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著作権と商標について
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。
インテルは、明示されているか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。ここにいう保証には、商品
適格性、特定目的への適合性、知的財産権の非侵害性への保証、およびインテル製品の性能、取引、使用から
生じるいかなる保証を含みますが、これらに限定されるものではありません。
本資料には、開発の設計段階にある製品についての情報が含まれています。この情報は予告なく変更されるこ
とがあります。最新の予測、スケジュール、仕様、ロードマップについては、インテルの担当者までお問い合
わせください。
本資料で説明されている製品およびサービスには、不具合が含まれている可能性があり、公表されている仕様
とは異なる動作をする場合があります。

Intel、インテル、Intel ロゴ、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。
© 2016 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

インテル® Trace Analyzer のライブラリーは GNU* 劣等一般公衆利用許諾書 (LGPL) または GNU* 一般公衆利用
許諾書の下に提供されます。ソースコードは、ftp://ftp.ikn.intel.com/pub/opensource からダウンロードできま
す。
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MPI アプリケーションの解析

1. 概要

インテル® Trace Analyzer & Collector は、MPI アプリケーションの振る舞いを理解することを可能にし、
並列クラスター・アプリケーションが高いパフォーマンスを達成するのを妨げるボトルネックを直ちに検出し
ます。インテル® Trace Analyzer & Collector を使用して、プロファイル統計と負荷分散を評価し、通信ホット
スポットを特定してアプリケーションの効率を向上させます。
インテル® VTune™ Amplifier XE は、シリアルコードと並列コードのボトルネックを特定し、実行を高速
化できます。このツールを使用して、アルゴリズムの選択肢を分析し、どこでどのようにハードウェア・リ
ソースの恩恵を受けられるかを理解し、不要な電力を消費する可能性があるコードの動作を識別します。
どちらの製品もインテル® Parallel Studio XE Cluster Edition の一部としてインストールされます。

複雑なアプリケーションのパフォーマンスを向上するには、プロセス間の動作と単一プロセスのパフォーマン
スを分析する必要があります。インテル® Trace Analyzer & Collector は、プロセス間の通信を分析するのに役
立ち、インテル® VTune™ Amplifier XE は、単一プロセスのパフォーマンスの問題を特定するのに役立ちます。
チュートリアルの
概要

このチュートリアルでは、サンプルプログラムに適用されるワークフローを説
明します。ソースコードは、インテル® Trace Analyzer & Collector のインス
トール・ディレクトリー配下にあります。
<install-dir>/examples/poisson
アプリケーションにも同じワークフローを適用することができます。
•
•
•

所要時間
目的

インテル® VTune™ Amplifier XE を使用して、アプリケーションのプロセス内
のホットスポットを検出します。
アプリケーションのレビュー。

20 - 25 分

このチュートリアルでは、以下のトピックについて説明します。
•
•

その他の情報

インテル® Trace Analyzer のチャートからアプリケーション内の通信のインバ
ランスを検出します。

インテル® Trace Analyzer & Collector とインテル® VTune™ Amplifier XE を組
み合わせて詳細なアプリケーションの解析を行います。
全体のパフォーマンスを向上させます。

インテル® Trace Analyzer & Collector とインテル® VTune™ Amplifier XE につい
て詳しく学ぶには、ガイドとチュートリアルをご覧ください。
•
•

インテル® Trace Analyzer ユーザー・リファレンス・ガイド (英語)

インテル® Trace Collector ユーザー・リファレンス・ガイド (英語)

ホットスポットを検出するチュートリアル:
•
•

インテル® Trace Analyzer ユーザー・リファレンス・ガイド (英語)

インテル® Trace Collector ユーザー・リファレンス・ガイド (英語)
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•
•

インテル® VTune™ Amplifier XE ユーザーズガイド (英語)
[Windows* | Linux*]

チュートリアル: ホットスポットを特定 (英語)
C++ [Windows* | Linux*]
Fortran [Windows* | Linux*]

ガイドとチュートリアルは以下で入手できます。
•
•
•
フィードバックを
送る

インテル® Trace Analyzer & Collector 製品ページ

インテル® VTune™ Amplifier XE 製品ページ

インテル® ソフトウェア・ドキュメント・ライブラリー (英語)

ドキュメントに関するフィードバックは、こちらまでお送りください。
http://www.intel.com/software/products/softwaredocs_feedback/ (英語)

