列の

更新順序を変更することが可能である（空間タイリン

グ）。しかし，得られる性能向上には限界があるため，

データをより再利用できるようにすることが必要であ

る。そこで，タイムステップをまたいで処理の順序を

変更し，データの再利用性をより向上させる手法が研

究されている。この手法を時空間タイリング（あるい

はテンポラルブロッキング）と呼ぶ。

図 1のコードに対して時空間タイリングを施した例

を図 2に示す。このコードのポイントは，タイル内の

要素（x head ≤ x ≤ x tail, y head ≤ y ≤ y tail）のみを

一定の時間ステップ（BLT）だけ更新する，という処

理をループの内側で繰り返している点である。このよ

うに処理の順序を変更した上で，キャッシュメモリの

サイズ等に応じて適切にタイルサイズを設定すること

で，タイル内の要素をより再利用することができ，結

果としてメインメモリへのアクセスコストを削減する

ことが可能となる。� �
for(tt=0; tt<T; t+=BLT){

for(xx=1; xx<N_XTILES; xx++){

for(yy=1; yy<N_YTILES; yy++){

for(t=tt; t<BLT; t++){

for(x=x_head; x<=x_tail; x++){

for(y=y_head; y<=y_tail; y++){

u[(t+1)%2][x][y]= w1* u[t%2][x][y]

+w2*(u[t%2][x+1][y]

+u[t%2][x-1][y]

+u[t%2][x][y-1]

+u[t%2][x][y-1])

}}}}}}� �
図 2 2次元 5点ステンシルの時空間タイリングを施
した実装

時空間タイリングの主なアイディアは上述の通りだ

が，実際のステンシル計算に適用する場合には，ステ

ンシル計算における計算の依存性を考慮する必要があ

る。つまり，当然の話ではあるが，時空間タイリング

の適用後にも処理の依存関係が保たれていることが求

められる。例えば，1次元 3点ステンシルの場合，処

理の依存関係を保ったタイリング手法としては，平行

四辺形型（図 3(a)）やダイヤモンド型（図 3(b)）がよ

く知られている。どちらの手法も時間方向にタイルの

境界を斜めにすることで，依存関係を維持したままタ

イル内のみを計算可能にしている。なお，平行四辺形

型のタイルの場合，タイル間の処理は逐次的であるこ

とが，ダイヤモンド型のタイルでは山型（谷型）のタ

イル同士は同時に処理が可能となっている。

今回例題としている 2 次元 5 点ステンシルの場合

も，上述の平行四辺形型やダイヤモンド型のタイルを

組み合わせることで，時空間タイリングが可能となる。

例えば，空間の両方の次元方向に平行四辺形型のタイ

ルを採用すれば，図 4(a) のような形状のタイリング

（以降，平行六面体型）となる。他にも，片方を平行四

辺形型で他方をダイヤモンド型とすれば図 4(b)（混合

型），両方向ともダイヤモンド型とすれば図 4(c)（ピラ

ミッド型）となる。

冒頭で述べたように，現在の計算機システムではメ

モリアクセスコストを削減することが求められるが，
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(a) 平行四辺形型
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(b) ダイヤモンド型

