インテル® Advisor クックブック
2020 年 2 月 26 日
インテル® Advisor は、最新のコンピューター・アーキテクチャー向けのパイパフォーマンス・コードの設計と最
適化を支援するツールです。インテル® Advisor クックブックの各章では、インテル® Advisor を使用してさら
に多くのコア、ベクトル化、またはヘテロジニアス処理を効率良く利用する段階的な手順が紹介されています。
注
•

•

インテル® Advisor をダウンロードしてレシピを検証するには、https://www.isus.jp/intel-advisorxe/ にアクセスしてください。このツールは、無料のスタンドアロン・バージョンとして、または
インテル® Parallel Studio XE およびインテル® System Studio の一部として入手できます。
ベータ版インテル® Advisor をダウンロードして GPU にオフロードするコード領域を特定して GPU
の使用状況を可視化 (ベータ) レシピを検証するには、https://software.intel.com/enus/oneapi/advisor (英語) にアクセスしてください。ツールはインテル® oneAPI ベース・ツールキッ
トの一部として提供されます。

ここで学べること
•

•
•

•
•
•

•

•

GPU にオフロードするコード領域を特定して GPU の使用状況を可視化 (ベータ)
ベータ版インテル® Advisor のみ。オフロード・アドバイザーと GPU ルーフライン解析を使用して、
GPU にオフロードするコード領域を特定し、アプリケーションのボトルネックを検出する方法を学び
ます。
ボトルネックの繰り返しを特定: キャッシュを考慮したルーフライン
ルーフライン解析を利用して、パフォーマンスのボトルネックを特定し、対処する方法を学びます。
ループ交換とキャッシュ・ブロッキングによりメモリー・アクセス・パターンを最適化
メモリー・アクセス・パターンを最適化して、メモリーのボトルネックを特定し、パフォーマンスを向上す
る方法を学びます。
ルーフラインでパフォーマンス改善を視覚化
同じグラフに複数の解析結果を表示することで、最適化の方針を比較する方法を学びます。
MPI アプリケーションのベクトル化とメモリーアクセスを解析
MPI アプリケーションのベクトル化の問題とメモリー・ボトルネックを特定する方法を学びます。
リモートシステム上でパフォーマンスを解析してローカル macOS* システム上で結果を表示
インテル® Advisor コマンドライン・インターフェイス (CLI) を使用してリモートシステム上でアプリ
ケーションのパフォーマンスを解析し、インテル® Advisor GUI を使用して macOS* 上で結果を表示
する方法を学びます。
Amazon Web Services* (AWS*) EC2* インスタンスのパフォーマンス解析
AWS* EC2* インスタンスのアプリケーションからのパフォーマンス・データを解析するため、
インテル® Advisor を設定する方法を学びます。
Cray* システムのパフォーマンス解析
Cray* システムで実行されるアプリケーションのパフォーマンス・データを解釈するため、インテル®
Advisor の設定と使用方法を学びます。

このクックブックは、インテル® Advisor の中および上級者向けです。初心者ユーザーには、「インテル®
Advisor 導入ガイド」と「インテル® Advisor ユーザーズガイド」が役立ちます。
ヒント
このクックブックは随時更新されており、レシピは定期的に追加されます。インテル® Advisor フォーラム (英
語) から、新しいレシピの提案をお伝えください。
インテル® Advisor は、スタンドアロン製品または次のスイート製品の一部として利用できます。
•

インテル® System Studio Professional Edition

•

インテル® System Studio Ultimate Edition

•

インテル® Parallel Studio XE Professional Edition

•

インテル® Parallel Studio XE Cluster Edition

•

ベータ版インテル® oneAPI ベース・ツールキット

法務上の注意書き

GPU にオフロードするコード領域を特定して GPU の使用状況
を可視化 (ベータ)
このレシピでは、ベータ版インテル® Advisor のオフロード・アドバイザーと GPU ルーフライン解析機能を使
用して、GPU にオフロードする領域を特定し、GPU カーネルのパフォーマンスを可視化してアプリケーション
のボトルネックを特定する方法を説明します。
1. GPU にオフロードする領域を特定
2. データ並列 C++ (DPC++) で行列乗算コードを書き直す
3. GPU ルーフライン解析を実行

シナリオ
人工知能、シミュレーション、モデリングなど、今日のコンピューター・サイエンス分野で最も一般的な問題に
は、行列乗算が含まれます。次のアルゴリズムは、反復ごとに乗算と加算を行う 3 重に入れ子になったループ
です。非常に計算負荷が高いだけでなく、多くのメモリーにアクセスします。
for(i=0; i<msize; i++) {
for(j=0; j<msize; j++) {
for(k=0; k<msize; k++) {
c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j];
}
}
}

コンポーネント
ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用したハードウェアとソフトウェアをリストします。
•

パフォーマンス解析ツール: ベータ版インテル® oneAPI ベース・ツールキットに含まれるベータ版
インテル® Advisor
最新バージョンは、https://software.intel.com/en-us/oneapi/advisor (英語) からダウンロードで
きます。

•

アプリケーション: シナリオで説明されている標準 C++ 行列乗算。ダウンロードは提供されません。

•

コンパイラー: インテル® oneAPI HPC ツールキットに含まれるインテル® C++ コンパイラーと
インテル® oneAPI ベース・ツールキットに含まれるインテル® oneAPI DPC++ コンパイラー
インテル® C++ コンパイラーの最新バージョンは、https://software.intel.com/en-us/ccompilers/choose-download (英語) からダウンロードできます。
インテル® oneAPI DPC++ コンパイラーの最新バージョンは、https://software.intel.com/enus/oneapi/dpc-compiler (英語) からダウンロードできます。

•

オペレーティング・システム: Ubuntu* 18.04

•

CPU: インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー

オフロード・アドバイザーを使用して GPU にオフロードする領域を特定
オフロード・アドバイザーは、ベータ版インテル® Advisor で提供される機能であり、GPU へオフロードするこ
とで恩恵が得られるコード領域を特定できます。また、GPU で実行した場合のパフォーマンスを予測すること
で、アクセラレーターの構成パラメーターを調整する可能性を示します。
オフロード・アドバイザーは、上限とボトルネックのパフォーマンス・モデルを使用して、速度向上の上限を示し
ます。測定された x86 CPU メトリックとアプリケーション特性を入力として受け取り、解析モデルを適用する
ことでターゲット GPU 上の実行時間と特性を推測します。

必要条件: 次のコマンドを実行してベータ版インテル® Advisor の環境変数を設定します。
source <advisor_install_dir>/env/vars.sh
オフロード・アドバイザーでコードを解析するには、次の操作を行います。
1. collect.py を使用してアプリケーションのパフォーマンス・メトリックを収集します。
advixe-python $APM/collect.py advisor_project --config gen9 -/home/test/matrix
2. analyze.py を使用して GPU 上のアプリケーションのパフォーマンスを予測します。
advixe-python $APM/analyze.py advisor_project --config gen9 --out-dir
/home/test/analyze
3. ウェブブラウザーで /home/test/analyze ディレクトリーに生成された report.html ファイル
を開き、パフォーマンスの予測結果を確認します。

レポートの [サマリー] セクションの次の点に注意してください。
o
o
o
o

元の CPU 実行時間、GPU アクセラレーター上での予測実行時間、オフロード領域の数、およ
び [プログラムメトリック] ペインのスピードアップ。
オフロードを制限するもの。この例では、オフロードはラスト・レベル・キャッシュ (LLC) 帯域
幅によって 99% 制限されています。
GPU へオフロードすることで恩恵が得られる上位のオフロードコード領域のソース行。この
例では、1 行のみがオフロードに適していると推奨されています。
さまざまな理由でオフロードに適さない上位の非オフロードコード領域のソース行。この例で
は、ループの実行を正確にモデル化するには時間が短すぎ、オフロード向けにマークされた
ループの 1 つはコード領域外にあります。

これらの情報を基に、DPC++ で行列乗算アプリケーションを書き直します。

データ並列 C++ (DPC++) で行列乗算コードを書き直す
オフロード・アドバイザーは、行列乗算コード領域を GPU にオフロードすることを推奨しています。これを可能
にするには、データ並列 C++ (DPC++) で行列乗算コードを書き直す必要があります。
行列乗算コードを書き直すには、以下に示す手順に従ってください。
1.
2.
3.
4.
5.

デバイスを選択します。
デバイスキューを宣言します。
行列を保持するバッファーを宣言します。
ジョブをデバイスキューへ送信します。
行列乗算を並列に実行します。

void multiply1(int msize, int tidx, int numt, TYPE a[][NUM], TYPE b[][NUM],
TYPE c[][NUM], TYPE t[][NUM])
{
int i,j,k;
// デバイスを選択
cl::sycl::gpu_selector device;
// deviceQueue を宣言
cl::sycl::queue deviceQueue(device);

// 2 次元の範囲を宣言
cl::sycl::range<2> matrix_range{NUM, NUM};
// 3 つのバッファーを宣言して初期化
cl::sycl::buffer<TYPE, 2> bufferA((TYPE*)a, matrix_range);
cl::sycl::buffer<TYPE, 2> bufferB((TYPE*)b, matrix_range);
cl::sycl::buffer<TYPE, 2> bufferC((TYPE*)c, matrix_range);
// ジョブをキューへ送信
deviceQueue.submit([&](cl::sycl::handler& cgh) {
// バッファーのアクセサーを宣言。最初の 2 つは read 属性、最後の 1 つは read_write 属性
auto accessorA = bufferA.template get_access<sycl_read>(cgh);
auto accessorB = bufferB.template get_access<sycl_read>(cgh);
auto accessorC = bufferC.template get_access<sycl_read_write>(cgh);
// matrix_range の行列乗算コードを並列に実行
// Ind はこの範囲のインデックス
cgh.parallel_for<class Matrix<TYPE>>(matrix_range,
[=](cl::sycl::id<2> ind) {
int k;
for(k=0; k<NUM; k++) {
// 計算を実行。ind[0] は行、ind[1] は列
accessorC[ind[0]][ind[1]] += accessorA[ind[0]][k] *
accessorB[k][ind[1]];
}
});
});
}

GPU ルーフライン解析を実行
行列乗算アプリケーションの GPU バージョンのパフォーマンスを推測するには、GPU ルーフライン解析機能
を利用できます。ベータ版インテル® Advisor は、インテル® GPU で実行されるカーネルのルーフライン・モデ
ルを生成できます。ルーフライン・モデルは、カーネルを特徴付けて、理想的なパフォーマンスの上限からどれ
くらい離れているか、ビジュアルなグラフを示す非常に優れた機能を提供します。
必要条件: GPU 上でルーフライン解析を実行する前に、システムが適切に設定されていることを確認します。
1. video グループにユーザー名を追加します。video グループに属しているか確認するには、次のコマ
ンドを実行します。
groups | grep video
video グループにまだ属していない場合は、次のようにユーザー名を追加します。
sudo usermod -a -G video <username>
2. GPU メトリックの収集を有効にします。
sudo su
echo 0 > /proc/sys/kernel/perf_stream_paranoid
GPU 上のルーフライン・モデルはテクニカルプレビュー機能で、デフォルトでは無効になっています。有効にす
るには次の操作を行います。

