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関連情報

はじめに 
プログラマーにとって、コア数とベクトルの幅
の増加によりもたらされる処理能力を最大限に
活用することは大きな課題です。このコードブッ
クは、これらの能力を利用しパフォーマンスを
向上する最適化手法とモデルをいくつか紹介し
ます。インテル® ソフトウェア開発ツールを使用
することで、インテル® Core™ プロセッサー、イ
ンテル® Xeon® プロセッサー、インテル® Xeon 
Phi™ コプロセッサー向けの開発において一貫し
たモデル、言語、ツール、および手法により、
数コアからメニーコアまでアプリケーションをスケールさせることができます。

プロセッサー、コプロセッサー、GPUで最高のパフォーマンスを実現するには、並列性を高めるようにコードを
再構築する方法を理解することが重要です。インテル コーポレーションの並列プログラミング・エバンジェリスト
兼ディレクターである James Reinders にとって、並列プログラミングは簡単に実現可能なものです。「任意のプ
ログラミング言語と並列モデルで、ベクトルを使用する多数のスレッドを用いてプログラムを作成するだけです。」
この再構築は一般的に利点をもたらします。Reinders は、コードを書き直さなくてもアプリケーションのスケー
リングを可能にする、さまざまなプロセッサーやコプロセッサーで動作する一般的なプログラミング言語、モ
デル、ツールの価値についても強調しています。
 
ここでは、インテル® プロセッサーおよびコプロセッサーを使用する場合のさまざまな可能性について説明しま
す。コプロセッサーは、追加のベクトル演算ユニットやメモリーバンド幅により、インテル® Xeon® プロセッサー・ベー
ス・システムのスケーリングを拡張します。 

James Reinders にとって、並
列プログラミングは簡単に実
現可能なものです。
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無料の Web セミナー (英語) » 
アプリケーションの可能性を見
出す並列プログラミングに関する
プレゼンテーション

将 来 にも 通 用 するコード  
(英語、動画 ) »

並列化のエキスパート James 
Reinders のブログ (英語) »

書籍
『Intel® Xeon Phi™ Coprocessor 
High Performance 
Programming』 
 (邦題 : 『インテル® Xeon Phi™ コ
プロセッサー・ハイパフォーマン
ス・プログラミング』) » 

『Structured Parallel 
Programming』  
(邦題 : 『構造化並列プログラミ
ング』) »
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インテル® プロセッサーおよび
コプロセッサーの概要 

マルチコア・プロセッサーとメニーコア・コプ
ロセッサーを利用するプログラムには、常に
変化するニーズを満たすさまざまな方式が用
意されています。これらの方式は、C、C++、
Fortran、OpenMP*、MPI、およびインテル® 
スレッディング・ビルディング・ブロック (イン
テル® TBB) のような、広く採用されている既存
のソリューションを利用しており、OpenCL* の
ような新しい標準規格やインテル® Cilk™ Plus 
のようなオープンソース・ソフトウェアによる開
発も急速に進んでいます。

インテル® Xeon® プロセッサーおよびインテル® 
Xeon Phi™ コプロセッサーの各コアは、豊富な
機能を備えた、マルチスレッド化された実行ユ
ニットです。インテル® Xeon Phi ™ コプロセッサー
はさまざまなプログラミング・モデルをサポート
しています。

• ホストからオフロードされる計算のアクセラ
レーターとして実行

• ネイティブまたは IP や OFED を介して MPI 
計算ノードとして実行

• MPI を使用してシンメトリック・モードで実行

• Windows* ホストマシンから実行

主な機能と拡張性能 使い慣れた開発環境を使用可能

• インテル® Pentium® プロ
セッサー・ファミリー・ベー
スのスカラーユニット

• 64 ビット・データ・パス 

• コアごとに 4 ハードウェ
ア・スレッド

• コンテキストごとに 32 個
の 512 ビット・ベクトル・
レジスター 

• 完全にパイプライン化さ
れた命令デコーダー 

• リソース使用率の向上 

• シリアルコードの実行は
ホスト側が高速

• 並列プログラミング・モデル 

• OpenMP* 4.0

• インテル® C/C++ および Fortran コンパイラー 

• 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) 

