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インテル® XEON PHI™ プロセッサー
向けのコードの現代化
新しいインテル® Parallel Studio XE 2017 の機能によってもたらされる利点 

未来はここにあります。少なくとも、インテルの次世代のハードウェアについては、そう言えるでしょう。ハー
ドウェア・アクセラレーターは長年、ハイパフォーマンス・コンピューティングにおける次なる目玉ともてはや
され、多くのベンダーが製品とサービスを提供してきました。しかし、アクセラレーターを最大限に活用する
ためのプログラミング・モデルは、習得が困難で、プログラマーは独自のコードに縛られがちです。

新しいインテル® Xeon Phi™ プロセッサー (開発コード名 : Knights Landing または KNL) は、この問題を軽減
し、標準の CPU 機能を利用してアクセラレーターのパフォーマンスを引き出す、インテル初のプロセッサーです。
インテル® Xeon Phi™ プロセッサーは、明示的なプログラムによる制御やコードのオフロードを必要としません。

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-en
https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/xeon/xeon-phi-detail.html?utm_campaign=cmd_12617-1&utm_source=pum26&utm_medium=pdf&utm_content=feature_xeonphi_bodycopy_link1


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。 

2The Parallel Universe

そのため、OpenMP* を使用しているかどうかに関係なく、プログラムをシームレスに実行できます。コードの
現代化と複数レベルでのスケーラブルな並列パフォーマンスの実現を支援するため、インテル® Parallel Studio 
XE 2017 スイートには、強力な各種開発ツールが含まれています。 

さらに、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーはインテル® Xeon® プロセッサーとバイナリー互換であるため、現在 
x86 アーキテクチャーで実行しているワークロードを、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーの高度な並列処理
向けにチューニングおよび最適化できます。

コードの現代化について
インテル® Xeon Phi™ プロセッサーは、8 つの倍精度浮動小数点数または 16 の単精度浮動小数点数を 512 
ビット・ベクトルにパックできる、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) をサポートします。一般に、512 ビット・ベクトル拡張は、インテル ® AVX およびインテル® AVX2 命令
よりも幅広い機能と高いパフォーマンスを提供します。ベクトルを効率良くパックし、無駄を最小限に抑えるこ
とは、言うのは簡単ですが、実行するのは困難です。ベクトル命令に加えて、ランタイム環境ではいくつかのスレッ
ドを利用して、異なるレベルの並列処理が可能です。そのため、より複雑になります。コードの現代化の設計
では、異なるレベルの並列処理を考慮する必要があります。

• ベクトル並列処理 : コア内で、異なるデータチャンクに対して同じ計算が実行されます。SIMD (Single 
Instruction, Multiple Data) ベクトル化と呼ばれます。SIMD ベクトル化を効率良く利用することで、コード
のシリアル領域とスレッド並列領域の両方で利点が得られます。

• スレッド並列処理 : 複数のスレッドが共有メモリーを介してやり取りし、協調して与えられたタスクを実行します。

最新の OpenMP* 標準 (4.0 以降) では、明示的な SIMD ベクトル化とスレッド並列処理の両方を C/C++ およ
び Fortran コードに追加可能な構造が用意されています。インテル® コンパイラーは、OpenMP* をサポートし
ています。

適切に利用することで、SIMD ベクトル化とスレッド化は、大幅なスピードアップをもたらします。図 1 は、
最新のインテル® Xeon® プロセッサー上で、シリアルコードと比較して 179 倍のスピードアップを示していま
す。インテル® Xeon Phi™ プロセッサーでも同様のパフォーマンスの向上が想定されます。
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インテル® Parallel Studio XE とコードの現代化プロセス 
コードの現代化の最適化フレームワークについては、アプリケーション・パフォーマンスを向上する体系的なア
プローチとしてこちらで詳しく説明されています。このフレームワークは、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーに
も適用可能で、それぞれの最適化ステージで繰り返しアプリケーション・パフォーマンスを向上します。

1. 現在のコードとワークロードのプロファイル : インテル® VTune™ Amplifier XE で hotspot 
を検出し、インテル® Advisor でベクトル化とスレッド化の可能性とヘッドルームを特定します。 
インテル® コンパイラーは最適なコードを生成し、インテル® マス・カーネル・ライブラリー  
(インテル® MKL)、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)、インテル® 
インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ (インテル® IPP) などの最適化されたライブラリー
を適用します。

2. スカラーコードの最適化 : 正しい精度のデータ型で、適切な関数を使用し、コンパイル時に精度に関する
コンパイラー・オプションを設定していることを確認します。