1. DPC++ コードが GPU 上で適切に実行されていることを確認します。コードが実行されているハード
ウェアを確認するには、DPC++ コードに次の行を追加して実行します。
Cl::sycl::default_selector selector;
Cl::sycl::queue queue(delector);
auto d = queue.get_device();
std::cout<<”Running
on :”<<d.get_info<cl::sycl::info::device::name>()<<std::endl;
2. ベータ版インテル® Advisor の環境を設定します。
source <advisor_install_dir>/env/vars.sh
3. GPU プロファイルを有効にします。
export ADVIXE_EXPERIMENTAL=gpu-profiling
インテル® Advisor CLI で GPU ルーフライン解析を実行するには、次の操作を行います。
1. --enable-gpu-profiling オプションを使用してサーベイ解析を実行します。
advixe-cl --collect=survey --enable-gpu-profiling --projectdir=<my_project_directory> --search-dir src:r=<my_source_directory> -/home/test/matrix [app_parameters]
2. --enable-gpu-profiling オプションを使用してトリップカウントと FLOP 解析を実行します。
advixe-cl --collect=tripcounts --stacks --flop --enable-gpu-profiling -project-dir=<my_project_directory> --search-dir
src:r=<my_source_directory> -- /home/test/matrix [app_parameters]
3. GPU ルーフライン・レポートを生成します。
advixe-cl --report=roofline --gpu --project-dir=<my_project_directory>
--report-output=roofline.html
4. ウェブブラウザーで生成された roofline.html を開き、GPU パフォーマンスを可視化します。

o

メモリーに関連するさまざまな詳細情報を取得するには、演算強度の計算に使用されるメモ
リー・サブシステムを基に、異なるドット表示を選択します。この例では、GTI (メモリー) と L3
+ SLM メモリーレベルを選択しています。

o

詳しい情報を見るには、ドット (点) をダブルクリックします。GPU ルーフライン・グラフの次の
点に注意してください。
▪ L3 のドットは L3 最大帯域幅に接近しています。FLOPS を向上させるには、キャッ
シュの最適化を行う必要があります。キャッシュ・ブロッキングによる最適化手法は、
メモリーをさらに効率良く利用し、パフォーマンスの向上につながると考えられます。
▪ GPU、GPU アンコア (LLC)、およびメインメモリー間とのトラフィックを示す GTI ドッ
トは、GTI ルーフラインからかなり離れています。ここでは、CPU と GPU 間の転送コ
ストは問題になりません。

次のステップ
DPC++ コードのメモリーアクセスを改善するためコードを変更します。パフォーマンスを大幅に向上させるに
は、キャッシュ・ブロッキング手法が効果的です。

要約
•
•

ベータ版インテル® Advisor は、GPU にオフロードする最適なコード領域の候補を見つけ、GPU への
移植による結果を推測し、パフォーマンスのボトルネックを特定するのに役立ちます。
ベータ版インテル® Advisor の GPU ルーフライン機能は、すでに GPU に移行したコードのボトル
ネックを特定して、パフォーマンスがシステムの最大値にどれだけ接近しているか確認します。

関連情報
•
•

インテル® Advisor ユーザーズガイド: オフロード・アドバイザー (英語)
インテル® Advisor のルーフライン

ボトルネックの繰り返しを特定: キャッシュを考慮したルーフラ
イン
アプリケーションのパフォーマンス改善は、多くの場合、複数の手順からなる作業です。インテル® Advisor の
キャッシュを考慮したルーフライン機能とサポートする解析タイプを使用して、段階的で体系的な最適化を実
行できます。ボトルネックを特定して対処し、解析を再実行して、作業ごとにコードがどのように改善されるか
確認します。ここでは、[推奨事項] タブ、[コード解析] タブ、[リファインメント] レポート、およびそのほかの機
能を利用して、コードに影響を与える可能性がある、実際の問題に対処するワークフローの例を示します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ベースラインの結果を収集
ループをベクトル化
行列変換
インテル® AVX2 命令セットを使用
L2 キャッシュのブロッキング
データをアライメント

シナリオ
インテル® Advisor ルーフライン機能の最初のバージョンは、浮動小数点演算のみをサポートしていました
が、インテル® Advisor 2019 では整数演算のサポートが追加され、マシンラーニングのような整数処理が多
いアプリケーションに有用性を拡大しました。
ルーフライン機能によりアプリケーションを最適化する手順は、浮動小数点と整数タイプの両者で操作は基本
的に同じですが、このレシピのアルゴリズムは整数データを使用しています。これは、標準的な行列乗算を行う
アプリケーションであり、いくつかのパフォーマンス・ボトルネックの影響を受けます。
for (i = 0; i < msize; i++) {
for (j = 0; j < msize; j++) {
for (k = 0; k < msize; k++) {
c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
}
}
}
次の図に示すように、ボトルネックを繰り返し処理するプロセスでは、インテル® Advisor GUI 全体で複数の解
析タイプとレポートを使用します。

コンポーネント
ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用されたハードウェアとソフトウェアをリストしま
す。
•

パフォーマンス解析ツール: インテル® Advisor 2019 Update 3
最新バージョンは、https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/ からダウンロードできます。

•

アプリケーション: シナリオで説明されている行列乗算アプリケーション。ダウンロードは提供されま
せん。

•

コンパイラー: インテル® C++ コンパイラー 19.0.3 (2019 Update 3)

•

オペレーティング・システム: Microsoft* Windows* 10 Enterprise

•

CPU: インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー

ベースラインの結果を収集
1. コンパイルしたアプリケーションでスタンドアロン・ルーフライン解析を実行して、結果を GUI で表示
します。
2. 必要に応じてルーフライン・グラフの設定を変更します。この場合、データ型を INT に設定し、コア数を
1 にします (このアプリケーションの 2 番目のスレッドは、起動とセットアップ用のスレッドです)。
3.

(結果のスナップショットを作成) ボタンを使用して、結果を保存します。

大きな赤いドットは、実行におよそ 166 秒を費やす行列乗算ループです。

ループをベクトル化
グラフ上のループの位置は、スカラー加算ピークまたは DRAM 帯域幅のルーフがボトルネックである可能性
を示しています。
1. 最初に対処すべき問題に関するヒントは、[推奨事項] タブで確認できます。

2. 安全にベクトル化できることを確認するため、ループの依存関係解析を実行します。
結果は、[リファインメント] レポートに表示されます。依存関係が報告されていますが、[推奨事項] タ
ブには解決方法が示されています。

3. インテル® Advisor が推奨するように、コードにリダクションを明示する ＃pragma omp simd ディレ
クティブを追加します。
for (i = 0; i < msize; i++) {
for (j = 0; j < msize; j++) {
#pragma omp simd reduction(+:c[i][j])
for (k = 0; k < msize; k++) {
c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
}
}
}
4. 再コンパイルしてルーフラインを実行し、結果を確認します。
変更しましたが結果はほとんど変わりません。

行列変換
1. 改善不足に関する手がかりは、[サーベイ] レポートで確認できます。
[ベクトル化されたループ] の [効率] バーが灰色で表示され、ループはコンパイラーが推測したスカ
ラー・パフォーマンスよりも低速であることを示しています。[パフォーマンス問題] に、非効率なメモ
リー・アクセス・パターンが報告されています。

2. [推奨事項] タブをクリックして、パフォーマンス問題の詳細を確認します。

3. ループのメモリー・アクセス・パターン解析を実行します。
[リファインメント] レポートで、行列の 1 つが列アクセスであることが分かります。これにより、32768
回のストライドが連続していません。

4. 行列 b を列アクセスではなく行アクセスに変換したバージョンを作成します。
for (i = 0; i < msize; i++) {
for (j = 0; j < msize; j++) {
t[i][j] = b[j][i];
}
}
for (i = 0; i < msize; i++) {
for (j = 0; j < msize; j++) {
#pragma omp simd reduction(+:c[i][j])
for (k = 0; k < msize; k++) {
c[i][j] += a[i][k] * t[j][k];
}
}
}
5. 再コンパイルしてルーフラインを再度実行します。
パフォーマンスは大幅に改善されましたが、ベクトル化したにもかかわらず、ループはスカラー加算
ピークの下にあります。

インテル® AVX2 命令セットを使用
1. [サーベイ] レポートの [ベクトル化されたループ] カラムをチェックします。
効率が高くなりましたが、ループはインテル® SSE2 命令のみで構成されています。これは、コンパイ
ラーのデフォルト命令セットです。インテル® Advisor は、上位の命令セットが利用可能であることを
示しています。

2. インテル® AVX2 命令セットを使用して再コンパイルし、ルーフラインを再度実行します。
ループは 1 秒以上高速に実行されました。

L2 キャッシュのブロッキング
スカラー加算ピークには完全に達しています。次のルーフは、L3 と L2 帯域幅のルーフです。
1. 入れ子になった 3 つのループすべてでメモリー・アクセス・パターン解析を実行して、メモリー使用量を
評価します。
外側 2 つのループのメモリー使用量は、このマシンに搭載されている CPU のキャッシュよりもはる
かに大きくなります。

2. 計算を L2 キャッシュのサイズに合わせてブロック化し、キャッシュにロードされたデータに対する
ワークの量を最大化します。
for (i = 0; i < msize; i++) {
for (j = 0; j < msize; j++) {
t[i][j] = b[j][i];
}
}
for (ichunk = 0; ichunk < msize; ichunk += CHUNK_SIZE) {
for (jchunk = 0; jchunk < msize; jchunk += CHUNK_SIZE) {
for (i = 0; i < CHUNK_SIZE; i++) {
ci = ichunk + i;
for (j = 0; j < CHUNK_SIZE; j++) {
cj = jchunk + j;
#pragma omp simd reduction(+:c[ci][cj])
for (k = 0; k < msize; k++) {
c[ci][cj] += a[ci][k] * t[cj][k];
}
}
}
}
}
3. 再コンパイルしてルーフラインを再度実行します。
ドットの位置はそれほど変わりませんが、経過時間はほぼ半分に短縮されています。

データをアライメント
1. 推奨事項はありませんが、[コード解析] タブを確認してみます。
[ベクトル化できない理由] には、データがアライメントされていないことが示されています。これによ
り、命令の混在に表示されるように、過度なメモリーアクセスが発生する可能性があります。

