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抄録 

この文献では、インテル® Advisor と呼ばれる最適化
ツールを利用した、荷電粒子のグループによって生成さ
れる 3 次元空間のポイントのセットの電位を計算するサ
ンプル・ワークロードの最適化について説明します。サン
プル・ワークロードは、インテル® アドバンスト・ベクトル・
エクステンション 2 (インテル® AVX2) 対応のマルチコア
のインテル® Xeon® プロセッサー上で実行します。 

サンプル・アプリケーションは、元々複数のコア向けに
並列化されていますが、それ以外の最適化やベクトル化
は行われていません。ここでは、インテル® Advisor によっ
て検出された 3 つのパフォーマンス問題 (ベクトル依存
関係、型変換、および非効率なメモリー・アクセス・パター
ン) について述べます。問題ごとに、インテル® Advisor に
よって提示されたデータの解釈、および問題を解決するた
めのアプリケーションの最適化について説明します。最適
化により、オリジナルの実装と比較して、パフォーマンス
が 16 倍向上しました。 

この文献で使用するサンプルコードは、Colfax 
Research の Web サイトからダウンロードできます。 
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1. はじめに 
近年、ハイパフォーマンス・コンピューティング (HPC) 業界で導入されている最新のプロセッサーでは、並列性が大幅

に向上しています。最近のコンピューター・アーキテクチャーは、ハイパフォーマンスを提供するため、多数のコアと幅広
いベクトルレジスターを備えています。しかし、電力効率と冷却の制限により、プロセッサーの世代間でクロック速度の
大幅な向上は望めなくなりました。最近のコンピューターで実行するアプリケーションは、高度な並列アーキテクチャー
の利点を得るため、この周波数の向上から超並列処理への計算能力の変化に対応する必要があります。 

並列処理の利点が得られるようにアプリケーションを適合させることをコードの現代化 [3] と呼び、この処理は、特に
並列プログラミングの経験がない開発者にとっては困難な作業です。レガシー・アプリケーションでは、桁違いなパ
フォーマンス向上の可能性があるため、現代化は最適化と同義です [4]。インテル® Advisor は、コードの現代化に取り
組む開発者を支援するためインテルにより開発されたソフトウェア・ツールです。 

インテル® Advisor は、アプリケーションの最適化の早期段階で開発者を支援するように設計されています。コードの
詳細な解析情報を提供し、ベクトル化、スレッド並列処理、メモリー・アクセス・パターンを含むパフォーマンス最適化の
複数の分野について推奨事項を示します。この文献では、インテル® Advisor のベクトル化アドバイザー機能にのみ注目
します [5]。 

電位を計算する最適化されていないサンプル・アプリケーションを、インテル® Advisor でそれをステップバイステッ
プで最適化して、ベクトル化アドバイザーの使用例を示します。 

2. サンプル・ワークロード 
このセクションでは、インテル® Advisor を使用して、サンプル・アプリケーションのデータ並列性を高める現代化を行

います。オリジナルのサンプル・アプリケーションはベクトル化されておらず、非効率なメモリー・アクセス・パターンも含
まれています。ただし、複数コアに向けて並列化は行われています。インテル® Advisor は、マルチスレッド化とその最適
化を支援します。ここでは、最初にマルチスレッド化について述べてからベクトル化に取り組みたいと思います。 

2.1. サンプル: 電位 

ここでは、インテル® Advisor の使用モデルとして、静電学の物理アプリケーションを使用します。このアプリケーショ
ンは、荷電粒子のグループによって生成される空間のさまざまなポイントの電位を計算します。任意のポイント {Rx, Ry, 
Rz} の電位は、クーロンの法則を使用して求めた各粒子の電荷を加算して (重ね合わせの原理) 計算します。式 (1) は、こ
のワークロードを数学的に表したものです。 

 

ここで、      は電位    が計算される空間の位置で、   と qi は電位を生成する粒子の位置と電荷です。k はクーロン
定数で約 8.99 × 109 N m2 C-2 です。 

このアプリケーションでは、個々の荷電粒子を 3 次元空間の位置と電荷から成る構造体 Charge として表します。
そして、構造体 Charge の配列を作成します。 
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リスト 1: 初期のデータ構造 

各観測位置 {Rx, Ry, Rz} について、リスト 2 の関数を使用して電位を計算します。 
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リスト 2: 初期実装 

我々の目標は、ベクトル化の利点が得られるように、この特定の関数とデータ構造を最適化することです。セクション 
2 で前述したとおり、このアプリケーションはすでにマルチスレッド化されており、異なる観測位置の計算を複数の 
OpenMP* スレッドに分配しています。 

2.2. システム構成とコンパイル設定 

アプリケーションの初期実装は、[1] からダウンロードできます。アプリケーションをコンパイルするには、インテル® 
C++ コンパイラーとインテル® マス・カーネル・ライブラリー (インテル® MKL) が必要です。パフォーマンスが重要な関数 
CalculateElectricPotential() は worker.cc ファイルに含まれており、次のコンパイラー・オプションを指定
してコンパイルします。 

