
 

 

インテル® Cilk™ Plus の SIMD ベクトル化と要素関数 
 
はじめに 

SIMD ベクトル化と要素関数は、インテル® C++ コンパイラーでサポートされているインテル
® Cilk™ Plus 機能の一

部で、ループとユーザー定義関数をベクトル化します。ベクトル化は、プロセッサーの SIMD (Single Instruction 
Multiple Data) 機能を利用し、一度に複数の配列要素 (またはベクトル要素) を操作して、アプリケーションのパ

フォーマンスを向上します。インテル
® コンパイラーには、ベクトル化を有効にする独特な機能が用意されています。開

発者は、単純なプログラミング・スタイルとベクトル化を支援するコンパイラー機能を使用して、より多くのループがベク

トル化されるようにコンパイラーに指示できます。このドキュメントでは、インテル® Cilk™ Plus のベクトル要素関数と 
SIMD 宣言子 (#pragma simd) を使って、コンパイラーに C/C++ コードのベクトル化を指示し、パフォーマンスを向

上する方法を説明します。 

 
ドキュメント構成 
このドキュメントでは、SIMD ベクトル化と要素関数の使用法とパフォーマンスの特性を以下の順に説明します。 
 

 ループのスカラー (非ベクトル化) バージョンをビルドおよび実行してパフォーマンスのベースラインを確定し

ます。 

 要素関数を使用してアプリケーションのパフォーマンスを向上させます。 

 SIMD ベクトル化節を使用してアプリケーションのパフォーマンスをさらに向上させます。 

 SIMD ベクトル長の違いによるパフォーマンス上の効果を評価します。 

 要素関数を使用せずに SIMD プラグマを使用した場合の効果を評価します。 

 
システム要件 
このドキュメントの例と演習をコンパイルおよび実行するには、インテル

® Parallel Composer XE 2011 Update 9 以
降と、インテル

® SSE2 以降の命令拡張をサポートするインテル
® Pentium 4 以降のプロセッサーが必要です。このド

キュメントの演習は、128 ビットのベクトルレジスターを搭載している第一世代インテル
® Core™ i5 システムでテスト

されました。このチュートリアルの手順は、Microsoft* Visual Studio* 2008 を使用してコード例をビルドおよび実行す

る方法を示しています。環境によってはコマンドが異なる場合がありますのでご注意ください。提供されている例は、

Windows*、Linux*、Mac OS* X のコマンドラインから、以下のコマンドライン・オプションを使用してビルドすることもで

きます。 



 

 

 
Windows*: icl /Qvec-report2 /Qstd=c99 simdelemental.c fsqrt.c /Fesimdelemental.exe 
 
Linux* および Mac OS* X: icc –vec-report2 –std=c99 simdelemental.c fsqrt.c –o simdelemental 
 
この例で使用している for ループの誘導変数の宣言は、C99 の機能です。この機能を有効にするには、“/Qstd=c99” 
(Windows*) または “–std=c99” (Linux*) コンパイラー・オプションを指定してコンパイルする必要があります。ただし、

for ループの外部で誘導変数を宣言する場合は、これらのコンパイラー・オプションを指定する必要はありません。 

 
SIMD ベクトル化 
SIMD ベクトル化は、「ユーザー指示によるベクトル化」や「#pragma simd によるベクトル化」とも呼ばれ、ループをベ

クトル化するようにコンパイラーに指示します。#pragma simd は、コードをベクトル化するのに必要なソースコードの

変更を最小限に抑えるように設計されています。OpenMP* 並列化が自動並列化を補足するように、#pragma simd 
は自動ベクトル化を補足します。コンパイラーが自動並列化しないループを OpenMP* を使用して並列化できるのと

同様、#pragma simd を使用すると、#pragma vector always や #pragma ivdep などのベクトル化のヒントを利用し

ても通常はコンパイラーが自動ベクトル化しないループをベクトル化できます。ループにプラグマを追加して再コンパイ

ルすると、ループがベクトル化されます。 

 
サンプルの場所 
このチュートリアルを開始するには、SimdAndElementalFfunction.zip アーカイブを展開します。 
チュートリアルで使用するファイル: 
 

 SimdAandElementalFunction.sln 

 SimdAndElementalFunction.c 

 Simdelemental.h 

 Fsqrt.c 

 
1. Microsoft* Visual Studio* でソリューション・ファイル、SimdAndElementalFunction.sln を開きます。 

 

