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最適化に関する注意事項

最先端の並列コード
インテル® Parallel Studio XE

ハイパフォーマンスでスケーラブルな HPC、エンター
プライズ、およびクラウド・アプリケーションを作成
▪ インテルのハードウェアとパフォーマンスの能力を最大限に利用

▪ インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーとインテル® Xeon 
Phi™ プロセッサー向けのインテル® アドバンスト・ベクトル・エクステ
ンション (インテル® AVX-512) を使用して一貫したプログラミング
を実現

▪ 最新のベクトル化、マルチスレッド、マルチノード、およびメモリーの
最適化手法を利用して簡単にコードを現代化

▪ 最先端のコンパイラー、数値ライブラリー、パフォーマンス・プロファイ
ラーにより最近のハードウェア向けにソフトウェアを確実に最適化

▪ プライオリティー・サポートによりインテルのエンジニアに技術的な
質問を直接問い合わせ1

C、C++、Fortran、および Python* ソフトウェア開発者を支援

標準規格に基づく並列モデルを使用: OpenMP*、MPI、インテル® TBB

1ライセンス購入者のみ、サポートサービス更新時には割引も提供
学生/アカデミック向けにインテル® ソフトウェア・ツールの割引または無料版 (英語) も用意 2

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://software.intel.com/en-us/qualify-for-free-software
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インテル® Parallel Studio XE 2018 の新機能
コードの現代化により高速でスケーラブルな移植性の高い並列コードを実現

▪ 最新のインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーとインテル® Xeon Phi™ プロセッサー向けの
インテル® AVX-512 でアプリケーションのパフォーマンスを高速化。インテル® Omni-Path 
アーキテクチャーで MPI アプリケーションを高速化。

▪ ハイパフォーマンスな Python* で HPC を高速化。
▪ パフォーマンスへの影響が大きく、最適化が不十分なループをインテル® Advisor の

ルーフライン解析機能で特定。
▪ 最新の標準規格と IDE に対応。

– C++14 の完全サポート、C++ 2017 (ドラフト) の初期サポート。
– Fortran 2008 の完全サポート、Fortran 2015 (ドラフト) の初期サポート。
– Python* 2.7/3.6 のサポート、OpenMP* 5.0 (ドラフト) の初期サポート。
– Microsoft* Visual Studio* 2017 との統合。

▪ ニーズに柔軟に対応。
– MPI、CPU、FPU、メモリーの使用状況を表示するパフォーマンス・スナップショット機能を使用してコードの高速化の可能性を素早く特定。

MPICH と Cray* をサポート。
– apt-get、yum、conda コマンドから最新のインテル® パフォーマンス・ライブラリーとインテル® Distribution for Python* にアクセス可能。
– インテル® パフォーマンス・ライブラリーとインテル® Distribution for Python* の新しく広範な再配布権。

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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Cluster EditionProfessional EditionComposer Edition

4

インテル® Parallel Studio XE のコンポーネント
包括的なソフトウェア開発ツールスイート

コードを強力に支援 - isus.jp/intel-parallel-studio-xe/

インテル® VTune™ 
Amplifier

パフォーマンス・プロファイラー

解析
解析ツール

インテル® Advisor
ベクトル化の最適化と

スレッドのプロトタイプ生成

インテル® Inspector
メモリー/スレッドの

デバッガー

スケール
クラスターツール

インテル® Trace Analyzer & 
Collector

MPI チューニングと解析

インテル® MPI ライブラリー
メッセージ・パッシング・インターフェイス・

ライブラリー

インテル® Cluster Checker
クラスター診断エキスパート・システム

オペレーティング・システム: Windows*、Linux*、macOS*

インテル® アーキテクチャー・ベースのプラットフォーム

ビルド
コンパイラーとライブラリー

インテル® C/C++ 
コンパイラー

最適化コンパイラー

インテル® Distribution for Python*
ハイパフォーマンスなスクリプト

インテル® MKL2

インテル® IPP3

画像、信号、データ処理

インテル® TBB1

C++ スレッド・ライブラリー
インテル® DAAL4

インテル® Fortran 
コンパイラー

最適化コンパイラー

1インテル® スレッディング・ビルディング・ブロック
２インテル® マス・カーネル・ライブラリー
3インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ
4インテル® データ・アナリティクス・アクセラレーション・ライブラリー

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://www.isus.jp/intel-parallel-studio-xe/
https://www.isus.jp/intel-vtune-amplifier-xe/
https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/
https://www.isus.jp/intel-inspector-xe/
https://www.isus.jp/itatc/
https://www.isus.jp/intel-mpi-library/
https://www.isus.jp/c-compilers/
https://www.isus.jp/python-distribution/
https://www.isus.jp/intel-mkl/
https://www.isus.jp/intel-ipp/
https://www.isus.jp/intel-tbb/
https://www.isus.jp/intel-daal/
https://www.isus.jp/fortran-compilers/
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エネルギー
EDA
科学/研究

製造業

政府機関

コンピューター・ソフトウェア
IT
ヘルスケア
デジタルメディア
通信

1.4 倍 4 倍

インテル® Parallel Studio XE: さまざまな業界でハイパフォーマンス
でスケーラブルなソフトウェアを実現

10 倍

11 倍

25 倍

2.5 倍 1.25 倍 1.3 倍

5 倍 2 倍

20 倍

2.5 倍
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、https://www.intel.com/performance (英語) 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。

ほかの成功事例
▪ インテル® Parallel 

Studio XE のケース
スタディー

▪ ケーススタディー (英語) 
サイト

5

4 倍 8 倍 1.35 倍
京都大学

the Walker 
Molecular

Dynamics lab
3 倍

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://software.intel.com/sites/default/files/managed/41/4d/Kitty_Indeed.pdf
https://software.intel.com/sites/default/files/nik_case_study.pdf
https://software.intel.com/sites/default/files/Intel_DPD_AWE_CS_Final.pdf
https://software.intel.com/sites/default/files/7946_2_IN_Altair_CS_050313.pdf
https://software.intel.com/sites/default/files/ESIGroup_case_study.pdf
https://software.intel.com/sites/default/files/Mass_General_case_study.pdf
https://software.intel.com/sites/default/files/Intel%20ESS%20Schlumberger%20Case%20Study%20LRs%20002.pdf
https://software.intel.com/sites/default/files/Intel_DPD_Mentor_CS_approved.pdf
https://software.intel.com/sites/default/files/NECCSR2.pdf
https://software.intel.com/sites/default/files/FlowScienceCS_031313_Final.pdf
https://software.intel.com/sites/default/files/article/356415/fixstars-eng.pdf
https://software.intel.com/sites/default/files/opencascade_case_study.pdf
https://software.intel.com/sites/default/files/managed/77/ea/pexip-case-study.pdf
https://www.intel.com/performance
https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/tech/casestudy.html
https://software.intel.com/en-us/articles/sdp-case-studies
https://software.intel.com/sites/default/files/kyoto_0.pdf
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ハイパフォーマンスによりもたらされる利点

▪ インテル® ハードウェアの能力を最大限に引き出してパフォーマンスを
向上

▪ アプリケーションとワークロードの処理をスピードアップ
▪ 効率と開発者の生産性を向上
▪ ビジネスの課題を解決し、革新を促進
▪ フォワード・スケーリング、互換性と相互運用性を促進

インテル® Parallel Studio XE 
▪ 現在および将来のインテル® プラットフォームでパフォーマンスを向上
▪ ハイパフォーマンスで安定したスケーラブルな並列コードを少ない労力で簡単に作成

3 つのエディション – Composer、Professional、Cluster
無料評価版のダウンロード

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://www.makebettercode.com/parallelstudioxe-eval/jp
https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/studio_xe/
https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/studio_xe/
https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/studio_xe/
https://www.xlsoft.com/jp/products/download/intelj.html?p=psxe
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SPECfp*_rate_base2006 の推定値 SPECint*_rate_base2006 の推定値
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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、https://www.intel.com/performance (英語) を参照してください。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション
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 

システム構成: ハードウェア: 2x インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサー @ 2.40GHz、192GB RAM、ハイパースレッディング有効。ソフトウェア: インテル® コンパイラー 18.0、GCC 7.1.0、PGI* 15.10、Clang/LLVM 4.0。
Linux* OS: Red Hat* Enterprise Linux* Server 7.2 (Maipo)、カーネル 3.10.0-514.el7.x86_64。SPEC* ベンチマーク (www.spec.org (英語))。SPECint* ベンチマーク測定時の CXX テストには SmartHeap* 10 を使用。
SPECfp* テストは C/C++ コードのパフォーマンスのみ測定。SPECint*_rate_base_2006 コンパイラー・オプション: C++ テストには SmartHeap* 10 を使用。インテル® C/C++ コンパイラー 18.0: -m32 -xCORE-AVX512 -ipo 
-O3 -no-prec-div -qopt-prefetch -qopt-mem-layout-trans=3。C++ コードは -static を追加。GCC 7.1.0: -m32 -Ofast -flto -march=core-avx2 -mfpmath=sse -funroll-loops。Clang 4.0: -m32 -Ofast -march=core-
avx2 -flto -mfpmath=sse -funrolll-oops。C++ コードは -fno-fast-math を追加。SPECfp*_rate_base_2006 コンパイラー・オプション: インテル® C/C++ コンパイラー 18.0: -m64 -xCORE-AVX512 -ipo -O3 -no-prec-div 
-qopt-prefetch -qopt-mem-layout-trans=3 -auto-p32。C コードは -static を追加。インテル® Fortran コンパイラー 18.0: -m64 -xCORE-AVX512 -ipo -O3 -no-prec-div -qopt-prefetch -qopt-mem-layout-trans=3 
-static。GCC 7.1.0: -m64 -Ofast -flto -march=core-avx2 -mfpmath=sse -funroll-loops。Clang 4.0: -m64 -Ofast -march=core-avx2 -flto -mfpmath=sse -funroll-loops。

