
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。  

1The Parallel Universe

Vladimir Polin インテル コーポレーション アプリケーション ・ エンジニア 
Mikhail Dvorskiy インテル コーポレーション シニア ・ ソフトウェア開発エンジニア

Parallel STL: C++ STL コード
のパフォーマンスの向上
並列処理に向かう C++

コンピューティング ・ システムは、 シングルスレッドと SISD アーキテクチャーから最新のマルチコア / メニーコアと 
SIMD アーキテクチャーへと急速に発展し、さまざまな分野およびフォームファクターで利用されています。 C++ は、
これらの最新のシステムで広く利用されているパフォーマンス指向の汎用言語です。 しかし、 最近まで、 これらの
最新のシステムをフルに活用する標準化された手段は提供されていませんでした。 最新バージョンの C++ でも、
並列処理を引き出す機能は制限されています。 これまで、各ベンダーは、並列処理をサポートするさまざまな仕様、
手法、 ソフトウェアを開発してきました 1 (図 1)。 C++ 標準規格の次のバージョン (C++17) では、 スレッド化や
ベクトル化のようなハードウェア機能を活用できるように、 既存のシーケンシャル C++ コードを並列コードに
変換する Parallel STL が追加される予定です。
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C++11/14 C++17 C++2X ほかのアプローチ

高レベル  
(メッセージ、 イベント、 

フローグラフ)

std::async、 
std::future

std::async、 
std::future

再開可能な関数

MPI、 Microsoft* AAL、
インテル® TBB フロー
グラフ、 Qualcomm* 

Symphony など

中レベル  
(fork-join、 スレッド)

std::thread + 
手動同期

Parallel STL 
(par)

タスクブロック、 
for_loop

OpenMP*、 
インテル® TBB、 Cilk、

Nvidia* Thrust、
Microsoft* PPL、

Qualcomm* Symphony、
OpenCL*、 OpenACC 

など

最内レベル (SIMD) N/A
Parallel STL 
(par_unseq)

Parallel STL 
(unseq、 vec)、 

for_loop

組込み関数、 
自動ベクトル化、 

インテル ® Cilk ™ Plus、
OpenCL*、 Nvidia* 

CUDA*、 OpenMP* 4.0、
OpenACC など

1   C++ における並列処理のサポート

Parallel STL
Parallel STL は、 実行ポリシー引数で C++ 標準テンプレート ・ ライブラリーを拡張します。 実行ポリシーは、
STL アルゴリズムの関数多重定義を一義化するため固有の型として使用される C++ クラスです。 便宜上、 C++ 
ライブラリーはポリシー引数として使用できる各クラスのオブジェクトも定義します。 ポリシーは、 従来のアル
ゴリズム (transform、 for_each、 copy_if など) や新しいアルゴリズム (reduce、 transform_reduce、 ス
キャンのバリエーション [prefix sum] など ) とともに使用することができます。 並列実行ポリシーのサポート
は、 並列処理の C++ 拡張技術仕様 (Parallelism TS) として数年にわたり開発されてきましたが、 C++17 標
準規格ドラフトに含まれました (ドキュメント n464022)。 ベクトル化ポリシーのサポートは、 Parallelism TS 
の 2 つ目のバージョンで提案されています (ドキュメント p007533 および p007644)。 全体的に、 これらのド
キュメントは 5 つの異なる実行ポリシーを説明しています (図 2)。

 • sequenced_policy (seq) クラスはアルゴリズムの実行が並列化されないことを示します。 2

 • parallel_policy (par) クラスはアルゴリズムの実行が並列化されることを示します。 2 実行中に呼び出されるす
べてのユーザー指定関数にデータ競合が含まれていてはなりません。

 • parallel_unsequenced_policy (par_unseq) クラスは実行が並列化およびベクトル化されることを示します。 2
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 • unsequenced_policy (unseq) クラスは実行ポリシーの Parallelism TS v24 における提案で、 アルゴリズムの
実行はベクトル化されるが並列化されないことを示します。 提供されるすべての関数が SIMD セーフである必要があ
ります。