 



 

 

以下の手順に従って、SIMD ベクトル化の準備を行います。 
  

2. “Release”、“Win32” 構成を選択します。 

 

 
 

3. [ビルド] > [ソリューションのクリーン] を選択してソリューションを消去します。 
 
このソリューションに関連するコンパイル済みファイルと一時ファイルがすべて削除されます。ソリューションを消去する

ことで、次回のビルドが既存のファイルの変更ではなくフルビルドになります。 

 
パフォーマンスのベースラインを確定する 
パフォーマンスの向上を測定するためのパフォーマンスのベースラインを確定するには、プロジェクトを次の設定でビ

ルドします。 
 

1. [プロジェクト] > [プロパティ] > [C/C++] > [全般] > [著作権情報の非表示] > [いいえ] を選択します。 
 

 
 

  



 

 

2. [プロジェクト] > [プロパティ] > [C/C++] > [最適化] > [最適化] > [実行速度 (/O2)] を選択します。 
 

 
  



 

 

3. [プロジェクト] > [プロパティ] > [C/C++] > [言語] > [C99 サポートを有効にする] > [はい] を選択します。 
 

 
  



 

 

4. [プロジェクト] > [プロパティ] > [C/C++] > [診断] > [ベクトライザー診断レベル] > [ベクトル化に成功したルー

プ (1) (/Qvec-report1)] を選択します。 
 

 
 

5. プロジェクトをリビルドしてから、プログラムを実行します ([デバッグ] > [デバッグなしで開始])。プログラムを実

行すると、ウィンドウにプログラムの実行時間が秒で表示されるので、この出力結果の実行時間を記録します。

これは、以降のパフォーマンス向上を測定する際のベースラインとなります。ベースラインのパフォーマンスを

確定するときに、/O2 および /O3 最適化レベルで /Qvec-report2 の結果を比較することを推奨します。通常

は、/O3 のほうがより多くのベクトル化候補が示されます。ただし、この例では /O2 と /O3 は同じ結果になり

ます。 
 

simdelemental.c(72): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。  
simdelemental.c(98): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(76): (列 3) リマーク: 非標準のループはベクトル化候補ではありません。 
simdelemental.c(92): (列 5) リマーク: 非標準のループはベクトル化候補ではありません。 
simdelemental.c(57): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(50): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 

 
ベクトル化レポートは、simdelemental.c の行 76 と 92 のループがベクトル化候補ではないことを示しています。

行 76 のループは最内ループではないため、ベクトル化されません。インテル
® C++ コンパイラーは、最内ループ

よりも高いデータレベルの並列性と局所性が外側のループにあれば、外側のループをベクトル化することができま

す。この例では、コンパイラーは、行 76 の外側のループをベクトル化するメリットがないと判断したため、このルー

プをベクトル化しません。外側のループをベクトル化するには、内側のループから SIMD プラグマを削除して行 76 
の上に追加します。SIMD プラグマは、hotspot でリニアにメモリーアクセスを行うループに適用します。 
 
行 92 のループは関数呼び出しが含まれているためベクトル化されません。自動ベクトライザーには関数の依存性

とその他の副作用が分からないため、呼び出し位置でインライン展開されない限り、ユーザー定義の関数呼び出し



 

 

を含むループは自動的にベクトル化されません。この例の hotspot は、このガイドでベクトル化する行 92 の最内

ループです。 

 
要素関数を使用してパフォーマンスを向上する 
要素関数は、スカラー引数または (コンパイラーが内部的に) 配列要素で並列に呼び出すことができる通常の関数で

す。要素関数は、関数宣言の前に “__declspec(vector)” (Windows*) や “__attribute__((vector))” (Linux*) を
追加して定義します。 
 
__declspec(vector) 
float v_add(float x, float y) { return x+y;}  
// 呼び出し元:  
for (int j = 0; j < N; ++j) { r[j] = v_add(a[j],b[j]); } 

 
__declspec(vector) を追加すると、コンパイラーは関数 “v_add” を要素関数として使用します。関数を要素関数とし

て宣言すると、一度の呼び出しで複数の引数に対して関数を操作できるように、関数のベクトルバージョンが内部的に

生成されます。引数 x のベクトルと引数 y のベクトルから、単一の結果ではなく複数の結果のベクトルが返されます。

コンパイラーは関数のベクトルバージョンを内部的に生成して、“#pragma simd” のようなベクトルレベルの並列コンテ

キストや “cilk_for” ループ内のコンテキスト (“cilk_for” ループがベクトル化可能な場合) から暗黙に呼び出します。 
 
// インテル® C++ コンパイラーにより生成されたベクトルバージョン  
v_add(x0…x3, y0…y3) → r0…r3  
v_add(x4…x7, y4…y7) → r4…r7 
… … 

