
はじめに
1280x720 ピクセルの解像度で毎秒 30 フレームのビデオを利用した、最初の高解像度 (HD) 
ビデオ会議システムが発表されたのは、わずか 10 年前のことです。現在、ビデオ会議市場の
ほとんどの企業は、最大 1920x1080 ピクセルの解像度で毎秒 100 フレームの処理を行うこ
とができる HD ソリューションを提供しています。

エンタープライズ・レベルのビデオ会議は、これまで非常に高価で、管理が複雑で使いにくい上に、
スケーリングが困難でした。第 1 世代および第 2 世代のビデオ会議システムは、カスタム・ハード
ウェアとデジタル信号プロセッサー (DSP) で構築されていました。サーバーは約 18 万ドルと高価
であり、簡単なプログラミングで新しいビデオ圧縮フォーマットをサポートすることも容易ではあり
ませんでした。その結果、これらのシステムは 4 ～ 6 年で使われなくなりました。

現在では、この状況は大きく変わりました。最新のインテル® プロセッサーを搭載した既製のサー
バーで、ハイパースレッディングやマルチコアに対応した拡張命令セットを使用して、メディア集約
型のアプリケーションをサポートできるようになったのです。この第 3 世代となるソフトウェア・ベー
スのシステムのパフォーマンスは、ASIC (特定用途向け IC)、FPGA (プログラム可能な LSI)、およ
び DSP を使用したカスタム・ハードウェア・アーキテクチャーよりも優れています。

ノルウェーの Pexip は、この第 3 世代のアプローチを採用しました。Pexip* Infinity ビデオ会議ソ
リューションは、ソフトウェア・ベースのトランスコーディング・エンジン、MCU、ゲートウェイをす
べて兼ね備えており、豊富な機能を提供します。Pexip* Infinity を利用すると、従来のテレビ会議
システムの数分の 1 (1 日あたりコーヒー 1 杯) の費用で、組織のすべての人が自分の仮想会議室を
持つことができます。インターフェイスは簡単で、電話やメールと同じように利用することができ
ます。

Pexip のエンタープライズ・レベルのビデオ会議
を高速化
インテル® 解析ツールによりビデオ・エンコーディングのパフォーマンスが 2.5 倍に向上

ケーススタディー 
インテル® ソフトウェア開発ツール 
インテル® C++ コンパイラー、インテル® VTune™ Amplifier XE、 
インテル® Advisor XE (インテル® Parallel Studio XE のコンポーネント)



Pexip は、大規模なビデオ会議を実現するには、いくつかの重要なポイントがあると考えています。

•  ソフトウェアのみ。ビデオ会議は、既存のデータセンター・インフラストラクチャーまたはプラ
イベート / パブリッククラウドで動作する仮想化されたソフトウェア・プラットフォーム (VMware 
ESXi* または Microsoft* Hyper-V*) に配備されます。

•  相互運用可能。Pexip* Infinity は、シームレスな会議環境を提供するため、Microsoft* Lync* 
や従来のビデオ / オーディオ・カンファレンスのようなコミュニケーション・ツールをはじめ、さ
まざまなデバイス、システム、ビデオ・クライアント (デスクトップおよびモバイル) と相互運用
可能です。

•  分散型。中央を経由することなく、必要な場所に必要なときに会議機能を配備することができ
ます。柔軟性に優れ、帯域幅の使用率が大幅に低下します。

•  スケーラブル。Pexip* Infinity は仮想化されたソフトウェアであるため、簡単にスケーリング、
配備、管理、更新、拡張することができます。ほかのエンタープライズ・ソフトウェアと同じよ
うに管理できます。

•  柔軟なライセンス。ソリューションはライセンスによりスケーリングされるため、組織で使用す
る機能に応じて費用を支払うだけです。想定される最大使用率に合わせてハードウェアを購入
する必要はありません。

インテル® Parallel Studio XE を使用してインテル® Core™ マイクロアーキテクチャーの処理能力
を引き出すことで、Pexip は従来の会議システムのパフォーマンスを超えることができました。