• インテル® Cilk™ Plus 

• インテル® MPI ライブラリーによるインテル® 
Xeon Phi™ コプロセッサーのサポート 

• インテルによるインテル® Xeon Phi ™ コプロセッ
サーでの GDB サポート

• インテルのパフォーマンス・ライブラリー  
(例 : インテル® マス・カーネル・ライブラリー ) 

• インテル® VTune ™ Amplifier XE によるパフォー
マンス解析 

• Pthreads を含む標準ランタイム・ライブラリー
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インテル® Xeon Phi™ コプロセッ
サーについて (英語) »
メニーコア開発者向けのリソー
ス一覧 »

インテル® Xeon Phi™ コプロセッ
サー・クイック・スタート・ガイド 
(英語、PDF) »

インテル® Xeon® プロセッサー 
最もよく使用されている並列プロ
セッサーです。
• 多種多様なアプリケーション
をサポート

• 高速な並列およびシリアル・
パフォーマンス

• 業界最高レベルのコアあたり
のパフォーマンス

インテル® Xeon Phi™  
コプロセッサー
高度な並列アプリケーション向
けに最適化されています。
• 高度に並列化され、ワイドベ
クトルの恩恵を受けられるア
プリケーション向け

• インテル® メニー・インテグ
レーテッド・コア (インテル® 
MIC) アーキテクチャー・ベー
ス (最大 61 コア)

• 標準規格に基づいたプログラミ
ング言語とモデルを利用可能

ヒント

詳細は、インテル® Xeon® プロセッサーおよびインテル® Xeon Phi™ コプロセッ
サーの Web セミナー (英語) を参照してください。

命令デコーダー

32K L1 命令キャッシュ
32K L1 データキャッシュ

512K L2 キャッシュ

リング

UV

ベクトル
ユニット

スカラー
ユニット

スカラー
レジスター

ベクトル
レジスター

関連情報

http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/#opt-jp
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/privacy/intel-online-privacy-notice-summary.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/legal/terms-of-use.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/developer/software-products.html
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-xeon-phi-webinar?utm_campaign=Intel+DPD+PSXEeBook&utm_source=PSXEeBook&utm_medium=Link&utm_content=Xeon+Phi+Coprocessor+PDF_Page4Channel_na
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-xeon-phi-webinar?utm_campaign=Intel+DPD+PSXEeBook&utm_source=PSXEeBook&utm_medium=Link&utm_content=Xeon+Phi+Coprocessor+PDF_Page4Channel_na
http://www.isus.jp/article/idz/mic-developer/
http://www.isus.jp/article/idz/mic-developer/
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-xeon-phi-coprocessor-developers-quick-start-guide?utm_campaign=Intel+DPD+PSXEeBook&utm_source=PSXEeBook&utm_medium=Link&utm_content=Xeon+Phi+Quick+Guide+PDF_Page4Channel_na
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-xeon-phi-coprocessor-developers-quick-start-guide?utm_campaign=Intel+DPD+PSXEeBook&utm_source=PSXEeBook&utm_medium=Link&utm_content=Xeon+Phi+Quick+Guide+PDF_Page4Channel_na
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-xeon-phi-coprocessor-developers-quick-start-guide?utm_campaign=Intel+DPD+PSXEeBook&utm_source=PSXEeBook&utm_medium=Link&utm_content=Xeon+Phi+Quick+Guide+PDF_Page4Channel_na
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-xeon-phi-webinar?utm_campaign=Intel+DPD+PSXEeBook&utm_source=PSXEeBook&utm_medium=Link&utm_content=Webinar+link_Page4Channel_na
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-xeon-phi-webinar?utm_campaign=Intel+DPD+PSXEeBook&utm_source=PSXEeBook&utm_medium=Link&utm_content=Webinar+link_Page4Channel_na