インテル® C++ コンパイラーによる優れたアプリケーション・
パフォーマンス ― Linux* (数値が大きいほど高性能)

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://www.intel.com/performance
http://www.spec.org/
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ニーズに応じて 3 つのエディションから選択
インテル® Parallel Studio XE

フローティングおよびアカデミックを含むライセンスオプションの詳細: 
https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/purchase/intel_license.html?tab=0

Composer 
Edition

Professional 
Edition

Cluster
Edition

ビ
ル

ド

インテル® C++ コンパイラー
インテル® Fortran コンパイラー
インテル® Distribution for Python*
インテル® MKL – 高速な数学ライブラリー
インテル® IPP – 画像、信号、およびデータ処理
インテル® TBB – C++ スレッド・ライブラリー
インテル® DAAL – マシンラーニングとデータ解析

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

解
析

インテル® VTune™ Amplifier – パフォーマンス・プロファイラー
インテル® Advisor – ベクトル化の最適化とスレッドのプロトタイプ生成
インテル® Inspector – メモリー/スレッドのデバッガー

√
√
√

√
√
√

ス
ケ

ー
ル インテル® MPI ライブラリー – メッセージ・パッシング・インターフェイス・

ライブラリー
インテル® Trace Analyzer & Collector – MPI チューニングと解析
インテル® Cluster Checker – クラスター診断エキスパート・システム

√

√
√

ローグウェーブ IMSL* ライブラリー – Fortran 数値解析 バンドルまたは
アドオン

アドオン アドオン

インテル® ソフトウェア開発ツールのフローティング・ライセンスに関する変更 – 2017 年 9 月 12 日以降、インテル® ソフトウェア開発ツールのバージョン 2017 と 2018 のフローティング・ライセンスを使用してインストールする場
合、最新バージョンのインテル® Software License Manager (インテル 2.5/lmgrd 11.14.1.1) が必要です。最新のインテル® Software License Manager は、インテル® ソフトウェア開発製品レジストレーション・センターから入手で
きます。詳細は、「インテル® Software License Manager のアップグレードに関連したインストール・エラー」 (英語) を参照してください。

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://registrationcenter.intel.com/
https://software.intel.com/en-us/articles/installation-errors-related-to-intel-software-license-manager-upgrade
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HPC ソフトウェアの最適化の成功事例

アプリケーション・パフォーマンスが
最大 35 倍向上

**インテル® Xeon Phi™ プロセッサー (開発コード名 Knights Landing) ソフトウェア・エコシステム・モーメンタム・ガイド (英語) 
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、https://www.intel.com/performance (英語) 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 

ライフサイエンス

金融

視覚化
シミュレーションが最大 7.6 倍高速化し

電力効率が 9 倍向上**

NVIDIA* Tesla* K80 と比較して
パフォーマンスが最大 2.7 倍向上

NVIDIA* Titan X と比較して
パフォーマンスが最大 5.17倍向上**

モンテカルロ・ヨーロピアン・オプション
価格評価ベンチマーク (英語)

LAMMPS コード - Sandia National Laboratories
intel.com/content/www/us/en/high-performance-computing/hpc-xeon-phi-technology-brief.html

NERSC (National Energy Research Scientific 
Computing Center) - ケーススタディー

科学/研究

その他の成功事例:
インテル® Parallel Studio XE のケーススタディー

インテルの Embree v2.9.0 (英語)

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://software.intel.com/sites/default/files/managed/2c/67/Xeon%20Phi%20KNL%20Marketing%20Guide_Enabled%20SW%20Apps_Public4.pdf
https://www.intel.com/performance
https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
https://software.intel.com/sites/default/files/managed/2c/67/Xeon%20Phi%20KNL%20Marketing%20Guide_Enabled%20SW%20Apps_Public4.pdf
http://jp.xlsoft.com/documents/intel/case/nersc-case-study.pdf
https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/tech/casestudy.html
https://software.intel.com/sites/default/files/managed/2c/67/Xeon%20Phi%20KNL%20Marketing%20Guide_Enabled%20SW%20Apps_Public4.pdf


© 2017 Intel Corporation.  無断での引用、転載を禁じます。
* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

最適化に関する注意事項

関連情報
▪ ほかのエキスパートと知識を共有できるコミュニティー製品フォーラム
▪ 過去数十年のハイパフォーマンス・コード作成の経験を基に構築された

ヘルプ・ドキュメントのライブラリー

10

プライオリティー・サポートの利用

インテル® ソフトウェア開発ツールの有償ライセンスには購入日から 1 年間のプライオリティー・
サポートが含まれており、満了時に割引価格で更新可能

利点
▪ インテルのエンジニアに直接問い合わせることができ、

オンライン・サービス・センターから機密の問い合わせや
コードサンプルを送信可能

▪ 技術的な質問やその他の製品ニーズに対応するヘルプ
▪ 製品の新しいアップデートおよび以前のバージョンへの

無料アクセス

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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インテル® Parallel Studio XE
▪ 概要、機能、サポート

▪ 開発ツール向けトレーニング資料

▪ お客様の声 & ケーススタディー

▪ その他のインテル® ソフトウェア開発製品

インテル® Code Modernization Program
▪ 概要 (英語)
▪ ライブ・トレーニング (英語)
▪ リモートアクセス

関連情報と上級者向けトレーニング

登録

intel.com/content/www/us/en/events/hpcdevcon/overview.html (英語)
software.seek.intel.com/fall-webinar-series (英語)

コロラド州デンバー – 2017 年 11 月 11 日～ 12 日

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://www.isus.jp/intel-parallel-studio-xe/
https://www.isus.jp/intel-parallel-studio-xe/?target=%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0
https://software.intel.com/en-us/intel-parallel-studio-xe/reviews
https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/tech/casestudy.html
https://software.intel.com/en-us/modern-code/overview
https://software.intel.com/en-us/modern-code/training/live
https://software.seek.intel.com/fall-webinar-series
https://software.seek.intel.com/fall-webinar-series
https://www.intel.com/content/www/us/en/events/hpcdevcon/overview.html


インテル® Parallel Studio XE
コンポーネント・ツール

ビルド
インテル® C++ コンパイラー
インテル® Fortran コンパイラー
インテル® Distribution for Python*
インテル® MKL 
インテル® IPP 
インテル® TBB
インテル® DAAL
Composer Edition に含まれる

スケール
インテル® MPI ライブラリー
インテル® Trace Analyzer & Collector 
インテル® Cluster Checker

Cluster Edition に含まれる

解析
インテル® VTune™ Amplifier 
インテル® Advisor 
インテル® Inspector

Professional Edition に含まれる
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最適化に関する注意事項

インテル® コンパイラーによる高速でスケーラブルな並列コード

詳細: isus.jp/c-compilers/

最先端の C/C++ および Fortran コード・パフォーマ
ンスを実現、最新のインテル® プロセッサーの能力を
最大限に活用

▪ インテル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi™ プロ
セッサーを含む、さまざまなインテル® アーキテクチャー向けに
最適化およびベクトル化されたコードを開発

▪ 最新の言語標準と OpenMP* 標準規格の利用、主要なコンパ
イラーおよび IDE との互換性

▪ SIMD Data Layout Template (SDLT) ライブラリー
– 標準の C++ 構造体配列コードをベクトル化

▪ 仮想関数をベクトル化
– オブジェクト指向の C++ コードのパフォーマンスを向上

13

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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最適化に関する注意事項
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インテル® コンパイラー 2018 の新機能

すべてのバージョンに共通の更新内容
▪ インテル® アーキテクチャーのサポートを強化 – Intel Atom® プロセッ

サーからインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー、インテル® Xeon 
Phi™ プロセッサーまで広範なインテル® アーキテクチャー向けに最適化
されたコードを生成

▪ 優れた並列パフォーマンスを実現 – (OpenMP* を使用した) ベクトル化
とスレッド化により、インテル® AVX-512 命令を含む最新の SIMD 対応
ハードウェアを最大限に活用

▪ 効果的なコードを確実に作成 – 詳細なコンパイラー診断によりコードの
特性を調査し、インテル® VTune™ Amplifier とインテル® Advisor により
さらに詳しく解析

▪ コンパイル時間を短縮 – メモリー管理を改善することで、実行時のパ
フォーマンスを損なうことなくアプリケーションのコンパイル時間を短縮

▪ ライトウェイトなハードウェアベースのプロファイルに基づく最適化の代
替オプション – インストルメンテーションのオーバーヘッドなしで情報を
プロファイルすることで多くの利点が得られる1

