
インテル® Advisor クックブック 

この記事は、インテル® デベロッパー・ゾーンに公開されている「Intel® Advisor Cookbook」の日本語参考訳

です。 

 

インテル® Advisor は、最新のコンピューター・アーキテクチャー向けのパイパフォーマンス・コードの設計と最

適化を支援するツールです。インテル® Advisor クックブックの各章では、インテル® Advisor を使用してさら

に多くのコア、ベクトル化、またはヘテロジニアス処理を効率良く利用する段階的な手順が紹介されています。 

注意 

インテル® Advisor をダウンロードしてレシピを検証するには、https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/ にア

クセスしてください。このツールは、無料のスタンドアロン・バージョンとして、またはインテル® Parallel 

Studio XE およびインテル® System Studio の一部として入手できます。 

ここで学べること 

• ボトルネックの繰り返しを特定: キャッシュを考慮したルーフライン: ルーフライン解析を利用して、パ

フォーマンスのボトルネックを特定し、対処する方法を学びます。 

• ループ交換とキャッシュ・ブロッキングによりメモリー・アクセス・パターンを最適化: メモリー・アクセ

ス・パターンを最適化して、メモリーのボトルネックを特定し、パフォーマンスを向上する方法を学びま

す。 

• ルーフラインでパフォーマンス改善を視覚化: 同じグラフに複数の解析結果を表示することで、最適

化の方針を比較する方法を学びます。 

• Amazon Web Services* (AWS*) EC2* インスタンスのパフォーマンス解析: AWS* EC2* インスタ

ンスのアプリケーションからのパフォーマンス・データを解析するため、インテル® Advisor を設定する

方法を学びます。 

• Cray* システムのパフォーマンス解析: Cray* システムで実行されるアプリケーションのパフォーマン

ス・データを解釈するため、インテル® Advisor の設定と使用方法を学びます。 

このクックブックは、インテル® Advisor の中および上級者向けです。初心者ユーザーには、「インテル® 

Advisor 導入ガイド」と「インテル® Advisor ユーザーガイド」が役立ちます。 

ヒント 

このクックブックは随時更新されており、レシピは定期的に追加されます。インテル® Advisor フォーラム (英

語) から、新しいレシピの提案をお伝えください。 

https://software.intel.com/en-us/advisor-cookbook
https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/
https://www.isus.jp/products/advisor/advisor-get-started/
https://www.isus.jp/products/advisor/advisor-get-started/
https://www.isus.jp/wp-content/uploads/advisor/2019/iSUS-help/Advisor%202019_help_index.htm
https://software.intel.com/en-us/forums/intel-advisor-xe


ボトルネックの繰り返しを特定: キャッシュを考慮したルーフラ

イン 

アプリケーションのパフォーマンス改善は、多くの場合、複数の手順から成る作業です。インテル® Advisor の

キャッシュを考慮したルーフライン機能とサポートする解析タイプを使用して、段階的で体系的な最適化を実

行できます。ボトルネックを特定して対処し、解析を再実行して、作業ごとにコードがどのように改善されるか

確認します。ここでは、[推奨事項] タブ、[コード解析] タブ、[リファインメント] レポート、およびそのほかの機

能を利用して、コードに影響を与える可能性がある、実際の問題に対処するワークフローの例を示します。 

1. ベースラインの結果を収集 

2. ループをベクトル化 

3. 行列変換 

4. インテル® AVX2 命令セットを使用する 

5. L2 キャッシュのブロッキング 

6. データをアライメント 

シナリオ 

インテル® Advisor ルーフライン機能の最初のバージョンは、浮動小数点演算のみをサポートしていました

が、インテル® Advisor 2019 では整数演算のサポートが追加され、マシンラーニングのような整数処理が多

いアプリケーションに有用性を拡大しました。 

ルーフライン機能によりアプリケーションを最適化する手順は、浮動小数点と整数タイプの両者で操作は基本

的に同じですが、このレシピのアルゴリズムは整数データを使用しています。これは、標準的な行列乗算を行う

アプリケーションであり、いくつかのパフォーマンス・ボトルネックの影響を受けます。 

for (i = 0; i < msize; i++) { 
   for (j = 0; j < msize; j++) { 
      for (k = 0; k < msize; k++) { 
         c[i][j] += a[i][k] * b[k][j]; 
      } 
   } 
} 

次の図に示すように、ボトルネックを繰り返し処理するプロセスでは、インテル® Advisor の GUI 全体で複数

の解析タイプとレポートを使用します。 



 

コンポーネント 

ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用されたハードウェアとソフトウェアをリストしま

す。 

• パフォーマンス解析ツール: インテル® Advisor 2019 Update 3 

最新のバージョンは、https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/ からダウンロードできます。 

• アプリケーション: シナリオで説明されている行列乗算アプリケーション。 

ダウンロードは提供されません。 

• コンパイラー: インテル® C++ コンパイラー 19.0.3 (2019 Update 3) 

• オペレーティング・システム: Microsoft* Windows® 10 Enterprise 

• CPU: インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー 

ベースラインの結果を収集 

1. コンパイルしたアプリケーションでスタンドアロン・ルーフライン解析を実行して、結果を GUI で表示

します。 

2. 2. 必要に応じてルーフライン・グラフの設定を変更します。この場合、データ型を INT に設定し、コア

数を 1 にします (このアプリケーションの 2 番目のスレッドは、起動とセットアップ用のスレッドです)。 

3. (結果のスナップショットを作成) ボタンを使用して、結果を保存します。 

大きな赤いドットは、実行におよそ 166 秒を費やす行列乗算ループです。 

https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/


 

ループをベクトル化 

グラフ上のループの位置は、スカラー加算ピークまたは DRAM 帯域幅のルーフがボトルネックである可能性

を示しています。 

1. 最初に対処すべき問題に関するヒントは、[推奨事項] タブで確認できます。 

 

2. 安全にベクトル化できることを確認するため、ループの依存関係解析を実行します。 

結果は、[リファインメント] レポートに表示されます。依存関係が報告されていますが、[推奨事項] タ

ブには解決方法が示されています。 



 

3. インテル® Advisor が推奨するように、コードにリダクションを明示する ＃pragma omp simd ディレ

クティブを追加します。 

for (i = 0; i < msize; i++) { 
   for (j = 0; j < msize; j++) { 
      #pragma omp simd reduction(+:c[i][j]) 
      for (k = 0; k < msize; k++) { 
         c[i][j] += a[i][k] * b[k][j]; 
      } 
   } 
} 

