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電光石火の R マシンラーニング・
アルゴリズム
インテル® DAAL と最新のインテル® Xeon Phi™ プロセッサーにより成果を上げる

データ・サイエンティストは、最新のインテル® Xeon Phi™ プロセッサー x200 ファミリー (開発コード名 
Knights Landing) 上で、R アプリケーションの大幅なスピードアップを実現できるようになりました。インテル® 
Data Analytics Acceleration Library (インテル® DAAL) のようなインテル® ソフトウェア・ツールを使用する
ことで、開発者の労力を最小限に抑えつつ、これを達成することが可能です。 
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最新のインテル® Xeon Phi™ プロセッサーは、コンピューティング負荷の高いアプリケーション向けに特化し
たプラットフォームです。以下を含む、いくつかの新しい画期的な技術を提供します。

 • ソケット (セルフブート CPU) とコプロセッサー・バージョン
 • DDR4 メモリーに加えて、マルチチャネル DRAM (MCDRAM) と呼ばれる高帯域幅オンパッケージ・メモリー
 • 最先端のベクトル化テクノロジー : 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) 命令セット
 • ダイごとに最大 72 コア、コアごとに 4 スレッドによる超並列処理
 • 倍精度浮動小数点演算では 3+ TFLOPS

 • 単精度浮動小数点演算では 6+ TFLOPS

インテルでは、開発者がこれらの技術を搭載したインテル® Xeon Phi™ プロセッサーを最大限に利用できる
ように、インテル® Parallel Studio XE スイートでソフトウェア・ツール群を提供しています。その 1 つが、
最適化されたマシンラーニングおよびデータ解析アルゴリズムを提供するインテル® DAAL です。マシンラー
ニングの問題は、一般に CPU およびメモリー要件が最も厳しく、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーは、
このような問題にとって理想的なプラットフォームです。インテル® DAAL は、インテル® Xeon Phi™ プロセッ
サー向けに最適化されたマシンラーニング・アプリケーションを素早く開発できるように支援します。

R はオープンソース・プロジェクトで、統計解析、データマイニング、マシンラーニング向けの最も豊富なアル
ゴリズム群を提供するソフトウェア環境です。1 R は、データ・サイエンティストの間で非常に人気があります。
しかし、特別なチューニングなしでは、R とそのパッケージは、インテル® Xeon Phi ™ プロセッサーのハイパ
フォーマンスな機能を十分に活かすことはできません。インテル ® Xeon Phi ™ プロセッサー上での R のアウ
トオブボックス・パフォーマンスは良くないことが想定されます。これは、通常の R はほとんどの場合、1 つ
のインテル® Xeon Phi™ プロセッサー・コア上で、シングルスレッドしか使用しないためです。つまり、(72 コ
ア、コアごとに 4 スレッドと仮定した場合) インテル® Xeon Phi™ プロセッサー上で利用可能な計算リソース
の 1/288 しか使用していないことになります。1 つのインテル® Xeon Phi™ プロセッサーは、およそ 1 つの
インテル® Atom™ プロセッサーに相当し、1 つのインテル® Xeon® プロセッサーよりも性能が劣ります。ま
た、通常の R は、インテル® AVX-512 命令セットを利用する高度なベクトル化や高帯域 MCDRAM のような
パフォーマンス機能を利用しません。 

インテル® Xeon Phi™ プロセッサーの魅力的なデータ処理能力を、R プログラマーが簡単に利用できる方法
があります。それは、R 環境に最適化されたライブラリーを統合することです。ここでは、典型的なマシンラー
ニング・アルゴリズムのナイーブベイズ分類器を使用します。インテル® Xeon Phi™ プロセッサー・ベースのセ
ルフブートシステムで、インテル® DAAL を使用して、R でナイーブベイズ分類器を作成し、実行する方法をステッ
プ・バイ・ステップで示します。そして、そのパフォーマンスを R パッケージ e1071 のネイティブ実装と比較
します。2
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ナイーブベイズ分類器
ナイーブベイズ・アルゴリズムは、ベイズの定理に基づく分類手法で、3 すべての特徴は互いに独立していると
仮定します。単純ですが、多くの場合、洗練された分類手法よりもパフォーマンスが優れています。一般に、
ドキュメントの分類、スパムメールの検出などに使用されます。 

