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1. 概要

MPI Performance Snapshot は、MPI アプリケーション向けのスケーラブルで軽量なパフォーマンスツールで
す。通信、アクティビティー、負荷バランスなどの MPI アプリケーションの特性を収集し、分かりやすい形
式で表示します。アプリケーションのスケーラビリティーとパフォーマンスを詳しく解析するため収集され
た情報を使用します。
このチュートリア
ルについて

チュートリアルでは、アプリケーションに適用できる、エンドツーエンドのワーク
フローを説明します。
•
•
•

アプリケーションのパフォーマンスの問題を特定
通信ホットスポットを特定

アプリケーションのレビュー

このチュートリアルでは、ポワソン・アプリケーションのサンプルを使います。
アプリケーションのソースコードは、製品のインストール先に格納されています。

<installdir>/examples/poisson
所要時間
目的

10-15 分

このチュートリアルでは、以下のトピックについて説明します。

•
•

その他の情報

MPI Performance Snapshot を使用して、アプリケーションを素早く解析します
アプリケーションのパフォーマンスを改善します

MPI Performance Snapshot の詳細ついては、『MPI Performance Snapshot ユー
ザーズガイド』(英語) をご覧ください。

1.1. 必要条件

MPI Performance Snapshot を使用する前に、必要なソフトウェア/ライブラリーがインストールされ、環境
が設定されていることを確認してください。
1. インテル® Fortran コンパイラー 15.0.1 以降をインストールして、環境を設定します。
$ source <compiler_installdir>/bin/compilervars.sh

2. インテル® MPI ライブラリー バージョン 5.0.3 以降をインストールして、環境を設定します。
$ source <IMPI_installdir>/intel64/bin/mpivars.sh

3. MPI Performance Snapshot 向けの環境を設定するため、スクリプトを source します。
$ source <ITAC_installdir>/bin/mpsvars.sh
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2. MPI アプリケーションの解析
ステップ 1:
解析の準備

ステップ 2:
パフォーマンス問題を特定
ステップ 3:
問題の解決
ステップ 4:
ワークの確認

アプリケーションをビルドして、統計ファイルを生成します。
•
•
•
•

Summary ページを参照します。

Function Summary ページを参照します。

ブロッキング通信を行う SendRecv 関数を非ブロッキングの
Icomm 関数に置き換えます。
Allreduce 関数をチューニングします。

アプリケーションを再ビルドして結果を参照します。

2.1. 解析の準備

必要条件の節で説明したステップを完了します。

<installdir>/examples/poisson ディレクトリーの内容を作業ディレクトリーにコピーします。

inp ファイルを次のように変更します。
3200
2 16

make コマンドでアプリケーションをビルドし、2 ノードのクラスターでアプリケーションを実行します。
$ make
$ mpirun -mps -n 32 -hosts <node1>,<node2> ./poisson
2 つの統計ファイルが生成されます: stats.txt と app_stat.txt。
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2.2. アプリケーションの統計情報を見る
2.2.1. Summary ページを参照する

mps コマンドで生成されたファイルを処理して、アプリケーションのサマリーを表示します。
$ mps ./stats.txt ./app_stat.txt
結果は以下のようになります。

| Summary information (サマリー情報)
|-------------------------------------------------------------------Application (アプリケーション): ./poisson
Number of ranks (ランス数): 32
Used statistics(使用された統計ファイル): app_stat.txt, stats.txt
|
WallClock time (ウォールクロック時間):
6.37 sec
| Total application lifetime (アプリケーションの総時間). The time is elapsed time for the slowest process (この時間は
| 最も遅い プロセスの経過時間です).
| This metric is the sum of the MPI Time and the Computation time below (このメトリックは、MPI 時間と以下の計算
| 時間の合計です).
|
MPI Time (MPI 時間):
2.36 sec
37.56%
|
Time spent inside the MPI library (MPI ライブラリー内部で費やされた時間) High values are usually bad
|
(通常高い値が悪い傾向を示します。). High values are usually bad.
|
This value is HIGH (この値は HIGH です). The application is Communication-bound (アプリケーションは
|
通信依存です).
|
This might be caused by (次の原因が考えられます):
|
- High wait times inside the library - see the MPI Imbalance metric below
|
(ライブラリー内部の高い待機時間 - 以下の MPI インバランス・メトリックを参照).
|
- Active communications - see the diagrams 'MPI Time per Rank' (key '-m' or '-m -D' for per MPI|
function details) & 'Collective Operations Time per Rank' (key '-t' or '-t -D' for per MPI-function
|
details) (アクティブな通信 - ダイアグラムの MPI Time per Rank(MPI 関数ごとの詳細 -m または -m -D
|
キー) と Collection Operations Time per rank (MPI 関数ごとの詳細向けの -t または -t –D キーを参照).
|
- Unoptimized settings of the MPI library (最適化されていない MPI ライブラリーの設定). You can tune
|
Intel(R) MPI Library for your application and cluster configuration using the mpitune utility available as
|
part of the library package (ライブラリーのパッケージに含まれる mpitune ユーティリティーを使用し
|
て、アプリケーションとクラスター向けのインテル® MPI ライブラリーの設定をチューニングできます).
|
MPI Imbalance (MPI インバランス):
2.34 sec
37.24%
|
Mean unproductive wait time per-process spent in the MPI library calls when a process is waiting for
|
data. This time is part of the MPI time above. High values are usually bad. This value is HIGH.
|
The application workload is NOT well balanced between MPI ranks (MPI ランク間のアプリケーショ
|
ン・ワークのバランスが取れていません).
|
For more details about the MPI communication scheme use Intel(R) Trace Analyzer and Collector
|
available as part of Intel(R) Parallel Studio XE Cluster Edition (詳細は、インテル® Parallel Studio XE
|
Cluster Edition に同梱されるインテル® Trace Analyzer & Collector を使用して、MPI 通信のスキームを
|
ご覧ください).
...
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MPI 時間と MPI インバランス時間の値が非常に近いのが分かります。これは、アプリケーションのワークが
少なく最適化すべきことを示します。
次のステップでは、最も時間のかかる関数を特定するため関数のサマリーを確認します。