インテル® ソフトウェア製品のパフォーマンスおよび最適化に関する注意事項については、http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/#opt-jp を参照してください。
Privacy | 利用規約 | 製品情報 

コンパイル 
インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー向けのプログラミングと最適化は、ホスト・プロセッサー向けのプログラミングと最適化を
拡張したものです。インテル® C/C++ および Fortran コンパイラーは、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーに対して、ホスト・プ
ロセッサーと同じ次のような最適化機能をサポートします。

• OpenMP* 4.0 (ネイティブおよびオフロードモデル)

• インテル® Cilk™ Plus 配列表記

• SIMD 最適化 

• ベクトル化 

• C++11 拡張サポート

• Fortran 2003 および 2008 拡張サポート

• MPI パフォーマンスとスケーラビリティーの向上

• ループの最適化、最適化された数値演算ライブラリー、IPO

ループはベクトル化されません : 
ベクトル依存関係が存在しています。

ループはベクトル化されません :
ベクトル依存関係が存在しています。

インテル® Cilk™ Plus 配列表記の例

インテル ® Cilk ™ Plus プラグマの例

ループがベクトル化されます。

SIMD ループがベクトル化されます。
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C++ ベンチマーク構成情報 ̶ コンパイラー・バージョン : インテル® C/C++ コンパイラー 14.0、Microsoft* Visual C++* 2012 (Windows*)、
GCC 4.8.1 (Linux*); ハードウェア :HP ProLiant DL360 G8、2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670 (2.60GHz、20480KB LLC、ターボブー
スト有効、ハイパースレッディング有効 )、128GB RAM、SAS; Windows* オペレーティング・システム : Windows* 7 Enterprise Service Pack 1; 
Linux* オペレーティング・システム : Red Hat* Enterprise Linux Server 6.2 (Santiago) カーネル 2.6.32-220.el6.x86_64。||| コンパイラー・
オプション : 整数演算速度 (Linux*): インテル® コンパイラー 14.0- C: -xAVX -ipo -O3 -no-prec-div -static -parallel -opt-prefetch -auto-p32。
C++: -xAVX -ipo -O3 -no-prec-div -opt-prefetch -auto-p32。GCC 4.8.1- C: -m64 -Ofast -ffast-math -flto -march=native -mfpmath=sse 
-funroll-all-loops -static -ftree-parallelize-loops=16。C++: -m64 -Ofast -ffast-math -flto -march=native -mfpmath=sse -funroll-all-
loops。||| 浮動小数点演算速度 (Linux*): インテル® コンパイラー 14.0- C: -xAVX -ipo -O3 -no-prec-div -static -parallel -opt-prefetch -ansi-
alias。C++-: -xAVX -ipo -O3 -no-prec-div -static -opt-prefetch -ansi-alias。GCC 4.8.1- C:-m64 -Ofast -ffast-math -flto -march=native 
-mfpmath=sse -funroll-all-loops -static -ftree-parallelize-loops=16。C++: -m64 -Ofast -ffast-math -flto -march=native -mfpmath=sse 
-funroll-all-loops。||| 整数演算速度 (Windows*): インテル® コンパイラー 14.0- C:/Qvc11 /Qstd=c99 /QxAVX /Qipo /O3 /Qprec-div- /Qopt-
prefetch /Qparallel /Qauto-ilp32。C++: /Qvc11 /QxAVX /Qipo /O3 /Qprec-div- /Qopt-prefetch /Qcxx_features /Qauto-ilp32。Visual C++* 
2012- C: /O2 /Ob2 /GL /arch:AVX /favor:EM64T /fp:fast /Qpar。C++: /O2 /Ob2 /GL /arch:AVX /favor:EM64T /fp:fast /Qpar -EHsc -GR。
||| 浮動小数点演算速度 (Windows*):インテル® コンパイラー 14.0- C: /Qvc11 /Qstd=c99 /QxAVX /Qipo /O3 /Qprec-div- /Qopt-prefetch /
Qansi-alias /Qparallel。C++: /Qvc11 /QxAVX /Qipo /O3 /Qprec-div- /Qopt-prefetch /Qcxx_features /Qansi-alias。Fortran: /QxAVX /Qipo /
O3 /Qprec-div- /Qopt-prefetch /Qparallel。