4. 再コンパイルしてルーフラインを実行し、結果を確認します。 

変更しましたが結果はほとんど変わりません。 

 

行列変換 

1. 改善不足に関する手がかりは、[サーベイ] レポートで確認できます。 



[ベクトル化されたループ] の [効率] バーが灰色で表示され、ループはコンパイラーが推測したスカ

ラー・パフォーマンスよりも低速であることを示しています。[パフォーマンス問題] に、非効率なメモ

リー・アクセス・パターンが報告されています。 

 

2. [推奨事項] タブをクリックして、パフォーマンス問題の詳細を確認します。 

 

3. ループのメモリー・アクセス・パターン解析を実行します。 

[リファインメント] レポートで、行列の 1 つが列アクセスであることが分かります。これにより、32768 

回のストライドが連続していません。 

 

4. 行列 b を列アクセスではなく行アクセスを行う変換したバージョンを作成します。 

for (i = 0; i < msize; i++) { 
   for (j = 0; j < msize; j++) { 
      t[i][j] = b[j][i]; 
   } 
} 
for (i = 0; i < msize; i++) { 
   for (j = 0; j < msize; j++) { 
      #pragma omp simd reduction(+:c[i][j]) 
      for (k = 0; k < msize; k++) { 
         c[i][j] += a[i][k] * t[j][k];  
      } 
   } 
} 

5. 再コンパイルしてルーフラインを再度実行します。 



パフォーマンスは大幅に改善されましたが、ベクトル化したにもかかわらず、ループはスカラー加算

ピークの下にあります。 

 

インテル® AVX2 命令セットを使用する 

1. [サーベイ] レポートの [ベクトル化されたループ] カラムをチェックします。 

効率が高くなりましたが、ループはインテル® SSE2 命令のみで構成されています。これは、コンパイ

ラーのデフォルト命令セットです。インテル® Advisor は、上位の命令セットが利用可能であることを

示しています。 

 

2. インテル® AVX2 命令セットを使用して再コンパイルし、ルーフラインを再度実行します。 

ループは 1 秒以上高速に実行されました。 

 



L2 キャッシュのブロッキング 

スカラー加算ピークには完全に達しています。次のルーフは、L3 と L2 帯域幅のルーフです。 

1. 入れ子になった 3 つのループすべてでメモリー・アクセス・パターン解析を実行して、メモリー使用量を

評価します。 

外側 2 つのループのメモリー使用量は、このマシンに搭載されている CPU のキャッシュよりもはる

かに大きくなります。 

 

2. 計算を L2 キャッシュのサイズに合わせてブロック化し、キャッシュにロードされたデータに対する

ワークの量を最大化します。 

for (i = 0; i < msize; i++) { 
   for (j = 0; j < msize; j++) { 
      t[i][j] = b[j][i]; 
   } 
} 
for (ichunk = 0; ichunk < msize; ichunk += CHUNK_SIZE) { 
   for (jchunk = 0; jchunk < msize; jchunk += CHUNK_SIZE) { 
      for (i = 0; i < CHUNK_SIZE; i++) { 
         ci = ichunk + i; 
         for (j = 0; j < CHUNK_SIZE; j++) { 
            cj = jchunk + j; 
            #pragma omp simd reduction(+:c[ci][cj]) 
            for (k = 0; k < msize; k++) { 
               c[ci][cj] += a[ci][k] * t[cj][k]; 
            } 
         } 
      } 
   } 
} 

3. 再コンパイルしてルーフラインを再度実行します。 

ドットの位置はそれほど変わりませんが、経過時間はほぼ半分に短縮されています。 



 

データのアライメント 

1. 推奨事項はありませんが、[コード解析] タブを確認してみます。 

[ベクトル化できない理由] には、データがアライメントされていないことが示されています。これによ

り、命令の混在に表示されるように、過度なメモリーアクセスが発生する可能性があります。 

 

2. _mm_malloc() などの適切にアライメントを要求するメモリー割り当てを使用し、データを割り当て

ます。#pragma vector aligned をループに追加し、/Oa または -fno-alias オプションを使用して

再コンパイルします。 

for (i = 0; i < msize; i++) { 
   for (j = 0; j < msize; j++) { 
      t[i][j] = b[j][i]; 
   } 
} 
for (ichunk = 0; ichunk < msize; ichunk += CHUNK_SIZE) { 
   for (jchunk = 0; jchunk < msize; jchunk += CHUNK_SIZE) { 
      for (i = 0; i < CHUNK_SIZE; i++) { 
         ci = ichunk + i; 
         for (j = 0; j < CHUNK_SIZE; j++) { 
            cj = jchunk + j; 
            #pragma vector aligned 
            #pragma omp simd reduction(+:c[ci][cj]) 
            for (k = 0; k < msize; k++) { 
               c[ci][cj] += a[ci][k] * t[cj][k]; 
            } 
         } 
      } 
   } 
} 

3. 再コンパイルしてルーフラインを実行し、[比較] 機能を使用してベースラインの結果をロードします。 

ループの時間は、元の 166 秒からおよそ 1 秒に短縮されました。 



 

関連情報 

• インテル® Advisor のルーフライン機能の使い方 

• インテル® Advisor の整数ルーフライン・モデル 

• インテル® Advisor ルーフライン 

• インテル® Advisor 2017 のルーフライン解析 (英語ビデオ) 

https://software.intel.com/en-us/articles/getting-started-with-intel-advisor-roofline-feature
https://www.isus.jp/products/advisor/brief-overview-of-integer-roofline-modeling-in-advisor/
https://www.isus.jp/products/advisor/pu27-05-intel-advisor-roofline-analysis/
https://software.intel.com/en-us/videos/roofline-analysis-in-intel-advisor-2017


ループ交換とキャッシュ・ブロッキングによりメモリー・アクセ

ス・パターンを最適化 

アプリケーションがどのようにデータにアクセスするか、およびそのデータがキャッシュにどのように格納され

るかを理解することは、コードのパフォーマンスを最適化する重要な手順です。ここでは、ループ交換やキャッ

シュ・ブロッキングなどの手法により、メモリー・アクセス・パターン解析と推奨事項を参照して一般的なメモ

リー・ボトルネックを特定して対処する方法を紹介します。 

1. ベースラインを確定する 

2. ループ交換を行う 

3. メモリー階層の各レベルでメモリー・トラフィックを調査 

4. キャッシュ・ブロッキングの実装 

シナリオ 

人工知能、シミュレーション、モデリングなど、今日のコンピューター・サイエンス分野で最も一般的な問題に

は、行列の乗算が含まれます。次のサンプルコードは、反復ごとに乗算と加算を行う 3 重に入れ子になった

ループです。計算量が多いだけでなく、大量のメモリーアクセスを伴います。 

for(i=0; i<msize; i++) { 
   for(j=0; j<msize; j++) { 
      for(k=0; k<msize; k++) { 
         c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j]; 
      } 
   } 
} 