特徴ベクトル Xi=(xi1,…,xip )、i=1,…,n (xik は i 番目の観測の k 番目に観測された特徴のスケーリングされ
た頻度、p は特徴の数 )、ラベルのセット C=(C1,…,Cd ) の場合、ナイーブベイズ・アルゴリズムは次のようにな
ります。

ラベル Ck1 では、

事後確率は、(事前確率 × 尤度) に正比例します。

トレーニング段階では、各観測のラベルが判明しているトレーニング・データセットが、各クラス (ラベル) の
事前確率とすべての特徴の尤度などの引数を含むモデルの学習に使用されます。そして、予測段階では、
新しい観測ごとに、アルゴリズムは観測の最大事後確率を計算し、対応するラベルを割り当てます。

R のナイーブベイズ
良く知られている R のナイーブベイズ分類器は、パッケージ e1071: Misc Functions of the Department of 
Statistics, Probability Theory Group で提供されています。2

簡単なインターフェイスと 2 つの関数が含まれており、1 つはモデルをトレーニングし、もう 1 つはモデルを
適用します。

1  library(e1071)
2  
3  model <- naiveBayes(training_data, ground_truths)
4  result <- predict(model, new_data)
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これをインテル® Xeon Phi™ プロセッサー上で実行すると、中規模のデータセット (10 万観測、200 特徴、
100 クラス) のモデル・トレーニングに 200 秒以上、予測段階には 6,272 秒 (約 1 時間 45 分) かかります。  

このため、パッケージ e1071 のナイーブベイズは、インテル ® Xeon Phi ™ プロセッサー上では実用的ではあ
りません。インテル® DAAL を使用して、この問題に簡単に対処できます。

インテル® DAAL のナイーブベイズ
インテル® DAAL は、分類アルゴリズムの 1 つとして、多項ナイーブベイズ分類器を提供しています。4 優れ
たパフォーマンスに加えて、インテル® DAAL の実装は、パッケージ e1071 にはないいくつかの機能と柔
軟性を備えています。特に、モデル・トレーニングでバッチ処理、オンライン処理、分散処理の 3 つの処
理モードをサポートしています。バッチ処理モードは、パッケージ e1071 がサポートする処理モードと同じ
で、データセット全体を一度に処理します。オンライン処理モードは、一度にメモリーに収まらない大きな
データセットをチャンクごとに処理し、すべてのチャンクの処理が完了したらモデルを学習します。分散処
理モードは、クラスター上での分散モデル・トレーニングをサポートします。説明を簡潔にするため、ここ
ではバッチ処理モードのみ使用します。しかし、ここで紹介する手法は、ほかの 2 つの処理モードを R に
統合する際にも適用できます。

次のセクションで説明する統合ステップを完了すると、以下のようなインテル® DAAL のナイーブベイズ分類器
を使用できるようになります。

インテル® DAAL のナイーブベイズ分類器の R への統合 
インテル® DAAL では、(Java* と Python* API に加えて) C++ プログラミング・インターフェイスが用意され
ています。インテル® DAAL のナイーブベイズ・アルゴリズムを R で使用するには、トレーニングと予測段階を 
C++ 関数でラップし、R にエクスポートする必要があります。これには、Rcpp パッケージが役立ちます。5, 6 