  

vega@lyra% icpc -g -xCORE-AVX2 -O3 -c -o worker.o worker.cc 

struct Charge { 

float x, y, z, q; // 電荷の座標と値 
}; 
// ... // 

const int m = 128; // 電荷の数 
Charge chg[m]; 

void CalculateElectricPotential( 
const int m, // 電荷の数 

const Charge* chg, // 電荷の分布 (構造体配列) 

const float Rx, const float Ry, const float Rz, // 観測ポイント 
float & phi // 出力: 電位 
) { 

phi=0.0f; 
for (int i=0; i<m; i++) { // クーロンの法則 

const float dx=chg[i].x - x; 
const float dy=chg[i].y - y; 
const float dz=chg[i].z - z; 
phi -= 8.98755178737e9 * chg[i].q / sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz); 

} 
} 
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ここでは、インテル® Parallel Studio XE 2016 Update 2 (インテル® Advisor 2016 Update 3 に対応) を使用しま
した。すべてのベンチマークは、2 ソケットのインテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v3 (パッケージごとに 14 コア/
合計 28 コア、2.60GHz、インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー有効) 上で測定しました。 

アプリケーションには簡単なパフォーマンス・ベンチマークが組込まれており、測定されたパフォーマンスを 1 秒あた
りの浮動小数点演算回数 (GFLOP/秒単位) で出力します。この値は、CalculateElectricPotential() の for 
ループ内の浮動小数点演算数を単純にカウントしたものです。sqrt などの一部の演算は単純な乗算よりも多くの処理
を必要とするため、サンプル・アプリケーションでは 10 になります。 

ワークロード全体を 10 回繰り返して、最初の 2 回を除く結果の平均を求めます。最初の 2 回は、初期化の影響を排
除して持続的なパフォーマンスを得るために除外します。 

2.3. 最適化を始める前に考慮すべきこと 

最適化プロジェクトを開始する前に、作業ワークフローを検討しておくことを推奨します。準備せずに最適化作業を
開始すると、後で問題が生じる可能性があります。インテル® Advisor を初めて使う場合は、図 1 のインテル® Advisor 
ワークフローに従って作業することを推奨します。 

 

図 1: インテル® Advisor ワークフローのブロック図 

インテル® Advisor ワークフローは繰り返し作業です。一般に、1 回の繰り返しでは 1 つの最適化のみ行うと良いで
しょう。特に、コードの現代化に初めて取り組む場合、これが役立ちます。各ステップの詳細は、付録 B を参照してくださ
い。 

重要な考慮事項の 1 つに問題サイズがあります。最適化作業中は、アプリケーションを複数回実行する必要がありま
す。アプリケーションがデフォルトの問題サイズの実行に長い時間を必要とする場合 (例えば 2 日間など)、作業時間も
長くなります。プロジェクトのランタイム・パフォーマンスをシミュレーションするのに十分な大きさで、かつ合理的な時
間内に完了できる、問題のサブセットから成る典型的なワークロードの使用を検討してください。使用すべきサイズは問
題により異なりますが、(十分な統計を収集できるように) 実行時間が少なくとも数十秒になるようにします。 

これでプロジェクトをセットアップして (付録 A.2 を参照)、最初の Survey Analysis (サーベイ解析) を実行する準備
ができました。アプリケーションを実行中に GUI を開始したターミナルを確認します。アプリケーションの出力は、この
ターミナルに表示されます。サンプル・アプリケーションによって表示されるパフォーマンス・レポートは、ベースライン・
パフォーマンスが 30.9 ± 0.0 GFLOP/秒であることを示しています。 

2.4. ベクトル依存関係 

アプリケーションの実行が完了すると、インテル® Advisor は収集したデータを解読可能な形式にまとめ、[Summary 
(サマリー)] ページに結果の概要を表示します。図 2 は、サンプル・アプリケーションの [Summary (サマリー)] ページで
す。 

スタート (オプション)  
詳細な解析 

コンパイル 初期調査 実装の最適化 

 
 

  
 

(オプション)  
トリップカウント 

 

追加情報が 
必要? 

 

追加情報が 
必要? 

 

はい 
 いいえ 

 

はい 
 いいえ 

 ループの調査 
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図 2: インテル® Advisor の [Summary (サマリー)] ページ 

サンプル・アプリケーションのパフォーマンスはあまり良いとは言えません。[Loop metrics (ループメトリック)] セク
ションから、アプリケーションがすべての実行時間をスカラーコードに費やしていることが分かります。一般に、適切に最
適化されたコードは、実行時間のほとんどをベクトル化されたループに費やします。 

[Top time-consuming loops (多くの時間を費やしている上位のループ)] では、ほかのすべてのループ (すべて 1 秒未
満) と比較して、CalculateElectricPotential() 関数の [Self Time (セルフ時間)] が非常に大きく (11347.04 
秒) なっています。この結果は、CalculateElectricPotential() 関数を最適化すべきであることを示しています。 

CalculateElectricPotential() 関数の詳細情報を取得するため、[Survey Report (サーベイレポート)] に移
動します。図 3 に最初のサーベイ解析の結果を示します。 

図 3: 最初のサーベイ解析 の [Survey Report (サーベイレポート)] 