 
要素関数の利点は、プログラマーが低水準の組込み関数やアセンブリー命令で明示的に関数のベクトルバージョンを

記述することなく、パフォーマンスを向上できることです。コンパイラーは関数のスカラー実装も生成し、必要に応じて、

1 つの引数または配列引数で関数を呼び出します。“#pragma simd” が指定されたループから要素関数が呼び出さ

れると、コンパイラーは関数のベクトルバージョンを呼び出します。 
 
この演習では、fSqrtMul() 関数を要素関数として以下のように宣言します。 
 
// fSqrtMul() 関数を要素関数として宣言  
__declspec(vector)   
extern float fSqrtMul(float *op1, float op2); 

 
プロトタイプですべてのサイトが同じセットの SIMD ベクトル表記を参照しているのであれば、要素関数の呼び出しと

宣言/定義を同じファイルで行う必要はありません。この例では fSqrtMul() 要素関数の呼び出しと宣言を別々のファイ

ルで行っています。 
 
この例の “fSqrtMul” 関数の要素関数バージョンを有効にするには、以下の操作を行います。 
 

1. [プロジェクト] > [プロパティ] > [C/C++] > [プリプロセッサー] > [プリプロセッサーの定義] を選択して、定義リ

ストに SIMDELEM1 を追加します。これで、“fSqrtMul” ルーチンのベクトルバージョンが有効になります。 
 

 
 



 

 

2. プロジェクトをリビルドします。行 92 のループと fSqrtMul() 関数がどちらもベクトル化されていることが分か

ります。 
 

simdelemental.c(72): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(92): (列 5) リマーク: SIMD ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(76): (列 3) リマーク: ループはベクトル化されませんでした: 内部ループではありませ

ん。 
simdelemental.c(98): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(57): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(50): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
fsqrt.c(18): (列 39) リマーク: 関数がベクトル化されました。 
fsqrt.c(18): (列 39) リマーク: 関数がベクトル化されました。 

 
3. 実行を開始して、新しい実行時間を記録します。SIMD ループと要素関数のベクトル化によりパフォーマンスが

向上していることが分かるでしょう。要素関数がインテル
® C++ コンパイラーのライブラリーに含まれる “sqrt” 

関数のベクトルバージョンを使用していることも、パフォーマンスの向上につながっています。 

 
SIMD 節を使用してさらにパフォーマンスを向上する 
メモリー・アクセス・パターンやプライベート/共有変数などのループとベクトル関数の特性について多くの情報をコンパ

イラーに提供することで、コンパイラーはより最適なコードを生成することができます。プログラマーは、さまざまなベクト

ル節を使用して、これらの情報を指定できます。この演習では、要素関数を以下のように宣言します。 
 
// fSqrtMul() 関数を要素関数として宣言し、 
// 関数の引数に simd 節を使用 
__declspec(vector(linear(op1), 
             uniform(op2))) 
extern float fSqrtMul(float *op1, float op2); 

 
linear 節は、“op1” 引数がユニットストライド方式でメモリーアクセスを行う (隣接する位置のメモリーにアクセスする) 
スカラー形式の変数であることを示します。この情報により、コンパイラーは、レイテンシーの長いギャザー/スキャッ

ター命令を生成しないで、より高速なユニットストライド方式のベクトル (メモリー) ロード/ストア命令 (インテル
® SIMD 

でサポートされている movaps や movups など) を生成します。uniform 節は、“op2” 引数が (値が内部ループの

反復内で変更されないため) ベクトル実行の SIMD レーンで共有されることを示します。この情報により、コンパイ

ラーは、“op2” 変数の値を内部ループの反復ごとにロードせず、一度だけロードします。 
 
要素関数と SIMD ベクトル節を有効にするには、以下の操作を行います。 
 

1. [プロジェクト] > [プロパティ] > [C/C++] > [プリプロセッサー] > [プリプロセッサーの定義] を選択して、定義リ

ストの SIMDELEM1 を SIMDELEM2 に変更します。 
 

 
 



 

 