Fortran ベンチマーク構成情報 ̶ コンパイラー・バージョン : インテル® Fortran コンパイラー 14.0、PGI* 13.6、Absoft* 13.0.3、
gFortran* 4.8.1; ハードウェア : Blue Hills ATX Media IVB Desktop DZ77BH-55K-IDD; インテル® Core™ i7-3770K プロセッサー (3.50GHz、ター
ボブースト有効、ハイパースレッディング無効 )、16GB RAM; Windows* オペレーティング・システム : Windows* 7 Enterprise Service Pack 
1; Linux* オペレーティング・システム : Red Hat* Enterprise Linux Server 6.3 (Santiago) カーネル 2.6.32-279.el6.x86_64。||| コンパイ
ラー・オプション (Windows* および Linux*): インテル® Fortran コンパイラー 14.0: -O3 -fast -parallel -ipo -no-prec-div。PGI* 13.6: -fastsse 
-Munroll=n:4 -Mipa=fast,inline -Mconcur=bind。2013 年 8 月 20 日にインテルが実施した Polyhedron* ベンチマーク (www.polyhedron.
com) の結果に基づくものです。

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。* 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。ベンチマークの出典 : インテル

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
の命令セットの詳細は、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

SIMD 並列処理の重要性の高まり 

優れたパフォーマンスを達成するには、すべてのコアを使用するだけでは十分ではあ
りません。512 ビットの SIMD レジスターと命令も利用する必要があります。SIMD 幅
が広いインテル® メニー・インテグレーテッド・コア (インテル® MIC) アーキテクチャー
では、インテル® Xeon® プロセッサーよりもベクトル化がさらに重要になります。ただ
し、新しいプロセッサー向けにベクトル化可能なコードを再度最適化する必要はあり
ません。コンパイラーを使ってベクトル化するか、インテル® マス・カーネル・ライブラリー 
(インテル® MKL) のようなすでに最適化されているライブラリーを使用できます。

最高レベルのコンパイラー・パフォーマンス 
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インテル® Cilk™ Plus 配列表記に
よるベクトル化 (英語、動画) »

Fortran および C/C++ でのプラ
グマによるベクトル化  
(英語、動画) »

Fortran および C/C++ で効率良
くベクトル化するためのデータ・
アライメント (英語、動画) »

OpenMP* によるスレッド化  
(英語、動画) »

インテル® Cilk™ Plus による容易
なスレッド化 (英語、動画) »

インテル® Xeon Phi ™ コプロセッ
サー・クイック・スタート・ガイ
ド (英語 ) » 

ユーザーフォーラム (英語 ) »

インテル® メニー・インテグレー
テッド・コア (インテル® MIC) アー
キテクチャー向けプログラミン
グとコンパイル »

インテル® MIC アーキテクチャー
向けの高度な最適化 »

ベクトル化の基本  
(英語、動画) »

インテル® デベロッパー・ゾーン 
(英語 ) »

製品情報 »

関連情報

詳細は、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー向けの最適化とコンパイルの Web 
セミナー (英語) を参照してください。

インテル® C/C++ および Fortran コンパイラーによる業界最高レベルのパフォーマンス
(値が大きいほうが良い)