1.1. 必要条件

ここでは、インテル® Trace Analyzer & Collector とインテル® VTune™ Amplifier XE を使用する前に必要な手順
を説明します。

1.1.1. 必要なソフトウェア

このチュートリアルで説明するすべてのステップを行うには、次のソフトウェアがシステムにインストール
されている必要があります。
•
•
•
•

インテル® コンパイラー

インテル® MPI ライブラリー

インテル® Trace Analyzer & Collector (トレース・アナライザー/コレクター)

インテル® VTune™ Amplifier XE

いずれの製品もインテル® Parallel Studio XE Cluster Edition の一部としてインストールされます。

1.1.2. 環境変数の設定
Linux*:

必要な環境変数を設定するため、インテル® Parallel Studio XE Cluster Edition のインストール・ディレクト
リーにある、<install-dir>/parallel_studio_xe_<version>.x.xxx/bin で psxevars.c[sh] スク
リプトを source します。次に例を示します。
$ source psxevars.sh
Windows*:

[スタート] > [Intel Parallel Studio XE version (インテル(R) Parallel Studio XE バージョン)] > [Compiler and
Performance Libraries (コンパイラーおよびパフォーマンス・ライブラリー)] > [Intel 64 Visual Studio
version environment (インテル(R) 64 VS バージョン 環境)] からコマンドプロンプトを開きます。これで、必
要な環境変数が設定され、アプリケーションをトレースする準備が整います。

1.1.3. トレースファイルの作成

ポワソン・アプリケーションをトレースするには、<install-dir>/examples/poisson ディレクトリーの
内容を作業ディレクトリーにコピーして、アプリケーションをトレースします。
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Linux*:
1.
2.

make コマンドを使用してアプリケーションをコンパイルします。必要に応じて Makefile を変更して
ください。
mpirun コマンドに -trace オプションを追加してアプリケーションを実行します。
$ mpirun -n 4 -trace ./poisson

Windows*:
1.

コンパイラーのコマンドプロンプトから、-trace オプションを指定してポアソン・アプリケーション
のすべてのコンポーネントをコンパイルします。デバッグモードでアプリケーションをコンパイルする
には、-Zi オプションを使用します。Fortran プログラム向けのコマンドラインは次のようになります。
> mpiifort -trace -Zi myApp.f90

2.

アプリケーションを実行してトレースファイルを作成します。
> mpiexec -n 4 myApp.exe

インテル® MPI ライブラリーのインストール・ディレクトリー <install-dir>/examples/traces に、この
チュートリアルで使用するトレースファイルが格納されています。
OS X*:

OS X* では、インテル® Trace Collector はサポートされていないため、OS X* 上でアプリケーションをト
レースすることはできません。しかし、Linux* や Windows* で生成したトレースファイルや、<installdir>/examples/traces にあるトレースファイルを使用することができます。
ポワソン・アプリケーションに含まれるアプリケーションのトレースファイルを使用して、解析を始めます。

1.2. インテル® Trace Analyzer を使用する
インテル® Trace Analyzer GUI を起動します。

Linux* および OS X* では次のコマンドを使用します。

$ traceanalyzer

Windows* では、.stf 拡張子のファイルをダブルクリックして、インテル® Trace Analyzer を開きます。
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インテル® Trace Analyzer GUI

[Charts (チャート)] メニューから、インテル® Trace Analyzer が提供する各種チャートを表示
し、アプリケーションのトレースデータを分析します。
現在開いているトレースファイルの表示を制御するには、ツールバーのボタンを使用しま
す。

トレースマップには、アプリケーションが使用する MPI 関数のアクティビティーの経過時間
が表示されます。MPI 関数のアクティビティーは "赤色" で表示されます。
トレースファイルの関連するサブセットにズームするには、トレースマップのセクション上
でマウスをドラッグします。このマップは、すべてのチャートで表示されます。

現在開いているのは、タイムライン・チャートです。このチャートには、各プロセスのアク
ティビティーが時系列で表示されます。水平のバーは、このプロセス内で呼び出される関数
とそのプロセスを表します。バーは、関数名と色付けされた長方形で構成されます。黒い線
は、プロセス間のメッセージ送信を表します。この黒線は、送信側と受信側が接続されま
す。青い線は、ブロードキャストやレデュース操作などの集合操作を表します。
表示するチャートの変更は、[Charts (チャート)] から行います。

