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インテル® oneAPI ベース・
ツールキット
さまざまなアーキテクチャー (CPU、GPU、FPGA) にわた
りハイパフォーマンスなアプリケーションを開発するため
に使用されるツールとライブラリーのコアセット
対象
•
•

さまざまさ業界の幅広い開発者
アドオン・ツールキットを使用する開発者

主な機能/利点
•

•
•

•

データ並列 C++ (DPC++ ) コンパイラー、ライブラリー、および解析
ツール
DPC++ 互換性ツールは、既存の CUDA コードの移行を支援します
Python* ディストリビューションには、高速化された scikit-learn、
NumPy、SciPy ライブラリーが含まれます
スレッド化、数学、データ解析、ディープラーニング、ビデオ/画像/信号
処理向けに最適化されたパフォーマンス・ライブラリー

インテル® oneAPI ベース・ツールキット
ダイレクト・プロ
グラミング

API ベースのプログ
ラミング

解析とデバッグ
ツール

インテル® oneAPI
DPC++ コンパイラー

インテル® oneAPI
DPC++ ライブラリー

インテル® VTune™ プロ
ファイラー

インテル® DPC++ 互換性
ツール

インテル® oneAPI マス・
カーネル・ライブラリー

インテル® Advisor

Python* 向けインテル®
ディストリビューション

インテル® oneAPI デー
タ・アナリティクス・ライブ
ラリー

GDB*

oneAPI ツールキット向け
インテル® FPGA アドオン

インテル® oneAPI スレッ
ディング・ビルディング・ブ
ロック
インテル® oneAPI ビデ
オ・プロセシング・ライブラ
リー
インテル® oneAPI コレク
ティブ・コミュニケーショ
ン・ライブラリーライブラ
リー
インテル® oneAPI ディー
プ・ニューラル・ネットワー
ク・ライブラリー
インテル® インテグレーテッ
ド・パフォーマンス・プリミ
ティブ
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インテル® oneMKL
概要
oneAPI は多様なアーキテクチャーにわたる開発
を簡素化する統合プログラミング・モデルを提供
スカラー、ベクトル、行列、および空間 (SVMS)
アーキテクチャーで共通の開発者体験

最適化されたアプリケーション

oneAPI ツー
ル

最適化された
ミドルウェア/フレームワーク

並列性を表現する統一および簡素化された言語と
ライブラリー

インテル® oneMKL

妥協のないネイティブレベルのハイパフォーマンス
CPU & GPU サポート
業界標準とオープンな API に基づく

CPU

GPU
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インテル® oneMKL API の主な機能
マルチデバイス・
サポート

単一の API で CPU と GPU に対応
CPU 計算と GPU 計算が透過的に混在

非同期 API

効率的な非ブロッキング API
データフローに基づく自動スケジューリング

生産性

簡単なセットアップ、最小限の定型コード

最新の C++

タイプセーフとタイプ認識
5

パフォーマンス

CPU 上での信頼性の高い MKL パフォーマンス
現在および将来の GPU 向けの最適化
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インテル® oneMKL
2020 年 12 月に初期バージョンの 2021.1 をリリース
•

インテル® DPC++/C/Fortran 向けの言語サポート

•

無料およびロイヤルティー・フリーで利用可能

•

最小限の労力で優れたパフォーマンスを達成

•

インテル® oneMKL に含まれる機能

CPU を完全サポート、第 9 世代および第 12 世代インテル® プロセッサー・
グラフィックスとインテル® ディスクリート GPU を一部サポート

密線形代数
疎線形代数

高速フーリエ変換

高度に最適化、スレッド化、ベクトル化された数学関数により、科学、工学、金融
アプリケーションにおける計算を高速化

ベクトル演算

密/疎線形代数 (BLAS、LAPACK、PARDISO)、FFT、ベクトル演算、サマリー統計、
スプラインなどの主な機能を提供
コードを分岐せずに各プロセッサー向けに最適化されたコードを自動ディスパッチ
シングルコアのベクトル化およびキャッシュ効率を向上する最適化
マルチコア CPU と GPU の自動並列化、コアからクラスターにスケーリング

ベクトル RNG
6

その他

インテル® oneAPI ベース・ツールキットの一部としてのみ利用可能
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インテル® oneMKL の内部機能概要
線形代数

FFT

BLAS

多次元

ベクトル RNG

サマリー統計

ベクトル演算

尖度

三角関数

エンジン

LAPACK
ScaLAPACK

指数
FFTW インター

最小/最大

フェイス

LOG

グラフ

分散

クラスター・スパース・
ソルバー

順序統計量

信頼区間

高速ポアソンソ

分散-共分散

パースソルバー

インテル® プロセッサー・グラフィックス
Gen9/Gen12 のサポート

補間

べき乗

クラスター FFT

PARDISO / 直接法ス

スプライン

双曲線
変化係数

スパース BLAS

その他

制限 - インテル® プロセッサー・グラフィックス
Gen9/Gen12 のサポート (リリースノートを参照)

