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はじめに 

本ガイドでは、インテル® Advisor XE を使用して、シリアル・アプリケーションを並列化する方法を説明します。最
初に、サンプルコードを使って実際にインテル® Advisor XE を操作しながら、その強力な機能について説明します。
その後、ユーザー自身でほかのインテル® Parallel Studio XE のコンポーネントを試してみてください。最後のセク
ションには、スレッド化に役立つ重要な情報が含まれています。 

インテル® Advisor XE 

インテル® Advisor XE は、スレッド・プロトタイプの生成を支援します。リソースを割り当てる前に、パフォーマン
スの影響を評価し、コード領域の並列化により生じるコストをリファクタリングすることができます。並列化候補の
コード領域をマークするだけなので、アプリケーションはシリアルのままです。そのため、並列コードへの移行に伴
う変更を既存のテストシステムで確認することができます。 

実践 

インテル® Parallel Studio XE のインストールと設定  

1. インテル® Parallel Studio XE の評価版をダウンロードしてインストールします。 

tachyon_Advisor サンプル・アプリケーションの準備とロード 

Tachyon は、2-D レイトレーシング/レンダリング・プログラムです。イメージと経過時間 (約 10 秒) を計算して表示
します。その後、ウィンドウの内容を確認できるように 5 秒間待ってから、ウィンドウを閉じます。 

ソースの tachyon_serial.cpp では、3 つの関数を使用しています。thread_trace() は、parallel_thread() が図を描画す
る前にスタティック変数を初期化します。render_one_pixel() は出力する色を決定します。parallel_thread() と 
render_one_pixel() のループに注目してください。 

本ドキュメントでは、インテル® Advisor XE を使用して、これらの関数を並列化する方法を説明します。 

1. tachyon-advisor.zip サンプルファイルをローカルマシンにダウンロードします。このサンプルは、Microsoft* 
Visual Studio* 2010 を使用して作成された C++ コンソール・アプリケーションです。 

インテル® Advisor XE のサンプルは、Microsoft* Visual Studio* 2010、2012、2013 で使用できます。 

2. tachyon_Advisor.zip を書き込み可能なディレクトリー (C:\Work\Samples フォルダーなど) またはシステムの共
有ディレクトリーに展開します。 

3. 図 1 に示すように、[File (ファイル)] > [Open (開く)] > [Project/Solution… (プロジェクト/ソリューション…)] を
選択して tachyon_Advisor.sln ファイルを参照し、Microsoft* Visual Studio* にロードします。 

 
図 1 

http://software.intel.com/en-us/articles/intel-software-evaluation-center/�
http://intel.ly/advisor-xe-egsc�
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tachyon_Advisor ソリューションには、いくつかのプロジェクトが含まれています。このガイドでは、図 2 に示す 
1_tachyon_serial プロジェクトと tachyon.common プロジェクトのみを変更します。その他のプロジェクト 
(2_tachyon_annotated、3_tachyon_cilk、3_tachyon_tbb) は本ガイドでは使用しません。 

 
図 2 

1_tachyon_serial は、インテル® Advisor XE の include ディレクトリーを参照するよう設定されています。設定を確
認するには、[Solution Explorer (ソリューション エクスプローラ)] でプロジェクトを右クリックして、[Properties 
(プロパティ)] を選択します。図 3 のハイライトされた箇所で設定されています。 

 
図 3 
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インテル® Advisor XE の起動 

インテル® Advisor XE は、ツールバー、Visual Studio* の [Tools (ツール)] メニュー、または [Solution Explorer (ソ
リューション エクスプローラ)] のプロジェクト・コンテキスト・メニューから起動できます。 

インテル® Advisor XE ツールバーの一番左にあるワークフロー・アイコンをダブルクリックすると (図 4)、インテル® 
Advisor XE の [Advisor Workflow (Advisor ワークフロー)] ペインが開きます (図 5)。このワークフローが並列化の検
証手法をガイドします。 

 
図 4 

 

図 5 

 
現在のステップ (ハイライトされています) 

