
第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー向けインテル® VTune™ Amplifier チューニング・ガイド 

 1 

 
 

 

このガイドの使い方 

このガイドは、ソフトウェア開発者が

インテル® VTune™ Amplifier パフォーマン

ス・プロファイラーを使用して、第 2 世代

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

向けにアプリケーション・パフォーマンスを最

適化することに注目します。インテル® 

VTune™ Amplifier への精通およびパフォー

マンス最適化の経験や専門知識は必要ありま

せんが、最適化対象のアプリケーションを理解

している必要があります。このガイドで提供さ

れるパフォーマンスに関連する情報の多くは、

さまざまなツールでも活用できますが、このド

キュメントはインテル® VTune™ Amplifier を

使用することに主眼を置いています。 

このガイドを使用する際は、チューニング作業を

行う前に一度通読し、手順を理解してからガイド

に従ってアプリケーションの最適化を進めることを推奨します。コードを完全にチューニングするには、手順を繰り返す必要があ

るかもしれません。 

最適化作業を始める間に、使用するプロセッサー・アーキテクチャー向けに適切なコンパイラー・オプションが使用され、アプリ

ケーション向けに適切なワークロードが選択されていることを確認してください。また、データ収集や最適化を始める際に、プロ

グラムの現状のパフォーマンス・ベースラインを測定しておくことも有益です。 

さらに、第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーで提供される一部の機能は、パフォーマンス測定に大きな影響

を及ぼすため、パフォーマンス・データの測定と解釈が複雑になることがあります。最適化やパフォーマンス・データの収集中は、

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー (インテル® HT テクノロジー) とインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 

を無効にして、最適化が終了したら再度有効にしたほうが良いかもしれません。この 2 つの機能は、多くのプラットフォームでは 

BIOS 設定で有効/無効にできます。 

警告! 製造元から供給された BIOS 設定を誤って変更した場合、システムが不安定になったり、製品保証が無効になる場合が

あります。変更する前にシステムベンダーまたは製造元に確認してください。 

 

インテル® VTune™ Amplifier について 

インテル® VTune™ Amplifier は、スタンドアロン製品またはインテル® Parallel Studio XE (Professional Edition および 

Cluster Edition) とインテル® System Studio の一部として提供される、多面的なパフォーマンス解析ツールです。Windows* 

および Linux* オペレーティング・システム上で、コマンドライン、グラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI)、または 

Microsoft* Visual Studio* 統合 (Windows* のみ) から実行できます。また、Windows* と Linux* オペレーティング・システム

で収集されたデータは、macOS* システムで表示することができます。このツールは、C/C++、Fortran、Java*、アセンブリー、

Python* など多くの言語と互換性があります。 

インテル® VTune™ Amplifier には、事前定義されたいくつかの解析タイプが用意されています。このガイドは主にマイクロアー

キテクチャー全般解析 (以前の全般解析) に注目します。ハードウェア・イベントに関する事前調査や精通している必要はありま

せん。事前定義された解析タイプは、対象とするプロセッサー向けに適切なハードウェア・イベントを収集するように設定されて

います。マイクロアーキテクチャー全般解析では、関連する公式があらかじめプログラムされており、デフォルトのビューポイント

この図は一般的なプロセッサーのレイアウトを示しており、このガイドで説明する概

念の理解に役立ちます。マイクロアーキテクチャーを正確に表すものではありません。 
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に自動的に計算されたメトリックが表示されます。一部の事前定義プロファイルでは生データが表示されますが、ハードウェア・

イベントを手動入力する必要はありません。 

 

この資料で紹介するスクリーンショットのほとんどは、インテル® VTune™ Amplifier 2017 Update 3 で取得されたものですが、 

必ずしもこのガイドで記述されているマイクロアーキテクチャーで取得されたものではありません。 

ツールの異なるバージョンで取得されたスクリーンショットには、わずかな違いがある可能性があります。 

uop パイプライン 

このガイドで説明する方法論は、uop パイプライン・スロット分類の概念を基にしています。uop (μop とも表現されます) は、マ

イクロオペレーションの略であり、単一の加算、ロード、比較などの低レベルの命令です。uop は、フェッチ、デコード、および実行

など、いくつかのステップ (ステージ) で処理されます。 

この単純化された例では、命令は 5 つの

ステージで処理され、それぞれのステージ

には 1 サイクルかかります。パイプライン

処理しない場合、赤色の命令は黄色の命

令を開始する前に完了している必要があ

り、黄色の命令は青色の命令に移行する

前に完了している必要があります。この方

式で 3 つの命令すべてを処理するには 15 

サイクルかかります。 

効率化のため、現代のコンピューターは uop をパイプラインで処理します。命令

を処理する異なるステップは、個別のハードウェア・セクションで扱われるため、複

数の命令を一度に処理できます。例えば、この図の 3 サイクル目では、青い命令

がフェッチされ、黄色の命令がデコードされ、そして赤い命令が実行されていま

す。3 つの命令は 7 サイクルで実行できます。 

これは、最初に洗った洗濯物を乾燥機で乾かしながら、次の洗濯物を洗濯機で洗

うのに例えられます。フェッチとデコードを行う CPU 部分はフロントエンドと呼

ばれ、命令を実行してリタイアする部分はバックエンドと呼ばれます。 

収集されたすべてのデータは、対象とするアーキテクチャーに適したイベントと計算式に基づいて、分かりやす

いメトリックとして階層構造で表示されます。これらは、各コアのパイプラインで実行スロットがどのように利

用されているか示します。μPipe ダイアグラムは、このメトリックの内訳を視覚的に表しています。 

カテゴリーに関連する内訳を見るた

めカラムを展開します。 

ホットスポット (ピンク色で強調されたセ

ル) は、インテル® VTune™ Amplifier の

事前定義されたしきい値を超えており、

調査の必要があることを意味します。 
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パイプライン・スロットは、抽象的なコンセプトであり、1 マイ

クロオペレーションの操作に必要なハードウェア・リソースを

表します。パイプライン・スロットの数は固定であるため、フロ

ントエンドとバックエンドが一定時間に処理できる uop に

は制限があります。このアーキテクチャーでは、コアごとに各

サイクルで ４ つのパイプライン・スロットを利用できます。ス

ロットで行われる処理に応じて、任意のサイクルで各スロッ

トは 4 つのカテゴリーのいずれかに分類されます。 

各パイプライン・スロット・カテゴリーは、適切にチューニング

された特定の種類のアプリケーションでは、特定のパーセン

テージ範囲内になることが予想されます。次の表は、その範

囲を示しています。 

リタイアカテゴリーは値が高いほうが良く、それ以外は値が低いほうが良いです。これらの値は、それぞれの種類のアプリケー

ションが適切にチューニングされている場合に期待できる通常の範囲を示します。 

 アプリケーションの種類 

カテゴリー クライアント/デスクトップ サーバー/データベース/分散型 ハイパフォーマンスな計算 

リタイア 20-50% 10-30% 30-70% 

投機の問題 5-10% 5-10% 1-5% 

フロントエンド依存 5-10% 10-25% 5-10% 

バックエンド依存 20-40% 20-60% 20-40% 

 

