
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多様なワークロードに対する妥協のないパフォーマンスを提供するとともに、

開発を簡素化し、複数のアーキテクチャーに対応する時間を節約 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インテル® oneAPI ベース・ 

ツールキットを入手 (英語) > 

現代のワークロードは多様化しており、それはアーキテクチャーにも当てはまります。 

つまり、1 つのアーキテクチャーがすべてのワークロードに対応できるわけではありません。

パフォーマンスを最大化するには、CPU、GPU、FPGA、および将来のアーキテクチャーに 

展開されるスカラー、ベクトル、行列、および空間 (SVMS) アーキテクチャーを混在させる

必要があります。 

インテル® oneAPI 製品は、アプリケーションとソリューションを SVMS アーキテクチャー

に展開する開発ツールを提供します。補完ツールキット (ベースキットとアドオン) は、 

プログラミングを簡素化し、効率と革新を促進します。 

次の用途に使用します。 

• ハイパフォーマンス・コンピューティング (HPC) 

• マシンラーニングと解析 

• IoT アプリケーション 

• ビデオ処理 

• レンダリング 

• その他 

ハイライト 

直接プログラミング向けのデータ並列 C++ 言語 

データ並列 C++ (DPC++) (英語) は SYCL* を取り込んだ C++ 進化版です。ターゲット・ハー

ドウェア全体でコードを再利用でき、CPU、GPU、および FPGA アーキテクチャーで高い生産

性とパフォーマンスを実現し、アクセラレーター固有のチューニングを可能にします。 

API ベースのプログラミング向けライブラリー 

ディープラーニング、数学、ビデオ処理を含む強力なライブラリーは、インテル製 CPU と 

GPU で計算負荷の高いワークロードを高速化する最適化されたドメイン固有の関数を提

供します。 

高度な解析とデバッグツール 

プロファイル、設計のアドバイス、およびデバッグ向けのインテル® oneAPI 製品には次の

ような解析ツールが含まれます。 

• インテル® VTune™ プロファイラー (ベータ) (英語) により、CPU、GPU、および FPGA  

システムのパフォーマンス・ボトルネックを迅速に検出 

• インテル® Advisor (ベータ) (英語) はベクトル化、スレッド化、そしてアクセラレーターへ

のオフロードの設計をアドバイス 

• GDB* (英語) により効率良くコードの問題を解決 

 

製品概要 
インテル® oneAPI ツールキット(ベータ) によるクロスアーキテクチャー・プログラミング 

 

統一されたクロスアーキテクチャー・
プログラミング・モデル 

https://software.intel.com/en-us/oneapi/base-kit#download
https://software.intel.com/en-us/oneapi/base-kit#download
https://software.intel.com/en-us/oneapi/dpc-compiler
https://software.intel.com/en-us/oneapi/vtune-profiler
https://software.intel.com/en-us/oneapi/advisor
https://sourceware.org/git/gitweb.cgi?p=binutils-gdb.git


 

 
 

ニーズに合わせたツールキット 

インテル® oneAPI ベース・ツールキットから開始 

インテル® oneAPI ベース・ツールキットは、多様なアーキテク

チャーでハイパフォーマンスなデータ・セントリックのアプリケー

ションを構築および展開するためのツールとライブラリーの基本

セットです。 

C++ の進化版であるデータ並列 C++ (DPC++) 言語は次の機能を

提供します。 

• ターゲット・ハードウェア間でコードの再利用が可能 — CPU、

GPU、および FPGA 

• 個々のアクセラレーター向けのカスタム・チューニングが可能 

• ドメイン固有のライブラリーと Python* 向けインテル® ディスト

リビューション (英語) により、関連するアーキテクチャー全体で

高速化を実現 

• キットを完全にするため、プロファイル、設計支援、およびデバッグ

ツールを拡張 

キットには以下が含まれます。 

• インテル® oneAPI DPC++ コンパイラー (ベータ) (英語): カスタム・

チューニングを可能にしつつ、単一のソースコードで CPU とアク

セラレーターをターゲットにできます。 

• インテル® DPC++ 互換性ツール (ベータ) (英語): CUDA* ソース

コードから DPC++ コードへの移行を支援します。 

• インテル® oneAPI DPC++ ライブラリー (ベータ) (英語): 主要な生

産性アルゴリズムと関数により、データ並列ワークロードを高速

化します。 

• インテル® oneAPI スレッディング・ビルディング・ブロック (ベータ) 

