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MYXプロジェクト (1)
• MUST Correctness Checking for YML and 
XMP Programs

•日独仏の国際共同研究プロジェクトSPPEXA 
(Priority Programme "Software for 
Exascale Computing")の一つ(2016-2018)。
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• Partner from Germany (project coordinator)
- RWTH Aachen, IT Center and Institute for High Performance Computing
- Prof. Matthias S. Mueller, Joachim Protze, Christian Terboven

• Partner from Japan
- University of Tsukuba, Center for Computational Sciences, and Advanced 

Institute of Computational Science, RIKEN
- Prof. Taisuke Boku, Hitoshi Murai, Miwako Tsuji

• Partner from France
- Maison de la Simulation
- Prof. Serge Petiton. Prof. Nahid Emad



• 背景
- 高並列で複雑なエクサスケールでは、プログラムの誤りが増
加
- プログラムの自動的な検証が重要

• 目的
- スケーラブルな検証によるプログラム生産性向上
- ターゲット: YML & XMP

• 構成要素
- MUST: 検証ツール
- YML: ワークフロー言語
- XMP: PGAS言語

MYXプロジェクト (2)
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•独RWTH Aachenで開発されているプログラ
ム検証ツール
-MPI/OpenMPプログラムのローカル/グローバルな
誤りを検出

•最新版でMPI片側通信の検証をサポート
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よくあるMPIプログラムの間違い:
いくつ見つけられますか？
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#include <mpi.h>
#include <stdio.h>

int main (int argc, char** argv)
{

int rank, size, buf[8];

MPI_Comm_rank (MPI_COMM_WORLD, &rank);
MPI_Comm_size (MPI_COMM_WORLD, &size);

MPI_Datatype type;
MPI_Type_contiguous (2, MPI_INTEGER, &type);

MPI_Recv (buf, 2, MPI_INT, size - rank, 123, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);

MPI_Send (buf, 2, type, size - rank, 123, MPI_COMM_WORLD);

printf ("Hello, I am rank %d of %d.¥n", rank, size);

return 0;
}



よくあるMPIプログラムの間違い:
いくつ見つけられますか？
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#include <mpi.h>
#include <stdio.h>

int main (int argc, char** argv)
{

int rank, size, buf[8];

MPI_Comm_rank (MPI_COMM_WORLD, &rank);
MPI_Comm_size (MPI_COMM_WORLD, &size);

MPI_Datatype type;
MPI_Type_contiguous (2, MPI_INTEGER, &type);

MPI_Recv (buf, 2, MPI_INT, size - rank, 123, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);

MPI_Send (buf, 2, type, size - rank, 123, MPI_COMM_WORLD);

printf ("Hello, I am rank %d of %d.¥n", rank, size);

return 0;
}

No MPI_Init before first MPI-call
Fortran type	in	C
Recv-recv deadlock

Rank0:	src=size (out	of range)
Type	not	committed before use

Type	not	freed before end	of main
Send	4	int,	recv 2	int:	truncation

No MPI_Finalize before end	of main



エラー検出の例: デッドロック
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Simple	call	
stack	for	this	
example.

Rank	0	waits	
for	rank	1	
and	vv.



•仏ヴェルサイユ大で開発されている、ワークフ
ロー型プログラムの開発・実行環境
-現在の版はMPI環境で利用可能 (MPI_Comm_spawn
により各タスクを起動する)。

•ワークフローを構成する「タスク」として
XMPプログラムを指定可能。
-タスク間の依存関係はYvetteMLと呼ぶ言語で記述
する。
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YMLワークフローの例
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•詳しい説明は省略
•ツールインタフェース「XMPT」を新たに定義
(後述)
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まとめ
•本プロジェクトでは、PGAS言語およびワーク
フロー言語の検証ツールを開発する。

•現況
-XMPグローバルビュープログラムの検証を実証し
た。
- YML/XMPプログラムの検証を実証中。

• MUSTにおける動的プロセスの扱いが課題。

•今後の課題
-ユースケースの蓄積
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XMPT Tool Interface
• XMPおよびXACCのための、よりジェネリック
なツールインタフェース