2. _mm_malloc() などの適切にアライメントを要求するメモリー割り当てを使用し、データを割り当て
ます。#pragma vector aligned をループに追加し、/Oa または -fno-alias オプションを使用
して再コンパイルします。
for (i = 0; i < msize; i++) {
for (j = 0; j < msize; j++) {
t[i][j] = b[j][i];
}
}
for (ichunk = 0; ichunk < msize; ichunk += CHUNK_SIZE) {
for (jchunk = 0; jchunk < msize; jchunk += CHUNK_SIZE) {
for (i = 0; i < CHUNK_SIZE; i++) {
ci = ichunk + i;
for (j = 0; j < CHUNK_SIZE; j++) {
cj = jchunk + j;
#pragma vector aligned
#pragma omp simd reduction(+:c[ci][cj])
for (k = 0; k < msize; k++) {
c[ci][cj] += a[ci][k] * t[cj][k];
}
}
}
}
}
3. 再コンパイルしてルーフラインを実行し、[比較] 機能を使用してベースラインの結果をロードします。
ループの時間は、元の 166 秒からおよそ 1 秒に短縮されました。

関連情報
•
•
•
•

インテル® Advisor のルーフライン機能の使い方 (英語)
インテル® Advisor の整数ルーフライン・モデル
インテル® Advisor のルーフライン
インテル® Advisor 2017 のルーフライン解析 (英語ビデオ)

ループ交換とキャッシュ・ブロッキングによりメモリー・アクセ
ス・パターンを最適化
アプリケーションがどのようにデータにアクセスするか、およびそのデータがキャッシュにどのように格納され
るかを理解することは、コードのパフォーマンスを最適化する重要な手順です。このレシピでは、ループ交換や
キャッシュ・ブロッキングなどの手法により、メモリー・アクセス・パターン解析と推奨事項を参照して一般的な
メモリー・ボトルネックを特定して対処する方法を紹介します。
1.
2.
3.
4.

ベースラインを確定する
ループ交換を行う
メモリー階層の各レベルでメモリー・トラフィックを調査する
キャッシュ・ブロッキングを実装する

シナリオ
人工知能、シミュレーション、モデリングなど、今日のコンピューター・サイエンス分野で最も一般的な問題に
は、行列の乗算が含まれます。次のサンプルコードは、反復ごとに乗算と加算を行う 3 重に入れ子になった
ループです。計算量が多いだけでなく、大量のメモリーアクセスを伴います。
for(i=0; i<msize; i++) {
for(j=0; j<msize; j++) {
for(k=0; k<msize; k++) {
c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j];
}
}
}

コンポーネント
ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用されたハードウェアとソフトウェアをリストしま
す。
•

パフォーマンス解析ツール: インテル® Advisor 2019 Update 3
最新バージョンは、https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/ からダウンロードできます。

•

アプリケーション: シナリオで説明されている標準 C++ 行列乗算。ダウンロードは提供されません。

•

コンパイラー: インテル® C++ コンパイラー 2019 Update 3
最新バージョンは、https://www.isus.jp/c-compilers/ からダウンロードできます。

•

オペレーティング・システム: Microsoft* Windows* 10 Enterprise

•

CPU: インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー

ベースラインを確定する
1. インテル® Advisor CLI でルーフライン解析を実行します。
advixe-cl --collect=roofline --project-dir=/user/test/matrix_project -/user/test/matrix
行列乗算アプリケーション (matrix) を実行すると、151.36 秒で実行を完了しました。
2. インテル® Advisor GUI で [ルーフライン] グラフを開き、パフォーマンスを可視化します。
赤く示されるドットは、ここで注目するメインの計算ループです。最も下の対角線で示される DRAM
最大帯域幅を大幅に下回っています。これは、ループにメモリーアクセスに関連する潜在的な問題が
あることを示しています。

3. インテル® Advisor GUI で [サーベイ] レポートを開いて、問題の可能性と推奨事項を確認します。
[パフォーマンスの問題] に非効率なメモリー・アクセス・パターンがあり、[効率] が 49% であることに
注目してください。

4. 次の手順でメモリー帯域幅の問題を調査します。
o

インテル® Advisor CLI でメモリー・アクセス・パターン解析を実行します。
advixe-cl --mark-up-loops --select=multiply.c.c,21 --projectdir=/user/test/matrix_project -- /user/test/matrix
advixe-cl --collect=map --project-dir=/user/test/matrix_project - /user/test/matrix

o

インテル® Advisor GUI で [メモリー・アクセス・パターン] レポートを開き、データ構造レイア
ウトがパフォーマンスに与える影響を解析します。
ユニットストライドはベクトル化に適していますが、インテル® Advisor はこのループで 50%
の一定ストライドと 50% のユニットストライドを検出しています。もう 1 つ重要なことは、読
み取りアクセスが 2048 の一定ストライド、および書き込みアクセスで 0 の一定ストライドが
検出され、アクセスされたメモリーの範囲が 6MB とレポートされていることです。

ループ交換を行う
2048 の一定ストライドは、インデックス k による配列 b[k][j] のアクセスです。
c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j];
内部ループ 2 つをループ交換すると、一定ストライドがユニットストライドに変換され、広範囲にメモリーアク
セスする必要がなくなります。
1. 2 つの内部ループを交換するように、行列乗算アプリケーションを修正します。
for(i=0; i<msize; i++) {
for(k=0; k<msize; k++) {
for(j=0; j<msize; j++) {
c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j];
}
}
}
2. インテル® Advisor CLI で別のルーフライン解析を実行します。
advixe-cl --collect=roofline --project-dir=/user/test/matrix_project -/user/test/matrix
行列乗算アプリケーション (matrix) を実行すると、5.53 秒で実行を完了しました。

3. インテル® Advisor GUI で [ルーフライン] グラフを開き、パフォーマンスを可視化します。
赤いドットで示されるループは、L2 ピーク帯域幅の直下にあります。

メモリー階層の各レベルでメモリー・トラフィックを調査する
インテル® Advisor の統合ルーフライン解析を使用して、メモリー階層の各レベルでメモリー・トラフィックを
調べることもできます。
要件: 次の環境変数を設定します: ADVIXE_EXPERIMENTAL=int_roofline。
1. キャッシュ・シミュレーションを有効にして、CLI で新たなルーフライン解析を実行します。
advixe-cl --collect=roofline --enable-cache-simulation --projectdir=/user/test/matrix_project -- /user/test/matrix
2. インテル® Advisor GUI で [ルーフライン] グラフを開き、パフォーマンスを可視化します。
赤いドットはそれぞれ、メモリー階層の各レベルのループを示しています。左端のドットが L3 帯域幅
のルーフにあることに注目すると、ループが効率良く L1 キャッシュを使用していないことは明らかで
す。右端のドットは DRAM 帯域幅の上限にあります。そのため、次の最適化の目標は、データをできる
だけ L1 キャッシュに収めることを検討します。

3. [ルーフライン] グラフの下部にある [コード解析] タブをクリックして、メモリー・トラフィックを調査し
ます。

4. インテル® Advisor GUI で [サーベイ] レポートを開いてベクトル化の効率を調査します。
インテル® AVX2 を使用することで、ループが 96% の効率でベクトル化されていることに注目してく
ださい。

5. 更新されたアクセスパターンを確認するため次の操作を行います。
o

インテル® Advisor CLI で別のメモリー・アクセス・パターン解析を実行します。
advixe-cl --mark-up-loops --select=multiply.c.c,21 --projectdir=/user/test/matrix_project -- /user/test/matrix
advixe-cl --collect=map --project-dir=/user/test/matrix_project - /user/test/matrix

o

インテル® Advisor GUI で [メモリー・アクセス・パターン] レポートを開きます。
インテル® Advisor は、すべてのアクセスがユニットストライドであることを示しています。

キャッシュ・ブロッキングを実装する
行列乗算アプリケーションは、この時点でかなり最適化されています。大量のデータを処理する際に適した改
善候補として、アプリケーションのループを小さなブロックに分割して、狭い範囲のメモリーで計算を行うこと
ができます。この技法はキャッシュ・ブロッキングと呼ばれ、ここではループを L1 キャッシュ内に収めることを
目的とします。
1. アプリケーションのソースを次のように編集します。
o

プラグマを使用してコンパイラーに次のことを通知します。
▪ メモリーがアライメントされていること
▪ アンロールを行わないこと

o

追加された 3 つの入れ子ループの計算は、セクション (またはブロック) を連続して実行しま
す。

for (i0 = ibeg; i0 < ibound; i0 +=mblock) {
for (k0 = 0; k0 < msize; k0 += mblock) {
for (j0 =0; j0 < msize; j0 += mblock) {
for (i = i0; i < i0 + mblock; i++) {
for (k = k0; k < k0 + mblock; k++) {
#ifdef ALIGNED
#pragma vector aligned
#endif //ALIGNED
#pragma nounroll
for (j = j0; j < j0 + mblock; j++) {
c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j];
}
}
}
}
}
}
2. インテル® Advisor CLI で別のルーフライン解析を実行します。
advixe-cl --collect=roofline --enable-cache-simulation --projectdir=/user/test/matrix_project -- /user/test/matrix
行列乗算アプリケーション (matrix) を実行すると、3.29 秒で実行を完了しました。

3. インテル® Advisor GUI で [ルーフライン] グラフを開き、パフォーマンスを可視化します。
左端のドットは L1 帯域幅ルーフに接近し、データが L1 キャッシュに収まるように改善されました。興
味深いことに、右端のドットは DRAM 帯域幅の上限をはるかに下回っています。これは、DRAM トラ
フィックが低下し、L1 - L3 トラフィックが増加して、演算強度と FLOP が高くなったことに起因します。
これがここでの目的です。

結果サマリー
実行

経過時間

スピードアップ

ベースライン

151.36 秒

なし

ループ交換

5.53

27.37x

キャッシュ・ブロッキング 3.29

1.68x

要約
•
•

メモリーの最適化により大幅なパフォーマンス向上を達成できました。
パフォーマンス最適化の目標を達成するには以下を理解することが重要です。
o アプリケーションがデータ構造にアクセスする方法
o それらのデータがどのようにキャッシュを使用するか

関連情報
•
•
•

インテル® Advisor のルーフライン
インテル® Advisor の整数ルーフライン・モデル
インテル® Advisor の統合ルーフライン・モデル

ルーフラインでパフォーマンス改善を視覚化
ルーフラインの比較機能を使用して、開発者は異なるルーフライン結果から類似するループや関数を識別し
て、適切な最適化を選択することができます。ここでは、2 つのルーフライン解析結果を比較して、アプリケー
ションのループと関数に対する改善を視覚化する手順を説明します。
1.
2.
3.
4.