平方根

ルバー

CPU C/Fortran サポート
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インテル® oneMKL 2021.1 の新機能
第 9 世代および第 12 世代インテル® プロセッサー・グラフィックスとインテル® ディスクリート
GPU を一部サポート
データ並列 C++ 言語バインドをサポート
• BLAS – CPU と GPU でバッファーとポインター (USM) インターフェイスの両方を完全サポー
ト
• LAPACK – CPU と GPU でバッファー・インターフェイスを一部サポート、USM インターフェイ
スは限定サポート
• スパース BLAS – CPU と GPU でバッファー・インターフェイスを一部サポート
• 離散フーリエ変換 – CPU: 1D、2D、3D、C2C。GPU: 1D、C2C。バッファー・インターフェイス
• 乱数生成 – CPU と GPU でバッファーと USM インターフェイスの両方を一部サポート
• ベクトル演算 – CPU と GPU でバッファーと USM インターフェイスの両方を完全サポート
8
OpenMP* を使用した第 9 世代インテル® プロセッサー・グラフィックス (GPU) へのオフロードを
一部のルーチンでサポート
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インテル® oneMKL 2021.1 のサポート
Domain
DPC++
BLAS and BLAS-like Extensions

Yes

LAPACK and LAPACK-like Extensions

CPU API
C
Fortran

DPC++

Intel GPU API
C OpenMP*
Fortran OpenMP*
Offload
Offload
Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

1

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

ScaLAPACK
Vector Math
Vector Statistics
(Random Number Generators)

No
Yes
1
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

No
5
Yes
1
Yes

No
5
Yes
2
Yes

No
3,5
Yes
2,3
Yes

Vector Statistics (Summary Statistics)

Yes

1

Yes

Yes

Yes

No

No

Data Fitting
FFT/DFT
Sparse BLAS
Sparse Solvers

No
Yes
1
Yes
No

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes

No
Yes
1
Yes
No

No
4
Yes
2
Yes
No

No
4
Yes
No
No

1

1

2

2

1: Subset of the full functionality available. Refer to the DPC++ developer reference for full list of DPC++ functionality supported.
2: Subset of the full functionality available. For the list of functionality, refer to the developer reference (C and Fortran)
3: Supported on Linux* only.
4: DFTI interfaces are supported; FFTW interfaces are not supported.
5. Subset of the full functionality available. Refer to the DPC++ developer reference for full list of DPC++ functionality supported or to the developer
reference for C and Fortran. Functions which are not implemented for GPU can still be used and will be executed transparently on the host CPU
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例: 並列正弦
DPC++ API

C API

using namespace cl::sycl;
constexpr size_t N = 256;
float A[N] = {0};

buffer<float, 1> A_buf{A, A+N};
buffer<float, 1> R_buf{N};

device dev{gpu_selector()};
queue q{dev};

mkl::vm::sin(q, N, A_buf, R_buf,
mkl::vm::mode::la);

ホストメモリー

constexpr size_t N = 256;
float A[N] = {0}, R[N];

DPC++
バッファーを作成

デバイスを
キューを選択

R = sin(A)
を計算

vmsSin(N, A, R, VML_LA);
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例: マルチデバイス FFT (1/2)
DPC++ API

C API

const int64_t len = 16;

MKL_LONG dim = 1, len = 16;

mkl::dft::Descriptor<mkl::dft::Precision::SINGLE,
mkl::dft::Domain::COMPLEX>
desc;
auto status = desc.init(len);

DFTI_DESCRIPTOR_HANDLE hand = NULL;
MKL_LONG status = DftiCreateDescriptor(
&hand, DFTI_SINGLE, DFTI_COMPLEX,
dim, len);

記述子を作成

status = desc.setValue(mkl::dft::placement,
mkl::dft::not_inplace);

float *A = ...,
*B = ...;

buffer<float, dim> A_buf{A, range<dim>(2*len)};
buffer<float, dim> B_buf{B, range<dim>(2*len)};

status = DftiSetValue(hand,
DFTI_PLACEMENT, DFTI_NOT_INPLACE);

ホストメモリー

float *A = ...,
*B = ...;

DPC++
バッファー
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例: マルチデバイス FFT (2/2)
DPC++ API

C API

mkl::dft::Descriptor descCPU = desc;
mkl::dft::Descriptor descGPU = desc;
device devCPU{cpu_selector()},
devGPU{gpu_selector()};
queue qCPU{devCPU},
qGPU{devGPU};