1  # インテル® DAAL のナイーブベイズ
2  test <- loadData("traindata.csv", nfeatures)
3  model.daal <- nbTrain(test$data, test$labels, nclasses)
4  labels.daal <- nbPredict(model.daal, test$data, nclasses)
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ツールのセットアップ : Rcpp と関連パッケージ
Rcpp は、C++ コードを利用して R を拡張する標準的なパッケージです。多数の R パッケージが、このパッ
ケージを利用して C++ 実装により計算を高速化し、ほかの C++ プロジェクトと連携しています。Rcpp は R 
と C++ をシームレスに統合し、R と C++ の間で R オブジェクトを直接やり取りできるようにします。 

Rcpp は CRAN からインストールできます。inline パッケージもインストールする必要があります。7 inline パッ
ケージは、R コードから直接 C++ コードをコンパイル、リンク、ロードできるようにします。Rcpp では、R で
使用する C++ 関数をコンパイル、リンク、ロードする複数の方法をサポートしています。その中で使いやすさ
と柔軟性のバランスが良いのは、Rcpp と inline パッケージの組み合わせです。これらのパッケージに加えて、
C++ コンパイラーも必要です。通常、インテル® Xeon Phi™ プロセッサー上でのコードのビルドおよび最適化
には、インテル® C++ コンパイラーが推奨されます。しかし、ここでは多くの C++ ソースコードをビルドするわ
けではありません。(インテル® DAAL の) 事前ビルドバイナリーを、R でロードされる小さなダイナミック・ライ
ブラリーにリンクするだけなので、どのコンパイラーを使用してもかまいません。システムにデフォルトの C++ 
コンパイラーがない場合は、次の操作を行います。

 • Windows®: Rtools をインストールします。
 • Mac OS*: App Store* から Xcode* をインストールします。
 • Linux*: 次のコマンドを実行します。 

sudo apt-get install r-base-dev

R と C++ 関数を連携させるためのグルーコード
inline パッケージは、C++ 関数のシグネチャー、C++ 関数の定義、プラグイン・オブジェクトを受け取る
単純な関数 cxxfunction を提供します。プラグイン・オブジェクトは、プロジェクトに必要な追加の C++ 
ヘッダーファイルと追加のリンク行を指定します。図 1 に例を示します。

図 1 の行 5 - 9 は、Rcpp プラグインメーカーを使用して、R で Rcpp プラグインの作成と登録を行います。
プラグインにより、外部ライブラリーへの依存関係を指定できます。この例では、インテル® DAAL を指定し
ています。残りのコードは、CSV ファイルからのデータの読み取り (loadData)、ナイーブベイズ・モデルのトレー
ニング (nbTrain)、新しいデータのラベル予測 (nbPredict) を行う 3 つの R 関数を作成します。cxxfunction 
を使用して、この 3 つの R 関数を、R コードで readCSV、train、predict として定義されている 3 つの 
C++ 関数と連携させます。 

そして、インテル® DAAL のデータ構造とアルゴリズムを使用して、これらの C++ 関数を実装します。 
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CSV ファイルからのデータの読み取り
read.csv()、read.table()、scan() などの R 関数を使用して、CSV ファイルからデータを簡単に読み取ること
ができます。しかし、この方法では、読み取ったデータをインテル® DAAL で認識可能な表現に変換する必
要があります。 

インテル® DAAL は、インメモリー・データ表現に数値テーブル (C++ クラスの階層) を使用します。ここでは、
インテル® DAAL のデータソース機能を利用してデータをロードし、そのデータを基に直接数値テーブルを作
成します。図 2 の行 13 – 16 は、トレーニング・データとその観測を含む CSV ファイルにアクセスするデー
タソースを定義します。CSV テーブルの最後の列は、観測 (ラベル) と仮定します。行 19 – 24 は、読み取っ
たデータとラベルを保持するインテル® DAAL の数値テーブルを作成します。行 27 は、データセット全体を
数値テーブルにロードします。そして、R 空間に戻る前に、データ数値テーブルとラベル数値テーブルを 2 つ
の RAW バイトにシリアル化し、それらのリストを返します。後で、C++ モデル・トレーニング関数が RAW 
バイトを受け取り、数値テーブルを復元します。 