ベースラインのルーフライン結果を収集
NOALIAS マクロで最適化
ルーフライン解析の再実行
さらなる最適化

シナリオ
このレシピでは、ルーフラインの比較機能を使用して、一連の最適化ステップでもたらされる改善点を示しま
す。

コンポーネント
ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用されたハードウェアとソフトウェアをリストしま
す。
•

パフォーマンス解析ツール: インテル® Advisor 2019 Update 4
最新バージョンは、https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/ からダウンロードできます。

•

アプリケーション: インテル® Advisor のインストール・ディレクトリーにあるサンプルパッケージに含
まれる vec_sample コード。
このレシピで紹介するコードと最適化の手順は『ベクトル化アドバイザーを使用したコードの効率良
い SIMD 並列化』チュートリアルの一部です。インテル® Advisor 2019 のチュートリアルはこちらか
ら (英語) 入手できます。

•

コンパイラー: Microsoft* C/C++ 最適化コンパイラー、バージョン 19.14.26431 x64 版

•

オペレーティング・システム: Microsoft* Windows* 10、バージョン 1709

•

CPU: インテル® Core™ i5-7300HQ プロセッサー

ベースラインのルーフライン結果を収集
デフォルトのコンパイラー最適化オプション O2 で、ルーフライン解析を行い、スナップショット機能
を使
用して結果を保存します。この結果を Snapshot_Baseline とします。次のようにルーフライン・グラフを表示
します。マウスをドットに移動すると、ループのパフォーマンス・メトリックが表示されます。ループ間に示され
る十字線にマウスをホバーすると水平線と垂直線が青色に強調され、プログラム全体のパフォーマンス・メト
リックが表示されます。
結果を見やすくするため、[ルーフの設定] の L1、L2、L3、および DRAM の帯域幅の値を次のように変更しま
す。また、アプリケーションは単精度 (SP) のみを使用するため、倍精度 (DP) のピークの [表示] チェックボック

スをオフにします。[保存] ボタンをクリックして、ビューに名前を付けて json ファイルとして保存します。保存し
たファイルを [ロード] することで、以降ルーフラインを表示する際に同じ設定を適用できます。

Snapshot_Baseline のサーベイレポートの次の点に注意してください。
1. 画面の左上にある [経過時間] の値。これは、以降のパフォーマンス向上を測定する際のベースライン
となります。
2. [タイプ] カラムでは、検出されたループはすべてスカラーです。
3. [ベクトル化できない理由] カラムには、コンパイラーが検出または想定したループのベクトル化を妨
げる理由が表示されます。

NOALIAS マクロで最適化
1. [ベクトル化できない理由] タブをクリックし、コンパイラーが依存関係を検出または想定したループ
をクリックします。
2. [推奨事項] セクションまでスクロールして、ループをベクトル化に関する提案を表示します。次の例で
は restrict キーワードの使用が提案されています。

restrict は、2 つのポインターがオーバーラップするメモリー領域を指すことがないことを確実にし
ます。コンパイラーは、メモリーブロックへのポインターが 1 つしかないことを知っていると、より最適
化されたベクトルコードを生成できます。最初の最適化では NOALIAS マクロを使用してコンパイラー
に情報を提供することで、ポインターのエイリアシングによる影響を緩和します。
3. Visual Studio* IDE で、[ソリューション エクスプローラー] にある vec_samples プロジェクトを右
クリックして、[プロパティ] を選択します。
4. [構成プロパティ] > [C/C++] > [コマンドライン] を選択します。[追加のオプション] に、/DNOALIAS
を追加します。
5. [適用] をクリックし [OK] で設定を終了します。
6. [ビルド] メニューから [ソリューションのリビルド] を選択します。

ルーフライン解析の再実行
1. [ベクトル化ワークフロー] ペインで、[ルーフラインを実行] にある [Collect] ボタンをクリックし、生
成された結果を Snapshot_NoAlias として保存します (必須ではありませんが、新しいディレクトリー
に保存することを推奨します)。
2. 右上の角にある
メニューアイコンをクリックして、保存した json ファイルをロードします。ファイ
ルがロードされると、ルーフは Snapshot_Baseline の設定に従って調整されます。
3. 以下に示すように、プログラムの合計パフォーマンスと matvec の Multiply.c:60 にあるループ
の改善に注目してください。

4. サーベイレポートでは次に注目します。
o [ベクトル ISA] カラムの値は、おそらく AVX2/AVX/SSE2 です。これは、デフォルトのベクト
ル命令セット・アーキテクチャー (ISA) です。
o コンパイラーは、matvec の Multiply.c:69 と Multiply.c:60 を適切にベクトル化し
ています。
o [経過時間] も大幅に改善されています。

5. Snapshot_Baseline スナップショットを開きます。
6. Snapshot_Baseline でルーフライン・グラフに移動し、[比較] ドロップダウン・リスト
を
クリックして、[+ 比較結果を読み込み] アイコンをクリックします。インテル® Advisor は、
Snapshot_Baseline と同じディレクトリーにあるすべてのスナップショットを [比較の準備完了] リス
トに表示します。これらのスナップショットをルーフラインの比較に使用できます。[+ 比較結果を読み
込み] オプションを使用して Snapshot_NoAlias を選択します。
注
[x 比較結果をクリア] アイコンを使用して比較する結果を削除できます。

以降では、最適化されたスナップショットと Snapshot_Baseline を比較し、現在の結果は
Snapshot_Baseline を指します。スナップショットごとにループと関数を表示するため、ドットは異なる形 (三
角や四角形など) となります。例えば次の例では、円は現在の結果を示し、四角形は Snapshot_NoAlias の結
果を示しています。

結果を見やすくするため、インテル® Advisor の [選択をフィルターイン] 機能を使用します。ルーフライン・グ
ラフの注目するループや関数を右クリックして、[選択をフィルターイン] を選択します。これにより、ルーフライ
ン・グラフに選択したループのみが表示されます。この機能は、数百のループや関数を持つアプリケーション
で、注目するループをフィルター処理する際に有効です。ここでは、matvec の Multiply.c:60 にあるルー
プにフィルターインしています。フィルターを削除するには、ルーフライン・グラフを右クリックして [フィルター
をクリア] を選択します。

•

•

•

•
•

ルーフライン・グラフで matvec の Multiply.c:60 にあるループは、Snapshot_Baseline ではス
カラーで、Snapshot_NoAlias ではベクトル化されているため、色が変わっていることに注目してくだ
さい。
ルーフラインの比較機能は、両方のスナップショットにある同一のループを自動的に識別します。関連
するループを破線でつなぎ、ループ間のパフォーマンスの差 (FLOPS、INTOPS、OPS) と合計時間を
表示します。

結果から同じループを検出するため、インテル® Advisor はループのタイプ、入れ子レベル、ソース
コードのファイル名と行、関数名など、ループの特性を比較します。類似するまたは同等の特性が特定
のしきい値に達すると、2 つのループは同一であると見なされ破線で接続されます。
しかし、この方法にはいくつかの制限があります。ソースコードが最適化、並列化、または元のコードか
ら 4 行以上移動された場合、同一のループと見なされないことがあります。
インテル® Advisor は、一致するソースコードの変更と誤検知のバランスを維持しようとします。

ΔFLOPS (データ型に応じて INTOPS または OPS となります) は、比較するループと現在のループのパフォー
マンスの差を意味します。上の図では、パフォーマンスが 2.35 ユニットから 8.37 ユニットに増加したため、比

較したループの計算パフォーマンスは 6.02 ユニット* 向上したことを示しています。パーセントでは、次のよ
うに示すことができます。
•
•
•

71.92% = 6.02 ユニット / 8.37 ユニット * 100%
8.37 GFLOPS - 比較したループのパフォーマンス値
2.35 GFLOPS - 現在のループのパフォーマンス値

* 単位は、データ型に応じて GFLOPS/GINTOPS/ギガ混在 OPS になります。上記の結果の単位は GFLOPS
です。
Δt は、比較したループと現在のループの合計時間の差を意味します。上記の例では、比較したループの合計時
間が 2.028 秒 (2.820 秒から 0.792 秒に) 減少していることが分かります。
この例では差が負 (-2.028) であることに注目してください。これは、どちらの Δ (FLOPS、時間) メトリックも比
較するループの値から現在のループの値を減算するためです。そのため、選択したループに応じて、パフォーマ
ンスの向上と低下の両方を確認できます。
パーセントで表すと、合計時間の差は次のようになります。
•
•
•

-71.91% = -2.028 秒 / 2.820 秒 * 100%
0.792 秒 - 比較したループの合計時間値
2.820 秒 - 現在のループの合計時間値

破線は、2 つのループ間の最大パフォーマンス値のパーセンテージとしてパフォーマンスの差 (この例では
ΔFLOPS) を表示します。

•

•

サーベイレポートとルーフラインの比較グラフを並べて表示して、サーベイレポートのそれぞれのルー
プをクリックすると、ルーフライン・グラフの対応するループが強調表示され、同一のループを結ぶ破
線も強調されます。上記の図では、これを分かりやすくするため、選択範囲のフィルター処理をクリアし
ています。
Snapshot_NoAlias のルーフライン・スナップショットとサーベイレポートから、ループにはまだ改善
の余地があることが分かります。

さらなる最適化
QxHost オプションは、コンパイルを行うホスト・プロセッサーで利用可能な最上位の命令セットを使用した
コードを生成するようにコンパイラーに指示します。/QxHost オプションを追加してソリューションを再ビル
ドすると、利用するプロセッサー・アーキテクチャーに応じてパフォーマンスをさらに高めることができます。
コンパイラーは、データの依存関係を想定する際に保守的になり、常に最悪のシナリオを採用します。リファイ
ンメント・レポートを使用して、ループ内の実際の依存関係を確認できます。以前の結果では、コンパイラーが
依存関係を想定したため、matvec の Multiply.c:82 にあるループはベクトル化されませんでした。実際の
依存関係が検出されると、解析は依存関係を解決するのに役立つ詳細情報を提供します。
依存関係解析の実行
1. サーベイレポートのドロップ
クスをオンにします。