コンポーネント 

ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用されたハードウェアとソフトウェアをリストしま

す。 

• パフォーマンス解析ツール:: インテル® Advisor 2019 Update 3 

最新バージョンは、https://software.intel.com/advisor/choose-download (英語) からダウンロー

ドできます。 

• アプリケーション: シナリオで説明する、標準 C++ 行列乗算。 

ダウンロードは提供されません。 

• コンパイラー: インテル® C++ コンパイラー 2019 Update 3 

最新バージョンは、https://software.intel.com/en-us/c-compilers/choose-download (英語) か

らダウンロードできます。 

• オペレーティング・システム: Microsoft® Windows® 10 Enterprise 

• CPU: インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー 

ベースラインを確定する 

1. インテル® Advisor CLI で [ルーフライン解析] を実行します。 

https://software.intel.com/advisor/choose-download
https://software.intel.com/en-us/c-compilers/choose-download


advixe-cl --collect=roofline --project-dir=/user/test/matrix_project  
-- /user/test/matrix 

行列乗算アプリケーション (matrix) を実行すると、151.36 秒で実行を完了します。 

2. インテル® Advisor GUI で [ルーフライン] グラフを開き、パフォーマンスを可視化します。 

赤く示されるドットは、ここで注目するメインの計算ループです。1 番下の対角線で示される DRAM 最

大帯域幅を大幅に下回っています。これは、ループにメモリーアクセスに関連する潜在的な問題があ

ることを示しています。 

 

3. インテル® Advisor GUI で [サーベイ] レポートを開いて、問題の可能性と推奨事項を確認します。 

[パフォーマンスの問題] に非効率なメモリー・アクセス・パターンがあり、[効率] が 49% であることに

注目してください。 

 

 

4. 次の手順でメモリー帯域幅の問題を調査します。 

o インテル Advisor CLI で [メモリー・アクセス・パターン解析] を実行します。 

advixe-cl --mark-up-loops --select=multiply.c.c,21  
--project-dir=/user/test/matrix_project 
-- /user/test/matrix 
advixe-cl --collect=map --project-dir=/user/test/matrix_project  
-- /user/test/matrix 



o インテル® Advisor GUI で [メモリー・アクセス・パターン] レポートを開き、データ構造レイア

ウトがパフォーマンスに与える影響を解析します。 

ユニットストライドはベクトル化に適していますが、インテル® Advisor はこのループで 50% 

の一定ストライドと 50% のユニットストライドを検出しています。もう 1 つ重要なことは、読

み取りアクセスが 2048 の一定ストライド、および書き込みアクセスで 0 の一定ストライドが

検出され、アクセスされたメモリーの範囲が 6MB とレポートされていることです。 

 

 

ループ交換を行う 

2048 の一定ストライドは、インデックス k による配列 b[k][j] のアクセスです。 

c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j]; 

内部ループ 2 つをループ交換すると、一定ストライドがユニットストライドに変換され、広範囲にメモリーアク

セスする必要がなくなります。 

1. 2 つの内部ループを交換するように、行列乗算アプリケーションを修正します。 

for(i=0; i<msize; i++) { 
   for(k=0; k<msize; k++) { 
      for(j=0; j<msize; j++) { 
         c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j]; 
      } 
   } 
} 

2. インテル® Advisor CLI で別のルーフライン解析を実行します。 

advixe-cl --collect=roofline --project-dir=/user/test/matrix_project  
-- /user/test/matrix 

行列乗算アプリケーション (matrix) を実行すると、5.53 秒で実行を完了します。 

3. インテル® Advisor GUI で [ルーフライン] グラフを開き、パフォーマンスを可視化します。 

赤いドットで示されるループは、L2 ピーク帯域幅の直下にあります。 



 

メモリー階層の各レベルでメモリー・トラフィックを調査 

インテル® Advisor の統合ルーフライン解析を使用して、メモリー階層の各レベルでメモリー・トラフィックを

調べることもできます。 

要件: 次の環境変数を設定します: ADVIXE_EXPERIMENTAL=int_roofline。 

1. キャッシュ・シミュレーションを有効にして、CLI で新たなルーフライン解析を実行します。 

advixe-cl --collect=roofline --enable-cache-simulation  
--project-dir=/user/test/matrix_project -- /user/test/matrix 

2. インテル® Advisor GUI で [ルーフライン] グラフを開き、パフォーマンスを可視化します。 

赤いドットはそれぞれ、メモリー階層の各レベルのループを示しています。左端のドットが L3 帯域幅

のルーフにあることに注目すると、ループが効率良く L1 キャッシュを使用していないことは明らかで

す。右端のドットは DRAM 帯域幅の上限にあります。そのため、次の最適化の目標は、データをできる

だけ L1 キャッシュに収めることを検討します。 



 

3. [ルーフライン] グラフの下部にある [コード解析] タブをクリックして、メモリー・トラフィックを調査し

ます。 

 

4. インテル® Advisor GUI で [サーベイ] レポートを開いてベクトル化の効率を調査します。 

インテル® AVX2 を使用することで、ループが 96% の効率でベクトル化されていることに注目してく

ださい。 

 

5. 更新されたアクセスパターンを確認するため次の操作を行います。 

o インテル® Advisor CLI で別のメモリー・アクセス・パターン解析を実行します。 



advixe-cl --mark-up-loops --select=multiply.c.c,21  
--project-dir=/user/test/matrix_project -- /user/test/matrix 
advixe-cl --collect=map --project-dir=/user/test/matrix_project  
-- /user/test/matrix 

o インテル® Advisor GUI で [メモリー・アクセス・パターン] レポートを開きます。 

インテル® Advisor は、すべてのアクセスがユニットストライドであることを示しています。 

 