1インテル® VTune™ Amplifier が必要

Fortran の新機能
Fortran 2008 の完全サポート
▪ サブモジュール、BLOCK、優れた Co-Array パフォーマ

ンス

Fortran 2015 (ドラフト) の初期サポート
▪ C との互換性が向上 (ISO/IEC TS 29113:2012)

OpenMP* 4.5 の完全サポート、OpenMP* 5 の
初期サポート
▪ 標準 API によるスレッド化とベクトル化

C++ の新機能
C++17、OpenMP* 5 の初期サポート、C++ 14 の
完全サポート
▪ 標準規格に基づく並列化により C++ 開発者を支援

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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最適化に関する注意事項

インテル® コンパイラー: 開発者に大きな価値を提供

15

ソフトウェア開発者にとって重要なポイント 課題 インテル® コンパイラーの利点

パフォーマンス
高速なアプリケーションを

開発する必要がある

最新のハードウェア・
イノベーションを利用
しなければならない

最新の x86 互換プロセッサー
と命令セットの能力を最大限

に引き出すことができる

生産性
生産性を向上でき、使いやすく

なければならない

主要な言語とプログラミ
ング・モデルがサポートさ
れていなければならない

最新の Fortran、C/C++、
OpenMP* 標準規格をサポー
トし、主要なコンパイラーおよ

び IDE と互換性がある

スケーラビリティー
アプリケーションをローカル
で開発・デバッグし、グローバ

ルに配置する必要がある

急速に増え続けるコア数
とベクトル幅に合わせて
コードを保守しなければ

ならない

新しい世代のプロセッサーで
もコードを変更することなくス
ケーラブルなパフォーマンスを

実現できる

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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SPECfp*_rate_base2006 の推定値 SPECint*_rate_base2006 の推定値
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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、https://www.intel.com/performance (英語) を参照してください。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション
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 

システム構成: ハードウェア: 2x インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサー @ 2.40GHz、192GB RAM、ハイパースレッディング有効。ソフトウェア: インテル® コンパイラー 18.0、GCC 7.1.0、PGI* 15.10、Clang/LLVM 4.0。
Linux* OS: Red Hat* Enterprise Linux* Server 7.2 (Maipo)、カーネル 3.10.0-514.el7.x86_64。SPEC* ベンチマーク (www.spec.org (英語))。SPECint* ベンチマーク測定時の CXX テストには SmartHeap* 10 を使用。
SPECfp* テストは C/C++ コードのパフォーマンスのみ測定。SPECint*_rate_base_2006 コンパイラー・オプション: C++ テストには SmartHeap* 10 を使用。インテル® C/C++ コンパイラー 18.0: -m32 -xCORE-AVX512 -ipo 
-O3 -no-prec-div -qopt-prefetch -qopt-mem-layout-trans=3。C++ コードは -static を追加。GCC 7.1.0: -m32 -Ofast -flto -march=core-avx2 -mfpmath=sse -funroll-loops。Clang 4.0: -m32 -Ofast -march=core-
avx2 -flto -mfpmath=sse -funroll-loops。C++ コードは -fno-fast-math を追加。SPECfp*_rate_base_2006 コンパイラー・オプション: インテル® C/C++ コンパイラー 18.0: -m64 -xCORE-AVX512 -ipo -O3 -no-prec-div 
-qopt-prefetch -qopt-mem-layout-trans=3 -auto-p32。C コードは -static を追加。インテル® Fortran コンパイラー 18.0: -m64 -xCORE-AVX512 -ipo -O3 -no-prec-div -qopt-prefetch -qopt-mem-layout-trans=3 
-static。GCC 7.1.0: -m64 -Ofast -flto -march=core-avx2 -mfpmath=sse -funroll-loops。Clang 4.0: -m64 -Ofast -march=core-avx2 -flto -mfpmath=sse -funroll-loops。

インテル® C++ コンパイラーによる優れたアプリケーション・
パフォーマンス ― Linux* (数値が大きいほど高性能)

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://www.intel.com/performance
http://www.spec.org/
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インテル® Fortran コンパイラーによる優れたアプリケーション・
パフォーマンス ― Linux* (数値が大きいほど高性能)

システム構成: ハードウェア: インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサー @ 2.40GHz、192GB RAM、ハイパースレッディング有効。ソフトウェア: インテル® Fortran コンパイラー 18.0、PGI* Fortran 17.5、Open64 
4.5.2、GFortran 7.1.0。Linux* OS: Red Hat* Enterprise Linux* Server 7.2 (Maipo)、カーネル 3.10.0-514.el7.x86_64。Polyhedron* Fortran ベンチマーク (www.fortran.uk (英語))。Linux* コンパイラー・オプショ
ン: Gfortran: -Ofast -mfpmath=sse -flto -march=haswell -funroll-loops -ftree-parallelize- loops=8。インテル® Fortran コンパイラー: -fast -parallel -xCORE-AVX2 -nostandard-realloc-lhs。PGI Fortran: 
-fast -Mipa=fast,inline -Msmartalloc -Mfprelaxed -Mstack_arrays -tp haswell。Open64: -march=bdver1 -mavx -mno-fma4 -Ofast -mso -apo-march=bdver1 -mavx -mno-fma4 -Ofast -mso -apo。
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相対 (相乗平均) パフォーマンス Polyhedron* ベンチマーク
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5
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、https://www.intel.com/performance (英語) を参照してください。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション
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 

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
http://www.fortran.uk/
https://www.intel.com/performance
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SPECfp*_speed_base2006 の推定値 SPECint*_speed_base2006 の推定値
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インテル® C++ コンパイラー ― Linux* 上において SPEC* ベンチ
マークで優れたパフォーマンスを達成 (数値が大きいほど高性能)

システム構成: ハードウェア: インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサー @ 2.40GHz、192GB RAM、ハイパースレッディング有効。ソフトウェア: インテル® コンパイラー 18.0、GCC 7.1.0、PGI* 15.10、Clang/LLVM 4.0。Linux* OS: 
Red Hat* Enterprise Linux* Server 7.2 (Maipo)、カーネル 3.10.0-514.el7.x86_64。SPEC* ベンチマーク (www.spec.org (英語))。SPECint* ベンチマークでは、Visual C++® コンパイラーとインテル® コンパイラーで SmartHeap 
11.3 を使用。SPECint*_rate_base_2006 コンパイラー・オプション: C++ テストには SmartHeap* 10 を使用。インテル® C/C++ コンパイラー 18.0: -m64 -xCORE-AVX512 -ipo -O3 -no-prec-div -qopt-prefetch -auto-p32。
C コードは -static -parallel を追加。GCC 7.1.0: -m64 -Ofast -flto -march=core-avx2 -mfpmath=sse -funroll-loops。C コードは -ftree-parallelize-loops=40 を追加。Clang 4.0: -m64 -Ofast -march=core-avx2 -flto -
mfpmath=sse -funroll-loops。C++ コードは -fno-fast-math -fno-fast-math を追加。SPECfp*_speed_base_2006 コンパイラー・オプション: インテル® C/C++ コンパイラー 18.0: -m64 -xCORE-AVX512 -ipo 
-O3 -no-prec-div -qopt-prefetch -static -auto-p32。C コードは -parallel を追加。インテル® Fortran コンパイラー 18.0: -m64 -xCORE-AVX512 -ipo -O3 -no-prec-div -qopt-prefetch -static -parallel。GCC 7.1.0: -m64 
-Ofast -flto -march=core-avx2 -mfpmath=sse -funroll-loops。C コードは -ftree-parallelize-loops=40 を追加。Clang 4.0: -m64 -Ofast -march=core-avx2 -flto -mfpmath=sse -funroll-loops。

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、https://www.intel.com/performance (英語) を参照してください。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション
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 

相対 (相乗平均) パフォーマンス SPEC* ベンチマーク
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最適化に関する注意事項

数学関数 (配列サイズ = 1M)

インテル® Distribution for Python* によりインテル® Xeon® 
プロセッサー上で一部の数学関数のパフォーマンスが向上

インテル® Distribution for Python* で Python* を高速化

ネイティブコードに近いパフォーマンスを実現
▪ 科学計算、マシンラーニング、データ解析向けに

NumPy*/SciPy*/scikit-learn を高速化
▪ 既存の Python* から簡単に移行可能 - コード変更不要
▪ 最新のインテル® プロセッサー向けの高度な最適化

バージョン 2018 の新機能
▪ Python* 3.6 のサポート
▪ マシンラーニングをスピードアップするために最適化さ

れた scikit-learn 
▪ カスタム・インフラストラクチャー向けの conda ビルド

のレシピ
詳細: isus.jp/python-distribution/

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、
https://www.intel.com/performance (英語) を参照してください。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション
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 

stock pip/NumPy* と比較して
最大 442 倍スピードアップ

システム構成: ハードウェア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v4 @ 2.20GHz (2 ソケット、ソケットあたり 22 コア、
コアあたり 1 スレッド - ハイパースレッディング無効)、256GB DDR4 @ 2400MHz。オペレーティング・システム: CentOS* 
7.3.1611 (Core)。ソフトウェア: stock: python 3.6.2、pip 9.0.1、numpy 1.13.1、scipy 0.19.1、scikit-learn 0.19.0。インテル® 
Distribution for Python* 2018 Gold: mkl 2018.0.0 intel_4、daal 2018.0.0.20170814、numpy 1.13.1 py36_intel_15、
openmp 2018.0.0 intel_7、scipy 0.19.1 np113py36_intel_11、scikit-learn 0.18.2 np113py36_intel_3。
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最適化に関する注意事項