3. 明示的な SIMD ベクトル化 : OpenMP* ベースの SIMD ベクトル化機能とデータレイアウトの最適化を併用
します。適切なデータ構造を定義し、SIMD Data Layout Template (Parallel Universe 24 号を参照) を
使用して C++ コードを構造体配列 (AOS) から配列構造体 (SOA) に変換します。

4. スレッド並列処理 : OpenMP* と環境変数を利用して、コアに対し適切なスレッド・アフィニティーを設定し
ます。インテル® Inspector でデバッグし、スケーリングの問題を引き起こすスレッドエラーがないことを確
認します。スケーリングの問題は通常、スレッドの同期や非効率なメモリー使用により生じます。

    
1   SIMD ベクトル化とスレッド並列処理を効率良く使用することで、2 項オプション・ワークロードでシーケンシャル・コード

と比較してパフォーマンスが大幅に向上
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インテル® Parallel Studio XE の各種コンポーネント (コンパイラー、最適化ライブラリー、パフォーマンス・ア
ナライザー / プロファイラー) は、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーの可能性を最大限に引き出せるように、
コードの現代化を支援します。図 2 は、インテル® Xeon Phi™ プロセッサー向けのコードの現代化プロセスと、
各プロセスを支援するインテルの各種ツールを示します。クラスターでない場合は、最初の 2 つのボックスを
スキップして、「効率良くスレッド化されているか ?」から開始します。

インテル® コンパイラーは、インテル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi™ プロセッサー向けの最新
のインテル® AVX-512 命令をサポートします。また、最新の C++ および Fortran 標準規格のサポートと下
位互換性も提供します。さらに、OpenMP* 4.0 および 4.5 を利用して、明示的な SIMD ベクトル化とスレッ
ド化により、大幅なパフォーマンスの向上を達成できます (図 1)。(インテル® Xeon Phi™ プロセッサー向けの
コンパイラー・サポートについては後述します。)

インテル® VTune™ Amplifier XE 2017 は、インテル® Xeon Phi™ プロセッサー向けのいくつかの重要な最適
化を提示します。インテル® Xeon Phi™ プロセッサーでは、主要機能である MCDRAM の適切な使用法を決定
する必要があります。インテル® VTune™ Amplifier XE のパイプライン / キャッシュ、メモリー解析、スケーラ
ビリティー解析は、次の作業を支援します。 

• MCDRAM に配置するデータ構造の決定

• メモリー階層でパフォーマンスの問題を表示 

• DRAM と MCDRAM の帯域幅を測定

    
2   インテル® Xeon Phi™ プロセッサー向けのコードの現代化
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さらに、シリアル時間と並列時間を測定し、インバランスとオーバーヘッド・コストを特定することで、
OpenMP* のスケーラビリティーの問題にも対応できます。最後に、インテル® VTune™ Amplifier XE は、
コア・パイプライン上のコードの効率を示すことで、インテル® Xeon Phi™ プロセッサー・マイクロアーキテ
クチャーの利用効率を明らかにします。

インテル® Advisor は、コードの現代化において重要な役割を果たします。インテル® Advisor を使用することで、
ヘッドルームを簡単に特定し、インテル® Xeon Phi™ プロセッサー固有のインテル® AVX-512 命令向けに最適
化できます。例えば、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーで実際のワークロードを実行したインテル®Advisor 
の Summary (図 3) は、多くのカーネルがベクトル化されているにもかかわらず、まだ多くの改善の余地が
あることを示しています。

インテル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi™ プロセッサーに高速な数学機能を提供するインテル® MKL 
は、コードの現代化の主要コンポーネントであり、シングルコア (明示的なベクトル化) からマルチコア (スレッド
化) まで幅広くパフォーマンスの自動スケーリングを達成するのに不可欠なツールです。さらに、新しいインテル® 
Distribution for Python* は、内部でインテル ® MKL を使用して最適化されています。ホスト -オフロードモデ
ルで実行する場合、インテル® MKL はホスト CPU とインテル® Xeon Phi™ コプロセッサー間の最適なロードバラ
ンスを特定します。(インテル® Distribution for Python* の詳細はこちらを参照してください。)

誕生から 10 年を迎えたインテル® TBB は、ハイパフォーマンスでスケーラブルな並列アプリケーションを作成
するための、広く使用されている実績ある C++ ライブラリーです。(インテル® TBB による多数の最適化について
は、Parallel Universe 特別号 (英語) を参照してください。)