イベント・タイムライン上にマウスを移動すると、ステータスバーに正確な時間情報と関数
タイプが表示されます。

1.3. インテル® VTune™ Amplifier XE を使用する

インテル® VTune™ Amplifier XE GUI を起動し、ポワソン・アプリケーションの解析を続行します。
Linux* および OS X* では次のコマンドを使用します。

$ amplxe-gui
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Windows* では次の操作を行います。
•

•
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Windows* の [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] >[Intel Parallel Studio XE version
(インテル(R) Parallel Studio XE バージョン )] > [Analyzers (アナライザー)] > [Intel VTune
Amplifier XE version (インテル(R) VTune(TM) Amplifier XE バージョン )] を起動します。

Windows* 8.x では、[スタート] 画面から [Intel VTune Amplifier XE (インテル(R) VTune(TM)
Amplifier XE)] のショートカットを探してください。

インテル® VTune™ Amplifier XE の GUI

[Project Navigator (プロジェクト・ナビゲーター)] は、階層ビューでプロジェクトと解析結

果を表示します。ツールバーにある [Project Navigator (プロジェクト・ナビゲーター)] ボタ

ンで

、[Project Navigator (プロジェクト・ナビゲーター)] を表示/非表示にできます。

ビューポイントのヘッダーには、解析結果のウィンドウ/ペインの構成が表示されます。

ビューポイントを変更するには、(change) をクリックします。解析タイプごとに、特定のパ
フォーマンス測定基準に焦点を当てて、いくつかのビューポイントを切り替えることができ
ます。ビューポイントの説明を見るには、

アイコンをクリックしてください。

選択したビューポイントによる解析タイプの設定オプションと収集したデータを表示するに
は、ウィンドウタブをクリックして切り替えます。
グリッド内のデータをグループ解除し、粒度レベルを選択するには、[Grouping (グループ
化)] ドロップダウン・メニューを使用します。

選択したカテゴリーに応じて、収集結果のデータにフィルターを適用するには、フィルター
ツールバーを使用します。

8

MPI アプリケーションの解析

2. MPI アプリケーションの解析
インテル® Trace Analyzer は、プロセス間のパフォーマンスを解析し、MPI 通信を最適化するために使用します。
その後、インテル® VTune™ Amplifier XE に切り替えて、特定のプロセス内のホットスポットを特定します。
この例では、ポワソンのサンプルコードに添付されているトレースファイル poisson_sendrecv.single.stf
と poisson_icomm.single.stf を使用して、複雑な解析と将来に向けたチューニングを可能にする、
インテル® Trace Analyzer とインテル® VTune™ Amplifier XE の相互運用性を実証します。

ステップ 1:
最適化

MPI 通信の

•
•
•

ステップ 2:
プロセス内の
パフォーマンスを改善
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•
•

Function Profile (関数プロファイル) と Message Profile (メッ
セージ・プロファイル) でシリアル化を検出

Idealization (理想化) した結果と、元のアプリケーションを比較
して、プロセス間レベルのインバランスを探します。
シリアル化を排除します。

プロセス内のホットスポットを特定します。

ワークロード内の MPI プロセスを探し、問題を解決する方法を
見つけるため収集したデータを調査します。

2.1. MPI 通信の最適化

MPI アプリケーションの解析

プロセス間レベルでのパフォーマンスを改善するため、インテル® Trace Analyzer を使用して MPI アプリ
ケーションの動作を分析します。
この例では、サンプルのトレースファイル poisson_sendrecv.single.stf と
poisson_icomm.single.stf を使用してアプリケーション中のシリアル化を識別して解決します。
ステップ 1: 分析の準備
ステップ 2: シリアル化
の識別

インテル® Trace Analyzer のイベント・タイムライン・チャートを使用し
て、アプリケーションの単一反復にズームします。
•
•
•

MPI 関数のグループを解除 (Ungroup) して、アプリケーションの MPI
プロセスのアクティビティーを解析します。

Function Profile (関数プロファイル) と Message Profile (メッセージ・
プロファイル) チャートを使用して、アプリケーションを解析します。

