インテル® スレッディング・
ビルディング・ブロック 4.1
アプリケーションの並列化によりパフォーマンスを向上

製品紹介

主な機能

スケーラブルな並列モデルで並列処理を簡素化

 より高いレベルのタスクベース
の並列化を効率良く実装するた
めの豊富なコンポーネント

インテル® スレッディング・ビルディング・ブロック (インテル® TBB) 4.1 は広く使用されて
いる C++ テンプレート・ライブラリーで、パフォーマンスとスケーラビリティーに優れた
並列アプリケーションの開発を支援します。マルチコアをはじめ、メニーコアのハード
ウェア・プラットフォームでもプロセッサー・コアの能力を最大限に活用できるため、将
来コア数がさらに増えた場合にもスケーリングする並列アプリケーションを作成すること
ができます。

 将来に渡ってマルチコアとメ
ニーコアの能力を最大限に活用
するアプリケーション
 複数のコンパイラーとの互換性
およびさまざまなオペレーティ
ング・システムへの移植性



将来に渡って利用できるパフォーマンス・スケーラビリティー — インテル® TBB を利用
することで、スケーラブルなパフォーマンスを実現するためのプラットフォームの詳細
とスレッド化メカニズムを抽象化し、スケーラビリティーに優れた並列アプリケーショ
ンを簡単に開発できます。

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® Composer XE
 インテル® C++ Composer XE
 インテル® Cluster Studio 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® TBB はサンプル・アプリケーションでリニアなスケーリングを達成


「インテル® TBB の最適化された
コードを使用することで、重要なシ
ステムサービスの開発と保守を行わ
ずにすみ、クラウド・シミュレー
ション・ソフトウェアのコードに開
発者を集中させることができまし
た。」

生産性と信頼性 — インテル® TBB は、コードを増やすことなくスケーラブルで安定した
並列アプリケーションの記述を可能にする抽象化を提供し、開発の生産性と信頼性を向
上させます。

Golaem
CTO
Michaël Rouillé 氏

インテル® TBB のあらかじめテストされている機能



互換性 — さまざまなコンパイラーおよびオペレーティング・システムと互換性がある
ため、既存の環境に適合し、すぐに使用できて保守も簡単です。



相互運用可能 — 複数のインテル® TBB ベースのモジュールをユーザーのアプリケーショ
ンでシームレスに相互運用し、ほかのプログラミング・モデルとの共存も保証します。

主な機能
生産性と信頼性の向上
インテル® TBB は、コードを増やすことなくスケーラブルで安定した並
列アプリケーションの記述を可能にする抽象化を提供し、開発の生産
性と信頼性を向上させます。あらかじめテストされているアルゴリズ
ム、コンカレント・コンテナー、同期プリミティブ、スケーラブル・
メモリー・アロケーターにより、並列アプリケーションの開発を簡素
化します。インテル® TBB を使用することで、手作業によるスレッド化
よりも性能と信頼性の高いコードを簡単に作成できます。
汎用並列アルゴリズムと同様に、インテル® TBB のフローグラフは、さ
まざまな問題に合わせてカスタマイズ可能です。フローグラフは計算
間の静的および動的な依存性を表現する柔軟で便利な API です。ま
た、インテル® TBB をイベントドリブン/反応的プログラミング・モデ
ルに拡張します。

現在および将来のパフォーマンスを向上
インテル® TBB により、開発者はスレッド化の低レベルの細かい作業に
取り組むことなく、より高レベルの並列処理に集中することができま
す。インテル® TBB ベースのソリューションはプロセッサーの数に依存
しないため 、将来 プロセ ッ サーの数が さらに 増加し た 場合でもパ
フォーマンスとスケーラビリティーを向上させることができます。

スケーリングを考慮した設計

抽象化タスクを使用することにより、プロセッサーのコア数が増えて
もアプリケーションのパフォーマンスが向上します。洗練されたイン
テル® TBB のタスク・スケジューラーが利用可能なコアの負荷のバラン
スをとりながら動的にタスクをスレッドにマップし、キャッシュの局
所性を維持して、並列パフォーマンスを最大限に引き出します。イン
テル® TBB はマルチコア・アーキテクチャーおよびインテル® Xeon Phi™
コプロセッサー向けに最適化されています。