 • vector_policy (vec) クラスは実行ポリシー型の提案4 で、 要素間の前方依存性を保つ方法でベクトル化される
ことを示します。

2   C++ 標準テンプレート ・ ライブラリーの実行ポリシー

図 2 は、 これらの実行ポリシー間の関係を示しています。 より上位の実行ポリシーは多くのことを行うことが
できますが、 ユーザーコードに追加する要件も多くなります。 Parallel STL の実装は、 図の下に示す限定的
な実行ポリシーの代わりに使用することができます。
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参加申し込み (英語) › 
Twitter: @DataWomen

構築、教育、 
ひらめき

Women in Big Data は、ビッグデータ/解析における

女性のリーダーシップと成功を支援する草の根コミュニティーです。

Women in Big Data は、多くの女性の才能を引き出して、

結び付き、連携、成長を支援することで、この分野の多様性を強化します。

コミュニティーへの参加をお待ちしています。
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単純な等価の STL と Parallel STL アルゴリズムは次のように記述することができます。

#include <execution>
#include <algorithm>

void increment_seq( float *in, float *out, int N ) {
    using namespace std;
    transform( in, in + N, out, []( float f ) {
        return f+1;
    });
}

void increment_unseq( float *in, float *out, int N ) {
    using namespace std;
    using namespace std::execution; 
    transform( unseq, in, in + N, out, []( float f ) {
        return f+1;
    });
}

void increment_par( float *in, float *out, int N ) {
    using namespace std;
    using namespace std::execution; 
    transform( par, in, in + N, out, []( float f ) {
        return f+1;
    });
}

ここで、

std::transform( in, in + N, out, foo );

は次のループと同じくらい単純です。

for (x = in; x < in+N; ++x) *(out+(x-in)) = foo(x);

また、

std::transform( unseq, in, in + N, out, foo );

は次のループと同じくらい単純です (今回の実装は最内レベルで #pragma omp simd を使用していますが、
異なるアプローチを使用して unseq ポリシーを実装する Parallel STL に置き換えることもできます)。
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#pragma omp simd
for (x = in; x < in+N; ++x) *(out+(x-in)) = foo(x);

また、

std::transform( par, in, in + N, out);

は次のインテル® TBB による並列ループと同じくらい単純です。

tbb::parallel_for (in, in+N, [=] (x) {
 *(out+(x-in)) = foo(x);
});

インテル® Parallel Studio XE 2018 ベータ版における Parallel STL 実装の概要
Parallel STL 実装はインテル® Parallel Studio XE 2018 ベータ版 (英語) に含まれています。 インテル® プロ
セッサー向けのアルゴリズムの並列実行とベクトル実行の両方を効率的にサポートします。 具体的には、 シーケ
ンシャル実行に C++ 標準ライブラリーの利用可能な実装、 par および par_unseq 実行ポリシーによる並列処
理にインテル® スレッディング ・ ビルディング ・ブロック (インテル® TBB)、 unseq および par_unseq ポリシーに 
OpenMP* によるベクトル化を使用します。

インテル® Parallel Studio XE 2018 ベータ版の Parallel STL 実装はプレリリース ・コードであるため、 機能が
完全ではない可能性があります。 また、 将来のバージョンでは大幅に変更される場合があります。

Parallel STL をインストールした後、パッケージに含まれている 「Getting Started with Parallel STL」 ドキュ
メントの指示に従って環境を設定する必要があります。 このドキュメントには、 並列およびベクトル実装に対応
しているアルゴリズムの最新のリストが含まれています。 リストされていないアルゴリズムでは、 実行ポリシーは
利用できますが、 シーケンシャル実装になります。 フィードバックと要望に基づいて、 将来のリリースでは、 より
多くのアルゴリズムで並列化をサポートする予定です。