カラムで、matvec の Multiply.c:82 にあるループのチェックボッ

2. [ベクトル化ワークフロー] ペインで、[依存関係の確認] にある [Collect] ボタン
をクリック
して、依存関係レポートを作成します。
3. 通常、依存関係解析のレポート生成には時間がかかります。この例では、解析時間が長い場合、サイト
カバレッジの進行状況バーで 1/1 サイトが表示されたら、[依存関係の確認] の下にある [停止] ボタ
ン
をクリックして解析を停止できます。これにより、それまでに収集された結果を表示できます。た
だし、この例以外では、すべての依存関係を検出できないリスクがあることに注意してください (選択し
たサイクルに複数の呼び出しがある場合など)。
依存関係を評価
[リファインメント・レポート] ウィンドウの上にあるペインで、インテル® Advisor が matvec の
Multiply.c:82 にあるループで、RAW および WAW 依存関係を報告していることに注目してください。下
部にある [依存関係レポート] タブには、依存関係があるソースが表示され、ここでは sumx 変数の加算である
ことが分かります。

matvec の Multiply.c:82 にあるループは、sumx の加算によるリダクションの依存関係があるためベク
トル化できませんでした。依存関係解析を実行して、実際に依存関係があることを確認できました。OpenMP*

SIMD ディレクティブの redunction 節は、SIMD レーンごとに個別の合計を計算し、最後にそれらを結合しま
す (redunction 節なしで OpenMP* SIMD ディレクティブを使用すると、誤ったコードが生成されます)。
1. /DREDUCTION オプションを使用してソリューションをリビルドします。ルーフライン解析を再実行し
て、結果を Snapshot_xHost_Reduction として保存します。

2. matvec の Multiply.c:82 にあるループがベクトル化されたことが分かります。[経過時間] も改
善されています。
3. Snapshot_Baseline 結果を開いて、ルーフライン比較機能を使用し、比較対象に
Snapshot_NoAlias と Snapshot_xHost_Reduction を追加します。
以下の図は結果を示します。パフォーマンスが全体的に改善されています。三角形と四角形のシンボル (
と
) はそれぞれ、Snapshot_xHost_Reduction と Snapshot_NoAlias のループを示します。[選択を
フィルターイン] 機能を使用して、Snapshot_Baseline の最大のホットスポットである matvec の
Multiply.c:60 にあるループに注目します。最後に行った最適化により、ループはさらにルーフラインの上
方向に移動しました。これは、ループの実行時間が改善されたことを示し、コード全体の経過時間にも反映さ
れています。

要約
•
•

インテル® Advisor のルーフライン・グラフを使用して、ハードウェアの制限 (メモリー帯域幅と計算
ピーク) に関連するアプリケーションのパフォーマンスを視覚的に表現できます。
インテル® Advisor 2019 では、ルーフラインの比較と呼ばれる新しい機能がサポートされています。
これは、最適化前後のループと関数のパフォーマンスの差を確認するために使用できます。この機能
により、開発者は最適化の作業を定量化して視覚化できるため、最適化の敷居がかなり低くなりまし
た。

関連情報
•
•
•
•

インテル® Advisor のルーフライン
インテル® Advisor のルーフライン機能の使い方 (英語)
インテル® Advisor の整数ルーフライン・モデル
インテル® Advisor 2017 のルーフライン解析 (英語ビデオ)

MPI アプリケーションのベクトル化とメモリーアクセスを解析

分散型 HPC アプリケーションは、複数の固有ノードの集合で実行されるため、ノード間およびノード内の MPI
通信の最適化に加え、ノードごとにベクトル化などの最適化を考慮する必要があります。このレシピでは、
インテル® Advisor のベクトル化とメモリー固有の機能、および推奨事項を適用して MPI アプリケーションを
解析する方法を説明します。
インテル® Advisor で MPI アプリケーションを解析するには、次の操作を行います。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

必要条件
ターゲット・アプリケーションのサーベイ
トリップカウントと FLOP データを収集して結果を確認
ルーフライン・グラフを確認
[オプション] 依存関係解析を実行
[オプション] メモリー・アクセス・パターン解析を実行

シナリオ
MPI アプリケーションのデータはインテル® Advisor CLI でのみ収集できますが、収集された結果はスタンド
アロン GUI とコマンドラインの両方で表示できます。GUI から必要なコマンドラインを生成することもできま
す。この機能の詳細は、インテル® Advisor ユーザーズガイドの [対応する advixe-cl コマンドオプション] ダイ
アログボックスを参照してください。
このレシピでは、天気予報向けの一般的な MPI ベースの数値アプリケーションである気象研究と予測 (WRF)
モデル (英語) を解析するワークフローの例を紹介します。MPI アプリケーションのタイプに応じて、異なるラ
ンク数でデータを収集できます。
•

WRF のような SPMD (Single Program Multiple Data) フレームワークで記述された MPI アプリ
ケーションのプロファイルでは、すべてのランクが異なるデータのサブセットに対して同一コードを実
行するため、単一の MPI ランクでデータを収集するだけで済みます。これはまた、収集のオーバーヘッ
ドを軽減します。
インテル® VTune™ プロファイラーのアプリケーション・パフォーマンス・スナップショット (英語) を使
用して、外れ値ランクを検出し選択的に解析できます。

•

MPMD (Multiple Program Multiple Data) アプリケーションでは、すべての MPI ランクで解析を行
う必要があります。

コンポーネント
ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用されたハードウェアとソフトウェアをリストしま
す。
•

パフォーマンス解析ツール: インテル® Advisor 2020 Gold
最新バージョンは、https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/ からダウンロードできます。

•

アプリケーション: 気象研究と予測 (WRF) モデル、バージョン 3.9.1.1。使用する WRF ワークロード
は Conus12km です。
アプリケーションは、https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-model
(英語) からダウンロードできます。
重要
依存関係がある次のコンポーネントもインストールする必要があります: zlib-1.2.11、zip-2.1.1、
hdf5-1.8.21、netcdf-c-4.6.3 および netcdf-fortran-4.4.5。

•

コンパイラー:
o

インテル® C++ コンパイラー 2019 Update 5
最新バージョンは、https://www.isus.jp/c-compilers/ からダウンロードできます。

o

インテル® Fortran コンパイラー 2019 Update 5
最新バージョンは、https://www.isus.jp/fortran-compilers/ からダウンロードできます。

•

その他のツール: インテル® MPI ライブラリー 2019 Update 6
最新バージョンは、https://www.isus.jp/intel-mpi-library/ からダウンロードできます。

•

オペレーティング・システム: CentOS* 7
データは、SSH 接続された Windows* システムでインテル® Advisor CLI を使用して、CentOS* 7 シ
ステムでリモート収集されました。収集された結果は Windows* システムに移動され、インテル®
Advisor GUI を使用して解析されました。

•

CPU: 次の構成のインテル® Xeon® Platinum 8260L プロセッサー
===== Processor composition =====
Processor name
: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8260L
Packages(sockets) : 2
Cores
: 48
Processors(CPUs) : 96
Cores per package : 24
Threads per core : 2
注
プロセッサーの構成を表示するには、インテル® MPI ライブラリーの mpivars.sh スクリプトをソー
スして、cpuinfo -g コマンドを実行します。

必要条件
1. 使用するソフトウェアの環境を設定します。
source <compilers_installdir>/bin/compilervars.sh intel64
source <mpi_library_installdir>/intel64/bin/mpivars.sh
source <advisor_installdir>/advixe-vars.sh
ツールが正しく設定されていることを確認するには、次のコマンドを実行します。正しく設定されてい
る場合は製品のバージョンが表示されます。
mpiicc -v
mpiifort -v

mpiexec -V
advixe-cl --version
2. WRF アプリケーションに必要な環境変数を設定します。
export
ulimit
export
export
export

LD_LIBRARY_PATH=/path_to_IO_libs/lib:$LD_LIBRARY_PATH
-s unlimited
WRFIO_NCD_LARGE_FILE_SUPPORT=1
KMP_STACKSIZE=512M
OMP_NUM_THREADS=1

3. リリースモードでアプリケーションをビルドします。インテル® Advisor でソースレベルの解析を行え
るよう、-g コンパイルオプションを指定することを推奨します。

ターゲット・アプリケーションのサーベイ
最初のステップではインテル® Advisor CLI を使用して、ターゲット・アプリケーションのサーベイ解析を実行
します。この解析タイプは、ターゲット・アプリケーションの高レベルの情報を収集します。解析を実行するに
は、次の操作を行います。
•
•

収集オプションを指定した advixe-cl を引数として mpiexec ランチャーに渡します。
-gtool オプションを使用して、プロジェクト・ディレクトリー名の後に指定するランクに解析をアタッ
チします。

インテル® Xeon® プロセッサーを搭載したシステムの単一ノードで 48 ランクの WRF アプリケーションを実
行し、サーベイ解析をランク 0 にのみアタッチするには、次のコマンドを実行します。
mpiexec -genvall -n 48 -ppn 48 -gtool "advixe-cl --collect=survey --projectdir=<project_dir>/project1:0" ./wrf.exe
このコマンドは、サーベイデータのみを含むランク 0 の結果フォルダーを生成します。
0、10 から 15 および 47 のように、一連のランクを指定して解析を行うこともできます。
mpiexec -genvall -n 48 -ppn 48 -gtool "advixe-cl --collect=survey --projectdir=<project_dir>/project1:0,10-15,47" ./wrf.exe
インテル® Advisor を使用した MPI コマンド構文の詳細は、MPI ワークロードの解析を参照してください。
注
現在、インテル® Advisor は複数ランクで収集された結果をマージできません。複数ランクで解析を実行する
と、インテル® Advisor は解析したランクごとに結果フォルダーを作成します。

トリップカウントと FLOP データを収集して結果を確認
サーベイ解析を行った後、収集されたサーベイデータを表示したり、トリップカウントと FLOP に関する追加
データを収集することができます。WRF アプリケーションのランク 0 のみで、トリップカウントと FLOP 解析
を実行するには、次のコマンドを実行します。

mpiexec -genvall -n 48 -ppn 48 -gtool "advixe-cl --collect=tripcounts --flop
--project-dir=<project_dir>/project1:0" ./wrf.exe
このコマンドは、収集されたサーベイデータを読み取り、トリップカウントと FLOP の詳細を追加します。
収集された結果はリモートマシンで表示するか、ローカルマシンに移動してインテル® Advisor GUI で表示で
きます。ローカルマシンで結果を表示するには、次の操作を行います。
1. 結果ファイル、対応するソースおよびバイナリーを .advixeexpz 拡張子の単一のスナップショット・
ファイルにパックします。
advixe-cl --snapshot --project-dir=<project_dir>/project1 --pack -cache-sources --cache-binaries -- <snapshot_name>
2. このスナップショットをローカルマシンに移動して、インテル® Advisor GUI で開きます。
生成された結果の次の点に注意してください。
•

サーベイレポートの [サマリー] タブで、経過時間、ベクトル化されたループの数、使用されたベクトル
命令セット、GFLOPS などのプログラムメトリックを確認します。

•

[サーベイ & ルーフライン] タブで、アプリケーションのパフォーマンスに関連する詳細を確認します。
ループ/関数リストには、最も時間を費やしているループ/関数が上位に表示されます。[パフォーマン
スの問題] と [ベクトル化されない理由] カラムのメッセージを参照して、アプリケーションのパフォー
マンス向上につながる次のステップを特定します。