図 3 1次元 3点ステンシルに対する時空間タイリン
グの方法

多数のコアを活用できる十分な並列性を確保すること

も同時に求められている。そこで，並列性という観点

から，上で挙げた 3種類の時空間タイリングの手法を

比較する。なお，今回は共有メモリ環境でのスレッド

並列化を想定している。

まず，タイリングの手法に関わらず，タイル内の処

理を並列化することが可能である。ただし，この場

合，十分な並列性を確保するためには，タイルのサイ

ズを十分に大きくする必要がある。その場合，キャッ

シュメモリのサイズ等との兼ね合い（特に，コアごと

のキャッシュメモリ）があり，コア数が多い場合は得

策ではないと思われる。

一方，タイルごとの処理を並列化することも可能で

ある。平行六面体型のタイルの場合，タイル間に比較

的強い依存関係があるが，超平面法のような方法で並

列化が可能である。ただし，実装が複雑になり，並列

数にも偏りがある（最初や最後では並列数がほとんど

ない）ので，あまり良い方法とは言い難い。逆に，混

合型やピラミッド型は，ダイヤモンド型を採用してい

る軸に関して，自明なタイル同士の並列性があり，実

装も比較的容易である。特に，ピラミッド型は 2つの

軸に関してタイル同士の並列性（2 次元の並列性）が

あるので，メニーコア環境で 100以上のスレッドを用

いる場合などに有望となる可能性がある。

4 性能評価

前節で挙げた，2次元 5点ステンシルに対する 3種

類の時空間タイリングの手法をそれぞれ施したプログ

ラムをマルチコア CPU 環境で実行し，その性能を評

(a) 平行六面体型

(b) 混合型

(c) ピラミッド型

図 4 2次元 5点ステンシルに対する時空間タイリン
グの方法（青色と赤色の軸が空間方向，緑色の軸が

時間方向）

価した。スレッド並列化の方法は，

• 平行六面体型：タイル内
• 混合型：タイルレベル（1次元）

• ピラミッド型：タイルレベル（2次元）

とした。また，性能評価に使用した環境は表 1の通り

である。なお，問題サイズは，空間のサイズが 5001×
5001，時間ステップ数が 512である。

性能評価の結果を図 5に示す。図 5は各時空間タイ

リングを施したプログラムの性能（FLOPS 値）をス

レッド数を変えて測定した結果である。なお，タイル

サイズに関するパラメータが存在するが，それぞれの

タイリング手法に対して，いくつかの候補の中から 14



表 1 性能評価環境

項目 スペック等

プロセッサ Intel Xeon E5-2695 v3

アーキテクチャ Haswell

クロック 2.3 GHz

コア数 14

キャッシュメモリ L1D:32KB/core

L2: 256KB/core

L3: 35MB/CPU

理論ピーク性能 515.2 GFLOPS

最大メモリバンド幅 64 GB/s

コンパイラ icc ver.15.0.6

コンパイルオプション -mcmodel=medium

-shared-intel

-fpic

-dynamic

-O3

-openmp

-ipo

-xHost

スレッド時に最も性能が良かったパラメータを用いた

場合の結果を示している。

図 5から，平行六面体型のタイリングを施した場合

の性能が，他の 2種類のタイリングを施した場合と比

べて大きく劣っていることが分かる。一方，混合型と

ダイヤモンド型の間には大きな差はなく，時空間タイ

リングを用いない場合（素直な実装）と比べて大幅に

性能が向上している。この結果から，事前の予想通り，

タイル内ではなく，タイル間で並列化を行うことが重

要であることが確認できた。なお，各手法間の性能の

差の詳しい原因については現在調査中である。

5 おわりに

本稿では，2次元 5点ステンシルを題材にして，メ

モリアクセスコストの削減とともに十分な並列性の

確保が求められる最近のマルチコア CPU 環境に適し

た時空間タイリングの手法を議論した。性能評価結果

から，タイル内で並列化をする場合とタイルレベルで

並列化をする場合で明確な差が生じることが確認でき

た。今後は，今回得られた性能評価結果の詳しい分析

と Xeon Phi を用いた性能評価を行い，その結果を踏

まえて FDTD法のメニーコア環境向け実装を行う予定

である。
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図 5 Xeon E5-2695 v3 における時空間タイリング
を施した 2次元 5点ステンシル計算の性能

謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP15H02709，JP26289075，

JP26280044，及び学際大規模情報基盤共同利用・共同

研究拠点の援助を受けている。

参考文献

[1] D. Orozco, E. Garcia, and G. Gao, Lo-cality opti-

mization of stencil applica-tions using data depen-

dency graphs, in Proc. of Languages and Compilers

for Parallel Computing, pp. 77–91, 2011.

[2] T. Grosser, A. Cohen, L. Holewinski, P. Sa-

dayappan, and S. Verdoolaege, Hybrid Hexago-

nal/Classical Tiling for GPUs, in Proc. of Annual

IEEE/ACM International Symposium on Code

Generation and Optimization, pp. 66–75, 2014.

[3] T. Malas, G. Hager, H. Ltaief, H. Stengel, G.

Wellein, and D. Keyes, Multicore-optimized wave-

front diamond blocking for optimizing stencil up-

dates, SIAM J. SCI. COMPUT., Vol. 37, No. 4, pp.

C439–C464, 2015.

[4] 南 武志, 岩下 武史, 中島 浩, 冗長な計算を伴わな

い 3次元 FDTD法の時空間タイリング,情報処理

学会論文誌コンピューティングシステム（ACS）,

Vol. 6, No. 1, pp. 56-65, 2013.


