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あ ら ま し

著者らは，10 PFLOPSの大規模システムの構築のために設計された新しいCPUである
SPARC64 VIIIfxの特長を最大限に生かすための言語パッケージを開発した。
本稿では，その言語パッケージの中に含まれているFortran/C/C++向けコンパイラに

ついて紹介する。今回開発したコンパイラは，逐次処理向け最適化機能（逐次最適化機能）

の強化と，コンパイラが自動でスレッド並列処理のコードを生成する機能（自動並列化機

能）の強化により，SPARC64 VIIIfxの性能を引き出している。また，スレッド並列実行
とプロセス並列実行を組み合わせたハイブリッド並列実行モデルを提供することにより，

大規模なシステムでの高い実行性能を実現した。さらに，最新の業界標準の言語仕様に

ついても対応しており，より広範なプログラムのコンパイルを可能にした。

Abstract

We developed SPARC64 VIIIfx, a new CPU for constructing a huge computing 
system on a scale of 10 PFLOPS.  To make the best use of the features of this CPU, we 
developed a language package called “Parallelnavi Technical Computing Language.” 
This paper presents compilers for Fortran/C/C++ included in the language package.  
In these compilers, we enhanced the optimization function for sequential processing 
(sequential optimization) and the function of the compilers to automatically generate 
thread parallel processing codes (automatic parallelization) to bring out the best of 
SPARC64 VIIIfx.  Moreover, we have provided a hybrid parallel execution model 
that combines thread parallel execution and process parallel execution to realize 
high execution performance in a large-scale system.  This model supports the latest 
industry-standard language specifications, and so it has allowed us to compile a wider 
range of programs.
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縮にとって重要である。
（2） 業界標準への対応
今日のプログラム開発では，充実したオープン
ソースソフトウェア（OSS）を利用することで，
開発工数を抑え，解決したい問題の核心部分に
注力することが一般的である。このため，OSSで
用いられている業界標準仕様のサポートが必要で
ある。
（3） ハードウェアの最適化
対象とするプラットフォームの性能を最大限に
引き出すライブラリや最適化機構を有することが
重要である。SPARC64 VIIIfxが導入した新機能の
適切なサポートが必要である。
これら三つの要請を満足するため，言語仕様を
以下のとおりとした。
・Fortranコンパイラ
主要なFortran 2003規格仕様の採用。また

OpenMP 3.0に準拠。
・Cコンパイラ

C99規格に準拠。GNU Cコンパイラバージョ
ン4.1.2で実装されているC言語拡張仕様を一部サ
ポート。HPC-ACE（High Performance Computing-
Arithmetic Computational Extensions）で追加さ
れたSIMD（Single Instruction Multiple Data）命
令を直接操作できる組込み関数を用意。OpenMP 
3.0に準拠。
・C++コンパイラ

C++03規格に準拠。上記Cコンパイラと同等の
GNU拡張仕様・SIMD命令を直接操作できる組込
み関数を用意。OpenMP 3.0に準拠。
また，上記三つのコンパイラに対し，「京」向け
に最適化された業界標準数学ライブラリ「BLAS」
「LAPACK」「ScaLAPACK」と，富士通の数学ラ
イブラリ「SSL II」「C-SSL II」「SSL II/MPI」を
用意した。
ノード間並列化の手段として，MPI（Message 

Passing Interface）ライブラリのほかにも，富
士通独自の並列プログラミング言語である
XPFortranを提供している。これはFortranを指示
行で拡張した文法を持ち，後述の逐次最適化機能
や自動並列化機能と併用することで，ハイブリッ
ド並列（自動スレッド並列＋MPIプロセス並列）
実行を行うことが可能である。

ま　え　が　き

科学技術計算分野における大規模，超高速演算
への要求は拡大し続けている。理化学研究所と共
同開発となった国家プロジェクトでは，目標とし
て，LINPACK性能10 PFLOPS（1秒間に1京回＝
1兆の1万倍回の演算を行うシステム規模）が掲げ
られた。これは従来システムの100倍近い性能であ
る。このシステムを実現するに当たり，SPARCアー
キテクチャを独自に拡張したCPUを開発した。

CPUの性能を最大限に引き出すためには，その
特長を最大限に生かすことが重要である。このた
め，CPUアーキテクチャ強化と密に連携したコン
パイラ技術を投入した。従来の最適化技術を流用
するだけでなく，新規のコンパイラ技術も実装し，
CPUの性能を引き出した。
文部科学省が推進し，理化学研究所と富士通が
開発を進めているスーパーコンピュータ「京」（注1）