1  library(Rcpp)
2  library(inline)
3  
4  # Rcpp プラグインの作成と登録
5  plug <- Rcpp:::Rcpp.plugin.maker(
6          include.before = "#include <daal.h> ",
7          libs = paste("-L$DAALROOT/lib/ -ldaal_core -ldaal_thread ",
8                       "-ltbb -lpthread -lm", sep=""))
9  registerPlugin("daalNB", plug)
10  
11  # データとラベルをロードする R 関数
12  loadData <- cxxfunction(signature(file="character", ncols="integer"),
13                          readCSV, plugin="daalNB")
14  
15  # モデルをトレーニングする R 関数
16  nbTrain <- cxxfunction(signature(X="raw", y="raw", nclasses="integer"), 
17                         train, plugin="daalNB")
18  
19  # スコアリングを行う R 関数
20  nbPredict <- cxxfunction(signature(model="raw", X="raw", nclasses="integer"), 
21                           predict, plugin="daalNB")
22  

    
1   inline パッケージの C++ コードから R 関数を作成するグルーコード
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ナイーブベイズ・モデルのトレーニング
インテル® DAAL のアルゴリズムをコードで使用する場合、次の簡単なステップに従って、一連の処理を実装
できます。

1. 選択したアルゴリズムと処理モード向けのアルゴリズム・オブジェクトを作成します。
2. アルゴリズム・オブジェクトの input.set メソッドを使用して、入力データを設定します。
3. アルゴリズム・オブジェクトで compute メソッドを呼び出します。
4. アルゴリズム・オブジェクトの getResult メソッドを使用して、結果を取得します。

1  # データのロード
2  readCSV <- '
3      using namespace daal;
4      using namespace daal::data_management;
5  
6      // 入力
7      // file - ファイル名
8      // ncols - ファイルに含まれる列数
9      std::string fname = Rcpp::as<std::string>(file);
10      int k = Rcpp::as<int>(ncols);
11  
12      // データソース 
13      FileDataSource<CSVFeatureManager> dataSource(
14           fname,
15           DataSource::notAllocateNumericTable,
16           DataSource::doDictionaryFromContext);
17  
18      // インテル® DAAL のデータおよびラベル数値テーブル
19      services::SharedPtr<NumericTable> data(
20          new HomogenNumericTable<double>(k-1, 0, NumericTable::notAllocate));
21      services::SharedPtr<NumericTable> labels(
22          new HomogenNumericTable<int>(1, 0, NumericTable::notAllocate));
23      services::SharedPtr<NumericTable> merged(
24          new MergedNumericTable(data, labels));
25  
26      // データのロード
27      dataSource.loadDataBlock(merged.get());
28  
29      // 数値テーブルのシリアル化
30      InputDataArchive dataArch, labelsArch;
31      data->serialize(dataArch);
32      labels->serialize(labelsArch);
33      Rcpp::RawVector dataBytes(dataArch.getSizeOfArchive());
34      dataArch.copyArchiveToArray(&dataBytes[0], dataArch.getSizeOfArchive());
35      Rcpp::RawVector labelsBytes(labelsArch.getSizeOfArchive());
36      labelsArch.copyArchiveToArray(&labelsBytes[0], labelsArch.getSizeOfArchive());
37  
38      // RawVectors のリストを返す
39      return Rcpp::List::create(
40                                _["data"]   = dataBytes, 
41                                _["labels"] = labelsBytes);
42  '