課題 1: 
ドメイン・エキスパートはプロの
ソフトウェア・プログラマーでは
ない

Python* について
インテル® Distribution for Python*

課題 2: 
Python* のパフォーマンスはプロダク
ション・システムへの移行を制限する

Python* の採用は生産性の
利点によりドメイン・エキス
パートと開発者の間で引き
続き増加

インテル® Distribution for Python*
▪ Python* のパフォーマンスを向上
▪ 容易なアクセスを提供
▪ コミュニティーに協力

2016 年の人気コーディング言語

20
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最適化に関する注意事項
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インテル® Distribution for Python* のコンポーネント
科学計算、データ解析、マシンラーニング、ディープラーニング向けのハイパフォーマンスな Python*

エコシステムの互換性優れた生産性高速なパフォーマンス
事前ビルドの高速化された

パッケージ conda と pip をサポート

オペレーティング・システム: Windows*、Linux*、MacOS*3

インテル® アーキテクチャー・ベースのプラットフォーム

パフォーマンス・ライブラリー、並列化、
マルチスレッド化、言語拡張

インテル® MKL1 とインテル® DAAL2 により
NumPy*/SciPy*/scikit-learn を高速化

scikit-learn、pyDAAL、Caffe*、Theano* に
よるデータ解析、マシンラーニング、ディープ
ラーニング

Numba* と Cython* によるスケーリング

最適化された mpi4py、Dask & PySpark で
動作

最新のインテル® アーキテクチャー向けに
最適化

数値計算、マシンラーニング/ディープラーニン
グ、HPC、データ解析向けの事前ビルドの最適
化されたパッケージ

既存の Python* から簡単に移行可能 - コード
変更不要

Jupyter* Notebook、Matplotlib を含む

商用開発を含むすべてのユーザーに無料で
提供

Anaconda との互換性、conda と pip をサ
ポート

ディストリビューションと個々の最適化された
パッケージは conda と Anaconda.org、
yum/apt、Docker* イメージ (Docker* Hub) 
からも利用可能

最適化はメインの Python* トランクに反映さ
れる

インテル® Parallel Studio XE を通してプライ
オリティー・サポートが受けられる

1インテル® マス・カーネル・ライブラリー
2インテル® データ・アナリティクス・アクセラレーション・ライブラリー
3インテル® Parallel Studio XE Composer Edition でのみ利用可能
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インテル® Distribution for Python* ― ブラックショールズ
方程式で優れたパフォーマンスを達成 (数値が大きいほど高性能)

インテル® Xeon® プロセッサー インテル® Xeon Phi™ プロセッサー

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、https://www.intel.com/performance (英語) を参照してください。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション
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 

システム構成: ハードウェア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v4 @ 2.20GHz (2 ソケット、ソケットあたり 22 コア、
コアあたり 1 スレッド - ハイパースレッディング無効)、256GB DDR4 @ 2400MHz。オペレーティング・システム: CentOS* 
7.3.1611 (Core)。ソフトウェア: python 3.6.2、pip 9.0.1、numpy 1.13.1、scipy 0.19.1、scikit-learn 0.19.0。インテル® 
Distribution for Python* 2018 Gold: mkl 2018.0.0 intel_4、daal 2018.0.0.20170814、numpy 1.13.1 py36_intel_15、
openmp 2018.0.0 intel_7、scipy 0.19.1 np113py36_intel_11、scikit-learn 0.18.2 np113py36_intel_3。

システム構成: ハードウェア: インテル® Xeon Phi™ プロセッサー 7250 @ 1.40GHz (1 ソケット、ソケットあたり 68 コア、
コアあたり 4 スレッド)、192GB DDR4 @ 1200MHz、16GB MCDRAM @ 7200MHz (キャッシュモード)。オペレーティン
グ・システム: CentOS* 7.3.1611 (Core)。ソフトウェア: python 3.6.2、pip 9.0.1、numpy 1.13.1、scipy 0.19.1、scikit-
learn 0.19.0。インテル® Distribution for Python* 2018 Gold: mkl 2018.0.0 intel_4、daal 2018.0.0.20170814、
numpy 1.13.1 py36_intel_15、openmp 2018.0.0 intel_7、scipy 0.19.1 np113py36_intel_11、scikit-learn 0.18.2 
np113py36_intel_3。
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最適化に関する注意事項

インテル® MKL による高速でスケーラブルなコード

▪ 各プロセッサー・ファミリーでパフォーマンスを最大限に引き出
すように高度に最適化、スレッド化、ベクトル化された数学関数

▪ 業界標準の C および Fortran API を利用して、よく使用される
BLAS、LAPACK、FFTW 関数との互換性を実現 — コード変更
は不要

▪ コードを分岐せずに各プロセッサー向けに最適化されたコード
を自動ディスパッチ

バージョン 2018 の新機能
▪ GEMM と LAPACK で小行列の乗算のパフォーマンスを向上

▪ 分散型計算の ScaLAPACK パフォーマンスを向上

▪ 24 の新しいベクトル演算関数

▪ 導入および再配布しやすい簡易ライセンス

▪ yum、apt-get、conda でも配布
詳細: isus.jp/intel-mkl/
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インテル® MKL のコンポーネント
HPC、エンタープライズ、クラウド、IoT アプリケーションを高速化

1インテル® Parallel Studio XE Composer Edition でのみ利用可能

オペレーティング・システム: Windows*、Linux*、macOS*1

インテル® アーキテクチャー・ベースのプラットフォーム

線形代数
▪ BLAS
▪ LAPACK
▪ ScaLAPACK
▪ スパース BLAS
▪ 反復法スパースソルバー
▪ PARDISO 
▪ クラスター・スパース・ソル

バー

ベクトル RNG
▪ 合同数
▪ Wichmann-Hill
▪ Mersenne Twister
▪ Sobol
▪ Neiderreiter
▪ 非決定的

サマリー統計
▪ 尖度
▪ 変化係数
▪ 順序統計量
▪ 最小/最大
▪ 分散/共分散

ベクトル演算
▪ 三角
▪ 双曲線
▪ 指数
▪ 対数
▪ 累乗
▪ 累乗根

その他
▪ スプライン
▪ 補間
▪ 信頼領域
▪ 高速ポアソンソルバー

FFT
▪ 多次元
▪ FFTW インターフェイス
▪ クラスター FFT

ニューラル・
ネットワーク

▪ 畳み込み
▪ プーリング
▪ 正規化
▪ ReLU
▪ 内積
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コアからマルチコア、メニーコア、さらにその先へ
自動パフォーマンス・スケーリング
インテル® MKL

利用可能な計算リソースから
さらなるパフォーマンスを引
き出す
▪ コア: ベクトル化、プリフェッチ、

キャッシュ効率

▪ マルチ-メニーコア (プロセッ
サー/ソケット) レベルの並列
化

▪ マルチソケット (ノード) レベ
ルの並列化

▪ クラスター・スケーリング

インテル® 
MKL

+
OpenMP*

シーケンシャル
インテル® MKL

メニーコア
インテル® 

Xeon Phi™ 
コプロセッサー

インテル® 
MKL

+
OpenMP*
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インテル® MKL によりインテル® Xeon® Platinum プロセッサー
(開発コード名 Skylake Server) 向けに最適化された DGEMM、SGEMM

システム構成: ハードウェア: インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー、2x28 コア、2.50GHz、38.5MB L3 キャッシュ、376GB RAM。オペレーティング・システム: Ubuntu* 16.04 LTS。ソフトウェア: インテル® MKL 2018。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、www.intel.com/benchmarks (英語) を参照してください。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション
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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アプリケーション・パフォーマンスの利点
インテル® MKL

システム構成: ハードウェア: CPU: デュアル インテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v2 @ 2.70GHz、64GB RAM。インターコネクト: Mellanox* Technologies MT27500 ファミリー [ConnectX*-3] FDR。ソフトウェア: Red Hat* 
RHEL 6.2、OFED 3.5-2、インテル® MPI ライブラリー 5.0、インテル® MPI Benchmarks 3.2.4 (デフォルトのパラメーター、インテル® C++ コンパイラー XE 13.1.1 for Linux* でビルド)。ベンチマークの出典: インテル社内での測定
値。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、www.intel.com/benchmarks (英語) を参照してください。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション
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 

インテル® MKL 2018 と ATLAS* の LAPACK パフォーマンスの比較
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 上で DGETRF を評価

インテル® MKL は ATLAS* を大きく
上回るパフォーマンスを達成

インテル® MKL 2018 はインテル® アーキテクチャーのパフォーマンスを最大限に活用
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最適化に関する注意事項

