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インテル® VTune™ Amplifier パフォーマンス解析クックブック 

2017 年 11 月 1 日更新 

インテル® VTune™ Amplifier は、開発者がコードを解析し、非効率なアルゴリズムおよびハードウェアの利用状況

を特定して、適切なパフォーマンス・チューニングのアドバイスを得られるように支援する、パフォーマンス・プロファ

イル・ツールです。 

このクックブックには、インテル® VTune™ Amplifier で提供されるさまざまな解析タイプを使用して最も一般的な

パフォーマンス問題を特定および解決するためのレシピが含まれています。 
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頻繁な DRAM アクセス 
このレシピは、インテル® VTune™ Amplifier の全般解析とメモリーアクセス解析を使用してメモリー依存の 

matrix アプリケーションをプロファイルし、頻繁な DRAM アクセスの原因を理解します。 

使用するもの 

• アプリケーション: 2048x2048 サイズの 2 つの行列を乗算する行列乗算サンプル (要素は double 型)。

matrix_vtune_amp_axe.tgz サンプルパッケージは、製品の <install-dir>/samples/en/C++ 

ディレクトリーに含まれています。インテル® デベロッパー・ゾーン (英語) からダウンロードすることもできま

す。 

• パフォーマンス解析ツール: 

o インテル® VTune™ Amplifier: 全般解析、メモリーアクセス解析 

• オペレーティング・システム: Ubuntu* 16.04 LTS 64 ビット 

• CPU: インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー 

ベースラインを作成する 

サンプルコードの初期バージョンは、次のコードにより、メインカーネルに単純な乗算アルゴリズムを実装していま

す。 

 

コンパイルしたアプリケーションの実行には約 26 秒かかります。これが、以降の最適化で使用するパフォーマンス

のベースラインとなります。 

  

https://software.intel.com/en-us/product-code-samples
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全般解析を実行する 

サンプル・アプリケーションの潜在的なパフォーマンス・ボトルネックを理解するため、まず、インテル® VTune™ 

Amplifier の全般解析を実行します。 

1. ツールバーの  [New Project (新規プロジェクト)] ボタンをクリックして、新規プロジェクトの名前 (例: 

matrix) を指定します。 

2. [Analysis Target (解析ターゲット)] ウィンドウで、ホストベースの解析として [local host (ローカルホスト)] 

ターゲット・システム・タイプを選択します。 

3. [Launch Application (起動アプリケーション)] ターゲットタイプを選択して、右ペインで解析するアプリケー

ションを指定します。 

 

4. 右の [Choose Analysis (解析の選択)] ボタンをクリックし、[Microarchitecture Analysis (マイクロアーキ

テクチャー解析)] > [General Exploration (全般)] を選択して、[Start (開始)] をクリックします。 

インテル® VTune™ Amplifier は、アプリケーションを起動してデータを収集し、収集したデータをファイナライ

ズして、シンボル情報を解決します。この情報は、ソース解析で必要になります。 

ハードウェアの hotspot を特定する 

全般解析を実行すると、コードの主要なボトルネックを確認できます。ハードウェア・メトリックごとのアプリケーショ

ン・レベルの統計が表示される [Summary (サマリー)] ビューから解析を始めます。次のように、クリティカルな値

にはフラグが付けられます。 
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DRAM へのアクセスによりパフォーマンスが制限されていることが分かります。 

[Bottom-up (ボトムアップ)] ビューに切り替えると、アプリケーションに 1 つの大きな hotspot 関数 

multiply1 があることが分かります。 

 

この関数をダブルクリックして [Source (ソース)] ビューを開きます。最もパフォーマンス・クリティカルなコード行

がハイライトされます。 
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ほとんどの時間が、3 つの配列 (a、b、および c) を演算しているソース行 53 で費やされています。 

メモリーアクセス解析を実行する 

最も時間がかかった配列アクセスを調べるため、[Analyze dynamic memory objects (ダイナミック・メモリー・オ

ブジェクトを解析する)] オプションを有効にしてメモリーアクセス解析を実行します。 

 

ホットなメモリーアクセスを特定する 

次のように、メモリーアクセス解析結果の [Summary (サマリー)] ウィンドウに、上位のメモリー・オブジェクトが表

示されます。 
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リストの最初の hotspot オブジェクト matrix.c:121 をクリックして [Bottom-up (ボトムアップ)] ビューに

切り替えた後、グリッドでハイライトされているこのオブジェクトをダブルクリックして [Source (ソース)] ビューを

開き、このメモリー・オブジェクトの行を確認します。 

 

buf2 変数が addr2 に代入され、それが配列 b に代入されていることが分かります。つまり、問題のある配列は 

b と考えられます。ツールバーの  [Open Source File Editor (ソース・ファイル・エディターを開く)] ボタンを

クリックして、コードを再度確認します。 

 

問題の根本的な原因が分かりました。最内サイクルが非効率な方法で配列 b を反復しているため、各反復で大き

なメモリーチャンクにジャンプしています。 
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ループ交換の最適化を適用する 

次のように、j と k にループ交換アルゴリズムを適用します。 

 

新しいコードをコンパイルして実行すると、実行時間は 1.3 秒になり、オリジナル (26 秒) の 20 倍にパフォーマ

ンスが向上しました。 

次のステップ 

最適化した matrix コードで全般解析を再度実行して、さらなるパフォーマンス向上の可能性 (例えば、低いポート

使用率) を特定します。 

関連項目 

ハードウェア問題の全般解析 (英語) 

メモリーアクセス解析 (英語) 

トップダウン・アーキテクチャー解析法を使用したアプリケーションのチューニング 

  

https://software.intel.com/node/c2330a6e-e62e-489d-825d-8489a6522092
https://software.intel.com/node/c2330a6e-e62e-489d-825d-8489a6522092
https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-general-exploration-analysis
https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-memory-access-analysis
https://jp.xlsoft.com/documents/intel/vtune/2017/Tuning_Applications_Using_a_Top-down_Microarchitecture_Analysis_Method.pdf
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低いポート使用率 
このレシピは、インテル® VTune™ Amplifier の全般解析を使用してコア依存の matrix アプリケーションをプ

ロファイルし、低いポート使用率の原因を理解します。また、インテル® Advisor を使用してコンパイラーがベクトル

化を行うようにします。 

使用するもの 

• アプリケーション: 2048x2048 サイズの 2 つの行列を乗算する行列乗算サンプル (要素は double 型)。

matrix_vtune_amp_axe.tgz サンプルパッケージは、製品の <install-dir>/samples/en/C++ 

ディレクトリーに含まれています。インテル® デベロッパー・ゾーン (英語) からダウンロードすることもできま

す。 

• パフォーマンス解析ツール: 

o インテル® VTune™ Amplifier: 全般解析 (英語) 

o インテル® Advisor: ベクトル化解析 (英語) 

• オペレーティング・システム: Ubuntu* 16.04 LTS 64 ビット 

• CPU: インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー 

ベースラインを作成する 

単純な乗算アルゴリズムを実装した matrix コードの初期バージョンを最適化することにより、実行時間は 26 

秒から 1.3 秒になりました。これが、以降の最適化で使用する新しいパフォーマンスのベースラインとなります。 

全般解析を実行する 

サンプル・アプリケーションの潜在的なパフォーマンス・ボトルネックを理解するため、全般解析を実行します。 

1. ツールバーの  [New Project (新規プロジェクト)] ボタンをクリックして、新規プロジェクトの名前 (例: 

matrix) を指定します。 

2. [Analysis Target (解析ターゲット)] ウィンドウで、ホストベースの解析として [local host (ローカルホスト)] 

ターゲット・システム・タイプを選択します。 

3. [Launch Application (起動アプリケーション)] ターゲットタイプを選択して、右ペインで解析するアプリケー

ションを指定します。 

https://software.intel.com/en-us/product-code-samples
https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-2018-beta-general-exploration-analysis
https://software.intel.com/en-us/get-started-with-advisor-vectorization-advisor
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4. 右の [Choose Analysis (解析の選択)] ボタンをクリックし、[Microarchitecture Analysis (マイクロアーキ

テクチャー解析)] > [General Exploration (全般)] を選択します。 

5. オプションで、最適化した matrix アプリケーションのように小さなワークロードで、サンプリング間隔を 0.1 

秒にして信頼性のあるメトリック値が得られるか確認します。 
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6. [Start (開始)] をクリックして解析を開始します。 