 
インテル® Advisor XE ツールを起動する
ショートカット 

 
インテル® Advisor XE ウィンドウを開き、
ツールレポートを表示するショートカット 

 
現在のスタートアップ・プロジェクト 

調査対象: 並列化により利点が得られる呼び出しとループの特定 

まず、インテル® Advisor XE の調査ツールを実行して、プログラム時間を最も消費している呼び出しとループを特定
します。並列化の検証候補として時間がかかっているコールツリーとループに重点を置きます。 

1. ソリューションの [Start-Up Project (スタートアップ プロジェクト)] として 1_tachyon_serial を定義し、
Release 構成でビルドします。 
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2. [1. Survey Target (1. 調査対象)] にある [Collect Survey Data (データの収集)] アイコンをクリックします。 

調査により、parallel_thread() の 2 つのループで CPU 時間を大幅に消費していることが分かります (図 6)。 

 
図 6 

3. 外側のループの行をダブルクリックして、[Survey Source (調査ソース)] ビューの詳細を確認します。 

この 2 つの入れ子されたループがプログラム実行時間の大きな割合を占めています。これらのループのデータア
クセスと消費時間を評価すると、外側のループ本体が検証対象の有力候補であることが分かります。図の水平方
向のラインを並列にレンダリングできます (図 7)。 

 
図 7 
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その他のアシスタンス 

• ワークフロー・ペイン上部にヘルプヒントが表示されます。 

• ワークフローから、参考資料を確認できます。 

• 結果ウィンドウ上部のインテル® Advisor XE アイコンをダブルクリックすると、概要が表示されます (図 8)。 

 
図 8 

• 結果ウィンドウの行または列を右クリックして、コンテキスト・メニューから [What Should I Do Next? (次の操
作)] を選択できます (図 9)。 

 
図 9 

編集可能なコードウィンドウに移動する 

1. インテル® Advisor XE ウィンドウの行をダブルクリックします。 

2. 右クリックして、コンテキスト・メニューから [Edit Source (ソースの編集)] を選択します。 

ソースのアノテーション: インテル® Advisor XE のアノテーションを挿入して並列処理をモデリング 

並列タスクを作成すべき場所 (外側のループ本体) が分かったので、インテル® Advisor XE を使用して、並列化した場
合のアプリケーションのパフォーマンスをモデリングすることができます。このとき、アプリケーションはシリアル
のまま検証できます。 

インテル® Advisor XE で並列化の検証を定義するため、次に [Advisor Workflow (Advisor ワークフロー)] の [2. 
Annotate Sources (2. ソースのアノテーション)] を行います。 
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[Steps to annotate (アノテーションのステップ)] を展開して、ソースのアノテーションのステップを確認します (図 
10)。 

 
図 10 

advisor-annotate.h ヘッダーファイルをインクルードする 
このヘッダーファイルは、インテル® Advisor XE の include ディレクトリーにあります。サンプル・プロジェクトの
インクルード・パス・プロパティーはすでに変更済みなので、ここではソースファイルにインクルード文を追加する
だけです。 

エディターウィンドウでヘッダーファイルをインクルードする場所に移動し、右クリックしてエディターのコンテキ
スト・メニューから [Intel Advisor XE (インテル(R) Advisor XE)] > [Insert Annotation Definitions Reference (アノ
テーション定義参照の挿入)] を選択します (図 11)。 

 
図 11 

  



 

8 

インテル® Parallel Studio XE 評価ガイド 

より少ないリスクで大きな効果が得られる並列パフォーマンスの設計 

タスク・アノテーションを挿入して並列タスクを定義する 
エディターウィンドウで外側のループ for (int y = starty; y < stopy; y++) の本体を選択し、右クリックしてエディター
のコンテキスト・メニューから [Intel Advisor XE (インテル(R) Advisor XE)] > [Annotation Wizard (アノテーショ
ン・ウィザード)] を選択します (図 12)。 