リタイア 

このカテゴリーは、パイプライン・スロットが正常に

実行を完了してリタイアする uop で満たされている

ことを示します。一般に、サイクルごとにできるだけ

多くのパイプライン・スロットをリタイアさせることが

望まれます。ただし、実際に必要とされるワークより

も多くのことを行うと、このカテゴリーは非効率にな

ります。 

詳細については、「リタイアのチューニング」をご覧く

ださい。 

投機の問題 

このカテゴリーは、uop がリタイアすることなくバッ

クエンドから排出されたことを示します。事実上これ

は、uop がキャンセルされ、uop を処理する時間が

浪費されたことを意味します。多くの場合、これは分

岐予測ミスによって発生し、誤った分岐によって部分

的に処理された uop は廃棄される必要があります。 

詳細については、「投機の問題のチューニング」をご

覧ください。 
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フロントエンド依存 

このカテゴリーは、バックエンドが受け入れ可能で

あったにもかかわらず、フロントエンドがパイプライ

ン・スロットに uop を発行できなったサイクルを示し

ます。多くの場合、これは命令のフェッチやデコード

の遅延によって生じます。これは衣類の洗濯に例え

ると、乾燥機は空であるにもかかわらず、洗濯機が稼

働中の状態です。 

詳細については、「フロントエンド依存のチューニン

グ」をご覧ください。 

 

バックエンド依存 

このカテゴリーは、バックエンドがパイプライン・ス

ロットに uop を受け入れることができなかったサイ

クルを示します。これは通常、データを待機するか長

い実行サイクルを要する uop によってバックエンド

がすでに占有されているため発生します。前述の洗

濯の例に例えると、洗濯機は洗濯を終えていますが、

乾燥機がまだ乾燥中で新しい洗濯物を受け入れら

れない状態です。 

詳細については、「バックエンド依存のチューニン

グ」をご覧ください。 

ハードウェア上のソフトウェア・チューニング 

ハードウェア上のソフト

ウェア・チューニングのプ

ロセスでは、パイプライン・

スロット・カテゴリーを使

用して、ソフトウェアが意

図する特定のハードウェ

ア・アーキテクチャー上で

測定されたボトルネックに

最も影響する最適化に注

目します。 

 

ホットスポットを特定 

チューニング・プロセスの最初のステップは、ホットスポット 

(アプリケーションが最も時間を費やしているコードセクショ

ン) を特定することです。 

改善によるタスクのスピードアップの合計は、実際の改善によ

り影響を受けるタスクの割合によって制限されるとしたアム

ダールの法則によると、関数やループが多くの時間を費やす

ほど、その最適化による影響は大きくなります。 

インテル® VTune™ Amplifier を使用してホットスポットを検

出するには、ホットスポット解析を実行します。 
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一般に、ホットスポットは clocktick で定義されます。このプロセッサー・ファミリーでは、CPU_CLK_UNHALTED.REF_TSC は基

準周波数で各ハードウェア・スレッドが halt 状態ではない clocktick を計測するカウンターです。これにより、それぞれのハード

ウェア・スレッドがどこでサイクルを費やしているか確認できます。以前の一部のプロセッサーで利用可能であった、コアごとの 

clocktick カウンターはこのプロセッサー・ファミリーにはありません。 

注: 言い換えると、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 や Intel SpeedStep® テクノロジーによって周波数が変動し

ても、CPU_CLK_UNHALTED.REF_TSC カウンターは増減しません。これは、複数の解析を比較する際に、これらのテクノロ

ジーによる変化を排除するのに有効です。 

ホットスポットを特定したら、ホットスポットごとに残りのプロセスを進めることができます。非効率であるかどうか判定し、非効

率であればボトルネックを特定し、その原因を調査して、コードを最適化します。 

効率を判断 

ホットスポットは、プログラムが費やした時間の比率によって定義されますが、必ずしも非効率性を示すものではありません。ア

ルゴリズムの性質上プログラムが多くの時間を費やすのが自然な場所では、最適化されていてもホットスポットとして報告され

ることがあります。そのため、ホットスポットを特定するだけでなく、それらが効率的であるかどうかを評価することが重要です。

ホットスポットの効率を決定する方法はいくつかあります。 

手法 1: リタイアスロット 

効率を判断する最も簡単な方法は、リタイアしたパイプライン・スロッ

トの比率を確認することです。そのためには、マイクロアーキテク

チャー全般解析を実行します。ホットスポットのリタイアメトリックを調

査します。70% 以上のパイプライン・スロットがリタイアしている場合、

手法 3 に示すような、必要のないワークを実行していないかコードを

調査すると良いでしょう。 

そうでなければ、アプリケーション・タイプのリタイアスロッ

トの期待される範囲と、観測された値を比較します。ホットス

ポットが期待される範囲を下回る場合、それは非効率である

と言えます。 

手法 2: CPI の変化 

注: インテル® HT テクノロジーが有効な場合、CPI 値は影響を受けます。インテル® HT テクノロジーが無効な場合のシリア

ル・ワークロードでは、ハードウェア・スレッドの理論上最良の CPI は、0.25 です。これは、コアがサイクルごとに 4 命令をアロ

ケートおよびリタイアできるためです。インテル® HT テクノロジーが有効な場合、ハードウェア・スレッドの理論上最良の CPI 

は 0.5 です。これは、ハードウェア・スレッドがアロケーションとリタイアメントのリソースを共有するためです。 

 

別のパフォーマンス測定基準として、ワークロード中の命令の平

均実行時間を示す CPI (命令ごとのサイクル数) です。CPI は一般

的な効率を示すメトリックであり、データセットを比較する際に最

も有用ですが、非効率性を示す完全なインジケーターではありま

せん。インテル® VTune™ Amplifier は CPI が 1 を超えるとハイ

ライト表示します。上手くチューニングされたアプリケーションで

は 1 以下の CPI を達成できますが、多くのアプリケーションでは 

1 を超える CPI となります。これは、ワークロードとプラットフォームに大きく依存します。 

そのため、CPI 値そのものより、実行ごとの CPI の差のほうが一般に役立ちます。通常、CPI を下げる最適化は良く、上げる最適

化は悪いとされますが、例外があります。CPI は命令ごとのサイクル比率であるため、コードサイズが変わると変化します。同じ理

由で、CPI が非常に低くても、実際に必要とされるよりも多くのワークが行われているため非効率な場合があります。 

アプリケーション・タイプによるリタイアの比率 

クライアント/ 

デスクトップ 

サーバー/ 

データベース分散 

ハイパフォーマン

スな計算 

20-50% 10-30% 30-70% 
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関連して、インテル® アドバンスト・ベクトル・エクステンション (インテル® AVX) 命令が使用されていると、CPI とストール比率