Windows*
  SPECint_base2006 整数演算ベンチマーク

C+
+ 

(整
数

) インテル® C++ コンパイラー 14.0
Windows* 版

Microsoft* 
Visual C++* 2012

1.66

1.0 66% 
高速

  SPECint_base2006 浮動小数点演算ベンチマーク

C+
+ 

(浮
動
小
数
点

)

インテル® C++ コンパイラー 14.0
Windows* 版

Microsoft*
Visual C++* 2012

1.85

1.0 85% 
高速

  Polyhedron* Fortran ベンチマーク

Fo
rt

ra
n

インテル® C++ コンパイラー 14.0
Windows* 版

Absoft 13.0.3

PGI*13.6

1.54

1.12

1.0
最大 54% 

高速

Linux*
  SPECint_base2006 整数演算ベンチマーク

  SPECint_base2006 浮動小数点演算ベンチマーク

  Polyhedron* Fortran ベンチマーク

インテル® C++ コンパイラー 14.0
Linux* 版

インテル® C++ コンパイラー 14.0
Linux* 版

インテル® C++ コンパイラー 14.0
Linux* 版

GCC 4.8.1

GCC 4.8.1

GCC 4.8.1

GCC 4.8.1

GCC 4.8.1

1.32

2.45

1.49

1.0

1.0

1.27
1.0
1.0

32% 
高速

145% 
高速

最大 49% 高速
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デバッグ 
GDB (GNU プロジェクト・デバッガー ) を使って、別のプログラムの実行中にその内部で何が起こっているかを確認した
り、別のプログラムがクラッシュしたときにそのプログラムが何をしていたかを確認できます。このインテルのデバッグ・
ソリューションは、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーを含む、インテル® プロセッサーとコプロセッサーの両方をサポートし、
次の機能を提供します。

• 複数のデバッグモデルのサポート 

• ネイティブ /リモートターゲットのデバッグ 

• Eclipse* GUI との統合 

• 拡張されたプログラミング・モデルを認識 

• 明示的なオフロードモデルと SVM モデル 

• C、C++、Fortran のサポート 

• Parallel Debug Extensions (PDBX) 

GDB は、インテル® メニーコア・プラットフォーム・ソフトウェア・スタック (インテル® MPSS) とインテル® Parallel Studio XE の
一部として提供されます。

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー・アーキテクチャーの機能
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詳細は、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー向け GNU デバッガーの Web セミナー (英語) を参照してください。
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インテル® ソフトウェア製品のパフォーマンスおよび最適化に関する注意事項については、http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/#opt-jp を参照してください。
Privacy | 利用規約 | 製品情報 

ネイティブ/メニーコア上でのデバッグ

Eclipse* IDE との統合 

スレッドを同時にシームレスにデバッグ

• ホストとコプロセッサーを同時にデバッグ 

• ホストとコプロセッサーのスレッドを同時に表示 

• オフロード言語拡張をサポート (オフロードプロセスへ自動アタッチ) 

• 複数のコプロセッサー・カードをサポート 

• C、C++、Fortran をサポート 
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GDB: インテル® アーキテク
チャー向け GNU* プロジェクト・
デバッガー (英語) »

インテル® Xeon Phi ™ コプロセッ
サー・システム・ソフトウェア開
発ガイド (英語) »

インテル® メニーコア・プラット
フォーム・ソフトウェア・スタック 
(インテル® MPSS) (英語) »

関連情報
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数値演算処理 
インテル® マス・カーネル・ライブラリー (インテル® MKL) は、インテル® Xeon® 
プロセッサーとインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーをサポートする、業界最先
端の数値演算ライブラリーです。インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー向けにサ
ポートが拡張されています。

• ヘテロジニアス・コンピューティング 

• マルチコアホストとメニーコア・コプロセッサーの両方を活用 

• より幅の広い (512 ビット) SIMD 命令向けの最適化とメニーコア向けのスレッド化

• 高度に最適化された関数群

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーにおける利用モデル例 
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自動オフロード (AO) 