既存の環境に適合

tbb::parallel_for (0, n, [](int i) {
#pragma simd reduction(+:S[i])
for(
j=0;® TBB
j<n;
++j )
#pragma
simd int
とインテル
を組み合わせて使用可能
S[i] += A[i][j];
});

あらゆるプラットフォーム上で利用可能なオープンソース・ソリュー
ションを使用することにより、顧客基盤を拡大できます。インテル®
TBB は、Windows*、Linux* および OS X* プラットフォームで正式にサ
ポートされており、さまざまなコンパイラーで使用できます。さら
に、オープンソース・コミュニティーにより、FreeBSD*、IA ベースの
Solaris*、および PowerPC ベースのシステムで動作するオープンソース
版も提供されています。
インテル® TBB は、ほかのスレッド化パッケージやテクノロジー (イン
テル® Cilk™ Plus、インテルの OpenMP*、OS スレッドなど) と共存できる
ように設計されています。インテル® TBB の異なるコンポーネントは独
立して使用でき、ほかのスレッド化テクノロジーと混在して使用でき
ます。インテル® TBB のタスク・スケジューラーおよび並列アルゴリズ
ムは、入れ子と再帰的な並列処理に加えて並列構造のサイドバイサイ
ドでの実行をサポートしています。並列処理を徐々に導入するのに役
立ち、アプリケーションの異なるコンポーネントにおける並列処理の
独立した実装を支援します。

強力なコミュニティー・サポート
コミュニティーでは、さまざまなプラットフォームや OS にアクセスす
るための幅広い情報が提供されています。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では、秘密厳守のサポート、テク
ニカルガイド、アプリケーション・ガイド、最新ドキュメントを利用
できます。

インテル® スレッディング・ビルディング・ブロックの解説本を
amazon.co.jp でご注文いただけます。

インテル® TBB をインストールするときに、完全なドキュメント・パッ
ケージとコードサンプルをインストールするかどうかを選択できま
す。ドキュメントとサンプルはオンライン
(http://threadingbuildingblocks.org) で利用することもできます。『入門
ガイド』と『チュートリアル』では、インテル® TBB の概要を説明しま
す。『リファレンス・マニュアル』には、インテル® TBB に実装されて
いるすべてのクラスと関数の詳細な説明が含まれています。『デザイ
ンパターン』では、一般的な並列プログラミング・パターンとインテ
ル® TBB を使用してそれらのパターンを実装する方法を説明します。

パフォーマンスと生産性を向上する豊富なコンポーネント
並列アルゴリズム
一般的な並列パフォーマン
ス・パターンの汎用実装

並列ループ、フローグラフ、パイプラインなどの並列パターンの汎用的な実装が行えるため、カスタ
ム・ソリューションを最初から開発することなく、スケーラブルな並列処理を容易に実装できます。

動的タスク・スケジュー
ラー
並列タスクとタスクグルー
プを管理するエンジン

インテル® TBB のタスク・スケジューラーは、タスクベースのプログラミングを可能にし、ワークス
チールを使用して動的にワークロードの負荷を分散します。OS スレッドを手動で管理した場合より
もスケーラブルで高度な処理が可能です。大規模な対話型の並列 C++ アプリケーションに不可欠な、
C++ の例外処理、タスクグループの優先度設定、およびキャンセルをサポートしています。

コンカレント・コンテナー
同時アクセス向けの一般的
な慣用句の汎用実装

インテル® TBB のコンカレント・コンテナーは、シリアル・データ・コンテナーのコンカレンシーに
対応したバージョンです。シリアルデータ構造 (C++ STL コンテナーなど) は通常、同時アクセスと変
更から保護するためにグローバルロックが必要です。インテル® TBB のコンカレント・コンテナー
は、複数のスレッドからコンテナーのアイテムに同時にアクセスして更新できるので、高レベルのコ
ンカレンシーを達成でき、アプリケーションのスケーラビリティーが向上します。

同期プリミティブ
例外セーフロック、条件変
数、アトミック演算

インテル® TBB は、一般的な同期手法に使用できる、異なる性質の同期プリミティブのセットを提供
します。例外セーフロックの実装により、C++ の例外処理を使用するプログラムでデッドロックの回
避を支援します。C 形式のアトミック API の代わりにインテル® TBB のアトミック変数を使用する
と、潜在的なデータ競合を最小限に抑えることができます。