2. プロジェクトをリビルドします。 
 

simdelemental.c(72): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(92): (列 5) リマーク: SIMD ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(76): (列 3) リマーク: ループはベクトル化されませんでした: 内部ループではありませ

ん。 
simdelemental.c(98): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(57): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(50): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
fsqrt.c(18): (列 39) リマーク: 関数がベクトル化されました。 
fsqrt.c(18): (列 39) リマーク: 関数がベクトル化されました。 

 
3. 実行を開始して、新しい実行時間を記録します。uniform 節と linear 節の使用によりパフォーマンスが向上し

ていることが分かるでしょう。 

 
SIMD ベクトル長の違いによるパフォーマンス上の効果を評価する 
ターゲット・プロセッサーに適したベクトル長を選択することで、SIMD ループのパフォーマンスを向上させることができ

ます。理想的なベクトル長やアンロールを制御するには、オプションの引数 vectorlength() をプラグマに追加します。 
 
インテル

® アーキテクチャーのプロセッサーで命令レベルの並列化を適切に行うには、SIMD プラグマの 
vectorlength 節で指定する論理ベクトル長を、データ型に基づく物理ベクトル長の少なくとも 2 倍にすることを推奨し

ます。 
 

注: 多くの配列を含む複雑なループで物理ベクトル長の 2 倍のベクトル長を使用すると、レジスタースピルが発

生して処理が遅くなることがあります。 
 

次に例を示します。 
 
物理ベクトルレジスターのサイズが 128 ビットの場合:  
 
データ型  char (8 ビット)  short (16 ビット)  

 
float/int (32 ビット)  
 

Long long / double 
(64 ビット)  

物理ベクトル長  16  
 

8  
 

4  
 

2  
 

推奨論理ベクトル長  32  
 

16  
 

8  
 

4 

 
物理ベクトルレジスターのサイズが 256 ビットの場合 (インテル

® AVX など):  
 
データ型  char (8 ビット)  short (16 ビット)  

 
float/int (32 ビット)  
 

Long long / double 
(64 ビット)  

物理ベクトル長  32  
 

16  
 

8  
 

4 

推奨論理ベクトル長  64 
 

32  
 

16  
 

8 

 



 

 

物理ベクトルレジスターのサイズが 512 ビットの場合 (インテル
® MIC アーキテクチャーなど): 

 
データ型  char (8 ビット)  short (16 ビット)  

 
float/int (32 ビット)  
 

Long long / double 
(64 ビット)  

物理ベクトル長  64  
 

32  
 

16  
 

8 

推奨論理ベクトル長  128  
 

64  
 

32  
 

16  
 

 
ターゲット ・プロセッサーの物理ベクトルレジスターが 128 ビットなので、上記のガイドラインに基づいて、例では 8 
つの float データ要素を操作するために、vectorlength(4) のような小さなベクトル長よりもパフォーマンスが向上する 
vectorlength(8) を使用します。vectorlength() を追加すると、コードは以下のようになります。 
 
__declspec(vector(linear(op1),  
             uniform(op2),vectorlength(8)))   
extern float fSqrtMul(float *op1, float op2); 

 
vectorlength(8) 節は、ベクトル関数が一度に 8 つの要素を操作することを示します。ベクトルレジスターが 128 
ビットのプロセッサーで vectorlength(8) 節を指定すると、インテル

® C++ コンパイラーは 8 つの 32 ビット float 
データ要素に 2 つの 128 ビット SIMD レジスターを使用して、この例の行 92 のループ (b[0..7] の計算) をベクト

ル化します。ベクトル関数の呼び出しでは 2 つの 128 ビット SIMD レジスターを使用して 8 つの float データ要

素 (a[0..7]) のアドレスが渡されます。ベクトルレジスターが 256 ビットのプロセッサー (インテル
® AVX をサポートし

ているインテル
® プロセッサーなど) で vectorlength(8) 節を指定すると、コンパイラーは 8 つの float データ要素

に 1 つの 256 ビット SIMD レジスターを使用してループをベクトル化します。ターゲット・プロセッサーのベクトルレ

ジスターが 512 ビットの場合 (インテル
® MIC アーキテクチャーなど)、vectorlength(16) 節を指定し、16 の float 

データ要素に 1 つの 512 ビット SIMD レジスターを使用してループをベクトル化することができます。 
 
vectorlength(8) を使用した効果を確認するには、以下の操作を行います。 
 

1. [プロジェクト] > [プロパティ] > [C/C++] > [プリプロセッサー] > [プリプロセッサーの定義] を選択して、定義リ

ストに VLEN=8 を追加します。 
 

 
 

