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はじめに: このセッションについて

このセッションで紹介するパフォーマンス・データは、インテル社が公式に示
すものではありません。iSUS が独自に計測したものです

◼ パフォーマンス・データやコンパイルオプションは今後アップデートされるコンパイ
ラーは変更される可能性があります

◼ このセッションで使用するコンパイラーのバージョン:
◼ インテル® C++ クラシック・コンパイラー 2021.1.2
◼ インテル® oneAPI DPC++/C++ コンパイラー 2021.1.2

3 月末にインテル® oneAPI DPC++/C++ コンパイラー 2021.2 (update1) がリリースさ
れていますが、2021.1.2 を使用して説明を行います。動作に違いがあれば適時説明して
いきます
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パフォーマンスの鍵であるベクトル化を確認 (1)

for(int j=0; j<MAX; j++) a[j] += b[j] * b[j];

LOOP BEGIN at C:¥Performance¥pi¥loop.c(12,4)
remark #15388: vectorization support: reference a[j] has aligned access   [ C:¥Performance¥pi¥loop.c(12,29) ]
remark #15388: vectorization support: reference a[j] has aligned access   [ C:¥Performance¥pi¥loop.c(12,29) ]
remark #15388: vectorization support: reference b[j] has aligned access   [ C:¥Performance¥pi¥loop.c(12,37) ]
remark #15388: vectorization support: reference b[j] has aligned access   [ C:¥Performance¥pi¥loop.c(12,44) ]
remark #15305: vectorization support: vector length 2
remark #15399: vectorization support: unroll factor set to 4
remark #15300: LOOP WAS VECTORIZED
remark #15448: unmasked aligned unit stride loads: 3 
remark #15449: unmasked aligned unit stride stores: 1 
remark #15475: --- begin vector cost summary ---
remark #15476: scalar cost: 9 
remark #15477: vector cost: 4.000 
remark #15478: estimated potential speedup: 2.220 
remark #15488: --- end vector cost summary ---

LOOP END

クラシック・コンパイラー: icl loop.c /Qopt-report5 /Qopt-report-phase:vec
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パフォーマンスの鍵であるベクトル化を確認 (2)

for(int j=0; j<MAX; j++) a[j] += b[j] * b[j];

インテル® oneAPI C++ コンパイラー: icx loop.c /Qopt-report

ベクトル化されているにも関わらずレポートで報告されない
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パフォーマンスの鍵であるベクトル化を確認 (3)
#pragma omp simd

for(int j=0; j<MAX; j++) a[j] += b[j] * b[j];

インテル® oneAPI C++ コンパイラー: icx loop.c /Qopt-report /Qopenmp

ベクトル化がレポートで報告されている。アンロールファクターが変わっている
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パックド命令の生成を制御: クラシック・コンパイラー

for(int j=0; j<MAX; j++) a[j] += b[j] * b[j];

クラッシック・コンパイラーでは、/Qvec- (Windows*)、–no-vec (Linux*) オプション
でパックド命令の生成を制御でき、パフォーマンスの確認が可能

Compiler options: /Qvec- /Qopt-report5 /Qopt-report-phase:vec /S /nologo

Begin optimization report for: main()

Report from: Vector optimizations [vec]

LOOP BEGIN at C:¥Performance¥pi¥loop.c(12,4)
remark #15540: loop was not vectorized: auto-vectorization is disabled with /Qvec- flag

LOOP END
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パックド命令の生成を制御: oneAPI C++ コンパイラー

for(int j=0; j<MAX; j++) a[j] += b[j] * b[j];

インテル® oneAPI C++ コンパイラーでも、/Qvec- (Windows*)、–no-vec (Linux*) 
オプションが指定できますが …

パックド命令のままです
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ここでマニュアルを読み直してみると、

とある、まさかと思うが …
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パックド命令の生成を制御: oneAPI C++ コンパイラー

for(int j=0; j<MAX; j++) a[j] += b[j] * b[j];

インテル® oneAPI C++ コンパイラーで、/Qvec- (Windows*)、–no-vec (Linux*) に
加え O2 を追加してみる …

/Qvec- 、-no-vec を有効にするには、/O2 以上も必要のようだ
しかし、update1 ではスカラー命令が生成できません
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#include <stdio.h>
#include <time.h>

int num_steps = 1000000000; //10億桁のPiを求める
double step;

int main(int argc, char* argv[]) {
int i;
double start_time, stop_time;
double x, pi, sum=0.0;

step = 1./(double)num_steps;
start_time = clock();

#pragma omp parallel for simd private(x) reduction(+:sum)
for (i=0; i<num_steps; i++) {

x = (i + .5)*step;
sum += 4.0/(1.+ x*x);

}
pi = sum*step;
stop_time = clock();

printf("The value of PI is %10.7f¥n",pi);
printf("The time to calculate PI was %lf seconds¥n",((double)(stop_time - start_time)/CLOCKS_PER_SEC));

return 0;
}

クラッシック・コンパイラーと
新世代コンパイラーの
パフォーマンス比較: 

最初のソース
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クラッシック・コンパイラーと新しいコンパイラーの
パフォーマンス比較 (1)