インテル® VTune™ Amplifier は、アプリケーションを起動してデータを収集し、収集したデータをファイナライ

ズして、シンボル情報を解決します。この情報は、ソース解析で必要になります。 

低いポート使用率の原因を特定する 

ハードウェア・メトリックごとのアプリケーション・パフォーマンスの統計が表示される [Summary (サマリー)] 

ビューから始めます。 
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主要なボトルネックが [Core Bound (コア依存)] > [Port Utilization (ポート使用率)] に移動し、ほとんどの時間

で 3 つ以上の実行ポートが同時に使用されていることが分かります。[Vector Capacity Usage (ベクトル能力使

用率)] メトリックもクリティカルな値としてフラグが付いていることに注意してください。これは、コードがベクトル

化されていないか、ベクトル化の効率が悪いことを意味します。確認のため、次のように、カーネルの [Assembly 

(アセンブリー)] ビューに切り替えます。 

1. [Vector Capacity Usage (FPU) (ベクトル能力使用率 (FPU))] メトリックをクリックして、このメトリックで

ソートされた [Bottom-up (ボトムアップ)] ビューに切り替えます。 

2. ホットな multiply1 関数をダブルクリックして [Source (ソース)] ビューを開きます。 

3. ツールバーの [Assembly (アセンブリー)] ボタンをクリックして、逆アセンブルしたコードを表示します。 
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スカラー命令が使用されていることが分かります。コードはベクトル化されていません。 

ベクトル化のオプションを調べる 

インテル® Advisor のベクトル化アドバイザー・ツールを使用して、コードのベクトル化を妨げている原因を調べま

す。 

 

インテル® Advisor は、依存関係が仮定されたためにループがベクトル化されなかったと報告しました。詳細に確認

するため、ループをマークしてインテル® Advisor の依存性解析を実行します。 

https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/advisor/index.html
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レポートによれば、依存関係は存在していません。インテル® Advisor は、コンパイラーが仮定された依存関係を無

視するように #pragma を使用することを推奨しています。 

 

次のように、matrix コードに #pragma を追加します。 
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更新したコードをコンパイルして実行すると、実行時間は 0.7 秒になりました。 

最新の命令セットを使用してコンパイルする 

最新バージョンのコードでインテル® VTune™ Amplifier の全般解析を再度実行すると、結果は次のようになりま

した。 

 

[Vector Capacity Usage (ベクトル能力使用率)] は 50% まで向上していますが、まだパフォーマンス・クリティ

カルのフラグが付いたままです。詳細な情報を得るため、[Assembly (アセンブリー)] ビューを再度調べます。 
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[Assembly (アセンブリー)] ビューから、ここで使用している CPU はインテル® AVX2 命令セットをサポートして

いるにも関わらず、コードはインテル® SSE 命令を使用していることが分かります。新しい命令セットをサポートす

るため、-xCORE-AVX2 オプションを指定してコードを再コンパイルし、全般解析を再度実行します。 

再コンパイルしたコードでは、実行時間は 0.6 秒になりました。全般解析を再度実行して最適化を確認します。

[Vector Capacity Usage (ベクトル能力使用率)] メトリックの値は 100% になりました。 
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関連項目 

ハードウェア問題の全般解析 (英語) 

  

https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-general-exploration-analysis
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フォルス・シェアリング 
このレシピは、インテル® VTune™ Amplifier の全般解析とメモリーアクセス解析を使用してメモリー依存の 

linear_regression アプリケーションをプロファイルします。 

使用するもの 

• アプリケーション: linear_regression。linear_regression.tgz サンプルパッケージは、製品の 

<install-dir>/samples/en/C++ ディレクトリーに含まれています。インテル® デベロッパー・ゾーン (英

語) からダウンロードすることもできます。 

• パフォーマンス解析ツール: 

o インテル® VTune™ Amplifier: 全般解析、メモリーアクセス解析 

• オペレーティング・システム: Ubuntu* 16.04 LTS 64 ビット 

• CPU: インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー 

全般解析を実行する 

サンプル・アプリケーションの潜在的なパフォーマンス・ボトルネックを理解するため、まず、インテル® VTune™ 

Amplifier の全般解析を実行します。 

1. ツールバーの [New Project (新規プロジェクト)] ボタンをクリックして、新規プロジェクトの名前 (例: 

linear_regression) を指定します。 

2. [Analysis Target (解析ターゲット)] ウィンドウで、ホストベースの解析として [local host (ローカルホスト)] 

ターゲット・システム・タイプを選択します。 

3. [Launch Application (起動アプリケーション)] ターゲットタイプを選択して、右ペインで解析するアプリケー

ションを指定します。 

4. 右の [Choose Analysis (解析の選択)] ボタンをクリックし、[Microarchitecture Analysis (マイクロアーキ

テクチャー解析)] > [General Exploration (全般)] を選択して、[Start (開始)] をクリックします。 

インテル® VTune™ Amplifier は、アプリケーションを起動してデータを収集し、収集したデータをファイナライ

ズして、シンボル情報を解決します。この情報は、ソース解析で必要になります。 

ボトルネックを特定する 

ハードウェア・メトリックごとのアプリケーション・レベルの統計が表示される [Summary (サマリー)] ビューから

始めます。 

https://software.intel.com/en-us/product-code-samples


19 

一般に、パフォーマンス解析では、ベースラインを作成して以降の最適化を測定することを推奨します。このケースで

は、アプリケーションの Elapsed Time (経過時間) をベースラインとして使用します。 

 

サマリーメトリックから、メモリーアクセスの競合によりアプリケーションのパフォーマンスが制限されていることが

分かります。 

競合するデータ構造を見つける 

[Contested Accesses (アクセス競合)] メトリックの値が高い原因を調べるため、[Analyze dynamic memory 

objects (ダイナミック・メモリー・オブジェクトを解析する)] オプションを有効にしてメモリーアクセス解析を実行

します。この解析は、競合問題の原因になっているデータ構造へのアクセスを見つけるのに役立ちます。 
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[Summary (サマリー)] ビューから、ファイル stddefines.h の行 52 のメモリー割り当てデータ・オブジェクト

でアプリケーション実行のレイテンシーが高くなっていることが分かります。割り当てのサイズは 512 バイトと非

常に小さいため、L1 キャッシュに完全に収まるはずです。詳細を確認するため、このオブジェクトをクリックして 

[Bottom-up (ボトムアップ)] ビューに切り替えます。 

 

このオブジェクトの平均アクセス・レイテンシーは 59 サイクルと、L1 キャッシュ上にあると予想されるメモリーサ

イズとしては非常に高い値になっています。これがアクセス競合パフォーマンス問題の原因になっている可能性があ

ります。 

グリッドの stddefines.h:52 (512B) メモリー・オブジェクトを展開して割り当てスタックを表示します。割り当てス

タックをダブルクリックして [Source (ソース)] ビューを開きます。オブジェクトが割り当てられているコード行が

ハイライトされます。 

 

lreg_args の内容を次に示します。 
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次のように、lreg_args 配列にアクセスしているコードをスレッド化します。 

 

各スレッドは別々に配列の要素にアクセスしているため、フォルス・シェアリング問題が考えられます。 

サンプルの lreg_args 構造のサイズは 64 バイトで、キャッシュラインのサイズと一致しています。しかし、これ

らの構造の配列を割り当てるときに、この配列が 64 バイトでアライメントされる保証はありません。その結果、配

列要素がキャッシュライン境界を超えて、意図しない競合問題 (フォルス・シェアリング) が発生することがありま

す。 

フォルス・シェアリング問題を修正する 

このフォルス・シェアリング問題を修正するため、メモリーを 64 バイト・アライメントで割り当てる _mm_malloc 

関数に変更します。 

 

再コンパイルしてインテル® VTune™ Amplifier のアプリケーション解析を再度実行すると、結果は次のようにな

りました。 
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Elapsed Time (経過時間) は 0.5 秒になり、オリジナルの 3 秒からパフォーマンスが大幅に向上しました。メモ

リー依存のボトルネックが解消し、フォルス・シェアリング問題が修正されました。 

関連項目 

全般解析 (英語) 

メモリーアクセス解析 (英語) 

  

https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-general-exploration-analysis
https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-memory-access-analysis
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非効率な同期 
このレシピは、スタック収集を有効にしてインテル® VTune™ Amplifier の高度な hotspot 解析を実行し、コード