CalculateElectricPotential() に対応する行の [Type (タイプ)] 列は、このループがベクトル化されていな
いことを示しており、[Vector Issues (ベクトルの問題)] 列はインテル® Advisor がこの関数に関連する 2 つの問題を見
つけたことを示しています。 

 問題: 推定されるベクトル依存関係が存在します。 

 問題: データ型変換が存在します。 
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どちらの問題を先に対応すべきでしょうか? 問題の対応順序を決定する 1 つの方法は、[Why Not Vectorization (ベ
クトル化されなかった原因)] 列を確認しすることです。サンプル・アプリケーションでは、インテル® Advisor はループが
ベクトル化されなかった理由としてベクトル依存関係の問題を示しています。最初に、この問題に注目します。図 4 は、 
インテル® Advisor によって出力された推奨事項です。 

図 4: ベクトル依存関係に関する推奨事項 

推定されるベクトル依存関係は、安全にベクトル化できない可能性を示します。ベクトル依存関係の詳細は、Colfax 
Video Course [6] (Web サイトで無料登録が必要です) のエピソード 4.3 をご覧ください。インテル® Advisor の 
Dependency Analysis (依存性解析) を実行することで、推定されるベクトル依存関係を確認できます。依存性解析は 
Deeper Analysis (詳細な解析) オプションの 1 つで、選択したループ内の読み取り/書き込みパターンを調査して、安全
でないアクセスパターンの有無をチェックします。依存性解析の実行手順は、セクション B.5 を参照してください。 

依存性解析の結果を図 5 に示します。 

図 5: 依存性解析の結果 

結果から、問題の変数は phi で、実際に依存関係が存在することが分かります。この行で何が起こっているのか理解
するため、右辺 (RHS) が左辺 (LHS) をどのように更新しているか考えてみます。RHS は、電位に加算する i 番目の粒子
の電荷 (delta-phi) を計算します。ベクトル化されると、RHS はテストに使用した開発コード名 Haswell アーキテク
チャー・ベースのシステムでは、SIMD 命令を使用して i 番目から (i+7) 番目の粒子の delta-phi を並列に計算しま
す。しかし、i 番目の delta-phi をスカラー phi に加算する際に、(i+1) 番目から (i+7) 番目の delta-phi も並列に 
phi へ加算する必要があるため、問題が生じます。 
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この問題を解決するため、リダクションと呼ばれる手法を利用できます。スカラー phi 変数の代わりに、ベクトル長と
同じサイズ (ここでは 8) の temp_phis 配列を作成します。これで 1 つのベクトルレジスターの 8 つの異なる値を 
temp_phis 配列に安全に並列に加算することができます。すべての反復が完了したら、temp_phis 配列にある結果を 
1 つのスカラー変数 phi に合計またはレデュースします。 

上記の処理を実装するには、temp_phis を追加するためループの再構成 (ループのストリップマイニング) に加え
て、ループカウント n が 8 の倍数でない場合に発生するリマインダー (剰余ループ) に対応しなければならないため、あ
る程度のコード変更が必要になります。OpenMP* 4.0 の SIMD リダクション機能を利用することで、より簡単にリダク
ションを実装することができます。この機能は、ベクトル化されるループの前に次のディレクティブを追加すると有効に
なります。 
 
1 
 

ここで、reduction-identifier はリダクション演算子を示し、list は結果を格納する変数のリストを示します。
サンプル・アプリケーションでは、リダクション演算子に "マイナス " 演算子を指定し (つまり、reduction-identified 
が "-" に設定されるようにし)、レデュースする変数に phi を指定します。インテルの OpenMP* 実装のバージョンによっ
ては、reduction 節は参照渡しされる変数の使用を許可しないことがあります。この例がまさにそうですが、その場合、リ
ダクション用に追加の一時変数を作成する必要があります。リスト 3 に実装方法を示します。リスト 2 の初期実装から変
更したコードは 1 行だけです。 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

リスト 3: リダクションの実装 

アプリケーションを再コンパイルします。OpenMP* SIMD プラグマを追加したため、OpenMP* を有効にするコンパ
イラー・オプション (インテル® コンパイラーでは -qopenmp、GCC では -fopenmp) を追加する必要があります。サーベ
イ解析を再度実行して、ループがベクトル化されたこと ([Type (タイプ)] 列を確認します)。図 6 はサーベイ解析の結果
です。 
  

#pragma omp simd reduction {reduction-identifier: list} 

void CalculateElectricPotential( ... 
float & phi // 出力: 電位 
) { 

float phi_p=0.0f; // 一時変数の作成 
#pragma omp simd reduction(-: phi_p) 

for (int i=0; i<m; i++) { // クーロンの法則 
const float dx=chg[i].x - x;  
const float dy=chg[i].y - y;  
const float dz=chg[i].z - z; 
phi_p -= 8.98755178737e9 * chg[i].q / sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz); 

} 
phi = phi_p; 

} 
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図 6: ループがベクトル化されたことを示す解析結果 