インテル® IPP により画像、ビジョン、信号、セキュリティー、
ストレージ・アプリケーションのパフォーマンスを向上

画像、信号、データ処理および暗号化計算を高速化
▪ マルチコア、マルチ OS、マルチプラットフォームに対応した計算集約型の高度に最適化された関数

▪ ハイパフォーマンスで、使いやすい、プロダクション環境対応の API により素早くアプリケーション・パフォーマンスを向上

▪ ソフトウェアの開発と保守にかかる費用を軽減し、開発期間を短縮

バージョン 2018 の新機能
▪ 特に通信チャネルにおいてスピードが重視されるアプリケーションに適した高速圧縮アルゴリズムである LZ4 データ圧縮/

展開向けに最適化された関数

▪ 広く使用されている画像処理ツールボックスである GraphicsMagick* 向けに最適化された関数 - この関数を使用すること
でパフォーマンスの向上が可能

▪ 画像のベクトルと長さが 32 ビットか 64 ビットかを自動検出し、ユーザーが意識しなくて済むように抽象化する、プラット
フォーム認識 API を追加

詳細: isus.jp/intel-ipp/
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最適化に関する注意事項
29

インテル® IPP
ハイパフォーマンスで、使いやすい、プロダクション環境対応の API

1インテル® Parallel Studio XE Composer Edition でのみ利用可能

オペレーティング・システム: Windows*、Linux*、macOS*1

インテル® アーキテクチャー・ベースのプラットフォーム

信号処理

ベクトル演算

画像処理

コンピューター・
ビジョン

カラー変換

データ圧縮

暗号化

文字列処理

信号ドメイン画像ドメイン データドメイン
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最適化に関する注意事項
30

インテル® IPP 2018 でインテル® AVX-512 を利用
インテル® IPP

システム構成: ハードウェア: インテル® Xeon® Platinum 81xx プロセッサー、インテル® Xeon® Platinum 8168 プロセッサー @ 2.70GHz、109GB、L3 キャッシュ=33MB、2x24 コア、ハイパースレッディング有効。オペレーティング・シ
ステム: Ubuntu* 16.04 LTS。ソフトウェア:インテル® コンパイラー 18.0、インテル® IPP 2018。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、www.intel.com/benchmarks (英語) を参照してください。
出典: インテル社内での測定値。
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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インテル® IPP とオリジナル LZ4/LZO ライブラリー
のデータ圧縮パフォーマンスの比較

インテル® IPP とオリジナル LZ4/LZO ライブラリー
のデータ展開パフォーマンスの比較
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最適化に関する注意事項

インテル® TBB による高度なスレッド化

マルチコア・パフォーマンスとヘテロジニアス・コン
ピューティングを最大限に利用するスレッド化手法
▪ CPU、GPU、FPGA にわたって計算負荷の高い作業を並列処理 —

C++ で高レベルのシンプルなソリューションを提供

▪ 並列アプリケーション開発向けの最も機能が豊富で包括的なソ
リューション

▪ 優れた移植性、構成の容易性、コスト、アプローチを備えた将来に
わたるスケーラビリティー

バージョン 2018 の新機能
▪ フローグラフの新機能により並列性とヘテロジニアスへの対応が

向上
▪ インテル® VTune Amplifier 2018 の非効率的な並列処理に関す

る洞察を改善
▪ CMake ファイルをサポート 詳細: isus.jp/intel-tbb/
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最適化に関する注意事項

インテル® TBB のコンポーネント

32
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最適化に関する注意事項

ヘテロジニアス・サポート
インテル® TBB

ライブラリー実装の構成レイヤーとしてのインテル® TBB
▪ 1 つのスレッドエンジンで CPU 側の全処理に対応

調整レイヤーとしてのインテル® TBB のフローグラフ
▪ ヘテロジニアス・ハードウェアとソフトウェアを繋ぎ合わせる
▪ ブロック間の並列性を示し、統合を容易にする

+
インテル® TBB
OpenVX*
OpenCL*
COI/SCIF
…

CPU、統合 GPU、FPGA など

ヘテロジニアス調整レイヤーとしてインテル® TBB のフローグラフは最適化の可能性を保持し、
既存のモデルで構成

33
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最適化に関する注意事項
34

インテル® TBB 2018 の優れたパフォーマンス・スケーラビリティー
インテル® Xeon® プロセッサー

システム構成: ソフトウェア: インテル® 64 対応インテル® C++ コンパイラー 17.4、インテル® TBB 2018。ハードウェア: 2x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 E5-2699 v4 @ 2.20GHz、44 スレッド、128GB RAM。オペレーティ
ング・システム: Red Hat* Enterprise Linux* Server 7.2 (Maipo)、カーネル 3.10.0-327.4.5.el7. 5.el7.x86_64。注: sudoku、primes、tachyon はインテル® TBB に含まれているコードを使用。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、www.intel.com/benchmarks (英語) を参照してください。ベンチマークの出典: インテル社内での測定値。
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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最適化に関する注意事項

インテル® DAAL による解析とマシンラーニングの
スピードアップ

▪ 広範なインテル® アーキテクチャー・ベースのデバイスにわたっ
て古典的なマシンラーニングと解析パフォーマンス向けに高度
にチューニングされた関数

▪ 最高の解析スループットを達成できるようにデータの取り込み
とアルゴリズムの計算を最適化

▪ Python*、C++、Java* API および Spark* や Hadoop* などの
一般的なデータソースへのコネクターを含む

前処理 変換 解析 モデリング 意思決定

展開、
フィルタリング、

正規化

集計、
次元縮小

サマリー統計、
クラスタリングなど

マシンラーニング (訓練)、
パラメーター推定、
シミュレーション

予測、
決定木など

検証

仮説検証、
モデルエラー

バージョン 2018 の新機能
▪ 新しいアルゴリズム

– 分類と回帰の決定木/ランダムフォレスト
– KNN
– リッジ回帰

▪ 高速なインテル® DAAL 関数への置換を容易にする Spark* 
MLlib 互換 API ラッパー

▪ さらに使いやすくなった API

▪ yum、apt-get、conda リポジトリーでの配布
詳細: isus.jp/intel-daal/
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最適化に関する注意事項

アルゴリズム、データ変換、解析
インテル® DAAL

データセットの
基礎統計

低次
モーメント

分散共分散
行列

相関と
依存関係

コサイン
距離

相関距離

行列の
因数分解

SVD

QR

コレスキー

次元縮小

PCA

外れ値検出

相関ルール
マイニング
(アプリオリ)

単変量

多変量

バッチ、オンライン、分散処理をサポートするアルゴリズム

分位数

順序
統計量

最適化ソルバー
(SGD、AdaGrad、
lBFGS)

数学関数
(exp、log、…)

バッチ処理をサポートするアルゴリズム
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最適化に関する注意事項
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インテル® DAAL 2018 と Apache Spark* MLlib の
パフォーマンスの比較
インテル® DAAL

システム構成: ハードウェア: 2x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660 @ 2.60GHz、128GB。ソフトウェア: インテル® DAAL 2018。交互最小 2 乗 (ALS) - Users=1M Products=1M Ratings=10M Factors=100 Iterations=1、MLlib=165.9 秒、
インテル® DAAL=40.5 秒、パフォーマンス向上=4.1 倍。相関 - N=1M P=2000 サイズ=37GB、MLlib=169.2 秒、インテル® DAAL=12.9 秒、パフォーマンス向上=13.1 倍。PCA - n=10M p=1000 Partitions=360 サイズ=75GB MLlib=246.6 秒、
インテル® DAAL (seq)=17.4 秒、パフォーマンス向上=14.2 倍。
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、www.intel.com/benchmarks (英語) を参照してください。出典: インテル社内での測定値。
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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インテル® Parallel Studio XE
コンポーネント・ツール

ビルド
インテル® C++ コンパイラー
インテル® Fortran コンパイラー
インテル® Distribution for Python*
インテル® MKL 
インテル® IPP 
インテル® TBB
インテル® DAAL
Composer Edition に含まれる

スケール
インテル® MPI ライブラリー
インテル® Trace Analyzer & Collector 
インテル® Cluster Checker

Cluster Edition に含まれる

解析
インテル® VTune™ Amplifier 
インテル® Advisor 
インテル® Inspector

Professional Edition に含まれる
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最適化に関する注意事項
39

コードの最適化にかかる時間を短縮
▪ C、C++、Fortran、Python*、Go*、Java* に加えて、こ

れらの言語が混在したコードを正確にプロファイル
▪ CPU、スレッド、メモリー、キャッシュ、ストレージほか

を最適化
▪ 時間を節約: 詳細な解析により洞察が得られる

バージョン 2018 の新機能 (一部のみ抜粋)

▪ 共有および分散メモリー・アプリケーションのメトリッ
クを素早く取得

▪ クロス OS 解析 – Windows* や macOS* から
Linux* を解析

▪ コンテナーの内部もプロファイル

インテル® VTune™ Amplifier パフォーマンス・プロファイラーによるアプリ
ケーションのパフォーマンスとスケーラビリティーの解析とチューニング

詳細: isus.jp/intel-vtune-amplifier-xe/

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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メモリーを効率良く使用
▪ データ構造と NUMA のチューニング