(英語): 高度なスレッド化とメモリー管理テンプレートにより、並

列処理の記述を簡素化します。 

• インテル® oneAPI マス・カーネル・ライブラリー (ベータ) (英語): 行

列代数、高速フーリエ変換 (FFT)、ベクトル演算などの数学処理

ルーチンを高速化します。 

• インテル® oneAPI データ・アナリティクス・ライブラリー (ベータ) 

(英語): マシンラーニングとデータ解析のパフォーマンスを向上

させます。 

• Python* 向けインテル® ディストリビューション (英語): データ

サイエンスやマシンラーニングの問題に対処するため、コード

を変更することなく高速の数学集約型のワークロードのパ

フォーマンスを実現します。 

• インテル® VTune™ プロファイラー (ベータ) (英語): CPU、GPU、

および FPGA システム全体のパフォーマンス・ボトルネックを

検出して最適化します。 

• インテル® Advisor (ベータ) (英語): 効率良いベクトル化、スレッド

化、およびアクセラレーターへのオフロードを行うコード設計を

支援します。 

• インテル® oneAPI ビデオ・プロセシング・ライブラリー (ベータ) 

(英語): 放送、ライブ・ストリーミング、ビデオ・オン・デマンド、 

クラウドゲームなど、高速で高品質のリアルタイムでのビデオ

デコード、エンコード、トランスコード、および処理を提供します。 

• インテル® oneAPI ディープ・ニューラル・ネットワーク・ライブラ

リー (ベータ) (英語): 高いパフォーマンスを得るために最適化され

たビルディング・ブロックを使用して、インテル製 CPU と GPU で

高速なニューラル・ネットワーク・フレームワークを開発します。 

• インテル® oneAPI コレクティブ・コミュニケーション・ライブラ

リー (ベータ) (英語): ディープラーニング・フレームワーク向けに 

最適化された通信パターンを実装します。ディープラーニング・

フレームワークの基板として、コンポーネントを個別に、または

一緒に使用します。 

• インテル® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミティブ 

(英語): イメージ処理、信号処理、データ圧縮などのパフォーマ

ンスを高速化します。 

• GDB* (英語): DPC++、C、C++、および Fortran コードのシス

テム全体に及ぶ詳細なデバッグを可能にします。 

• oneAPI ベース・ツールキット用インテル® FPGA アドオン (ベータ) 

(オプション) (英語): 再構成可能なハードウェア・アクセラレー

ターをプログラムし、データ・セントリックのワークロードを高

速化します。 

https://software.intel.com/en-us/distribution-for-python
https://software.intel.com/en-us/distribution-for-python
https://software.intel.com/en-us/oneapi/dpc-compiler
https://software.intel.com/en-us/get-started-with-intel-dpcpp-compatibility-tool
https://software.intel.com/en-us/oneapi/dpc-library
https://software.intel.com/en-us/oneapi/tbb
https://software.intel.com/en-us/oneapi/mkl
https://software.intel.com/en-us/oneapi/dal
https://software.intel.com/en-us/distribution-for-python
https://software.intel.com/en-us/oneapi/vtune-profiler
https://software.intel.com/en-us/oneapi/advisor
https://software.intel.com/en-us/oneapi/vpl
https://software.intel.com/en-us/oneapi/dnnl
https://software.intel.com/en-us/oneapi/dnnl
https://software.intel.com/en-us/oneapi/ccl
https://software.intel.com/en-us/oneapi/ccl
https://software.intel.com/en-us/ipp
https://sourceware.org/git/gitweb.cgi?p=binutils-gdb.git
https://software.intel.com/en-us/oneapi/fpga
https://software.intel.com/en-us/oneapi/fpga


 