図 1. Pexip* Infinity は汎用的で相互運用可能なエンタープライズ・ 
レベルのビデオ会議を提供



課題
Pexip は、最も優れた (最高品質で最小のオーバーヘッドの) エンタープライズ・レベルのビデオ会
議を提供するため、常に研究を行っています。その目標は、帯域幅と処理要件を下げつつ、高解
像度で、パフォーマンスに優れた、魅力的なユーザー・エクスペリエンスを提供することです。競
争力の差を保つための目標は絶えず変化します。

ソフトウェアのみのアプローチは、企業目標 (コスト効率に優れ、配備とスケーリングが簡単) を
達成できるというメリットがある反面、専用のハードウェアでのハードウェア・エンコーディングを
上回るパフォーマンスをソフトウェア・エンコーディングで達成しなければならないという技術的
な挑戦を伴います。

Pexip* Infinity には専用のハードウェアは必要ありませんが、業界標準のサーバーは必要です。
このサーバー数を最小限にすることも大きな目標です。処理要件をさらに下げることができれば、
1 つのサーバーでサポートできるユーザー数が増えて、必要なサーバー数が減り、ソリューション
全体のコストをさらに抑えることができます。また、それほど計算能力の高くないデバイスも含めて、
さらに広範なデバイスで高品質のユーザー・エクスペリエンスを保証する必要がありました。

このため、エンジニアリング・チームは、ソフトウェア・ベースのビデオ・エンコーディングのパ
フォーマンスを向上させ、最新のハードウェアの能力を最大限に引き出すための作業を進めました。
この最適化は、新しい第 3 世代インテル® Xeon® プロセッサー E5 v3 ファミリー (開発コード名 : 
Haswell) で WebRTC (Web リアルタイム・コミュニケーション) ブラウザーエンジンと Google* 
VP8* コーデック規格を使用した実装が目標でした。

最初のパフォーマンス解析では、最適化の余地があることが示されました。ベースラインのパフォー
マンスは Pexip* の高品質基準を満たしていませんでした。また、VP8* は、インテル® アドバンス
ト・ベクトル・エクステンション 2 (インテル® AVX2) 命令セットをサポートしていなかったため、
Haswell (開発コード名) ベースのサーバーのハードウェア機能をすべて活用できていませんでした。

パフォーマンスを向上するため、エンジニアはボトルネックを特定して解析し、対象のハードウェア
機能を利用する方法を調査する必要がありました。これらの作業は専用のツールなしでは困難です。

ソリューション
Pexip の開発サイクルは、解析とインクリメンタル開発の反復から構成されています。

1. インテル® VTune™ Amplifier XE を使用してコードを解析し、hotspot を特定します。

2. hotspot を調査して、アルゴリズムを改善する方法を探します。

3. インテル® Advisor XE を使用して、ベクトル化されたループと SIMD (Single Instruction 
Multiple Data) 命令を解析します。

4. インテル® C/C++ コンパイラーで変更したコードをビルドします。

5. オリジナルバージョンと最適化後のバージョンを比較します。

インテルのエンジニアからは、公式リリース前に、インテル® Advisor XE の新しいエディションの
技術コンサルテーションと早期アクセスが提供されました。

 「我々は、シングルスレッドで 

1080p100 [フレーム/秒] エンコード 

という最終的な目標 (リファレンス 

VP8* 実装のパフォーマンスの 

約 2.5 倍) に到達しました。 
VP8* コードの多くの部分で 

インテル® AVX2 に対応しました。 
インテル® VTune™ Amplifier と 

インテル® Advisor XE のベクトル化 

ツールの使用が成功の鍵でした。」

Pexip 
主任パフォーマンス・エンジニア 

Lars Petter Endresen, PhD
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改善の機会を特定
インテル® VTune™ Amplifier は、hotspot、スレッド化、ロックと待機、OpenCL* 並列コンピュー
ティング・コードなどに関する豊富なパフォーマンス・プロファイルを提供します。また、CPU と 
GPU のパフォーマンス、マルチコアのスケーラビリティー、帯域幅の効率、その他をチューニング
するための直感的な方法を提供します。ツールは、タイムラインやソースコードで結果をソート、フィ
ルター、視覚化して、パフォーマンスに関する洞察を素早く表示します。