の非効率な同期を特定する方法を説明します。 

使用するもの 

• アプリケーション: sample.exe (OpenMP* ランタイムを使用) 

• パフォーマンス解析ツール: インテル® VTune™ Amplifier: 高度な hotspot 解析 

• オペレーティング・システム: Microsoft* Windows* 8 

• CPU: インテル® プロセッサー (開発コード名 Skylake) 

スタック収集を有効にして高度な hotspot 解析を実行する 

インテル® VTune™ Amplifier を起動して解析するプロジェクトを設定します。 

1. ツールバーの  [New Project (新規プロジェクト)] ボタンをクリックして、新規プロジェクトの名前 (例: 

sqlite) を指定します。 

2. [Analysis Target (解析ターゲット)] ウィンドウで、ホストベースの解析として [local host (ローカルホスト)] 

ターゲット・システム・タイプを選択します。 

3. [Launch Application (起動アプリケーション)] ターゲットタイプを選択して、右ペインで解析するアプリケー

ションを指定します。 

4. 右の [Choose Analysis (解析の選択)] ボタンをクリックし、[Algorithm Analysis (アルゴリズム解析)] > 

[Advanced Hotspots (高度な hotspot)] を選択して、[Hotspots and stacks (hotspot とスタック)] オプ

ションを選択します。 

5. [Start (開始)] をクリックします。 

インテル® VTune™ Amplifier は、アプリケーションを起動してデータを収集し、収集したデータをファイナライ

ズして、シンボル情報を解決します。この情報は、ソース解析で必要になります。 
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タイムラインの同期を見つける 

[Hardware Event (ハードウェア・イベント)] ビューポイントで、解析中に収集されたデータを開きます。 

 

 

[User/system functions (ユーザー/システム関数)] コール・スタック・モードを選択して、[Call Stack 

(コールスタック)] ペインにユーザー関数とシステム関数の両方を表示します。 

 

[Call Stack (コールスタック)] ペインで、ドロップダウン・メニューから [Synchronization Context 

Switch Count (同期コンテキスト・スイッチ・カウント)] タイプを選択して、[Timeline (タイムライン)] 

ペインで選択した同期コンテキスト・スイッチのコールスタックを確認します。 

 

タイムラインの頻繁な同期を見つけて、コンテキスト・スイッチの上にカーソルを移動します。ツールヒン

トに詳細が表示されます。例えば、上記の高度な hotspot 解析の結果では、NtDelayExecution ス

レッドに同期が原因の大量のコンテキスト・スイッチが含まれています。タイムラインのコンテキスト・ス

イッチを選択すると、[Call Stack (コールスタック)] ペインが更新され、スレッド実行が中断された呼び

出しシーケンスが表示されます。 
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平均待機メトリックを解析する 

(change) リンクをクリックして [Hotspots (hotspot)] ビューポイントを開きます。 

 

 

同期コンテキスト・スイッチあたりの平均待機時間 (秒単位) である、[Wait Rate (待機レート)] メトリッ

クデータを解析します。このメトリックは、非効率で頻繁な同期および消費電力問題を特定するのに役立

ちます。 

 

インテル® VTune™ Amplifier は、低い待機レートメトリック値 (1 ミリ秒未満) をパフォーマンス問

題として判断し、ピンクでハイライトします。これらの値は、スレッド間の競合およびシステム API の非

効率な使用を示すことがあるためです。 

 

待機時間が短く CPU 時間が長い (すべてのシステムコール時間の約半分の) 同期スタックを特定し、

ダブルクリックして hotspot 関数のソースコードを調べます。 
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同期コンテキスト・スイッチを解析する 

(change) リンクをクリックして [Hardware Event (ハードウェア・イベント)] ビューポイントを開きます。デフォル

トでは、[Event Count (イベントカウント)] グリッドはクロック数イベントでソートされます。最も CPU 時間 (ク

ロック数) がかかっていて、最も頻繁に同期を行っているホットな関数を特定します。 

 

このサンプル OpenMP* アプリケーションでは、インテル® VTune™ Amplifier は InterpolateN 関数を 

OpenMP* 領域から呼び出された計算 hotspot として表示しています。OpenMP* ランタイム内部の 

WaitForSingleObject で競合が発生し、約 30% のパフォーマンス損失 (待機関数のクロック数/hotspot 関

数のクロック数) が発生していることも分かります。 

InterpolateN 関数をダブルクリックしてソースコードを表示し、非効率な同期の原因を特定します。 

 

サンプル・アプリケーションのコード解析により、ブロック行でピクチャーを処理して各ブロックを個別に並列化する

ために過度の OpenMP* バリアが追加されていることが判明しました。この問題を解決するには、nowait 節を使

用するか、ピクチャー全体に parallel_for を適用して、動的ワーク・スケジューリングを使用します。 
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最適化した結果では、Sleep() の競合の相対的なコストが低くなりました (26,997)。 

1 つの parallel_for と動的ワーク・スケジューリングを WaitForSingleObject 関数に使用することで、

競合とパフォーマンスへの悪影響を 1% 未満に減らすことができました。 

2 つ目の最適化した結果では、Sleep() 関数でも多くの競合が発生していることが分かります (同期コンテキス

ト・スイッチ・メトリックが 26,997)。しかし、その実行時間を確認すると、実行時間は最上位の hotspot (表示されて

いません) の 2% 以内であり、それほど重要ではありません。ただし、多くのプロセッサー上でアプリケーションを

実行した場合、この関数が問題になる可能性があります。 

注 

最初の (最適化前の) サンプルデータ収集セッションは一定の時間間隔で行われたものです。最適化バージョンで

は、アプリケーションが制限なしで実行されています。 

関連項目 

スタックを使用したハードウェア・イベントベースのサンプリング収集 (英語) 

  

https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-hardware-event-based-sampling-collection-with-stacks
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命令のキャッシュミス 
このレシピは、インテル® VTune™ Amplifier の全般解析を使用してフロントエンド依存のアプリケーションをプ

ロファイルし、PGO オプションを指定して ICache ミスを減らします。 

• 使用するものアプリケーション: sqlite データベース・ベースのテストサンプル 

• ツール: 

o インテル® VTune™ Amplifier: 全般解析 

o インテル® C++ コンパイラー 

• オペレーティング・システム: Microsoft* Windows* 7 

• CPU: インテル® プロセッサー (開発コード名 Skylake) 

全般解析を実行する 

サンプル・アプリケーションの潜在的なパフォーマンス・ボトルネックを理解するため、まず、インテル® VTune™ 

Amplifier の全般解析を実行します。 

1. ツールバーの  [New Project (新規プロジェクト)] ボタンをクリックして、新規プロジェクトの名前 (例: 

sqlite) を指定します。 

2. [Analysis Target (解析ターゲット)] ウィンドウで、ホストベースの解析として [local host (ローカルホスト)] 

ターゲット・システム・タイプを選択します。 

3. [Launch Application (起動アプリケーション)] ターゲットタイプを選択して、右ペインで解析するアプリケー

ションを指定します。 

4. 右の [Choose Analysis (解析の選択)] ボタンをクリックし、[Microarchitecture Analysis (マイクロアーキ

テクチャー解析)] > [General Exploration (全般)] を選択して、[Start (開始)] をクリックします。 

インテル® VTune™ Amplifier は、アプリケーションを起動してデータを収集し、収集したデータをファイナライ

ズして、シンボル情報を解決します。この情報は、ソース解析で必要になります。 
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ハードウェアの hotspot を特定する 

全般解析を実行すると、コードの主要なボトルネックを確認できます。ハードウェア・メトリックごとのアプリケーショ

ン・レベルの統計が表示される [Summary (サマリー)] ビューから解析を始めます。フラグの付いているパフォーマ

ンス問題に注目します。 

 

サンプル・アプリケーションは、フロントエンド依存 (パイプライン・スロットの 29.3%) で、命令キャッシュミスが

主要なボトルネック (クロック数の 7.1%) です。 

[Bottom-up (ボトムアップ)] タブに切り替えてコードの問題を調べます。[Grouping (グループ)] ツールバーの

横の  [Customize Grouping (グループのカスタマイズ)] ボタンをクリックして、新しいカスタムグループ 

[Module/Source File (モジュール/ソースファイル)] を作成します。 
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新しいグループを収集した結果に適用すると、sqlite3.c ファイルがほとんどの CPU サイクルを費やしている

メインの hotspot であると表示されます。 

 