は上昇しますが、それでもパフォーマンスが向上することがあります。これは、ベクトル命令はスカラー命令よりも実行時間は長

くなりますが、一度に多くのワーク (データ) を操作できるためです。これに関しては、手法 3 で詳しく説明します。 

手法 3: コードを調査 

手法 1 と 2 は、命令の実行にかかる時間を計測しますが、これは

非効率性を示す唯一のタイプではありません。必要のないワーク

を実行するコードは非効率であると言えます。これは、最新の命令

を使用しないことに起因することがほとんどです。手法 3 では、

インテル® VTune™ Amplifier のソースとアセンブリー表示機能

を使用して、このような非効率なコードを確認します。ソース/アセ

ンブリー表示は、関数名をダブルクリックすることですべての解析

タイプからアクセスできます。これにより、適切なコード位置にス

クロールされたコード表示タブが開きます。左上のボタンを使用

してソースとアセンブリー表示を切り換えることができます。 

考慮すべき 2 つの命令タイプがあります。それは、最新のベクトル

命令と乗算加算融合 (FMA) 命令です。 

ベクトル命令 

ベクトル (または SIMD: Single Instruction Multiple Data) 命令は、一度に同じタイプの複数の操作を可能にすることでパ

フォーマンスを大幅に向上します。例えば、4 つの個別の加算命令を実行する代わりに、1 命令で 4 つの整数値を 4 つの他の数

に加算できます。世代が進むにつれて、利用可能な SIMD 命令は新しい命令セットで拡張されます。ターゲット・アーキテク

チャー上で利用可能な最新の SIMD 命令を使用しないことは、それによって得られるパフォーマンス上の利点を失っていると言

えます。 

コードのアセンブリーを調査する場合、特にループを構成するコードで非 SIMD 命令または古い SIMD 命令を使用する部分を

検索しますが、すべてのコードがベクトル化できるわけではないことに留意してください。古い命令と新しい命令が混在して見ら

れることがありますが、これは問題ではありません。しかし、新しい命令が使用されていない場合、コンパイル時にターゲット・

アーキテクチャー向けのオプションが指定されていない可能性があります。 

 インテル® コンパイラー：/QxCORE-AVX512 (Windows*)、-xCORE-AVX512 (Linux*) 

 GCC: -march=skylake-avx512 

SIMD 命令はその名称で識別できます。次の表は、古い順から新しい順に示されています。 

命令セット 識別子 

MMX 
インテル® MMX® 命令は、mmx レジスターを操作することから特定できます。インテル® MMX® 命令は整数のみを操

作します。 

SSE 

インテル® ストリーミング SIMD 拡張命令 (インテル® SSE) は、命令ニーモニックの最後の 2 文字 (ss、ps) で識別で

きます。2 番目の文字は「s」で、最初の文字はスカラー「s」 (非 SIMD) またはパックド「p」 (SIMD) を表します。例えば、

addss はインテル® SSE スカラー加算命令で、パックドでは addps となります。インテル® SSE 命令は xmm レジス

ターを使用します。 

AVX と AVX2 

インテル® アドバンスト・ベクトル・エクステンション (インテル® AVX) とインテル® AVX2 命令は ymm レジスターを

使用します。インテル® AVX2 はインテル® AVX に機能を追加したものであるため、インテル® AVX2 命令はしばしば 

インテル® AVX 命令と共存します。これらの命令は、プリフィクス「v」を持ちます。 

AVX-512 インテル® AVX-512 は zmm レジスターを使用します。これらの命令もプリフィクス「v」を持ちます。 

 

注: また、インテル® Advisor という強力な解析ツールも提供されています。このツールには、SIMD 命令の使用を評価および

チューニングするベクトル化ワークフローが用意されています。インテル® Advisor に関する詳細は、製品サイトをご覧ください。 

 

https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/
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FMA (Fused Multiply-Add) 命令 

乗算-加算融合 (FMA) 命令は、浮動小数点乗算命令と同じレイテンシーで、単一操作で乗算と加算操作を行います。この命令は

高いピーク FLOPs/サイクルを可能にします。ソース中に r=±(x*y)±z 形式の操作がないか調査します。対応するアセンブ

リーを確認して、FMA 命令が使用されているか調べます。FMA 命令は、VFM または VFNM で始まります。 

FMA 命令が使用されていない場合、コンパイラー・オプションが適切でない可能性があります。 

 インテル® コンパイラー：  

o Linux*: CORE-AVX2 以上を設定する -x または -march オプションと -fma 

o Windows*: CORE-AVX2 以上を設定する /Qx または /arch オプションと /Qfma 

 GCC: -xfma または –march=skylake-avx512 

警告! 個別の乗算と加算を FMA 命令に置き換えると、生成される結果にわずかな違いが生じる可能性があります。これは、個

別の乗算と加算命令ではそれぞれの命令の後に丸めが行われますが (2 回)、FMA 命令では操作の最後に一度だけ丸めが行

われるためです。 

詳細については、『インテル® 64 および IA-32 アーキテクチャー・ソフトウェア開発者マニュアル』 (英語) を参照してください。 

 

ボトルネックの診断と最適化 

フロントエンド依存 

フロントエンド依存カテゴリーの概念的な説明については、「適切な uop パイプラインのエントリー」を参照してください。 

 

インテル® VTune™ Amplifier のフロントエンド依存カテゴリーは、フロントエンド・レイテンシーとフロントエンド帯域幅のサ

ブカテゴリーに展開され、それぞれに対応するフロントエンド依存スロットの比率が示されます。フロントエンド依存スロットに 

uop が全く供給されないサイクルはレイテンシーとしてカウントされ、一部スロットに uop が供給されるサイクルは帯域幅とし

てカウントされます。 

フロントエンド依存が主なボトルネックである場合、フロントエンド・レイテンシーに注目します。 

https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm
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フロントエンドのレイテンシー 

フロントエンド・レイテンシーは、コードの配置や生成が非効率である問題の

可能性を示します。 

コードサイズを減らすため /O1 や /Os コンパイラー・オプションを使用した

り、リンカーの順序付けオプション (Microsoft* リンカーでは /ORDER、gcc 

ではリンカースクリプト) を使用します。コンパイラーのプロファイルに基づく

最適化 (PGO) を使用することもできます。 

動的に生成されるコードでは、ホットなコードを同じ場所に配置し、コードサ

イズを縮小し、間接呼び出しを回避するようにします。 

 

バックエンド依存 

バックエンド依存カテゴリーの概念的な説明については、「適切な uop パイプラインのエントリー」を参照してください。 

バックエンド依存カテゴリーを展開し

て、メモリー依存とコア依存のサブカテ

ゴリーを表示します。 

メモリー依存は、実行中のメモリー操

作が原因でバックエンドが新しい uop 

を受け入れできないケースを示し、コア

依存は、実行ポートが飽和していること

を示します。 

 