Parallel STL で最良の結果を得るには、 インテル® C++ コンパイラー 18.0 を使用することを推奨します。
C++11 をサポートしているほかのコンパイラーも使用できます。 ベクトル化ポリシーを有効にするには、 コン
パイラーが OpenMP* 4.0 SIMD 構造をサポートしている必要があります。 並列実行ポリシーを使用するに
はインテル® TBB が必要です。

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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次の手順に従って、 アプリケーションに Parallel STL を追加します。
1. コードに #include "pstl/execution" 行を追加します。次に、使用するアルゴリズムに応じて、次の行を追加します。

a. #include "pstl/algorithm"

b. #include "pstl/numeric"

c. #include "pstl/memory"

pstl がヘッダー名の一部として使用されていることに注意してください。 この処理は、 C++ 標準ライブラリーの
ヘッダーファイルとの競合を避けるため、 意図的に行われているものです。

2. アルゴリズムと実行ポリシーを使用している場合は、 std および std::execution 名前空間を指定します。

3. C++11 以降としてコードをコンパイルします。 適切なコンパイラー ・ オプションを指定して OpenMP* ベク
トル 化を有効にします。 例えば、 インテル® C++ コンパイラーの場合、 -qopenmp-simd (Linux*) または  
/Qopenmp-simd (Windows*) を指定します。

4. 優れたパフォーマンスを得るためには、 ターゲット ・プラットフォームを指定します。 インテル® C++ コンパイラーの
場合、 適切なオプションは -xHOST、 -xCORE-AVX2、 -xMIC-AVX512 (Linux*) または /QxHOST、 /QxCORE-
AVX2、 /QxMIC-AVX512 (Windows*) です。

5. インテル® TBB をリンクします ( 必要な場合 )。 Windows* では、 この処理は自動的に行われます。 ほかのプラッ
トフォームでは、 リンカーオプションに -ltbb を追加します。

インテル® Parallel Studio XE 2018 ベータ版には、 Parallel STL の例として使用できるガンマ補正のサンプルが
含まれています。

Parallel STL を使用した効率的なベクトル化、 並列化、 構成の容易性
理論上は、 Parallel STL は C++ 開発者が並列ランダムアクセス機械 (PRAM) をプログラムする直感的な方法
として開発されたものです。 この理論を、「最も内側をベクトル化、最も外側を並列化」 アプローチ5 のようなルー
プ階層並列化のベスト ・プラクティスと関連付ける方法を考えてみましょう (この記事ではプレリリース版のソフト
ウェアを使用しているため、 将来のバージョンでは結果が異なる場合があります)。 イメージピクセルの輝度のエ
ンコード / デコードに非線形操作を使用する、 ガンマ補正 (ガンマ) のサンプルを考えます。 シーケンシャル実
行とシーケンシャルでない実行の違いを示すため、 シーケンシャル実行ではコンパイラーの自動ベクトル化を無
効にする必要がある点に注意してください。 (自動ベクトル化を無効にしない場合、 この違いは自動ベクトル化
をサポートせず、 OpenMP* によるベクトル化をサポートするコンパイラーでのみ現れます。 )
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以下は、 単純なシリアル実装の例です。

#include <algorithm>
void ApplyGamma(Image& rows, float g) {
    using namespace std;
    for_each(rows.begin(), rows.end(), [g](Row &r) {
        transform(r.cbegin(), r.cend(), r.begin(),
            [g](float v) {
            return pow(v, g);
        });
    });
}

ApplyGamma 関数は、 参照渡しのイメージを 1 セットの行として取得し、 std::for_each を使用して反復を
行います。 各行について呼び出されるラムダ関数は、 std::transform で行のピクセルを反復して処理し、 ピ
クセルの輝度を変更します。

前述したように、 Parallel STL は、 実行ポリシーに対応した for_each と transform アルゴリズムの並列化
およびベクトル化バージョンを提供します。 つまり、 標準アルゴリズムに第 1 引数として渡される実行ポリシーに
より、 アルゴリズムの並列化 / ベクトル化バージョンが実行されます。

