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内容

• DPC++ への移行

• インテル® DPC++ 互換性ツール

• オフロードのモデル化 (旧: オフロード・アドバイザー)

• DPC++ コードの記述

• DPC++ の基本的なビルディング・ブロック

• 同期

• カスタム・デバイス・セレクター

• エラー処理

• 統合共有メモリー

• インテル® oneAPI DPC++ ライブラリー (インテル® oneDPL)
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CUDA* ソースから DPC++ ソースへの移行
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インテル® DPC++ 互換性ツールの使用フロー

開発者の CUDA* 
ソースコード

互換性
ツール

DPC++
ソースコード

80-90% 
を変換

インラインコメント付きの
人間が解読可能な

DPC++ コード

コーディングを完了して
目的のパフォーマンスに

チューニング



インテル® Advisor オフロードのモデル化
(旧: オフロード・アドバイザー)

• インテル® Advisor のプロファイル機能

• サーベイ解析

• トリップカウント & FLOPS 解析

• 依存性解析

• パフォーマンスのモデル化

• 選択した DPC++ アクセラレーター・デバイスでのパフォーマンスを予測

• <advisor_result_dir>/report.html を開いて解析結果を表示
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advixe-python collect.py --config=gen9 <advisor_proj_dir> -- <executable>

advixe-python analyze.py --config=gen9 <advisor_proj_dir> -o <advisor_result_dir>



インテル® Advisor オフロードの最適化レポート
(スクリーンショットはベータ版のオフロード・アドバイザー時点のもの)
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プロファイルされたアプリケーションのオリジナル実行時間、検出されたオフロード領域を第 9 世代 GT2 で
実行した場合の予測実行時間、オフロードした場合の予測スピードアップをハイライト。



インテル® Advisor オフロードのモデル化レポート
(スクリーンショットはベータ版のオフロード・アドバイザー時点のもの)
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• 検出されたオフロード領域のリスト、オフロードした場合の予測スピードアップ、領域の分類 (計算依存
またはメモリー依存)、オフロードに関連する予測データ転送速度。

• これらの検出されたループは DPC++ に移行できる。



DPC++ Helloworld

//dpcpp helloworld.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
{

buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
}
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout << v[i] << "¥n";
return 0;

}
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このヘッダーは、スライドのすべてのコード
サンプルで使用されるいくつかの一般的な
インクルード・ファイルを含む。このヘッダー
の内容は補足資料スライドを参照。



DPC++ Helloworld

//dpcpp helloworld.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
{

buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
}
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout << v[i] << "¥n";
return 0;

}
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キュー、コンテキスト、デバイス、バッファー、
アクセサーなどの DPC++ の基本的なビル
ディング・ブロックは sycl 名前空間で定義さ
れる。



DPC++ Helloworld

//dpcpp helloworld.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
{

buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
}
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout << v[i] << "¥n";
return 0;

}
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range は DPC++ で提供されるテンプレート化され
たクラスで、テンプレート・パラメーターとして次元
の数を指定し、引数の数は各次元の範囲を指定する
次元と一致する。



DPC++ Helloworld

//dpcpp helloworld.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
{

buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
}
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout << v[i] << "¥n";
return 0;

}
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キューのデフォルト・コンストラクターは、
マシンのデフォルトの DPC++ デバイスを
選択し、このデバイスに接続する DPC++ 
キューを作成する。



DPC++ Helloworld

//dpcpp helloworld.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
{

buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
}
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout << v[i] << "¥n";
return 0;

}
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DPC++ バッファーは、ホストコードまたは
デバイスカーネルからアクセサーを使用して
アクセスできる共有配列を定義する。

テンプレート・パラメーター:
1. データ型
2. 格納されるデータの次元

引数:
1. ホストデータのポインター
2. すべての次元のデータの範囲を指定する

範囲オブジェクト



DPC++ Helloworld

//dpcpp helloworld.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
{

buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
}
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout << v[i] << "¥n";
return 0;

}
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コマンドグループ関数オブジェクトを
DPC++ キューに送り、引数としてコマンド・
グループ・ハンドラーを指定する。コマンドグ
ループ関数オブジェクトは次の項目をカプ
セル化する。

1. バッファーのアクセサー
2. DPC++ カーネル



DPC++ Helloworld

//dpcpp helloworld.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
{

buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
}
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout << v[i] << "¥n";
return 0;

}
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• DPC++ カーネル関数からバッファーに
より管理されるデータにアクセスする
バッファーへのアクセサーを作成する。

• アクセサーは、カーネルで必要なバッ
ファーの内容を記述し、コマンドグルー
プ間のデータ依存関係を表す。

• ここで要求されるアクセスモードは
read_write。



DPC++ Helloworld

//dpcpp helloworld.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
{

buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
}
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout << v[i] << "¥n";
return 0;

}
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DPC++ デバイスカーネル関数のインスタン
スがコマンド・グループ・ハンドラーの
parallel_for メンバー関数により作成される。
parallel_for には 2 つのパラメーターがある。
1. 処理するデータの範囲を指定する範囲オ

ブジェクト
2. 指定された範囲のすべての値に対して

カーネル本体を実行する DPC++ カーネ
ル関数オブジェクト



同期

• DPC++ アプリケーションの同期

• ホストとデバイス間の同期

• バッファー破棄

• ホストアクセサー

• SYCL* イベントで待機

• キューで待機

• DPC++ カーネル内の同期

• ワークグループ・バリアを使用してワークグループ内のワークアイテム間を同期

• ワークグループ間の同期のメカニズムはない
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同期 – バッファー破棄

//dpcpp buffer_destruction.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
{

buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
}
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout << v[i] << "¥n";
return 0;