インテル® IPP は、すぐに使用可能な、プロセッサー向けに最適化されたビルディング・ブロックで、画像、信号、
データ、および暗号化計算処理を高速化します。ルーチン群は、インテル® AVX-512 を含む最新の命令セッ
ト向けに最適化されているため、コンパイラーによるインテル® Xeon Phi™ プロセッサー向けの最適化を単独
で使用する場合よりもパフォーマンスを向上できます。

    
3   インテル® Xeon Phi™ プロセッサーで実際のワークロードを実行したインテル® Advisor の Summary 出力例
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インテル® Xeon Phi™ プロセッサー向けのインテル® コンパイラー 17.0 
の拡張機能
ここでは、インテル® コンパイラーによってもたらされるベクトル化の可能性について詳しく説明します。インテル® 
Xeon Phi™ プロセッサーに関して、標準の C/C++ および Fortran アプリケーションには、インテル® コンパイラー
の一般的な機能が適用されます。中でも、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーで追加されたインテル® AVX-512 
命令セットに関する拡張が重要です。 

インテル® コンパイラー 17.0 では、次の点においてベクトル化のサポートが拡張されています。

• 仮想関数を含むベクトル関数の間接呼び出し (Parallel Universe 25 号を参照)

• OpenMP* 4.5 の配列と部分配列のリダクション・ サポート

• 間接メモリー参照のプリフェッチ

また、-xMIC-AVX512 コンパイラー・オプションにより、インテル® Xeon Phi™ プロセッサー上で既存の
インテル® AVX-512 がサポートされます。

インテル® AVX-512 向けのベクトル化
512 ビット SIMD 拡張命令のベースは、インテル® AVX-512 基本命令と呼ばれます。インテル® AVX および
インテル® AVX2 ファミリーの SIMD 命令を拡張したもので、512 ビット・ベクトル・レジスター、64 ビット・
モードの最大 32 ベクトルレジスター、マスクレジスターを利用した条件処理をサポートする新しいエンコー
ディング・スキームでエンコードされています。

インテル® AVX-512 ファミリーは、特定のアプリケーション・ドメイン向けに、いくつかの追加の 512 ビット拡
張命令を提供します。 

• インテル® AVX-512 指数および逆数命令 (インテル® AVX-512ER): 特定の超越関数向け

• インテル® AVX-512 プリフェッチ命令 (インテル® AVX-512PR): 特定のプリフェッチ操作 

• 今後拡張される命令 : SHA、MPX 向けなど 

図 4 に示すように、これらの命令のいくつかは、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、今後拡張される命令は将来のインテル® Xeon® プロセッサーでサポート
される予定です。
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1. インテル® AVX-512 基本命令

インテル® AVX-512 基本命令は、インテル® AVX およびインテル® AVX2 の拡張です。これらの命令が 512 ビッ
ト・ベクトルで動作し、EVEX プリフィクスでエンコードされた命令セット拡張が 512 ビット未満のベクトル長
で動作するようにサポートします。そのため、インテル® Xeon® プロセッサー向けにベクトル化されたループは、
インテル® Xeon Phi™ プロセッサーでもベクトル化されます。ベクトル長は、ループカウントと配列の長さに応じ
て拡張されます。

インテル® Xeon® プロセッサー向けの既存のアプリケーションをインテル® AVX-512 対応のインテル® Xeon Phi™ 
プロセッサーで実行するには、–xMIC-AVX512 コンパイラー・オプションを指定してアプリケーションを再コンパ
イルし、生成されたバイナリーをインテル® Xeon Phi™ プロセッサー・ベースのシステムにコピーするだけです。

    
4   インテル® Xeon Phi™ プロセッサーと将来のインテル® Xeon® プロセッサーは多くの命令セットを共有
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2. インテル® AVX-512PR

インテル® AVX-512PR とインテル® AVX-512ER は、インテル® Xeon Phi ™ プロセッサーでのみ利用可能な命
令セットです。インテル® AVX-512PR は、ギャザー / スキャッターと PREFETCHWT1 向けの新しいプリフェッ
チ命令セットです。インテル® コンパイラー 17.0 でこの命令を有効にするには、次のコンパイラー・オプション
を指定します。

-O3 -xmic-avx512 -qopt-prefetch=<n>

- n=0: -qopt-prefetch オプションを省略した場合のデフォルト値 (プリフェッチは発行されません)。

- n=2: "n" 引数を指定せずに -qopt-prefetch を指定した場合のデフォルト値。ハードウェア・プリフェッ
チが適切でないとコンパイラーが判断した直接参照にのみプリフェッチが挿入されます。