• オフロードは自動でかつ透過的に行われます。
• 複数のコプロセッサーを利用します。
• デフォルトでは、オフロードのタイミングと、ホスト
とコプロセッサー間の作業分割はインテル® MKL が
決定します。 

• 自動的にホストとターゲットで並列に処理します。 

• ユーザーがホストとターゲット間の作業分割を指定
することもできます (BLAS のみ)。 

コンパイラーによる 
オフロード支援 (CAO) 

• オフロードはコンパイラー・プラグマ /宣言子によ
り明示的に制御されます。 

• コンパイラーのオフロード機能を最大限に利用します。 

• データ転送とリモート実行をより柔軟に管理できます。 

• データを保持し、転送されたデータを複数の操作
に再利用できます。 

ネイティブ実行

• コプロセッサーを独立した計算ノードとして使用し
ます。 

• –mmic オプションを指定して、コプロセッサーでの
み実行するプログラムをビルドできます。 

• オフロードコード領域内のインテル® MKL 関数呼び
出しはネイティブに実行されます。 

• 入力データがすでにコプロセッサーにあり、出力が
ホストで直ちに必要ない場合、優れたパフォーマン
スが得られます。

インテル® MKL による数値演算
パフォーマンスの向上 
(英語、動画 ) »

インテル® MKL による自動オフ
ロード (英語、動画 ) »

インテル® MKL フォーラム  
(英語、動画 ) »

インテル® MKL のリンク・オプ
ション・ウィザード (英語) »

インテル® MKL ユーザーズガイド 
(英語 ) »

製品情報 »

関連情報

詳細は、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーでインテル® MKL の使用を開始す
るための Web セミナー (英語) を参照してください。
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• 24 コアのインテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v2 (開発コード名 Ivy Bridge-
EP) ベースのシステムにおいて、インテル® MKL 11.1 による LU 分解のパフォーマ
ンスは最大で約 440 GFLOPS です。 

• インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーのネイティブ実行 (データ転送なし) では、
行列サイズが大きい場合 (M, N > 25K)、その 2 倍のパフォーマンスを達成できま
す。そのためには、ネイティブ実行向けにコードをビルドし、コプロセッサー上に
入力データを配置する必要があります。

• 1 つのインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーに自動オフロードした場合 (ユーザー
コードとリンク行の変更は不要 )、LU 分解のパフォーマンスはネイティブ実行と同
じになります。これは、インテル® MKL はホスト CPU とコプロセッサーの計算リ
ソースを同時に使用して処理するためです。データ転送、同期、実行はインテル® 
MKL ランタイムによって自動で管理され、ユーザーに透過的に行われます。

• 2 つのインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーに自動オフロードした場合、LU 分解
のパフォーマンスはさらに向上し、1 つのコプロセッサーへの自動オフロードと比
べて最大 1.5 倍、24 コアのインテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v2 (開発コー
ド名 Ivy Bridge-EP) と比べて最大 3 倍になります。

• パフォーマンスを最大限に引き
出すには高レベルの並列化が
重要です。
- 大規模な問題では BLAS  

(レベル 3) と LAPACK により
大きな利点が得られます。

• オフロードする場合は、データ
転送のオーバーヘッドを最小限
に抑えます。
- 十分な計算量によりデータ
転送のオーバーヘッドを相殺
します。 

- データ保持を利用して、コン
パイラーによるオフロード支
援を助けます。

• オフロードによりパフォーマンス
が向上しない場合は、ホスト
で実行します。

ヒント

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
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行列のサイズ

1 つのインテル® Xeon Phi™ コプロセッサー 7120P でネイティブ実行した場合

2 つのインテル® Xeon Phi™ コプロセッサー 7120P に自動オフロードした場合

1 つのインテル® Xeon Phi™ コプロセッサー 7120P に自動オフロードした場合

インテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v2 で実行した場合

インテル® マス・カーネル・ライブラリーによる LU 分解のパフォーマンス
インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー 7120P とインテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v2 を使用した場合
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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。* 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。ベンチマークの出典 : インテル (2013 年 9 月)。
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の詳細は、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。
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インテル® ソフトウェア製品のパフォーマンスおよび最適化に関する注意事項については、http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/#opt-jp を参照してください。
Privacy | 利用規約 | 製品情報 