メモリー依存 

 

メモリー依存サブカテゴリーのメトリックは、メモリー階層の各レベルに関連する問題を示します。 

これらの問題の大部分は、容量の問題ではなく効率に関連するものです。アプリケーションのメモリーが不足していると思われ

る場合、インテル® Optane™ DC パーシステント・メモリーの恩恵を受けられるか評価する必要があります。 

最適化する理由 

フロントエンド・レイテンシーは、バックエン

ドが命令スタベーション (実行する十分な 

uop がない) に陥る原因となります。 

関連するメトリック 

フロントエンド依存 

 └フロントエンド・レイテンシー 

   └すべてのサブメトリック 



第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー向けインテル® VTune™ Amplifier チューニング・ガイド 

 9 

キャッシュミス 

キャッシュミスのボトルネックがあるアプリケーションを最適化する場合、ま

ず高レベルのキャッシュで長いレイテンシーのアクセスに注目します。 

最初に、共有問題を調査します。共有問題は、キャッシュミスを引き起こす可

能性があります。詳細は、「競合アクセス」を参照してください。共有問題が

キャッシュミスの原因ではない場合、キャッシュに収まるようにデータアクセ

スをブロック化するか、データストレージを減らすようにアルゴリズムを変更

します。 

通常の状況では、メモリーへの書き込みは読み取りを伴います。大量のデータ

が書き込まれて、それらがすぐに再利用されない場合、ストリーミング・ストア

を使用して、キャッシュをバイパスできます。大量のデータを読み取る場合、ソ

フトウェア・プリフェッチを使用してデータが実際に必要になる前に、事前に

データをキャッシュにロードしておくことで、キャッシュミスによる遅延を排除できます。 

ベクトル化を行う際は、可能であればデータをアライメントして、ソースにコンパイラーへの指示句を追加します。 

さらに、『インテル® 64 および IA-32 アーキテクチャー最適化リファレンス・マニュアル (日本語版)』の B.5.4.2 節にある手法を

試してみると良いでしょう。 

サブ NUMA クラスターモード (SNC) 

サブ NUMA クラスターモードは、BIOS で構成可能なシステム設定であり、LLC のスライスを最も近いメモリー・コントロー

ラーに関連付けます。これにより、アプリケーションは低い LLC/メモリー・レイテンシーで NUMA プリミティブを使用するこ

とができます。NUMA への最適化以外に SNC を使用するためコードの変更は必要ありません。 

 

以前のアーキテクチャーは、クラスターオンダイ (COD) を実装していました。インテル® Xeon Phi™ プロセッサー (開発コー

ド名 Knights Landing) で実装されていた SNC の概念は、COD と似ていましたが、COD のいくつかの欠点がありませんでし

た。 

 2-SNC モードでも単一の UPI キャッシュ・エージェントが使用されます。 

 リモートクラスターへのメモリー・アクセス・レイテンシーのほうが小さくなります。 

 2-クラスターモードでは、LLC 内でラインが複製されず、ラスト・レベル・キャッシュ (LLC) の容量をより効率良く利用

できます。 

 

アプリケーションが次のような特性を持っている場合、SNC を使用してパフォーマンスの検証を行うことと良いでしょう。 

 大規模なデータセットを処理する 

 レイテンシーの影響を受ける 

 多数のスレッド間で頻繁にデータを共有しない 

 前世代のクラスターオンダイ (COD) で利益が得られた 

 インテル® Xeon Phi™ プロセッサーの SNC で利益が得られた 

 

最適化する理由 

キャッシュミス (特に高レベルのミス) は、ア

プリケーションの CPI を高めます。 

関連するメトリック 

バックエンド依存 

 └メモリー依存 

   ├ L3 依存 

   │ └ L3 レイテンシー 

   └DRAM 依存 

https://www.isus.jp/technical-document/
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リモート・メモリー・アクセス 

このメトリックは、NUMA アフィニティーを改善する必要があることを示しま

す。このメトリックは、リモートメモリー (DRAM) アクセスのみカウントして、

リモートソケットのキャッシュで見つかったデータはカウントしません。また、

Malloc() と VirtualAlloc() もメモリーにタッチしないことに留意して

ください。オペレーティング・システムは、要求された仮想アドレスの予約のみ

を行います。物理アドレスは、alloc されたアドレスがタッチされるまで割り当

てられません。スレッドが最初にアドレスを参照すると、4K ページ単位で物理

メモリーが割り当てられます。 

メモリーを使用するスレッドが、最初にメモリーを参照 (タッチする、割り当て

ではない) することを確実にします。スレッドの移行が問題である場合、スレッ

ドをコアに固定すること (アフィニティーやピニング) を試します。OpenMP* 

ではアフィニティー環境変数を使用します。 

可能であれば、アプリケーションをサポートするため NUMA を意識したオプションを使用し (SQL Server* の softnuma など)、

NUMA を効率良く利用するスレッド・スケジューラー (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) など) 

を使用します。 

競合アクセス (書き込み共有) 

あるコアが必要とするデータが、別のコアのキャッシュで変更済み (modified) 

状態であった場合に発生します。これにより、データを保持するコアのキャッ

シュラインが無効化され、要求したコアのキャッシュへ移動されます。その

キャッシュラインが再度書き込まれ、ほかのコアがそれを要求すると、再び同

じ手順が繰り返されます。コア間のキャッシュラインの頻繁な入れ換え (ピン

ポンと呼びます) は、単純にコアがデータを共有 (読み取り共有など) する場合

に比べ、長いアクセス時間の原因となります。書き込み共有は、ロックやホット

なデータ構造による真の共有で発生したり、複数のコアが同じキャッシュライ

ンに保持される異なるデータを変更する偽りの共有 (フォルスシェア) によって

発生します。 

このメトリックは、1 つのソケット内の L2 レベルのみの書き込み共有を計測

します。このレベルで書き込み共有が確認されると、ソケット間でも発生している可能性があります。真の書き込み共有はロック

によって発生しますが、インテル® VTune™ Amplifier のスレッド解析で問題を特定することができます。また、スレッド解析は、

ホットなデータ構造でのフォルス・シェアリングや書き込み共有も検出します。 

このメトリックがホットスポットでハイライト表示されている場合、ソースを開いて HITM を生成しているソースコード行を見つ

けます。 

1. HITM を生成した命令にタグ付けされる MEM_LOAD_L3_HIT_RETIRED.XSNP_HITM_PS イベントを探します。 

2. コードを詳しく調べて、真の共有か偽りの共有かを判断します。 

 真の共有に対しては、共有の要求を減らします。 

 偽りの共有には、キャッシュライン境界にパディングを挿入します。 

最適化する理由 

NUMA アーキテクチャーでは、リモートから

のロード・レイテンシーが長くなります。 

関連するメトリック 

バックエンド依存 

 └メモリー依存 

   └DRAM 依存 

     └メモリー・レイテンシー 

       └リモート DRAM 

最適化する理由 

コア間にまたがって L2 レベルで共有される

データの変更は、データアクセスのレイテン

シーを増加させます。 

関連するメトリック 

バックエンド依存 

 └メモリー依存 

   └競合アクセス 
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データ共有 (読み取り共有) 