高速ストレージ向けに最適化
▪ I/O と計算のインバランス

インテル® Media SDK との統合
▪ 有用なメディア・スタック・メトリック

低オーバー ヘッドの Java*、
Python*、Go*
▪ マネージド + ネイティブコード

コンテナー
▪ Docker*、Mesos*、LXC

さまざまな分野に対応した豊富なプロファイル機能
インテル® VTune™ Amplifier — パフォーマンス・プロファイラー

40

基本プロファイル
▪ hotspot 

スレッド解析
▪ コンカレンシー、ロックと待機
▪ OpenMP*、インテル® TBB

マイクロアーキテクチャー解析
▪ キャッシュ、分岐予測、…

ベクトル化 + インテル® Advisor

▪ FLOPS 推定

MPI + インテル® Trace Analyzer & Collector

▪ スケーラビリティー、インバランス、
オーバーヘッド

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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プライベート・クラウドベースのアプリケーションの最適化
コンテナー内のネイティブ/Java* アプリケーションのプロファイル — インテル® VTune™ Amplifier

エンタープライズ・アプリケーションの
プロファイル
▪ ネイティブ C、C++、Fortran
▪ 実行中の Java* サービス (例: メール) へのアタッチ
▪ 再起動なしで Java* デーモンをプロファイル

正確で低オーバーヘッドのデータ収集
▪ 高度な hotspot とハードウェア・イベント
▪ メモリー解析
▪ Java* と HHVM* の正確なスタック情報

一般的なコンテナーをサポート
▪ Docker*     ▪ Mesos*     ▪ LXC

ソフトウェア・コレクター (例: ロックと待機) と Python* プロファイルは、現在コンテナーでは利用できません。

ホスト

インテル®
VTune™ 

Amplifier UI

コンテナー

ネイティブ/Java* 
アプリケーション

解析の
実行

結果の
取得

▪ コンテナーの設定は不要
▪ コンテナーは自動検出される

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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アプリケーション・パフォーマンス・スナップショットに MPI を追加
MPI + OpenMP* + メモリーのデータを 1 個所にまとめる — インテル® VTune™ Amplifier

パフォーマンスの概要を簡単に素早く確認
▪ パフォーマンス・チューニングが必要か?

MPI と非 MPI アプリケーション✝

▪ シングル/マルチスレッドの分散 MPI
▪ 共有メモリー・アプリケーション

一般的な MPI 実装をサポート
▪ インテル® MPI ライブラリー
▪ MPICH と Cray* MPI

計算効率に関する豊富なメトリック
▪ CPU (プロセッサー・ストール、メモリーアクセス)
▪ FPU (ベクトル化メトリック)
✝MPI は Linux* でのみサポート

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/


© 2017 Intel Corporation.  無断での引用、転載を禁じます。
* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

最適化に関する注意事項
43

パフォーマンスの良い現代化されたコード
▪ ベクトル化 (インテル® AVX-512/インテル® AVX 

を使用)
▪ 効率良いメモリーアクセス
▪ スレッド化

インテル® Advisor
▪ ベクトル化とその最適化
▪ メモリーパターン解析
▪ 迅速なスレッドのプロトタイプ生成

バージョン 2018 の新機能 (一部のみ抜粋)
▪ ルーフライン解析
▪ ターゲットデータ収集
▪ 推奨事項の追加

インテル® Advisor によるコードの現代化
ベクトル化の最適化とスレッドのプロトタイプ生成

新しいハードウェア世代ごとにパフォーマンスが向上

2012
インテル® 

Xeon®
プロセッサー

E5-2600
開発コード名

Sandy Bridge

2013
インテル® 

Xeon®
プロセッサー
E5-2600 v2 
開発コード名

Ivy Bridge

2010
インテル® 

Xeon® 
プロセッサー

X5680
開発コード名
Westmere

2017
インテル® 

Xeon® 
Platinum 81xx 

プロセッサー
開発コード名

Skylake Server

2014
インテル® 

Xeon®
プロセッサー
E5-2600 v3 
開発コード名

Haswell 

2016
インテル® 

Xeon®
プロセッサー
E5-2600 v4 
開発コード名
Broadwell

ベクトル化
とスレッド化

スレッド化

ベクトル化
シリアル

130 倍

'自動' ベクトル化では不十分
多くの場合は明示的なプラグマと最適化が必要200

150

100

50

0

2010 - 2017 のシステム構成については、補足資料の「ベクトル化およびスレッド化するか、パフォーマンスを諦めるか」にあるベンチマークを参照してください。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、www.intel.com/benchmarks (英語) を参照してください。ベンチマークの出典: インテル社内での測定値。
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

詳細: isus.jp/intel-advisor-xe/

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
http://ppt/slides/slide80.xml
https://www.intel.com/benchmarks
https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
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'自動' ベクトル化では不十分
優れたコンパイラーはベクトル化の最適化により更なる利点を得ることができる — インテル® Advisor

コンパイラーは常にベクトル化するとは限らない
▪ インテル® Advisor を使用してループ伝播の依存性を確認
▪ 依存性がない場合はベクトル化を強制し、プラグマ simd 

(C++)、SIMD ディレクティブ (Fortran) を使用

すべてのベクトル化が効率的であるわけではない
▪ ストライド 1 のほうがストライド 2 以上よりもキャッシュ

効率が良い — インテル® Advisor で解析
▪ SIMD Data Layout Templates (英語) を利用してデータ

レイアウトの変更を検討

これまでに紹介したベンチマークは
すべて ‘自動ベクトル化’ ではない 。

ベクトル化を強制し、さらなるパフォー
マンスを引き出すため、コンパイラー・

ディレクティブを使用している。

構造体配列はデータを直感的に
整理するのには適しているが、

配列構造体よりも効率が悪いため、
SIMD Data Layout Templates
(英語) を利用してベクトル化に
適した効率良いレイアウトに

データをマップする。

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/
https://software.intel.com/en-us/code-samples/intel-compiler/intel-compiler-features/intel-sdlt
https://software.intel.com/en-us/code-samples/intel-compiler/intel-compiler-features/intel-sdlt
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素早くベクトル化を最適化
▪ 最も大きな利点が得られる個所をベクトル化
▪ ベクトル化を妨げているものを素早く特定
▪ 効率良いベクトル化のためのヒント
▪ 安全にコンパイラーによるベクトル化を強制
▪ メモリーストライドを最適化

必要なデータとガイダンス
▪ コンパイラー診断 + パフォーマンス・データ

+ SIMD 効率
▪ 問題の検出と修正に関する推奨事項
▪ ループ伝播の依存性解析
▪ メモリー・アクセス・パターン解析

ブレークスルーのベクトル化パフォーマンスを実現
インテル® Advisor — ベクトル化アドバイザー

インテル® AVX-512 対応ハードウェアの有無に関係なくインテル® AVX-512 向けに最適化

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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効率的な最適化手法の発見
キャッシュを考慮したルーフライン解析 — インテル® Advisor

ルーフライン・パフォーマンスの洞察

▪ パフォーマンスの悪いループをハイライト

▪ 各ループの「最大」パフォーマンスを表示
– 最適化可能なループ
– 最適化する価値のあるループ

▪ ボトルネックの原因の可能性を表示

▪ 次の最適化ステップを提案

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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設計、チューニング、デバッグ、実装
開発を妨げることなく設計可能 — インテル® Advisor のスレッドのプロトタイプ生成

問題
▪ アプリケーションをスレッド化してもパフォーマンスがそれほど

向上しない
▪ "スケーラビリティーの限界" に達したのか? 
▪ 同期問題によりリリースを延期

データに基づくスレッド設計
▪ 複数の選択肢のプロトタイプを迅速に生成
▪ 大規模なシステムにおけるスケーリングを予測
▪ スレッド化する前に同期問題を発見
▪ 開発を妨げることなく設計可能

より少ない労力とリスクで、より大きな効果が
得られる並列処理を実装

「インテル® Advisor により、並列化候補の
プロトタイプを素早く生成し、開発者の時間
と労力を節約することができました。」

Sandia National Laboratories
シニア・テクニカル・スタッフ
Simon Hammond 氏

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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インテル® Inspector によるメモリーとスレッドのデバッグ
メモリーリーク、以上、データ競合、デッドロックの特定とデバッグ

正当性検証ツールにより ROI が 12%-21%1 向上
▪ 早期に問題を発見したほうが修正コストが少なくて

済む
▪ 競合やデッドロックは簡単に再現できない
▪ メモリーエラーをツールなしで発見するのは困難

デバッガー統合により迅速な診断が可能
▪ 問題の直前にブレークポイントを設定
▪ デバッガーで変数とスレッドを確認

バージョン 2018 の新機能
▪ 誤検出の低下
▪ C++ 17 の std::shared_mutex を追加
▪ Windows* SRW ロックを追加

1コスト要因 - Square Project による分析
CERT: U.S. Computer Emergency Readiness Team および Carnegie Mellon CyLab 
NIST: National Institute of Standards & Technology : Square Project の結果

デバッガー・ブレークポイント

数カ月かかっていた診断を数時間に短縮

詳細: isus.jp/intel-inspector-xe/

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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インテル® MPI ライブラリーにより分散アプリケーションのパフォーマンス
を大幅に向上
パフォーマンス、スケーラビリティー、ファブリックの柔軟性

分散コンピューティング向けの標準規格準拠
の最適化された MPI ライブラリー
▪ オープンソースの MPICH 実装をベースに開発
▪ 低レイテンシー、高帯域幅、高スケーラビリティー向け

