Windows* および Linux* 上で
パフォーマンスとマルチコア・
スケーラビリティーを最適化

インテル® VTune™ Amplifier XE
製品紹介
インテル® VTune™ Amplifier XE
パフォーマンス・プロファイラー
Windows* 版/Linux* 版

ソフトウェアの速度に満足していますか?
マルチコア・プロセッサーであなたのアプリケー
ション・パフォーマンスはスケーリングしますか?
インテル® VTune™ Amplifier XE は、インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザーの
成功を基に開発された、インテルの最新のパフォーマンス・プロファイラーです。イン
テル® Parallel Amplifier の機能に加えて、より詳細な調査に必要な多数の高度な機能を備
えています。

•
•

•
•
•
•
「新しいインテル® VTune™ Amplifier
XE は、すでに必須のツールにさらに
機能が加わりました。サンプリング・
ベースのコールスタックの hotspot 特
定機能は優れており、これだけでも
アップグレードする価値があります。
また、コンカレンシー解析およびロッ
クと待機の解析により、Premiere Pro
のような複雑なアプリケーションでも
有益なデータが得られることに感銘を
受けました。」
Adobe Systems Inc
MediaCore エンジニアリング・マネー
ジャー
Rich Gerber 氏

「インテル® VTune™ Amplifier XE を使
用することによって、作業が簡単にな
り、開発プロセスがスピードアップし
ました。さらに、パフォーマンスも
20% ～ 360% 向上しました。」
Open Cascade SAS 社
Sergey Zaritchny 氏

•
•

•
•

正確なパフォーマンス・データ — データなしでは、パフォーマンスのボ
トルネックの場所を予想するのに多大な時間を費やすことになります。

簡単なセットアップ — 事前定義済みのパフォーマンス・プロファイリン
グが用意されているため、マイクロアーキテクチャーの詳細を知らなくて
も有益な情報を簡単に収集できます。
マルチスレッド・コードとシリアルコードの両方をチューニング — パ
フォーマンスに影響するスレッドと同期オブジェクトを発見します。

タイムラインでスレッド・インタラクションをビジュアル表示 — スレッ
ドへの作業の分配を確認してロード・インバランスを特定します。

結果を素早く特定 — タイムラインを使用してフィルタリングし、無関係
なデータを排除できます。

ソースビュー — ソースとアセンブリーのプロファイル・データを表示し
ます。

低オーバーヘッド — インテル® VTune™ Amplifier XE はデータ収集にかかる
オーバーヘッドを低く抑え、より迅速かつ正確な結果をもたらします。

特別なビルドは不要 — 通常のコンパイラーやアセンブラーから出力され
た、シンボル情報を含んだ製品ビルドを使用できます。特別なビルドは必
要ありません。

C++、Fortran、.NET、アセンブリー — プラットフォームの標準に準拠し
た任意のコンパイラー (Microsoft*、GCC*、インテル) を使用できます。

インテル® プロセッサーと互換プロセッサーに対応 — プロファイリング機
能の多くは、インテル® プロセッサーと互換プロセッサーの両方で利用で
きます。オンチップ・パフォーマンス・モニタリング・ユニットを使用す
る機能では、データ収集はインテル® プロセッサーが対象となりますが、
結果のファイルは互換プロセッサーで解析できます。

•

32 ビットと 64 ビットの Windows*/Linux* をサポート — 詳細はリリース
ノートを参照してください。

•

Windows*: Microsoft* Visual Studio* 2005、2008、および 2010 との統
合 — パフォーマンス解析を Microsoft* Visual Studio* 環境に統合すること
も、また単独で実行することも可能です。

•
•

MPI アプリケーションの解析 — クラスターへのインストールも簡単です。
結果はランクによりソートされます。

Linux*: root 権限が不要 — 基本的なパフォーマンス解析には root 権限は必
要ありません。イベントベース・サンプリング（EBS）のドライバーのイ
ンストールには root 権限が必要ですが、これは必要に応じて後で行うこ
ともできます。

機能
機能

利点

高速で正確なパフォーマンス・プロファイル
hotspot 解析により最も時間を消費している関数を見つけられます。[+] を
クリックするとコールスタックが表示されます。ダブルクリックすると、
ソースを確認できます。