}
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同期 – バッファー破棄

//dpcpp buffer_destruction.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
{

buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
}
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout << v[i] << "¥n";
return 0;

}
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• バッファーの作成は個別の C++ ス
コープ内で行われる。

• バッファーはベクトルに格納されて
いるデータの所有権を取得する。

• 実行がこのスコープを超えて進むと、
バッファー・デストラクターが呼び出
されてデータの所有権が放棄され、
データがホストメモリーにコピーして
戻される。



同期 – ホストアクセサー

//dpcpp host_accessor.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
host_accessor h(buf); 
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<b[i]<<"¥n";
return 0;

}
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同期 – ホストアクセサー

//dpcpp host_accessor.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
host_accessor h_a(buf);
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_a[i]<<"¥n";
return 0;

}
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バッファーはベクトルに
格納されているデータの
所有権を取得する。



同期 – ホストアクセサー

//dpcpp host_accessor.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] -= 2;
});

});
host_accessor h_a(buf);
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<b[i]<<"¥n";
return 0;

}
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ホストアクセサーの作成はブロッキング
呼び出しで、キューの同じバッファーを
変更するすべてのキューに入れられた
DPC++ カーネルが実行を完了し、この
ホストアクセサーによりデータがホスト
で利用できるようになった後にのみリ
ターンされる。



複数の DPC++ デバイスの使用
//dpcpp cpu_gpu_compute.cpp
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N/2);
std::vector<double> v(N,10);
queue cpuQ(cpu_selector{});
queue gpuQ(gpu_selector{});
buffer<int,1> bufgpu(v.data(), R);
buffer<int,1> bufcpu(v.data()+(N/2), R);
gpuQ.submit([&](handler &h){

accessor agpu(bufgpu, h, read_write);
h.parallel_for (R, [=](id<1> i){

agpu[i]+=2;
});

});
cpuQ.submit([&](handler &h){

accessor acpu(bufcpu, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i){

acpu[i]-=2;
});

});
host_accessor cpu(bufcpu);
host_accessor gpu(bufgpu) ;
for(int i = 0; i < N/2; i++)

std::cout<<gpu[i]<<"¥t"<<cpu[i+(N/2)]<<"¥n";
return 0; 

} 21



複数の DPC++ デバイスの使用
//dpcpp cpu_gpu_compute.cpp
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N/2);
std::vector<double> v(N,10);
queue cpuQ(cpu_selector{});
queue gpuQ(gpu_selector{});
buffer<int,1> bufgpu(v.data(), R);
buffer<int,1> bufcpu(v.data()+(N/2), R);
gpuQ.submit([&](handler &h){

accessor agpu(bufgpu, h, read_write);
h.parallel_for (R, [=](id<1> i){

agpu[i]+=2;
});

});
cpuQ.submit([&](handler &h){

accessor acpu(bufcpu, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i){

acpu[i]-=2;
});

});
host_accessor cpu(bufcpu);
host_accessor gpu(bufgpu);
for(int i = 0; i < N/2; i++)

std::cout<<gpu[i]<<"¥t"<<cpu[i+(N/2)]<<"¥n";
return 0; 

} 22

CPU デバイスと GPU デバイス
に個別のキューを作成する。



複数の DPC++ デバイスの使用
//dpcpp cpu_gpu_compute.cpp
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N/2);
std::vector<double> v(N,10);
queue cpuQ(cpu_selector{});
queue gpuQ(gpu_selector{});
buffer<int,1> bufgpu(v.data(), R);
buffer<int,1> bufcpu(v.data()+(N/2), R);
gpuQ.submit([&](handler &h){

accessor agpu(bufgpu, h, read_write);
h.parallel_for (R, [=](id<1> i){

agpu[i]+=2;
});

});
cpuQ.submit([&](handler &h){

accessor acpu(bufcpu, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i){

acpu[i]-=2;
});

});
host_accessor cpu(bufcpu);
host_accessor gpu(bufgpu);
for(int i = 0; i < N/2; i++)

std::cout<<gpu[i]<<"¥t"<<cpu[i+(N/2)]<<"¥n";
return 0; 

} 23

CPU デバイスと GPU デバイス
に計算のために渡される 2 つの
バッファーにデータを分割する。



複数の DPC++ デバイスの使用
//dpcpp cpu_gpu_compute.cpp
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N/2);
std::vector<double> v(N,10);
queue cpuQ(cpu_selector{});
queue gpuQ(gpu_selector{});
buffer<int,1> bufgpu(v.data(), R);
buffer<int,1> bufcpu(v.data()+(N/2), R);
gpuQ.submit([&](handler &h){

accessor agpu(bufgpu, h, read_write);
h.parallel_for (R, [=](id<1> i){

agpu[i]+=2;
});

});
cpuQ.submit([&](handler &h){

accessor acpu(bufcpu, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i){

acpu[i]-=2;
});

});
host_accessor cpu(bufcpu);
host_accessor gpu(bufgpu) ;
for(int i = 0; i < N/2; i++)

std::cout<<gpu[i]<<"¥t"<<cpu[i+(N/2)]<<"¥n";
return 0; 

} 24

コマンドグループ関数オブジェ
クトが CPU キューと GPU 
キューに送られ、ホスト実行が
継続される (ノンブロッキング)。



複数の DPC++ デバイスの使用
//dpcpp cpu_gpu_compute.cpp
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N/2);
std::vector<double> v(N,10);
queue cpuQ(cpu_selector{});
queue gpuQ(gpu_selector{});
buffer<int,1> bufgpu(v.data(), R);
buffer<int,1> bufcpu(v.data()+(N/2), R);
gpuQ.submit([&](handler &h){

accessor agpu(bufgpu, h, read_write);
h.parallel_for (R, [=](id<1> i){

agpu[i]+=2;
});