ルーフライン・グラフを確認
インテル® Advisor は、システムのピーク計算パフォーマンスとメモリー帯域幅に対するアプリケーションの
パフォーマンス・レベルを相対的に表示するルーフライン・グラフを作成できます。MPI アプリケーションの
ルーフライン・グラフを作成するには、前のセクションで説明したように、サーベイ解析およびトリップカウント
と FLOP 解析を順番に実行する必要があります。これらの解析で、MPI アプリケーションのルーフライン・グラ
フの作成に必要なすべてのデータを収集します。
ルーフライン・グラフを開くには、インテル® Advisor GUI で開いた解析結果の左上ペインにある [ルーフライ
ン] トグルボタンをクリックします。次の点に注意してください。
•
•

水平方向のドットの位置から、WRF のループの大部分は計算とメモリー帯域幅の両方で制限されて
いることが分かります。
ドットのサイズと色から、ほとんどのループは同程度の時間がかかっていることが分かります。

ルーフライン・グラフの調整
インテル® Advisor は単一のランク 0 で実行されているため、ドットはアプリケーション全体のパフォーマン
スではなく、ランク 0 のパフォーマンスのみを示します。そのため、ルーフライン・グラフのループとルーフの距
離 (相対ドット位置) は、実際よりも低いパフォーマンスを示しています。
ドットの位置を調整するには、ルーフライン・グラフの上部ペインのドロップダウン・リストから、コア数をアプ
リケーションの MPI ランクの合計数に変更します。WRF アプリケーションの場合、48 コアを選択します。コア
数を変更するとシステムメモリーが調整され、それに応じてルーフライン・グラフのルーフが再計算されます。
ドットの相対位置は再計算されたルーフに応じて変化しますが絶対値は変化しません。

ルーフライン・グラフのエクスポート (オプション)
MPI アプリケーションで個別のルーフライン・グラフを共有するには、HTML または SVG ファイルとしてエク
スポートすることを推奨します。次のいずれかの操作を行います。
•
•

インテル® Advisor GUI で開いたルーフライン・グラフで、ツールバーの [エクスポート] ボタンをク
リックし、[HTML としてエクスポート] または [SVG としてエクスポート] を選択します。
--report=roofline オプションを指定して CLI コマンドを実行します。次に例を示します。
advixe-cl --report=roofline --project-dir=<project_dir>/project1 -report-output=./wrf_roofline.html
MPI アプリケーションでは、インテル® Advisor GUI をインストールする必要がないため、CLI コマン
ドを使用することを推奨します。

ルーフラインの詳細は、インテル® Advisor のルーフラインを参照してください。

依存関係解析を実行 (オプション)
インテル® Advisor は、有用な推奨事項を提供するため、アプリケーションのパフォーマンスに関する詳細を要
求することがあります。例えば、サーベイレポートの [パフォーマンス問題] カラムに「依存関係が想定されま
す」というメッセージが示されるループでは、依存関係解析を実行することを推奨します。
依存関係データを収集するには、解析するループを選択する必要があります。MPI アプリケーションでは次の
いずれかを選択します。
•

ループ ID ベースの収集:
1. サーベイレポートを生成してループ ID を取得します。
advixe-cl --report=survey --project-dir=./<project_dir>/project1
このコマンドは、アプリケーションのすべてのループのメトリックをセルフ時間でソートした
advisor-survey.txt ファイルを生成します。ループ ID はテーブルの最初のカラムにあり
ます。

2. さらに詳しく解析するループを特定します。
3. WRF アプリケーションのランク 0 で選択したループの依存関係解析を実行します。この例で
は、235 行と 355 行にあるループを選択します。
mpiexec -genvall -n 48 -ppn 48 -gtool "advixe-cl -collect=dependencies --mark-up-list=235,355 --projectdir=<project_dir>/project1:0" ./wrf.exe
•

ソースの位置に基づいた収集: 解析するループのソースの位置を file1:line1 形式で指定し、WRF
アプリケーションのランク 0 で選択したループの依存関係解析を実行します。
mpiexec -genvall -n 48 -ppn 48 -gtool "advixe-cl --collect=dependencies
--mark-uplist=module_advect_em.f90:7637,module_big_step_utilities_em.f90:2542 -project-dir=<project_dir>/project1:0" ./wrf.exe

依存関係解析を実行すると、解析結果の [リファインメント・レポート] タブに結果が追加されます。WRF アプ
リケーションの場合、依存関係解析により選択したループに依存関係がないことが確認され、[推奨事項] タブ
に関連する最適化のステップが提案されます。

メモリー・アクセス・パターン解析を実行 (オプション)
連続しないメモリーアクセスやユニットストライドおよび非ユニットストライドのメモリーアクセスなど、さま
ざまなメモリーの問題に関して MPI アプリケーションを確認するには、メモリー・アクセス・パターン (MAP) 解
析を実行します。インテル® Advisor は、サーベイレポートの [パフォーマンス問題] カラムに「非効率なメモ
リー・アクセス・パターンがあります」というメッセージが示されるループでは、MAP 解析を実行することを推
奨します。MAP 解析を実行するには、次の操作を行います。
1. さらに詳しく解析するループ ID またはソースの位置を特定します。
2. WRF アプリケーションのランク 0 で、選択したループ (ここでは 155 行目と 200 行目) の MAP 解析
を実行します。
mpiexec -genvall -n 48 -ppn 48 -gtool "advixe-cl --collect=map --markup-list=155,200 --project-dir=<project_dir>/project1:0" ./wrf.exe
MAP 解析を実行すると、解析結果の [リファインメント・レポート] タブに結果が追加されます。WRF アプリ
ケーションの場合、MAP 解析で選択したループのすべてのストライドがランダムであり、メモリーとベクトル化
のパフォーマンスが最適化されていない可能性があることが報告されます。次のステップの可能性として、[推
奨事項] タブのメッセージを確認してください。

要約
•
•

インテル® Advisor を使用して、単独、複数、またはすべてのランクの MPI アプリケーションを解析で
きます。このレシピでは WRF Conus12km ワークロードを使用しました。
MPI アプリケーションのサーベイ、トリップカウントと FLOP、ルーフライン、依存関係、またはメモ
リー・アクセス・パターン解析はインテル® Advisor CLI でのみ実行できますが、生成された結果は
インテル® Advisor GUI で表示できます。

関連情報
ここでは、レシピに関連するドキュメントとリソースへのリンクを示します。
•
•
•
•
•
•

気象研究と予測 (WRF) モデル (英語)
アプリケーション・パフォーマンス・スナップショット (英語)
リモートシステム上でパフォーマンスを解析してローカル macOS* システム上で結果を表示
インテル® Advisor ユーザーズガイド: [対応する advixe-cl コマンドオプション] ダイアログボックス
インテル® Advisor ユーザーズガイド: MPI ワークロードの解析
インテル® Advisor のルーフライン

リモートシステム上でパフォーマンスを解析してローカル
macOS* システム上で結果を表示

使用時間が厳しく管理されデータの表示や操作機能が制限されたクラスターなどの専用のリモートシステム
上でアプリケーションを実行する必要がある場合は、インテル® Advisor CLI を使用してアプリケーションを解
析し、インテル® Advisor GUI を使用してローカルシステム上に結果を表示すると便利です。このレシピでは、
インテル® Advisor のコマンドライン・インターフェイスを使用してリモートシステム上でパフォーマンス・デー
タを収集し、インテル® Advisor GUI を使用してローカル macOS* システム上に結果を表示する方法を説明
します。
1. 必要条件
2. インテル® Advisor CLI を使用してリモートシステム上でパフォーマンス・データを収集
3. インテル® Advisor GUI を使用してローカル macOS* システム上で結果を表示

シナリオ
これは、ハイパフォーマンスな、並列化およびベクトル化されたコードを使用時間が厳しく管理されデータの表
示や操作機能が制限されたクラスターなどの専用のリモートシステム上で実行する一般的なユースケースで
す。パフォーマンス評価ツールは通常、コマンドラインのみ実行可能なシステム上で動作します。このようなシ
ステムでは、GUI などの多くの機能は使用できず、オンラインリソースにもアクセスできません。
macOS* システム上ではインテル® Advisor の機能は制限されており、データ収集はサポートしていません。
Windows* または Linux* 上で収集されたデータを表示することは可能です。

コンポーネント
ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用したハードウェアとソフトウェアをリストします。
•

パフォーマンス解析ツール: インテル® Advisor 2020 Gold
最新バージョンは、https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/ からダウンロードできます。

•

•

アプリケーション: インテル® Advisor のインストール・ディレクトリーにあるサンプルパッケージに含
まれる vec_sample コード。
o

Windows*: <install_dir>\samples\en\C++\vec_sample.zip

o

Linux*: <install_dir>/samples/en/C++/vec_sample.tgz

コンパイラー: インテル® C++ コンパイラー 2020
最新バージョンは、https://www.isus.jp/c-compilers/ からダウンロードできます。

•

ターゲット・オペレーティング・システム: Microsoft* Windows* 10 Enterprise

•

CPU: インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー

必要条件
•
•

デバッグ情報を有効にし、インラインデバッグ情報を含めるように設定して解析するアプリケーション
をビルドします。詳細は、インテル® Advisor 導入ガイドの解析を始める前にを参照してください。
推奨事項: 解析するアプリケーション、アプリケーションのバイナリー、シンボル情報、およびソース
コードは、ローカルマシンとリモートマシンの両方から見える共有ドライブ上に配置してください。

リモートシステム上でパフォーマンス・データを収集
リモートシステム上で、アプリケーションのパフォーマンス・データを収集できます。このレシピでは、インテル®
Advisor CLI を使用して、ルーフライン、メモリー・アクセス・パターン、および依存関係データを収集する方法
を説明します。
GUI からアプリケーションのコマンドラインを取得
注
アプリケーション、アプリケーションのバイナリー、シンボル情報、およびソースコードは、ローカルマシンとリ
モートマシンの両方から見える共有ドライブ上に配置してください。共有ドライブ上に配置しない場合は、取
得したコマンドを実行する前に、コマンドのパスをアプリケーションの正しいパスに変更する必要があります。
ローカルマシン上でインテル® Advisor GUI を使用して、リモートシステム上にコピーして実行できる、アプリ
ケーションの解析を実行するコマンドラインを取得します。
1. ローカルマシン上でインテル® Advisor GUI を開きます。
2. プロジェクトのプロパティーを設定します。
3. 目的の解析で [ワークフロー] タブの [コマンドラインの取得]
ボタンをクリックします。
4. 表示されたダイアログから、生成されたコマンドラインをコピーします。
例えば、ルーフライン解析の場合、インテル® Advisor は、サーベイ解析およびトリップカウントと
FLOP 解析の 2 つのコマンドを生成します。コマンドには、プロジェクトのプロパティーで設定された
バイナリー、シンボル、およびソースファイルの検索パスなどのパラメーターが含まれます。