上記のサンプルを見ると、 すべての計算は transform アルゴリズムから呼び出されているラムダ関数で行われ
ていることが分かります。 そこで、 一石二鳥を狙って、 par_unseq ポリシーを使用してサンプルを次のように書
き直します。

void ApplyGamma(Image& rows, float g) {

    using namespace std::execution;
    std::for_each(rows.begin(),rows.end(), [g](Row &r) {
        // 内側の並列化とベクトル化
        std::transform(par_unseq, r.cbegin(), r.cend(), r.begin(),
            [g](float v) {
            return pow(v, g);
        });
    });
}
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3   内側の並列化とベクトル化

意外なことに、 一石二鳥にはなりませんでした (図 3)。 par_unseq のパフォーマンスはシリアル実行より
も低下しました。 そのため、 このサンプルは Parallel STL の使用が適していない例と言えます。 インテル® 
VTune™ Amplifier XE のようなツールを利用してコードをプロファイルすると、 異なるコアのスレッドが同じ
キャッシュラインに書き込むことで多くのキャッシュミスが発生していること、スレッド同期とスケジュールのオー
バーヘッドが大きいことが分かります。 [編集者注 : これはフォルス ・ シェアリングと呼ばれます。 詳細は、
スレッド間のフォルス ・ シェアリングの回避と特定を参照してください。 ]

前述のように、 Parallel STL は中レベルおよび最内レベルの並列パターンの表現を支援します。 中レベルはシ
ステムスレッドによる並列化を意味し、 最内レベルは SIMD によるベクトル化を意味します。 一般に、 最大の
スピードアップを得るには、 アルゴリズムの実行時間を推定して、 実行時間を並列化およびベクトル化のオー
バーヘッドと比較します。 シリアル実行時間が各並列レベルのオーバーヘッドの少なくとも 2 倍以上の場合に
並列化 / ベクトル化を行うと良いでしょう。

 • 最外レベルで並列化を行い、 並列で実行するワークの最大量を求めます。

 • 十分な並列処理が行われている場合は、 中止します。 オーバーサブスクリプションが発生しないようにします。 
発生しない場合、 その内側のレベルを並列化します。

 • アルゴリズムがキャッシュを効率的に利用していることを確認します。

 • 最内レベルをベクトル化します。制御フローの分岐が最小限でありメモリーアクセスが均一であることを保証します。

 • ほかの推奨事項を確認します。 5

これらの推奨事項は、 異なるレベルで並列ポリシーとベクトルポリシーを指定するほうがパフォーマンスが
向上することを示しています。

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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void ApplyGamma(Image& rows, float g) {
    using namespace std::execution;
    // 外側の並列化
    std::for_each(par, rows.begin(), rows.end(), [g](Row &r) {
        // 内側のベクトル化
        std::transform(unseq, r.cbegin(), r.cend(), r.begin(),
            [g](float v) {
            return pow(v, g);
        });
    });
}

4   外側の並列化と内側のベクトル化

1 つのイメージは効率的に並列で処理できるようになりました (図 4)。 しかし、 実際のアプリケーションでは、
一度に複数のイメージを処理したり複数の補正を行います (図 5)。 高レベルでは、 標準アルゴリズムを使用した
並列処理は適切に動作しないかもしれません。 この場合、 構成可能な方法でインテル® TBB と Parallel STL 
を使用します。
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5   構成の容易性

構成の容易性とは、 システムのオーバーサブスクリプションについて心配することなく、 インテル® TBB の並列構造 
(フローグラフ、 パイプラインなど) やタスクで最上位の並列処理を表現し、 内側のレベルで Parallel STL アルゴリ
ズムを呼び出せることを意味します。

void Function() {
    Image img1, img2;
    // img1 と img2 を準備
    tbb::parallel_invoke(
        [&img1] { img1.ApplyGamma(gamma1); },
        [&img2] { img2.ApplyGamma(gamma2); }
    );
}
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6   インテル® TBB と Parallel STL 間の構成の容易性