ICache Misses (ICache ミス) メトリックに移動すると、sqlite3.c ファイルの値も高いことが分かります。 
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PGO オプションを指定してコードを再コンパイルする 

インテル® C++ コンパイラーを使用して、プロファイルに基づく最適化 (PGO) を sqlite ライブラリーに適用し

ます。 

1. /Qprof-gen オプションを指定してコードを再コンパイルします。 

2. ベンチマークを実行します。 

3. /Qprof-use オプションを指定してコードを再コンパイルします。 

詳細は、プロファイルに基づく最適化の概要 (英語) を参照してください。 

最適化を確認する 

最適化したコードで全般解析を再度実行します。新しい結果では、Elapsed Time (経過時間) は 30.3 秒になり、オ

リジナルの 31.5 秒からパフォーマンスが約 4% 向上しました。 

 

sqlite ライブラリーで ICache ミスによりストールしていたクロック数は 9.3% から 6.4% に減りました。 

https://software.intel.com/en-us/node/522721
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関連項目 

ハードウェア問題の全般解析 (英語) 

トップダウン・アーキテクチャー解析法を使用したアプリケーションのチューニング 

  

https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-general-exploration-analysis
https://jp.xlsoft.com/documents/intel/vtune/2017/Tuning_Applications_Using_a_Top-down_Microarchitecture_Analysis_Method.pdf
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I/O 問題: リモート・ソケット・アクセス 
このレシピは、インテル® VTune™ Amplifier の全般解析を使用して、マルチソケット・システムにおける潜在的な

構成ミス問題について DPDK ベースのアプリケーションを解析します。このレシピは、I/O 依存のワークロードに

も使用できます。 

このレシピで使用する最適化手法は、インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリーおよびインテル® Xeon® プロ

セッサー E7 v2 ファミリーの機能である、インテル® データ・ダイレクト I/O テクノロジー (インテル® DDIO) を

利用しています。インテル® DDIO では、I/O デバイスはプロセッサー・キャッシュと直接通信を行い、メインメモ

リーにアクセスしません。この機能はデフォルトで有効で、ソフトウェアからアクセスすることはできません。 

現在、インテル® DDIO は、ローカルソケット構成でのみパフォーマンスが大幅に向上します。そのため、インテル® 

DDIO を活用するには、I/O ワークロードを適切に構成する必要があります。 

2 つの構成には違いがあります。 

• ローカルソケット: I/O デバイスは I/O が消費/生産されるソケットに直接アタッチされます。 

• リモートソケット: I/O デバイスおよびコアの消費/生産データは異なるソケットに属します。I/O データは

インテル® QuickPath インターコネクト (インテル® QPI) を経由して消費コアに到達します。 

下記の図は、ローカルおよびリモート・ソケット・トポロジーの I/O フローを示しています。 

ローカルソケット リモートソケット 

  

DPDK は、ポーリングプロセスを特定のコアに厳格にピニングします。そのため、インテル® DDIO 機能を利用して

レイテンシーを軽減して帯域幅を最大化するには、同じソケットに属するコアおよびポートのみにピニングすること

が重要です。ただし、インテル® DDIO を利用して大量のソケット、コア、イーサネット・デバイスを含む複雑なシステ

ムを適切に構成することは容易ではありません。 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/io/data-direct-i-o-technology.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/io/data-direct-i-o-technology-brief.html
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このレシピは、インテル® VTune™ Amplifier を使用してリモート・ソケット・アクセスを検出する方法を示します。 

使用するもの 

• アプリケーション: ポート 0 で受け取ったパケットをポート 1 に L2 フォワーディングする、インテル® Data 

Plane Performance Demonstrators (インテル® DPPD) PROX （英語) アプリケーション。 

PROX は、次のように 2 つの方法で設定されます。 

ローカルソケット: DPDK はソケット 0 のコ

アにピニングされます。 

リモートソケット: DPDK はソケット 1 のコ

アにピニングされます。 

 

 

 

• ツール: 

o インテル® VTune™ Amplifier 2018: 全般解析 

• オペレーティング・システム: Red Hat* Enterprise Linux* Server 7.4 

• CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2695 v4 (2 基)、インテル® DDIO 有効、NIC (SUT) およびトラ

フィック・ジェネレーター (GEN) からのデータパケットを扱うデュアルソケット・システム 

注 

このシステム構成は、この特定のレシピの例として使用したものです。インテル® VTune™ Amplifier のソフトウェ

ア要件およびハードウェア要件は、製品のリリースノート (英語) を参照してください。 

 

https://01.org/intel-data-plane-performance-demonstrators
https://01.org/intel-data-plane-performance-demonstrators
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-vtune-amplifier-xe-release-notes
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全般解析を実行する 

マイクロアーキテクチャーのパフォーマンス問題を分類するため、全般解析から始めます。 

1. 実行中の PROX の PID を調べます。 

> ps aux | grep prox 

2. インテル® VTune™ Amplifier コマンドライン・インターフェイス (amplxe-cl) を使用して全般解析を実行し、

実行中の PROX プロセスにアタッチします。 

> amplxe-cl -collect general-exploration -knob collect-memory-bandwidth=true -r 

<result_dir> --duration 25 --target-pid <PID> 

リモートキャッシュの使用率を解析する 

デフォルトでは、収集した結果は [General Exploration (全般)] ビューポイントに表示されます。[Summary (サマ

リー)] ウィンドウで、潜在的な構成ミスを判断する基本的な指標である [Remote Cache (リモートキャッシュ)] 

メトリックに注目します。このメトリックは、リモートキャッシュからデータを取得する間に使用されたクロック数の

割合を示します。 

パーフェクトなケース (ローカルソケット) では、リモート・キャッシュ・メトリックは 0 になります。 
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リモート・キャッシュ・メトリックが 0 でない場合、通常は、コアがリモート LLC にアクセスしていることを意味しま

す。リモートソケット構成では、リモート・キャッシュ・メトリックは 100% で、インテル® VTune™ Amplifier はパ

フォーマンス問題としてフラグを付けます。 
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詳細に解析するため、[Memory Usage (メモリー使用量)] ビューポイントに切り替えて、リモートキャッシュで処理

された LLC ミスの数を示す [Remote Cache Access Count (リモート・キャッシュ・アクセス・カウント)] メト

リックを調べます。このメトリックの値が高い場合、コアと I/O デバイスが異なるソケットで動作していたことを意

味します。 

リモートソケット構成のメトリック値を調べます。 
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次に、ローカルソケット構成のメトリック値を調べます。 
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リモートキャッシュにアクセスしているコアを特定する 

リモートキャッシュにアクセスしているコアを調べるため、[Memory Usage (メモリー使用量)] ビューポイントの 

[Bottom-up (ボトムアップ)] ウィンドウに切り替えて、[Core (コア)] グループレベルを選択します。 

 

[Remote Cache (リモートキャッシュ)] 列はデフォルトで折りたたまれていることに注意してください。列の名前の

右側にある ">>" コントロールをクリックして列を展開します。列のメトリック階層は [Summary (サマリー)] 

ウィンドウのメトリック階層と同じで、このケースでは [Memory Bound (メモリー依存)] グループから始まりま

す。 

この例では、core_19 がリモート LLC にアクセスしていました。 
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DPDK アプリケーションを再構成する 

インテル® プラットフォームで実行する DPDK アプリケーションにリモートキャッシュ問題が見つかった場合は、

『DPDK Getting Started guide (DPDK 入門ガイド)』 の「How to get best performance with NICs on Intel 

platforms (インテル(R) プラットフォームで NIC の最良のパフォーマンスを得る方法)」 (英語) の構成手順に従っ

てください。 

注 

このレシピの情報は、インテル® VTune™ Amplifier デベロッパー・フォーラム (英語) を参照してください。 

 

関連項目 

ハードウェア問題の全般解析 (英語) 

トップダウン・アーキテクチャー解析法を使用したアプリケーションのチューニング 

  

http://dpdk.org/doc/guides/linux_gsg/nic_perf_intel_platform.html
http://dpdk.org/doc/guides/linux_gsg/nic_perf_intel_platform.html
https://software.intel.com/en-us/forums/intel-vtune-amplifier-xe/topic/746417
https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-general-exploration-analysis
https://jp.xlsoft.com/documents/intel/vtune/2017/Tuning_Applications_Using_a_Top-down_Microarchitecture_Analysis_Method.pdf
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I/O 問題: 高いレイテンシーと低い PCIe* 帯域幅 
このレシピは、I/O 依存のサンプル・アプリケーションに対してインテル® VTune™ Amplifier のディスク I/O 解