アプリケーション・パフォーマンスは 55.6 ± 0.0 GFLOP/秒となり、初期実装と比較して約 85% 向上しました。これ
は素晴らしいスピードアップと言えますが、開発コード名 Haswell アーキテクチャー・ベースのプロセッサーは、理論的
に単精度 (SP) で 8 倍のパフォーマンス向上が可能です。アプリケーションがどれぐらい効率良くベクトル化されている
かは、[Vector Efficiency (ベクトル効率)] から分かります。 

[Vector Efficiency (ベクトル効率)] は、インテル® Advisor によって推定された (スカラー命令と比較した) ベクトル
化によってもたらされるパフォーマンス・ゲインを示します。通常、ベクトル効率に最大ゲイン (開発コード名 Haswell 
アーキテクチャー・ベースのシステムでは 8) を掛けた値になります。この値が低い場合、さらにパフォーマンスを向上で
きる可能性があります。アプリケーションが "十分に" ベクトル化されていると見なすための目安となる値はありません
が、この値が 60% または 70% 未満の場合は調査したほうが良いでしょう。サンプル・アプリケーションの効率は約 
43%、ベクトル化 によるゲインは 3.45 倍 (図 6) であるため、さらなるパフォーマンス向上の可能性があります。 

インテル® Advisor により、まだ 2 つの問題が報告されています。次に、最初の調査結果にもあった型変換の問題に取
り組みます。 

2.5. 精度の一貫性 

型変換にはコストがかかります。パフォーマンスが重要なコード領域 (最内 for ループ) に型変換がある場合、型変換
のレイテンシーが合計実行時間の大部分を占めてしまう可能性があります。 

問題の発生場所を特定するため、画面下のパネルにある [Source (ソース)] タブに移動します (図 7)。 
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図 7: 行 26 に型変換 (Type Conversion) があることが示されている [Traits (特徴)] 列 

右端の [Traits (特徴)] 列の 26 行目に型変換 (Type Conversion) があることが示されています。この行では主に単
精度浮動小数点数を扱っているため、これはほかのデータ型 (倍精度浮動小数点数や整数など) が混在していることを
意味します。アセンブリー・コードに詳しい開発者は、[Source Assembly (ソース・アセンブリー)] タブでアセンブリー・
コードを表示することができます。ここでは、ソースコードに戻って、行 26 の RHS の各要素 (関数と定数/変数) を確認
します。 

変数 (Rx、Ry、Rz、chg.q[i]) がすべて単精度であることは比較的簡単に確認できます。また、基本的な浮動小数点
演算子 (ここでは +、-、*、/ を使用) も、オペランドが単精度であればすべて単精度で処理します。残るは、リテラル定数で
あるクーロン定数と sqrt() 関数です。調査の結果、これらは両方とも倍精度であることが分かりました。 

最初に、リテラル定数について述べます。C/C++ では、リテラル浮動小数点定数は、デフォルトで倍精度浮動小数点
数として扱われます。単精度浮動小数点定数を指定するには、定数の最後に 'f' を追加する必要があります。 
 
1 

2 
 

驚く方もいらっしゃるかもしれませんが、定数の型変換はコンパイル時ではなく、実行時に行われます。これは整数の
場合も同じです (例えば、浮動小数点演算内のリテラル整数定数 "2" は実行時に変換されます)。一般に、定数を含むす
べての関数では、常にデータの一貫性を保つです。 

次に、sqrt 関数について述べます。デフォルトで使用される超越関数 (どの名前空間にも存在しない) は、インテル® 
C++ コンパイラーと GNU* C++ コンパイラーによって多重定義されないものとして解釈されます。sqrt 関数は、入力
値の精度に関係なく、常に倍精度で計算します。単精度実装を使用するには、代わりに sqrtf 関数を使用します。これ
も驚く方がいらっしゃるかもしれませんが、C++ 標準ライブラリーは std 名前空間でのみ超越関数を多重定義します。
型変換もコストがかかりますが、倍精度超越関数は単精度バージョンよりもはるかにコストがかかるため、これは避け
たほうが良いでしょう。 
  

8.98755178737e9 // デフォルトの解釈: 倍精度定数 

8.98755178737e9f // 単精度表現 

http://colfaxresearch.com/
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リスト 4 に新しい実装を示します。変更点は、26 行目に 2 つの 'f' が追加されているだけです。 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

リスト 4: 精度の一貫性 

コンパイルしてサーベイ解析を実行したところ、レポートから型変換に関する警告が消えました。また、アプリケーショ
ン・パフォーマンスは 326.1 ± 0.8 GFLOP/秒となり、コード変更前の実装と比較して 6 倍向上しました。 

このループには、あと 1 つ問題があります。 

 問題: 非効率なメモリー・アクセス・パターンが存在する可能性があります。 

次に、この問題に取り組みます。 

2.6. 非効率なメモリー・アクセス・パターン 

図 8 に "非効率なメモリー・アクセス・パターン" 問題の推奨事項を示します。 

 
図 8: 非効率なメモリー・アクセス・パターン 

インテル® Advisor の別の詳細な解析の 1 つである、Memory Access Pattern Analysis (メモリー・アクセス・パター
ン解析) の実行が推奨されています。詳細な解析の実行手順は、セクション B.5 を参照してください。 

