
インテル® Advisor ユーザー向けベクトル化 

リソース 

この記事は、インテル® デベロッパー・ゾーンに公開されている「Vectorization Resources for Intel® 

Advisor Users」の日本語参考訳です。 

 

インテル® Advisor 2016 には、Fortran、C および C++ (ネイティブ/マネージド) アプリケーションが最新の

プロセッサーのパフォーマンスを最大限に引き出すことができるように支援する 2 つのツールが含まれて

います。 

 ベクトル化アドバイザーは、ベクトル化により最も恩恵が得られるループと効率良いベクトル化を妨

げている項目を特定し、代替データ再構成の利点を調査して、ベクトル化の正当性を高めるベクト

ル化解析ツールです。 

 スレッド化アドバイザーは、開発手法を変更することなく、スレッド化設計オプションを解析、設計、

チューニング、確認できるスレッド化設計/プロトタイピング・ツールです。 

ベクトル化アドバイザーの主な機能の 1 つに、コード固有のベクトル化問題の修正方法に関する GUI 統

合アドバイスを含む、コンパイラーのレポートデータとパフォーマンス・データを 1 カ所に統合したサーベイ

レポートがあります。このページには、GUI 統合アドバイスと Web ベースのベクトル化リソースへのリンク

が含まれます。 
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インテル® Advisor 入門 

インテル® Advisor の能力と柔軟性を最大限に引き出すには、次のリソースをご覧ください。 

 インテル® Advisor 2016 入門 

 ベクトル化アドバイザー用語集 

 ベクトル化アドバイザー FAQ  

推奨: 生産性をできるだけ高くするには、次の SIMD 並列処理ワークフロー (使用シナリオ) に従ってくださ

い。(白のステップはオプションのステップです。) 

https://software.intel.com/en-us/articles/vectorization-resources-advisor
https://software.intel.com/en-us/articles/vectorization-resources-advisor
https://software.intel.com/en-us/get-started-with-advisor
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-advisor-xe-2016-vectorization-advisor-glossary
https://software.intel.com/en-us/intel-advisor-xe-support/faq


             

インテル® デベロッパー・ゾーンのランディング・ページ 

インテル® デベロッパー・ゾーン (または iSUS) では、豊富なベクトル化リソースを提供しています。次のラ

ンディング・ページから、さまざまなベクトル化リソースを簡単に見つけることができます。 

 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® メニー・インテグレーテッド・コア (インテル® MIC) アーキテクチャーのベクトル化の基本  

 明示的なベクトル・プログラミング - 最も一般的な手法  

 インテルのベクトル化ツール  

注: 

 これらのリソースの一部は、インテル® コンパイラーのベクトル化/最適化レポートやインテル® 

VTune™ Amplifier の hotspot 解析など、ほかのインテル® ソフトウェア開発ツールのベクトル化

機能に重点を置いていますが、 インテル® Advisor ユーザーに役立つ貴重な情報が含まれていま

す。 

 多くのリソースは、現在のインテル® コンパイラー・バージョンに加えて、2 つ前のバージョンまでサ

ポートしています。以前のインテル® コンパイラー・バージョン用に記述されたコンパイラー・リソー

スの多くは、現在のインテル® コンパイラー・バージョンにも当てはまります。多くの場合、バージョ

ンによる違いが説明されています。 

http://www.isus.jp/article/mic-article/xeon-phi/
http://www.isus.jp/article/mic-article/xeon-phi/
http://www.isus.jp/article/mic-article/vectorization-essential/
http://www.isus.jp/article/parallel-special/explicit-vector-programming-bkm/
http://www.isus.jp/article/intel-vectorization-tools/
http://www.isus.jp/wp-content/uploads/vectorization_advisor_workflow_short_update_with_title.png
http://www.isus.jp/wp-content/uploads/vectorization_advisor_workflow_update_with_title.png