析を実行します。そして、PCIe* デバイス向けにアフィニティーを変更して、読み取りアクセスの帯域幅が向上するよ

うに最適化します。 

使用するもの 

• アプリケーション: 3 秒間に連続する 128K 読み取りアクセスを実行する hdparm。

https://sourceforge.net/projects/hdparm (英語) から入手できます。 

• パフォーマンス解析ツール: 

o インテル® VTune™ Amplifier: ディスク I/O 解析 

• オペレーティング・システム: Red Hat* Enterprise Linux* Server 7.2 

• CPU: インテル® プロセッサー (開発コード名 Skylake) 

• I/O デバイス: インテル® Solid State Drive DC P3500/P3600/P3700 シリーズ 

 

  

https://sourceforge.net/projects/hdparm/
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ディスク I/O 解析を実行する 

I/O 依存のアプリケーションでは、ディスク I/O 解析から始めることを推奨します。 

1. ツールバーの  [New Project (新規プロジェクト)] ボタンをクリックして、新規プロジェクトの名前 (例: 

hdparm) を指定します。 

2. [Analysis Target (解析ターゲット)] ウィンドウで、ホストベースの解析として [local host (ローカルホスト)] 

ターゲット・システム・タイプを選択します。 

3. [Launch Application (起動アプリケーション)] ターゲットタイプを選択して、右ペインで解析するアプリケー

ションを指定します。 

 

4. 右の [Choose Analysis (解析の選択)] ボタンをクリックし、[Platform Analysis (プラットフォーム解析)] > 

[Disk Input and Output (ディスク I/O)] を選択して、[Start (開始)] をクリックします。 

インテル® VTune™ Amplifier は、アプリケーションを起動してデータを収集し、収集したデータをファイナライ

ズして、シンボル情報を解決します。この情報は、ソース解析で必要になります。 
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帯域幅とレイテンシーのメトリックを解析する 

アプリケーション実行の統計が表示される [Summary (サマリー)] ビューから解析を始めます。I/O 効率の主要

な指標である [I/O Wait Time (I/O 待機時間)] メトリックに注目します。 

 

I/O 待機時間メトリックは、hdparm アプリケーションが経過時間の約 30% を I/O 待機に費やしていることを

示しています。 

ヒストグラムで read ディスク I/O 操作タイプを選択して、読み取りアクセスの時間分布を解析します。 
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不規則なフローは、通常、パフォーマンスの低下を示します。これは、デバイス仕様で宣言されている値 (20 マイク

ロ秒) よりも 3 桁大きい読み取りアクセスの値からも確認できます。 

[Bottom-up (ボトムアップ)] ウィンドウに切り替えて [Storage Device/Partition (ストレージデバイス/パー

ティション)] グループレベルを適用します。タイムライン・データに注目します。 

 

タイムライン・ビューの [I/O Operations (I/O 操作)] と [Data Transfers (データ転送)] セクションは、高い 

I/O 待機と不規則なデータフローを示しています。 

[PCIe Bandwidth (PCIe* 帯域幅)] セクションは、デバイス (package_0) の読み取り帯域幅が、デバイス仕様で

宣言されている値の約 65% しかないことを示しています。 
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タイムラインのグループレベルを [Package / Core / H/W Context (パッケージ/コア/ハードウェア・コンテキス

ト)] に変更して、アプリケーションのアフィニティーを調査します。 

 

デバイスは package_0 ですが、アプリケーションは package_1 で実行していることが分かります。これが、高い

レイテンシーと低い帯域幅の原因の可能性があります。 

アプリケーションのアフィニティーを変更して解析を再度実行する 

ワークロードとデバイスの設定を維持したまま検出された I/O 問題を解決するため、アプリケーションのアフィニ

ティーを変更して、ディスク I/O 解析を再度実行します。 

新しい結果は、アプリケーションの I/O 待機時間が経過時間の約 2% になったことを示しています。 

 

ヒストグラムに読み取りアクセスの時間分布が表示されなくなりました。すべての I/O 操作がミリ秒未満で実行さ

れています。 
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タイムライン・ビューでは、I/O 操作と I/O データ転送の規則的なデータフローが確認できます。これは、アフィニ

ティーの最適化によりレイテンシーが軽減されたことを示しています。 
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さらに、この変更により、PCIe* 帯域幅が向上し、デバイス仕様で宣言されている値の約 93% になりました。 

まとめ 

PCIe* 帯域幅に依存するアプリケーションの I/O パフォーマンス解析に関して、次の点を説明しました。 

• PCIe* デバイスの I/O ユニット (IOU) アフィニティーを決定する 

• アプリケーションを I/O ユニットに適切に分配する 

• デバイスの性能を理解する 

• 合理的なパフォーマンス目標を設定する 

• ディスク I/O 解析 (英語) を実行して低い帯域幅の I/O ソリューションをデバッグする 

  

https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-disk-input-and-output-analysis


48 

OS スレッド・マイグレーション 
このレシピは、インテル® VTune™ Amplifier の高度な hotspot 解析を使用して NUMA アーキテクチャーの 

OS スレッド・マイグレーションを特定する手順を説明します。 

現代の複雑なオペレーティング・システムは、スケジューラーを使用してアプリケーション・スレッド (ソフトウェア・

スレッド) をプロセッサー・コアに割り当てます。スケジューラーは、システムステート、システムポリシーなどのさま

ざまな異なる要因に応じて、物理コア上のアプリケーション・スレッドの配置を選択します。ソフトウェア・スレッドは、

スワップアウトされて待機状態になるまで、コアで一定時間実行されます。ソフトウェア・スレッドは、I/O によるブ

ロックのようなさまざまな理由により待機します。利用可能な場合、別のソフトウェア・スレッドがこのコアで実行さ

れます。オリジナルのソフトウェア・スレッドが再度実行可能になると、スケジューラーは、オリジナルのソフトウェ

ア・スレッドが実行できるように別のソフトウェア・スレッドを別のコアに移動します。ソフトウェア・スレッドを移動す

ると、スレッドとすでにキャッシュにフェッチされたデータの関連付けが解消され、データアクセスのレイテンシーが

大きくなるため、新しい計算アーキテクチャーでは問題が発生します。この問題は、各プロセッサーが個別のローカ

ルメモリーを保持し、それらに直接アクセスする NUMA (Non Uniform Memory Access) アーキテクチャーでは

さらに大きくなります。NUMA アーキテクチャーでは、ソフトウェア・スレッドを別のコアに移動すると、以前のコアの

ローカルメモリーに格納されていたデータがリモートになり、メモリーアクセス時間が大幅に増加します。スレッド・

マイグレーションはパフォーマンス低下の原因となるため、アプリケーションでスレッド・マイグレーションが発生し

ているかどうか確認することが重要です。 

使用するもの 

• アプリケーション: OpenMP* テスト・アプリケーション 

• パフォーマンス解析ツール: インテル® VTune™ Amplifier: 高度な hotspot 解析 

• オペレーティング・システム: Ubuntu* 16.04 LTS 64 ビット 

• CPU: インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー 

高度な hotspot 解析を実行する 

インテル® VTune™ Amplifier (GUI または amplxe-cl) を使用して、インテル® アーキテクチャー上で実行中の

アプリケーションのソフトウェア・スレッド・マイグレーションを特定します。OS スレッド・マイグレーションを特定す

るには、アプリケーションで基本 hotspot 解析または高度な hotspot 解析を実行します。高度な hotspot 解析

の例を次に示します。 
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スレッド・マイグレーションを特定する 

 

 

GUI を使用してスレッド・マイグレーションを特定するには、[Core/Thread/Function/Call Stack (コ

ア/スレッド/関数/コールスタック)] グループを選択します。 

 

コアノードを展開してソフトウェア・スレッドの数を確認します。一般に、ソフトウェア・スレッドの数は、

CPU でサポートしているハードウェア・スレッドの数以下にする必要があります。また、スレッドをコア間

で均等に分散する必要もあります。いずれかのコアに予想よりも多くのソフトウェア・スレッドが表示され

ている場合、アプリケーションでスレッド・マイグレーションが発生しています。上記の例では、予想され

る 2 スレッド (インテル® Xeon® プロセッサーはインテル® ハイパースレッディング・テクノロジーを

サポートしているため) ではなく 12 の OpenMP* ワーカースレッドが core_8 で実行されています。

これはスレッド・マイグレーションを示しています。 
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[Thread/H/W Context (スレッド/ハードウェア・コンテキスト)] グループを選択して、[Timeline (タイ