Pexip では、インテル® VTune™ Amplifier XE の次の点が特に役立ちました。

• アルゴリズムのロジックとパフォーマンス・データを調査する能力

• 各 C++ および ASM 命令で費やされた CPU 時間 (サイクル) を詳細に表示する機能

• C++ と ASM コードを並べて表示する機能 ― どのようなコードをコンパイラーが生成したか、
どの部分がベクトル化されたか、どの命令セットが使用されたか、などの確認を容易に行う
ことができます。

プロジェクトの主任パフォーマンス・エンジニア、Lars Petter Endresen 氏は、当時を振り返って 
「インテル® VTune™ Amplifier がなければ、暗闇で途方に暮れていたでしょう。」と述べています。

インテル® Advisor XE には、最新のプロセッサーのパフォーマンスを最大限に引き出せるように
支援する 2 つの設計ツールが含まれています。

•  スレッド化アドバイザーは、通常の開発を妨げることなくスレッド設計オプションを解析、
設計、チューニング、確認できる、スレッド設計 / プロトタイピング・ツールです。

•  ベクトル化アドバイザーは、ベクトル化により最も大きな利点が得られるループ、ベクトル化
を妨げている要因、代替データ再構成の利点を特定するベクトル化設計ツールで、ベクトル
化が安全であるという確信を高めます。

Pexip では、インテル® Advisor XE のプレビューバージョンを利用して、ベクトル化されたルー
プと SIMD 命令を詳しく解析することにより、次の重要な質問の答えを得ることができました。
最もホットなループはベクトル化されたか ? ベクトル化された場合、効率はどの程度で、何か改
良できる点はないか ? ベクトル化されなかった場合、その理由は何か ? CPU パフォーマンス・デー
タ、コンパイラー診断、使用された SIMD 命令セット、ソースコード、アセンブリーなど、すべて
のベクトル関連の診断が 1 つの場所に表示されます。

結果

インテルのツールは、コンパイラーが生成したコードを大幅に向上するソース修正の方法を示しま
した。ツールにより、最も CPU 時間を費やしているアルゴリズム、関数、命令を特定できました。
また、元のバージョンが、マルチメディア・パフォーマンス向上の鍵となる、SIMD 命令を十分活
用していなかったことも分かりました。

コンパイラーでより多くの自動ベクトル化が行われるように、コードは再構成および変更されまし
た。Pexip では、データ型を 2 バイトや 4 バイトに拡張することなく、1 バイトのデータ型を効率
良く使用する方法を見つけました。コンパイラーのアンロールに加えて、この効率的な使用方法に
より、単一 SIMD レーンでループ全体を処理できるようになりました。その結果、ビジネスビデオ
会議により適したアルゴリズムを採用することができました。

パフォーマンスは驚異的に向上しました。インテル® AVX2 命令を効率的に利用した、アルゴリズ
ムと SIMD の最適化により、ビデオ・エンコーディングのパフォーマンスはリファレンス実装の 2.5 
倍に向上しました。

インテル® ソフトウェア開発ツール
について
インテルは、25 年以上にわたって、
ハイパフォーマンス・コンピュー
ティング業界の開発者向けに標
準準拠のツールを提供しています。
業界最先端のソフトウェア・ツール
には、インテル® Parallel Studio XE 
Composer Edition、Professional 
Edition、Cluster Edition が含ま
れます。 

詳細: 
http://intel.ly/perf-tools
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パフォーマンスが向上することで、CPU リソースの消費が少なくなり、以前は 2 つのサーバー
が必要だった会議を 1 つのサーバーで処理できるようになりました。エンドユーザーのコスト
が低下したことは、Pexip にとって大きな利点となりました。

高品質の WebRTC ビデオがブラウザー・クライアント対応になり、ユーザー・エクスペリエンス
が向上しました。エンドユーザーは、専用のハードウェアなしで、配備が簡単でスケーラビリティー
に優れた高品質の会議を利用できるようになりました。

「インテル® Parallel Studio XE を使用して得られた 2.5 倍のパフォーマンス向上は、市場におけ
る我々の成功に大きく貢献しました。同じ価格で 2 倍以上の能力を達成できるようになったことで、
競争力を大きく高めることができました。」と Endresen 氏は述べています。