スケラーブル・メモリー・
アロケーター
スケーラブルなメモリー・
マネージャーとフォルス・
シェアリングのないメモ
リー・アロケーター

スケラーブル・メモリー・アロケーターは、スレッドごとにメモリープールを管理して共有メモリー
ヒープへのアクセスを最小限に抑えることにより、スケーラビリティーのボトルネックを回避しま
す。大きな (8KB 以上の) ブロックを特別に管理することにより、スケーラビリティーとパフォーマン
スを低下させることなく、より効率的にリソースを使用することができます。キャッシュアライン・
メモリー・アロケーターは、キャッシュラインを分割するメモリーブロックの割り当てを禁止するこ
とにより、フォルス・シェアリングの発生を回避します。

任意のタスクツリーの作成

高レベルのインテル® TBB 構造でアルゴリズムを表現できない場合、ユーザーは任意のタスクツリー
を作成するように選択できます。タスクは、局所性とパフォーマンスがより高くなるようにスポーン
されるか、FIFO (先入れ先出し) 順を維持して耐飢餓状態での実行を保証するようにキューに入れられ
ます。

適切なインテル® TBB ライセンスの選択


商用バイナリー配布: 商用のサポートサービスを利用するユーザー向けです。学生などのアカデミック・ユーザー向けにお手
ごろな価格もあります。



オープンソース配布: GNU Runtime Exception (GNU GPLv2) を採用しています。そのため、独自のアプリケーションで使用する
ことができます。追加の OS とハードウェア・プラットフォームのサポートが許可されています。ソース形式とバイナリー形
式の両方を http://threadingbuildingblocks.org からダウンロードできます。



カスタムライセンス: インテル® TBB の商用ソースコードの変更や配布が必要な場合に利用できます。インテルの担当者まで詳
細をお問い合わせください。

新機能
機能

利点

最新のインテル® アーキテ
クチャーをサポート
インテル® Xeon® プロセッ
サーおよびインテル® Xeon
Phi™ コプロセッサー

最適なモデルを選択することで、将来コードを書き直さなくても、マルチコアおよびメニーコアの能
力を最大限に引き出すことができます。現在のアーキテクチャー向けに並列化を実装し、将来のアー
キテクチャーに備えられます。

強化されたフローグラフ

例外安全性機能とグラフノードの反復機能が加わり、フローグラフの使いやすさと信頼性が向上し、
より多くのケースで利用できるようになりました。

再現性のある結果を取得

インテル® TBB の新しいテンプレート関数 ‘parallel_deterministic_reduce’ 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、すべての実行で
一貫した浮動小数点演算結果が得られます。

C++11 の多くの機能を新
たにサポート

インテルは C++11 標準のサポートに取り組んでおり、本リリースではより多くの機能をサポートし
ています。インテル® TBB は C++11 対応コンパイラーで使用できます。また、ラムダ式をサポートし
ています。

新しいサンプルとドキュメ
ント

HTML および CHM 形式の新しい『インテル® TBB リファレンス・マニュアル』は、必要な情報を簡単
に検索できます。
新しいサンプルは、フローグラフ用の logic_sim を含む主な新機能の使用方法を示します。詳細は、
http://threadingbuildingblocks.org をご覧ください。

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。
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Rogue Wave IMSL* ライブラリー2
オペレーティング・システム
注:
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W、L

W、L

W、L
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W、L

W、L、O

W、L、O

1 オペレーティング・システム:

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
3 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、およびインテル® Xeon Phi™ コプ
ロセッサー

オペレーティング・
システム

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。GNU* ツールおよび
Microsoft* Visual Studio* 2008、2010、2012 に統合できます。

プログラミング言語

C++ をサポートしています。C#/.NET 向けにクロス言語の使用例も提供されています。

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。

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/

インテル® TBB の詳細:

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

• あるいは、左の QR コードをスキャンしてく

30 日間の評価版:
•

http://intel.ly/sw-tools-eval の Web サイ
トで、「Performance Libraries」をク
リックしてください。

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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