5. オプション: アプリケーション、アプリケーションのバイナリー、シンボル情報、およびソースコードが
共有ドライブ上に配置されていない場合、ローカルパスをリモートシステムの正しいパスに変更しま
す。
6. リモートシステムに切り替えて、コピーしたコマンドラインを実行します。
コマンドラインをクリップボードへコピーする方法は、インテル® Advisor ユーザーズガイドの [対応する
advixe-cl コマンドオプション] ダイアログボックスを参照してください。
注
ローカル macOS* システム上で結果を表示する場合、収集とファイナライズの時間を短縮する --no-autofinalize オプションの使用は推奨しません。ターゲット (リモート) システム上で解析とファイナライズをす
べて行うことを推奨します。macOS* システムでは同じバージョンのコンパイラー、ランタイム、数学ライブラ
リー、および解析したアプリケーション・スタックのほかの部分を利用できない可能性があるため、ターゲット
システム上でファイナライズをすべて行うほうが、これらの情報を適切にキャプチャーできます。
ルーフライン解析を実行
リモートシステム上で次の操作を行います。
1. コマンドプロンプトからルーフライン解析を実行します。例えば、ショートカット
--collect=roofline コマンドを使用します。
advixe-cl --collect=roofline --project-dir=/user/test/vec_project -search-dir sym:p=<sample_dir>/vec_samples --search-dir
bin:p=<sample_dir>/vec_samples --search-dir
src:p=<sample_dir>/vec_samples -- <sample_dir>/vec_sample/vec_samples
2. オプション: ルーフライン・レポートのみ必要な場合は、次のコマンドを使用して HTML ファイルとして
エクスポートします。
advixe-cl --report=roofline --project-dir=/user/test/vec_project -report-output=./roofline.html
この後、インテル® Advisor GUI を使用してローカル macOS* システム上で結果を表示に進みます。
ルーフ解析の詳細は、インテル® Advisor ユーザーズガイドのルーフライン解析を参照してください。
メモリー・アクセス・パターン解析と依存関係解析を実行
非効率なメモリー・アクセス・パターンを検出したり、反復間にデータの依存関係があるか判断するには、サー
ベイやルーフライン解析の結果を取得した後、特定のループに詳細な解析を実行します。
リモートシステム上で次の操作を行います。
1. --mark-up-loops オプションを使用して解析するループをマークします。filename:linenumber 形
式でソースの位置のカンマ区切りのリストを指定します。foo.cpp ファイルの 34 行目と bar.cpp
ファイルの 192 行目をマークするには、次のコマンドを実行します。

advixe-cl --mark-up-loops --select=foo.cpp:34,bar.cpp:192 --projectdir=/user/test/vec_project --search-dir sym:p=<sample_dir>/vec_samples
--search-dir bin:p=<sample_dir>/vec_samples --search-dir
src:p=<sample_dir>/vec_samples -- <sample_dir>/vec_sample/vec_samples
注
特に明記されていない限り、これらのループは将来のトリップカウント、メモリー・アクセス・パターン、
および依存関係解析でも選択されたままです。
2. マークしたループのメモリー・アクセス・パターン・データを収集します。
advixe-cl --collect=map --project-dir=/user/test/vec_project --searchdir sym:p=<sample_dir>/vec_samples --search-dir
bin:p=<sample_dir>/vec_samples --search-dir
src:p=<sample_dir>/vec_samples -- <sample_dir>/vec_sample/vec_samples
3. マークしたループに依存関係解析を実行します。
advixe-cl --collect=dependencies --project-dir=/user/test/vec_project -search-dir sym:p=<sample_dir>/vec_samples --search-dir
bin:p=<sample_dir>/vec_samples --search-dir
src:p=<sample_dir>/vec_samples -- <sample_dir>/vec_sample/vec_samples
ヒント
収集中に --mark-up-list オプションを使用して、1 つの解析向けにループをマークすることもできます。
このオプションでは、ループ ID またはソースの位置のカンマ区切りのリストを指定します。ID またはソースの
位置を取得するには、CLI で生成したサーベイレポートを使用するか、GUI で [サーベイ] レポートタブのチェッ
クボックスでループを選択して [ワークフロー] ペインの対応するコマンドラインを取得します。
解析するループを特定したら、--mark-up-list オプションを指定して選択した解析を実行します。例えば、
ループ ID を指定してメモリー・アクセス・パターン解析を行うには、次のコマンドを実行します。
advixe-cl --collect=map --mark-up-list=58,72 --projectdir=/user/test/vec_project --search-dir sym:p=<sample_dir>/vec_samples -search-dir bin:p=<sample_dir>/vec_samples --search-dir
src:p=<sample_dir>/vec_samples -- <sample_dir>/vec_sample/vec_samples

ローカル macOS* システム上で結果を表示
ローカルシステム上で結果を表示するには、結果をリモートシステムからコピーする必要があります。次のい
ずれかの操作を行います。
•

オプション 1。ローカルマシンとリモートマシンの両方から見える共有ドライブがない場合。
1. リモートシステムで、解析結果をスナップショット・ファイル
my_proj_snapshot.advixeexpz にパックします。
advixe-cl --snapshot --project-dir=/user/test/vec_project --pack
--cache-sources --cache-binaries -- /tmp/my_proj_snapshot
2. my_proj_snapshot.advixeexpz をローカル macOS* システムにコピーします。
3. ローカル macOS* システムに切り替えます。

4. インテル® Advisor GUI でスナップショットを開きます。
▪ コマンドプロンプトから:
advixe-gui my_proj_snapshot.advixeexpz
▪ GUI から: インテル® Advisor を起動し、[ファイル] > [開く] > [結果] を選択して、コ
ピーしたスナップショットに移動します。
5. 結果を表示します。
•

オプション 2。ローカルマシンとリモートマシンの両方から見える共有ドライブがある場合。
1. vec_project ディレクトリーを共有ドライブにコピーします。
2. インテル® Advisor GUI でプロジェクトを開きます。
▪ コマンドプロンプトから:
advixe-gui vec_project
▪ GUI から: インテル® Advisor を起動し、[ファイル] > [開く] > [プロジェクト] を選択
します。
3. [ファイル] > [プロジェクトのプロパティー] を選択し、[バイナリー/シンボル検索] タブと
[ソース検索] タブの共有で解析したアプリケーションのバイナリー、シンボル、およびソース
のパスを設定します。
4. 結果を表示します。

•

オプション 3 (ルーフラインのみ)。ルーフライン・レポートのみ必要で、レポートを HTML ファイルとし
てエクスポートしている場合。
1. HTML レポートを共有ドライブまたはローカル macOS* システムにコピーします。
2. ローカル macOS* システムに切り替えます。
3. レポートを Web ブラウザーで開いて結果を表示します。

結果が表示されたら、GUI のすべてのコンテンツをローカル macOS* システムで利用できます。インテル®
Advisor の解析結果を表示して、非効率なベクトル化と最適化の機会を識別したり、ルーフライン・グラフを確
認できます。これらのパフォーマンス測定はすべてソースコードとアセンブリーにマップされます。

要約
•
•

リモート Linux* クラスターノード上に GUI をセットアップすることなく、ローカル (macOS* または
Windows*) システム上で、インテル® Advisor GUI を利用できます。
macOS* システム上で新しい解析を実行することはできませんが、インテル® Advisor CLI を使用して
クラスターシステムなどのリモートシステム上で生成された結果を表示することはできます。

関連情報
•
•

MPI アプリケーションのベクトル化とメモリーアクセスを解析
インテル® Advisor のルーフライン

このレシピで参照しているドキュメントとリソースのリンク:
•
•

インテル® Advisor ユーザーズガイド: [対応する advixe-cl コマンドオプション] ダイアログボックス
インテル® Advisor ユーザーズガイド: ルーフライン解析

Amazon Web Services* (AWS*) EC2* インスタンスのパ
フォーマンス解析
Amazon Web Services* (AWS*) EC2* インスタンスでインテル® Advisor を使用して、アプリケーションの
パフォーマンスを解析できます。ここでは、インスタンスを設定して接続し、インテル® Advisor GUI またはコマ
ンドライン・インターフェイス (CLI) を使用する手順を説明します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

必要条件
AWS* EC2* インスタンスの起動
PuTTY* を使用して AWS* EC2* インスタンスへ接続
WinSCP を使用して、すべてのツール、アプリケーション、およびサポートファイルをアップロード
インテル® Advisor とその他のツールをインストールして設定
パフォーマンス解析にインテル® Advisor GUI を使用する
代替手順

コンポーネント
ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用されたハードウェアとソフトウェアをリストしま
す。
•

パフォーマンス解析ツール: インテル® Advisor 2019 Update 1
最新バージョンは、https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/ からダウンロードできます。

•

プラットフォーム: AWS* EC2* インスタンス

•

その他のツール: PuTTY*、WinSCP、および VNC* テクノロジー

必要条件
•
•

「SSH を使用した Linux インスタンスへの接続」で Amazon* Machine Image (AMI) のデフォルト
ユーザー名を識別します。
インテル® Advisor のインストール・パッケージ、インテル® コンパイラーのインストール・パッケージ、
ターゲット・アプリケーション、サポート・ライブラリーなど、アップロードする必要があるすべてのツー
ルとサポートファイルを集めます。

AWS* EC2* インスタンスの起動
「Amazon Web Services* (AWS*) EC2* インスタンス上のアプリケーションのプロファイル」の手順に従って
ください。次のことに注意してください。

•

パブリック IP アドレス:

•

プライベート・キー・ファイル:

PuTTY* を使用して AWS* EC2* インスタンスへ接続
1. 安全な SSH 接続を設定します。設定で以下を入力します。
o [Connection] > [SSH] > [Auth] > [Options controlling SSH authentication] >
[Authentication parameters] > [Private key file for authentication] のプライベート・
キー・ファイル:

o

[Session] > [Basic options for your PuTTY session] > [Specify the destination you
want to connect to] > [Host Name (or IP address)] のパブリック IP アドレス:

2. 安全な SSH 接続を確立し、AMI のデフォルトユーザー名を使用してログインします。

WinSCP を使用して、すべてのツール、アプリケーション、およびサポートファイルを
アップロード
1. WinSCP 接続を設定します。設定で以下を入力します。
o [Session] > [Host name] のパブリック IP アドレス
o [Session] > [User name] の AMI のデフォルトユーザー名

o

[Session] > [Advanced Site Settings] > [SSH] > [Authentication] > [Authentication
parameters] > [Private key file] のプライベート・キー・ファイル