まとめ
Pexip* Infinity の仮想化された分散型ソフトウェアを利用することで、スケーラブルで、柔軟な、
現実的な方法でビデオ会議にアクセスできるようになります。業界標準の IT ツールを利用し、IT 
の課題を解決することにより、誰でもビデオ、オーディオ、データのコラボレーションにアクセス
することが可能です。Pexip は、インテル® コンパイラー・チームと協力して、インテル® Xeon® 
プロセッサー E5 ファミリーを搭載したサーバーに、計算処理パフォーマンスが大幅に向上した
ビデオ・アルゴリズムを実装することに成功しました。

ユーザーからは、パフォーマンスの優位点を指摘する声が寄せられています。「Pexip は、ポート
数を制限することなく、大規模なビデオ会議に必要なネットワーク帯域幅を縮小しました。この
ソリューションは非常に適切で魅力的です。」

LetsDoVideo の 2014 年度 Readers� Choice Awards で、Pexip* Infinity は「Best Interop for a 
Cloud Solution」を受賞しました。Pexip* Infinity は、ISE 2015 Best of Show Award も受賞し
ています。現在では、さらに高速になり、コスト効率も良くなっています。

図 2.インクリメンタルな最適化によりビデオ・エンコーディングの 
パフォーマンスをリファレンス実装の 2.5 倍に向上
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Pexip について 
Pexip は、あらゆるデバイスで動作する、手軽で、仮想化された、簡単に利用可能なビデオ会議
システムを提供することにより、従来のビデオ会議に対する考えを一変させました。これまで大規
模なビデオ会議を配備するときに必要だった、高価なハードウェア・コストと帯域幅要件の壁は取
り除かれ、個人の仮想会議空間が現実のものとなりました。

Pexip の仮想化されたソフトウェアは、プライベート / パブリッククラウド、あるいはサービスとし
て提供される仮想空間に配備されることを前提としており、日や週単位ではなく分単位で、必要な
期間に必要な規模のビデオ会議を組織に配備することができます。

Pexip は、ビデオ会議とテレプレゼンスのエキスパートにより 2012 年に創立されました。本社所
在地はノルウェーのオスロで、ニューヨークとロンドンに営業所があります。

詳細は、 www.pexip.com を参照してください。Twitter (@PexipInc) でも情報を発信しています。

性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル ® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、
特定のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。結果はこれらの要因によって異なります。製品の購入を検討される場合は、他の製品と組
み合わせた場合の本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。

詳細については、http://www.intel.com/performance (英語) を参照してください。 

インテル ® ソフトウェア製品のパフォーマンスおよび最適化に関する注意事項については、http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/#opt-jp を参照してください。

最適化に関する注意事項 : インテル ® コンパイラーでは、インテル ® マイクロプロセッサーに限定されない最適化に関して、他社製マイクロプロセッサー用に同等の最適化を行えないことがあります。  
これには、インテル ® ストリーミング SIMD 拡張命令 2、インテル ® ストリーミング SIMD 拡張命令 3、インテル ® ストリーミング SIMD 拡張命令 3 補足命令などの最適化が該当します。インテルは、
他社製マイクロプロセッサーに関して、いかなる最適化の利用、機能、または効果も保証いたしません。本製品のマイクロプロセッサー依存の最適化は、インテル ® マイクロプロセッサーでの使用
を前提としています。インテル ® マイクロアーキテクチャーに限定されない最適化のなかにも、インテル ® マイクロプロセッサー用のものがあります。この注意事項で言及した命令セットの詳細につ
いては、該当する製品のユーザー・リファレンス・ガイドを参照してください。

注意事項の改訂 #20110804
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関連資料 (英語)
 
Pexip  
http://www.pexip.com/fundamentals

Pexip* Infinity  
http://www.pexip.com/how

インテル® Parallel Studio XE (インテル® Advisor XE を含む)  
https://software.intel.com/en-us/intel-parallel-studio-xe

インテル® VTune™ Amplifier XE  
https://software.intel.com/en-us/intel-vtune-amplifier-xe

インテル® C++ コンパイラー  
https://software.intel.com/en-us/c-compilers

http://www.pexip.com
https://twitter.com/PexipInc