});
cpuQ.submit([&](handler &h){

accessor acpu(bufcpu, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i){

acpu[i]-=2;
});

});
host_accessor cpu(bufcpu);
host_accessor gpu(bufgpu);
for(int i = 0; i < N/2; i++)

std::cout<<gpu[i]<<"¥t"<<cpu[i+(N/2)]<<"¥n";
return 0; 

} 25

ホストアクセサーの作成は、データを
ホストメモリーにコピーして戻す前に、
それぞれのバッファーで処理するすべ
てのコマンドグループが実行を完了す
るのを待つ。



ベンダー固有の GPU のカスタム・デバイス・セレクター
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// vendor_gpu_selector.hpp

class vendor_gpu_selector : public device_selector {
public:

virtual int operator()(const device &d) const {
int vendorID = d.get_info<info::device::vendor_id>();

if ((vendorID == 0x…) && (d.is_gpu()))
return 1;

else
return -1;

}
};

• マシンに複数のベンダーの GPU が搭載されていて、特定のベン
ダーの GPU にオフロードする場合、カスタム・デバイス・セレクター
を記述して、特定のデバイスを選択する。

• カスタム・デバイス・セレクター・クラスは、次のように定義できる。
• device_selector クラスから派生する
• デバイス・ランキング・ロジック operator() 関数を提供する
• 返された値が最も高いデバイスが選択される



DPC++ のエラー処理

• 同期エラー

• ホストで API を呼び出したときにキャッチされるエラー

• try/catch ブロックを使用して処理できる

• 非同期エラー

• デバイスで DPC++ カーネルを実行しているときに生成されるエラー

• 発生しても直ちにレポートされない

• DPC++ キュー/コンテキストは非同期エラーハンドラーを使用してインスタンス化
する必要がある

• 次の場合は非同期例外ハンドラーを呼び出す

• wait_and_throw() 

• throw_asynchronous()

• キューまたはコンテキスト・オブジェクトの破棄
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非同期エラーハンドラー

// async_exception.hpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
auto exception_handler = [](exception_list list){

for(auto &excep_ptr : list){
try{

std::rethrow_exception(excep_ptr);
} catch (exception &e){

std::cout<<"Asynchronous Error caught: "<<e.what()<<"¥n";
}

}

};

28

コードのハイライトされたセクション
が非同期エラーハンドラー。非同期で
生成されたすべてのエラーを解析して
1 つずつ処理する。



非同期エラーハンドラーの使用

//dpcpp work_group_size.cpp
#include "common_code.hpp"
#include "async_exception.hpp"
#include "vendor_gpu_selector.hpp"
using namespace cl::sycl;
int main(){

constexpr int N=1024;
constexpr int WG=512;
std::vector<double> v(N,10);
auto R = range<1>(N);
buffer<int, 1> buf(v.data(), R);
queue q(vendor_gpu_selector{}, exception_handler);
q.submit([&](handler &h){

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(nd_range<1>(R, range<1>(WG)), [=](nd_item<1> it){

auto i = it.get_global_id();
a[i] = i[0];

});
}).wait_and_throw();
host_accessor h_v(buf);
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

} 29



非同期エラーハンドラーの使用

//dpcpp work_group_size.cpp
#include "common_code.hpp"
#include "async_exception.hpp"
#include "vendor_gpu_selector.hpp"
using namespace cl::sycl;
int main(){

constexpr int N=1024;
constexpr int WG=512;
std::vector<double> v(N,10);
auto R = range<1>(N);
buffer<int, 1> buf(v.data(), R);
queue q(vendor_gpu_selector{}, exception_handler);
q.submit([&](handler &h){

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(nd_range<1>(R, range<1>(WG)), [=](nd_item<1> it){

auto i = it.get_global_id();
a[i] = i[0];

});
}).wait_and_throw();
host_accessor h_v(buf);
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

} 30

非同期エラーハンドラーをインクルードする。



非同期エラーハンドラーの使用

//dpcpp work_group_size.cpp
#include "common_code.hpp"
#include "async_exception.hpp"
#include "vendor_gpu_selector.hpp"
using namespace cl::sycl;
int main(){

constexpr int N=1024;
constexpr int WG=512;
std::vector<double> v(N,10);
auto R = range<1>(N);
buffer<int, 1> buf(v.data(), R);
queue q(vendor_gpu_selector{}, exception_handler);
q.submit([&](handler &h){

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(nd_range<1>(R, range<1>(WG)), [=](nd_item<1> it){

auto i = it.get_global_id();
a[i] = i[0];

});
}).wait_and_throw();
host_accessor h_v(buf);
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

} 31

カスタムベンダー固有 GPU セレクター
クラスをインクルードする。このプログラ
ムは、ベンダーを Intel、グラフィックス
SKU を第 9 世代と仮定している。



非同期エラーハンドラーの使用

//dpcpp work_group_size.cpp
#include "common_code.hpp"
#include "async_exception.hpp"
#include "vendor_gpu_selector.hpp"
using namespace cl::sycl;
int main(){

constexpr int N=1024;
constexpr int WG=512;
std::vector<double> v(N,10);
auto R = range<1>(N);
buffer<int, 1> buf(v.data(), R);
queue q(vendor_gpu_selector{}, exception_handler);
q.submit([&](handler &h){

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(nd_range<1>(R, range<1>(WG)), [=](nd_item<1> it){

auto i = it.get_global_id();
a[i] = i[0];

});
}).wait_and_throw();
host_accessor h_v(buf);
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