キャッシュ・ブロッキングの実装 

行列乗算アプリケーションは、この時点でかなり最適化されています。大量のデータを処理する際に適した改

善候補として、アプリケーションのループを小さなブロックに分割して、狭い範囲のメモリーで計算を行うこと

ができます。この技法はキャッシュ・ブロッキングと呼ばれ、ここではループを L1 キャッシュ内に収めることを

目的とします。 

1. アプリケーションのソースを次のように編集します。 

o プラグマを使用してコンパイラーに次のことを通知します。 

▪ メモリーがアライメントされていること 

▪ アンロールを行わないこと 

o 追加された 3 つの入れ子ループの計算は、セクション (またはブロック) を連続して実行しま

す。 

   for (i0 = ibeg; i0 < ibound; i0 +=mblock) { 
      for (k0 = 0; k0 < msize; k0 += mblock) { 
         for (j0 =0; j0 < msize; j0 += mblock) { 
            for (i = i0; i < i0 + mblock; i++) { 
               for (k = k0; k < k0 + mblock; k++) { 
#ifdef ALIGNED  
   #pragma vector aligned 
#endif //ALIGNED 
        #pragma nounroll 
                  for (j = j0; j < j0 + mblock; j++) { 
                     c[i][j]  = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j]; 
                  } 
               } 
            } 
         } 
      } 
   } 

2. インテル® Advisor CLI で別のルーフライン解析を実行します。 

advixe-cl --collect=roofline --enable-cache-simulation --project-
dir=/user/test/matrix_project -- /user/test/matrix 

行列乗算アプリケーション (matrix) を実行すると、3.29 秒で実行を完了しました。 

3. インテル® Advisor GUI で [ルーフライン] グラフを開き、パフォーマンスを可視化します。 



左端のドットは L1 帯域幅ルーフに接近し、データが L1 キャッシュに収まるように改善されました。興

味深いことに、右端のドットは DRAM 帯域幅の上限をはるかに下回っています。これは、DRAM トラ

フィックが低下し、L1 - L3 トラフィックが増加して、演算強度と FLOP が高くなったことに起因します。

これがここでの目的です。 

 

結果サマリー 

実行 経過時間 スピードアップ 

ベースライン 151.36 秒 なし 

ループ交換 5.53 27.37x 

キャッシュ・ブロッキング 3.29 1.68x 

要約 

• メモリーの最適化により大幅なパフォーマンス向上を達成できました。 

• パフォーマンス最適化の目標を達成するには以下を理解することが重要です。 

o アプリケーションがデータ構造にアクセスする方法 

o それらのデータがどのようにキャッシュを使用するか 

関連情報 

• インテル® Advisor ルーフライン 

• インテル® Advisor の整数ルーフライン・モデル 

• インテル® Advisor の統合ルーフライン・モデル 

https://www.isus.jp/products/advisor/pu27-05-intel-advisor-roofline-analysis/
https://www.isus.jp/products/advisor/brief-overview-of-integer-roofline-modeling-in-advisor/
https://www.isus.jp/products/advisor/integrated-roofline-model-with-advisor/


ルーフラインでパフォーマンス改善を視覚化 

ここでは、2 つのルーフライン解析結果を比較して、アプリケーションのループと関数に対する改善を視覚化

する手順を説明します。ルーフラインの比較機能を使用して、開発者は異なるルーフライン結果から類似する

ループや関数を識別して、適切な最適化を選択することができます。 

1. ベースラインのルーフライン結果を収集 

2. NOALIAS マクロで最適化 

3. ルーフライン解析の再実行 

4. さらなる最適化 

シナリオ 

このレシピでは、ルーフラインの比較機能を使用して、一連の最適化ステップでもたらされる改善点を示しま

す。 

コンポーネント 

ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用されたハードウェアとソフトウェアをリストしま

す。 

• パフォーマンス解析ツール: インテル® Advisor 2019 Update 4 

最新のバージョンは、https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/ からダウンロードできます。 

• アプリケーション: インテル® Advisor のインストール・ディレクトリーにあるサンプルパッケージに含

まれる vec_sample コード。このレシピで紹介するコードと最適化の手順は『ベクトル化アドバイザー

を使用したコードの効率良い SIMD 並列化』チュートリアルの一部です。インテル® Advisor 2019 の

チュートリアルはこちらから (英語) 以下で入手できます。 

• コンパイラー: Microsoft* C/C++ 最適化コンパイラー、バージョン 19.14.26431 x64 版 

• オペレーティング・システム: Microsoft* Windows® 10、バージョン 1709 

• CPU: インテル® Core™ i5-7300HQ プロセッサー 

ベースラインのルーフライン結果を収集 

デフォルトのコンパイラー最適化オプション O2 で、ルーフライン解析を行い、スナップショット機能 を使

用して結果を保存します。この結果を Snapshot_Baseline とします。次のようにルーフライン・グラフを表示

します。マウスをドットに移動すると、ループのパフォーマンス・メトリックが表示されます。ループ間に示され

る十字線にマウスをホバーすると水平線と垂直線が青色に強調され、プログラム全体のパフォーマンス・メト

リックが表示されます。 

結果を見やすくするため、[ルーフの設定] の L1、L2、l3、および DRAM の帯域幅の値を次のように変更しま

す。また、アプリケーションは単精度 (SP) のみを使用するため、倍精度 (DP) のピークの [表示] チェックボック

スをオフにします。[保存] ボタンをクリックして、ビューに名前を付けて json ファイルとして保存します。保存し

たファイルを [ロード] することで、以降ルーフラインを表示する際に同じ設定を適用できます。 

https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/
https://software.intel.com/en-us/articles/advisor-tutorials


 

Snapshot_Baseline のサーベイレポートでは、次のことに注目してください。 

1. 画面の左上にある [経過時間] の値。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。 

2. [タイプ] カラムでは、検出されたループはすべてスカラーです。 

3. [ベクトル化できない理由] カラムには、コンパイラーが検出または想定したループのベクトル化を妨

げる理由が表示されます。 

 