このメトリックは、1 ソケットの CPU コアの L2 キャッシュにまたがる読み取

り共有 (クリーンなデータ共有) を測定します。L3 キャッシュは、各キャッシュ

ラインが同じソケットのどのコアの L2 キャッシュにあるかを示す "コア有効

(core valid)" ビットを持っています。 

キャッシュラインが最初に L3 キャッシュに取り込まれると、L2 キャッシュに

格納されたことを示すためコア有効ビットが 1 に設定されます。異なるコアが

そのキャッシュラインを読み込むと、キャッシュラインは L3 からフェッチされ、

コア有効ビットはそのキャッシュラインがほかのコアにも存在することを示し

ます。そして、L2 にあるキャッシュラインはスヌープされなければならないた

め、キャッシュラインのアクセスには長いレイテンシーが伴います。 

データ共有メトリックは、該当するキャッシュラインが読み取りのみで共有された追加のアクセス時間の影響を計測します。読み

取り共有の場合、キャッシュラインは複数の L2 キャッシュに共有ステートで存在することができ、将来のアクセスのため複数の

コア有効ビットが設定されます。ほかのコアがそのキャッシュラインを要求すると、複数のコア有効ビットからキャッシュラインは 

（読み取り）共有されており安全に使用できることが分かるため、L2 キャッシュをスヌープする必要はありません。そのため、すで

に L3 キャッシュにラインが存在し、2 番目の L2 によって読み取りが要求されたときに初めてパフォーマンスに影響します。 

この問題の対処方法は「競合アクセス」と同様ですが、異なるイベントを使用します。ホットスポットでこのメトリックがハイライ

トされている場合、ソースを開いて HIT を生成しているソースコード行を見つけます。 

1. HIT を生成した命令にタグ付けされる MEM_LOAD_L3_HIT_RETIRED.XSNP_HIT_PS イベントを探します。 

2. コードを詳しく調べて、真の共有か偽りの共有かを判断します。 

 真の共有に対しては、共有の要求を減らします。 

 偽りの共有には、キャッシュライン境界にパディングを挿入します。 

ストアフォワードが行われないことによるロードのブロック 

ストアフォワードは、ストアの後に同じアドレスからのロードが続く 2 つのメ

モリー命令がパイプライン内で同時に進行する場合に行われます。データが

キャッシュにストアされるのを待機する代わりに、パイプラインを介してロード

命令に直接フォワード (転送) されます。これにより、ロードはメモリーが

キャッシュに書き込まれるのを待つ必要がなくなります。しかし、特定のケース

ではストアはフォワードされずロードがブロックされ、キャッシュに書き込ま

れるのを待ってからロードが行われます。 

ホットスポットでこのメトリックがハイライト表示されている場合、ソースを開

いて LD_BLOCKS.STORE_FORWARD イベントを調査します。通常このイベン

トは、ブロックされたロードの次の命令にタグ付けされます。ロード命令の位

置を確認し、フォワードできないストア命令を探します。通常 10 から 15 命令

以内にあります。最も一般的なケースは、同じアドレスに対するロードよりも小さな断片をストアする場合です。この場合、後続の

ロードと同じもしくは大きなサイズのデータをストアすることで問題を解決します。 

最適化する理由 

コア間にまたがって L2 レベルで共有される

クリーンなデータは、一貫性を維持するため

最初の参照でペナルティーが発生します。 

関連するメトリック 

バックエンド依存 

 └メモリー依存 

   └データ共有 

最適化する理由 

ストアの結果がパイプラインを介してフォ

ワードできない場合、依存するロードがブ

ロックされることがあります。 

関連するメトリック 

バックエンド依存 

 └メモリー依存 

   └ストアフォワードでブロックされたロード 
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4K エイリアシング 

ストアの後にロードが発行され、そのメモリーアドレスが 4K バイトでオフ

セットされている場合、この時点では完全なアドレスが使用されないため、

ロードアドレスは直前のストアアドレスとパイプライン中で一致します。パイ

プラインはストア結果のフォワードを試みますが、その後ロードアドレスが完

全に解決されると一致しなくなります。これにより、ロードはパイプラインの後

の位置から再発行される必要があります。これにはおよそ 7 サイクルのペナ

ルティーがかかりますが、特定の条件 (2 つのキャッシュラインにまたがるアラ

イメントされていないロードなど) ではさらにペナルティーが追加されます。 

この問題は、ロードのアライメントを変更することで簡単に解決できます。

データを 32 バイトにアライメントしたり、(可能であれば) 入力と出力バッ

ファー間のオフセットを変更したり、32 バイトにアライメントされていないメモリーへのアクセスでは 16 バイトのメモリーアク

セスを使用します。 

DTLB ミス 

DTLB (データ・トランスレーション・ルックアサイド・バッファー) ミスは、サー

バー・アプリケーションや大きなデータセットをランダムに使用するアプリ

ケーションで発生する可能性が高くなります。 

データベースやサーバー・アプリケーションでこの問題に対処するには、ラー

ジページを使用します。仮想化されたシステムでは、拡張ページテーブル 

(EPT) を使用します。また、データをブロック化してランダム・アクセス・パター

ンを最小化することで、トランスレーション・ルックアサイド・バッファー (TLB) 

サイズへデータの局所性を向上します。最後に、プロファイルに基づく最適化 

(PGO) やメモリー割り当ての改善により、データの局所性を高めます。 

 

 

コア依存 

 

コア依存のカテゴリーには、ポート利用率の内訳を含む実行コアに関連する情報が含まれます。 

最適化する理由 

エイリアスの競合が発生すると、ロードを再

発行しなければいけません。 

関連するメトリック 

バックエンド依存 

 └メモリー依存 

   └4K エイリアシング 

最適化する理由 

最初のレベルの DTLB ロードミスには、レ

イテンシーのペナルティーがかかります。第 

2 レベルのミスではページウォークが必要

となり、アプリケーションのパフォーマンス

に影響します。 

関連するメトリック 

バックエンド依存 

 └メモリー依存 

   └DTLB オーバーヘッド 
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除算器 

除算命令は他の算術命令よりも高価であり、可能であれば利用を避けるべき

です。 

ソースを開いて除算命令を生成するコード行を特定して、

ARITH.DIVIDER_ACTIVE イベントを検索します。 

コードが最適化を有効にしてコンパイルされていることを確認し、ベクトル化

できれば除算命令をベクトル化し、また可能であれば逆数乗算 (例えば、2 で

割る代わりに 0.5 を掛ける) を使用します。 

 