} 32

• 第 9 世代グラフィックスでサポートされ
る最大ワークグループ・サイズは 256。

• 非同期エラー処理のデモのため、最大
ワークグループ・サイズを 512 に設定。



非同期エラーハンドラーの使用

//dpcpp work_group_size.cpp
#include "common_code.hpp"
#include "async_exception.hpp"
#include "vendor_gpu_selector.hpp"
using namespace cl::sycl;
int main(){

constexpr int N=1024;
constexpr int WG=512;
std::vector<double> v(N,10);
auto R = range<1>(N);
buffer<int, 1> buf(v.data(), R);
queue q(vendor_gpu_selector{}, exception_handler);
q.submit([&](handler &h){

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(nd_range<1>(R, range<1>(WG)), [=](nd_item<1> it){

auto i = it.get_global_id();
a[i] = i[0];

});
}).wait_and_throw();
host_accessor h_v(buf);
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

} 33

キュー・コンストラクターの引数は 2 つ。
• デバイス・セレクター・クラスのインスタンス
• 非同期エラーハンドラー



非同期エラーハンドラーの使用

//dpcpp work_group_size.cpp
#include "common_code.hpp"
#include "async_exception.hpp"
#include "vendor_gpu_selector.hpp"
using namespace cl::sycl;
int main(){

constexpr int N=1024;
constexpr int WG=512;
std::vector<double> v(N,10);
auto R = range<1>(N);
buffer<int, 1> buf(v.data(), R);
queue q(vendor_gpu_selector{}, exception_handler);
q.submit([&](handler &h){

auto accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(nd_range<1>(R, range<1>(WG)), [=](nd_item<1> it){

auto i = it.get_global_id();
a[i] = i[0];

});
}).wait_and_throw();
host_accessor h_v(buf);
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

} 34

nd_range を引数として parallel_for メンバー
関数を呼び出す。



非同期エラーハンドラーの使用

//dpcpp work_group_size.cpp
#include "common_code.hpp"
#include "async_exception.hpp"
#include "vendor_gpu_selector.hpp"
using namespace cl::sycl;
int main(){

constexpr int N=1024;
constexpr int WG=512;
std::vector<double> v(N,10);
auto R = range<1>(N);
buffer<int, 1> buf(v.data(), R);
queue q(vendor_gpu_selector{}, exception_handler);
q.submit([&](handler &h){

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(nd_range<1>(R, range<1>(WG)), [=](nd_item<1> it){

auto i = it.get_global_id();
a[i] = i[0];

});
}).wait_and_throw();
host_accessor h_v(buf);
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

} 35

nd_range コンストラクターの引数は 2 つ。
• データのグローバル範囲
• データのワークグループ範囲



非同期エラーハンドラーの使用

//dpcpp work_group_size.cpp
#include "common_code.hpp"
#include "async_exception.hpp"
#include "vendor_gpu_selector.hpp"
using namespace cl::sycl;
int main(){

constexpr int N=1024;
constexpr int WG=512;
std::vector<double> v(N,10);
auto R = range<1>(N);
buffer<int, 1> buf(v.data(), R);
queue q(vendor_gpu_selector{}, exception_handler);
q.submit([&](handler &h){

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(nd_range<1>(R, range<1>(WG)), [=](nd_item<1> it){

auto i = it.get_global_id();
a[i] = i[0];

});
}).wait_and_throw();
host_accessor h_v(buf);
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

} 36

nd_range のすべての項目は nd_item の
インスタンス。nd_item のテンプレート・
パラメーターはデータの次元。



非同期エラーハンドラーの使用

//dpcpp work_group_size.cpp
#include "common_code.hpp"
#include "async_exception.hpp"
#include "vendor_gpu_selector.hpp"
using namespace cl::sycl;
int main(){

constexpr int N=1024;
constexpr int WG=512;
std::vector<double> v(N,10);
auto R = range<1>(N);
buffer<int, 1> buf(v.data(), R);
queue q(vendor_gpu_selector{}, exception_handler);
q.submit([&](handler &h){

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(nd_range<1>(R, range<1>(WG)), [=](nd_item<1> it){

auto i = it.get_global_id();
a[i] = i[0];

});
}).wait_and_throw();
host_accessor h_v(buf);
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

} 37

wait_and_throw() の呼び出しはこの DPC++ イベント
に関連するコマンドグループの実行が完了するまで待
機するブロッキング呼び出しで、キャッチされなかった
非同期エラーがある場合は、それらのエラーで非同期エ
ラーハンドラーを呼び出す。



非同期エラーハンドラーの使用

//dpcpp work_group_size.cpp
#include "common_code.hpp"
#include "async_exception.hpp"
#include "vendor_gpu_selector.hpp"
using namespace cl::sycl;
int main(){

constexpr int N=1024;
constexpr int WG=512;
std::vector<double> v(N,10);
auto R = range<1>(N);
buffer<int, 1> buf(v.data(), R);
queue q(vendor_gpu_selector{}, exception_handler);
q.submit([&](handler &h){

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(nd_range<1>(R, range<1>(WG)), [=](nd_item<1> it){

auto i = it.get_global_id();
a[i] = i[0];

});
}).wait_and_throw();
host_accessor h_v(buf);
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

} 38

このプログラムは実行時に次の非同期エラーを
キャッチする。
OpenCL API failed. OpenCL API returns: -54 
(CL_INVALID_WORK_GROUP_SIZE) -54 
(CL_INVALID_WORK_GROUP_SIZE)