問題を識別するため、Idealize (理想化) したトレースファイルと元のト
レースファイルを比較します。

ステップ 3: シリアル化
の排除

問題の原因となる関数を置き換えることで、アプリケーションのパ
フォーマンスを向上させます。

ステップ 4: 結果の
チェック

インテル® Trace Analyzer のチャート比較機能を使用して、シリアル化が
残っているアプリケーションと解決したものを比較します。

ステップ 5: 最適化され
た通信の解析

修正したコードが、さらに最適化が必要であるかどうかを調べるため、
イベント・タイムラインでアプリケーションを分析します。

重要な用語

理想化されたトレースファイル
シリアル化

2.1.1. 分析の準備
1.
2.
注意

アプリケーションを分析するには、以下のステップに従います。

poisson_sendrecv.single.stf サンプル・トレースファイルを開きます。

[Charts (チャート)] > [Event Timeline (イベント・タイムライン)] からイベント・タイムラインを開き
ます。

新規にトレースファイルを開いた場合、Function Profile (関数プロファイル) と Performance Assistant (パ
フォーマンス支援) チャートがデフォルトで表示されます。[Preferences (設定)] ダイアログボックスの
[Options (オプション)] > [Preferences (設定)] > [Tracefile preferences (トレースファイルの設定)] でデフォ
ルトで表示されるチャートを変更できます。
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3.

4.

[Event Timeline (イベント・タイムライン)] で、特定の時間範囲にマウスをクリック & ドラッグして
ズームインします。

アプリケーション内の反復性に注目することから始めます。単一反復を選んでズーム機能を使用してト
レースを詳しく見ます。
これはズームしたビューの一部です。トレースマップは選択したトレース範囲を表示しています。イベ
ント・タイムライン・チャートには、選択した時間内にアクティビティーがあったイベントが表示され
ます。

2.1.2. MPI 関数のグループ解除

アプリケーションの MPI プロセスのアクティビティーを解析します。

アプリケーション内の特定の MPI 関数呼び出しを見るには、イベント・タイムラインの MPI (赤い四角マーク)
を右クリックして [Ungroup MPI (グループ解除)] を選択します。この操作は、個別の MPI 呼び出しを分別しま
す。
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MPI 関数のグループ解除後、プロセス内の反復の始まりで MPI_Sendrecv を使用して隣接するプロセスと直接
通信する場所を探してください。

このデータ交換には欠点があります。プロセス i は、i-1 と i のデータ交換が完了するまで、隣接する i+1 と
データ交換を開始しません。この遅延が、互いに待機するプロセスの逆階段として表示されます。
反復の最後で MPI_Allreduce が、すべてのプロセスを再同期します。これが、逆階段状のブロックが構成さ
れる理由です。

2.1.3. Function Profile (関数プロファイル) と Message Profile (メッセージ・
プロファイル) でシリアル化を検出

ほかのチャートから得た情報を基にアプリケーションの分析を続けます。Function Profile (関数プロファ
イル) チャートで、[Load Balance (負荷バランス)] タブを開きます。

[Charts (チャート)] メニューで、[Message Profilile (メッセージ・プロファイル)] を開きます。
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[Load Balance (負荷バランス)] タブで、MPI_Sendrecv と MPI_Allreduce を展開します。負荷バランスは、
プロセッサー番号とともに MPI_Sendrecv 時間が増加し、MPI_Allreduce 時間が減少することを示していま
す。
メッセージ・プロファイル・チャートの右下に注目します。ブロックの色分けは、高いランクから低いランク
へのメッセージの移動にはより長い時間が必要であり、低いメッセージから高いメッセージへの移動では偶数奇数のような劣ったパターンが見られます。

重要な用語
シリアル化

2.1.4. 元のトレースファイルと理想化されたトレースファイルの比較

アプリケーションの理想的な状況を観察し、問題のある相互作用を明確にするため、理想化されたトレー
スファイルと元のトレースファイルを比較します。

理想化されたトレースを作成します。
1.

2.

3.
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poisson_sendrecv.single.stf のビューで、[Advanced (詳細)] > [Idealization (理想化)] を選択す
るか、
ツールバーボタンを使用します。

[Idealization (理想化)] ダイアログボックスで、[Idealization (理想化)] 引数をチェックします。デフォ
ルトでは、インテル® Trace Analyzer は、元のトレースファイルと同じ場所に理想化されたトレースファ
イルを保存します。また、デフォルトのファイル名は、元のトレースファイルの .stf 拡張子の前に
ideal というサフィックスが追加されます。

[Start (開始)] をクリックして、トレースファイル poisson_sendrecv.single.stf の理想化を開始
します。

MPI アプリケーションの解析

理想化に関する詳細は、『インテル® Trace Analyzer リファレンス・マニュアル』の「Idealization Dialog Box」
を参照してください。
元のトレースファイルと理想化されたトレースファイルを比較します。
1.