    
2   CSV ファイルからデータを読み取り、インテル® DAAL の数値テーブルを作成する C++ 関数
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1  # ナイーブベイズ: モデルのトレーニング
2  train <- '
3      using namespace daal;
4      using namespace daal::algorithms;
5      using namespace daal::algorithms::multinomial_naive_bayes;
6      using namespace daal::data_management;
7  
8      // 入力
9      // X - トレーニング・データセット
10      // y - トレーニング・データの観測
11      // nclasses - クラスの数
12      Rcpp::RawVector Xr(X);
13      Rcpp::RawVector yr(y);
14      int nClasses = Rcpp::as<int>(nclasses);
15  
16      // データとラベルの逆シリアル化
17      OutputDataArchive dataArch(&Xr[0], Xr.length());
18      services::SharedPtr<NumericTable> ntData(new HomogenNumericTable<double>());
19      ntData->deserialize(dataArch);
20      OutputDataArchive labelsArch(&yr[0], yr.length());
21      services::SharedPtr<NumericTable> ntLabels(new HomogenNumericTable<int>());
22      ntLabels->deserialize(labelsArch);
23  
24      // モデルのトレーニング
25      training::Batch<> algorithm(nClasses);
26      algorithm.input.set(classifier::training::data, ntData);
27      algorithm.input.set(classifier::training::labels, ntLabels);
28      algorithm.compute();
29  
30      // 結果の取得
31      services::SharedPtr<training::Result> result = algorithm.getResult();
32      InputDataArchive archive;
33      result->get(classifier::training::model)->serialize(archive);
34  
35      Rcpp::RawVector out(archive.getSizeOfArchive());
36      archive.copyArchiveToArray(&out[0], archive.getSizeOfArchive());
37      return out;
38  '

    
3   ナイーブベイズ・モデルをトレーニングする C++ 関数

図 3 の行 25 – 28 は、C++ の train 関数の実装におけるこの一連の処理を示します。これ以前のコードは、
最初に入力 (トレーニング・データとラベル) を逆シリアル化し、数値テーブルを復元します。これ以降のコー
ドは、結果 (モデル・オブジェクト) を RAW バイトにシリアル化します。そうすることで、新しいデータの分
類に使用されるモデルを予測関数に渡すことができます。 
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1  # ナイーブベイズ: 予測
2  predict <- '
3      using namespace daal;
4      using namespace daal::algorithms;
5      using namespace daal::algorithms::multinomial_naive_bayes;
6      using namespace daal::data_management;
7  
8      // 入力
9      // model - トレーニング済みモデル
10      // X - 入力データ
11      // nclasses - クラスの数
12      Rcpp::RawVector modelBytes(model);
13      Rcpp::RawVector dataBytes(X);
14      int nClasses = Rcpp::as<int>(nclasses);
15  
16      // モデルの取得
17      OutputDataArchive modelArch(&modelBytes[0], modelBytes.length());
18      services::SharedPtr<multinomial_naive_bayes::Model> nb(
19          new multinomial_naive_bayes::Model());
20      nb->deserialize(modelArch);
21  
22      // データの逆シリアル化
23      OutputDataArchive dataArch(&dataBytes[0], dataBytes.length());
24      services::SharedPtr<NumericTable> ntData(new HomogenNumericTable<double>());
25      ntData->deserialize(dataArch);
26  
27      // 新しいデータの予測
28      prediction::Batch<> algorithm(nClasses);
29      algorithm.input.set(classifier::prediction::data,  ntData);
30      algorithm.input.set(classifier::prediction::model, nb);
31      algorithm.compute();
32      
33      // newlabels を返す
34      services::SharedPtr<NumericTable> predictionResult = 
35          algorithm.getResult()->get(classifier::prediction::prediction);
36      BlockDescriptor<int> block;
37      int n = predictionResult->getNumberOfRows();
38      predictionResult->getBlockOfRows(0, n, readOnly, block);
39      int* newlabels = block.getBlockPtr();
40      IntegerVector predictedLabels(n);
41      std::copy(newlabels, newlabels+n, predictedLabels.begin());
42      return predictedLabels;
43  '

