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計算性能の向上は、革新と発見を可能にする

出典: www.hpcwire.com/2014/01/02/top-supercomputing-discoveries-2013/

天体物理学 製造

エネルギー セキュリティー金融

ライフサイエンス 気候

天気
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1965 年～現在: 50 年以上にわたるムーアの法則
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科学の 3 つの領域

演算画像: CERN

実験科学
観察

理論科学
数学的モデル

計算科学
数値シミュレーション & モデリング

データ分析

ビジュアライゼーション
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コンピューティングは変化した…
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「畑を耕すのに
あなたならどっちを選ぶ?
2 頭のたくましい雄牛か、
1024 羽の鶏か」

シーモア・クレイ



マイクロプロセッサーの台頭

† コードネームは「Knights Landing」 (図の縮尺は正確ではありません)

2800 万倍
高速化

インテル® 4004 (1971 年)
10,000nm、トランジスタ数 2300 個

92 KOPS

インテル® Xeon Phi™ プロセッサー
(2015 年)†

14nm 3D トライゲート、トランジスター数
80 億個以上

3 TFLOPS (ピーク性能)
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並列コンピューティングの緊急性

出典: http://www.cnn.com/2001/tech/ptech/02/07/hot.chips.idg/

もし、今の方法でプロセッサーの開発が進めば、
CPU の速度はさらに速くなるだろうが、
消費電力も増大して使用不可能になるだろう。

—Patrick Gelsinger 
インテルの元 CTO (最高技術責任者)

2001 年 2 月 7 日
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並列化の台頭

2010 年までの元データは、M. Horowitz 氏、F. Labonate 氏、O. Shacham 氏、K. Olukotun 氏、L. Hammond 氏、C. Batten 氏によって収集およびプロットされました。
2010 年～ 2015 年までの新しいデータは、K. Rupp 氏によって収集およびプロットされました。

マイクロプロセッサー
の 40 年間の
トレンドデータ
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設計における問い: コンピューティングに最適なのは?
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少数の強力なコンポーネント vs. 多くの非力なコンポーネント
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インテルのビジョン

少数コアから多コアまで、一貫したプログラミング、
モデル、言語、ツール、最適化手法で展開
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どちらの CPU でも、同じ「標準」のプログラミング・モデル、
言語、最適化、ツールを使用可能

インテルの違い



イノベーションは十分ではない: あなたの時間は貴重
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お客様の生産性向上のために

C/C++
FORTRAN

Python
OpenMP

MPI
TBB 

インテル® VTune™ 
Amplifier 

インテル® Inspector
インテル® Advisor

インテル Trace 
Analyzer & Collector インテル® Cluster Checker 

インテル® クラスター・
レディー・
アーキテクチャー
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コードの近代化: マルチコア時代には必須

時間

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

GHz 時代 マルチコア時代

多コア CPU

マルチコア CPU
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今後の方向性は並列化
インテル® Xeon® プロセッサーおよびインテル® Xeon Phi™ プロセッサーはともに高度に並列化された
製品ファミリー

インテル®

Xeon® 64 
ビット

インテル®

Xeon®

5100 
シリーズ

インテル®

Xeon®

5500 
シリーズ

インテル®

Xeon®

5600 
シリーズ

インテル®

Xeon®

コードネーム
は

Sandy Bridge
EP

インテル®

Xeon®

コードネーム
は

Ivy Bridge EP 

インテル®

Xeon®

コードネーム
は

Haswell EP

コア数 1 2 4 6 8 12 18

スレッド数 2 2 8 12 16 24 36

SIMD 幅 128 128 128 128 256 256 256

インテル® Xeon 
Phi™

コードネームは
Knights Corner

インテル® Xeon 
Phi™

コードネームは
Knights Landing

61 60+

244 240+

512 512

コア数が多いほど スレッド数が多く ベクトル幅も拡張する

(図は説明用であり、ダイサイズの縮尺は正確ではありません)
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パフォーマンスの揺るぎない進歩