統合共有メモリー

▪ SYCL* 1.2.1 仕様で追加された項目

– バッファー/アクセサー: メモリー転送を追跡および管理し、ホストと
DPC++ デバイス間でデータの一貫性を保証する

▪ 多くの HPC およびエンタープライズ・アプリケーションはポイ
ンターを使用してデータを管理している

▪ ポインターベースのプログラミング向けの DPC++ 拡張

– 統合共有メモリー (USM): デバイスカーネルはポインターを使用して
データにアクセスできる

– USM はすでに SYCL* 2020 暫定仕様に含まれている

39



USM: 明示的なデータ転送
//dpcpp explicit.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

int *a, *d_a;
queue q;
auto ctx = q.get_context();
constexpr int N = 100;
a = static_cast<int *>(malloc(sizeof(int)*N));
d_a = static_cast<int *>(malloc_device(sizeof(int)*N, q));
for(int i = 0; i < N; i++)

a[i] = i;
auto e1 = q.memcpy(d_a, a, sizeof(int)*N);
auto e2 = q.submit([&](handler &h) {

h.depends_on(e1);
h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i){

d_a[i]++;
});

});
q.submit([&](handler &h){

h.depends_on({e1,e2});
h.memcpy(a, d_a, sizeof(int)*N);

}).wait();
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<a[i]<<"¥n";
free(a);
free(d_a,q);
return 0; 

}
40

• malloc はホストの配列の割り当てに使用する。この
メモリーは、デバイスカーネルからアクセスできない。

• USM 割り当ての C 形式の API: malloc_device() は
デバイスメモリーの割り当てに使用する。



USM: 明示的なデータ転送
//dpcpp explicit.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

int *a, *d_a;
queue q;
auto ctx = q.get_context();
constexpr int N = 100;
a = static_cast<int *>(malloc(sizeof(int)*N));
d_a = static_cast<int *>(malloc_device(sizeof(int)*N, q));
for(int i = 0; i < N; i++)

a[i] = i;
auto e1 = q.memcpy(d_a, a, sizeof(int)*N);
auto e2 = q.submit([&](handler &h) {

h.depends_on(e1);
h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i){

d_a[i]++;
});

});
q.submit([&](handler &h){

h.depends_on({e1,e2});
h.memcpy(a, d_a, sizeof(int)*N);

}).wait();
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<a[i]<<"¥n";
free(a);
free(d_a,q);
return 0; 

}
41

• ホストからデバイスメモリーにデー
タを転送する。

• この memcpy に関連する DPC++ 
イベントをキャプチャーする。



USM: 明示的なデータ転送
//dpcpp explicit.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

int *a, *d_a;
queue q;
auto ctx = q.get_context();
constexpr int N = 100;
a = static_cast<int *>(malloc(sizeof(int)*N));
d_a = static_cast<int *>(malloc_device(sizeof(int)*N, q));
for(int i = 0; i < N; i++)

a[i] = i;
auto e1 = q.memcpy(d_a, a, sizeof(int)*N);
auto e2 = q.submit([&](handler &h) {

h.depends_on(e1);
h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i){

d_a[i]++;
});

});
q.submit([&](handler &h){

h.depends_on({e1,e2});
h.memcpy(a, d_a, sizeof(int)*N);

}).wait();
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<a[i]<<"¥n";
free(a);
free(d_a,q);
return 0; 

}
42

• 2 つ目のコマンドグループは、ハンドラーの
depends_on() メンバー関数を呼び出して
デバイスカーネルを実行する前に、memcpy 
がリターンするまで待機する。

• デバイスポインターは、計算のために
DPC++ カーネルの内部で使用される。

• このカーネル計算に関連する DPC++ イベン
トをキャプチャーする。



USM: 明示的なデータ転送
//dpcpp explicit.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

int *a, *d_a;
queue q;
auto ctx = q.get_context();
constexpr int N = 100;
a = static_cast<int *>(malloc(sizeof(int)*N));
d_a = static_cast<int *>(malloc_device(sizeof(int)*N, q));
for(int i = 0; i < N; i++)

a[i] = i;
auto e1 = q.memcpy(d_a, a, sizeof(int)*N);
auto e2 = q.submit([&](handler &h) {

h.depends_on(e1);
h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i){

d_a[i]++;
});

});
q.submit([&](handler &h){

h.depends_on({e1,e2});
h.memcpy(a, d_a, sizeof(int)*N);

}).wait();
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<a[i]<<"¥n";
free(a);
free(d_a,q);
return 0; 

}
43

• memcpy 操作は e1 および e2 イベントで
待機する。

• デバイスからホストメモリーにデータを転送
して戻す。

• キューの wait() を呼び出すと USM 配列が
更新される。



USM: 明示的なデータ転送
//dpcpp explicit.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

int *a, *d_a;
queue q;
auto ctx = q.get_context();
constexpr int N = 100;
a = static_cast<int *>(malloc(sizeof(int)*N));
d_a = static_cast<int *>(malloc_device(sizeof(int)*N, q));
for(int i = 0; i < N; i++)

a[i] = i;
auto e1 = q.memcpy(d_a, a, sizeof(int)*N);
auto e2 = q.submit([&](handler &h) {

h.depends_on(e1);
h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i){

d_a[i]++;
});

});
q.submit([&](handler &h){

h.depends_on({e1,e2});
h.memcpy(a, d_a, sizeof(int)*N);

}).wait();
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<a[i]<<"¥n";
free(a);
free(d_a,q);
return 0; 

}
44

バッファーの使用とは異なり、データ
にアクセスするために DPC++ カー
ネルの追加の C++ スコープやホス
トアクセサーの作成は不要。



USM: 明示的なデータ転送
//dpcpp explicit.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

int *a, *d_a;
queue q;
auto ctx = q.get_context();
constexpr int N = 100;
a = static_cast<int *>(malloc(sizeof(int)*N));
d_a = static_cast<int *>(malloc_device(sizeof(int)*N, q));
for(int i = 0; i < N; i++)

a[i] = i;
auto e1 = q.memcpy(d_a, a, sizeof(int)*N);
auto e2 = q.submit([&](handler &h) {

h.depends_on(e1);
h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i){

d_a[i]++;
});