    
4   トレーニング済みモデルを使用して新しいデータのラベルを予測する C++ 関数

新しいデータのラベル予測
図 4 は、C++ の predict 関数です。行 28 – 31 に、train 関数と同様のコードシーケンスがあります。
予測の結果は、予測されたラベルを保持する n×1 数値テーブルです。ここで、n は予測の観測数です。
図 4 の最後のコードブロックは、結果の数値テーブルからラベルを読み取り、Rcpp::IntegerVector オ
ブジェクトに格納します。このオブジェクトは、R 空間へシームレスに渡され、整数配列になります。 
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パフォーマンス・ゲイン
ここで紹介したソリューションは、モデル・トレーニングと予測のパフォーマンスを大幅に向上します。前述の
ように、パッケージ e1071 のナイーブベイズは、トレーニングに 200 秒以上、予測に 1 時間 45 分かかりま
す。一方、ここで紹介した実装は、2 つの段階を 0.25 秒以内で完了できます。

インテル® DAAL のナイーブベイズを使用する R 拡張実装と、パッケージ e1071 のナイーブベイズを、いくつ
かのデータセットで実行してみたところ、インテル® DAAL を使用する実装は、トレーニング段階では 1,000
倍、予測段階では最大 30,000 倍のスピードアップをもたらしました。グラフ 1 とグラフ 2 に各データセット
でのスピードアップを示します。

すべてのコードの統合
図 1 – 4 のコードを NaiveBayesClassifierDaal.R のように 1 つのスクリプトにまとめることができます。
そして、R の source() 関数を使用して、このスクリプトを R 環境で利用できます。前述の 3 つの関数に
対応する新しい関数は loadData()、nbTrain()、nbPredict() です。図 5 は、R でこれらの関数を使用する
方法を示します。また、コード例では、トレーニングと予測段階のパフォーマンス・ベンチマークを測定す
るため、microbenchmark() を使用しています。 

R でスクリプトを source するたびに、C++ コードを R 拡張にビルドするため、自動的にコンパイルとリンク
が行われます。これには時間がかかります。このオーバーヘッドを回避するには、Rcpp を使用して専用の R 
パッケージを記述することを検討すべきです。 

専用の R パッケージには、R へのロード時にコンパイルとリンクが不要な事前にビルドされたダイナミック・
ライブラリーを含めます。ここで示したインテル® DAAL を使用するための C++ コードを R パッケージのビル
ドに利用することができます。R パッケージの記述方法については、記事の趣旨から外れるため、ここでは
説明しません。興味がある方は、公式の『Writing R Extensions』マニュアルで詳細を確認してください。8

1  source("NaiveBayesClassifierDaal.R")
2  
3  # インテル® DAAL のナイーブベイズ
4  test <- loadData("traindata.csv", nfeatures)
5  trainperf.daal <- microbenchmark(
6              model.daal <- nbTrain(test$data, test$labels, nclasses))
7  scoreperf.daal <- microbenchmark(
8              labels.daal <- nbPredict(model.daal, test$data, nclasses))

    
5   インテル® DAAL を利用して作成されたナイーブベイズ分類器の使用
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グラフ 1. パッケージ e1071 のナイーブベイズ分類器と比較したスピードアップ (トレーニング段階)

グラフ 2. パッケージ e1071 のナイーブベイズ分類器と比較したスピードアップ (予測段階)
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まとめ
インテル® Xeon Phi™ プロセッサーは、マシンラーニングとデータ解析ワークロードに理想的なハイパフォー
マンスな超並列プラットフォームです。しかし、データサイエンス・コミュニティーで人気がある R のような主
要ソフトウェア・ツールは、またインテル® Xeon Phi™ プロセッサーで効率良く実行できるようにチューニング
されていません。ここでは、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーを今すぐ利用したいと考えている R プログラ
マー向けにソリューションを紹介しました。 