#pragma omp parallel for simd private(x) reduction(+:sum)
for (i = 0;  i< num_steps; i++) {

x = (i + .5) * step;
sum += 4.0 / (1. + x * x);

}
pi = sum*step;

これまでの経験から予測できること (x, sum, step のデータ型は double):
1. クラシック・コンパイラーでは、OpenMP を有効にしなくてもループはベクトル化 (パックド) された
2. クラシック・コンパイラーでは、#pragma omp simd が記述されている場合、omp simd はデフォ

ルトでオンになった
3. OpenMP オプションを有効にすると、ループはスレッドに分割され、スレッドが実行するループ反

復はベクトル化された
4. ループはアンロールされた
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クラッシック・コンパイラーでパフォーマンス検証

コンパイラー デフォルト O1 O2 /QxAVX2

クラッシック 0.456 秒 0.938 秒 0.445 秒 0.427 秒

コンパイラー デフォルト + OpenMP

クラッシック 0.063 秒

#pragma omp parallel for simd private(x) reduction(+:sum)
for (i = 0;  i< num_steps; i++) {

x = (i + .5) * step;
sum += 4.0 / (1. + x * x);

}
pi = sum*step;

インテル® Core™ i7 9700K (8 コア） で実行
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クラッシック・コンパイラーのパフォーマンス計測 (1)

#pragma omp parallel for simd private(x) reduction(+:sum)
for (i = 0;  i< num_steps; i++) {

x = (i + .5) * step;
sum += 4.0 / (1. + x * x);

}
pi = sum*step;

.B1.6:: 
cvtdq2pd  xmm13, xmm8 
addpd     xmm13, xmm3 
mulpd     xmm13, xmm5 
mulpd     xmm13, xmm13 
addpd     xmm13, xmm0 
movaps  xmm14, xmm4 
add       edx, 2 
divpd      xmm14, xmm13 
addpd     xmm1, xmm14 
paddd     xmm8, xmm2 
cmp       edx, eax 
jb        .B1.6 
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クラッシック・コンパイラーのパフォーマンス計測 (2)

#pragma omp parallel for simd private(x) reduction(+:sum)
for (i = 0;  i< num_steps; i++) {

x = (i + .5) * step;
sum += 4.0 / (1. + x * x);

}
pi = sum*step;
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新世代コンパイラーでパフォーマンス検証

コンパイラー デフォルト + OpenMP

クラッシック 0.063 秒

#pragma omp parallel for simd private(x) reduction(+:sum)
for (i = 0;  i< num_steps; i++) {

x = (i + .5) * step;
sum += 4.0 / (1. + x * x);

}
pi = sum*step;

インテル® Core™ i7 9700K (8 コア） で実行

コンパイラー デフォルト O1 O2 /Qxcore-avx2

新世代 (icx) 0.947 秒 / 
0.444 秒

1.116 秒 /
0.539 秒

0.936 秒 /
0.446 秒

0.907 秒 /
0.428 秒

update1
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新世代コンパイラーのパフォーマンス計測 (1)

#pragma omp parallel for simd private(x) reduction(+:sum)
for (i = 0;  i< num_steps; i++) {

x = (i + .5) * step;
sum += 4.0 / (1. + x * x);

}
pi = sum*step;

update1
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新世代コンパイラーのパフォーマンス計測 (2)

#pragma omp parallel for simd private(x) reduction(+:sum)
for (i = 0;  i< num_steps; i++) {

x = (i + .5) * step;
sum += 4.0 / (1. + x * x);

}
pi = sum*step;

update1
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オプションとパフォーマンス

コンパイラー デフォルト O1 O2 /QxAVX2

クラッシック 0.456 秒 1.121 秒 0.445 秒 0.427 秒

新世代 0.947 秒 / 
0.444 秒

1.116 秒 /
0.539 秒

0.936 秒 /
0.446 秒

0.907 秒 /
0.428 秒

コンパイラー デフォルト + 
OpenMP

デフォルト + OpenMP + AVX2

クラッシック 0.063 秒 0.059 秒

新世代 0.061 秒 0.059 秒
並列化 + SIMD

#pragma omp parallel for simd private(x) reduction(+:sum) で openmp を
有効にすると、パフォーマンスに差がないのは ?
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#pragma omp simd のみを利用

#pragma omp simd private(x) reduction(+:sum) を記述

コンパイラー. デフォルト デフォルト + OpenMP

クラッシック 0.446 秒 0.453 秒

新世代 0.922 秒 /
0.442 秒

0.446 秒 /
0.458 秒

1. 新世代のコンパイラーは、デフォルトで omp
simd が有効にならない (初期リリース）

2. O2 以上のベクトル化でパックド命令が生成さ
れない (初期リリース）

3. 従来のプラグマ #pragma ivdep でもパックド
命令は生成されない (初期リリース）

この問題は update1 で解決されています
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#pragma omp simd のみを利用

