インテル® マス・カーネル・
ライブラリー 11.0
業界最先端のハイパフォーマンス数値演算ライブラリー

主な機能
 ベクトル化とスレッド化により、
すべてのインテル® プロセッサー
と互換プロセッサーで最高のパ
フォーマンスを実現
 あらゆる C/C++ コンパイラーお
よび Fortran コンパイラーと互換
 開発したアプリケーションを再
配布可能なため、長期間にわ
たってコストを節約可能

以下のスイートにも含まれています。
 インテル® Parallel Studio XE
 インテル® C++ Studio XE
 インテル® Fortran Studio XE
 インテル® Cluster Studio XE

製品紹介

簡単に使用できてパフォーマンスを向上
インテル® マス・カーネル・ライブラリー (インテル® MKL) 11.0 には、開発時間を短縮して
パフォーマンスの向上を図る豊富なルーチンが含まれています。今日のプロセッサーはコ
ア数が増加し、より広いベクトルユニットが採用され、最新のアーキテクチャーが搭載さ
れています。その処理能力を活用するための最も簡単な方法は、処理能力を引き出すよう
に設計され、十分に最適化されたライブラリーを利用することです。優れたコンパイラー
を使用しても、手動で最適化されたライブラリーにより実現されるパフォーマンスのレベ
ルに到達することはできません。
インテルが提供する、簡単に使えて再配布が可能な関数を利用することで、アプリケー
ション向けの新機能の開発により多くの時間をかけることができます。作成したコードは
将来の世代のインテル® プロセッサーでも最適に実行されるため、長期間にわたって開発、
デバッグ、メンテナンスの時間を節約できます。
インテル® MKL には、高度にベクトル化およびスレッド化された線形代数、高速フーリエ変
換 (FFT)、ベクトル・マス・ライブラリー、統計関数が含まれています。単一の C または
Fortran API 呼び出しを行うと、過去、現在、そして将来のプロセッサー・アーキテク
チャーごとに最適なコードパスが選択され、自動的にスケーリングされます。

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

サポートされるオペレーティング・
システム:
 Windows*
 Linux*
 OS X*
「インテル® MKL は x86 プラット
フォームでハイパフォーマンスを得
るには不可欠です。」
テネシー大学ノックスビル校
Innovative Computing Lab
Jack Dongarra 教授

インテル® MKL は、モンテカルロ法およびその他の計算集約ルーチンで最先端のパフォーマンスを実現

主な機能
包括的な数学機能 – さまざまなアプリケーションの
ニーズをカバー
インテル® MKL には、広範囲のアプリケーションを高速化す
る、スレッド化およびベクトル化された多くの複雑な数学関
数が含まれています。これらの関数を独自に作成する必要は
ありません。
代表的な関数カテゴリーとして、線形代数、高速フーリエ変換
(FFT)、ベクトル・マス・ライブラリー、統計関数があります。
MPI ベースの分散メモリー計算をサポートするため、LAPACK お
よび FFT のクラスターバージョンも含まれています。

標準 API – 素早くパフォーマンスを向上
インテル® MKL は、利用可能な場合はデファクト・スタンダー
ドな標準 API を使用するため、別のライブラリーからの切り
替えに必要なコード変更が最小限で済みます。このため、単
純に関数を置換したり再リンクするだけで、アプリケーショ
ンのパフォーマンスを迅速かつ容易に向上させることができ
ます。
例えば、左のベンチマークでは、インテル® MKL の LAPACK
(Linear Algebra PACKage) に置換するだけで、パフォーマンス
が 5 倍以上になっています。
業界標準の BLAS および LAPACK 線形代数 API に加えて、イン
テル® MKL は高速フーリエ変換で MIT の FFTW C インターフェ
イスもサポートしています。

過去、現在、将来のプロセッサーで優れたパフォーマ
ンスとスケーラビリティーを簡単に、そして自動的に
実現
インテル® MKL では、単一の C または Fortran API に、特定の
世代のインテル® プロセッサーおよび互換プロセッサー用に最
適化された複数のコードパスが含まれています。アプリケー
ション開発者がコード分岐を行わない場合でも、インテル®
MKL が最も高いパフォーマンスが得られる最適なコードパス
を選択します。
将来のプロセッサーがリリースされる前でも、これらの API
に新しいコードパスが追加されます。開発者は、最新バー
ジョンのインテル® MKL にリンクするだけで、最新のプロセッ
サー・アーキテクチャーの能力をアプリケーションで活用す
ることができます。
新しいインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーでは、ネイティブ
な最適化をフルサポートしているだけではなく、ホスト CPU
とインテル® Xeon Phi™ コプロセッサー間の最適なロードバラ
ンスを自動的に判断できます。