Rcpp を使用して R 拡張を記述することで、インテル® DAAL 関数を R 環境に統合することができます。 
インテル® DAAL は、データ解析、マシンラーニング、ディープラーニング向けのすぐに使えるアルゴリズムを
提供するライブラリーです。これらのアルゴリズムは、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーだけでなく、インテル® 
Xeon® プロセッサー、インテル® Core™ プロセッサー、インテル® Atom™ プロセッサー向けに最適化されて
います。ベンチマーク結果は、インテル® DAAL を使用するソリューションのほうが、e1071 パッケージのネ
イティブ R ソリューションよりも優れたパフォーマンスを達成できることを示しています。ここで紹介した手法
により、多くの R アプリケーションでインテル® Xeon Phi™ プロセッサーの利点をすぐに利用することができ
ます。 

ここでは、例として多項ナイーブベイズ・アルゴリズムを使用しましたが、この手法を利用して、ほかのインテル® 
DAAL アルゴリズムを R に統合することができます。インテル® DAAL は、線形回帰、SVM、ナイーブベイズ、
ブースティングを利用する分類、推奨システム、クラスタリング、ディープ・ニューラル・ネットワークを含む、
豊富なアルゴリズムのセットを提供します。

Github* のインテル® DAAL オープンソース・プロジェクト (英語) >

インテル® DAAL の詳細 >

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
https://github.com/01org/daal?utm_campaign=cmd_12617-1&utm_source=pum26&utm_medium=pdf&utm_content=zhang_cta_daal_github_link3
http://www.isus.jp/intel-daal/
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システム構成と使用したツール 
ベンチマークのシステム構成 :

• インテル® Xeon Phi™ プロセッサー (セルフブート) ベースのシステム
       o   CPU: インテル® Xeon Phi™ プロセッサー D B0、68 コア @ 1.40GHz、34MB L2 キャッシュ
       o   メモリー : 16GB MCDRAM、96GB DDR4

• OS バージョン : Red Hat* Enterprise Linux* 7.2 (カーネル 3.10.0-327.0.1.el7.x86_64、glibc 2.17-105.el7.x86_64)

例で使用したソフトウェア・ツール :
• インテル® DAAL 2017 Beta Update 1
• R 3.3.1 (Bug in Your Hair)
• Rcpp パッケージ 0.12.5
• inline パッケージ 0.3.14
• e1071 パッケージ 1.6-7
• g++ 4.8.5 

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。
インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。実際の性能はシステム構成によっ
て異なります。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照してください。
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、知的財産権の非侵害性への保証、およびインテル製
品の性能、取引、使用から生じるいかなる保証を含みますが、これらに限定されるものではありません。
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。本資料に含まれる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
プについては、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。
本書で紹介されている注文番号付きのドキュメントや、インテルのその他の資料を入手するには、1-800-548-4725 (アメリカ合衆国) までご連絡いただくか、www.intel.com/design/
literature.htm (英語) を参照してください。

このサンプルコードは、インテル・サンプル・ソース・コード使用許諾契約書  (英語) の下で公開されています。
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index.html.

6. Seamless R* and C++ Integration with Rcpp, D. Eddelbuettel, Springer, 2013.

7. inline: Functions to Inline C, C++, Fortran Function Calls from R*, Oleg Sklyar, cran.r-project.org/web/
packages/inline/index.html.

8. Writing R* Extensions, cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-exts.html.

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
http://www.intel.com/design/literature.htm
http://www.intel.com/design/literature.htm
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-sample-source-code-license-agreement/
http://www.r-project.org/
http://cran.r-project.org/web/packages/e1071/index.html
http://software.intel.com/sites/products/documentation/doclib/daal/daal-user-and-reference-guides/index.htm
http://software.intel.com/sites/products/documentation/doclib/daal/daal-user-and-reference-guides/index.htm
http://cran.r-project.org/web/packages/Rcpp/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/Rcpp/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/inline/index.html
http://cran.r-project.org/web/packages/inline/index.html
http://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-exts.html