インテル® コンパイラーの診断メッセージ 

ベクトル化アドバイザーでベクトル化の制約に関するコンパイラー診断を含む完全な解析データを収集する

には、インテル® コンパイラー 15.0 以降が必要です。これらのコンパイラー診断に関する詳細は、以下の

リンクを参照してください。 

 インテル® C++ コンパイラー 15.0 以降の新しいベクトル化診断 

 インテル® C++ コンパイラー 14.0 以前のベクトル化診断 

 インテル® Fortran コンパイラー 15.0 以降の新しいベクトル化診断 

 インテル® Fortran コンパイラー 14.0 のベクトル化診断 

注: メトリックのサブセットは GCC* や Microsoft* コンパイラーでビルドしたバイナリーでも利用できます。 

OpenMP* 4.0 リソース 

アプリケーションで OpenMP* 並列化フレームワークを使用している場合、以下のリソースが役立ちます。 

 OpenMP* 4.0 を使用するプログラムでの SIMD の有効化  

 インテル® コンパイラー 15.0 の OpenMP* 4.0 機能 

 OpenMP* 4.0 ベクトル化を使用したパフォーマンスの基本 

 インテル® Composer XE 2013 SP1 で追加された OpenMP* 4.0 機能のサポート 

インテル® コンパイラー・ユーザー・リファレンス・ガイド 

インテル® Advisor には、ベクトル化に関連する、インテル® コンパイラー 16.0 のオプションと宣言子を含

む、C++ ミニガイドおよび Fortran ミニガイドが用意されています。これらのミニガイドは、インテル® コンパ

イラー・ユーザー・リファレンス・ガイドの該当ページを抜粋したものです。インテル® コンパイラーに関する

詳細は、以下のリンクを参照してください。 

 インテル® C++ コンパイラー 16.0 ユーザー・リファレンス・ガイド 

 インテル® Fortran コンパイラー 16.0 ユーザー・リファレンス・ガイド 

 インテル® C++ コンパイラー 15.0 ユーザー・リファレンス・ガイド 

 インテル® Fortran コンパイラー 15.0 ユーザー・リファレンス・ガイド 

関連項目 

次のリソースは、多くのインテル® Advisor ユーザーに役立ちます。 

 マルチコア・プロセッサーにおける 3 次元有限差分法の実装  

 一般的なベクトル化のヒント  

 インテル® コンパイラーの浮動小数点演算における結果の一貫性  

 ベクトル化の可能性を高めるデータ・アライメント  

 インテル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーの浮動小数点演算の違

い  

 Fortran の明示的なベクトル・プログラミング 

 インテル® コンパイラーのプラグマ/宣言子入門  

 ポインター・エイリアシングとベクトル化 (PDF) 

https://software.intel.com/en-us/articles/vectorization-diagnostics-for-intelr-c-compiler-150-and-above
https://software.intel.com/en-us/articles/compilation-of-vectorization-diagnostics-for-intel-c-compiler
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-fortran-15-vectorization-diagnostics
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-fortran-vectorization-diagnostics
http://www.isus.jp/article/article-parallel/enabling-simd-in-program-using-openmp40
https://software.intel.com/en-us/articles/openmp-40-features-in-intel-compiler-150
https://software.intel.com/en-us/articles/performance-essentials-with-openmp-40-vectorization
https://software.intel.com/en-us/articles/updated-support-for-openmp-40-features-added-in-composer-xe-2013-sp1
https://software.intel.com/en-us/intel-cplusplus-compiler-16.0-user-and-reference-guide
https://software.intel.com/en-us/intel-fortran-compiler-16.0-user-and-reference-guide
https://software.intel.com/en-us/compiler_15.0_ug_c
https://software.intel.com/en-us/compiler_15.0_ug_f
http://www.isus.jp/article/parallel-special/3d-finite-differences/
http://www.isus.jp/article/mic-article/common-vectorization-tips/
http://www.isus.jp/article/compileroptimization/consistency-of-floating-point-results/
http://www.isus.jp/article/mic-article/data-alignment-to-assist-vectorization
http://www.isus.jp/article/mic-article/differences-in-floating-point-arithmetic
http://www.isus.jp/article/mic-article/differences-in-floating-point-arithmetic
https://software.intel.com/en-us/articles/explicit-vector-programming-in-fortran
http://www.isus.jp/article/mic-article/pragmas-and-directives/
https://software.intel.com/sites/default/files/managed/01/07/4.4-pointer-aliasing-and-vectorization.pdf


 ループのベクトル化によるプログラムの最適化  

 #pragma SIMD を使用してループをベクトル化するための条件  

 外部ループのベクトル化  

 ベクトルのフル活用と -qopt-assume-safe-padding オプションの使用  

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.isus.jp/article/mic-article/program-optimization-through-loop-vectorization/
http://www.isus.jp/article/compileroptimization/vectorizing-loops-with-simd/
http://www.isus.jp/article/mic-article/outer-loop-vectorization
http://www.isus.jp/article/mic-article/utilizing-full-vectors
http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp

