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抄録 

この文献は、第 2 世代インテル® Xeon Phi™ プロ
セッサー開発コード名 Knights Landing (KNL) の新
機能に注目した開発者ガイドの一部です。ここでは、
Knights Landing✝ プロセッサーで追加された新しい
ベクトル命令セット、インテル® アドバンスト・ベクト
ル・エクステンション (インテル® AVX-512) に関する
以下のトピックについて述べます。 

 一般的なベクトル命令について 

 インテル® AVX-512 の構造と機能 

 実用的なヒント: プロセッサーが各種機能をサ
ポートしているかどうかのチェック、コンパイルプ
ロセスとコンパイラー引数、およびインテル® C++ 
コンパイラーと GNU* コンパイラー・コレクション
を使用する明示的/自動ベクトル化の長所と短所 

この文献と KNL✝ プロセッサーに関するほかのホワ
イトペーパーは、Colfax Research の Web サイト 
(colfaxresearch.com/knl-guide (英語)) から入手で
きます。 
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1. ベクトル命令 

インテル® Xeon Phi™ 製品は、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・
ベースの高度な並列プロセッサーです。タスク並列処理とデータ並列処理の 2 レベルの並列処理に対応していま
す。タスク並列処理は、プロセッサーに搭載された多数のコア (最大 72 コア) によってもたらされます。データ並列
処理は、ベクトル命令のサポートにより各コアが SIMD (Single Instruction Multiple Data) プロセッサーとして
動作することで提供されます。2012 年にリリースされた第 1 世代インテル® Xeon Phi™ プロセッサー開発コード
名 Knights Corner (KNC) は、512 ビット・ベクトルをサポートした最初のインテル® アーキテクチャー・ベースの
プロセッサーです。2016 年にリリースされた第 2 世代インテル® Xeon Phi™ プロセッサー開発コード名 Knights 
Landing (KNL) も 512 ビット・ベクトルをサポートしますが、インテル® アドバンスト・ベクトル・エクステンション 
512 (インテル® AVX-512) と呼ばれる新しい命令セットを採用しています。 

Knights Landing✝ アーキテクチャーの理論上のピーク・パフォーマンスは、単精度では 6 TFLOP/秒です。これ
は、Knights Corner✝ の 3 倍です。このパフォーマンスの向上は、前世代の 2 倍となった、コアあたり 2 つのベク
トル・プロセシング・ユニット (VPU) によってもたらされます。各 VPU はそれぞれ、16 個の単精度浮動小数点数ま
たは 8 個の倍精度浮動小数点数を格納できる 512 ビット・ベクトル・レジスターを処理します。 

ベクトル命令の使用は、VPU を効率良く利用してハイパフォーマンスを達成する鍵であり、不可欠です。 

 

図 1: SIMD 命令の例 

図 1 は、複数の数値を加算するベクトル命令とそれらの数値をシーケンシャルに加算する場合 (スカラー命

令) の例です。スカラー・プロセッサーは、要素ごとにロード、加算、ストア命令を実行する必要があります。一方、

ベクトル・プロセッサーは、複数の要素に対しロードを 1 回、加算 を 1 回、ストアを 1 回実行します。インテル® 

AVX-512 の広いベクトル幅と 2 つの VPU は、32 個の単精度数を一度に加算できます。 

アプリケーションでベクトル命令を使用するには、2 つの方法があります: (i) アセンブリーから、または組込み

関数を利用して、明示的にベクトル命令を呼び出します。または、(ii) コンパイラーによる自動ベクトル化を利用

します。(i) では命令ストリームを細かく制御でき、(ii) では移植性と "将来性" が得られます。つまり、コードを再コ

ンパイルするだけで将来の世代のプロセッサーに対応させることができます。また、効率良く自動ベクトル化す

るには、ベクトル化可能なコードのガイドラインに従うとともに ([1] を参照)、プロセッサーでサポートされる命

令を把握しておく必要があります。ここでは、自動ベクトル化を利用する開発者がインテル® AVX-512 について

知っておくべきことを紹介します。 
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2. インテル® AVX-512 の構造と機能 

 サブセット 

インテル® AVX-512 命令には 9 つのサブセットがあり、その一部はインテル® Xeon Phi™ プロセッサー開発
コード名 Knights Landing 以降でサポートされており、一部は将来のインテル® Xeon® プロセッサーでサポート
される予定です [2]。図 2 はこれを図解したものです。 

 インテル® AVX-512F とインテル® AVX-512CD は、Knights Landing✝ と将来のインテル® Xeon® プロ
セッサーに共通です。Knights Landing✝ プロセッサーと将来のインテル® Xeon® プロセッサー間でバイナ
リー互換性を保持したい場合は、これらのサブセットを使用します。 

 Knights Landing✝ プロセッサーでは、インテル® AVX-512F とインテル® AVX-512CD に加えて、インテル® 
AVX-512ER とインテル® AVX-512PF をサポートします。Knights Landing✝ プロセッサーと将来のインテ
ル® Xeon® プロセッサー間でバイナリー互換性を保持する必要がない場合は、インテル® AVX-512ER とイ
ンテル® AVX-512PF 命令を利用して以前はベクトル化できなかったコードをベクトル化することができま
す。 

 将来のインテル® Xeon® プロセッサーでは、インテル® AVX-512F とインテル® AVX-512CD に加えて、インテ
ル® AVX-512BW、インテル® AVX-512DQ、インテル® AVX-512VL、インテル® AVX-512IFMA、およびインテ
ル® AVX-512VBMI をサポートします。これらの命令は Knights Landing✝ プロセッサーでは利用できないた
め、ここでは説明しません。 

 インテル® AVX-512F 

インテル® AVX-512F は、Knights Landing✝ プロセッサーと将来のインテル® Xeon® プロセッサーで利用可
能な "基本 (Fundamental)" 命令セットです。ベクトル化された算術演算、比較、型変換、データ移動、データの並
べ替え、ベクトルとマスクのビット単位の論理演算、min/max などのその他の数学関数が含まれます [3]。レジス
ター幅が広く、倍精度と整数のサポートが拡張されていることを除き、インテル® AVX2 命令セットのコア機能に
似ています。 

 インテル® AVX-512CD 

インテル® AVX-512CD は Knights Landing✝ プロセッサーと将来のインテル® Xeon® プロセッサーで利用可
能な "競合検出 (Conflict Detection)" 命令セットです。以下は、競合検出命令が役立つ場合のコード例です。 

 
リスト 1: 競合するメモリーアクセスを含むビニングコード 
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このコードは、ヒストグラムを計算します。これは、ビニングを含む実際の問題 (例えば、粒子輸送におけるモン
テカルロ・シミュレーション) を代表する例です。5 行目の処理で SIMD セマンティクスが使用されているため、こ
のアプリケーションのパフォーマンスはベクトル化による利点が得られます。ただし、6 行目のヒストグラム配列へ
の最終ビニングにおいてメモリーアクセスが競合する可能性があるため、4 行目の for ループはコンパイラーに
より自動的にベクトル化されません。変数 bin の値は、ループの異なる反復において、同じである可能性がありま
す。コンパイラーは、これをベクトル依存関係と見なします。以前の命令セットでは、このループ全体をベクトル化
することができず、5 行目の計算をベクトル化するにはコード変更 (ストリップマイニングとループ分割) が必要で
した。しかし、競合するメモリーアクセスを検出する vpconflictd のような新しい競合検出命令により、コンパイ
ラーはベクトル依存関係を解決するベクトル化コードを生成できるようになりました [4]。以前の命令セットでこ
のコードをベクトル化する方法の詳細は、Colfax Research の文献 [5] を参照してください。 

 インテル® AVX-512ER 

インテル® AVX-512ER は、Knights Landing✝ プロセッサーで利用可能な "指数および逆数 (Exponential 
and Reciprocal)" 命令セットです。基数 2 の指数関数 (2x)、逆数、逆平方根が含まれます。これらの命令には単精
度と倍精度バージョンがあり、丸めとマスクのオプションがあります。相対誤差の最大値は、指数では 2-23、逆数と
逆平方根では 2-28 です。以前の KNC✝ アーキテクチャーの IMCI 命令セットでは、これらの機能は単精度でのみサ
ポートされていました。インテル® AVX2 のようなさらに古い命令セットでは、逆数のみサポートされており、ベクト
ル指数はハードウェア・サポートなしでソフトウェア実装によって計算されます。 