データの出典: top500.org
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Top500: パフォーマンス進化の歴史
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時間 = パフォーマンス
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ダイ全体の活用

1 コア、SIMD なし 12 コア、SIMD なし 12 コア、8 x SIMD
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例: ヨーロピアン・オプション (元の記述)
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𝐶 𝑆, 𝑡 = 𝑁 𝑑1 𝑆 − 𝑁 𝑑2 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)

𝑑1 =
1

𝜎 𝑇 − 𝑡
ln

𝑆

𝐾
+ 𝑟 +

𝜎2

2
(𝑇 − 𝑡)

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎 𝑇 − 𝑡

S – スポット価格
K – 行使価格
C(S, t) – 価格 S 時間 t におけるコールオプションの
価格
N(x) – 分散 x の正規分布の CDF (累積分布関数)
σ – リターンのボラティリティー
T – 満期日

for(int o = 0; o < nopt; o++) {

const REAL_T v_rt_t = sqrt(T[o])*vol;

const REAL_T mu_t = T[o] * mu;

REAL_T v0 = 0, v1 = 0, res;

for (int p = 0; p < npath; ++p) {

res = max(0, S[o]*exp(v_rt_t*m_r[p] 

+ mu_t)-X[o]);

v0 += res;

v1 += res*res;

}

result    [o] += v0;

confidence[o] += v1;

}



例: ヨーロピアン・オプション (手作業で最適化済み)
for(int opt = opt_start; opt < opt_end; opt++) {

for(int i = 0; i < 16; ++i)

_mm_vprefetch1(start + i*SIMDLEN, _MM_PFHINT_NONE);

const float  INVLN2  = 1.0/M_LN2;

__m512           vecval;

__m512           vecval2;

const float      VBySqrtT = VOLATILITY * sqrtf(T[opt]);

const float      MuByT    = Mu * T[opt];

const float      Sopt     = S[opt];

const float      Xopt     = X[opt];

__asm{

vbroadcastss zmm0,  INVLN2;       // vINVLN2

vbroadcastss zmm1,  VBySqrtT;     // vecVBySqrtT

vmulps       zmm1,  zmm1,  zmm0;  // vecVBySqrtT * vINVLN2b

vbroadcastss zmm2,  MuByT;        // vecMuByT

vmulps       zmm2,  zmm2,  zmm0;  // vecMuByT * vINVLN2

vbroadcastss zmm3,  Sopt;         // vecY

vbroadcastss zmm4,  Xopt;         // vecZ

vpxord       zmm5,  zmm5,  zmm5;  // zero

vpxord       zmm6,  zmm6,  zmm6;  // vecval   0

vpxord       zmm7,  zmm7,  zmm7;  // vecval2  0

vpxord       zmm11, zmm11, zmm11; // vecval   1

vpxord       zmm12, zmm12, zmm12; // vecval2  1

vpxord       zmm16, zmm16, zmm16; // vecval   2

vpxord       zmm17, zmm17, zmm17; // vecval2  2

vpxord       zmm21, zmm21, zmm21; // vecval   3

vpxord       zmm22, zmm22, zmm22; // vecval2  3

mov rcx, start;          // hrnd

mov rax, end;            // end

loop:

vmovaps        zmm8,  zmm2;

vprefetch0     [rcx + 5*64];

vmovaps        zmm13, zmm2;

vprefetch0     [rcx + 6*64];

vmovaps        zmm18, zmm2;

vprefetch0     [rcx + 7*64];

vmovaps        zmm23, zmm2;

vprefetch0     [rcx + 8*64];

vfmadd231ps    zmm8,  zmm1,  [rcx]       {16to16};

vfmadd231ps    zmm13, zmm1,  [rcx + 64]  {16to16};

vfmadd231ps    zmm18, zmm1,  [rcx + 128] {16to16};

vfmadd231ps    zmm23, zmm1,  [rcx + 192] {16to16};