デバイスと
キュー

status = descCPU.commit(qCPU);
status = descGPU.commit(qGPU);

事前計算

status = DftiCommitDescriptor(hand);

status = descCPU.computeForward (A_buf, B_buf);
status = descGPU.computeBackward(B_buf, A_buf);

FFT

status = DftiComputeForward(hand, A,
B);

// 記述子が範囲外になるとリソースは自動的に開放される

クリーンアッ
プ

DftiFreeDescriptor(&hand);
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例: 行列乗算 (1/2)
USM API

バッファー API

using mkl::blas::gemm;
int64_t n = 32;

using mkl::blas::gemm;
int64_t n = 32;
device dev({host, cpu, gpu}_selector());
queue Q(dev);

デバイス・
セットアップ

device dev({host, cpu, gpu}_selector());
queue Q(dev);

行列の準備

size_t bytes = n * n * sizeof(double);
double *A = malloc_shared(bytes, Q,
Q.get_context());
double *B = malloc_shared(…);
double *C = malloc_shared(…);

double *A = ..., *B = ..., *C = ...;

buffer<double, 1> A_buf{A, range<1>(n * n)},
B_buf{B, range<1>(n * n)},
C_buf{C, range<1>(n * n)};
gemm(Q, mkl::transpose::N, mkl::transpose::N,
n, n, n, 1.0, A_buf, n, B_buf, n,
0.0, C_buf, n);

gemm(Q, mkl::transpose::N, mkl::transpose::N,
n, n, n, 1.0, A, n, B, n,
0.0, C, n);
C=A*B

Q.wait_and_throw();
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例: 行列乗算 (2/2)
USM API

バッファー API

using mkl::blas::gemm;
int64_t n = 32;

using mkl::blas::gemm;
int64_t n = 32;
device dev({host, cpu, gpu}_selector());
queue Q(dev);

デバイス・
セットアップ

double *A = ..., *B = ..., *C = ...;

buffer<double, 1> A_buf{A,
B_buf{B,
C_buf{C,
D_buf{D,

range<1>(n
range<1>(n
range<1>(n
range<1>(n

*
*
*
*

n)},
n)},
n)},
n)};

gemm(Q, mkl::transpose::N, mkl::transpose::N,
n, n, n, 1.0, A_buf, n, B_buf, n,
0.0, C_buf, n);

行列の準備

device dev({host, cpu, gpu}_selector());
queue Q(dev);
size_t bytes = n * n * sizeof(double);
double *A = malloc_shared(bytes, Q,
Q.get_context());
double *B = malloc_shared(…);
double *C = malloc_shared(…);
double *D = malloc_shared(…);
event e = gemm(Q, mkl::transpose::N, mkl::transpose::N,
n, n, n, 1.0, A, n, B, n,
0.0, C, n);

C=A*B

gemm(Q, mkl::transpose::N, mkl::transpose::N,
n, n, n, 1.0, C, n, A, n,
0.0, B, n, {e});

gemm(Q, mkl::transpose::N, mkl::transpose::N,
n, n, n, 1.0, C_buf, n, A_buf, n,
0.0, B_buf, n);
D=C*A
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エラー処理
try {
mkl::blas::gemm(Q, …);
}
catch (cl::sycl::exception &e) {
// SYCL* エラー
//
例: 不正な USM ポインター
}
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サンプルコード
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サンプルコードについて
◼ oneMKL の blas :: gemm ルーチンを使用して、一般化された行列乗算演算を実行します
◼ OneMKL BLAS ルーチンは、行優先と列優先の両方の行列レイアウトをサポートしますが、こ
のサンプルでは、C ++ の従来の選択である行優先レイアウトを使用します

実行環境

説明

OS

Linux* Ubuntu* 18.04、Windows* 10

ハードウェア

GEN9 統合グラフィックスを搭載した Skylake 以降

GitHub からソースコードを入手:
https://github.com/oneapi-src/oneAPI-samples/tree/master/Libraries/oneMKL/matrix_mul_mkl
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参考: C/C++ と OpenMP*
#pragma omp target data map(to : a, b) map(tofrom : c)
#pragma omp target teams distribute parallel for thread_limit(128)
{
for (i = 0; i < M; i++) {
for (k = 0; k < N; k++) {
for (j = 0; j < P; j++) {
c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
}
}
}
}
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C/C++ から MKL dgemm を呼び出し
auto
auto
auto
auto