 
図 12 

[Annotation Wizard (アノテーション・ウィザード)] を使用して、「MyTask1」というラベルのタスク・アノテー
ションを挿入します。このアノテーションは、インテル® Advisor XE の解析ツールに、並列化されたモデルでこの
ループの反復を同時に実行できることを示します (図 13)。 

 
図 13 
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タスクを並列領域のアノテーションで囲む 
並列領域とは、並列に実行する可能性があるタスクを 1 つ以上含むコード領域のことです。 

再度、ループ全体を選択し、右クリックして、[Intel Advisor XE (インテル(R) Advisor XE)] > [Annotate Site (領域の
アノテーション)] を選択します。このアノテーションには、インテル® Advisor XE で生成されたラベルが使用されま
す (図 14)。 

 
図 14 

ソースファイルの既存のアノテーションはコメントアウトされます。新しく追加されるアノテーションは、この
ようなアノテーションになります (図 15)。 

 
図 15 

プロジェクトをビルドする 
変更内容を保存して、Release 構成でプロジェクトをリビルドします。 
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適合性の確認: パフォーマンスへの影響 

インテル® Advisor XE の適合性検証ツールは、並列領域のパフォーマンス予測とプログラム全体への影響を表示する
ことで、並列化により得られるパフォーマンスの評価を支援します。 

適合性検証ツールでプログラムを解析するには、[3. Check Suitability (3. 適合性の確認)] にある [Collect Suitability 
Data (適合性データの収集)] アイコンを選択します (図 16)。 

 

図 16 

 
別の CPU/コプロセッサー
のモデリング 

 
特定のスレッド化手法の
モデリング 

 
選択された領域のスケー
ラビリティー 

 
ループの反復回数または
反復時間の変更のモデリ
ング 

 
オーバーヘッドの軽減の
モデリング 

正当性の確認: 潜在的なデータ共有問題があるかどうか 

インテル® Advisor XE の正当性検証ツールは、並列領域のデータの問題 (競合) を特定するのに役立ちます。データ競
合とは、プログラムの一部を並列化することで生じる可能性がある不具合のことです。共有メモリーにある同じデー
タを、複数のタスクが調整なしに読み書きすることで発生します。 

正当性検証ツールを実行する 

1. Debug 構成に切り替えて、[Project (プロジェクト)] > [Properties (プロパティ)] > [Debugging (デバッグ)] > 
[Command Argument (コマンド引数)] に ”..\dat\3spheres.dat” を設定します (まだ設定されていない場合)。これ
により、入力が容易になり、正当性検証の実行速度が上がります。 

2. Debug 構成でビルドします。 

3. 正当性検証ツールでプログラムを解析するには、[4. Check Correctness (4. 正当性の確認)] にある [Collect 
Correctness Data (正当性データの収集)] アイコンを選択します (図 17)。 
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正当性検証ツールを実行すると、このサンプル・アプリケーションには、並列化する場合に解決しなければならない
データ共有問題があることが分かります (図 18)。 

 

図 17 (上) と図 18 (下) 

 

 
データ収集の進捗状況 

 
検出された問題とメッ
セージ 

 
検出された問題とメッ
セージの詳細 

全体像を確認する 
いくつかの並列モデル (複数の領域やタスク) を検証する際には、サマリーレポートを参照すると良いでしょう。この
レポートには、スタートアップ・プロジェクトが実行されたときに発生したすべてのアノテーションがリストされ、
それぞれのパフォーマンス予測とデータ共有問題が表示されます。 
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インテル® Advisor XE ウィンドウの [Summary (概要)] を選択すると、図 19 のような画面が表示されます。 

 
図 19 

データ共有問題の調査と修正 
それぞれの問題行をダブルクリックして、対応する [Correctness Source (正当性ソース)] ビューを表示します。 

3 行目 (P3) の「memory reuse (メモリーの再利用)」に関する問題から見てみましょう (図 20)。 

 
図 20 

この問題と別のメモリーの再利用の問題 (P4 と P5) を比較すると、この 3 つの問題は関連しており、m_storage の偶
発的な共有によるものであることが分かります。並列バージョンが正しく動作するには、それぞれのタスク (ループ
の反復) ごとに m_storage のコピーを持つ必要があります。これは、m_storage の宣言をタスク (ループ) 内に移動す
ることで可能です。 
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[Observation (問題箇所)] ウィンドウの行を右クリックして、[Edit Source (ソースの編集)] を選択し、エディター
ウィンドウに移動して、m_storage の宣言 (図 21) をタスク内部に移動します (図 22)。 