});
q.submit([&](handler &h){

h.depends_on({e1,e2});
h.memcpy(a, d_a, sizeof(int)*N);

}).wait();
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<a[i]<<"¥n";
free(a);
free(d_a,q);
return 0; 

}
45

割り当てたメモリーを解放する。関数の
引数として割り当てられたポインターと
コンテキストの両方を指定する。



USM アロケーター・クラス

//dpcpp usmallocator.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

queue q;
constexpr int N = 100;
usm_allocator<int, usm::alloc::shared> alloc(q);
std::vector<int, decltype(alloc)> v(N, 10, alloc);
int *ptr = &v[0];
q.submit([&](handler &h) {

h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i) {
ptr[i[0]]++;

});
}).wait();
std::cout<<v[99]<<"¥n";
return 0;

}

46

1. usm_allocator は USM 向けの C++ アロケーター・クラス。テンプ
レート・パラメーターとしてデータ型と割り当ての種類を指定する。

2. このアロケーターは std::vector コンストラクターに渡される。



USM アロケーター・クラス

//dpcpp usmallocator.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

queue q;
constexpr int N = 100;
usm_allocator<int, usm::alloc::shared> alloc(q);
std::vector<int, decltype(alloc)> v(N, 10, alloc);
int *ptr = &v[0];
q.submit([&](handler &h) {

h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i) {
ptr[i[0]]++;

});
}).wait();
std::cout<<v[99]<<"¥n";
return 0;

}

47

割り当てられたベクトルからポインターを取得する。



USM アロケーター・クラス

//dpcpp usmallocator.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

queue q;
constexpr int N = 100;
usm_allocator<int, usm::alloc::shared> alloc(q);
std::vector<int, decltype(alloc)> v(N, 10, alloc);
int *ptr = &v[0];
q.submit([&](handler &h) {

h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i) {
ptr[i[0]]++;

});
}).wait();
std::cout<<v[99]<<"¥n";
return 0;

}

48

同じホストポインターを DPC++ カーネル
の内部のデバイスで使用できる。



USM アロケーター・クラス

//dpcpp usmallocator.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace cl::sycl;
int main(){

queue q;
constexpr int N = 100;
usm_allocator<int, usm::alloc::shared> alloc(q);
std::vector<int, decltype(alloc)> v(N, 10, alloc);
int *ptr = &v[0];
q.submit([&](handler &h) {

h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i) {
ptr[i[0]]++;

});
}).wait();
std::cout<<v[99]<<"¥n";
return 0;

}

49

• キューにコマンドグループ関数オブジェクトを送る
と DPC++ イベントがリターンされる。

• DPC++ イベントでの wait() の呼び出しはブロッキ
ング呼び出しで、DPC++ カーネルが実行を完了し
た場合にのみリターンされる。



インテル® oneAPI DPC++ ライブラリー (インテル® oneDPL)

• インテル® oneDPL は 3 つのモジュールで構成される

• STL の機能

• Parallel STL と DPC++ バックエンド

• https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/one
api-dpcpp-library-guide/top/tested-standard-c-apis.html (英語)

• API 拡張

• カスタム・イテレーターにより並列アルゴリズムのアプリケーション
を増やす

50

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/oneapi-dpcpp-library-guide/top/tested-standard-c-apis.html


Parallel STL (PSTL) 

▪ C++17 標準

STL アルゴリズムの並列実装

– 標準シーケンシャル変換
transform(v.begin(), v.end(), v.begin(), [](){ });

– 明示的なシーケンシャル変換 (ホストのみ)

transform(execution::seq, v.begin(), v.end(), v.begin(), [](){ });

– 並列実行変換 (ホストのみ)

transform(execution::par, v.begin(), v.end(), v.begin(), [](){ });

– 並列およびベクトル化変換 (ホストのみ)

transform(execution::par_unseq, v.begin(), v.end(), v.begin(), [](){ });

– ベクトル化変換 (ホストのみ、C++20 標準)

transform(execution::unseq, v.begin(), v.end(), v.begin(), [](){ });
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DPC++ 実行ポリシーを使用した PSTL 変換

//dpcpp dpc_transform.cpp
#include "common_code.hpp"
#include<oneapi/dpl/execution>
#include<oneapi/dpl/algorithm>
using namespace sycl;
using namespace oneapi::dpl::execution;
int main(){

queue q;
constexpr int N = 100;
std::vector<int> v(N,10);
auto exec_policy = make_device_policy(q);
std::transform(exec_policy, v.begin(), v.end(), v.begin(), [](int a) -> int { return ++a; });
for(auto it = v.begin(); it < v.end(); it++)

std::cout<<(*it)<<"¥n";
return 0;

}

52

インテル® oneDPL の API を使用するには
これらのヘッダーを含める必要がある。



DPC++ 実行ポリシーを使用した PSTL 変換

//dpcpp dpc_transform.cpp
#include "common_code.hpp"
#include<oneapi/dpl/execution>
#include<oneapi/dpl/algorithm>
using namespace sycl;
using namespace oneapi::dpl::execution;
int main(){

queue q;
constexpr int N = 100;
std::vector<int> v(N,10);
auto exec_policy = make_device_policy(q);
std::transform(exec_policy, v.begin(), v.end(), v.begin(), [](int a) -> int { return ++a; });
for(auto it = v.begin(); it < v.end(); it++)

std::cout<<(*it)<<"¥n";
return 0;

