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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 1 世代のインテル® 
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の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 1 世代のインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーでは、パフォーマンス測定に影響を与えるいくつかの新機能に
より、パフォーマンス・データの収集と解釈が複雑になる可能性があります。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これらの 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 と Cluster 
Edition) とインテル® System Studio の一部として提供される、汎用パフォーマンス解析ツールです。Windows* と Linux* オ
ペレーティング・システムでは、コマンドラインと GUI で使用でき、Windows* 環境では Microsoft* Visual Studio* 統合環境で
も利用できます。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。インテル® VTune™ Amplifier 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、いくつかの事前定義された解析タイプが用意されていますが、このガイドでは全般解析 
(General Exploration) 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知識は必要ありません。事前定義された解析
タイプでは、対象とするマイクロアーキテクチャ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。全般
解析ではまた、関連する計算式があらかじめプログラムされており、全般解析ビューポイント (この解析タイプのデフォルト) に自

この図は一般的な CPU 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現するものではありません。 
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動的に計算されたメトリックが表示されます。その他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、その場合もハー
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は、インテル® VTune™ Amplifier 2017 Update3 で取得されています。ただし、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とは限りません。異なるバージョンのツールで取得されたスクリーンショットでは、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、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 の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ともに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。 

カテゴリーに関連する内訳を見るた
めカラムを拡張します。 

ホットスポットがピンク色のセルで強調され
ている場合、その値はインテル® VTune™ 
Amplifier が持つ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 uop で
満たされ、正常に実行とリタイアを完了したことを示
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
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 の処理にかかった
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
て処理された部分的な 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 により、バックエン
ドがすでに占有されている場合に発生します。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。 
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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
プリケーションのコードセクションで最も時間を費やす場所) 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、改善により実際に
影響を受けるタスクの比率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
のコード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、「基本ホットスポット解析」または「高度なホットス

ポット解析」を実行します。 

一般に、ホットスポットは clockticks 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
各ハードウェア・スレッドの halt 状態ではない clockticks 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 SpeedSetp® 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。 

いったんホットスポットを特定したら、それぞれ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で定義されますが、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。全般解析を実行して、ホットスポットのリ
タイアメント・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したほうが良いでしょう。 

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以下の場合、それは非効率であると
言えます。 

手法 2: CPI の変化 
注意: インテル® ハイパースレッディング・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® ハイパースレッ
ディング・テクノロジーが無効なシリアル・ワークロードでは、ハードウェア・スレッドの理論上の最良の 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® ハイパー・スレッディング・テクノロ
ジーが有効な場合、ハードウェア・スレッドの理論上の最良の 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。 

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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その他のパフォーマンス測定基準は、CPI (命令ごとのサイクル数) 、ワー
クロードを実行する命令の平均時間です。CPI は一般的な効率を示すメ
トリックで、データセットを比較する際に最も有用であり、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 またはそれ以下の CPI を達成できますが、多
くのアプリケーションでは CPI が 1 を超えます。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。 

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
は上昇しますがパフォーマンスは改善されることがあります。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 では、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 つの命令セットタイプがあります。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大幅に
パフォーマンスを向上させます。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 つのほかの数
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てきました。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、それにより得られるパフォーマンス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。古い命令と最新の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、新しい命令が全く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 
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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しています。 

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 命令はレジ
スターのみを操作します。 

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 の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® 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。 

 
注意: インテル® Parallel Studio XE に同梱されるインテル® VTune™ Amplifier を使用している場合、インテル® Advisor と
呼ばれるツールも利用できます。インテル® Advisor のベクトル化ワークフローは、SIMD 命令の利用を評価しチューニング
するための強力な解析ツールです。インテル® Advisor に関する詳細は、製品 Web サイト (英語) をご覧ください。 

 

乗算-加算融合 (FMA) 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
リーを見て、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 以上と –x または –march オプションと -fma 
o Windows*: CORE-AVX2 以上と /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。 

https://software.intel.com/en-us/intel-advisor-xe
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm
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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、これらのサブカテゴリーに一致するフロントエンド依存のパーセント (比率) が示されます。フロントエ
ンド依存のスロットでは、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、uop が一部スロットに供給され
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。 

フロントエンド・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、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。コンパイラーがサポートするプロファイルに
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
ズを減らし、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、バックエンドが実行
中のメモリー操作により新しい uop を
受け入れできないケースを示し、コア
依存は実行ポートにより発行が飽和し
たことを示します。 

これを最適化する理由 
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 1 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 