- n=3: ハードウェア・プリフェッチに関係なく、すべての直接メモリー参照でプリフェッチが有効になります。

- n=5: すべての直接および間接プリフェッチでプリフェッチが有効になります。間接プリフェッチには、
インテル® AVX512-PF の gatherpf 命令を使用します。

#pragma prefetch var:hint:distance プラグマを使用して、コンパイラーが特定のメモリー参照に対
してプリフェッチを発行するように強制することもできます。これにより、-qopt-prefetch=2 または 3 を設
定すると、プラグマにより指定された直接または間接参照イベントに対してプリフェッチが発行されます。

例えば、次の C++ ループを -O3 -xmic-avx512 -qopt-prefetch=5 –qopt-report5 オプションを
指定してコンパイルします。

間接メモリー参照に対して、ギャザー / スキャッター・プリフェッチの生成に関する、図 5 のようなリマークが
出力されます。

//pragma_prefetch var:hint:distance
#pragma prefetch A:1:3
#pragma vector aligned
#pragma simd
    for(int i=0; i<n; i++)  {
    C[i] = A[B[i]];
      }
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3. インテル® AVX-512ER

インテル® AVX-512ER は、指数、逆数、逆平方根関数の高速で高精度な近似命令を提供します。インテル®  
AVX-512 の指数命令 (VEXP*) は、パックド倍精度または単精度浮動小数点値の指数 2^x を相対誤差  
2^-23 未満で計算します。これらの命令は、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーでのみ利用できます。 

現在、これらの命令は 512 ビットの ZMM レジスターのみサポートします。つまり、すべてのベクトル幅を使用
して exp を計算するには、8 つの倍精度または 16 の単精度浮動小数点数が必要です。そうでない場合、exp 
関数の SVML (Short Vector Mathematical Library) バージョンが呼び出されます。例えば、図 6 の Fortran 
ループは、arrayB(i) が単精度の場合、VEXP 命令を生成しません。

この制限に対処するため、同様の exp 呼び出しを持つ小さな配列をマージして、より大きな配列にします。図 7 
では、ループカウントを ZMM ベクトルに拡張できます。VEXP 命令のハードウェア実装は、インテル® Xeon Phi™ 
プロセッサー上では非常に効率が良いため、ベクトル化により利点が得られます。図 7 は、Fortran の例です。

    
5   コンパイラーによる最適化レポートに出力されたギャザー/スキャッター・プリフェッチに関するリマーク

    
6   Fortran ループ

     do i =1,8
         arrayC(i) = arrayA(i)*exp(arrayB(i))
     end do 
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配列 arrayA は、arrayA1 と arrayA2 をマージしたものです。ルーチン cal_exp_16 は、arrayA 
にある 16 の単精度数の exp を計算し、結果と別の 16 の単精度数の乗算を行います。ルーチン  
cal_exp_2x8 は、arrayA1 と arrayA2 を 2 つの小さなループで別々に計算します。テストの結果、図 8 
に示すように、cal_exp_16 はインテル® Xeon Phi™ プロセッサー上で cal_exp_2x8 よりも 5 倍以上高速に
動作しました。使用したコンパイラー・オプションは、開発コード名 Haswell-EP では "-xCORE-AVX2 –O2"、
インテル® Xeon Phi™ プロセッサーでは "–xMIC-AVX512 –O2" です。これはシングルコアのパフォーマンスで、
開発コード名 Haswell-EP のクロック周波数は開発コード名 Knights Landing の 1.6 倍です。VEXP が有効な 
cal_exp_16 バイナリーは、開発コード名 Haswell-EP (HSW-EP) のインテル® AVX2 よりも 1.12 倍高速です。