特殊なワークロード向けにドメイン固有のツールキットを

追加 

幅広く開発者のニーズに応えるインテル® oneAPI ベース・ツール

キットに加え、4 つのアドオン・ツールキットを組み合わせて、必要

とする専用ツールを構成できます。 

• インテル® oneAPI HPC ツールキット (ベータ) (英語): ベクトル化、

マルチスレッド化、マルチノード並列化、およびメモリー最適化な

どの最新技術により、HPC アプリケーションを構築、解析、最適化、 

およびスケーリングするツールを使用して、スケーラブルな高速

アプリケーションを開発できます。 

• インテル® oneAPI IoT ツールキット (ベータ) (英語): 医療、スマート

ホーム、航空宇宙、セキュリティーなど、スマート接続デバイスの

開発を促進します。 

• インテル® oneAPI レンダリング・ツールキット (ベータ) (英語): 医療

研究、物理探査、映画製作など、大量の未加工データをリッチでリ

アルな映像に素早くレンダリングする必要のある、忠実度の高い

視覚アプリケーション向けの強力なレンダリングおよびレイト

レーシング・ライブラリーを利用できます。 

• インテル® oneAPI DL フレームワーク・デベロッパー・ツール 

キット (ベータ) (英語): 共通の API を使用して、新しいディープラーニ

ング・フレームワーク開発、または既存のカスタマイズを行います。

シングルノードまたはマルチノード分散処理向けのインテル製 

CPU および GPU 上で、ハイパフォーマンスな最適化を行います。 

インテル® oneAPI と密接に関連する 3 つのツールキットがあります。 

• OpenVINO™ ツールキット (英語): インテル® oneAPI のコンポー

ネントにより強化されたこのツールキットを使用して、ディープ

ラーニングの推論を加速し、インテル® プラットフォームとアクセ

ラレーター全体にインテリジェントなソリューションをシームレス

に展開します。 

• インテル® AI アナリティクス・ツールキット ( ベ ー タ ) (英語): 

インテル® oneAPI により強化されたこのツールキットで、AI 

ワークロード向けのエンドツーエンドのパフォーマンスを達成

します。ディープ・ニューラル・ネットワークの訓練、推論アプリ

ケーションへの訓練済みモデルの統合、およびデータサイエン

スと解析機能の実行における、パイプラインのそれぞれのス

テップを加速します。 

• インテル® システム・ブリングアップ・ツールキット  (ベータ )  

(英語): このツールキットに含まれるデバッグ、トレース、およ

び電力とパフォーマンス解析ツールを使用して、システムの信

頼性を強化し、システムの電力とパフォーマンスを最適化して、

プラットフォーム全体を素早くデバッグおよび解析します。 

インテル® DevCloud をお試しください 

インテル® DevCloud でインテル® oneAPI コードを開発、実行、

最適化できます。これは、最新のインテル® CPU、GPU、および 

FPGA ハードウェアとインテル® oneAPI ソフトウェアにアクセ

スできる無料の開発サンドボックスです。 

関連情報 

• インテル® oneAPI 製品の詳細 (英語) > 

• インテル® oneAPI ベース・ツールキットを入手 (英語) > 

• インテル® DevCloud (英語) > 
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**性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定
のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。結果はこれらの要因によって異なります。製品の購入を検討される場合は、他の製品と組み合わせた場
合の本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。詳細については、http://www.intel.com/performance/ (英語) を参照してくだ
さい。 

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。 

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も許諾するものではありません。 

インテルは、明示されているか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。ここにいう保証には、商品適格性、特定目的への適合性、知的財産権の非侵害性への保証、およびインテル製品の性能、取
引、使用から生じるいかなる保証を含みますが、これらに限定されるものではありません。本資料には、開発中の製品、サービスおよびプロセスについての情報が含まれています。本資料に含まれる情報
は予告なく変更されることがあります。最新の予測、スケジュール、仕様、ロードマップについては、インテルの担当者までお問い合わせください。本資料で説明されている製品およびサービスには、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。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、www.intel.com/design/literature.htm (英語) 
を参照してください。インテル® ソフトウェア開発製品のパフォーマンスおよび最適化に関する詳細は、最適化に関する注意事項 (https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp) を
参照してください。 

Intel、インテル、Intel ロゴ、OpenVINO、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。 
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