ムライン)] ペインでスレッド・マイグレーションを解析します。 

 

スレッドのノードを展開して、このスレッドが実行された CPU の番号を確認し、経時的なスレッド実行

を解析します。上記の例では、OpenMP* スレッド #0 は cpu_23 で実行された後、cpu_47 に移動し

ています。 

 

次のように、コマンドラインから直接これらの結果を見ることもできます。 

> amplxe-cl -group-by thread,cpuid -report hotspots -r /temp/test/omp -s "H/W Context" 

-q | less 

Thread     H/W Context CPU Time:Self 

------------------------------ ----------- ------------- 

OMP Worker Thread #5 (0x3d86) cpu_0  0.004  

matmul-intel64 (0x3d52)  cpu_1  0.013  

OMP Worker Thread #15 (0x3d90) cpu_10  2.418  

matmul-intel64 (0x3d52)  cpu_10  2.023  

OMP Worker Thread #8 (0x3d89) cpu_10  0.687  

OMP Worker Thread #13 (0x3d8e) cpu_10  0.097  

OMP Worker Thread #6 (0x3d87) cpu_10  0.065  

OMP Worker Thread #4 (0x3d85) cpu_10  0.059  

OMP Worker Thread #1 (0x3d82) cpu_10  0.048  

OMP Worker Thread #9 (0x3d8a) cpu_10  0.034  

OMP Worker Thread #11 (0x3d8c) cpu_10  0.009 

多くの OpenMP* ワーカースレッドが cpu_10 で実行されていることも分かります。 
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スレッド・マイグレーションを訂正する 

スレッド・マイグレーションはスレッド・アフィニティーを設定することで訂正できます。スレッド・アフィニティーは、特

定のスレッドの実行をマルチプロセッサー・コンピューターの物理処理ユニットの一部に限定します。インテルのラ

ンタイム・ライブラリーには、OpenMP* スレッドを物理処理ユニットにバインドする機能があります。

OMP_PROC_BIND および OMP_PLACES、またはインテルのランタイム固有の KMP_AFFINITY 環境変数を使用

して OpenMP* アプリケーションのスレッド・アフィニティーを設定することもできます。 
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Docker* コンテナーの Java* アプリケーションのプロ
ファイル 
このレシピは、インテル® VTune™ Amplifier の解析向けに Docker* コンテナーを構成して、分離されたコンテ

ナー環境で動作している Java* アプリケーションの hotspot を特定します。 

使用するもの 

• アプリケーション: MatrixMultiplication 

• ツール: インテル® VTune™ Amplifier: 高度な hotspot 解析 

• Linux* コンテナーランタイム: docker.io 

• オペレーティング・システム: Ubuntu* 17.04 

• CPU: インテル® プロセッサー (開発コード名 Skylake)、8 論理 CPU 

Docker* コンテナーをインストールして設定する 

1. [オプション] 必要に応じて、ホストシステムから以前の Docker* バージョンを削除します。 

1 host> sudo apt-get remove docker 

2. Docker* をインストールします。 

1 host> sudo apt-get update 

1 host> sudo apt-get install docker.io 

注 

o Docker* コンテナーランタイムのバージョンはオペレーティング・システムのバージョンに依存します。

apt-cache search "container runtime" と入力すると、正しいバージョンが表示されます。 

o パッケージをインストールできない場合、Docker* の systemd サービスファイルでプロキシーサーバー

が設定されていることを確認してください。詳細は、

https://docs.docker.com/engine/admin/systemd/#httphttps-proxy (英語) を参照してください。ス

テップ 1 から 6 に従い、例のプロキシー名を使用するプロキシー名に変更します。 

o インストールの詳細は、

https://docs.docker.com/engine/installation/linux/docker-ce/ubuntu/#install-docker-ce (英語) 

を参照してください。 

3. Docker* イメージを作成します。 

https://docs.docker.com/engine/admin/systemd/#httphttps-proxy
https://docs.docker.com/engine/installation/linux/docker-ce/ubuntu/#install-docker-ce
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01 host> cd /tmp 

02 host> touch Dockerfile 

03  host> echo FROM ubuntu:latest > ./Dockerfile 

04  host> docker build -t myimage . 

05 Sending build context to Docker daemon 6.295 MB 

06 Step 1: FROM ubuntu:latest 

07 e0a742c2abfd: Pull complete 

08 486cb8339a27: Pull complete 

09 dc6f0d824617: Pull complete 

10 4f7a5649a30e: Pull complete 

11 672363445ad2: Pull complete 

12 
Digest: 

sha256:84c334414e2bfdae99509a6add166bbb4fa4041dc3fa6af08046a66fed3005f 

13 Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest 

14 ---> 14f60031763d 

15 Successfully built 14f60031763d 

4. イメージ myimage が作成されたことを確認します。 

1 host> docker images 

2 REPOSITORY       TAG            IMAGE ID          CREATED             SIZE 

3 myimage          latest         14f60031763d     2 weeks ago         119.5 MB 

注 

docker load -i image.tar コマンドを使用して、ファイルから圧縮されたリポジトリーをロードすること

もできます。 

5. -t および -d オプションを使用してコンテナーを実行します。 

1 host> docker run -td myimage 

6. コンテナー ID を確認します。 

1 host> docker ps 

2 
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             

STATUS              PORTS               NAMES 

3 
98fec14f0c08        myimage             "/bin/bash"         10 seconds ago      

Up 9 seconds                           sharp_thompson 
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7. コンテナー ID を使用してバックグラウンド・モードで (bash シェルを起動して) コンテナーに入ります。 

1 host> docker exec -it 98fec14f0c08 /bin/bash 

8. Java* アプリケーションと JVM を動作中の Docker* インスタンスにコピーします。次に例を示します。 

1 host> docker cp /home/samples/jdk1.8.tar 98fec14f0c08:/var/local 

2 host> docker cp /home/samples/matrix.tar 98fec14f0c08:/var/local 

9. matrix.tar および jdk アーカイブを展開します。 

アタッチモードで高度な hotspot 解析を実行する 

1. ホストでインテル® VTune™ Amplifier を起動します。 

1 host> cd /opt/intel/vtune_amplifier_2018.0.2.522558 

2 host> source ./amplxe-vars.sh 

3 host> amplxe-gui 

2. プロジェクト (例: matrix_java) を作成します。 

3. コンテナー内で Java* アプリケーションを実行します。 

1 container> cd /var/local/matrix 

2 
container> /var/local/jdk1.8.0_72-x64/bin/java -cp .MatrixMultiplication 

2000 2000 2000 2000 

4. top コマンドを実行して java プロセスの PID を取得します。 

5. [Analysis Target (解析ターゲット)] タブで次の項目を設定します。 

o [local host (ローカルホスト)] ターゲット・システム・タイプ 

o [Attach To Process (プロセスにアタッチ)] ターゲットタイプ 

o java の PID (プロセス ID) (例: 24116) 
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o 右の [Binary/Source Search (バイナリー/ソース検索)] ボタンをクリックして、ホスト上のソースが配置

されている場所を指定します。 
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インテル® VTune™ Amplifier は、このパスを検索して、hotspot の原因であるソースコードとマシン命令

を関連付けます。 

6. [Analysis Type (解析タイプ)] タブに切り替えて、[Advanced Hotspots (高度な hotspot)] 解析タイプを

選択し、[Hotspots and stacks (hotspot とスタック)] オプションを選択します。 

 

7. [Start (開始)] をクリックして解析を開始します。 
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コンテナーで収集したデータを解析する 

データ収集が完了すると、インテル® VTune™ Amplifier はデフォルトの [Hotspots (hotspot)] ビューポイントに

結果を表示します。 

 

[Summary (サマリー)] ビューの [Top Hotspots (上位の hotspot)] セクションは、ターゲット・アプリケーショ

ンの multiply 関数に最も CPU 時間がかかっていることを示しています。リストの関数をクリックして 

[Bottom-up (ボトムアップ)] タブに切り替え、この hotspot 関数のスタックフローを確認します。 
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詳細に解析するため、hotspot 関数をダブルクリックして関数の hotspot ソース行を特定し、この行で収集された