 インテル® AVX-512PF 

インテル® AVX-512PF は、Knights Landing✝ プロセッサーで利用可能な "プリフェッチ (Prefetch)" 命令
セットです。ギャザー/スキャッター命令のプリフェッチ命令が含まれます。これらの命令は、ソフトウェア・プリ
フェッチ・サポートを提供しますが、Knights Landing✝ プロセッサーはハードウェア・プリフェッチに重点を置いて
います。その理由は、このサブセット内の命令はすべてプロセッサーへのヒントだからです [6]。これらの命令は、ソ
フトウェアのヒントである #pragma prefetch ディレクティブに対応します。ほとんどのメモリー・プリフェッチ
では、適切なパターンのアクセスで妥当なパフォーマンスが得られます。 

 
図 2: インテル® Xeon Phi™ プロセッサーとインテル® Xeon® プロセッサーで利用可能な命令 

http://colfaxresearch.com/
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3. 機能チェック 

プロセッサーが各種機能をサポートしているかどうかチェックする方法は 2 つあります。コマンドラインから、ま
たはソースコードでライブラリーを呼び出して確認できます。 

 コマンドライン 

コマンドラインでリスト 2 に示すコマンドを実行し、出力されるプロセッサーの機能リストから avx512f、
avx512cd、... を探します。avx や sse2 などのレガシー機能のフラグも見つけることができます。 

 
リスト 2: プロセッサーの機能サポート 

 ソースコード 

これは、製品ファミリー、モデル、サポートする機能のリストを含む情報の文字列を返す CPUID 命令からの情報
です [7]。インテル® C++ コンパイラーには、ビルトインラッパーの may_i_use_cpu_feature 組込み関数があ
ります。この組込み関数を使用して Knights Landing✝ の機能をチェックする例をリスト 3 に示します。その他の
コンパイラーでは、ハードウェアに依存するため、コードがここまで抽象化されていません。詳細は、[8] のブログに
ある実装の詳細を参照してください。 

 
リスト 3: プロセッサーの機能サポート組込み関数 
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4. コンパイル 

 使用モデル 

ベクトル命令を利用するには、明示的なベクトル化とコンパイラーによる自動ベクトル化の 2 つの方法があり
ます。明示的なベクトル化では、開発者がすべての命令を制御できますが、移植性が損なわれます。自動ベクトル
化では、コンパイラーがコード内のパターンを探し、使用するベクトル命令を決定します。次の例は、8 つの倍精度
浮動小数点数が格納された 2 つの配列を加算します。 

 
リスト 4: 自動ベクトル化 

 
リスト 5: 明示的なベクトル化 

明瞭で単純な、コンパイラーがベクトル化できるコードを記述することを推奨します。ここでは、主に自動ベクト
ル化とインテル® C++ コンパイラーおよび GNU* コンパイラー・コレクションの C++ コンパイラーの動作につい
て述べます。リスト 4 とリスト 5 のコード例は、次のコマンドでコンパイルします。 

 
リスト 6: ソースコードをコンパイルしてアセンブリー・コードを生成 

ベクトル化された命令を確認するため、-S オプションを指定して中間のアセンブリー・ファイルを生成します。 
インテル® C++ コンパイラーによって生成されるアセンブリー・コードには、リスト 7 に示すように、参照用にオ
リジナルのソースコードの行番号が含まれています。v で始まるのがベクトル化された命令です。これらの命令
は、zmm (インテル® AVX では xmm、インテル® AVX2 命令では ymm) と呼ばれるベクトルレジスターを操作
します。 

