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はじめに
このコードブックは、C++ および Fortran アプリケーションのパフォー
マンスを向上させるベクトル化手法を紹介します。ベクトル化の概念の
説明に加えて、各種ソフトウェアおよび開発プロセス固有の課題に対処
する際に役立つ関連リソースを提供します。

「ベクトル命令 (SIMD とも呼ばれます ) は、マルチ
コア (タスク) の並列性に応じてインクリメンタルな
並列化を提供します。ベクトル機能は、データ並
列における重要なハードウェアによるサポートです。
ベクトル命令を使用することで、ソフトウェア開
発者は迅速にパフォーマンスを向上することがで
きます。正しいツールは、SSE 命令、AVX 命令、
Knights Corner✝ ベクトル命令に対応したプロ
セッサーやベクトル関連の将来のハードウェ
ア・イノベーションを含む新しいアーキテク
チャーに合わせてスケールフォワードするベク
トル化を実現します。」

チーフ・エバンジェリスト 
インテル コーポレーション 

James Reinders
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ムーアの法則は、プロセッサーのトランジスター密度が年々増加することを正確に
予測し、パフォーマンスを向上させる強力なハードウェア機能を可能にしてきました。
例えば、SIMD (Single Instruction, Multiple Data) 並列処理をサポートする拡張命
令セットは、ベクトルデータを並列に操作します。そのため、ベクトル長は並列にア
クセスできる要素数となり、新しいプロセッサー・テクノロジーの登場とともに拡大
し続けています。 

アプリケーションは、SIMD 命令と拡大するベクトル長を活用できるようにベクトル
化されなければなりません。ここでは、インテルのコンパイラーとライブラリーを使
用するアプリケーション開発者であれば誰でも使用できる、簡単で強力なベクトル
化手法について説明します。 

ベクトル化とは、一度に 1 つのデータを処理するアルゴリズムから、
一度に複数のデータを処理するアルゴリズムに変換するプロセスを
指します。

スカラー実装
一度に 1 つのペアのオペランドを処理します。

ベクトルプロセス
1 つの命令でベクトル (一連の隣接する値) を参照できます。

つまり、ベクトルプロセスは、ソフトウェアを並列化し、1 つの命令
または操作をデータの複数の箇所に適用できます。ベクトル化を
サポートしているコンピューター・システムでは、より効率良く処理
され、アプリケーション・パフォーマンスが向上します。

ベクトル化によるスピードアップはどのようにもたらされるでしょうか ?
次に示すコード例について考えてみます。a、b、c は整数配列です。

ベクトル化する理由

ベクトル化が無効な場合 (例えば、/Od、/O1、/Qvec- コンパイラー・
オプションを使用した場合)、コンパイラーは次のように処理します。

スカラー実装

ベクトル実装

SIMD レジスターに多くの未使用スペース (整数 3 つ分) があります。 

ベクトル化が有効な場合、コンパイラーは SIMD レジスターの未使用
スペースも使うことで、1 つの命令で 4 つの加算を実行することがで
きます。

128 ビット
256 ビット

512 ビット

マルチ
コア

メニー
コア

for(i=0;i<=MAX;i++) 
c[i]=a[i]+b[i];

より多くのコア

より幅の広いベクトル

unused unused unused A[0]

unused unused unused B[0]

unused unused unused C[0]

A[3] A[2] A[1] A[0]

B[3] B[2] B[1] B[0]

C[3] C[2] C[1] C[0]
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自動ベクトル化から始めよう
インテル® C++ コンパイラーとインテル® Fortran コンパイラーは、IA-32 およびインテル® 64 プロセッサー上でインテル® ストリーミング SIMD 
拡張命令 (インテル® SSE) とインテル® アドバンスト・ベクトル・エクステンション (インテル® AVX) から命令を生成して、SIMD を実装します。
どちらのコンパイラーも自動ベクトル化をサポートします。自動ベクトル化では、特定の条件を満たす場合、アプリケーションを自動的にベク
トル化するインテル® SSE コードを生成します。この自動ベクトル化はソースコードを変更しなくても使用できるため、アプリケーションの移
植性に影響しません。 

自動ベクトル化を利用するには、アプリケーションをデフォルトの最適化設定 (/O2) 以上でビルドします。その他のコンパイラー・オプション
を指定する必要はありません。コンパイラーは、パックド SIMD 命令を使用して複数の隣接するループ反復を並列に実行できるベクトル化候
補を自動で探します。診断レポートを指定すると、ビルドログにベクトル化されたループと「ループがベクトル化されました。」という診断結
果が出力されます。

インテル® プロセッサーを搭載したシステム上でインテル ® コンパイラーを使用すると、自動でインテル® アーキテクチャーの並列性に応じた
処理能力を活用し、パフォーマンスを向上できます。

準備 
インテル® ソフトウェア製品による 6 ステップのベクトル化プロセス (英語)