メトリックデータを解析します。 

Docker* コンテナーモジュールの統計を取得するには、[Module/Function/Call Stack (モジュール/関数/コー

ルスタック)] でデータをグループ化し、モジュールパスの docker エントリーでコンテナーモジュールを識別しま

す。 

 

注 

このレシピの情報は、インテル® VTune™ Amplifier デベロッパー・フォーラム (英語) を参照してください。 

  

https://software.intel.com/en-us/forums/intel-vtune-amplifier-xe/topic/743546


60 

関連項目 

Java* コード解析 (英語) 

コンテナーターゲットのプロファイル (英語) 

  

https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-java-code-analysis
https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-profiling-container-targets
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.NET Core アプリケーションのプロファイル 
このレシピは、インテル® VTune™ Amplifier を使用して .NET Core ダイナミックコードをプロファイルし、マネー

ジドコードの hotspot を特定してパフォーマンスが向上するようにアプリケーションを最適化します。 

使用するもの 

• アプリケーション: 整数リストのすべての要素を加算するサンプル C# アプリケーション 

• ツール: 

o インテル® VTune™ Amplifier 2018 

o .NET Core 2.0 SDK (英語) 

• オペレーティング・システム: Microsoft* Windows® 10 

• CPU: インテル® プロセッサー (開発コード名 Skylake) 

アプリケーションを準備する 

1. .NET 環境変数が設定された新しいコマンドウィンドウを開き、.NET Core 2.0 が正しくインストールされてい

ることを確認します。 

1 > dotnet --version 

2. アプリケーションの新しい listadd ディレクトリーを作成します。 

1 > mkdir C:¥listadd 

2 > cd C:¥listadd 

3. dotnet new console と入力して、次の構造の新しいスケルトン・プロジェクトを作成します。 

 

  

https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/vtune/index.html
https://www.microsoft.com/net/core#windowscmd


62 

4. listadd フォルダーの Program.cs の内容を、整数リストの要素を加算する C# コードに変更します。 

01 using System; 

02 using System.Linq; 

03 using System.Collections.Generic; 

04   

05 namespace listadd 

06 { 

07     class Program 

08     { 

09         static void Main(string[] args) 

10         { 

11             Console.WriteLine("Starting calculation..."); 

12             List<int> numbers = Enumerable.Range(1,10000).ToList(); 

13             for (int i =0; i < 100000; i ++) 

14             { 

15                 ListAdd(numbers); 

16             } 

17   

18             Console.WriteLine("Calculation complete"); 

19         } 

20   

21         static int ListAdd(List<int> candidateList) 

22         { 

23             int result = 0; 

24             foreach (int item in candidateList) 

25             { 

26                 result += item; 

27             } 

28   

29             return result; 

30         } 

31     } 

32 } 
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5. listadd.csproj ファイルの PropertyGroup セクションに <DebugType>pdbonly</DebugType> フ

ラグを追加してインテル® VTune™ Amplifier のソースコード解析を有効にします。 

6. C:¥listadd¥bin¥Release¥netcoreapp2.0 フォルダーに listadd.dll を作成します。 

1 > dotnet build -c Release 

7. サンプル・アプリケーションを実行します。 

1 > dotnet C:¥listadd¥bin¥Release¥netcoreapp2.0¥listadd.dll 

 

高度な hotspot 解析を実行する 

必要条件: Windows* で .NET CoreCLR プロファイル (インテル® VTune™ Amplifier 2018 Update 1 のプレ

ビュー機能) を有効にするには、次の環境変数を設定します。 

• CORECLR_ENABLE_PROFILING=1 

• CORECLR_PROFILER={AA5E4821-E3B1-479c-B7FF-5AD047D22CED} 

注 

Linux* で .NET Core プロファイルを実行するには、次の内容で environment.sh ファイルを作成して環境変

数を設定します。 

1 echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/watchdog 

2 echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope 

3 echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/kptr_restrict 

4 export AMPLXE_EXPERIMENTAL=coreclr 

5 cd /opt/intel/vtune_amplifier 

6 sudo --sh `source amplxe-vars.sh; amplxe-gui` 

次のスクリプトを実行して、sudo 権限でインテル® VTune™ Amplifier を起動できるようにします。 

1 > chmod +x environment.sh 

2 > ./environment.sh 

 

1. 管理者権限でインテル® VTune™ Amplifier を起動します。 

2. ツールバーの  [New Project (新規プロジェクト)] ボタンをクリックして、新規プロジェクトの名前 (例: 

dotnet) を指定します。 

3. [Analysis Target (解析ターゲット)] ウィンドウで、左ペインから [local host (ローカルホスト)] および 

[Launch Application (起動アプリケーション)] ターゲットタイプを選択します。 
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4. [Launch Application (起動アプリケーション)] ペインで、解析するアプリケーションを指定します。 

o アプリケーション: C:¥Program Files¥dotnet¥dotnet.exe 

o アプリケーションのパラメーター: C:¥listadd¥bin¥Release¥netcoreapp2.0¥listadd.dll 

 

注 

dotnet.exe の場所は環境変数に依存します。where dotnet コマンドを使用して確認できます。 

5. 右の [Choose Analysis (解析の選択)] ボタンをクリックして、左ペインから [Advanced Hotspots (高度な 

hotspot)] 解析を選択します。 

6. [Start (開始)] をクリックして解析を開始します。 

マネージドコードの hotspot を特定する 

収集した解析結果が表示されたら、[Bottom-up (ボトムアップ)] タブに切り替えて 

[Process/Module/Function/Thread/Call Stack (プロセス/モジュール/関数/スレッド/コールスタック)] グ

ループを選択します。 
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dotnet.exe > listadd.dll を展開して、最も CPU 時間がかかっているマネージド 

listadd::Program::ListAdd 関数を見つけます。 

 

この hotspot 関数をダブルクリックして [Source (ソース)] ビューを開きます。ソースと逆アセンブルしたコード

を並べて表示するには、ツールバーの [Assembly (アセンブリー)] ボタンをクリックします。 
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ソース行/アセンブリー命令ごとの統計を使用して、最も時間を費やしているコード部分 (上記の例では行 24) を

特定します。 

ループ交換を使用してコードを最適化する 

インテル® VTune™ Amplifier は、次のコード行をパフォーマンス・クリティカルとしてハイライトします。 

foreach (int item in candidateList) 

for ループ文を使用してコードを最適化します。Program.cs の内容を次のように変更します。 
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01 using System; 

02 using System.Linq; 

03 using System.Collections.Generic; 

04   

05 namespace listadd 

06 { 

07     class Program 

08     { 

09         static void Main(string[] args) 

10         { 

11             Console.WriteLine("Starting calculation..."); 

12             List<int> numbers = Enumerable.Range(1,10000).ToList(); 

13             for (int i =0; i < 100000; i ++) 

14             { 

15                 ListAdd(numbers); 

16             } 

17   

18             Console.WriteLine("Calculation complete"); 

19         } 

20   

21         static int ListAdd(List<int> candidateList) 

22         { 

23             int result = 0; 

24             for (int i = 0; i < candidateList.Count; i++) 

25             { 

26                 result += candidateList[i]; 

27             } 

28   

29             return result; 

30         } 

31     } 

32 } 
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最適化を確認する 

更新したコードの最適化を確認するため、高度な hotspot 解析を再度実行します。 

最適化前は、サンプル・アプリケーションの CPU 時間は 2.636 秒でした。 

 

最適化後は、サンプル・アプリケーションの CPU 時間が 0.945 秒になり、オリジナルから約 64% パフォーマン

スが向上しました。 

 

関連項目 

.NET コード解析 (英語) 

  

https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-net-code-analysis
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HHVM* で動作している PHP コードのプロファイル 
このレシピは、インテル® VTune™ Amplifier を使用して HHVM* 環境で動作している PHP コードのパフォーマ

ンスを解析するための設定手順を説明します。 

使用するもの 

• アプリケーション: test.php 

• 仮想マシン: HHVM* 

• パフォーマンス解析ツール: 

o インテル® VTune™ Amplifier 2018: 高度な hotspot 解析 

• オペレーティング・システム: Ubuntu* 16.04 LTS 

• CPU: インテル® プロセッサー (開発コード名 Skylake) 