 
リスト 7: 生成されたアセンブリー・コードからの抜粋 
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インテル® AVX-512 命令セットをサポートする任意のコンパイラーで Knights Landing✝ プロセッサー向けに
コンパイルできます。次の 2 つのセクションでは、一例として、インテル® C++ コンパイラーと GNU* コンパイ
ラー・コレクションで Knights Landing✝ プロセッサー向けにコンパイルする方法を示します。これらのコンパイ
ラーのバイナリーはそれぞれ icpc、g++ と呼ばれます。インテル® C++ コンパイラーでは、15.0 以降でインテル® 
AVX-512 命令セットをサポートしています。GCC では、4.9.1 以降で Knights Landing✝ プロセッサー向けの命
令セットを、5.1 以降で将来のインテル® Xeon® プロセッサー向けの命令セットをサポートしています。必要なコ
ンパイラー・オプションについては、それぞれのセクションで説明し、要約を表 1 に示します。 

 インテル® C++ コンパイラー 

最初に、次のコマンドを実行して、使用するコンパイラーのバージョンを確認します。 

 
リスト 8: バージョンの確認 

-S オプションを指定すると、アセンブリー・コードを確認できます。アセンブリー・コードは、コードがベクトル化
されたかどうかチェックするのに役立ちます。リスト 6 に示すように、入力ファイル foo.cc に対して、コンパイラー
はアセンブリー・ファイル foo.s を生成します。 

大規模なコードでは、アセンブリー・コードを 1 行ずつ確認することは困難です。インテル® C++ コンパイラーに
は、最適化レポートと呼ばれる便利なユーティリティーがあります。-qopt-report=5 オプションを指定すると、
コンパイラーは詳細な最適化レポートを生成します。レポートの詳細レベルは 1 から 5 を指定可能で、5 が最も詳
細な情報を提供します。 

 
リスト 9: 自動ベクトル化レポートを生成するコンパイル 

リスト 10 は、コンパイルにより生成された最適化レポートの抜粋です。レポートはセクション別になっており、
例では特定のループに対して行われたループの最適化に関する情報が表示されています。 

 
リスト 10: icpc の自動ベクトル化レポート 

http://colfaxresearch.com/
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セクション 2.1 で述べたとおり、インテル® AVX-512 には複数のサブセットがあります。次の -x オプションは、
図 2 の 3 つの領域 (左から右へ) に対応します。 

 
リスト 11: インテル® C++ コンパイラーで異なるインテル® AVX-512 サブセット向けにコンパイル 

 GNU* コンパイラー・コレクション 

GCC もインテル® AVX-512 をサポートしています。ここでは、C++ コンパイラーにおける一般的な使用例を示
します。最初に、次のコマンドを実行して、使用するコンパイラーのバージョンを確認します。 

 
リスト 12: バージョンの確認 

実行ファイルまたはアセンブリー・コードを生成するには、通常の構文を使用します。icpc との大きな違いは、自
動ベクトル化がデフォルトで有効にならないことです。-O オプションで自動ベクトル化が有効になるレベルを指定
する必要があります。 

 
リスト 13: ソースコードをコンパイルして実行ファイルまたはアセンブリー・コードを生成 

 

GCC にも最適化レポートを生成するオプションがあります。GCC では、-fopt-info-vec-all オプションを
指定すると、ベクトル化されたものとされなかったもの、およびその理由が示されます [9]。 

 
リスト 14: 自動ベクトル化レポートを生成するコンパイル 
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リスト 15 は、ループがベクトル化されたことを示す GCC の最適化レポートからの抜粋です。 

 
リスト 15: GCC の自動ベクトル化レポート 

インテル® C++ コンパイラーとは異なり、さまざまなサブセット向けにコンパイルするには、より細かく制御する
必要があります。グループの代わりに、個々のサブセットを指定する必要があります。 

 
リスト 16: GCC で異なるインテル® AVX-512 サブセット向けにコンパイル 

表 1 は、インテル® C++ コンパイラーと GCC でインテル® AVX-512 を利用する自動ベクトル化に必要なコン
パイラー・オプションの要約です。 

 インテル® コンパイラー GCC 

クロスプラットフォーム -xCOMMON-AVX512 -mavx512f -mavx512cd 

KNL✝ プロセッサー -xMIC-AVX512 -mavx512f -mavx512cd -mavx512er -mavx512pf 

インテル® Xeon® プロセッサー -xCORE-AVX512 
-mavx512f -mavx512cd -mavx512bw 
-mavx512dq -mavx512vl -mavx512ifma 
-mavx512vbmi 

表 1: コンパイラー・オプションの要約 
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