    
7   Fortran の例

Module testER
implicit none
real, parameter, dimension(8) :: arrayA1 = (/2.0,1.5,1.37,2.4,3.3,4.9,5.1,0.0/)
real, parameter, dimension(8) :: arrayA2 = (/0.3,7.1,4.1,3.8,9.1,0.5,0.0,1.2/)
real, parameter, dimension(8) :: arrayB1 = (/8.0,1.2,1.4,1.7,2.58,3.4,5.0,7.1/)
real, parameter, dimension(8) :: arrayB2 = (/0.6,1.3,2.8,9.6,2.3,1.5,0.2,0.3/)
real, parameter, dimension(16) :: arrayA = &
(/2.0,1.5,1.37,2.4,3.3,4.9,5.1,0.0,0.3,7.1,4.1,3.8,9.1,0.5,0.0,1.2/)
real, parameter, dimension(16) :: arrayB = &
(/8.0,1.2,1.4,1.7,2.8,3.4,5.0,7.1,0.6,1.3,2.8,9.6,2.3,1.5,0.2,0.3/)
!DIR$ ATTRIBUTES ALIGN : 64 :: arrayA, arrayB, arrayA2, arrayB2

contains
subroutine cal_exp_16(arrayC)
real, dimension(16) :: arrayC
integer i

!dec$ vector aligned
do i=1,16
  arrayC(i) = exp(arrayA(i))*arrayB(i)
enddo
end subroutine

subroutine cal_exp_2x8(arrayC)
real, dimension(16) :: arrayC
integer i

!dec$ vector aligned
do i=1,8
  arrayC(i) = exp(arrayA1(i))*arrayB1(i)
end do

do i=1,8
  arrayC(i+8) = exp(arrayA2(i))*arrayB2(i)
enddo

end subroutine
end module
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この例から、インテル® Xeon Phi™ プロセッサー上での 256 ビット・ベクトルを使用した exp の SVML バージョ
ンの呼び出しは、インテル® Xeon® プロセッサーよりも効率が悪いことが分かります。インテル® Xeon Phi™ 
プロセッサー上で 512 ビット・ベクトルを使用するため小さな配列をマージすることで、コンパイラーが高速な
インテル® AVX-512ER 命令を生成することができ、パフォーマンスが大幅に向上します。

開発コード名 Haswell-EP (HSW-EP)    インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v3 @ 2.30GHz 
開発コード名 Knights Landing (KNL)   インテル® Xeon Phi™ プロセッサー 7250 @ 1.40GHz

4. インテル® AVX-512CD

インテル® AVX-512CD は、インテル® Xeon Phi™ プロセッサーで追加された新しい命令で、将来のインテル® 
Xeon® プロセッサーでもサポートされる予定です。ベクトル内の競合を検出できるため、ループ内の特定のケース
の依存性を解決するのに役立ちます。一般的なスキームは、"ヒストグラム・アップデート " と特徴付けることがで
きます。メモリー位置を読み取り、操作を行い、メモリー位置へ格納します。図 9 は、このアクセスパターンを含
むサンプル C コードです。

    
8   ユニットテストのパフォーマンス (スピードアップ)

    
9   アクセスパターン

for (i=0; i < 512; i++)
    histo[key[i]] += 1;
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key[n] と key[m] が同じ場合、配列 histo は正しい順序で読み取り /書き込みを行う必要があります。
コンパイラーの自動ベクトル化は、潜在的な依存性が存在する場合であっても、競合検出命令を生成し、
このようなループをベクトル化します。

このアクセスパターンは、複数のヒストグラム・アップデートを含むより複雑なケースにも拡張できます (図 10)。

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。  
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10   複雑なアクセスパターン

for (int j = 0; j < 512; j++)
       const int j1 = (int)ind1[j];
       const int j2 = (int)ind2[j];

for (int i = 0; i < 512; ++) {
        const int k1 = (int)key1[i];
        const int k2 = (int)key2 [i];

        histo[j1][k1] += a[i] ;
        histo[j2][k1] += b[i];
        histo[j1][k2] += c[i] ;
        histo[j1][k2] += d[i] ;
 }
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4 つのヒストグラム・アップデートと 2D インデックスを含むこのループは、インテル® AVX-512CD を利用する
ことで、コンパイラーによる自動ベクトル化が可能です。

最後に
この記事では、ツールの概要とコンパイラーの詳細とともに、インテル® Parallel Studio 2017 のいくつか
の斬新的な (そして、革新的とも言える) 新機能を紹介しました。これらの機能は、より深い洞察を提供する
インテルの最新のプロセッサーであるインテル® Xeon Phi™ プロセッサーの性能を引き出すため、既存およ
び新しい C/C++/Fortran コードをベクトル化し、マルチスレッド化するのに役立ちます。コードの現代化に
今すぐ取り掛かりましょう。

関連情報
インテル® アーキテクチャー命令セット拡張プログラミング・リファレンス (英語)

コードの現代化 (英語)

インテル® Xeon Phi™ プロセッサーのパフォーマンスの証明 (英語)

インテル® PARALLEL STUDIO XE 
2017 の詳細 >
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