にチューニング
▪ 柔軟な展開を可能にするマルチファブリック・サポート

バージョン 2018 の新機能1

▪ ジョブの起動時間が最大 11 倍スピードアップ
▪ ジョブのファイナライズ処理時間を最大 25% 削減
▪ 最新のインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを

サポート

詳細: isus.jp/intel-mpi-library/

1詳細は、後述のベンチマーク・スライドを参照
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最適化された MPI アプリケーション・パフォーマンス
▪ アプリケーション固有のチューニング
▪ 自動チューニング
▪ 最新のインテル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi™ 

プロセッサーをサポート
▪ インテル® Omni-Path アーキテクチャー・ファブリックをサポート

複数のベンダーとの互換性と低レイテンシー
▪ OpenFabrics* インターフェイス (OFI) により、ファブリック向けに

最適化されたパフォーマンスをサポート
▪ 業界トップレベルのレイテンシー

高速な MPI 通信 - 最適化された集合操作

持続性のあるスケーラビリティー
ネイティブ InfiniBand* インターフェイス・サポートにより、低レイテン
シー、高帯域幅、メモリー使用量の軽減を実現

安定性に優れた MPI アプリケーション
インテル® Trace Analyzer & Collector とシームレスに連携

インテル® MPI ライブラリーの機能

最適化された MPI パフォーマンス

Omni-
PathTCP/IP InfiniBand* iWarp 共有

メモリー
…その他の

ネットワーク

インテル® MPI ライブラリー

ファブリック

アプリケーション
クラッシュCFD 気候 OCD BIO その他...

1 つのファブリック向けにアプリケーションを開発

実行時にインターコネクト・ファブリックを選択

クラスター

インテル® MPI ライブラリー = 1 つの MPI ライブラリー
で複数のファブリック向けの開発、保守、テストが可能

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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システム構成: ハードウェア: インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサー @ 2.40GHz、
192GB RAM。インターコネクト: インテル® Omni-Path ホスト・ファブリック・インター
フェイス (HFI) シリコン 100 シリーズ [ディスクリート]。
ソフトウェア: Red Hat* Enterprise Linux* 7.3、IFS 10.2.0.0.158、Libfabric 1.3.0、
インテル® MPI ライブラリー 2018 (I_MPI_FABRICS=shm:ofi)、インテル® MPI 
Benchmarks 2018 (インテル® C++ コンパイラー 18.0 for Linux* でビルド)。
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、www.intel.com/benchmarks (英語) を参照してください。
ベンチマークの出典: インテル コーポレーション
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

インテル® MPI ライブラリー 2018 の優れた MPI パフォーマンス — Linux* 
1,280 プロセス、32 ノード (インテル® Omni-Path ホスト・ファブリック・インターフェイス)、64 ビット Linux*、
相対 (相乗平均) MPI レイテンシー・ベンチマーク (数値が大きいほど高性能)

32 ノードで最大 3.44 倍高速

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://www.intel.com/benchmarks
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ハイパフォーマンス MPI アプリケーションのプロファイルと解析
インテル® Trace Analyzer & Collector

MPI アプリケーション向けの強力なプロファイ
ラー、解析、視覚化ツール
▪ 低オーバーヘッドで正確なプロファイル、解析、正当性

チェック
▪ チューニングと最適化に必要なプロセスの相互作用、

hotspot、ロードバランスを簡単に視覚化
▪ 柔軟なワークフロー: コンパイル、リンク、または実行

バージョン 2018 の新機能
▪ OpenSHMEM* アプリケーションをサポート
▪ 最新のインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

とインテル® Xeon Phi™ プロセッサーをサポート

詳細: isus.jp/itatc/

53
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開発者を支援
▪ 並列アプリケーションの動作を視覚化して確認
▪ プロファイル統計とロードバランスを評価
▪ 通信 hotspot を特定

機能
▪ イベントベースのアプローチ
▪ 低オーバーヘッド
▪ 優れたスケーラビリティー
▪ 強力な集合およびフィルター関数
▪ イデアライザー
▪ スケーラブル

MPI アプリケーションを効率良くプロファイル
インテル® Trace Analyzer & Collector

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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インテル® Cluster Checker 2018
Linux* 向けのハイパフォーマンスな計算クラスター

クラスターは複雑なシステム
課題は次の人々のために複雑さを減らすこと
▪ アプリケーション開発者
▪ クラスター・アーキテクト
▪ クラスターユーザー
▪ システム管理者

インテル® Cluster Checker はクラスターシス
テムの詳細を提供するエキスパート・システム・
アプローチ
▪ システム・ヘルス・チェック
▪ 推奨アクションの提示
▪ 幅広いフレームワークを提供
▪ 統合サポート用 API

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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インテル® Cluster Checker 2018 の新機能
HPC クラスター・コンポーネントの連携を保証

使いやすさとチェック機能を向上する新機能

▪ 新しいインテルのシリコンとプラットフォーム要素 (プロセッ
サー、ファブリック、メモリー、ストレージ、クラスター・プロビ
ジョニング、HPC プラットフォーム) をサポート

▪ チェックのグループ化による拡張性

▪ 診断情報の改善

▪ インテル® スケーラブル・システム・フレームワークの典型的な
HPC クラスター・リファレンス・アーキテクチャーの検証

▪ インテル® Omni-Path ファブリックの詳細なチェック

▪ 複数のデータベース・ソースからデータを解析

解析して
ルールを適用

解決策を提示

診断データを
収集

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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同梱の診断ツールによりクラスターシステムの詳細を
提供 — インテル® Cluster Checker
HPC エキスパートおよび HPC 初心者向け

クラスターの機能、均一性、パフォーマンスをチェック
✓ 標準パフォーマンス・テスト (DGEMM、HPL、インテル® MPI Benchmarks、IOzone、STREAM)
✓ ハードウェアおよびソフトウェアの均一性
✓ 特定のカーネルおよび BIOS 設定での一貫性

チェック機能の組込み、拡張、カスタマイズ (API、SDK)
サポート
✓ インテル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi™ プロセッサー
✓ インテル® Omni-Path ファブリック、インテル® True Scale、イーサネット、InfiniBand*
✓ Red Hat* Enterprise Linux* 6/7、SUSE* Linux* Enterprise Server 11/12、Ubuntu* 16.04/17.04
✓ インテル® HPC オーケストレーター - 高度な Lustre* ファイルシステム

インテル® Parallel Studio XE 2018 Cluster Edition for Linux* に同梱

主な機能

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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エキスパート・システム・ベースの設計
臨床判断支援システムがモデル

主要な概念
▪ 症状は健康状態の主観的な指標
▪ 兆候は診察により検出された健康状態の客観的な指標
▪ 診断は問題の根本的原因の識別
▪ 治療は問題を解決する方法

概念 人 クラスター

症状 歩行が困難、足首が痛い ジョブの実行が遅い

兆候 ▪ 足首の可動域が正常値の 50% しかない
▪ 足首が炎症を起こしている
▪ レントゲンでは骨折は見つからなかった

▪ DGEMM のパフォーマンスがピークの 50%
▪ ゾンビプロセスがプロセッサーを 100% 使用して

いる

診断 足首の捻挫 ゾンビプロセスがサイクルをスチールしている

治療 足首をアイシングして吊るし、鎮痛剤を 4-6 時間おき
に服用

ゾンビプロセスを kill する

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/


どのツールを使用するべきか?

スピーカーの方へ – このセクションのノートは重要です。
プレゼンテーションでは、必ず読むようにしてください。



© 2017 Intel Corporation.  無断での引用、転載を禁じます。
* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

最適化に関する注意事項
60

並列ハードウェアでパフォーマンスを最適化
インテル® Parallel Studio XE

クラスターでない
場合はスキップ

MPI 
チューニング

帯域幅の
最適化スレッド化

Y

N

YN

Y Nベクトル化

クラスター
でスケーリ
ングできる

か?

メモリー帯域幅に
影響されるか?

効率良くスレッド化
されているか?

繰り返し作業

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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診断を支援するパフォーマンス解析ツール
インテル® Parallel Studio XE

インテル® Trace Analyzer 
& Collector

アプリケーション・パフォー
マンス・スナップショット

MPI チューナー

インテル® VTune™ 
Amplifier

インテル® 
Advisor

インテル® VTune™ 
Amplifier

MPI 
チューニング

帯域幅の
最適化スレッド化

Y

N

YN

Y Nベクトル化

クラスター
でスケーリ
ングできる

か?

メモリー帯域幅に
影響されるか?

効率良くスレッド化
されているか?
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ハイパフォーマンスな実装を支援するツール
インテル® Parallel Studio XE

インテル® コンパイラー

インテル® MPI ライブラリーと
インテル® MPI Benchmarks

インテル® MKL
インテル® IPP 
(メディアおよびデータ・ライブラリー)
インテル® DAAL
OpenMP*
インテル® TBB 
(スレッド・ライブラリー)

MPI 
チューニング

帯域幅の
最適化スレッド化

Y

N

YN

Y Nベクトル化

クラスター
でスケーリ
ングできる

か?

メモリー帯域幅に
影響されるか?