NOALIAS マクロで最適化 

1. [ベクトル化できない理由] タブをクリックし、コンパイラーが依存関係を検出または想定したループ

をクリックします。 

2. [推奨事項] セクションまでスクロールして、ループをベクトル化に関する提案を表示します。次の例で

は restrict キーワードの使用が提案されています。 



 

restrict は、2 つのポインターがオーバーラップするメモリー領域を指すことがないことを確実にし

ます。コンパイラーは、メモリーブロックへのポインターが 1 つしかないことを知っていると、より最適

化されたベクトルコードを生成できます。最初の最適化では NOALIAS マクロを使用してコンパイラー

に情報を提供することで、ポインターのエイリアシングによる影響を緩和します。 

3. Visual Studio* IDE で、[ソリューション エクスプローラー] にある vec_samples プロジェクトを右

クリックして、[プロパティ] を選択します。 

4. [構成プロパティ] > [C/C++] > [コマンドライン] を選択します。[追加のオプション] に、/DNOALIAS 

を追加します。 

5. [適用] をクリックし [OK] で設定を終了します。 

6. [ビルド] メニューから [ソリューションのリビルド] を選択します。 

ルーフライン解析の再実行 

1. [ベクトル化ワークフロー] ペインで、[ルーフラインを実行] にある [Collect] ボタンをクリックし、生

成された結果を Snapshot_NoAlias として保存します (必須ではありませんが、新しいディレクトリー

に保存することを推奨します)。 

2. 右上の角にある メニューアイコンをクリックして、保存した json ファイルをロードします。ファイル

がロードされると、ルーフは Snapshot_Baseline の設定に従って調整されます。 

3. 以下に示すように、プログラムの合計パフォーマンスと matvec の Multiply.c:60 にあるループ

の改善に注目してください。 

 



4. サーベイレポートでは次に注目します。 

o [ベクトル ISA] カラムの値は、おそらく AVX2/AVX/SSE2 です。これは、デフォルトのベクト

ル命令セット・アーキテクチャー (ISA) です。 

o コンパイラーは、matvec の Multiply.c:69 と Multiply.c:60 を適切にベクトル化し

ています。 

o [経過時間] も大幅に改善されています。 

 

5. Snapshot_Baseline スナップショットを開きます。 

6. Snapshot_Baseline でルーフライン・グラフに移動し、[比較] ドロップダウン・リスト 

をクリックして、[+ 比較結果を読み込み] アイコンをクリックします。インテル® 

Advisor は、Snapshot_Baseline と同じディレクトリーにあるすべてのスナップショットを [比較の準

備完了] リストに表示します。これらのスナップショットをルーフラインの比較に使用できます。[+ 比

較結果を読み込み] オプションを使用して Snapshot_NoAlias を選択します。 

注 

[x 比較結果をクリア] アイコンを使用して比較する結果を削除できます。 

 

以降では、最適化されたスナップショットと Snapshot_Baseline を比較し、現在の結果は 

Snapshot_Baseline を指します。スナップショットごとにループと関数を表示するため、ドットは異なる形 (三

角や四角形など) となります。例えば次の例では、円は現在の結果を示し、四角形は Snapshot_NoAlias の結

果を示しています。 



結果を見やすくするため、インテル® Advisor の [選択をフィルターイン] 機能を使用します。ルーフライン・グ

ラフの注目するループや関数を右クリックして、[選択をフィルターイン] を選択します。これにより、ルーフライ

ン・グラフに選択したループのみが表示されます。この機能は、数百のループや関数を持つアプリケーション

で、注目するループをフィルター処理する際に有効です。ここでは、matvec の Multiply.c:60 にあるルー

プにフィルターインしています。フィルターを削除するには、ルーフライン・グラフを右クリックして [フィルター

をクリア] を選択します。 

 

• ルーフライン・グラフで matvec の Multiply.c:60 にあるループは、Snapshot_Baseline ではス

カラーで、Snapshot_NoAlias ではベクトル化されているため、色が変わっていることに注目してくだ

さい。 

• ルーフラインの比較機能は、両方のスナップショットにある同一のループを自動的に識別します。関連

するループを破線でつなぎ、ループ間のパフォーマンスの差 (FLOPS、INTOPS、OPS) と合計時間を

表示します。 

 

• 結果から同じループを検出するため、インテル® Advisor はループのタイプ、入れ子レベル、ソース

コードのファイル名と行、関数名など、ループの特性を比較します。類似するまたは同等の特性が特定

のしきい値に達すると、2 つのループは同一であると見なされ破線で接続されます。 

• しかし、この方法にはいくつかの制限があります。ソースコードが最適化、並列化、または元のコードか

ら 4 行以上移動された場合、同一のループと見なされないことがあります。 

• インテル® Advisor は、一致するソースコードの変更と誤検知のバランスを維持しようとします。 



ΔFLOPS (データ型に応じて INTOPS または OPS となります) は、比較するループと現在のループのパフォー

マンスの差を意味します。上の図では、パフォーマンスが 2.35 ユニットから 8.37 ユニットに増加したため、比

較したループの計算パフォーマンスは 6.02 ユニット* 向上したことを示しています。パーセントでは、次のよう

に示すことができます。 

• 71.92% = 6.02 ユニット / 8.37 ユニット * 100% 

• 8.37 GFLOPS - 比較したループのパフォーマンス値 

• 2.35 GFLOPS - 現在のループのパフォーマンス値 

* 単位は、データ型に応じて GFLOPS/GINTOPS/ギガ混在 OPS になります。上記の結果の単位は GFLOPS 

です。 

Δt は、比較したループと現在のループの合計時間の差を意味します。上記の例では、比較したループの合計時

間が 2.028 秒 (2.820 秒から 0.792 秒に) 減少していることが分かります。 

この例では差が負 (-2.028) であることに注目してください。これは、どちらの Δ (FLOPS、時間) メトリックも比

較するループの値から現在のループの値を減算するためです。そのため、選択したループに応じて、パフォーマ

ンスの向上と低下の両方を確認できます。 

パーセントで表すと、合計時間の差は次のようになります。 

• -71.91% = -2.028 秒 / 2.820 秒 * 100% 

• 0.792 秒 - 比較したループの合計時間値 

• 2.820 秒 - 現在のループの合計時間値 

破線は、2 つのループ間の最大パフォーマンス値のパーセンテージとしてパフォーマンスの差 (この例では 

ΔFLOPS) を表示します。 

 