開発者のさまざまな要件を満たす柔軟性
開発者は、さまざまな要件を満たす必要があります。複数の
要件が競合した場合、バランスをとらなければなりません。
一貫した浮動小数点演算結果が得られ、できる限り高速な演
算を行いたい。精度は下がってもかまわないが、より高速な
ベクトル演算を行いたい。インテル® MKL は、このような必要
性のトレードオフを制御します。
インテル® MKL は、さまざまなコンパイラー、言語、オペレー
ティング・システム、リンクモデル、スレッドモデルと互換
性があります。複数の環境を 1 つのライブラリー・ソリュー
ションでカバーするため、1 つのライブラリーを管理するだ
けで済みます。

詳細
線形代数
インテル® MKL の BLAS は、最適化された単精度/倍精度の実数型および複素数型のベクトル-ベクトル演算 (レベル 1)、行列-ベクト
ル演算 (レベル 2)、および行列-行列演算 (レベル 3) を提供します。レベル 1 BLAS ルーチンは、ベクトルの演算 (ベクトルのスカ
ラー積、ノルム、和の計算など) を行います。レベル 2 BLAS ルーチンは、行列-ベクトル積、ランク 1 と 2 の行列の更新、三角ソ
ルバーを提供します。レベル 3 BLAS ルーチンは、行列-行列積、ランク k の行列の更新、複数の右辺を持つ三角ソルバーを提供し
ます。
インテル® MKL の LAPACK は、線形連立方程式を解くための高度にチューニングされた LU/コレスキー/QR 分解とドライバールーチ
ンを提供します。さらに、固有値および特異値問題ソルバーに加えて、最新の LAPACK 3.3.1 インターフェイスと拡張も含まれて
います。
すでにアプリケーションで BLAS や LAPACK を使用している場合は、インテル® MKL で再リンクするだけでインテル® アーキテク
チャーと互換アーキテクチャーでパフォーマンスが向上します。

高速フーリエ変換 (FFT)
インテル® MKL の FFT は、高度に最適化されており、他のライブラリーと比べて中規模および大規模の変換においてパフォーマン
スが大幅に向上します。インテル® MKL は、単精度と倍精度の 1 次元変換から、任意の長さの複素数-複素数、実数-複素数、実数実数の多次元変換まで、さまざまな種類の FFT をサポートしています。FFTW* の両インターフェイスのサポートにより、FFTW
ベースのアプリケーションの移植が容易になります。

ベクトル演算
インテル® MKL は、単精度/倍精度の実数型および複素数型のハイレベルな数学演算と、関数の最適化およびベクトル化された実装
を提供します。基本的なベクトル算術演算には、要素単位の加算、減算、乗算、除算、共役に加えて、floor、ceil、最も近い整数
への丸めが含まれます。このほかにも、べき乗、平方根、逆数、対数、三角法、双曲線、(逆) エラー、累積正規分布、パック/ア
ンパックなどの関数があります。拡張機能には、精度、非正規数処理、エラーモード制御が含まれており、ユーザーのニーズに合
わせて動作をカスタマイズすることができます。

統計関数
インテル® MKL には、優れたアプリケーション・パフォーマンスを発揮する乱数ジェネレーターと確率分布が含まれています。統
計関数を使用して、Mersenne Twister や Niederreiter 乱数ジェネレーターと一様分布、ガウス分布、指数分布などのさまざまな確
率分布を組み合わせられます。
インテル® MKL は、インコアとアウトオブコアの両方に対応した統計分析用のハイレベルなコア/ビルディング・ブロックも提供しま
す。基礎統計の計算、依存性の予測、外れ値の検出、欠測値の置換を行えます。これらの機能を使用することで、金融工学、ライフ
サイエンス、工学、シミュレーション、データベース、その他の分野のアプリケーションをスピードアップすることができます。