2. AWS* EC2* インスタンスへログインします。
3. インテル® Advisor のインストール・パッケージ、ターゲット・アプリケーション、およびその他のすべて
のサポートツール、ライブラリー、ファイルをアップロードします。

インテル® Advisor とその他のツールをインストールして設定
1. インテル® Advisor のインストール・パッケージを展開します。
2. インストーラーを起動します。
注
インストール中に、インテル® Advisor が使用する外部ライブラリーのインストールを要求される場合
があります。このレシピでは、ライブラリーは次の提供先からアップロードされました: GTK*、Pango*、
ALSA、および X.Org。
3. インテル® Advisor を設定します。
source /opt/intel/advisor_2019.1.0.579143/advixe-vars.sh

パフォーマンス解析にインテル® Advisor GUI を使用する
インテル® Advisor GUI を使用して、解析の実行、結果の表示、ブラウザーで表示できるインタラクティブな
ルーフライン・レポートなどのレポートの生成、ローカルマシンに移行できるスナップショットの作成を行いま
す。
1. AWS* EC2* インスタンスで GUI を設定します。
o

VNC* テクノロジーと必要なライブラリーをインストールします。

o

VNC* サーバーを実行します。

o

適切なポート番号で SSH トンネルを作成します。

o

VNC* ビューアーを使用して AWS* EC2* インスタンスへ接続します。

2. advixe-gui を実行してインテル® Advisor GUI を開きます。

代替手順
インテル® Advisor コマンドライン・インターフェイス (CLI) を使用すると、ほとんどのインテル® Advisor のタ
スクを実行できます。例えば次のように入力します。
•

ルーフライン・データを収集:
$ advixe-cl --collect=survey --project-dir=./myAdvisorProj -myTargetApp
$ advixe-cl --collect=tripcounts --flop --no-trip-counts --projectdir=./myAdvisorProj -- myTargetApp

•

表示にインテル® Advisor を必要としないインタラクティブな HTML 形式のルーフライン・レポートを
生成:
$ advixe-cl --report=roofline --project-dir=./myAdvisorProj

•

テキスト形式のサマリーレポートを作成し、out ディレクトリーに保存:
$ advixe-cl --report=summary --project-dir=./myAdvisorProj -format=text --report-output=./out/summary.txt

•

読み取り専用のスナップショットを作成して、パフォーマンス・データ、ソース、およびバイナリーをパッ
ケージ化し、以降の調査のため tmp ディレクトリーに myAdvisorProjSnapshot.advixeexpz
という名前で保存:
$ advixe-cl --snapshot --project-dir=./myAdvisorProj --pack --cachesources --cache-binaries -- ./tmp/myAdvisorProjSnapshot

注
CLI を実行するには、AWS* EC2* インスタンスで GUI を設定する必要はありません。

Cray* システムのパフォーマンス解析
ここでは、Cray* システム上でアプリケーションからパフォーマンス・データを収集して解析するためインテル®
Advisor を使用する手順を説明します。最初にアプリケーションをビルドし、Cray* システムでインテル®
Advisor 環境を設定します。その後、インテル® Advisor コマンドライン・インターフェイス (CLI) からパフォー
マンス・データを収集して、スナップショット・データを保存し、ローカルシステムでインテル® Advisor GUI を
起動してそれらの結果を解釈します。
1.
2.
3.
4.

必要条件
Cray* システムでアプリケーションをビルド
インテル® Advisor CLI を使用して Cray* システム上でパフォーマンス・データを収集
ローカルシステム上でデータの解釈を行うため Cray* システム上でインテル® Advisor のスナップ
ショットを作成
5. インテル® Advisor GUI を使用してローカルシステム上でパフォーマンス・データを解釈
6. 代替手順

コンポーネント
ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用されたハードウェアとソフトウェアをリストしま
す。
•

パフォーマンス解析ツール: インテル® Advisor 2018
最新バージョンは、https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/ からダウンロードできます。

•

アプリケーション: miniFE。すべての重要な計算フェーズを含む構造化されていない暗黙的有限への
近似を目的とした Mantevo オープンソース・ミニアプリ。
https://github.com/Mantevo/miniFE/archive/2.2.0.tar.gz (英語) からダウンロードできます。

•

コンパイラー: インテル® C++ コンパイラー 2018
最新バージョンは、https://www.isus.jp/c-compilers/ からダウンロードできます。

•

オペレーティング・システム: SUSE* Linux* Enterprise Server 11

•

CPU: インテル® Xeon Phi™ 7230 プロセッサー

必要条件
Cray* システムで次の操作を行います。
1. プログラミング環境を設定します。
o インテルのプログラミング環境がデフォルトでロードされていることを確認します。
$ module list
o

Cray* プログラミング環境がロードされている場合、環境を入れ替えます。
$ module swap PrgEnv-cray PrgEnv-intel

2. https://github.com/Mantevo/miniFE/archive/2.2.0.tar.gz (英語) からアプリケーションのクロー
ンを作成し、圧縮ファイルを展開します。
$ tar xzvf ./miniFE-2.2.0.tar.gz
3. OpenMP* バージョンのディレクトリーに移動します。
$ cd ./miniFE-2.2.0/openmp/src
4. Makefile.intel.openmp ファイルを編集し、CFLAGS の定義に -g オプションを追加します。
CFLAGS = -g -O3 -qopenmp
注
インテル® C++ コンパイラーの代わりに Cray* ftn や cc コンパイラーを使用する場合、-dynamic オ
プションを追加する必要があります。ftn では、OpenMP* ディレクティブを検出するための OpenMP*
オプションは不要です。
ローカルシステムでインテル® Advisor を通常のように設定します。

Cray* システムでアプリケーションをビルド
Cray* システムで、アプリケーションをビルドして実行形式ファイルを現在のディレクトリーに保存します。
$ make -f ./Makefile.intel.openmp

インテル® Advisor CLI を使用して Cray* システム上でパフォーマンス・データを収
集
Cray* システムで次の操作を行います。
1. インタラクティブ・セッションを開始します。
Slurm スケジューラーを使用し、salloc コマンドでインタラクティブなセッションを有効にします。
例えば、debug という名前のパーティション (キュー) で、単一ノードで 30 分間のインタラクティブな
セッションを開始します。
$ salloc -N 1 -p debug -t 30:00
割り当てが許可されると、プロンプトに新しいノード名が反映されます。
注
一部の Cray* システムは、割り当てがアクティブになった後、サービスノード (MOM ノードとも呼ばれ
ます) に接続します。その場合、再び OpenMP* バージョンのディレクトリーに移動します。

2. インテル® Advisor 環境を設定します。
o

このクックブックの執筆時点では、インテル® Advisor の Cray* モジュールに同種の命令ス
キームはありません。正しい名称については、システムのマニュアルを参照してください。この
レシピでは、プレースホルダーとして advisor を使用しています。
$ module swap PrgEnv-cray PrgEnv-intel
$ module load advisor

o

モジュールが見つからない場合、通常の方法でインテル® Advisor の設定変数を source しま
す。
$ source <advisor_install_dir>/advixe-vars.sh

o

同様にライブラリーの位置を追加する必要があります。
$ export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/intel/advisor/lib64

3. インテル® Advisor のサーベイ解析向けのスレッド数を設定します。
$ export OMP_NUM_THREADS=32
4. インテル® Advisor のサーベイ解析を実行して、結果を adv ディレクトリーに保存します。
$ srun -n 1 -c 32 advixe-cl --collect=survey --project-dir=./adv - ./miniFE.x
注
代わりに、Cray* システム上でバッチモードでパフォーマンス・データを収集することもできます。

ローカルシステム上でデータの解釈を行うため Cray* システム上でインテル®
Advisor のスナップショットを作成
ヒント
VNC* や X11 のトンネル接続を有効にする後処理ノードが使用できない場合、インテル® Advisor のスナッ
プショットは優れたデータの転送方法です。
Cray* システムで次の操作を行います。
1. 後で詳しく調査するため、現在のディレクトリーに adv_snapshot.advixeexpz という名前で、す
べてのパフォーマンス・データを含む読み取り専用のスナップショットを生成します。
$ advixe-cl --snapshot --project-dir=./adv --pack --cache-sources -cache-binaries -- adv_snapshot
2. 利用可能な方法で adv_snapshot.advixeexpz ファイルをローカルシステムにコピーします。

インテル® Advisor GUI を使用してローカルシステム上でパフォーマンス・データを
解釈
ローカルシステムで、スナップショットをダブルクリックして、インテル® Advisor GUI を起動し、サーベイレ
ポートを開いて収集されたパフォーマンス・データを表示します。
miniFE ミニアプリの結果を調査します。これは不十分な実装であり、ベクトル化されたコード領域がなく、利
用可能な最上位の命令セット・アーキテクチャー (ISA) を使用していません。

注
代わりに、インテル® Advisor CLI テキストレポートを使用して Cray* システムのパフォーマンスを解釈するこ
ともできます。

代替手順
Cray* システム上でバッチモードでパフォーマンス・データを収集 (インタラクティブの代わり)
1. すべての構成の詳細を含む送信スクリプトを作成します。例えば、次の内容を含む run.slurm という
名前のスクリプトを作成します。
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=run_name
#SBATCH -N 1
#SBATCH -p debug
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH --time=00:30:00
cd $PBS_O_WORKDIR
export OMP_NUM_THREADS=32
module swap PrgEnv-cray PrgEnv-intel
module load advisor

srun -n 1 -c 32 advixe-cl --collect=survey --project-dir=./results_dir
-- ./miniFE.x
2. ログインノードからスケジューラーへスクリプトを転送します。
$ sbatch ./run.slurm
インテル® Advisor CLI テキストレポートを使用して Cray* システムのパフォーマンスを解釈 (スナップ
ショットとインテル® Advisor GUI をローカルシステムで使用する代わり)
サマリーレポートを生成して画面に表示します。
$ module swap PrgEnv-cray PrgEnv-intel
$ module load advisor
$ advixe-cl --report=summary --project-dir=./adv --format=text
注
レポートの出力は、直接ファイルに保存したり、CSV や XML などの形式で保存することもできます。

要約
•
•

Cray* 環境が適切に設定されていれば、Cray* システム上でインテル® Advisor を実行することがで
きます。
スナップショットの作成は、インテル® Advisor の結果をインタラクティブな応答性の良いローカルシ
ステムに移動できる優れた方法です。

関連情報
•
•

Cray* システム上のインテル® Advisor (英語)
MPI でインテル® Advisor とインテル® VTune™ Amplifier を使用する (英語)
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