 
図 21 

 
図 22 

検出された最後の問題はデータ通信 (P2) です。調査の結果、ループの反復間で一貫して更新されなければならないグ
ローバル変数 g_updates があることが分かりました。この問題は、ローカルコピーの定義とインクリメントでは解決
できません (図 23)。 

 
図 23 
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簡単な解決方法は、g_updates の更新の周囲にロック・アノテーションのペアを挿入することです。 

1. g_updates++ 行をダブルクリックして編集可能なソースウィンドウに移動します。 

2. winvideo.h ファイルの先頭にスクロールします。 

3. インテル® Advisor XE のアノテーション定義ヘッダーファイルのインクルード行のコメントを外します。 

4. g_updates++ ソース行を選択して右クリックし、[Intel Advisor XE ( インテル(R) Advisor XE] > [Annotate Lock 
(ロックのアノテーション)] を選択します。 

5. ロック・アノテーションの <address> 引数を 0 に置換します (図 24 と図 25)。 

 
図 24 

 
図 25 

  



 

15 

インテル® Parallel Studio XE 評価ガイド 

より少ないリスクで大きな効果が得られる並列パフォーマンスの設計 

ソース変更による影響の確認 

正当性のデータ問題を解決したら、リビルドし、適合性検証ツールと正当性検証ツールを再度実行して、ソース変更
による影響を評価し、新しい問題が発生していないか確かめます。結果は次のようになります。 

• 正当性検証ツールでは、新たな問題は発見されないでしょう。 

• 適合性検証ツールでは、g_updates のロックは最小限の影響のみにとどまることを再確認できるでしょう (図 26)。 

 
図 26 

アノテーションから並列フレームワークへの移行 

最後に、インテル® Advisor XE のアノテーションを並列フレームワークに移行します。これは、[Advisor Workflow 
(Advisor ワークフロー)] ペインの [5. Add Parallel Framework (5. 並列フレームワークの追加)] にあたります。
[Steps to replace annotations (アノテーションの移行ステップ)] を展開すると、図 27 の情報が表示されます。 

 
図 27 

インテル® Advisor XE には、アノテーションから並列フレームワークへの移行に役立つドキュメントが用意されてい
ます。サマリービューで [Potential program gain (パフォーマンス向上の可能性)] セクションのリンクをクリックす
ると、それぞれのアノテーションに素早く移動できます。 

  



 

16 

インテル® Parallel Studio XE 評価ガイド 

より少ないリスクで大きな効果が得られる並列パフォーマンスの設計 

並列バージョンのビルドと速度向上の確認 

インテル® Advisor XE のアノテーションをインテル® スレッディング・ビルディング・ブロック (インテル® TBB) など
の適切な並列フレームワークに置き換えたら、マルチコアシステムでビルドし、実行します。3_tachyon_cilk、
3_tachyon_tbb、または 3_tachyon_omp プロジェクトで、インテル® TBB あるいはインテル® Cilk ™ Plus を使用して 
tachyon を並列化した結果を確認できます。 

図 28 の画像は、4 コアのシステムで tachyon を実行したケースの結果を示しています。4 つのスレッドによって、
画像の別々の領域が並列にレンダリングされることが分かります。 

 
図 28 

結果 

この例は、インテル® Advisor XE を使用して、既存のアプリケーションを並列化する方法を示しています。インテル® 
Advisor XE は、変更が容易なシリアルコードにおいて、潜在的なデータ競合やその他の問題を特定しながら、並列化
によるパフォーマンスの恩恵を評価するのに役立ちます。 