HHVM* でインテル® VTune™ Amplifier のサポートを有効にする 

必要条件: この解析で使用する hhvm-vtune-env.sh スクリプト (添付ファイルに含まれています) が

インテル® VTune™ Amplifier インストール・ディレクトリーの正しいパスを指していることを確認します。デフォル

トでは、パスは AGENT_DIR=/opt/intel/vtune/ のように指定されます。このスクリプトは、JIT ファイルの

ディレクトリーを作成して、インテル® VTune™ Amplifier エージェントのパスを設定します。 

1. スクリプト hhvm-vtune-env.sh を source します。 

1 > source ./hhvm-vtune-env.sh 

2. テスト・アプリケーションを指定して hhvm プロセスを実行します。 

1 > ./hhvm -v "Eval.JitUseVtuneAPI-true" ./test.php 

3. Eval.JitUseVtuneAPI-true オプションを使用して、HHVM* プロファイルでインテル® VTune™ 

Amplifier のサポートを有効にします。 

HHVM* プロファイル向けにインテル® VTune™ Amplifier を設定して実行する 

注 

このレシピは、動作中の PHP アプリケーションにインテル® VTune™ Amplifier をアタッチして解析を行う方法 

(システム全体のプロファイルに似ています) を説明します。[Launch Application (起動アプリケーション)] モー

ドでのアプリケーションのパフォーマンス・プロファイルは HHVM* 固有ではなく、追加の設定は必要ありません。 
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1. インテル® VTune™ Amplifier を起動します。 

1 > ./amplxe-gui 

2. ツールバーの [New Project (新規プロジェクト)]  アイコンをクリックして新規プロジェクトを作成します。 

3. [Analysis Target (解析ターゲット)] タブで、[Attach To Process (プロセスにアタッチ)] ターゲットタイプ

を選択し、[Process name (プロセス名)] として hhvm を指定します。 

 

a. 右ペインから [Advanced (詳細)] セクションを展開し、[Custom collector (カスタムコレクター)] オプ

ションとして copy.sh スクリプトのパスを指定します。 
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copy.sh スクリプトは、アプリケーションの実行が終了すると直ちに収集したデータを結果ディレクトリー

に自動的にコピーする必要があります。 

1 #!/bin/bash 

2 JIT_DIR=/tmp/jitdata 

3 if [ "$AMPLXE_COLLECT_CMD" = "stop" ]; then 

4    cp $JIT_DIR/* $AMPLXE_DATA_DIR 

5 fi 

 

注 

copy.sh ファイルで指定されている JIT_DIR 値が hhvm-vtune-env.sh スクリプトの JIT_DIR 

値と一致していることを確認します。 

4. [Analysis Type (解析タイプ)] タブに切り替えて、左ペインから [Advanced Hotspots (高度な hotspot)] 

解析タイプを選択し、[Start (開始)] をクリックして解析を実行します。 
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コマンドラインから解析を起動するには、次のコマンドを入力します。 

1 
> ./amplxe-cl -collect advanced-hotspots -custom-collector=/var/local/copy.sh 

--target-process=hhvm 

システム全体の収集を行う場合は、次のコマンドを入力します。 

1 
> ./amplxe-cl -collect advanced-hotspots -custom-collector=/var/local/copy.sh 

--analyze-system -duration 10 

 

hotspot を特定する 

解析が完了すると、インテル® VTune™ Amplifier は [Summary (サマリー)] ビューに結果を表示します。 

 

詳細に解析するため、最上位の hotspot、branchy 関数をクリックして [Bottom-up (ボトムアップ)] ウィンドウ

に切り替えます。 

 

hotspot 関数をダブルクリックしてソースコードを表示し、最もホットなコード行を特定します。 
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関連項目 

カスタムコレクターの使用 (英語) 

高度な hotspot 解析 (英語) 

amplxe-cl コマンド構文 (英語) 

添付ファイル:  

hhvm-vtune-env.zip (647 バイト) 今すぐダウンロード 

  

https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-using-a-custom-collector
https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-advanced-hotspots-analysis
https://software.intel.com/en-us/vtune-amplifier-help-amplxe-cl-command-syntax
https://software.intel.com/sites/default/files/managed/5a/64/hhvm-vtune-env.zip
https://software.intel.com/sites/default/files/managed/5a/64/hhvm-vtune-env.zip
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Node.js＊ の JavaScript＊ コードのプロファイル 
このレシピは、Node.js をリビルドし、インテル® VTune™ Amplifier を使用して、JavaScript＊ フレームとネイ

ティブフレーム (ネイティブコード、例えば、JavaScript＊ コードから呼び出されたシステム・ライブラリーやネイティ

ブ・ライブラリー) から成る混在モードのコールスタックを含む JavaScript* コードのパフォーマンスを解析するた

めの設定手順を説明します。 

使用するもの 

• アプリケーション: sample.js 

• JavaScript* 環境: Node.js* 8.0.0、Chrome* V8 5.8.283.41 

• パフォーマンス解析ツール: インテル® VTune™ Amplifier 2018: 高度な hotspot 解析 

• オペレーティング・システム: Microsoft* Windows® 10 

Node.js* でインテル® VTune™ Amplifier のサポートを有効にする 

1. Node.js* のソース (nightly build) をダウンロードします。 

2. ルートの node-v8.0.0 フォルダーから vcbuild.bat スクリプトを実行します。 

1 > echo vcbuild.bat enable-vtune 

3. このスクリプトは、インテル® VTune™ Amplifier が JavaScript* コードのプロファイルをサポートするよう

に Node.js* をビルドします。 

注 

Microsoft* Visual Studio* 2015 以降の IDE を使用する場合は、

node-v8.0.0-win¥deps¥v8¥src¥third_party¥vtune¥vtune-jit.cc ファイルに #define 

_SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS を追加します。 

1 #include <string.h> 

2   

3 #ifdef WIN32 

4 #define _SILENCE_STDEXT_HASH_DEPRECATION_WARNINGS 

5 #include <hash_map> 

6 using namespace std; 

7 #else 

8 ... 
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Node.js* で動作している JavaScript* コードをプロファイルする 

このレシピはサンプル JavaScript* アプリケーションを使用します。 

01 function say(word) { 

02 console.log("Calculating ..."); 

03 var res = 0; 

04 for (var i = 0; i < 20000; i++) { 

05   for (var j = 0; j < 20000; j++) { 

06     res = i * j / 2; 

07   } 

08  } 

09 console.log("Done."); 

10 console.log(word); 

11 } 

12   

13 function execute(someFunction, value) { 

14   someFunction(value); 

15 } 

16   

17 execute(say, "Hello from Node.js!"); 

インテル® VTune™ Amplifier を使用してこのアプリケーションをプロファイルするには、次の操作を行います。 

1. インテル® VTune™ Amplifier を起動します。 

1 > amplxe-gui.exe 

2. ツールバーの [New Project (新規プロジェクト)]  アイコンをクリックして新規プロジェクトを作成します。 

3. [Analysis Target (解析ターゲット)] タブで、[Application (アプリケーション)] フィールドに node.exe、

[Application parameters (アプリケーションのパラメーター)] フィールドに sample.js を指定します。 
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4. [Analysis Type (解析タイプ)] タブに切り替えて、左ペインから [Advanced Hotspots (高度な hotspot)] 

解析タイプを選択し、[Start (開始)] をクリックして解析を実行します。 

解析が完了すると、インテル® VTune™ Amplifier はデフォルトの [Hotspots (hotspot)] ビューポイントに結果

を表示します。[Bottom-up (ボトムアップ)] ウィンドウを使用して、サンプルが JavaScript* 関数にどのように分

散されているか調べます。最も CPU 時間がかかっている関数をダブルクリックしてソースコードを表示し、最も

ホットなコード行を特定します。 
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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、および非侵害性の黙示の保証、ならびに履行の過程、取引の過程、または取引での使用から生

じるあらゆる保証を含みますが、これらに限定されるわけではありません。 

本資料には、開発中の製品、サービスおよびプロセスについての情報が含まれています。本資料に記載されているす

べての情報は、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、ロードマップをご希望の方は、

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。現在確認済みのエラッタについては、インテルまでお問い合わせください。 

インテル・プロセッサー・ナンバーはパフォーマンスの指標ではありません。プロセッサー・ナンバーは同一プロセッ

サー・ファミリー内の製品の機能を区別します。異なるプロセッサー・ファミリー間の機能の区別には用いません。詳

細については、http://www.intel.co.jp/jp/products/processor_number/ 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。 

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Xeon、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。 

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標また

は商標です。 

* 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。 

コンパイラーの最適化に関する詳細は、最適化に関する注意事項を参照してください。 

 

http://www.intel.co.jp/jp/products/processor_number/
https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
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