結果をソースで確認
関数リストをダブルクリックすると、関数の最もホットな場所に移動しま
す。

ロックと待機
並列プログラムでパフォーマンスが低くなる共通する原因 — ロックで長
時間待機し、待機中はコアが十分に活用されない — を素早く特定しま
す。

タイムラインで結果をフィルタリング
タイムラインで時間範囲を選択し、データ (例: アプリケーション起動) を
フィルタリングして必要な情報のみを取り出すことができます。

タイムラインでスレッド動作をビジュアル表示
スレッドがいつ実行中でいつ待機しているか、また遷移がいつ起こったか
を確認できます。

実行中のアプリケーションをプロファイル
プロファイル中、アプリケーションを停止して、再起動する必要はありま
せん。
•
プロセスへのアタッチ
•

EBS でシステム全体をプロファイルして、後から必要なデータを
フィルター

EBS (システム全体にわたるイベントベース・サンプリング)
インテル® VTune™ Amplifier XE のパフォーマンス・プロファイル・ツール
はオンチップ PMU を使用して、キャッシュミス、クロック数、リタイア
した命令などのパフォーマンス・イベントをカウントします。

事前定義済み EBS プロファイル
新しいプロセッサー向けの EBS プロファイルを利用し、簡単にセットアッ
プできます。複雑なイベント名を覚える必要はありません。プロファイル
はマイクロアーキテクチャーによって異なります。

チューニング個所をハイライト
全般解析でチューニングの可能性が見つかると、セルがピンクでハイライ
トされます。カーソルを移動すると、アドバイスが表示されます。

購入方法: 言語別のスイート
インテル® VTune™ Amplifier XE は、各種開発スイートまたはスタンドアロンとしてご購入いただけます。スイートには、高度なコンパイ
ラー、ライブラリー、正当性解析ツール、およびパフォーマンス・プロファイリングが含まれています。ライセンスは、シングルユー
ザー・ライセンス、フローティング・ライセンス、アカデミック・ライセンスが用意されています。
インテル®
Parallel Studio
XE

インテル®
インテル®
インテル® インテル® C++
インテル®
C++ Studio Fortran Studio Composer XE Composer XE
Fortran
XE
XE
Composer XE

C / C++ コンパイラー



Fortran コンパイラー



インテル® IPP





インテル® MKL





インテル® Cilk™ Plus



インテル® TBB












インテル®
Cluster Studio
XE

インテル®
Cluster
Studio















































インテル® Inspector XE









インテル® VTune™
Amplifier XE









スタティック・セキュリ
ティー解析













インテル® MPI ライブラ
リー





インテル® トレース・アナ
ライザー/コレクター





技術仕様
プロセッサーのサポート

プロファイリング機能の多くは、インテル® プロセッサーと互換プロセッサーの両方で利用できます。オンチップ・パ
フォーマンス・モニタリング・ユニットを使用する機能では、データ収集はインテル® プロセッサーが対象となります。

オペレーティング・シス
テム

Windows* OS および Linux* OS をサポートしています。

プログラミング言語

C++、Fortran、.NET、アセンブリーをサポートしています。

動作環境

詳細については、http://www.intel.com/software/products/systemrequirements を参照してください。

サポート

すべての製品アップデート、インテル® プレミアサポート、およびインテル® サポートフォーラムを 1 年間ご利用いただ
けます。インテル® プレミアサポートでは、サポート (情報の機密は保持されます)、テクニカルガイド、アプリケーショ
ン・ガイド、その他のドキュメントにアクセスすることができます。

コミュニティー

インテル® サポートフォーラム・コミュニティーでは、役立つ情報を取得、交換、参照することができます。
http://software.intel.com/en-us/forums

評価版のダウンロード

http://www.intel.com/software/products/eval
最適化に関する注意事項
インテル® コンパイラーは、互換マイクロプロセッサー向けには、インテル製マイクロプロセッサー向けと同等レベルの最適化が行われない可能性があります。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® SSE2)、インテル® ストリーミング SIMD 拡張命令 3 (インテル® SSE3)、ストリーミング SIMD 拡張命令 3 補足命
令 (SSSE3) 命令セットに関連する最適化およびその他の最適化が含まれます。インテルでは、インテル製ではないマイクロプロセッサーに対して、最適化の提供、機
能、効果を保証していません。本製品のマイクロプロセッサー固有の最適化は、インテル製マイクロプロセッサーでの使用を目的としています。インテル® マイクロ
アーキテクチャーに非固有の特定の最適化は、インテル製マイクロプロセッサー向けに予約されています。この注意事項の適用対象である特定の命令セットの詳細は、
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。
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