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。 

キャッシュミス 

アプリケーションの最適化でキャッシュミスがボトルネックとなった場合、最
初に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、キャッシュミスを引き起こす共有問題を調査します。詳細は、「競合す
るアクセス」を参照してください。キャッシュミスの原因が共有問題ではない
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と良いでしょう。これにより、キャッシュミ

スの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のアライメントを確実にして、ソースにコンパイラーへの指示句を追加します。 

キャッシュライン入れ換え解析の概要に関しては、『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』の B.5.4.2 節をご覧ください。 

これを最適化する理由 
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/
https://www.isus.jp/technical-document/
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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。SNC の概念は、インテル® Xeon Phi™ プロセッ
サー (開発コード名 Knights Landing) で最初に実装され、COD と非常に類似していましたが、いくつかの欠点がありました。 

· 2-SNC モードでは、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・レイテンシーは小さくなっています。 
· 2-クラスターモードでは、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。これは、LLC 内でライ

ンの複製を必要としないためです。 
 
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 
· レイテンシーに影響を受ける 
· 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) では利益が得られた 
· インテル® Xeon Phi™ プロセッサーの SNC では利益が得られた 

 

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 (アフィニティーやピニング) してください。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 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。 

これを最適化する理由 
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 
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競合するアクセス (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
シュでそのラインが無効になり、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へ再度書き込みを行い、別のコアがそれを要求すると、再
び同じ手順が行われます。コア間のキャッシュラインの頻繁な入れ換えは、単
純にコアがデータを共有する場合 (読み取り共有など) 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フォルス・シェアリング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 "Locks and Waits" 
(ロックと待機) 解析で問題を特定することができます。また、ロックと待機解析は、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。 

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、ソース表示から HITM を生成しているソースコードの行を見つけます。 

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、真の共有かフォルス・シェアリングかを判断します。 

· 真の共有の場合、共有の要求を減らします。 
· フォルス・シェアリングの場合、キャッシュライン境界にパディングを挿入します。 

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
り共有や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
ビット (core valid bit)" 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を 1 に設定します。異なるコアがそ
のキャッシュラインを読み取ると、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。その他の L2 キャッシュはスヌープされなければならず、その結果その
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
れた場合の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
テートで存在する可能性があり、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。別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が読み取り共有であることを LLC に知らせるため、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
マンスへの影響が生じます。 

この問題の対応方法は「競合するアクセス」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
ライトされた場合、ソース表示から 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、真の共有かフォルス・シェアリングかを判断します。 

· 真の共有の場合、共有の要求を減らします。 
· フォルス・シェアリングの場合、キャッシュライン境界にパディングを挿入します。 

これを最適化する理由 
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 

   競合するアクセス 

これを最適化する理由 
L2 レベルでのコア間のクリーンなデータ共

有 (読み取り共有) は、キャッシュの一貫性

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 
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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
モリー命令があり、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されている場合、ソースを表示し
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できます。 

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 (アライメントされていないロードが 2 
つのキャッシュラインにまたがっている場合など) 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) は、サーバー・
アプリケーションや大きくランダムなデータセットを使用するアプリケーショ
ンで発生しやすいです。 

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。 

 

これを最適化する理由 
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 

これを最適化する理由 
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 

これを最適化する理由 
L1 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。L2 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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コア依存 

 

コア依存カテゴリーには、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。 

除算器 

除算命令はほか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。 

ソースで ARITH.DIVIDER_ACTIVE イベントを検索して、除算命令を生成す
るコード行を特定します。 

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、可能であれ
ば除算命令をベクトル化したり、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。 

これは、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。 

これを最適化する理由 
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 



第 1 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 

 14 

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
は、(誤って) 予測する分岐を必要とするため、不要な分岐を回避します。 

 

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、ロックの衝突、
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メント全般
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。 

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 は非効率
である可能性があります。 

これを最適化する理由 
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) 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 

これを最適化する理由 
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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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。 

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® Parallel Studio XE に同
梱されるインテル® VTune™ 
Amplifier を使用している場合、
インテル® Advisor と呼ばれるツール
も利用できます。 

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 (英語) 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、ほかのアシ
ストイベントを使用して原因を特定するため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、浮動
小数点演算のデノーマルを調べてください。インテル® SSE/インテル® AVX 
命令を使用している場合、FTZ や DAZ を有効にするか、演算をスケールアッ
プまたはダウンすることでこの問題を解決できます。 

これを最適化する理由 
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 

 リタイアメント全般 

   FP 算術演算 

     すべてのサブメトリック 

これを最適化する理由 
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 

https://software.intel.com/en-us/intel-advisor-xe
https://software.intel.com/en-us/intel-advisor-xe
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その他のトピック 