• サーベイレポートとルーフラインの比較グラフを並べて表示して、サーベイレポートのそれぞれのルー

プをクリックすると、ルーフライン・グラフの対応するループが強調表示され、同一のループを結ぶ破



線も強調されます。上記の図では、これを分かりやすくするため、選択範囲のフィルター処理をクリアし

ています。 

• Snapshot_NoAlias のルーフライン・スナップショットとサーベイレポートから、ループにはまだ改善

の余地があることが分かります。 

さらなる最適化 

QxHost オプションは、コンパイルを行うホスト・プロセッサーで利用可能な最上位の命令セットを使用した

コードを生成するようにコンパイラーに指示します。/QxHost オプションを追加してソリューションを再ビル

ドすると、利用するプロセッサー・アーキテクチャーに応じてパフォーマンスをさらに高めることができます。 

コンパイラーは、データの依存関係を想定する際に保守的になり、常に最悪のシナリオを採用します。リファイ

ンメント・レポートを使用して、ループ内の実際の依存関係を確認できます。以前の結果では、コンパイラーが

依存関係を想定したため、matvec の Multiply.c:82 にあるループはベクトル化されませんでした。実際の

依存関係が検出されると、解析は依存関係を解決するのに役立つ詳細情報を提供します。 

依存関係解析の実行 

1. サーベイレポートのドロップ カラムで、matvec の Multiply.c:82 にあるループのチェックボッ

クスをオンにします。 

2. [ベクトル化ワークフロー] ペインで、[依存関係の確認] にある [Collect]  をクリックして、

依存関係レポートを作成します。 

3. 通常、依存関係解析のレポート生成には時間がかかります。この例では、解析時間が長い場合、サイト

カバレッジの進行状況バーで 1/1 サイトが表示されたら、[依存関係の確認] の下にある [停止] ボタ

ン をクリックして解析を停止できます。これにより、それまでに収集された結果を表示できます。た

だし、この例以外では、すべての依存関係を検出できないリスクがあることに注意してください (選択し

たサイクルに複数の呼び出しがある場合など)。 

依存関係を評価 

[リファインメント・レポート] ウィンドウの上にあるペインで、インテル® Advisor が matvec の 

Multiply.c:82 にあるループで、RAW および WAW 依存関係を報告していることに注目してください。下

部にある [依存関係レポート] タブには、依存関係があるソースが表示され、ここでは sumx 変数の加算である

ことが分かります。 



 

matvec の Multiply.c:82 にあるループは、sumx の加算によるリダクションの依存関係があるためベク

トル化できませんでした。依存関係解析を実行して、実際に依存関係があることを確認できました。OpenMP* 

SIMD ディレクティブの redunction 節は、SIMD レーンごとに個別の合計を計算し、最後にそれらを結合しま

す (redunction 節なしで OpenMP* SIMD ディレクティブを使用すると、誤ったコードが生成されます)。 

1. /DREDUCTION オプションを使用してソリューションを再ビルドします。ルーフライン解析を再び実行

して、結果を Snapshot_xHost_Reduction として保存します。 

 

2. matvec の Multiply.c:82 にあるループがベクトル化されたことが分かります。[経過時間] も改

善されています。 

3. Snapshot_Baseline 結果を開いて、ルーフライン比較機能を使用し、比較対象に 

Snapshot_NoAlias と Snapshot_xHost_Reduction を追加します。 

以下の図は結果を示します。パフォーマンスが全体的に改善されています。三角形と四角形のシンボル (  と 

) はそれぞれ、Snapshot_xHost_Reduction と Snapshot_NoAlias のループを示します。[選択をフィ

ルターイン] 機能を使用して、Snapshot_Baseline の最大のホットスポットである matvec の 

Multiply.c:60 にあるループに注目します。最後に行った最適化により、ループはさらにルーフラインの上



方向に移動しました。これは、ループの実行時間が改善されたことを示し、コード全体の経過時間にも反映さ

れています 

 

要約 

• インテル® Advisor のルーフライン・グラフを使用して、ハードウェアの制限 (メモリー帯域幅と計算

ピーク) に関連するアプリケーションのパフォーマンスを視覚的に表現できます。 

• インテル® Advisor 2019 では、ルーフラインの比較と呼ばれる新しい機能がサポートされています。

これは、最適化前後のループと関数のパフォーマンスの差を確認するために使用できます。この機能

により、開発者は最適化の作業を定量化して視覚化できるため、最適化の敷居がかなり低くなりまし

た。 

関連情報 

• インテル® Advisor ルーフライン 

• インテル® Advisor のルーフライン機能の使い方 (英語) 

• インテル® Advisor の整数ルーフライン・モデル 

• インテル® Advisor 2017 のルーフライン解析 (英語ビデオ) 

https://www.isus.jp/products/advisor/pu27-05-intel-advisor-roofline-analysis/
https://software.intel.com/en-us/articles/getting-started-with-intel-advisor-roofline-feature
https://www.isus.jp/products/advisor/brief-overview-of-integer-roofline-modeling-in-advisor/
https://software.intel.com/en-us/videos/roofline-analysis-in-intel-advisor-2017


Amazon Web Services* (AWS*) EC2* インスタンスのパ

フォーマンス解析 

Amazon Web Services* (AWS*) EC2* インスタンスでインテル® Advisor を使用して、アプリケーションの

パフォーマンスを解析できます。ここでは、インスタンスを設定して接続し、インテル® Advisor GUI またはコマ

ンドライン・インターフェイス (CLI) を使用する手順を説明します。 

1. 必要条件 

2. AWS* EC2* インスタンスの起動 

3. PuTTY* を使用して AWS* EC2* インスタンスへ接続 

4. WinSCP を使用して、すべてのツール、アプリケーション、およびサポートファイルをアップロード 

5. インテル® Advisor とその他のツールをインストールして設定 

6. パフォーマンス解析にインテル® Advisor GUI を使用する 

7. 代替手順 

コンポーネント 

ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用されたハードウェアとソフトウェアをリストしま

す。 

• パフォーマンス解析ツール: インテル® Advisor 2019 Update 1 

最新のバージョンは、https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/ からダウンロードできます。 

• プラットフォーム: AWS* EC2* インスタンス 

• その他のツール: PuTTY*、WinSCP、および VNC* テクノロジー 

必要条件 

• 「SSH を使用した Linux インスタンスへの接続」で Amazon* Machine Image (AMI) のデフォルト

ユーザー名を識別します。 

• インテル® Advisor のインストール・パッケージ、インテル® コンパイラーのインストール・パッケージ、

ターゲット・アプリケーション、サポート・ライブラリーなど、アップロードする必要があるすべてのツー

ルとサポートファイルを集めます。 

AWS* EC2* インスタンスの起動 

「Amazon Web Services* (AWS*) EC2* インスタンス上のアプリケーションのプロファイル」の手順に従って

ください。次のことに注意してください。 

https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AccessingInstancesLinux.html
https://www.isus.jp/products/vtune/vtune-amplifier-cookbook-profiling-applications-in-aws-ec2-instances/