投機の問題 

投機の問題カテゴリーの概念的な説明については、「適切な uop パイプラインのエントリー」を参照してください。 

 

投機実行は、マイクロオペレーションがリタイアするかどうかにかかわらず実行を可能にします。これにより、パイプラインはス

トールして正しいコードパスが判明するまで待機することなく、学習による推測を基に処理を続行します。場合によっては、推測

されたパスが誤りであると判明し、推測により実行された操作の取り消しが必要になることがあります。 

誤った命令は完了することがないためプログラムの正当性を損ねることはありませんが、誤った命令が廃棄されパイプラインが

正しい命令を再開するまで、時間が消費され非効率な状態を招きます。 

分岐予測ミス 

分岐予測ミスはすべてのアプリケーションで発生するので、アプリケーション

で観測されたとしても心配することはありません。分岐予測ミスは、考慮すべ

きパフォーマンスの影響がある場合にのみ問題となります。 

イベントは通常、廃棄される誤ったパスよりも、正しいパスの最初の命令にタ

グ付けされるため、分岐予測ミスの発端となる場所を特定するのは困難です。 

チューニングの手法には、コンパイラー・オプションやプロファイルに基づく最

適化 (PGO) によるコード生成の改善、実行頻度の高いターゲットのコードをホ

イストするなどの手動による分岐文のチューニングが含まれます。分岐予測す

る必要がなければ分岐予測ミスは発生しないため、不要な分岐を回避します。 

最適化する理由 

除算命令は、ほかの算術命令よりレイテン

シーが長く、限定されたポートでしか実行で

きません。 

関連するメトリック 

バックエンド依存 

 └コア依存 

   └除算器 

 

最適化する理由 

誤って予測された分岐は、無駄な処理や命

令スタベーション （新しい命令がフェッチさ

れるまで待機するため） により、パイプライ

ンの効率を低下させます。 

関連するメトリック 

投機の問題 

 └分岐予測ミス 
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マシンクリア 

マシンクリアは分岐予測ミスよりもまれです。これは一般に、ロック競合、4K 

エイリアシングによるメモリー・ディスアンビゲーションの失敗、または自己修

正コードによって引き起こされます。 

ホットスポットで特定のイベントを調査して原因を特定します。 

MACHINE_CLEARS.MEMORY_ORDERING イベントは、4K エイリアシングの

競合とロックの競合を示します。MACHINE_CLEARS.SMC は、避けるべき自

己修正コードがあることを示します。 

 

リタイア 

リタイアカテゴリーの概念的な説明については、「適切な uop パイプラインのエントリー」を参照してください。 

パフォーマンスの問題を解決することで、

ほとんどの場合リタイア全般サブカテゴ

リーに分類される uop は増加します。 

マイクロコード・シーケンサー・サブカテ

ゴリーは、リタイアした uop がマイクロ

コード・シーケンサーから生成されたこ

とを示します。 

リタイアカテゴリーは、4 つのカテゴ

リーの中で最良のカテゴリーですが、リ

タイアした uop はまだ非効率である可

能性があります。 

FP 算術演算 

これらのメトリックは、リタイアしたすべての uop に対する各命令タイプの比

率を示します。実行する必要のない命令のリタイアメントの効率は重要ではあ

りません。 

ベクトル化は、必要ないワークの実行を避けるには良い方法です。1 つの操作

で同じ計算を実行できるのであれば、8 つの操作を行う必要はありません。FP 

x87 と FP スカラーが顕著なメトリックである場合、ベクトル化を改善して FP 

ベクトルの比率を高めてみてください。 

最適化する理由 

非効率な浮動小数点演算は高いコストにつ

ながります。 

関連するメトリック 

リタイア 

 └リタイア全般 

   └FP 算術演算 

     └すべてのサブメトリック 

最適化する理由 

マシンクリアは、パイプラインをフラッシュ

し、ストアバッファーを空にするため、大幅な

レイテンシーのペナルティーとなります。 

関連するメトリック 

投機の問題 

 └マシンクリア 
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インテル® Advisor 

さらにベクトル化の最適化を進めるに

は、スレッドのプロトタイプ作成とベ

クトル化のチューニング向けに特化

したインテル® Advisor を使用するこ

とを検討してください。 

インテル® Advisor は、スタンドアロ

ン製品またはインテル® Parallel 

Studio XE (Professional Edition お

よび Cluster Edition) とインテル® 

System Studio の一部として提供さ

れます。 

詳細情報と評価版のダウンロードに

ついては、インテル® Advisor 製品サイトをご覧ください。 

 
 

マイクロコード・アシスト 

多くの命令はパフォーマンスの問題を被ることなくアシストを受けることがで

きます。ホットスポットでこのメトリックがハイライトされた場合、原因を特定

するためアシストイベントを使用して再度サンプリングを行います。 

FP_ASSIST.ANY/INST_RETIRED.ANY がかなり多いようであれば、デ

ノーマルを調べてください。この問題を修正するには、FTZ や DAZ を有効に

するか (インテル® SSE/インテル® AVX 命令を使用している場合)、問題に応

じて結果をスケールアップもしくはダウンします。 

 

最適化する理由 

マイクロコード・シーケンサーからのアシス

トには、長いレイテンシーのペナルティーが

伴います。 

関連するメトリック 

リタイア 

└マイクロコード・アシスト 

ベンチマーク向け

の設定 

ベンチマークの構成

と免責事項 

https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/
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その他のトピック: 

メトリックの信頼性 

マイクロアーキテクチャー全般解析タイプ (およびハードウェア・イベントベース解析タイプ) 

は、収集中にハードウェア・イベントを多重化します。収集するサンプルが少なすぎると、結果は

正確さを欠く可能性があります。ハードウェア・イベントベースのデータ収集の仕組みは、

『インテル® VTune™ Amplifier 2019 ヘルプ』を参照してください。 

収集されたサンプル数に基づいて、信頼性が

低い場合、インテル® VTune™ Amplifier GUI はそのメトリックをグレー表示

にします。これはメトリックごとに計算され、またサブメトリックごとに独立して

計算されます。 

注目するメトリックがグレー表示されている場合、解析の実行時間を延ばす

か、解析設定の高度な設定で複数回実行を許可するチェックボックスをオンに

することを検討してください。 

メモリー帯域幅 

メモリー帯域幅のボトルネックは、キャッシュミスによるレイテンシーを増加させます。マイ

クロアーキテクチャー全般解析に加え、インテル® VTune™ Amplifier は特殊な問題を調査

するため、いくつかの特殊用途の解析タイプをサポートしています。メモリー帯域幅の問題が

疑われる場合、メモリーアクセス解析を実行してみてください。 

1 秒あたりの転送量とチャネル数を基に、プラットフォームのソケット

ごとにメモリーの理論的な最大帯域幅を GB/秒で計算することから

始めます。例えば、4 チャネルの DDR 1600 メモリーを持つプロセッ

サーの理論上の最大帯域幅は 51.2GB/秒です。 

ソケットごとの総帯域幅が 75% より大きい場合、アプリケーションのロード・レイテンシーが高い可能性があります。適切であ

れば、システム・チューニングを調整します (メモリー DIMM のアップグレードやバランス調整、ハードウェア・プリフェッチャーの

無効化など）。また、帯域幅の利用を軽減するため、非効率な SW プリフェッチの排除、データのストアや共有を減らすアルゴリズ

ムの変更、データ更新の軽減、ソケット全体のメモリーアクセスのバランス調整などを行います。 

メモリー消費とインテル® Optane™ DC パーシステント・メモリー 

第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーは、DRAM とディスク間の新しいストレージ階層であるインテル® 