#pragma omp simd private(x) reduction(+:sum) を記述

コンパイラー デフォルト デフォルト + OpenMP

クラッシック 0.446 秒 0.453 秒

新世代 0.922 秒 0.446 秒

1. 新世代のコンパイラーは、デフォルトで omp
simd が有効にならない (初期リリース）

2. O2 以上のベクトル化でパックド命令が生成さ
れない (初期リリース）

3. 従来のプラグマ #pragma ivdep でもパックド
命令は生成されない (初期リリース）

新世代コンパイラー (初期リリース）でパックド命令を
生成するには、omp simd による明示的なソース制御
が必要

この問題は update1 で解決されています
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ベクトル化を確認する方法 (1)

最適化レポート /Qopt-report (Windows*)、-qopt-report (Linux*) を使用

クラシック・コンパイラーでは、opt-report オプションで .optrpt ファイルに最適化サ
ポートが生成されます。ベクトル化のみに注目する場合 opt-report-phase:vec で対
象を絞ることが可能

Begin optimization report for: main(int, char **)

Report from: Vector optimizations [vec]

LOOP BEGIN at C:¥dpcpp¥Performance¥pi¥pi.c(18,2)
remark #15301: SIMD LOOP WAS VECTORIZED

LOOP END

LOOP BEGIN at C:¥dpcpp¥Performance¥pi¥pi.c(18,2)
<Remainder loop for vectorization>
LOOP END
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ベクトル化を確認する方法 (2)

新世代コンパイラーでは、opt-report オプションで .opt.yaml ファイルと stderr 
に最適化サポートが生成されます

Global loop optimization report for : main

LOOP BEGIN at pi_simd.c (16, 1)
Remark: LOOP WAS VECTORIZED
Remark: vectorization support: vector length 4

LOOP END

LOOP BEGIN at pi_simd.c (16, 1)
LOOP END

YAML ファイルから html ファイルを作成するには、opt-viewer.py 
(llvm/tools/opt-viewer) を使用します
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インテル® oneAPI C++ コンパイラーのはてな？

変数は double であるのに、SSE レジスター
(128 ビット) でベクトル長 4 っていうのはお
なしくないか ?

.LBB1_5: pshufd $238, %xmm4, %xmm0
cvtdq2pd %xmm4, %xmm5
cvtdq2pd %xmm0, %xmm0
addpd %xmm11, %xmm5
addpd %xmm11, %xmm0
mulpd %xmm3, %xmm5
mulpd %xmm3, %xmm0
mulpd %xmm5, %xmm5
mulpd %xmm0, %xmm0
addpd %xmm12, %xmm5
addpd %xmm12, %xmm0
movapd %xmm7, %xmm6
divpd %xmm0, %xmm6
movapd %xmm7, %xmm0
addpd %xmm6, %xmm1
divpd %xmm5, %xmm0
addpd %xmm0, %xmm2
paddd %xmm9, %xmm4
addl $-4, %edx
jne .LBB1_5
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インテル® oneAPI C++ コンパイラーのはてな？

クラッシック・コンパイラーでは、アンロール
が適用されてもされなくてもベクトル長は 2

.B1.7:: 
cvtdq2pd  xmm11, xmm4                                   
addpd xmm11, xmm15                                  
mulpd xmm11, xmm3                                   
mulpd xmm11, xmm11                                  
addpd xmm11, xmm0                                   
movaps xmm12, xmm2                                   
add       edx, 2                                        
divpd xmm12, xmm11                                  
addpd xmm1, xmm12                                   
paddd xmm4, xmm5 
cmp edx, eax
jb .B1.7

クラッシック・コンパイラーの場合
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インテル® oneAPI C++ コンパイラーのはてな？

互換 CPU 向けの専用命令を生成できるのか ？
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ここまでのまとめ

◼ インテル® oneAPI C++ コンパイラー (新世代) はかなり癖がある

◼ クラシック・コンパイラーで指定するオプション、プラグマが同じ効果を発揮すると
は限らない

◼ インテル® oneAPI C++ コンパイラーのドキュメントはまだ不十分

◼ インテル® oneAPI C++ コンパイラー初期リリースの自動ベクトル化ではパックド
命令が生成されないことがある

◼ インテル® oneAPI C++ コンパイラーの最適化レポートと実際に生成される命令
セットが一致しないことがある

◼ 初期リリースで適切なパックド命令を生成するには、プログラマーの介在が必要な
ことがある
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日本語ドキュメント

⚫ インテル® oneAPI DPC++/C++ コンパイラー 2021.1 デベロッパー・ガイドおよびリファレンス

⚫ インテル® oneAPI DPC++/C++ コンパイラー導入ガイド

⚫ インテル® oneAPI DPC++ ライブラリー・ガイド

上記の日本語ドキュメントがインテル社のウェブサイトで公開されました:

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/download-documentation-intel-
compiler-current-and-previous.html

から、「2021.1 oneAPI Documentation - Japanese Translation」 以下の各リンクをクリックすると zip 
をダウンロードできます

⚫ oneAPI GPU optimization guide:

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/oneapi-gpu-optimization-
guide/top.html

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/download-documentation-intel-compiler-current-and-previous.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/oneapi-gpu-optimization-guide/top.html
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