• パブリック IP アドレス: 

 



• プライベート・キー・ファイル: 

 

PuTTY* を使用して AWS* EC2* インスタンスへ接続 

1. 安全な SSH 接続を設定します。設定で以下を入力します。 



o [Connection] > [SSH] > [Auth] > [Options controlling SSH authentication] > 

[Authentication parameters] > [Private key file for authentication] のプライベート・

キー・ファイル: 

 

o [Session] > [Basic options for your PuTTY session] > [Specify the destination you 

want to connect to] > [Host Name (or IP address)] のパブリック IP アドレス: 

 



2. 安全な SSH 接続を確立し、AMI のデフォルトユーザー名を使用してログインします。 

 

WinSCP を使用して、すべてのツール、アプリケーション、およびサポートファイルを

アップロード 

1. WinSCP* 接続を設定します。設定で以下を入力します。 

o [Session] > [Host name] のパブリック IP アドレス 

o [Session] > [User name] の AMI のデフォルトユーザー名 

 



o [Connection] > [SSH] > [Auth] > [Options controlling SSH authentication] > 

[Authentication parameters] > [Private key file for authentication] のプライベート・

キー・ファイル 

 

2. AWS* EC2* インスタンスへログインします。 

3. インテル® Advisor のインストール・パッケージ、ターゲット・アプリケーション、およびその他のすべて

のサポートツール、ライブラリー、ファイルをアップロードします。 

インテル® Advisor とその他のツールをインストールして設定 

1. インテル® Advisor のインストール・パッケージを展開します。 

2. インストーラーを起動します。 

注 

インストール中に、インテル® Advisor が使用する外部ライブラリーのインストールを要求される場合

があります。このレシピでは、ライブラリーは次の提供先からアップロードされました: GTK*、Pango*、

ALSA、および X.Org。 



3. インテル® Advisor を設定します。 

source /opt/intel/advisor_2019.1.0.579143/advixe-vars.sh 

パフォーマンス解析にインテル Advisor® GUI を使用する 

インテル® Advisor の GUI を使用して、解析の実行、結果の表示、ブラウザーで表示できるインタラクティブな

ルーフライン・レポートなどのレポートの生成、ローカルマシンに移行できるスナップショットの作成を行いま

す。 

1. AWS* EC2* インスタンスで GUI を設定します。 

o VNC* テクノロジーと必要なライブラリーをインストールします。 

o VNC* サーバーを実行します。 

o 適切なポート番号で SSH トンネルを作成します。 

o VNC* ビューアーを使用して AWS* EC2* インスタンスへ接続します。 

2. advixe-gui を実行してインテル® Advisor GUI を開きます。 

代替手順 

インテル® Advisor のコマンドライン・インターフェイス (CLI) を使用すると、ほとんどのインテル® Advisor の

タスクを実行できます。例えば次のように入力します。 

• ルーフライン・データを収集:  

$ advixe-cl --collect=survey --project-dir=./myAdvisorProj -- myTargetApp 
$ advixe-cl --collect=tripcounts --flop --no-trip-counts  
--project-dir=./myAdvisorProj -- myTargetApp 

• 表示にインテル® Advisor を必要としないインタラクティブな HTML 形式のルーフライン・レポートを

生成:  

$ advixe-cl --report=roofline --project-dir=./myAdvisorProj 

• テキスト形式のサマリーレポートを作成し、out ディレクトリーに保存:  

$ advixe-cl --report=summary --project-dir=./myAdvisorProj --format=text -
-report-output=./out/summary.txt 

• 読み取り専用のスナップショットを作成して、パフォーマンス・データ、ソース、およびバイナリーをパッ

ケージ化し、以降の調査のため tmp ディレクトリーに myAdvisorProjSnapshot.advixeexpz 

という名前で保存:  

$ advixe-cl --snapshot --project-dir=./myAdvisorProj --pack  
--cache-sources --cache-binaries -- ./tmp/myAdvisorProjSnapshot 

注 

CLI を実行するには、AWS* EC2* インスタンスで GUI を設定する必要はありません。 



Cray* システムのパフォーマンス解析 

ここでは、Cray* システム上でアプリケーションからパフォーマンス・データを収集して解析するためインテル® 

Advisor を使用する手順を説明します。最初にアプリケーションをビルドし、Cray* システムでインテル® 

Advisor 環境を設定します。その後、インテル® Advisor のコマンドライン・インターフェイス (CLI) からパ

フォーマンス・データを収集して、スナップショット・データを保存し、ローカルシステムでインテル® Advisor 

GUI を起動してそれらの結果を解釈します。 

1. 必要条件 

2. Cray* システムでアプリケーションをビルド 

3. インテル® Advisor の CLI を使用して Cray* システム上でパフォーマンス・データを収集: 

4. ローカルシステム上でデータの解釈を行うため、Cray* システム上でインテル® Advisor のスナップ

ショットを作成 

5. インテル® Advisor の GUI を使用してローカルシステム上でパフォーマンス・データを解釈 

6. 代替手順 

コンポーネント 

ここでは、このレシピで示される特定の結果を得るために使用されたハードウェアとソフトウェアをリストしま

す。 

• パフォーマンス解析ツール: インテル® Advisor 2018 

最新のバージョンは、https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/ からダウンロードできます。 

• アプリケーション: miniFE。すべての重要な計算フェーズを含む構造化されていない暗黙的有限への

近似を目的とした Mantevo オープンソース・ミニアプリ。 

https://github.com/Mantevo/miniFE/archive/2.2.0.tar.gz (英語) からダウンロードできます。 

• コンパイラー: インテル® C++ コンパイラー 2018 

最新のバージョンは、https://www.isus.jp/c-compilers/ からダウンロードできます。 

• オペレーティング・システム: SUSE* Linux* Enterprise Server 11 

• CPU: インテル® Xeon Phi™ 7230 プロセッサー 

必要条件 

Cray* システムで次の操作を行います。 

1. プログラミング環境を設定します。 

o インテルのプログラミング環境がデフォルトでロードされていることを確認します。 

$ module list 

o Cray* プログラミング環境がロードされている場合、環境を入れ替えます。 

$ module swap PrgEnv-cray PrgEnv-intel 

https://www.isus.jp/intel-advisor-xe/
https://github.com/Mantevo/miniFE/archive/2.2.0.tar.gz
https://www.isus.jp/c-compilers/