Optane™ DC パーシステント・メモリーを最初にサポートする製品です。ハードウェアをまだ所有していない場合でも、インテル® 

VTune™ Amplifier のメモリーアクセス解析タイプを使用して、アプリケーションがこのテクノロジーから恩恵を受けられるか判

断できます。この解析により、アプリケーションのピークメモリー使用量が分かります。この値が利用可能な DRAM 容量の 90% 

以上であれば、パーシステント・メモリーを使用することで恩恵が得られます。 

注: メモリー消費解析は、現在 Windows* オペレーティング・システムでは利用できません。しかし、メモリーアクセス解析が

示す DRAM キャッシュヒットと DRAM キャッシュミスのメトリックから、データがどれくらい DRAM に収まっているか把握で

きます。これらのメトリックは、Memory モードが有効なマシンでのみ利用できます。 

次のステップは、「動的メモリー・オブジェクト解析」を有効にして、メモリーアクセス解析タイプを使用してアプリケーションの

ワーキングセットを特定することです。最もアクセスされているオブジェクトを特定し、それらのサイズを合計して、ワーキング

セットのサイズを予測できます。このサイズが DRAM に収まりきるならば、Memory モードでインテル® Optane™ DC パーシス

テント・メモリーを使用してみてください。このモードでは、追加メモリーはパーシステント (永続的) ではなく、キャッシュ階層の

延長として機能するため特別なプログラミングは必要ありません。理想的には、最も頻繁にアクセスされるオブジェクトを 

DRAM に留め、アプリケーションの残りのメモリー・フットプリントをディスクではなくパーシステント・メモリーに配置します。 

右下にある 4.3% は信頼性が低

いためグレー表示されています。 

GB s⁄ =  
(𝑀𝑇 𝑠⁄ ) ∗ 8 Bytes Clock⁄ ∗ (𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠)

1000
 

https://www.isus.jp/wp-content/uploads/vtune/2019/iSUS-help/Amplifier%202019_help_index.htm
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ワーキングセットが DRAM に収まらない場合、または Memory モードで期待する結果が得られない場合は、App Direct モー

ドを試してください。App Direct モードには、揮発性 (パーシステントではない) と非揮発性 (パーシステント) の 2 つのバリエー

ションがあります。どちらの場合も、単純にパーシステント・メモリーを有効にするだけでは不十分で、API を使用してメモリーの

割り当てを手動で制御する必要があります。 

App Direct モードを効果的に使用するには、LLC ミスが最も多いオブジェクトとストアを多用するオブジェクトは DRAM に割

り当てて、残りのオブジェクトはパーシステント・メモリーに割り当てます。ここでの目的は、次の 2 つの特性を活用することです。

DRAM はパーシステント・メモリーよりも高速であるため、頻繁にアクセスされるオブジェクトは DRAM に配置する必要があり

ます。次に、パーシステント・メモリーからのロードはストアよりもはるかに高速であるため、ストアを多用するオブジェクトは

パーシステント・メモリーにはあまり適していません。特定のオブジェクトの割り当てを決定する際に、これら 2 つの要因の重要

性を調整することは開発者の判断に任されます。 

インテル® Inspector – パーシステント・インスペクター 

パーシステント・メモリーの使用には課題が伴います。例えば、データはキャッシュからパーシステント・メモリーにフラッシュ

されるまで永続的ではありません。近年のプロセッサーのアウトオブオーダー実行とキャッシュ動作により、データが永続的

になる順番はストアされる順番と同一でない可能性があり、プログラミング・エラーはパーシステント・メモリーが期待通りに

動作しない原因となります。 

 

永続性を調査するためインテル® Inspector が提供されています。これは、前述のエラーをチェックして、コードが期待通りに

機能するか確認するツールです。 

 キャッシュ・フラッシュ・ミス 

 冗長的なキャッシュ・フラッシュとメモリーフェンス 

 アウトオブオーダーのパーシステント・メモリー・ストア 

 パーシステント・メモリー開発キット (PMDK) の取り消しログ 

 

アプリケーション開発サイクルの早い段階でパーシステント・メモリー・エラーを検出することは、それらが問題となる前に確

実に対処できるようにするため重要です。インテル® Inspector は、スタンドアロン製品またはインテル® Parallel Studio XE 

(Professional Edition および Cluster Edition) とインテル® System Studio の一部として提供されます。詳細は、製品サイ

トをご覧ください。 

 

関連情報 

 インテル® VTune™ Amplifier 製品ページ 

 インテル® VTune™ Amplifier トレーニン

グ・リソース (英語) 

 インテル® VTune™ Amplifier ユーザー

フォーラム (英語) 

 インテル® VTune™ Amplifier 日本語ユー

ザーズガイド 

 インテル® 64 および IA-32 アーキテクチャー・ソフトウェア開発マ

ニュアル (英語) 

 ほかのマイクロアーキテクチャー向けのインテル® VTune™ 

Amplifier のチューニング・ガイド 

 コンパイラー・オプションのガイド 

 インテル® Advisor 製品ページ 

 インテル® Inspector 製品ページ 

 

法務上の注意書きと最適化に関する注意事項 

最適化に関する注意事項 

インテル® コンパイラーでは、インテル® マイクロプロセッサーに限定されない最適化に関して、他社製マイクロプロセッサー用に同等の最適化を行えないこと

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

補足命令などの最適化が該当します。インテルは、他社製マイクロプロセッサーに関して、いかなる最適化の利用、機能、または効果も保証いたしません。本製品

のマイクロプロセッサー依存の最適化は、インテル® マイクロプロセッサーでの使用を前提としています。インテル® マイクロアーキテクチャーに限定されない

最適化のなかにも、インテル® マイクロプロセッサー用のものがあります。この注意事項で言及した命令セットの詳細については、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。 