最初に、何も変更せずにメモリー・アクセス・パターン解析を実行します。解析結果を図 9 と図 10 に示します。 

void CalculateElectricPotential( ... 
float & phi // 出力: 電位 
) { 

float phi_p=0.0f; // 一時変数の作成 
#pragma omp simd reduction(-: phi_p) 

for (int i=0; i<m; i++) { // クーロンの法則 
const float dx=chg[i].x - x;  
const float dy=chg[i].y - y;  
const float dz=chg[i].z - z; 
phi_p -= 8.98755178737e9f * chg[i].q / sqrtf(dx*dx+dy*dy+dz*dz); 

} 
phi = phi_p; 

} 

http://colfaxresearch.com/
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図 9: メモリー・アクセス・パターン解析の結果 

 
図 10: メモリー・アクセス・パターン解析後のサーベイレポート 

この段階では、メモリーアクセスの問題はレポートされていません。しかし、一部のケースでは、警告がなくても、さらに
調査したほうが良い場合があります。コンパイラーによる最適化が原因で、一部のケースでは問題の診断が "隠される" 
ことがあるためです。その場合、問題によって生じるパフォーマンス低下のほとんどは強力な最適化によって補われるた
め、インテル® Advisor は問題を直接レポートしない可能性があります。しかし、潜在的な問題の兆候はレポートします。
その 1 つを [Loop Statistics (ループ統計)] で確認できます (図 11)。 

http://colfaxresearch.com/
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図 11: ループ統計と特徴ページ 

[Shuffles (シャッフル)] 以下に、不規則なメモリー・アクセス・パターンによるパフォーマンス低下の可能性が示され
ています。問題を明らかにするため、ベクトル化を無効にする #pragma novector を追加してアプリケーションをコン
パイルします。このプラグマは、直後のループのベクトル化を無効にします。リスト 5 は、#pragma novector を追加
したコードです。 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

リスト 5: ベクトル化しない実装 

再コンパイル後、メモリー・アクセス・パターン解析を再度実行したところ、異なる結果が表示されました。 

void CalculateElectricPotential( ... ) { 
float phi_p=0.0f; // 一時変数の作成 

//#pragma omp simd reduction(-: phi_p) // simd 節をコメントアウト 
#pragma novector // ベクトル化の無効化 

for (int i=0; i<m; i++) { // クーロンの法則 
const float dx=chg[i].x - x;  
const float dy=chg[i].y - y;  
const float dz=chg[i].z - z; 
phi_p -= 8.98755178737e9 * chg[i].q / sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz); 

} 
phi = phi_p; 

} 

http://colfaxresearch.com/
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図 12: #pragma novector 追加後のメモリー・アクセス・パターン解析の結果 

 
図 13: AoS の代わりに SoA の使用を推奨するサーベイレポート 
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[Survey Report (サーベイレポート)] に構造体配列 (AoS) の代わりに配列構造体 (SoA) の使用を促す推奨事項が表
示されています。これは、ベクトル命令のアクセスパターンを向上するため、データ構造を変更する最適化です。一般に、
ベクトル化する場合、メモリーアクセスにはユニットストライドが最適です。しかし、サンプル・アプリケーションは構造
体配列を使用しているため、x、y、z、q の隣接する値はすべて 4 ストライド離れています。ここでは、この最適化の背後に
ある理論について詳しく説明しませんが、AoS から SoA への変換に関する問題については、Colfax Video Course [6] 
のエピソード 5.3 をご覧ください。 

Charge 構造体配列を x、y、z、q 用の個別の配列を含む Charge distribution 構造体に変換します。リスト 6 
に新しいデータ構造の実装を示します。 
 
1 
2 
3 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

リスト 6: 配列構造体と対応する CalculateElectricPotential() 

これですべての変数 x、y、z、q のメモリーアクセスがユニットストライドになりました。この最適化には、データ構造と
関数の変更だけではなく、初期化処理とアプリケーション内の Charge_distribution へのすべての参照の変更が
必要です。 

アプリケーションを再コンパイルしてサーベイ解析を実行したところ、アプリケーション・パフォーマンスは 503.7 ± 
1.4 GFLOP/秒となり、さらに 54% 向上しました。図 14 にサーベイレポートを示します。 

struct Charge_distribution { 
float *x, *y, *z, *q; // 座標と電荷用の個別の配列 

}; 

void CalculateElectricPotential( ... 
const Charge_distribution chg, // 配列構造体 
) { 

float phi_p=0.0f; // 一時変数の作成 
#pragma omp simd reduction(-: phi_p) 
for (int i=0; i<m; i++) { // クーロンの法則 

const float dx=chg[i].x - x;  
const float dy=chg[i].y - y;  
const float dz=chg[i].z - z; 
phi_p -= 8.98755178737e9f * chg.q[i] / sqrtf(dx*dx+dy*dy+dz*dz); 

} 
phi = phi_p; 

} 
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図 14: 最後のサーベイ解析の [Survey Report (サーベイレポート)] 

シャッフルに関する警告は消え、ほかの警告もありません。インテル® Advisor によって明らかな問題が報告されてい
ないため、いくつかのサニティーチェックを実施して、どれぐらい効率良くベクトル化されているか確認します。 