図 6 に示すように、 インテル® TBB で 2 つのイメージを同時に処理すると、 パフォーマンスは低下せず、 わずかに
向上します。 これは、 内側と最も内側の並列処理の表現が CPU コアをフルに活用していることを示しています。

多くの CPU コアが利用可能であり、 大きなセットのイメージを処理する場合について考えてみましょう。

tbb::parallel_for(images.begin(), images.end(), 
[](image* img) {applyGamma(img->rows(), 1.1);}
);

SC16 では、 ライフサイエンス / リサーチからマシンラーニングまで、 あらゆるものに大きな影響を与えてい
る HPC に焦点が当てられました。 ソフトウェア定義インフラストラクチャー、視覚化、解析、シミュレーション、
DNA 塩基配列決定法は、 今年の HPC Life Sciences Experience においてインテルのブースで実演された
ユースケースの一部です。 デモガイドを読み、 インテル® スケーラブル ・ システム ・フレームワーク (インテル® 
SSF) でカプセル化されたインテルの HPC テクノロジーが、 どのようにスーパーコンピューティングの壁を
破り、 がん治療における革命をもたらしているか紹介するビデオをご覧ください。

Supercomputing 2016 の HPC サーバーのデモ
MIKE P. (INTEL) > 

BLOG HIGHLIGHTS

この記事の続きはこちら (英語) でご覧になれます。
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7   インテル® TBB と Parallel STL 間の構成の容易性

図 7 に示すように、 インテル® TBB (parallel_for) でイメージのセットを同時に処理すると、 パフォーマ
ンスが大幅に向上します。 左のバーは、 イメージをシーケンシャルに繰り返し処理した場合です。 各イメージ
は内側および最も内側の並列処理パターンで処理されます。 内側の並列処理 (par) を行わずに最上位レベ
ルの並列処理 (parallel_for) を追加してもパフォーマンスは大幅に向上しますが、 すべての CPU コアを
フルに活用するには至りません。 右のバーは、 すべてのレベルの並列処理を表現することで、 パフォーマンス
が大幅に向上していることを示しています。 これは、 インテル® TBB と Parallel STL 実装間の構成の容易
性が優れていることを示しています。

まとめ
Parallel STL は並列実行に向かう C++ の重要なステップであり、 コードの現代化や新しいアプリケーショ
ンの開発中に STL アルゴリズムを簡単に適用できるようにします。 Parallel STL は、 非標準や独自の拡張
に頼ることなく、 C++ にベクトル化および並列化機能を追加します。 Parallel STL の実行ポリシーは、 ハー
ドウェアの詳細を抽象化しながら、 これらの機能の利用を制御します。 Parallel STL を利用することで、 開
発者は、 並列処理を管理する低レベルの詳細を気にすることなく、 アプリケーションで並列処理を表現する
ことに専念できます。 最も一般的に使用されている高レベルの並列アルゴリズムの効率的で高性能な実装
に加えて、 インテル® Parallel Studio XE 2018 の Parallel STL 実装は、 インテル® TBB 並列パターンと
の構成の容易性にも優れています。 しかし、 Parallel STL は特効薬ではありません。 適切に使用する必要
があります。 最良のパフォーマンスを達成するには、 コードを現代化するときの最も一般的な手法に従って
ください。 5

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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関連資料
最新の Parallel STL およびインテル® TBB の入手方法と追加情報を次に示します。

 • インテル® TBB 公式サイト (英語)
 • インテル® TBB オープンソース ・ サイト (英語)
 • iSUS 技術ポータル : インテル® TBB 紹介サイト
 • インテル® TBB ドキュメント (英語)

ご意見やご要望は、 さまざまな方法でお送りいただけます。

 • インテル® TBB フォーラム (英語)
 • インテル® TBB 開発者メールグループ (英語)

参考資料 (英語)
1. Alex Katranov, Mikhail Dvorskiy, Parallelizing C++ Standard Algorithms for Intel® Processors, Intel 
Software Development Conference, London 2016.