データ適合機能
インテル® MKL には、1 次補間用の豊富なスプライン関数のセットが含まれています。これらの関数は、データ解析 (例: ヒストグ
ラム)、ジオメトリー・モデリング、面近似を含む、さまざまなアプリケーションで役立ちます。スプラインには、線形、平方、
立方、ルックアップ、ステップワイズ法、およびユーザー定義が含まれます。

新機能
機能

利点

条件付きの数値再現性

インテル® MKL で新しくサポートされた機能で、浮動小数点演算の本質的な問題である、演算の順序による
結果の違いに対処します。

Haswell✝、Ivy Bridge✝、およびイン
テル® Xeon Phi™ コプロセッサー向
けに最適化

インテル® MKL は、最新およびリリース予定のプロセッサー・アーキテクチャー向けに最適化されており、
最先端のパフォーマンスを実現します。新しい乱数ジェネレーターのサポートにより、統計計算に真のラン
ダムなシードを提供します。

インテル® Xeon® プロセッサーとイ
ンテル® Xeon Phi™ コプロセッサー間
の自動オフロードとロー ドバラン
スを制御
データ適合機能

線形代数では、1 つ以上のインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーを搭載するシステムを効率良く使用する最
適な方法を自動的に判断します。開発者は単にインテル® MKL 関数を呼び出すだけです。細かい処理につい
て考慮する必要はありません。

豊富なスプライン関数のセットに、さまざまな関数ドメインで使用される 1 次補間計算を最適化する関数
が追加されました。
✝

開発コード名

購入方法: 言語別のスイート
アプリケーションをビルド、検証、チューニングする複数のツールが組み合わされた次のスイートがご利用になれます。本資料で
説明している製品は青でハイライトされています。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。

コンポーネント
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インテル® C/C++ コンパイラー
インテル® Fortran コンパイラー
インテル® IPP3
インテル® MKL3
インテル® Cilk™ Plus
インテル® TBB
インテル® Inspector XE
インテル® VTune™ Amplifier XE
インテル® Advisor XE
スタティック解析
インテル® MPI ライブラリー
インテル® Trace Analyzer & Collector
Rogue Wave IMSL* ライブラリー2
オペレーティング・システム 1
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1 オペレーティング・システム:
3

W=Windows*、L= Linux*、O= OS X* 2 インテル® Visual Fortran Composer XE Windows* 版 IMSL* 同梱で利用可能
OS X* 版は個別に提供されません。インテル® C++/Fortran Composer XE OS X* 版に含まれています。

技術仕様
概要
プロセッサーのサ
ポート

複数の世代のインテル® プロセッサーと互換プロセッサーで動作検証されています。例:インテル® Xeon® プロセッサー、インテ

オペレーティン

複数のオペレーティング･システムでアプリケーション開発に同じ API を使用可能:Windows*、Linux*、OS X*。

開発ツールと環境

プラットフォームの標準に準拠するコンパイラー (Microsoft*、GCC*、インテルなど) を使用できます。Microsoft* Visual Studio*

プログラミング

C++、Fortran をサポートしています。Java*、C#、Python* およびその他の言語と互換性があります。

システム要件

ハードウェアおよびソフトウェアのシステム要件については、
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、インテル® サポートフォーラムを利用可能な 1 年間のサポートが含

コミュニティー

インテル® TBB やその他の並列プログラミング・ツールのユーザーと意見交換することができます。
http://software.intel.com/en-us/forums/

グ・システム

言語

ル® Core™ プロセッサー・ファミリー、インテル® Atom™ プロセッサー・ファミリー。

2008、2010、2012 に統合できます。

まれます。インテル® プレミアサポートは、セキュアな Web ベースで技術者からのサポートを受けられます。

インテル® MKL の詳細:

• 以下の Web サイトをご覧ください。
http://intel.ly/intel-mkll

• あるいは、左の QR コードをスキャンして

30 日間の評価版:
• http://intel.ly/sw-tools-eval の Web サイト
で、「Compilers and Libraries」をクリッ
クしてください。

ください。

最適化に関する注意事項

改訂 #20110804

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。この注意事項で対象としている特定の命令セットに関する詳細は、該当製
品のユーザーズガイドまたはリファレンス・ガイドを参照してください。
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