は，マルチコアCPUを8万個以上接続した巨大シス
テムである。このような大規模なシステムで高い
実行効率を達成するために，スレッド並列とプロ
セス並列を組み合わせたハイブリッド実行モデル
向けのサポートを行った。
本稿では，「京」をターゲットとしたコンパイ
ラで採用した技術と，性能改善への取組みにつ
いて紹介する。以降の章では，言語仕様（新規
格，業界標準規格の対応），ハードウェアの特長，
SPARC64 VIIIfxを生かす逐次処理向け最適化（逐
次最適化），自動並列化およびハイブリッド並列実
行モデル，デバッグ機能に焦点を当てて解説する。

言語仕様に関する特長

「京」向けに，Fortran/C/C++の3種類のコンパイ
ラを開発した。これらのコンパイラを開発するに
当たり，言語仕様に関して以下のことに留意した。
（1） 新規格の採用
プログラミング言語の規格は不変ではない。そ
れまでのプログラミング工学の蓄積を生かして記
述効率を高めた仕様へと数年おきに改版が続けら
れている。新規格への対応は，アプリケーション
プログラムの開発期間を含めた研究期間全体の短

（注1）　理化学研究所が2010年7月に決定したスーパーコン
ピュータの愛称。

ま　え　が　き

言語仕様に関する特長
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速なCPUとして扱うことができるアーキテクチャ
の仕組みである。この仕組みにより，マルチコア
CPUでのスレッド並列処理，ハイブリッド並列処
理を高速化する。

VISIMPACTで実現した重要な技術は，次の二
つである。
（1） 共有L2キャッシュ

CPU内の全コアでL2キャッシュを共有する構
造とすることで，False sharing（注2）の影響を緩和
し，アプリケーション性能の劣化を抑えることが
できる。
（2） コア間ハードウェアバリア
コア間スレッド並列処理を行う場合，スレッド
間で同期処理が必要になる場合がある。ハードウェ
アによるコア間バリア処理は，ソフトウェアによ
るバリア処理と比較して約10倍高速であるため，
特に問題規模が小さい（並列の粒度が細かい）場
合においても, 高効率なコア間スレッド並列処理を
実現することができる。

逐次最適化技術

本章では，前章で紹介したハードウェア機能に
対するコンパイラの対応のうち，逐次最適化の技
術について説明する。
● レジスタ拡張とSIMD

HPC-ACEで拡張されたレジスタはSPARC-V9で
定義されたレジスタと共有利用することができる。
つまり，コンパイラが割り付けるレジスタが単純
に増えたと考えて良い。
非SIMD命令は全ての任意のレジスタにアクセ
スできるが，SIMD命令はbasicとextendの1対の
レジスタに対して同時処理を行う。extendのレジ
スタ番号は，basicのレジスタ番号に256を加えた
ものに固定されているという制約がある。例えば，
SIMD演算命令はf［0］とf［256］に対して同時
に演算を行う。この制約のため，SIMD命令と非
SIMD命令が混在した際の依存関係の分析・最適化
は複雑になる。しかし，無駄なくレジスタを割り

（注2）　個々にキャッシュを持つ複数コアから構成されるシス
テムにおいて，コアごとに固有の非共有データが同一
キャッシュライン上にある場合，該当データに対する
書込みによってキャッシュラインの無効化が発生し，
キャッシュ間のデータ転送が発生する現象。

逐次最適化技術

ハードウェアの特長

本章では，SPARC64 VIIIfxの拡張仕様である
HPC-ACEと，従来から富士通SPARCアーキテ
クチャで採用されているVISIMPACT（VIrtual 
Single processor by Integrated Multi-core 
Parallel ArChiTecture）について紹介する。
● HPC-ACE

HPC-ACEは，従来のSPARCアーキテクチャに
対して，スパコン向けに拡張したアーキテクチャ
仕様である。HPC-ACEは以下の四つの拡張を行っ
ている。
（1） レジスタ拡張
従来のSPARCアーキテクチャに対し，整数レジ
スタを156個から188個へ，浮動小数点レジスタを
32個から256個へ拡張している。これにより，命令
レベルの並列性の向上が期待でき，またレジスタ
不足によるメモリへのデータ退避，復元の回数が
削減されることで高速化が可能である。
（2） SIMD命令追加

SIMDとは，1命令で同一の複数演算を同時に行
う仕組みである。HPC-ACEでは1命令中で2演算を
同時に実行できる。
（3） 新規命令追加
科学技術計算でよく使われる，逆数近似命令，
三角関数補助命令，マスク付代入命令，最大/最小
値命令を用意した。逆数近似命令はパイプライン
動作を妨げないので，演算スループットを高く維
持できる。単純な除算プログラムでは，逆数近似
命令の利用により，実行時間は1/3以下に短縮され
る。またマスク付代入命令の導入により，ループ
処理中の条件分岐処理（IF文）を削減することが
でき，ループ処理内の最適化を促進することがで
きる。
（4） セクタキャッシュ
セクタキャッシュは，キャッシュを二つのフィー
ルドに分割し，再利用性のあるデータと一時デー
タを分けて，再利用性のあるデータをなるべく
キャッシュに残す機能である。これによりキャッ
シュヒット率が向上し，アプリケーションを高速
化することが可能となる。
● VISIMPACT