}

53

実行ポリシーとほかの DPC++ ライブラリー API は、
この名前空間で定義される。



DPC++ 実行ポリシーを使用した PSTL 変換

//dpcpp dpc_transform.cpp
#include "common_code.hpp"
#include<oneapi/dpl/execution>
#include<oneapi/dpl/algorithm>
using namespace sycl;
using namespace oneapi::dpl::execution;
int main(){

queue q;
constexpr int N = 100;
std::vector<int> v(N,10);
auto exec_policy = make_device_policy(q);
std::transform(exec_policy, v.begin(), v.end(), v.begin(), [](int a) -> int { return ++a; });
for(auto it = v.begin(); it < v.end(); it++)

std::cout<<(*it)<<"¥n";
return 0;

}

54

make_device_policy() は、DPC++ 実行ポ
リシーを作成し、キューが接続されている
DPC++ デバイスに適用する。



DPC++ 実行ポリシーを使用した PSTL 変換

//dpcpp dpc_transform.cpp
#include "common_code.hpp"
#include<oneapi/dpl/execution>
#include<oneapi/dpl/algorithm>
using namespace sycl;
using namespace oneapi::dpl::execution;
int main(){

queue q;
constexpr int N = 100;
std::vector<int> v(N,10);
auto exec_policy = make_device_policy(q);
std::transform(exec_policy, v.begin(), v.end(), v.begin(), [](int a) -> int { return ++a; });
for(auto it = v.begin(); it < v.end(); it++)

std::cout<<(*it)<<"¥n";
return 0;

}
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• 実行ポリシーを最初の引数として
std::transform に渡す。

• PSTL API はデータ転送と計算の
両方を処理する。



DPC++ バッファー・イテレーター

//dpcpp buffer_iterator.cpp
#include "common_code.hpp"
#include<oneapi/dpl/execution>
#include<oneapi/dpl/algorithm>
using namespace sycl;
using namespace oneapi::dpl::execution;
int main(){

queue q;
constexpr int N = 100;
std::vector<int> v(N,10);
{

buffer<int,1> buf(v.data(), range<1>(N));
auto exec_policy = make_device_policy(q);
auto start = oneapi::dpl::begin(buf);
auto end = oneapi::dpi::end(buf);
std::transform(exec_policy, start, end, start, [](int a) -> int { return ++a; });

}
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<v[i]<<"¥n";
return 0;

}
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DPC++ ライブラリーは、バッファー・イテ
レーターを取得する begin() および end() 
インターフェイスを提供している。
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補足資料



(このスライドの) すべての例に含まれている共通のコード

//common_code.hpp
#include<CL/sycl.hpp>
#include<vector>
#include<iostream>
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USM 割り当てタイプ
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タイプ 説明 アクセス 移行

デバイス
デバイス
割り当て

ホスト  ホスト 

デバイス ✓ デバイス 

ほかのデバイス ? ほかのデバイス 

ホスト
ホスト
割り当て

ホスト ✓ ホスト 

任意のデバイス ✓ デバイス 

共有
割り当て移行
の可能性

ホスト ✓ ホスト ✓*

デバイス ✓ デバイス ✓*

ほかのデバイス ? ほかのデバイス ?



USM: 共有メモリー

//dpcpp shared.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

int *a;
constexpr int N = 100;
queue q;
auto ctx = q.get_context();
a = (int *)malloc_shared(sizeof(int)*N, q);
for(int i = 0; i < N; i++)

a[i] = i;
q.submit([&](handler &h) {

h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i){
a[i]++;

});
}).wait();
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<a[i]<<"¥n";
free(a, q);
return 0;

}
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malloc_shared() は、ホストとデバ
イスの両方がアクセスできるメモ
リーを割り当てる。



USM: 共有メモリー

//dpcpp shared.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

int *a;
constexpr int N = 100;
queue q;
auto ctx = q.get_context();
a = (int *)malloc_shared(sizeof(int)*N, q);
for(int i = 0; i < N; i++)

a[i] = i;
q.submit([&](handler &h) {

h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i){
a[i]++;

});
}).wait();
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<a[i]<<"¥n";
free(a, q);
return 0;

}
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ホスト側で使用しているのと同じポイン
ターをデバイス側でも使用できる。



USM: 共有メモリー

//dpcpp shared.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace cl::sycl;
int main(){

int *a;
constexpr int N = 100;
queue q;
auto ctx = q.get_context();
a = (int *)malloc_shared(sizeof(int)*N, q);
for(int i = 0; i < N; i++)

a[i] = i;
q.submit([&](handler &h) {

h.parallel_for(range<1>(N), [=](id<1> i){
a[i]++;

});
}).wait();
for(int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<a[i]<<"¥n";
free(a, q);
return 0;

}
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割り当てたメモリーを解放する。



DPC++ カーネルを複数回呼び出す

//dpcpp multi_kernel.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
q.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
for(int i = 0; i < 3; i++){

h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {
a[i] -= 2;

});
}

});
q.wait();
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<v[i]<<"¥n";
return 0;

}
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コマンド・グループ・スコープ
内の for ループ – 許可されて
いない



DPC++ カーネルを複数回呼び出す

//dpcpp dpc_queue.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue q;
buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
for(int i = 0; i < 3; i++){

q.submit([&](handler &h) {
accessor a(buf, h, read_write);

h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {
a[i] -= 2;

});
}

});
}
q.wait();
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<v[i]<<"¥n";
return 0;

}
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コマンドグループを複数回キューに
入れるため for ループはコマンド・
グループ・スコープ外にある必要が
ある。



DPC++ カーネルから数学関数を呼び出す

//dpcpp math_function.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue gpuQ(gpu_selector{});
buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
gpuQ.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] = sycl::exp(a[i]);
});

});
host_accessor h_v(buf);
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

}
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DPC++ カーネルから数学関数を呼び出す

//dpcpp math_function.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue gpuQ(gpu_selector{});
buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
gpuQ.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] = sycl::exp(a[i]);
});

});
host_accessor h_v(buf);
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