効率良くスレッド化
されているか?
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言語標準のサポート
▪ C++14 の完全サポートと C++ 2017 (ドラフ

ト) の初期サポート
▪ Fortran 2008 の完全サポートと Fortran 

2015 (ドラフト) の初期サポート
▪ Python* 2.7/3.6
▪ OpenMP* 5.0 (ドラフト) の初期サポート

オペレーティング・システム
▪ Windows* 7 ～ 10、

Windows Server* 2012 ～ 2016
▪ Debian* 8/9、Fedora* 25、Red Hat* 

Enterprise Linux* 6/7、SuSE* Linux* 
Enterprise Server 11/12、Ubuntu* 
14.04/16.04

▪ macOS* 10.12

統合開発環境
▪ Microsoft* Visual Studio* 2017 
▪ Eclipse*
▪ Xcode*

最新のプロセッサー
▪ インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッ

サーとインテル® AVX-512 命令向けの
チューニングとサポート

完全な仕様 (英語)

最新の標準規格、OS、プロセッサーのサポート
インテル® Parallel Studio XE

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-parallel-studio-xe-release-notes
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▪ ライブウェビナー – 秋のシリーズは 9 月から開始

▪ エキスパートによる新機能の紹介

▪ ライブで参加またはアーカイブを視聴可能
software.intel.com/events/hpc-webinars (英語)

▪ BlackBelts、ツール、トレーニング、サポートに関するオンライン・コミュニティー
▪ Intel® HPC Developer Conferences (英語) – 開発者同士で実証済みの手法や

ベスト・プラクティスを共有
▪ インテル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi™ プロセッサー・ベースのク

ラスターへのリモートアクセスによる開発者およびパートナー向け ハンズオン・ト
レーニング (英語)

▪ インテル® Xeon Phi™ プロセッサーの早期アクセスとインテル® Parallel Studio 
XE Cluster Edition の 1 年間のライセンスを提供する Developer Access 
Program (英語)

software.intel.com/moderncode (英語)

コードの現代化プログラム
インテル® Parallel Studio XE

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://software.intel.com/events/hpc-webinars
http://hpcdevcon.intel.com
http://software.intel.com/icmp
http://dap.xeonphi.com/
https://software.intel.com/en-us/modern-code
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インテル® TBB のスレッド化モデルを利用する利点

▪ スレッドを操作する代わりにタスクを指定。論理タスクをスレッドにマップ (入れ子構造の並
列処理を完全サポート)。

▪ 実証済みの効率良い並列処理パターン

▪ ワークスチールを使用して実行時間が不明なタスクのロードバランスをサポートし、低オー
バーヘッドのポリモーフィズムを活用

▪ フローグラフ機能により依存性とデータフロー・グラフを簡単に表現。

▪ 高レベルの並列アルゴリズム、コンカレント・コンテナー、低レベルのビルディング・ブロック
(スケーラブル・メモリー・アロケーター、ロック、アトミック操作など) を提供

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%A0
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ニューラル・
ネットワーク

協調
フィルタリング

アルゴリズムとマシンラーニング
インテル® DAAL

67

回帰 線形回帰

分類
弱学習器

ブースティング
(Ada、Brown、Logit)

ナイーブ
ベイズ

KNN

サポート・ベクトル・マシン

教師なし学習
K 平均法

EM (GMM)

交互最小 2 乗
(ALS)

ランダムフォレスト

バッチ、オンライン、分散処理をサポートするアルゴリズム

バッチ処理をサポートするアルゴリズム

決定木

new

リッジ回帰

教師あり学習

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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正当性検証ツールにより ROI が 12%-21% 向上
インテル® Inspector

アプリケーションのサイズと
複雑さは増すばかり

不具合の修正はプロジェクト全体
の労力の 40%-50% を占める

正当性ツールにより出荷前の
開発段階で不具合を発見

修正にかかる時間、労力、
コストを軽減

修正コストが少なくて済む早期に問題を発見

コスト要因 – Square Project による分析
CERT: U.S. Computer Emergency Readiness Team および Carnegie Mellon CyLab 
NIST: National Institute of Standards & Technology : Square Project の結果

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
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競合状態は診断が困難
常に発生しないため簡単に再現できない — インテル® Inspector

スレッド 1 スレッド 2 共有
カウンター

0

読み取りカウント ← 0

インクリメント 0

書き込みカウント ➔ 1

読み取りカウント ← 1

インクリメント 1

書き込みカウント ➔ 2

スレッド 1 スレッド 2 共有
カウンター

0

読み取りカウント ← 0

読み取りカウント ← 0

インクリメント 0

インクリメント 0

書き込みカウント ➔ 1

書き込みカウント ➔ 1

正しい結果 間違った結果
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ベクトル化およびスレッド化するか、パフォーマンスを諦めるか
スレッド化 + ベクトル化はどちらか一方よりもはるかに高速

2010 - 2016 のシステム構成については、補足資料の「ベクトル化およびスレッド化するか、パフォーマンスを諦めるか」 (英語) にあるベンチマークを参照してください。.ベンチマークの出典: インテル社内での測定値。
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、
www.intel.com/benchmarks (英語) 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

2012
インテル® Xeon®

プロセッサー
E5-2600

開発コード名
Sandy Bridge

2013
インテル® Xeon®

プロセッサー
E5-2600 v2
開発コード名

Ivy Bridge

2010
インテル® Xeon® 

プロセッサー
X5680

開発コード名
Westmere

2017
インテル® Xeon® 
Platinum 81xx 

プロセッサー
開発コード名

Skylake Server

2014
インテル® Xeon®

プロセッサー
E5-2600 v3 
開発コード名

Haswell 

2016
インテル® Xeon®

プロセッサー
E5-2600 v4 
開発コード名
Broadwell

ベクトル化
とスレッド化

スレッド化

ベクトル化
シリアル

130 倍

'自動' ベクトル化では不十分
多くの場合は明示的なプラグマと最適化が必要

200

150
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50

0

新しいハードウェア世代ごとにパフォーマンスが向上
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プラットフォーム
スケーリング

されていないコア
クロックの周波数

コア/
ソケット

ソケット
数

L1 
データ

キャッシュ
L2 

キャッシュ
L3

キャッシュ メモリー
メモリー
周波数

メモリー
アクセス

H/W 
プリフェッチ

有効
HT 

有効
ターボ
有効

C 
ステート OS カーネル コンパイラー

インテル® Xeon® 
プロセッサー X5680 3.33GHz 6 2 32K 256K 12MB 48MB 1333MHz NUMA Y Y Y 無効 Fedora* 20 3.11.10-301.fc20 icc 17.0.2

インテル® Xeon® 
プロセッサー E5 2690 2.90GHz 8 2 32K 256K 20MB 64GB 1600MHz NUMA Y Y Y 無効 Fedora* 20 3.11.10-301.fc20 icc 17.0.2

インテル® Xeon® 
プロセッサー E5 2697 v2 2.70GHz 12 2 32K 256K 30MB 64GB 1867MHz NUMA Y Y Y 無効 RHEL 7.1 3.10.0-229.el7.x86_64 icc 17.0.2

インテル® Xeon® 
プロセッサー E5 2600 v3 2.20GHz 18 2 32K 256K 46MB 128GB 2133MHz NUMA Y Y Y 無効 Fedora* 20 3.15.10-

200.fc20.x86_64 icc 17.0.2

インテル® Xeon® 
プロセッサー E5 2600 v4 2.30GHz 18 2 32K 256K 46MB 256GB 2400MHz NUMA Y Y Y 無効 RHEL 7.0 3.10.0-123.el7.x86_64 icc 17.0.2

インテル® Xeon® 
プロセッサー E5 2600 v4 2.20GHz 22 2 32K 256K 56MB 128GB 2133MHz NUMA Y Y Y 無効 CentOS* 7.2 3.10.0-327.el7.x86_64 icc 17.0.2

インテル® Xeon® Platinum 
81xx プロセッサー 2.50GHz 28 2 32K 1024K 40MB 192GB 2666MHz NUMA Y Y Y 無効 CentOS* 7.3 3.10.0-

514.10.2.el7.x86_64 icc 17.0.2
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WSM✝

SNB✝

IVB✝

HSW✝

BDW✝

BDW✝

SKX✝

ベンチマークの出典: インテル社内での測定値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、www.intel.com/benchmarks (英語) 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

ベクトル化およびスレッド化するか、
パフォーマンスを諦めるか
スレッド化 + ベクトル化はどちらか一方よりもはるかに高速

2010 年～ 2017 年のベンチマークのシステム構成

✝ 開発コード名

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://www.intel.com/benchmarks
https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
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法務上の注意書きと最適化に関する注意事項

本資料の情報は、現状のまま提供され、本資料は、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権のラ
イセンスも許諾するものではありません。製品に付属の売買契約書『Intel's Terms and Conditions of Sale』に規定されている場合を除き、インテルはい
かなる責任を負うものではなく、またインテル製品の販売や使用に関する明示または黙示の保証 (特定目的への適合性、商品性に関する保証、第三者の特
許権、著作権、その他、知的財産権の侵害への保証を含む) をするものではありません。

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、www.intel.com/benchmarks (英語) を参照してください。

OpenCL および OpenCL ロゴは、Apple Inc. の商標であり、Khronos の使用許諾を受けて使用しています。

© 2017 Intel Corporation.無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Core、 Quark、
Xeon、Intel Xeon Phi、VTune は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
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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

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/
https://www.intel.com/benchmarks
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