2. https://github.com/Mantevo/miniFE/archive/2.2.0.tar.gz (英語) からアプリケーションを複製し、

圧縮ファイルを展開します。 

$ tar xzvf ./miniFE-2.2.0.tar.gz 

3. OpenMP* バージョンのディレクトリーに移動します。 

$ cd ./miniFE-2.2.0/openmp/src 

4. Makefile.intel.openmp ファイルを修正し、CFLAGS の定義に -g オプションを追加します。 

CFLAGS = -g –O3 -qopenmp 

注 

インテル® C++ コンパイラーの代わりに Cray* ftn や cc コンパイラーを使用する場合、-dynamic オ

プションを追加する必要があります。ftn では、OpenMP* ディレクティブを検出するための OpenMP* 

オプションは不要です。 

ローカルシステムでインテル® Advisor を通常のように設定します。 

Cray* システムでアプリケーションをビルド 

Cray* システムで、アプリケーションをビルドして実行形式ファイルを現在のディレクトリーに保存します。 

$ make –f ./Makefile.intel.openmp 

インテル® Advisor の CLI を使用して Cray* システム上でパフォーマンス・データを

収集 

Cray* システムで次の操作を行います。 

1. インタラクティブ・セッションを開始します。 

Slurm スケジューラーを使用し、salloc コマンドで対話型セッションを有効にします。例えば、

debug という名前のパーティション (キュー) で、単一ノードで 30 分間の対話型セッションを開始し

ます。 

$ salloc -N 1 -p debug -t 30:00 

割り当てが許可されると、プロンプトに新しいノード名が反映されます。 

注 

一部の Cray* システムは、割り当てがアクティブになった後、サービスノード (MOM ノードとも呼ばれ

ます) に接続します。その場合、再び OpenMP* バージョンのディレクトリーに移動します。 

https://github.com/Mantevo/miniFE/archive/2.2.0.tar.gz


2. インテル® Advisor 環境を設定します。 

o この記事の執筆時点では、インテル® Advisor の Cray* モジュールに同種の命令スキームは

ありません。正しい名称については、システムのマニュアルを参照してください。このレシピで

は、プレースホルダーとして advisor を使用しています。 

$ module swap PrgEnv-cray PrgEnv-intel 
$ module load advisor 

o モジュールが見つからない場合、通常の方法でインテル® Advisor の設定変数を source し

ます。 

$ source /advixe-vars.sh 

o 同様にライブラリーの位置を追加する必要があります。 

$ export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/intel/advisor/lib64 

3. インテル® Advisor のサーベイ解析向けのスレッド数を設定します。 

$ export OMP_NUM_THREADS=32 

4. インテル® Advisor のサーベイ解析を実行して、結果を adv ディレクトリーに保存します。 

$ srun –n 1 –c 32 advixe-cl --collect=survey --project-dir=./adv  
-- ./miniFE.x 

注 

代わりに、Cray* システム上でバッチモードでパフォーマンス・データを収集することもできます。 

ローカルシステム上でデータの解釈を行うため、Cray* システム上でインテル® 

Advisor のスナップショットを作成 

ヒント 

VNC* や X11 のトンネル接続を有効にする後処理ノードが使用できない場合、インテル® Advisor のスナッ

プショットは優れたデータの転送方法です。 

Cray* システムで次の操作を行います。 

1. 後で詳しく調査するため、現在のディレクトリーに adv_snapshot.advixeexpz という名前で、す

べてのパフォーマンス・データを含む読み取り専用のスナップショットを生成します。 

$ advixe-cl --snapshot --project-dir=./adv --pack --cache-sources --cache-
binaries -- adv_snapshot 

2. 利用可能な方法で adv_snapshot.advixeexpz ファイルをローカルシステムにコピーします。 



インテル® Advisor の GUI を使用してローカルシステム上でパフォーマンス・データ

を解釈 

ローカルシステムで、スナップショットをダブルクリックして、インテル® Advisor GUI を起動し、サーベイレ

ポートを開いて収集されたパフォーマンス・データを表示します。 

miniFE ミニアプリの結果を調査します。これは不十分な実装であり、ベクトル化されたコード領域がなく、利

用可能な最上位の命令セット・アーキテクチャー (ISA) を使用していません。 

 

注 

代わりに、インテル® Advisor CLI テキストレポートを参照して、Cray* システムのパフォーマンスを解釈する

こともできます。 

代替手順 

Cray* システム上でバッチモードでパフォーマンス・データを収集 (インタラクティブの代わり) 

1. すべての構成の詳細を含む送信スクリプトを作成します。例えば、次の内容を含む run.slurm という

名前のスクリプトを作成します。 

#!/bin/bash 
#SBATCH --job-name=run_name 
#SBATCH -N 1 
#SBATCH -p debug 
#SBATCH --ntasks-per-node=1 
#SBATCH --time=00:30:00 
cd $PBS_O_WORKDIR 
export OMP_NUM_THREADS=32 
module swap PrgEnv-cray PrgEnv-intel 
module load advisor 
srun –n 1 –c 32  advixe-cl --collect=survey --project-dir=./results_dir  
-- ./miniFE.x 



2. ログインノードからスケジューラーへスクリプトを転送します。 

$ sbatch ./run.slurm 

インテル® Advisor CLI テキストレポートを使用した Cray* システムのパフォーマンス解釈 (スナップショッ

トとインテル® Advisor GUI をローカルシステムで使用する代わり) 

サマリーレポートを生成して画面に表示します。 

$ module swap PrgEnv-cray PrgEnv-intel 
$ module load advisor 
$ advixe-cl --report=summary --project-dir=./adv --format=text 

注 

レポートの出力は、直接ファイルに保存したり、CSV や XML などの形式で保存することもできます。 

要約 

• Cray* 環境が適切に設定されていれば、Cray* システム上でインテル® Advisor を実行することがで

きます。 

• スナップショットの作成は、インテル® Advisor の結果をインタラクティブな応答性の良いローカルシ

ステムに移動できる優れた方法です。 

関連情報 

• Cray* システム上のインテル® Advisor (英語) 

• MPI でインテル® Advisor とインテル® VTune™ Amplifier を使用する (英語) 

 

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。 

https://software.intel.com/en-us/articles/intel-advisor-on-cray-systems
https://software.intel.com/en-us/articles/using-intel-advisor-and-vtune-amplifier-with-mpi
https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
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