}
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この例は GPU デバイスを使用している。



DPC++ カーネルから数学関数を呼び出す

//dpcpp math_function.cpp
#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue gpuQ(gpu_selector{});
buffer<double, 1> buf(v.data(), R);
gpuQ.submit([&](handler &h) {

accessor a(buf, h, read_write);
h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {

a[i] = sycl::exp(a[i]);
});

});
host_accessor h_v(buf);
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

}
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コンパイラーは、標準 C ヘッダーの exp() 
および (sycl 名前空間ではなく) 
global/anonymous 名前空間を使用する。



SYCL_external マクロ

//dpcpp math_function.cpp func.cpp

#include "common_code.hpp"
using namespace sycl;
SYCL_EXTERNAL double func(double a);
int main(){

constexpr int N = 100;
auto R = range<1>(N);
std::vector<double> v(N,10);
queue gpuQ(gpu_selector{});
buffer<double, 1> buf(v.data(), R);

gpuQ.submit([&](handler &h) {
accessor a(buf, h, read_write);

h.parallel_for(R, [=](id<1> i) {
a[i] = func(a[i]);

});
});

host_accessor h_v(buf);
for (int i = 0; i < N; i++)

std::cout<<h_v[i]<<"¥n";
return 0;

}
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// func.cpp

#include "common_code.hpp" 
SYCL_EXTERNAL double func(double a){
return (sycl::exp(a));
}

DPC++ カーネルから呼び出され同じコン
パイル単位に存在しない関数は
SYCL_EXTERNAL マクロで注釈を付ける。



DPC++ zip イテレーター

//dpcpp zip_iterator.cpp

#include<oneapi/dpl/execution>
#include<oneapi/dpl/algorithm>
#include<oneapi/dpl/iterator>
using namespace sycl;
using namespace oneapi::dpl::execution;
int main() {

queue q;
constexpr int n = 100;
std::vector<int> v1(n, 1), v2(n, 2), v3(n, 0);
auto start = oneapi::dpl::make_zip_iterator(v1.begin(), v2.begin(), v3.begin());
auto end = oneapi::dpl::make_zip_iterator(v1.end(), v2.end(), v3.end());
auto exec_policy = make_device_policy(q);
std::for_each(exec_policy, start, end, [](auto t) {

using std::get;
get<2>(t) = get<1>(t) + get<0>(t);

});
for (auto it = v3.begin(); it < v3.end(); it++)

std::cout << (*it) << "¥n";
std::cout << std::endl;
return 0;

}
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• STL アルゴリズムは操作できるデータソースの数
に制限がある。この制限は、STL アルゴリズムの引
数として提供できるイテレーターの数に起因する。

• zip イテレーターを使用すると、この制限を緩和で
きる。



DPC++ zip イテレーター

//dpcpp zip_iterator.cpp

#include<oneapi/dpl/execution>
#include<oneapi/dpl/algorithm>
#include<oneapi/dpl/iterator>
using namespace sycl;
using namespace oneapi::dpl::execution;
int main() {

queue q;
constexpr int n = 100;
std::vector<int> v1(n, 1), v2(n, 2), v3(n, 0);
auto start = oneapi::dpl::make_zip_iterator(v1.begin(), v2.begin(), v3.begin());
auto end = oneapi::dpl::make_zip_iterator(v1.end(), v2.end(), v3.end());
auto exec_policy = make_device_policy(q);
std::for_each(exec_policy, start, end, [](auto t) {

using std::get;
get<2>(t) = get<1>(t) + get<0>(t);

});
for (auto it = v3.begin(); it < v3.end(); it++)

std::cout << (*it) << "¥n";
std::cout << std::endl;
return 0;

}
74

zip イテレーターを使用するには、
このヘッダーをインクルードする
必要がある。



DPC++ zip イテレーター

//dpcpp zip_iterator.cpp 

#include<oneapi/dpl/execution>
#include<oneapi/dpl/algorithm>
#include<oneapi/dpl/iterator>
using namespace sycl;
using namespace oneapi::dpl::execution;
int main() {

queue q;
constexpr int n = 100;
std::vector<int> v1(n, 1), v2(n, 2), v3(n, 0);
auto start = oneapi::dpl::make_zip_iterator(v1.begin(), v2.begin(), v3.begin());
auto end = oneapi::dpl::make_zip_iterator(v1.end(), v2.end(), v3.end());
auto exec_policy = make_device_policy(q);
std::for_each(exec_policy, start, end, [](auto t) {

using std::get;
get<2>(t) = get<1>(t) + get<0>(t);

});
for (auto it = v3.begin(); it < v3.end(); it++)

std::cout << (*it) << "¥n";
std::cout << std::endl;
return 0;

}
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zip イテレーターは、個々の
コンテナーのイテレーター
を組み合わせる。



DPC++ zip イテレーター

//dpcpp zip_iterator.cpp

#include<oneapi/dpl/execution>
#include<oneapi/dpl/algorithm>
#include<oneapi/dpl/iterator>
using namespace sycl;
using namespace oneapi::dpl::execution;
int main() {

queue q;
constexpr int n = 100;
std::vector<int> v1(n, 1), v2(n, 2), v3(n, 0);
auto start = oneapi::dpl::make_zip_iterator(v1.begin(), v2.begin(), v3.begin());
auto end = oneapi::dpl::make_zip_iterator(v1.end(), v2.end(), v3.end());
auto exec_policy = make_device_policy(q);
std::for_each(exec_policy, start, end, [](auto t) {

using std::get;
get<2>(t) = get<1>(t) + get<0>(t);

});
for (auto it = v3.begin(); it < v3.end(); it++)

std::cout << (*it) << "¥n";
std::cout << std::endl;
return 0;

}
76

zip イテレーターは、PSTL アルゴリズム
の境界を表すために使用される。