2.

3.
4.

poisson_sendrecv.single.stf のビューで、[Advanced (詳細)] > [Imbalance Diagram (インバラ
ンス・ダイアグラム)] を選択するか、 ツールバーボタンをクリックします。

[Imbalance Diagram (インバランス・ダイアグラム)] ダイアログボックスで、[Open Another File (別
のファイルを開く)] ボタンをクリックし、理想化されたトレース poisson_sendrecv.ideal.stf を
探し、選択します。

[OK] をクリックします。

[Imbalance Diagram (インバランス・ダイアグラム)] ウィンドウで、[Total Mode (トータルモード)] ボ
タンをクリックし、[Breakdown Mode (ブレークダウン・モード)] を選択します。
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MPI アプリケーションの解析

このチャートは、アプリケーションの相互接続とインバランスのオーバーヘッドの内訳、そしてそれらに寄与
した MPI ルーチンを示しています。MPI_Sendrecv が最も時間を消費している関数であることが分かります。
インバランスの比率は薄紫色で示され、MPI_Sendrecv 関数が約 10% 占めていることが分かります。これは、
プロセスが互いを待機するために費やされた時間です。

重要な用語

理想化されたトレースファイル

2.1.5. シリアル化の排除

MPI_Sendrecv ブロッキング通信を MPI_Isend による非ブロッキング通信に置き換えることでパ
フォーマンスを向上できます。変更されたソースファイル pardat.f90_icomm は、ソースフォルダーに格納
されます。変更されたプログラムのトレースファイルは、以下に格納されます。
<install-dir>/examples/traces/poisson_icomm.single.stf
変更後、プログラムの単一反復は次のようになります。
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MPI アプリケーションの解析

poisson_sendrecv.single.stf は、シリアル化が顕著な例であり、インテル® Trace Analyzer のすべての
チャートはこのようなパターンを示します。しかし、実際のアプリケーションでは、プログラムがどのように
振る舞うか仮説を定式化して、適切なチャートによってこの仮説をチェックすることが必要であるかもしれま
せん。

重要な用語
シリアル化

2.1.6. 2 つのトレースファイルの比較

2 つのトレースファイルを比較するには、比較ビューが役立ちます。アプリケーションの元のトレース
ファイル (poisson_sendrecv.single.stf) を開くには、[View (表示)] > [Compare (比較)] を使用します。
表示されるダイアログボックスで、改善されたアプリケーションのトレースファイル
(poisson_icomm.single.stf) を開きます。比較ビューには、各トレースファイルのイベント・タイムライ
ンと関数プロファイル・チャートの比較が表示されます。
それぞれのトレースファイルの最初の反復にズームインします。比較ビューは以下のようになります。
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MPI アプリケーションの解析

比較ビューでは、非ブロッキング通信によってシリアル化を排除し、プロセスの通信時間の短縮するのに役立
つ情報を見ることができます。

重要な用語
シリアル化

2.1.7. 最適化された通信の解析

改善されたアプリケーションで、時間がかかっているほかの MPI 呼び出しを調査します。次の操作を
行ってください。
1.

2.
3.
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poisson_icomm.single.stf の [Summary Page (サマリーページ)] を開いて、MPI と CPU 時間比率
を表示し、最も時間を費やしている MPI 関数を特定します。[Summary Page (サマリーページ)] を開く
には、 ツールバーボタンをクリックします。

この例では、MPI_Recv 関数が MPI 時間の 5.47% に達していることが分かります。関数をより詳しく調
べるには、[Continue (続行)] クリックし、[Event Timeline (イベント・タイムライン)] を開きます。
[Event Timeline (イベント・タイムライン)] を開いて、最初の MPI 通信の塊をズームしてグループ化さ
れている MPI 呼び出しを非グループ化します。

MPI_Recv 呼び出しにさらにズームします。

MPI アプリケーションの解析

4.