インテル® C++ コンパイラーの自動ベクトル化ガイド

インテル® C++ Composer XE 2011 入門チュートリアル
Windows*  |   Linux*  |       Mac OS* X (英語)

インテル® Fortran Composer XE 2011 入門チュートリアル
Windows*  |   Linux*  |   Mac OS* X (英語)
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ガイド付き自動並列化

特別なコンパイラー・ビルドログ・レポート

マルチスレッド・ライブラリーとスレッドセーフなライブラリー

自動ベクトル化

概要

自動ベクトル化
から始めよう

まとめ

C++ 
ベクトル化手法

Fortran 
ベクトル化手法

インテル® ソフトウェア製品のパフォーマンスおよび最適化に関する注意事項については、http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice/#opt-jp を参照してください。

C++ ベクトル化手法
ここで紹介するベクトル化手法は、C++ アプリケーション開発者の誰
でも利用できます。最初の手法は最も簡単に使用でき、コード変更は
不要です。次の手法は、ライブラリーを使用します。アプリケーション
によっては、コードがベクトル化されるようにコンパイラーに情報を提
供するため、より高度な手法が必要になることがあります。その次の
手法は、特別なビルドログやインテル® Cilk™ Plus のような機能を使用
して、コンパイラーへ情報を提供します。

C++ ベクトル化手法の関連リソース 

Web セミナー
ベクトル化による将来も通用するアプリケーション・パフォーマンスに
ついてのテクニカル・プレゼンテーション (英語 )

ホワイトペーパー
インテル® C++ コンパイラーによるベクトル化の概要 (英語) 

記事
インテル® コンパイラーによるベクトル化 (パート 1) (英語)

ベクトル化 :VECTOR 形式の C/C++ コードの記述 (英語 )

インテル® Cilk™ Plus の概要 (英語) - 概要、ビデオ、入門ガイド、ドキュ
メント、ホワイトペーパー、コミュニティーへのリンク

要素関数 :インテル® Cilk™ Plus を使用する C/C++ データ並列コードの
記述 (英語)

ループをベクトル化するための条件

ドキュメント
インテル ® C++ Composer XE ドキュメント 

ガイド
ベクトル化ツールキット (英語)

インテル® Composer XE 2011 最適化クイック・リファレンス・
ガイド (IA-32 プロセッサーおよびインテル® 64 プロセッサー)

『The Software Vectorization Handbook. Applying Multimedia 
Extensions for Maximum Performance』 (英語)、Intel Press

『The Software Optimization Cookbook, Second Edition. High-
Performance Recipes for IA-32 Platforms』 (英語)、Intel Press
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Fortran ベクトル化手法
ここで紹介するベクトル化手法は、Fortran  アプリケーション開発者
の誰でも利用できます。最初の手法は最も簡単に使用でき、コード
変更は不要です。次の手法はライブラリーを使用し、その後、ベクト
ル化アドバイスやガイド付き自動並列化を含むインテル® Fortran コン
パイラーのビルトイン機能を使用します。

Fortran  ベクトル化手法の関連リソース 

Web セミナー
ベクトル化による将来も通用するアプリケーション・パフォーマンスに
ついてのテクニカル・プレゼンテーション (英語)

ホワイトペーパー
インテル ® Fortran  コンパイラーによるベクトル化の概要 (英語 )

記事 

ベクトル化ツールキット (英語 )アプリケーションのベクトル化に
よりパフォーマンスを向上するための 6 ステップ (英語)

インテル® コンパイラーによるベクトル化 (パート 1) (英語)

ループをベクトル化するための条件

ドキュメント
インテル® Fortran Composer XE ドキュメント

ガイド
ベクトル化ツールキット (英語 )

インテル® Composer XE 2011 最適化クイック・リファレンス・
ガイド (IA-32 プロセッサーおよびインテル® 64 プロセッサー)

『The Software Vectorization Handbook. Applying Multimedia 
Extensions for Maximum Performance』 (英語 )、Intel Press

『The Software Optimization Cookbook, Second Edition. High-
Performance Recipes for IA-32 Platforms』 (英語 )、Intel Press
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Parallel 
Universe

製品の詳細、ご購入

ソフトウェアの無料評価版

まとめ
このコードブックで紹介したベクトル化手法と関連リソースが、皆様の
アプリケーションの最適化とパフォーマンス向上に役立つことを願って
います。 

利用可能なリソースの一覧は、ベクトル化 Web サイト (英語 ) を
ご覧ください。

インテル® Parallel Studio XE の効果をぜひお試しください。
「Product Suites」をクリックし、Windows* 版または Linux* 版を
選択してください。

パフォーマンスの関連リソース
インテル® ソフトウェア開発製品

Go Parallel (英語 )

Ⓒ 2012 Intel Corporation.  無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Cilk 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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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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