vcvtfxpntps2dq zmm9,  zmm8,  0x50;

vcvtfxpntps2dq zmm14, zmm13, 0x50;

vcvtfxpntps2dq zmm19, zmm18, 0x50;

vcvtfxpntps2dq zmm24, zmm23, 0x50;

vexp223ps      zmm10, zmm9;

vexp223ps      zmm15, zmm14;

vexp223ps      zmm20, zmm19;

vexp223ps      zmm25, zmm24;

vfmsub132ps    zmm10, zmm4, zmm3;

vfmsub132ps    zmm15, zmm4, zmm3;

vfmsub132ps    zmm20, zmm4, zmm3;

vfmsub132ps    zmm25, zmm4, zmm3;

vcmpltps       k1,    zmm5, zmm10;

vcmpltps       k2,    zmm5, zmm15;

vcmpltps       k3,    zmm5, zmm20;

vcmpltps       k4,    zmm5, zmm25;

vaddps         zmm6  {k1}, zmm6,  zmm10;

vaddps         zmm11 {k2}, zmm11, zmm15;

vaddps         zmm16 {k3}, zmm16, zmm20;

vaddps         zmm21 {k4}, zmm21, zmm25;

vfmadd231ps    zmm7  {k1}, zmm10, zmm10;

vfmadd231ps    zmm12 {k2}, zmm15, zmm15;

add            rcx, 256; // increment

vfmadd231ps    zmm17 {k3}, zmm20, zmm20;

cmp rcx, rax; // check

vfmadd231ps    zmm22 {k4}, zmm25, zmm25;

jb             loop;

vaddps zmm6,  zmm6,  zmm11;

vaddps zmm7,  zmm7,  zmm12;

vaddps zmm16, zmm16, zmm21;

vaddps zmm17, zmm17, zmm22;

vaddps zmm6,  zmm6,  zmm16;

vaddps zmm7,  zmm7,  zmm17;

vmovaps vecval,  zmm6;

vmovaps vecval2, zmm7;

};

const double val = _mm512_reduce_add_ps(vecval);

h_CallResult[opt]     += val;

const double val2= _mm512_reduce_add_ps(vecval2);

h_CallConfidence[opt] += val2;

}
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1x

10x

100x

1,000x

10,000x

高
速
化

ループ展開 スレッド化 ベクトル化 算術演算

パフォーマンス結果: 1,000 倍以上の高速化

出典: ヨーロピアン・オプションの価格計算コードインテル© Xeon Phi™M 7120P、16GB RAM、ICC 14.0
パフォーマンス・テストに使用したソフトウェアやワークロードは、インテルのマイクロプロセッサー上でのみ、パフォーマンス最適化されている場合があります。SYSmark* や MobileMark* など
のパフォーマンス・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、演算、および関数を使用して測定されています。これらの要素を 1 つでも変更した場合、結果が異な
る可能性があります。購入検討時に十分な評価を行うには、その他の情報やパフォーマンステストも確認してください。また、他の製品と組み合わせた場合のパフォーマンスも確認が必要です。
詳細については、http://www.intel.com/performance をご覧ください。

60 倍

16 倍
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役立つ先進ツールおよび規格

VTune™ Amplifier XE
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例: ヨーロピアン・オプション (近代化済み)

#pragma omp parallel for

for(int o = 0; o < nopt; o++) {

const REAL_T _rt_tLN2=sqrt(T[o])*vol/M_LN2;

const REAL_T mu_tLN2 = T[o]*mu/MLN2;

REAL_T v0 = 0, v1 = 0, res;

#pragma omp simd reduction(+:v0), reduction(+:v1), aligned(m_r:64)

#pragma unroll(4)

for(int p = 0; p < npath; ++p) {

res = max(0, S[o]*exp2(v_rt_tLN2*m_r[p] 

+ mu_tLN2)-X[o]);

v0 += res;

v1 += res*res;