ここでは、P1 で開始されたプロセスがすでに MPI_Recv を呼び出して、P0 からデータが送られるのを
待機していることが分かります。この種の通信は、後の MPI_Allreduce がすべての MPI_Recv 呼び出
しを再同期することで、インバランスを引き起こします。

MPI_Recv が実際にインバランスの原因であることを特定するため、インテル® VTune™ Amplifier XE で
アプリケーションを解析します。

重要な用語
シリアル化

2.2. プロセス内のパフォーマンスの改善

プロセス内レベルのパフォーマンスを改善するため、インテル® VTune™ Amplifier XE を使用して MPI ア
プリケーションの動作を分析します。
この例では、サンプル・アプリケーション中のホットスポットを識別して解決します。
ステップ 1: Basic
Hotspots (基本ホット
スポット) 解析の準備
と実行

ステップ 2: ホットス
ポットの特定と結果の
解釈

実行に多くの時間を要した関数を特定するため、Basic Hotspots 解析を行
います。
アプリケーション・レベルのパフォーマンスを調査し、最も時間を要する
関数、そしてコード領域のホットスポットを特定します。
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MPI アプリケーションの解析

2.2.1. Basic Hotspots 解析の実行

インテル® Trace Analyzer の [Summary Page (サマリーページ)] を開き、インテル® VTune™ Amplifier XE
のコマンドラインをコピーします。

注意

この情報は、Linux* で生成されたトレースファイルにのみ有効です。Windows* では、次の例のように手動で
コマンドラインを入力します。
インテル® VTune™ Amplifier XE でホットスポット解析を行うには、次のコマンドラインを実行します。
Linux*:

& mpirun -gtool "amplxe-cl -collect hotspots -r result:1" -n 16 ./poisson inp
Windows*:
> mpiexec -gtool "amplxe-cl -collect hotspots -r result:1" -n 16 ./poisson inp

result.1 ディレクトリーに移動し、インテル® VTune™ Amplifier XE で poisson.1.amplxe ファイルを開き
ます。

重要な用語

Hotspot (ホットスポット)

2.2.2. 結果の解釈
1.

2.
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アプリケーション・レベルのパフォーマンスを調査します。

インテル® VTune™ Amplifier XE は、最初に [Summary Page (サマリーページ)] を表示します。このペー
ジをアプリケーション解析の入り口として使用します。[Summary Page (サマリーページ)] の [Elapsed
Time (経過時間)] で、経過時間を確認できます。この例では、0.463 秒と表示されています。

これは、シングルスレッドのアプリケーションの CPU 時間が 0.080 秒であることを示しています。

[Top Hotspot (上位のホットスポット)] セクションでは、最も時間を費やしている関数が分かります。
この例では、poisson_red_black と MPI_Recv に時間がかかっています。

MPI アプリケーションの解析

3.

[Botton-Up (ボトムアップ)] タブをクリックして、最も時間がかかっている関数を分析します。CPU 時
間のカラムを見ると、アプリケーションの最も時間のかかっている関数は 70.010 ミリ秒で、MPI_Recv
の実行に 9.990 ミリ秒かかっていることが分かります。

注意

[Botton-Up (ボトムアップ)] タブで MPI 関数を表示するには、タブの下部にある [Call Stack Mode
(コールスタック・モード)] が [User Functions + 1 (ユーザー関数 + 1)] に設定されていることを確認し
ます。

4.

これがアプリケーションのインバランスを招く MPI_Recv 呼び出しであり、インテル® Trace Analyzer
のイベント・タイムラインで見た結果が正確であることを証明しています。論理的にインバランスなこ
のような問題は最適化する意味がないので。分析を進めます。

MPI_Recv をフィルターで分析から除外し、ほかのインバランスを招く関数を特定します。フィルター
で除外を行うには、[Botton-Up (ボトムアップ)] タブの関数を右クリックし、[Filter Out By Selection
(選択を除外)] を選択します。
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MPI アプリケーションの解析

5.

CPU 使用率が "Poor" な関数を探します。poisson_red_black 関数をダブルクリックして、ソース
コードを開きコード領域のホットスポットを特定します。ホットスポットである関数の最初がハイライ
トされます。[Source (ソース)] ペイン内のソースコードは、編集できません。
注意

[Source (ソース)] ペインを有効にするには、-g (Linux*) と /Zi (Windows*) コンパイラー・オプション
を使用してデバッグシンボル付きでターゲットをビルドしてください。
6.