並列化やインテル® Parallel Studio XE についての詳細は、以下を参照してください。インテルでは、開発者が現在お
よび将来のプロセッサー処理能力を活用する、正確で高性能なコードを記述できるように、並列処理に関するさまざ
まな情報を提供しています。 

関連情報 

ラーニングラボ – テクニカルビデオ、ホワイトペーパー、Webinar など 

インテル® Parallel Studio XE 製品ページ – HOW TO ビデオ、入門ガイド、ドキュメント、製品の詳細情報、サポート
など 

評価ガイド – さまざまな機能の使用法を紹介する評価ガイド 

インテル® ソフトウェア・ネットワーク・フォーラム – デベロッパー・コミュニティー 

30 日間の評価版のダウンロード 

http://software.intel.com/en-us/articles/intel-learning-lab/�
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-parallel-studio-xe/�
http://software.intel.com/en-us/articles/evaluation-guides/�
http://software.intel.com/en-us/forums/�
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-software-evaluation-center/�
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購入方法: 言語別のスイート 
インテル® Parallel Studio XE には、開発のニーズに応じて 3 つのエディションがあります。Composer Edition と 
Professional Edition では、C++ または Fortran のいずれかの言語で利用できます。 

 Composer Edition: 高速な並列コードを構築するためのコンパイラー、パフォーマンス・ライブラリー、並列モ
デルが含まれています。 

 Professional Edition: Composer Edition の機能に加えて、高速な並列コードの設計、ビルド、デバッグ、チュー
ニング用にパフォーマンス・プロファイラー、スレッド設計/プロトタイピング・ツール、メモリー/スレッドデ
バッガーが含まれています。 

 Cluster Edition: Professional Edition の機能に加えて、MPI を含む高速な並列コードの設計、ビルド、デバッグ、
チューニング用に MPI クラスター通信ライブラリー (MPI エラーチェックおよびチューニング・ユーティリティー
付き) が含まれています。 

 インテル® Parallel Studio XE 
Composer Edition

1
 

インテル® Parallel Studio XE 
Professional Edition

1 
インテル® Parallel Studio XE  

Cluster Edition
9 

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® TBB (C++ のみ) √ √ √ 

インテル® IPP (C++ のみ) √ √ √ 

インテル® MKL √ √ √ 

インテル® Cilk™ Plus (C++ のみ) √ √ √ 

インテルによる OpenMP* 実装 √ √ √ 

ローグウェーブ IMSL* ライブラリー2 
(Fortran のみ) バンドルおよびアドオン アドオン アドオン 

インテル® Advisor XE  √ √ 

インテル® Inspector XE  √ √ 

インテル® VTune™ Amplifier XE
3
  √ √ 

インテル® MPI ライブラリー3
   √ 

インテル® Trace Analyzer & Collector   √ 
オペレーティング・システム  
(開発環境) 

Windows* (Visual Studio*) 
Linux* (GNU*) 
OS X*

4 
(XCode*) 

Windows* (Visual Studio*) 
Linux* (GNU*) 

Windows* (Visual Studio*) 
Linux* (GNU*) 

注: 
1. C++ または Fortran のいずれか、あるいは両言語で利用できます。 
2. Windows* Fortran スイートのアドオンまたは Composer Edition のバンドルとして利用できます。 

 
3. スイートのバンドルまたはスタンドアロンとして利用できます。 
4. OS X* の言語スイートとして利用できます。 

 

 

インテル® Parallel Studio XE の詳細: 

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

• あるいは、左の QR コードをスキャンして
ください。  

30 日間の評価版: 

• http://intel.ly/sw-tools-eval の Web 
サイトで、「Product Suites」をクリッ
クしてください。 

著作権と商標について 
本資料に掲載されている情報は、インテル製品の概要説明を目的としたものです。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、商品適格性、あらゆる特許
権、著作権、その他知的財産権の非侵害性への保証を含む) に関してもいかなる責任も負いません。 

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に関する
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。改訂 #20110804 

© 2014 Intel Corporation.  無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Cilk、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。 
* 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。 
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