VISIMPACTは，利用者が複数のコアを一つの高

ハードウェアの特長
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付けるようにする効果は大きい。例えば，非SIMD
命令でf［0］とf［2］を割り付けてしまうとSIMD
命令で使えるレジスタが2個減るが，f［0］とf［256］
を割り付ければSIMD命令で使えるレジスタは1個
減るだけで済む。
通常，割り付けるレジスタに制約がある場合は，
制約を満たすレジスタにデータを転送するが，デー
タ転送は極力減らして実行性能向上を図る。しか
し，レジスタ割付けと転送命令数を最小にする最
適化とを同時に実施すると，処理の複雑度が高く
なり，コンパイルに多くの時間とメモリを消費し
てしまう。
著者らはレジスタ割付け前に転送命令を生成し，
可能な限り転送前/後のレジスタを同じにするよう
割り付けるというアプローチを採った。転送前/後
のレジスタが同じであるデータ転送命令は，レジ
スタ割付け処理後に削除することで，必要以上に
転送命令が生成・実行されることを避ける。これ
により，現実的な時間とメモリ量の範囲で，最適
なレジスタ割付けを可能とした。
● 命令レベル並列性の抽出
命令レベル並列性とは，命令列中に並列実行で
きる処理がどれだけあるかを表すもので，これが
大きいほど演算器の空き時間を減らして演算器を
ビジーに保ち，アプリケーションを高速に実行さ
せることができる。コンパイラは，命令スケジュー
ラやソフトウェアパイプライニングといった最適
化により，命令列の順序を並べ替え，命令レベル
並列性が大きくなるように命令列を生成する。し
かし，命令レベル並列性を向上させると，一時的
にレジスタにデータを保持する必要が増え，利用
するレジスタ数が増加する。このために，従来の
アーキテクチャでは最大限に命令レベル並列性を
抽出することができないことがあった。

HPC-ACEではレジスタが増加していることか
ら，強化した命令スケジューラやソフトウェアパ
イプライニングの積極的な適用が可能である。こ
れらの最適化と逆数近似命令・マスク付代入命令
を併用することにより，従来以上に命令レベル並
列性を高めることができた。
● HPC-ACEの効果

HPC-ACEの特長であるレジスタ拡張とSIMD命
令を生かすコンパイラ逐次最適化機能の効果につ

いて，富士通が保持するFortran性能評価プログラ
ム146本を用いて性能評価を行った（図-1）。図の
縦軸は，基本レジスタのみを割り付け，SIMD命令
を使用しない場合の性能値を1としたときの性能比
（向上率）である。結果，拡張レジスタのみを使用
した（SIMD命令を使用しない）場合に平均1.26倍，
最大4.03倍の性能向上が確認できた。また，拡張
レジスタとSIMD命令の両方を使用した場合には，
平均1.66倍，最大5.62倍の性能向上が確認できた。

自動並列化技術と実行モデル

本章では，従来の自動並列化機能を強化するた
めに実装した技術のうち，変数プライベート化，
ハードウェアバリア機能の活用と，スレッド並列
とプロセス並列を組み合わせる実行モデル（ハイ
ブリッド並列モデル）について紹介する。
● 変数プライベート化
ループ内変数をプライベート化することで，従
来自動並列化できていなかったループの自動並列
化や並列化範囲の拡大ができ，並列化率を上げる
ことができた。この機能により，NAS Parallel 
Benchmarks（NPB）において，OpenMPディレ
クティブが記述されたループ全てに対して，自動
並列化が可能となった（表-1）。つまり，NPBのよ
うなプログラムであれば，手作業によるプログラ
ムの分析と，OpenMPディレクティブの追加を行
わなくとも，自動並列化により，同等の並列化が
期待できるようになったと言える。
● ハードウェアバリア機能の活用