}

result    [o] += v0;

confidence[o] += v1;

}
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近代化されたコード = 大きな進歩

「宇宙科学」の画像: ビッグバン後に生まれた最初の測定可能な光の名残である、宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) における統計的変動の 3次元可視化画像です。CMB データはプランク衛星に
よるもので、第 10 章のテーマです。新しい物理学と宇宙の進化へのビジョンを与えてくれます。画像は、インテルのオープンソースのレイ・トレーシング・ソフトウェア、OSPRay を使用して、
Gregory P. Johnson 氏と Timothy Rowley 氏によってレンダリングされました。

生命情報科学 宇宙科学 機械学習
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#近代化されたコード: COSMOS による初期宇宙の研究

書籍表紙の背景画像: ケンブリッジ大学の Stephen Hawking Centre for Theoretical Cosmology (CTC) が用いた SGI, Inc 社製 COSMOS@DiRAC SGI UV2000 ベースのスーパーコンピュー
ターの写真。写真提供: Philip Mynott 氏。書籍表紙の前景画像: ビッグバン後に生まれた最初の測定可能な光の名残である、宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) における統計的変動の 3次元可視
化画像です。CMB データはプランク衛星によるもので、第 10 章のテーマです。新しい物理学と宇宙の進化へのビジョンを与えてくれます。画像は、インテルのオープンソースのレイ・トレーシン
グ・ソフトウェア、OSPRay を使用して、Gregory P. Johnson 氏と Timothy Rowley 氏によってレンダリングされました。
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コード近代化の緊急性

出典: http://www.scientificcomputing.com/articles/2014/12/hpc-community-experts-weigh-code-modernization

... 継続した進歩は、シミュレーションとデータ分
析の進展にますます依存しつつある。そしてそれ
は、コードの近代化のみによって可能になるの
だ ...

— Sudip Dosanjh 氏
NERSC ディレクター
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インテル並列
コンピューティング・センター

https://software.intel.com/en-us/
ipcc

インテルの
コード近代化プログラム

https://software.intel.com/en-us/
code-modernization-enablement

インテル® Parallel 
Universe マガジン
https://software.intel.com/en-us/
intel-parallel-universe-magazine

コードの近代化
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https://software.intel.com/en-us/ipcc
https://software.intel.com/en-us/code-modernization-enablement
https://software.intel.com/en-us/intel-parallel-universe-magazine


30

Parallel Universe
インテルが四半期ごとに公開している、ソフ
トウェア開発分野の革新を探求するマガジン
です。

最近のトピック:
• C++ Parallel STL
• インテル® Advisor のルーフライン解析
• OpenMP* の新機能
• インテル® AVX-512 によるベクトル化
• R における並列処理
• など、その他多数



並列コンピューティング時代
真っ最中の今、次に来るのは?
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ヘテロジニアス・コンピューティング

パフォーマンス/消費電力のトレード
オフは、ヘテロジニアス並列化の未来
の原動力

どうアプリケーションをプログラムす
るか?

中心となるアプリケーションは?

CPU NIC

DSP

ASIC

GPU

FPGA
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新しいタイプのアプリケーション

基本的構成要素とデータ構造は?

動的データをどう扱うか?

最高のパフォーマンス・メトリクスは?

Facebook のタググラフ Netflix の類似性グラフ 最短経路
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関心対象の分離

開発者の 2 つのグループ:

1. 結果を出すことを考えるドメイン・エキスパート

2. パフォーマンスを考えるチューニング・エキスパート

単純な例としてインテル® マス・カーネル・ライブラリーがある。
数値演算まで抽象度を上げる。

1. ドメイン・エキスパートは計算上の課題にフォーカス

2. チューニング・エキスパートはベクトル化と並列化にフォーカス



アプリケーション・ドメインに対する
モチーフのマッピング

計算モチーフと並列パターンの ParLab 表

抽象度を上げる...