2. プログラムをビルドして実行し、新しい実行時間を記録します。128 ビットの SIMD レジスターを搭載している

プロセッサーでは、通常、これまでの演習よりもパフォーマンスが向上します。異なるプロセッサーで異なるベク

トル長のテストを行い、パフォーマンスの効果を確認してみてください。例えば、上記の表に基づいて、256 ビッ

ト・レジスターのプロセッサー (インテル® AVX) でベクトル長 16 をテストし、512 ビット SIMD レジスターの

プロセッサー (インテル® MIC) でベクトル長 32 をテストしてみましょう。 

 
要素関数を使用せずに SIMD プラグマを使用した場合のベクトル化の効果を評価

する 
この演習では、パフォーマンスの違いを確認するため、fSqrtMul() 関数を要素関数として宣言しないで、“#pragma 
simd” を使用してループをベクトル化します。 



 

 

 
1. [プロジェクト] > [プロパティ] > [C/C++] > [プリプロセッサー] > [プリプロセッサーの定義] を選択して、定義リ

ストに SIMDNOELEM を追加します。 
 

 
 

2. プロジェクトをリビルドします。コンパイラーが、#pragma simd 宣言子に従って行 92 のループをベクトル化し

ていることに注意してください。 
 

simdelemental.c(72): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(92): (列 5) リマーク: SIMD ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(98): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(76): (列 3) リマーク: ループはベクトル化されませんでした: 非標準のループはベクト

ル化候補ではありません。 
simdelemental.c(57): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 
simdelemental.c(50): (列 3) リマーク: ループがベクトル化されました。 

 
3. 実行を開始して、新しい実行時間を記録します。ループはベクトル化されましたが、パフォーマンスはベースラ

インの (非ベクトル化) バージョンからほとんど向上しません。これは、SIMD プラグマを単体で追加したことで、

非要素ユーザー関数の呼び出しがシリアルに行われるためです。コンパイラーは、ベクトル値をスカラーにして、

スカラー関数を呼び出します。以下の擬似コードは、コンパイラーがこの処理をどのように行っているか示した

ものです。 
 

 
extern float foo(int);    
float a[1024], b[1024];  
  
ベクトル化前 
#pragma simd vectorlength(8)  
for (int k=0; k<1024; k++){  
    x = foo(i);  
    a[i] = x + b[i];  
}  
  
ベクトル化後 (ベクトルレジスターのサイズを 128 ビットと仮定) 
for (int k=0; k<1024; k+=8){  
    x0 = foo(k+0);  
    x1 = foo(k+1);  
    x2 = foo(k+2);  
    x3 = foo(k+3);  
    vector_x = pack(x0, x1, x2, x3); 
 
   a[k:k+3] = vector_x + b[k:k+3];  
  
    x0 = foo(k+4);  
    x1 = foo(k+5);  
    x2 = foo(k+6);  
    x3 = foo(k+7);  
    vector_x = pack(x0, x1, x2, x3);  
    a[k+4:k+7] = vector_x + b[k+4:k+7];  
} 
 

 



 

 

関数呼び出しを含む行 92 のループでは、SIMD ベクトル化と要素関数の両方を使用したときにパフォーマン

スが向上します。 
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最適化に関する注意事項 

インテル
® コンパイラーは、互換マイクロプロセッサー向けには、インテル製マイクロプロセッサー向けと同等レベ

ルの最適化が行われない可能性があります。これには、インテル
® ストリーミング SIMD 拡張命令 2 (インテル

® 
SSE2)、インテル

® ストリーミング SIMD 拡張命令 3 (インテル
® SSE3)、ストリーミング SIMD 拡張命令 3 補

足命令 (SSSE3) 命令セットに関連する最適化およびその他の最適化が含まれます。インテルでは、インテル製

ではないマイクロプロセッサーに対して、最適化の提供、機能、効果を保証していません。本製品のマイクロプロ

セッサー固有の最適化は、インテル製マイクロプロセッサーでの使用を目的としています。インテル
® マイクロ

アーキテクチャーに非固有の特定の最適化は、インテル製マイクロプロセッサー向けに予約されています。この注

意事項の適用対象である特定の命令セットの詳細は、該当する製品のユーザー・リファレンス・ガイドを参照してく

ださい。 
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