改訂 #20110804 

https://www.isus.jp/intel-inspector-xe/
https://www.isus.jp/intel-inspector-xe/
https://www.isus.jp/intel-inspector-xe/
https://www.isus.jp/intel-vtune-amplifier-xe/
https://software.intel.com/en-us/vtune/documentation/get-started
https://software.intel.com/en-us/vtune/documentation/get-started
https://software.intel.com/en-us/forums/intel-vtune-amplifier
https://software.intel.com/en-us/forums/intel-vtune-amplifier
https://www.isus.jp/wp-content/uploads/vtune/2019/iSUS-help/Amplifier%202019_help_index.htm
https://www.isus.jp/wp-content/uploads/vtune/2019/iSUS-help/Amplifier%202019_help_index.htm
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm
http://www.isus.jp/products/vtune/processor-specific-performance-analysis-papers/
http://www.isus.jp/products/vtune/processor-specific-performance-analysis-papers/
https://www.isus.jp/products/c-compilers/performance-tools-for-software-developers-intel-compiler-options/
https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/
https://www.isus.jp/intel-inspector-xe/
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2010 年から 2017 年までのベンチマーク向けの構成 
性能の測定結果は 2018 年 9 月 12 日時点のテストに基づいています。また、現在公開中のすべてのセキュリティー・アップデートが適用されているとは限りません。詳細については、公開されてい

る構成情報を参照してください。絶対的なセキュリティーを提供できる製品またはコンポーネントはありません。 

プラットフォーム 

インテル® Xeon® 

X5680  

プロセッサー 

インテル® Xeon®  

E5-2690  

プロセッサー 

インテル® Xeon®  

E5-2697 v2  

プロセッサー 

インテル® Xeon®  

E5-2600 v3  

プロセッサー 

インテル® Xeon®  

E5-2600 v4  

プロセッサー 

インテル® Xeon® 

E5-2600 v4  

プロセッサー 

インテル® Xeon® 

Platinum 81xx  

プロセッサー 

開発コード名 WSM SNB IVB HSW BDW BDW SKX 

スケーリング 

されていない 

コア周波数 

3.33GHz 2.90GHz 2.70GHz 2.20GHz 2.30GHz 2.20GHz 2.50GHz 

コア/ソケット 6 8 12 18 18 22 28 

ソケット数 2 2 2 2 2 2 2 

L1 データ 

キャッシュ 
32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 

L2 キャッシュ 256K 256K 256K 256K 256K 256K 1024K 

L3 キャッシュ 12MB 20MB 30MB 46MB 46MB 56MB 40MB 

メモリー 48GB 64GB 64GB 128GB 256GB 128GB 192GB 

メモリー周波数 1333MHz 1600MHz 1867MHz 2133MHz 2400MHz 2133MHz 2666MHz 

メモリーアクセス NUMA NUMA NUMA NUMA NUMA NUMA NUMA 

H/W プリフェッチ 

有効 
はい はい はい はい はい はい はい 

HT 有効 はい はい はい はい はい はい はい 

ターボモード有効 はい はい はい はい はい はい はい 

C ステート 無効 無効 無効 無効 無効 無効 無効 

OS 名 Fedora* 20 Fedora* 20 RHEL 7.1 Fedora* 20 RHEL 7.0 CentOS* 7.2 CentOS* 7.3 

カーネル 3.11.10-301.fc20 3.11.10-301.fc20 
3.10.0-

229.el7.x86_64 

3.15.10-

200.fc20.x86_64 

3.10.0- 

123.el7.x86_64 

3.10.0- 

327.el7.x86_64 

3.10.0-

514.10.2.el7.x86_64 

コンパイラー・ 

バージョン 
icc 17.0.2 icc 17.0.2 icc 17.0.2 icc 17.0.2 icc 17.0.2 icc 17.0.2 icc 17.0.2 

法務的な免責事項 

本資料に掲載されている情報は、インテル製品の概要説明を目的としたものです。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を許諾するものではありません。製品に付属の売買契約書『Intel's Terms and Conditions of Sale』に規定され

ている場合を除き、インテルはいかなる責任を負うものではなく、またインテル製品の販売や使用に関する明示または黙示の保証 (特定目的への適合性、商品

適格性、あらゆる特許権、著作権、その他知的財産権の非侵害性への保証を含む) に関してもいかなる責任も負いません。 

インテルによる書面での合意がない限り、インテル製品は、インテル製品の欠陥や故障によって人身事故が発生するような用途向けに使用することを前提とし

たものではありません。 

インテル製品は、予告なく仕様や説明が変更されることがあります。機能または命令の一覧で「留保」または「未定義」と記されているものがありますが、その「機

能が存在しない」あるいは「性質が留保付である」という状態を設計の前提にしないでください。これらの項目は、インテルが将来のために留保しているもので

す。インテルが将来これらの項目を定義したことにより、衝突が生じたり互換性が失われたりしても、インテルは一切責任を負いません。この情報は予告なく変更

されることがあります。この情報だけに基づいて設計を最終的なものとしないでください。 

本書で説明されている製品には、エラッタと呼ばれる設計上の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。 

最新の仕様をご希望の場合や製品をご注文の場合は、お近くのインテルの営業所または販売代理店にお問い合わせください。 

本資料で紹介されている資料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、インテルの Web サイトを参照してください。 

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー (インテル® HT テクノロジー) を利用するには、同技術に対応したプロセッサー、チップセットと、BIOS、OS を搭

載したコンピューター・システムが必要です。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。詳細については、

http://www.intel.co.jp/jp/products/ht/hyperthreading_more.htm を参照してください。 

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーに対応したインテル® プロセッサー、BIOS、仮想マシンモニター (VMM)、およ

びバーチャライゼーション・テクノロジーが有効になっているアプリケーションを搭載したコンピューター・システムが必要です。機能性、性能もしくはその他の

バーチャライゼーション・テクノロジーの特長は、ご使用のハードウェアやソフトウェアの構成によって異なり、BIOS のアップデートが必要になることもありま

す。ご利用になる OS によっては、ソフトウェア・アプリケーションとの互換性がない場合があります。詳細については、各アプリケーション・ベンダーにお問い合

わせください。 

インテル® アーキテクチャー上の 64 ビット・コンピューティングには、インテル® 64 アーキテクチャーに対応したプロセッサー、チップセット、BIOS、デバイス・ド

ライバー、ソフトウェアを搭載するコンピューター・システムが必要です。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。詳細については、各 

PC メーカーにお問い合わせください。 

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーに対応したプロセッサーを搭載したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・

テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロ

ジーに対応しているかは、各システムメーカーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/technology/turboboost/ を参照してく

ださい。 

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Optane、Intel SpeedStep、Xeon、Intel Xeon Phi、VTune は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における  

Intel Corporation またはその子会社の商標です。 

 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 

© 2019 Intel Corporation.  

http://www.intel.co.jp/jp/products/ht/hyperthreading_more.htm
http://www.intel.co.jp/jp/technology/turboboost/
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