最初に、ベクトル効率は約 85%、ベクトル化により期待されるパフォーマンス・ゲインは 6.81 倍です (図 14)。85% 
は素晴らしい数値と言えます。最初のサニティーチェックはパスしていると言って良いでしょう。 

次に、ベクトル化が有効な場合と無効な場合のパフォーマンスを比較して、ベクトル化によるスケーリングを評価しま
す。アプリケーションに #pragma novector を再度追加して、ベクトル化が無効な場合のパフォーマンスを測定しま
す。ベクトル化が無効な場合のパフォーマンスは 83.9 ± 0.0 GFLOP/秒で、ベクトル化が有効な場合のパフォーマンス
の 1/6 となりました。これは、テストシステムの理論的な最大ゲインである 8 倍を下回ります。ループタイリングなどを
適用してメモリー・アクセス・パターンを改善することで、さらに向上できる可能性がありますが、ここでは本題から外れ
るため詳しく取り上げません。ベクトル化によるスピードアップは 6 倍で、2 つ目のサニティーチェックもパスと言えま
す。 

2 つのサニティーチェックをパスし、インテル® Advisor によって検出される問題がなくなったため、これでサンプル・ア
プリケーションの最適化を終了します。しかし、これが、このサンプル・アプリケーションで達成可能な最適なパフォーマ
ンスであるとは限りません。前述のとおり、さらなる最適化の可能性があります。 

図 15 は、各最適化を適用後のパフォーマンスを示します。 

http://colfaxresearch.com/


3 まとめ 

Colfax International, 2016 — http://colfaxresearch.com/ (英語) 16 

 
図 15: 各最適化を適用後のパフォーマンス 

最終的に、オリジナルの最適化されていないアプリケーションと比較して、インテル® Advisor のベクトル化の最適化
に関する推奨事項を適用することで、16 倍を超える大幅なパフォーマンスの向上を達成できました。 

3. まとめ 
この文献では、インテル® Advisor を使用してアプリケーションのベクトル化を最適化する方法を手順を追って説明し

ました。 

荷電粒子のグループによって生成される空間のさまざまなポイントの電位を計算する、静電学の問題を例に説明しま
した。サンプル・アプリケーションは、元々複数のコアにわたって並列化されていましたが、それ以外の最適化やベクトル
化は適用されていませんでした。最初に、インテル® Advisor のプロファイル機能を使用してアプリケーションをベクト
ル化し、次に計算のベクトル化パターンを最適化しました。インテル® Advisor によって検出された 3 つの問題 (ベクト
ル依存関係、型変換、および非効率なメモリー・アクセス・パターン) について述べました。最適化により、我々のテストで
は、オリジナルの最適化されていない実装と比較して、パフォーマンスが 16 倍向上しました。 

この文献で使用したサンプルコードは、Colfax Research の Web サイトからダウンロードできます [1]。 
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付録 A: インテル® Advisor のセットアップ 

A.1. インストール、初回設定 

インテル® Advisor は、インテル® Parallel Studio XE と呼ばれるソフトウェア・スイートのコンポーネントです。 
インテル® Parallel Studio XE には、Composer、Professional、Cluster の 3 つのエディションがあります。インテル® 
Advisor は、Professional Edition と Cluster Edition に含まれます。インテル® Parallel Studio XE を利用するにはラ
イセンスを購入する必要がありますが、学生、教育関係者、非商用向けの割引が用意されています。詳細は、インテル® 
Parallel Studio XE の製品ページを参照してください。 

Professional Edition または Cluster Edition をお持ちの場合、インテル® Parallel Studio XE をインストールすると
デフォルトでインテル® Advisor がインストールされます。インテル® Parallel Studio XE のインストールについては本
題から外れるためここでは説明しません。詳細は、インテル® Parallel Studio XE に同梱のドキュメントを参照してくだ
さい。 

インストールしたら、最初に、インテル® Advisor 用の各種環境変数を設定し、インテル® Advisor のコマンドをデフォ
ルトのパスに追加する必要があります。source コマンドを使用して、インテル® Advisor のインストール・フォルダーに
あるシェルスクリプト advixe-vars.sh を実行します。インテル® Advisor がデフォルトのパス (/opt/intel) にイ
ンストールされている場合は、次のコマンドを実行します。 

このコマンドが自動的に実行されるようにするには、.bashrc ファイルにこの行を追加するか、システム管理者に依
頼して /etc/profile.d/ 以下のファイルへこの行を追加します。 

環境変数が設定されると、インテル® Advisor のコマンドがデフォルトのルックアップ・パスに追加されます。 

インテル® Advisor の GUI を起動するには、次のコマンドを実行します。 

ここでは、主に GUI バージョンについて説明します。インテル® Advisor には、モニターのないリモートシステムで
コードをプロファイルできるコマンドライン・インターフェイス (CLI) もあります。ワークステーションで GUI を利用でき
る場合、CLI と同等の操作を行う最も安全な方法 (入力ミスやオプションの漏れを防ぐ) は、[Vectorization Workflow 
(ベクトル化ワークフロー)] パネルにある [Command Line (コマンドライン)] ボタンをクリックすることです。図 16 は、
サーベイ解析でこの操作を行った場合のスクリーンショットです。 