Asonovic その他、「The landscape of parallel computing research: A view from Berkeley」技術報告書 No. 
UCB/EECS-2006-183、2006 年 12 月。

https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2006/EECS-2006-183.pdf
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モチーフ

1 有限ステートマシン (FSM)

2 組み合わせ

3 グラフ・トラバーサル

4 構造格子

5 密行列

6 疎行列

7 スペクトル (FFT)

8 動的計画法

9 N 体

11 バックトラック / B&B

12 グラフィカル・モデル

13  非構造化格子

必要な温度チャート DB = データベース

ML = 機械学習

HPC = 高性能コンピューティング

温暖高温 冷温中温

モチーフ

10 MapReduce

https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2006/EECS-2006-183.pdf


並列パターン

36

モチーフは、高水準の構造
パターンおよび計算パター
ンに分解された後、さらに、
低水準の実行パターンに分
解される

Asonovic その他、「The landscape of parallel 
computing research: A view from Berkeley」
Tech.Report No. UCB/EECS-2006-183, 
December 2006.
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DFT

複素共役

ソート

DFT



イノベーションは十分ではない: 
あなたの時間は貴重
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Python* 向け
インテル® 
ディストリビューション
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Python* 向けインテル® ディストリビューション

http://bit.ly/intel-python

▪ インテル® マス・カーネル・ライブラリー、

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® データ・アナリティクス・

アクセラレーション・ライブラリーによる

NumPy/SciPy パフォーマンスの高速化

▪ 容易なインストール

▪ Python* 2.7 & 3.6

▪ Windows* および Linux および OS X



いくつかのパフォーマンス・ベンチマーク
Python* 向けインテル® ディストリビューション

特定の数値関数に対する Python* のパフォーマンス向上効果
Python* 向けインテル® ディストリビューション(テクニカルプレビュー) 対 Ubuntu Python
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並列化の 3 つの共通レベル

タスク並列化 / 
メッセージ受け渡し



42

区分化大域アドレス空間 (PGAS)

区分化大域アドレス空間 (Partitioned 
Global Address Space: PGAS) では、複
数のシステムのメモリーを、1 つのアドレ
ス空間のように見せます。

インテルは、PGAS を OpenSHMEM と
Co-array Fortran を通してサポートして
います。

インテル® Trace Analyzer & Collector 
は、OpenSHMEM 通信解析をサポートし
ています。



43

インテル® スレッディング・ビルディング・ブロック (TBB)
threadingbuildingblock.org

汎用並列アルゴリズム
フロー
グラフ

コンカレント・コンテナー

タスク・スケジューラー

メモリー割り当て

同期プリミティブ

スレッド・ローカル・
ストレージ

スレッド その他



TBB フローグラフ
依存性グラフとデータフロー・アルゴリズムを実装

並列処理を高水準において活用
graph g;

continue_node< continue_msg > h( g, 

[]( const continue_msg & ) { 

cout << “Hello “; 

} );

continue_node< continue_msg > w( g, 

[]( const continue_msg & ) { 

cout << “World¥n“; 

} );

make_edge( h, w );

h.try_put(continue_msg());

g.wait_for_all();
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TBB フローグラフのノードタイプ

関数 f() f() f(x) f(x)

source_node continue_node function_node multifunction_node

バッファリング

buffer_node queue_node priority_queue_node sequencer_node

1 023

分割/結合

queueing  join reserving  join tag  matching  join split_node indexer_node

その他

broadcast_node write_once_node overwrite_node limiter_node
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例: 機能検出アルゴリズム

パイプライン処理、タスク並列化、データ並列化を表現可能

buffer

get_next_image
preprocess

detect_with_A

detect_with_B

make_decision

46
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抽象度を上げる

例: Microsoft Azure Machine Learning Studio

▪ ワークフローに含まれる

共通の処理をカプセル化

▪ ドメイン・エキスパートが

データフローを定義

▪ チューニング・エキス

パートが演算ブロックを

最適化