重要な用語

MPI インバランス

2.2.2. Function Summary (関数サマリー) を参照する

関数サマリーを見るには、mps コマンドに -f オプションを追加して統計ファイルを処理します。
$ mps -f ./stats.txt ./app_stat.txt
結果は以下のようになります。

SendRecv と Allreduce 関数は、潜在的なホットスポットであり最適化が必要であることを確認できます。

重要な用語

Hotspot (ホットスポット)

2.3. 問題の解決

2.3.1. SendRecv 関数をチューニング

ポワソン・アプリケーションのパフォーマンスを改善するには、ブロッキング SendRecv 関数を非ブロッキ
ング Icomm 関数に置き換えます。

変更が必要なソースコードは、poisson ディレクトリーにあります。pardat.f90_icomm ファイルを
pardat.f90 にリネームします。
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2.3.2. Allreduce 関数をチューニング

インテル® MPI ライブラリーの引数を使用して、Allreduce 関数をチューニングできます。
I_MPI_ADJUST_ALLREDUC 環境変数に適切な値を設定します。ポワソン・アプリケーションの最適な値は 2
であることが分かります。しかし、値はアプリケーションや設定に依存するため、最適な値は手動でチェッ
クする必要があります。

2.4. 結果を表示

結果を見るには、アプリケーションを再ビルドして、統計ファイルを再度生成します。最適により、次のよ
うな結果を得られました:
• アプリケーションのライフタイム時間は、6.37 秒から 5.72 秒 (~9%) に減少しました。
• MPI 時間レートは、37.56% から 30.28% (7.28%) に減少しました。
以下のダイアグラムをご覧ください。
| Summary information (サマリー情報)
|-------------------------------------------------------------------Application (アプリケーション): ./poisson
Number of ranks (ランス数): 32
Used statistics (使用する統計情報): app_stat.txt, stats.txt
|
WallClock time(ウォールクロック時間): 5.72 sec
| Total application lifetime (アプリケーションの総時間). The time is elapsed time for the slowest process (この
| 時間は最も遅いプロセスの経過時間です).

| This metric is the sum of the MPI Time and the Computation time below (このメトリックは、MPI 時間と以下
| の計算時間の合計です).
|

|
|
|
|

MPI Time (MPI 時間):

1.70 sec

30.28%

Time spent inside the MPI library (MPI ライブラリー内部で費やされた時間).
High values are usually bad (通常高い値が悪い傾向を示します).

This value is HIGH (この値は HIGH です). The application is Communication-bound
(アプリケーションは通信依存です).

|

This might be caused by (次の原因が考えられます):

|

- High wait times inside the library - see the MPI Imbalance metric below (ライブラリー内部の高い待機

|

時間 - 以下の MPI インバランス・メトリックを参照).

|

- Active communications - see the diagrams 'MPI Time per Rank' (key '-m' or '-m -D' for per MPI-

|

function details) & 'Collective Operations Time per Rank' (key '-t' or '-t -D' for per MPI-function

|
|
|
|
|
|
|
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details)(アクティブな通信 - ダイアグラム ‘MPI Time per Rank’ (MPI 関数のごとの詳細向け ‘-m’ または
‘-m -D’ キー) と

‘Collective Operations Time per Rank’ (MPI 関数のごとの詳細向け ‘-t’ または ‘-t -D’ キー)).

- Unoptimized settings of the MPI library (最適化されていない MPI ライブラリーの設定). You can tune

Intel(R) MPI Library for your application and cluster configuration using the mpitune utility available as
part of the library package (ライブラリーのパッケージに含まれる mpitune ユーティリティーを使用し

て、アプリケーションとクラスター向けのインテル® MPI ライブラリーの設定をチューニングできます).

MPI アプリケーションの解析

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

MPI Imbalance (MPI インバランス):

1.66 sec

29.49%

Mean unproductive wait time per-process spent in the MPI library calls when a process is

waiting for data (プロセスがデータを待機する時に、MPI ライブラリー呼び出しでプロセスごと
に費やされる非生産的な待機時間). This time is part of the MPI time above (この時間は上記の
MPI 時間の一部です). High values are usually bad(通常高い値が悪い傾向を示します).

This value is HIGH (この値は HIGH です). The application workload is NOT well balanced

between MPI ranks (MPI ランク間のアプリケーション・ワークのバランスが取れていません).
For more details about the MPI communication scheme use Intel(R) Trace Analyzer and

Collector available as part of Intel(R) Parallel Studio XE Cluster Edition (詳細は、インテル®

Parallel Studio XE Cluster Edition に同梱されるインテル® Trace Analyzer & Collector を使用し
て、MPI 通信のスキームをご覧ください).

結果は以下のようになります。
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3. 重要な用語
MPI Imbalance (MPI インバランス):プロセスが MPI 呼び出しでデータの待機に費やす非生産時間を示します。

Hotspot (ホットスポット): 実行に長い時間を要しているコード領域。ホットスポットがボトルネックを示し
ている場合は排除できますが、そうでないホットスポットは処理の性質上実行に長い時間を必要とするもの
です。
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