メトリックの信頼性 
全般 (General Exploration) 解析タイプ (およびハードウェア・イベント・ベース解析) は、収集
時にハードウェア・イベントを多重化します。そのため、収集されるサンプルが少なすぎると、結
果は正確性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がどのように
動作するかは、インテル® VTune™ Amplifier のヘルプ・ドキュメント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、またサブメトリックごとに独立して計算されます。 

注目する領域のメトリックがグレー表示されている場合、解析の実行時間を長
くするか、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。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 秒あたりのメガ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
ごとの理論的な最大メモリー帯域幅を 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 メモリーを搭載したプロセッサーの
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、アプリケーションには (高い) ロード・レイテンシーがある可能性があります。
適切であれば、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のシステム
チューニングの調整を行います。また、非効率な SW プリフェッチを削除したり、アルゴリズムを変更してデータのストレージや
共有を減らしたり、データ更新を軽減したり、ソケット全体のメモリーアクセスのバランスを調整するなどして、帯域幅の利用を
軽減します。 

TSX Exploration (インテル® TSX の調査) 
インテル® トランザクショナル・シンクロナイゼーション・エクステンション 
(インテル® TSX) (英語) は、ハードウェア・トランザクショナル・メモリーをサ
ポートします。プログラマーがロックのパフォーマンスを向上できるように、ス
ペキュレーティブ・エグゼキューション・モードを提供します。 

アボートサイクルの比率が高い場合、インテル® TSX の利用がパフォーマンス
へ悪影響を及ぼしている可能性があります。この解析タイプを、経過時間、CPI、
またはリタイア比率などほかのパフォーマンス・メトリックと併用して、インテル® TSX がパフォーマンスに及ぼす影響を測定し
ます。インテル® TSX のパフォーマンスの推奨に関する詳細は、『インテル® 64 アーキテクチャーおよび IA-32 アーキテクチャー
最適化リファレンス・マニュアル』の第 13 章をご覧ください。 

右下の 4.3% は信頼性が低いため、 
グレー表示されています。 

GB s⁄ =  
〈𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑠𝑠⁄ 〉 ∗ 8 Bytes Clock⁄ ∗ 〈𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠〉

1000
 

https://www.isus.jp/file/VTuneHelp2018/GUID-17A5055B-836A-479F-A2EC-94983E4F8203.html
http://www.intel.com/software/tsx
http://www.intel.com/software/tsx
https://www.isus.jp/technical-document/
https://www.isus.jp/technical-document/
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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 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 (英語) 

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 

2010 年から 2017 年までのベンチマーク向けの構成 

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® 
E5-2600v4  
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 48MB 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 
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

HT 有効 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
ターボブースト 

有効 
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

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 

オペレーティング・
システム 

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 バージョン 

17.0.2 
icc バージョン 

17.0.2 
icc バージョン 

17.0.2 
icc バージョン 

17.0.2 
icc バージョン 

17.0.2 
icc バージョン 

17.0.2 
icc バージョン 

17.0.2 

著作権と商標について 
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。本資料またはインテル製品の販売によって、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。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、その欠陥や故障によって人身事故が発生するようなアプリケーションでの使用を想定した設計は行
われていません。 

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。 

http://www.isus.jp/article/intel-software-dev-products/intel-vtune-amplifier-xe/
https://software.intel.com/en-us/intel-vtune-amplifier-xe-support/training
https://software.intel.com/en-us/intel-vtune-amplifier-xe-support/training
https://software.intel.com/en-us/forums/intel-vtune-amplifier-xe
https://software.intel.com/en-us/forums/intel-vtune-amplifier-xe
https://www.isus.jp/products/vtune/help-top/
https://www.isus.jp/products/vtune/help-top/
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://software.intel.com/en-us/intel-advisor-xe
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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。そのようなエラッタは、インテルの保証範囲外です。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、こちら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、および仮想マシンモニター (VMM) 
を、さらに用途によっては、同テクノロジーが有効になっている特定のプラットフォーム・ソフトウェア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で 64 ビット・コンピューティングを利用するには、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、
OS、デバイスドライバー、アプリケーションを搭載するコンピューター・システムが必要です。インテル® 64 アーキテクチャーに対応した BIOS がない場合、32 
ビットでの動作も含め、プロセッサーは動作しません。性能は、ご利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ます。詳細については、各システムベ
ンダ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、Xeon、Intel Xeon Phi、Intel SpeedStep、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 の商
標または登録商標です。 

*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。 
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