2. ISO/IEC N4640, working draft, Standard for Programming Language C++.

3. P0075r1, Template Library for Parallel For Loops, Programming Language C++ (WG21).

4. P0076r3, Vector and Wavefront Policies, Programming Language C++ (WG21).

5. Robert Geva, Code Modernization Best Practices: Multi-level Parallelism for Intel® Xeon® and 
Intel® Xeon Phi™ Processors, IDF15 – Webcast.

OpenCL および OpenCL ロゴは、 Apple Inc. の商標であり、 Khronos の使用許諾を受けて使用しています。

スマートカメラやコネクテッド ・ カーの開発者は、 インテル® Media SDK for Embedded Linux* を
利用して、 メディア ・ アプリケーションで高速かつ効率的なビデオ処理を行うことができるようになりま
した。 ドローン、 電話、 ロボット、 ビデオカメラ、 車、 プレーヤー / エディターなど、 さまざまなデバイスで
スマートカメラを利用したビデオ ・ ストリーミングを最適化できるようになったのです。

新登場のインテル® Media SDK for Embedded Linux* は、 最新のインテル® Atom™ プロセッサー、 インテル® 
Pentium® プロセッサー、 インテル® Celeron® プロセッサーと Yocto Project* (包括的な組込み Linux* 開発
環境) をサポートします。 この SDK をインテル® プロセッサー・ベースのプラットフォームとともに使用することで、
デジタル監視システムや新しい車載システムでリアルタイム ・コンピューティングを実現できます。

インテル® Media SDK for Embedded Linux*
JEFFERY M. (INTEL) > 

BLOG HIGHLIGHTS

この記事の続きはこちら (英語) でご覧になれます。

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://software.intel.com/en-us/intel-tbb?utm_campaign=cmd_13241-1&amp;utm_source=pum28&amp;utm_medium=pdf&amp;utm_content=polin_tbb_official_link5
http://threadingbuildingblocks.org?utm_campaign=cmd_13241-1&utm_source=pum28&utm_medium=pdf&utm_content=polin_threading_building_blocks_link6
https://www.isus.jp/intel-tbb/
https://software.intel.com/en-us/tbb-documentation?utm_campaign=cmd_13241-1&utm_source=pum28&utm_medium=pdf&utm_content=polin_tbb_documentation_link7
http://software.intel.com/en-us/forums/intel-threading-building-blocks?utm_campaign=cmd_13241-1&utm_source=pum28&utm_medium=pdf&utm_content=polin_tbb_forum_link8
mailto:inteltbbdevelopers%40intel.com
http://open-std.org/JTC1/SC22/WG21/docs/papers/2016/p0075r1.pdf?utm_campaign=cmd_13241-1&utm_source=pum28&utm_medium=pdf&utm_content=polin_parallel_for_loops_link9
http://open-std.org/JTC1/SC22/WG21/docs/papers/2016/p0076r3.pdf?utm_campaign=cmd_13241-1&utm_source=pum28&utm_medium=pdf&utm_content=polin_vector_wavefront_link10
https://software.intel.com/en-us/articles/idf15-webcast-code-modernization-best-practices?utm_campaign=cmd_13241-1&utm_source=pum28&utm_medium=pdf&utm_content=polin_code_modernization_link11
https://software.intel.com/en-us/articles/idf15-webcast-code-modernization-best-practices?utm_campaign=cmd_13241-1&utm_source=pum28&utm_medium=pdf&utm_content=polin_code_modernization_link11
https://software.intel.com/en-us/user/509266?utm_campaign=cmd_11717-2&utm_source=pum28&utm_medium=pdf&utm_content=blog1_jeffrey_m_byline
https://software.intel.com/en-us/blogs/2017/03/13/media-sdk-for-embedded-linux-launch?utm_campaign=cmd_11717-2&utm_source=pum28&utm_medium=pdf&utm_content=blog1_media_sdk_readmore