パフォーマンス解析 
インテル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーで優れたパフォーマンスを達成するには、ベクトル化、
並列化、データの局所性が重要です。インテル® VTune™ Amplifier XE は、基本的な評価基準を収集し、全般解析やメモリー
バンド幅など問題に特化した解析タイプにより、パフォーマンス解析と最適化のチューニングを支援します。 
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インテル® VTune™ Amplifier XE: パフォーマンスの視覚化

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーをサポートするため、次のような機能が追加されています。

• スケーラブルなマルチコア・パフォーマンスを得られるようアプリケーションをチューニング

• 高速で正確なパフォーマンス・プロファイル 

• hotspot (統計コールツリー) 

• ハードウェア・イベントベース・サンプリング 

• スレッド・プロファイル ― スレッド間の相互作用を時系列に表示 

• Microsoft*、GCC*、インテル® コンパイラーに対応 

• C、C++、Fortran、アセンブリー、.NET に対応 

• ワークロードの負荷分散 

• 通常のプロダクション・ビルドをそのまま使用可能 

詳細は、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーでのパフォーマンス解析の  
Web セミナー (英語 ) を参照してください。

システム構成、
BIOS、OS、

ネットワーク I/O、
ディスク I/O、

データベースの 
チューニング

など

システム

アプリケーション

プロセッサー

アプリケーション設計
アルゴリズムの 
チューニング
ドライバーの 
チューニング

並列化

キャッシュ /メモリー
命令
SIMD
その他
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• 最初にホストベースのプロファ
イルを行って、ベクトル化、並
列化、オフロードの候補を特
定します。

•  インテル ® Inspector XE を使っ
て、オフロードが無効なコード
(ホスト上での実行 ) の正当性
エラー (デッドロックや競合な
ど ) を見つけます。 

•  [Project Properties (プロジェク
ト・プロパティー )] でターゲッ
トタイプを指定してデータ収集
を行います。 

•  [Launch Application (アプ
• リケーションの実行 )] は、ホ
スト /オフロード実行からネイ
ティブ実行まであらゆる利用
モデルに対応できます。 

• ファイナライズ中のシンボル解
決を高速化するため、[Search 
Directories (検索ディレクト
リー)] が変更されています。 

•  [General Exploration (全般解
析)] は、イベントのセットを実
行してトップダウン解析を行い
ます。 

• イベント収集において、コプロ
セッサーは特殊なハードウェ
ア・アーキテクチャーとして扱
われます。 

ヒント

インテル® VTune™ Amplifier XE 
によるパフォーマンス解析 
 (英語、動画 ) »

インテル® Xeon Phi™ コプロセッ
サー向けの最適化とパフォーマ
ンス・チューニング –  
パート 1: 最適化の基本 »

インテル® Xeon Phi™ コプロセッ
サー向けの最適化とパフォーマ
ンス・チューニング –  
パート 2: ハードウェア・イベン
トの理解と使用 »

関連情報
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クラスタリング 
インテルは、業界最先端のメッセージ・パッシング・インターフェース (MPI) の実装とツールを提供しています。インテル® MPI ラ
イブラリーとその関連ツール (インテル® Trace Analyzer & Collector など ) は使いやすく、インテル® Xeon® アーキテクチャーから
インテル® メニー・インテグレーテッド・コア (インテル® MIC) アーキテクチャーまで対応しています。MPI を使用する場合、
インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーは次の特性を備えたネットワーク・ノードとして振る舞います。