A = (double *) calloc(m * k, sizeof(double));
B = (double *) calloc(k * n, sizeof(double));
C = (double *) calloc(m * n, sizeof(double));
C_reference = (double *) calloc(m * n, sizeof(double));
…
cblas_dgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans,
m, n, k, alpha, A, k, B, n, beta, C, n);
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oneMKL : バッファーを使用した gemm
oneapi::mkl::transpose transA = oneapi::mkl::transpose::nontrans;
oneapi::mkl::transpose transB = oneapi::mkl::transpose::nontrans;
…
cl::sycl::queue main_queue(dev, exception_handler);
cl::sycl::buffer<fp, 1> A_buffer(A.data(), A.size());
cl::sycl::buffer<fp, 1> B_buffer(B.data(), B.size());
cl::sycl::buffer<fp, 1> C_buffer(C.data(), C.size());
// oneapi::mkl::blas::gemm を実行キューに追加
try {
oneapi::mkl::blas::row_major::gemm(main_queue, transA, transB, m, n, k,
alpha, A_buffer, ldA, B_buffer, ldB, beta, C_buffer, ldC);
}
catch(cl::sycl::exception const& e) {
std::cout << "¥t¥tCaught synchronous SYCL exception during GEMM:¥n"
<< e.what() << std::endl << "OpenCL status: " << e.get_cl_code() << std::endl;
}
…
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oneMKL : USM を使用した gemm
auto transA = oneapi::mkl::transpose::nontrans; // この行列乗算では転置は必要ありません
auto transB = oneapi::mkl::transpose::nontrans; // この行列乗算では転置は必要ありません
…
sycl::queue device_queue{sycl::default_selector{}};
std::cout << "Device: "
<< device_queue.get_device().get_info<sycl::info::device::name>() << std::endl;
…
// 行列の共有メモリーを割り当て
auto A = sycl::malloc_shared<double>(m * k, device_queue);
auto B = sycl::malloc_shared<double>(k * n, device_queue);
auto C = sycl::malloc_shared<double>(m * n, device_queue);

oneapi::mkl::blas::row_major::gemm(device_queue, transA, transB, m, n, k,
alpha, A, lda, B, ldb, beta, C, ldc);
device_queue.wait_and_throw();
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サンプルのコンパイルと実行
Linux*:
dpcpp matmkl.cpp –o matmkl –I${MKLROOT}/include -mkl
-fsycl-device-code-split=per_kernel -lOpenCL
Windows*:
dpcpp matmkl.cpp /Fematmkl.exe /I“%MKLROOT%¥include" /Qmkl /EHsc
-fsycl-device-code-split=per_kernel OpenCL.lib
警告：Windows* では、既知のコンパイラーの問題により、oneMKL の静的リンクには非常に長い
時間がかかります。 これは、今後のリリースで対処される予定です
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Windows* でのダイナミックリンク
dpcpp mat_usm.cpp /Femat_usm.exe /I“%MKLROOT%¥include” /EHsc -DMKL_ILP64 ¥
mkl_sycl_dll.lib mkl_intel_ilp64_dll.lib mkl_tbb_thread_dll.lib ¥
mkl_core_dll.lib tbb.lib sycl.lib OpenCL.lib
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SYCL_PI_TRACE や SYCL_DEVICE_TYPE を適用可能
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oneMKL は CPU と GPU のみをサポート
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インテル® oneMKL リンクライン・アドバイザー

https://software.intel.com/en-us/articles/intel-mkl-link-line-advisor (英語)
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まとめ
◼

◼
◼
◼

◼

インテル® DPC++/C/Fortran 向けの言語サポート
無料およびロイヤルティー・フリーで利用可能
最小限の労力で優れたパフォーマンスを達成
CPU を完全サポート、第 9 世代および第 12 世代インテル® プロセッサー・
グラフィックスとインテル® ディスクリート GPU を一部サポート
高度に最適化、スレッド化、ベクトル化された数学関数により、科学、工学、金融
アプリケーションにおける計算を高速化
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関連情報
ウェブサイト
フォーラム

https://www.isus.jp/intel-mkl/
https://software.intel.com/en-us/oneapi/onemkl (英語)
https://software.intel.com/en-us/forums/intel-math-kernel-library (英語)

デベロッパー・リファレンス

https://software.intel.com/en-us/oneapi-mkl-dpcpp-developer-reference
(英語)

リンクライン・アドバイザー

https://software.intel.com/en-us/articles/intel-mkl-link-line-advisor (英語)

ベンチマーク

https://software.intel.com/en-us/intel-mkl/benchmarks (英語)
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oneMKL 日本語関連情報
ウェブサイト

https://www.isus.jp/intel-mkl/
https://www.isus.jp/oneapi/

導入ガイド

https://www.isus.jp/products/oneapi/get-started-with-mkl-for-dpcpp/

リリースノート

https://www.isus.jp/products/oneapi/oneapi-mkl-release-notes/

インテル® MKL 入門

https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/perflib/mkl/11.2/mkl_tutorial_c/index.htm
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ソフトウェア・セミナー