 

図 16: サーベイ解析に対応する CLI コマンド 

vega@lyra% source /opt/intel/advisor_xe_2016/advixe-vars.sh 

vega@lyra% advixe-gui 

http://colfaxresearch.com/
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インテル® Advisor の CLI に関する詳細は、インテル® Advisor リファレンス [7] を参照してください。 

A.2. プロジェクトの作成 

インテル® Advisor の GUI が起動したら、最初にプロジェクトを作成します。プロジェクトの作成手順は、インテル® 
VTune™ Amplifier とよく似ています。画面中央にある [New Project... (新規プロジェクト)] リンクまたはツールバーに
ある [New Project... (新規プロジェクト)] ボタンをクリックします。ダイアログが表示され、プロジェクト名を入力する
と、図 17 に示すような [Project Properties (プロジェクト・プロパティー)] タブが表示されます。 

 
図 17: [Project Properties (プロジェクト・プロパティー)] タブ 

インテル® Advisor では、プロジェクトは通常 1 つの実行パスに関連付けられます (パスの変更は可能ですが、面倒で
す)。そのため、コード変更を行った後、コンパイルしたバイナリーを同じ場所に (以前のものを上書きして) 配置してくださ
い。[Applications: (アプリケーション:)] ボックスの /path/to/run-app をプロファイルする実行ファイルのパスに変
更します。 

これで、アプリケーションの最適化を開始できます。 
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付録 B: インテル® Advisor ワークフロー 

インテル® Advisor ワークフローは、コードの現代化プロセスに馴染みのない開発者にステップバイステップのガイ
ドラインを提供します。セクション 2.3 の図 1 は、ベクトル化のインテル® Advisor ワークフローです。一般に、最適化も
このワークフローに従って進めることを推奨します。 

各ステップについて詳しく見ていきます。 

B.1. コンパイル/再コンパイル 

最初に、インテル® コンパイラーを使用してアプリケーションをコンパイルします。インテル® Advisor を最大限に活
用するため、次のコンパイラー・オプションを指定してコンパイルすることを推奨します。 

 -g: アプリケーションにデバッグ情報を追加します。インテル® Advisor は、この情報を使用して関数や変数の名
前の表示を含む詳細な解析を提供します。 

 -O3: コンパイラーによる最適化を有効にします。インテル® コンパイラーでは、デフォルトでコンパイラーによ
る最適化が有効になりますが、-g コンパイラー・オプションを指定するといくつかの最適化が無効になります。
そのため、手動で再度有効にする必要があります。解析タイプに応じて、適切な最適化のレベルは異なります。 

 -xhost: コンパイルするホストシステムで利用可能な最新のベクトル命令セットを使用します。ターゲットシ
ステムでサポートされる特定の命令セットを指定してクロスコンパイルする場合、その命令セットの使用が保証
されるように、このコンパイラー・オプションの代わりに適切な -x{code} コンパイラー・オプション ([8] を参照) 
を指定してください。 

上記のコンパイルは、デフォルトでは実行ファイル a.out を生成します。実行ファイル名を指定するには、-o [app-
name] コンパイラー・オプションを使用します。以降の説明では、実行ファイルの名前は run-app であると仮定します。 

アプリケーションをコンパイルしたら、サーベイ解析を行います。 
注: 初めてこのステップを実行する場合、プロジェクトが適切に設定されており、正しい実行ファイルがターゲットに指
定されていることを確認してください (セクション A.2 を参照)。 

B.2. サーベイ解析 

これは、インテル® Advisor で最初に実行する必要がある解析です。ツールバーにある [Start Survey Analysis (サー
ベイ解析の開始)] ボタンをクリックして (図 18) 解析を開始します。図 19 に示す左側のパネルを使用することもできま
す。 

 
図 18: ツールバー(赤色で囲まれているのが [Start Survey Analysis (サーベイ解析の開始)] ボタン) 

  

vega@lyra% icpc -g -O3 -xhost foo.cc 
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サーベイ解析は、アプリケーションを実行して、ハードウェア・カウンター情報を収集し、ベクトル化されたループとさ
れなかったループに関する統計情報を提供します。また、解析結果に基づき、推奨事項と (ベクトル化を妨げている問題
がある場合) 警告メッセージを示します。 

サーベイ解析が完了したら、ループの調査または Trip Count Analysis (トリップカウント解析) を行います。これが初
めての実行の場合は、ループの調査を行うことを推奨します。 

B.3. (オプション) トリップカウント解析 

トリップカウント解析は、各ループの反復数に加えて、特定のループが呼び出された回数を計測します。この情報は、
問題の領域や潜在的な問題の特定に役立ちます。また、インテル® Advisor は、この情報に基づいて追加の推奨事項を
提示できる可能性があります。 

B.4. ループの調査 

サーベイ解析 (そして、オプションでトリップカウント解析) の実行が完了すると、サーベイレポートが利用可能になり
ます。このページには、インテル® Advisor が検出したすべての情報が解読可能な形式で表示されます。このページには
多くの情報が含まれていますが、ここでは次の 5 つの列に注目します。 