• 最適化された MPI アプリケーション・パフォーマンス 

• クラスターおよびハイブリッド・コンピューティング

• スレッド並列処理

• ロードバランス

• 自動チューニングおよびアプリケーション固有のチューニング 

• 業界最高レベルの低レイテンシー

• インターコネクトの独立性と実行時の選択
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詳細は、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーにおけるメッセージ・パッシング・
インターフェース (MPI) の Web セミナー (英語 ) を参照してください。

インテル® MPI ライブラリー

クラスター

ファブリック

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

インテル® MPI ライブラリーは、ファブリックごとに個別のアプリケーションを開発、 
保守、テストする必要性を排除します。

アプリケーション
数値流体
力学

量子色力
学衝突解析 バイオテ 

クノロジー気象 その他...

TCP/IP IWARPMyrinet 共有メモ
リー

Infini- 
band

...その他の 
ネットワーク

http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/#opt-jp
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/privacy/intel-online-privacy-notice-summary.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/legal/terms-of-use.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/developer/software-products.html
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-xeon-phi-webinar?utm_campaign=Intel+DPD+PSXEeBook&utm_source=PSXEeBook&utm_medium=Link&utm_content=Webinar+link_Page13Channel_na
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-xeon-phi-webinar?utm_campaign=Intel+DPD+PSXEeBook&utm_source=PSXEeBook&utm_medium=Link&utm_content=Webinar+link_Page13Channel_na


インテル® ソフトウェア製品のパフォーマンスおよび最適化に関する注意事項については、http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/#opt-jp を参照してください。
Privacy | 利用規約 | 製品情報 

14

コプロセッサーのみ シンメトリック MPI + オフロード

• MPI ランクはインテル® Xeon Phi™ 
コプロセッサーにのみ存在します。 

• すべてのメッセージはコプロセッ
サーへ、またはコプロセッサーか
ら送られます。 

• インテル® Cili™ Plus、OpenMP*、
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)、
Pthreads* は、MPI プロセス内で
直接使用されます。

• MPI ランクはインテル® Xeon Phi™ 
コプロセッサーとホスト CPU に存
在します。 

• メッセージは任意のコアへ、または
コアから送られます。 

• インテル® Cili™ Plus、OpenMP*、
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)、
Pthreads* は、MPI プロセス内で
直接使用されます。

• MPI ランクはインテル® Xeon® コプ
ロセッサーにのみ存在します。 

• すべてのメッセージはホスト CPU 
へ、または CPU から送られます。 

• オフロードモデルを使用して MPI 
ランクが高速化されます。 

• インテル® Cilk™ Plus、OpenMP*、
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)、
Pthreads* は、インテル® Xeon 
Phi™ コプロセッサー内で使用され
ます。

MPI プログラミング・モデル

インテル® MPI ライブラリー 4.1 による業界最高レベルのパフォーマンス
64 ビット Linux* システムにおける相対 (Geomean) MPI レイテンシー・ベンチマーク (値が大きいほうが良い)

64 ノード、1024 プロセス (InfiniBand + 共有メモリー)
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インテル® MPI ライブラリー 4.1.1 MVAPICH 2 1.9 OpenMPI 1.7.1
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3.16
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t 64 ノードで最大 6.5 倍高速

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 Mobile-
Mark* 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。* 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。ベンチマークの出典 : インテル。

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の詳細は、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。
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インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーでのインテル® Trace Analyzer & Collector の使用

インテル® MPI ライブラリー »

インテル® Trace Analyzer & 
Collector (英語) »

インテル® MPI ライブラリーによ
る分散コンピューティング  
(英語、動画 ) »

MPI アプリケーションの解析と
負荷分散 (英語、動画 ) »

インテルのクラスターおよび 
HPC テクノロジー・フォーラム 
(英語 ) »

インテル® Xeon Phi™ コプロセッ
サー・デベロッパー・コミュニ
ティー (英語) »

関連情報
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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の詳細は、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。  
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