このアプリケーションでは、計算時間が CPU 時間の大部分のサイクルを占めていることが分かります。

この問題を解決する 2 つの方法は、ベクトル化または並列化です。

さらに詳しい説明やアプリケーションを解析する他の手法については、インテル® Software Documentation
Library (英語) やインテル® VTune™ Amplifier XE 製品ページもしくは『Finding Hotspots チュートリアル』をご
覧ください。
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重要な用語

MPI アプリケーションの解析

CPU 時間
経過時間

Hotspot (ホットスポット)
ターゲット
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まとめ

3. まとめ
インテル® Trace Analyzer & Collector とインテル® VTune™ Amplifier XE により、アプリケーションを解析する
ことができました。以下は、アプリケーションを解析し、チューニングするためにこれらのツールを使う際に
覚えておくべき重要な点をまとめています。
ステップ

1. MPI 通信の
最適化

ここで紹介した手順

要約

•

•

•

•

•

•

2. プロセス内
の パフォーマ
ンスを改善

•

•

•

アプリケーション解析の準備。

アプリケーションが遅くなるシリア
ル化を検出するため、イベント・タ
イムライン、関数プロファイル、
メッセージ・プロファイル、そして
インバランス・ダイアグラムを使用
します。
問題の原因となっている関数を置き
換えることで、シリアル化を排除し
ます。
元のトレースファイルと改善したア
プリケーションのトレースファイル
を比較します。
イベント・タイムラインで改善され
た通信を分析します。

ビルドしたターゲットを、mpirun
ツールを使用して基本ホットスポッ
トを収集しながら起動します。

アプリケーションのプログラムユ
ニットの関数呼び出しに費やされて
いる CPU 時間を解析し、最も CPU
時間を消費した関数を特定します。

•

•

•

•

•

問題を解決し、ソースコードを最適
化する方法を見つけます。

•

アプリケーションを低速にする MPI
関数を特定するため、MPI 関数のグ
ループ化を解除します。

MPI 関数で費やされている時間を確
認するため、関数プロファイルと
メッセージ・プロファイル・チャー
トを使用します。

理想化されたトレースを作成し、理
想的な状況下でのアプリケーション
の振る舞いを取得して、元のトレー
スファイルと比較して問題のある相
互作用を特定します。

しかし、実際のアプリケーションで
は、プログラムがどのように振る舞
うか仮説を定式化して、適切な
チャートによってこの仮説をチェッ
クすることが必要であるかもしれま
せん。

アプリケーション全体のパフォーマ
ンス・メトリックを調査する、
[Summary (サマリー)] ウィンドウか
らアプリケーションのパフォーマン
ス解析を始めます。

そして、関数ごとのパフォーマンス
を解析するため、[Botton-Up (ボト
ムアップ)] ウィンドウへ移動しま
す。最も CPU 時間を消費している関
数ホットスポットに注目します。デ
フォルトでは、ホットスポットは
テーブルの上位に表示されます。

[Botton-Up (ボトムアップ)] ペイン
もしくは、[Call Stack (コールスタッ
ク)] ペインのホットスポット関数を
ダブルクリックしてソースコードを
開きます。

次のステップ: アプリケーションを解析するためインテル® Trace Analyzer & Collector およびインテル®
VTune™ Amplifier XE を使用しましょう。
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4. 重要な用語

MPI アプリケーションの解析

このセクションでは、チュートリアルで使用されている用語について説明しています。

CPU 時間: スレッドが論理プロセッサー上で実行のため消費している時間。マルチスレッドの場合、スレッド
の CPU 時間は合計されます。アプリケーションの CPU 時間は、アプリケーションを実行するすべてのスレッ
ドの CPU 時間の合計です。

経過時間: ターゲットが実行された合計時間。次のように求めます。
アプリケーションが終了した時のウォールクロック時間 － アプリケーションを開始した時のウォールクロック
時間

ホットスポット: 実行に長い時間を要しているコード領域。いくつかのホットスポットはボトルネックとなり、
それに依存するほかのホットスポットが実行に長い時間を要しますが、ボトルネックは排除できます。

理想化されたトレースファイル: 理想的な状況下、無制限の帯域幅とゼロ・レイテンシーでのアプリケーショ
ンのトレースファイル。
シリアル化: 実効ユニット間のブロックの影響により、並列プログラムをシリアル実行させる効果。
ターゲット: インテル® VTune™ Amplifier XE を使用して解析する実行ファイル。
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