•基本的なアイデアは、OpenMP5.0で導入される
予定のOMPT (OpenMP Tools API)と同じ。
- イベントとコールバックに基づく。

•ターゲット:
- MUST correctness checking tool (SPPEXA)
- Score-P / Scalasca (JSC)
- Extrae (BSC)
- etc.
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XMPTの基本設計

13

void xmp_init(){
xmpt_initialize(...);

...
}

void xmp_bcast(...){
(*xmpt_bcast_begin)(...);
xmp_bcast_body(...);
(*xmpt_bcast_end)(...);

}

void xmpt_initialize(...){
xmpt_set_callback(XMPT_BCAST_BEGIN, myx_bcast_begin);
xmpt_set_callback(XMPT_BCAST_END, myx_bcast_end);
...

}

void xmpt_set_callback(...);

void xmpt_initialize(...) __attribute__((weak));

n初期化時

xmp_initが
xmpt_initializeを起動

xmpt_set_callbackでコールバックを登録

nイベント時
void 
myx_bcast_begin(...);

void 
myx_bcast_end(...);

登録されたコールバックを起動

ツール側が提供XMP処理系が提供
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XMPTイベントリスト
• xmpt_event_task_begin

• xmpt_event_task_end

• xmpt_event_tasks_begin

• xmpt_event_tasks_end

• xmpt_event_loop_begin

• xmpt_event_loop_end

• xmpt_event_array_begin

• xmpt_event_array_end

• xmpt_event_reflect_begin

• xmpt_event_reflect_begin_async

• xmpt_event_reflect_end

• xmpt_event_gmove_begin

• xmpt_event_gmove_begin_async

• xmpt_event_gmove_end

• xmpt_event_barrier_begin
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• xmpt_event_barrier_end

• xmpt_event_reduction_begin

• xmpt_event_reduction_begin_async

• xmpt_event_reduction_end

• xmpt_event_bcast_begin

• xmpt_event_bcast_begin_async

• xmpt_event_bcast_end

• xmpt_event_wait_async_begin

• xmpt_event_wait_async_end

• xmpt_event_coarray_remote_write

• xmpt_event_coarray_remote_read

• xmpt_event_coarray_local_write

• xmpt_event_coarray_local_read

• xmpt_event_sync_memory_begin

• xmpt_event_sync_memory_end

• xmpt_event_sync_all_begin

• xmpt_event_sync_all_end

• xmpt_event_sync_image_begin

• xmpt_event_sync_image_end

• xmpt_event_sync_images_all_begin

• xmpt_event_sync_images_all_end

• xmpt_event_sync_images_begin

• xmpt_event_sync_images_end

coarrayイベント
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XMPTによるXMPプログラムの検証

• XMPグローバル指示文の誤り→ 実証済み

• coarrayのデータ競合
-MUST最新版は、MPI片側通信に関するデータ競合
を検出できる → coarrayアクセスおよびイメージ
制御文に関するXMPTイベントにより、coarrayの
データ競合も検出できる(はず)。
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n = xmp_node_num()
!$xmp bcast (a(n))

bcast指示文の
collectivenessの誤り

sync all
a[1] = ...
sync all

sync all
a[1] = ...
sync all

image	1 image	2

データ競合
複数のイメージの順序付
けされていないセグメン
ト内で、あるcoarrayがア
クセスされると、データ
競合が起きる。
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他ツールとの連携
• BSC Extrae (プログラムトレースのためのインストルメン
テーションツール)

• extrae_eventを起動するコールバックを設定
- XMPランタイムやExtrae自体の変更なし。

• 例: REFLECT構文に対するタイムチャート
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XMPTの現況とまとめ
• 仕様(イベントおよびコールバック)の定義を完了。
- いくつかの改良または修正あり。
- 次期XMP仕様のappendixとして収録の予定。

• 評価用プロトタイプの実装を完了。
- GitHub上のOmni XMPのレポジトリのブランチとして

• MUSTおよび他ツールとの結合テスト中。
• Todos:
- オーバヘッドの評価
- coarrayデータ競合検出への適用
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