 Vector Issues (ベクトル問題): ベクトル化を妨げている問題と推奨事項を表示します。空でない場合、コード変
更により解決できる可能性がある問題をインテル® Advisor が検出したことを示します。 

 Self Time (セルフ時間): 特定のループの実行時間を示します。内側の入れ子されたループの実行時間は含まれ
ません。一般に、ループのセルフ時間が大きい場合、アプリケーションにとってそのループの最適化が重要となり
ます。 

 Type (タイプ): ループの状態 (例えば、スカラー、ベクトル化 (本体) とスレッド化 (OpenMP*)) を示します。パ
フォーマンスが重要なループは、ベクトル化またはスレッド化、あるいは両方が適用されていることが望ましい
でしょう。 

 Why Not Vectorization (ベクトル化されなかった理由): ループがベクトル化されなかった場合、その主な原因
を示します。ベクトル化されなかったループに必ずしも問題があるとは限りません。[Vector Issues (ベクトル問
題)] 列を参照して詳細を取得します。 

 Vectorized Loop (ベクトル化されたループ): ループがベクトル化された場合、ベクトル化効率を含むベクトル
化されたループの詳細が表示されます。ベクトル化されたコードが、必ずしも最適なコードであるとは限りませ
ん。ベクトル効率が低い場合、パフォーマンス向上の可能性があります。 

最初は、情報量の多さに戸惑うでしょう。大規模なアプリケーションでは、あまりの情報量の多さに圧倒されるかもし
れません。最適化に不慣れな方は、1 つの方法として、セルフ時間でループをフィルターして (デフォルト設定)、[Vector 
Issues (ベクトル問題)] 列を確認し、各問題に順番に対応していくと良いでしょう。最適化の経験が豊富な方は、ほかの
ループに影響する最適化を優先すると良いかもしれません。 

この時点で、次に何をすべきか決める必要があります。インテル® Advisor によって推奨事項が提示された問題がある
場合は、その問題/推奨事項に対応するためソースコードの変更に取り掛かります。場合によっては、インテル® Advisor 
は一部の問題についてさらなる解析を推奨することがあります。その場合は、詳細な解析を行います。最後に、(セルフ時
間の観点から) 重要なループがすべてベクトル化され、問題が出力されず、ベクトル効率が高い場合、インテル® Advisor 
による最適化作業は終了しても良いでしょう。ただし、さらに最適化できる可能性があるかもしれません。インテル® 
Advisor は、アプリケーション開発の初期段階向けに設計されており、後の段階で見つかる問題は検出しない可能性が
あります。さらに最適化するためには、アプリケーション開発の後の段階向けに設計されているインテル® VTune™ 
Amplifier などのツールを使用してください。 
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B.5. (オプション) 詳細な解析 

詳細な解析では、インテル® Advisor は、より良い推奨事項を提示できるように、サーベイ解析では収集されない詳し
い情報を収集します。しかし、詳細な解析には非常に長くの時間がかかるため、アプリケーション全体を解析することは
実用的ではありません。推奨するワークフローは、最初にサーベイ解析を実行して問題のループを特定し、次にそれらの
ループを詳細な解析の対象としてマークします。 

ループをマークする最も簡単な方法は、GUI を使用することです。サーベイレポートの 2 つ目の列にあるチェックボッ
クスをオンにすることで、特定のループを詳細な解析の対象としてマークできます (図 19)。 

 
図 19: 青色で囲まれているチェックボックスをオンにして詳細な解析の対象ループを指定 

赤色で囲まれているのは詳細な解析のオプション 

別の方法として、インテル® Advisor のアノテーションを使用することで、より細かく指定することができます。これは、
本題から外れるためここでは説明しません。アノテーションの詳細は、インテル® Advisor リファレンス [2] を参照してく
ださい。マークしたループに対して、(この文献の執筆時点では) 2 種類の解析を実行できます。 

 Dependency Analysis (依存性の解析): 

ベクトル依存関係 (ベクトル化の妨げとなる) やデータ競合 (安全でないスレッド並列処理) などのデータ依存性
の検出に役立ちます。 

 Memory Access Pattern Analysis (メモリー・アクセス・パターン解析): 

SIMD 演算のアクセスパターンを解析して、ストライドアクセスやアライメントされていないアクセスなどの効率
の悪いアクセスパターンを見つけます。 
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最適化に不慣れな方は、インテル® Advisor によってこれらのオプションの解析を推奨された場合は実行すべきです。
詳細な解析を開始するには、左側のパネルまたは画面上部にあるオプション (図 19) を使用します。 

前述のとおり、詳細な解析には非常に長くの時間がかかります。解析時間を短縮するには、問題サイズを減らすことを
検討してください。 

B.6. 最適化の実装 

サーベイレポートや詳細な解析レポートから取得した情報を基に、インテル® Advisor によって提示された問題と推
奨事項に対応するため、ソースコードを変更します。ソースコードの変更が完了したら、セクション B.1 のコンパイル/再
コンパイルステップに戻ります。 
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