SPARC64 VIIIfxで強化されたハードウェアバリ

自動並列化技術と実行モデル

図-1　レジスタ拡張とSIMD評価結果

拡張レジスタ効果

拡張レジスタ＆SIMD効果

ベンチマークプログラム（146本）
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には警告する，実行時検査機能を提供している。
この機能により，アプリケーション開発者はプロ
グラムを翻訳・実行することで，ある程度の誤り
検出を行うことができる。しかし，従来のコンパ
イラではこの検査機能を有効にすると実行時間が
数倍から数百倍となってしまっていた。
「京」のコンパイラでは，この機能を見直し，高
速に動作する「組込みデバッグ機能」として実装
した。この組込みデバッグ機能は手続引数・添字
範囲といった最低限の検査をする。未定義変数を
検出するために，初期値にNaN（Not a Number）
を設定し，無効演算を例外として検出する機能を
用意した。エラーメッセージとして行番号とエラー
種別だけを出力する簡易版と，それに加えて変数
名や手続名なども出力する詳細版を必要に応じて
選択可能とした。
今回開発した組込みデバッグ機能は，Fortranに
加え，C/C++コンパイラでも利用でき，スレッド並
列（OpenMP，自動並列）との組合せも可能である。
デバッグ機能が実行性能に与える影響について，
富士通が保持するHPC性能評価用Fortranプログ
ラムを用いて評価した（図-3）。最適化オプション
は-Kfastを指定している。このとき，新組込みデ

ア機能をスレッド並列化ランタイムライブラリで
活用することにより，並列実行におけるオーバ
ヘッドを750 nsから350 nsに改善した。この改善
により，従来の技術では並列効果が得られないこ
とから並列化の対象としていなかった細粒度ルー
プが並列化可能となり，実行性能の向上を実現し
ている。
● ハイブリッド並列実行モデル

PCクラスタなどで動作する並列アプリケーショ
ンでは，マルチコアであってもフラットMPI（コ
ア間並列実行でもMPIを用いる並列実行モデル）
が使われることが多い。フラットMPIでは，並列
アプリケーションが使用するCPUコア数の増加に
応じて動作する並列プロセス数が増加する。並列
プロセス間の通信用バッファメモリの使用量や，
必要な通信回数は，通信相手，すなわち並列プロ
セス数に応じて増大する。このため，アプリケー
ションで使用可能なメモリ量が制限される。さら
に，通信バッファ量の制限から通信性能が低下す
る場合もある。これらにより，実行効率が低下す
る場合がある。
超高並列化によって高性能を目指す「京」では，
ノード間の並列にはMPIによるプロセス並列を，
ノード内でVISIMPACTを生かしたスレッド並列
を用いるハイブリッド型のプログラミングモデル
を提供することで，並列プロセス数の増加を抑え
て，利用可能メモリ量の減少を回避しながら，多
数ノードの並列プログラムを実行可能としている
（図-2）。

デバッグ機能

富士通のコンパイラは，従来からツールによる
デバッグに加え，コンパイル時および実行時にプ
ログラムを検査し，言語仕様から逸脱がある場合

デバッグ機能

表-1　NPB3.3での自動並列化能力
OpenMPが記述された
ループ数（個）

自動並列化対象
ループ数（個）

CG 25 25
FT 13 13
MG 22 22
BT 38 38
SP 74 74
LU 64 64 図-2　ハイブリッド並列モデル 
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考える。

む　　す　　び

富士通コンパイラでは，スレッド並列を可能に
するために，VPPマシン向けコンパイラのベク
トル化機能を応用した自動並列化機能を従来から
提供してきた。長年にわたる技術の蓄積により，
SPARC64 VIIIfxでコア数が8に増加したことによ
る変更量は小さく，自動並列化機能自体の強化に
集中することができ，高い並列化効率を実現する
ことができた。
富士通では，SPARC64 VIIIfxを継承する16コ
アのSPARC64 IXfxのアーキテクチャを発表し，
このCPUを搭載したシステムPRIMEHPC FX10
の展開を既に開始している。富士通では，「京」
向け言語パッケージで実用化したコンパイラ技
術 を，PRIMEHPC FX10向 け 製 品「Technical 
Computing Suite」でも実装した。
スーパーコンピュータの高速化に対する要求は
拡大し続けており，今後もハードウェア仕様の拡
張・拡大は避けられない。将来の高性能スーパー
コンピュータでは，更にコア数などが増加するこ
とが予測される。いずれは根本的なブレークスルー
も必要になるであろう。「京」での世界一という成
功体験を糧に，これらの困難を克服し，ユーザの
ニーズを満たすシステム・製品を今後も提供し続
けていく所存である。

む　　す　　び

バッグ機能を使用することで，
（1） エラーチェック＋詳細メッセージ出力の場合
で8.4倍

（2） NaNでエラーチェック＋詳細メッセージ出力
で5.6倍

（3） NaNでエラーチェック＋簡易メッセージ出力
で2.7倍
の時間が必要となることが分かった。従来のデバッ
グ機能では数倍～数百倍の時間がかかっていたこ
とと比較すると，大幅に改善し，最大2.7倍でデバッ
グできるようになったことで，実用的となったと
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図-3　新組込みデバッグ機能の実行時間 
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